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(57)【要約】
システムおよび方法は、ベンチュリ効果を霧化のために
利用して、霧化した溶液を建物または部屋の内部容積に
霧化した溶液を送給する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶液を分散させるシステムであって、
　入口、出口およびそこに含まれる溶液を有する溶液チャンバ、
　前記溶液チャンバと有効に関連したベンチュリ構成、
　前記溶液チャンバ内の前記溶液にベンチュリ効果を与えるために構成される給気口、
　加圧空気入口ソースと関連した少なくとも１つのアクチュエータ、を備え、それにより
、作動に際して、前記加圧空気は、前記溶液を霧化して、霧化した溶液を前記出口を通っ
て押し出す、システム。
【請求項２】
　前記溶液は、少なくとも１つの活性物質を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記溶液チャンバ内の前記溶液は、薬剤、生菌、機能性食品、またはそれらの組み合わ
せのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ベンチュリ構成は、前記溶液にベンチュリ効果を与える給気口および出口を含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アクチュエータは、手動操作アクチュエータである、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アクチュエータは、コンピュータ・マイクロプロセッサによって制御される自動化
したアクチュエータである、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記アクチュエータと有効に関連した少なくとも１つのセンサをさらに備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記アクチュエータと有効に関連した少なくとも１つの気流センサ、化学センサ、生物
センサ、またはそれらの組み合わせをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムに導く出口を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムの入口に導く出口を有する、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１１】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムの気流ダクトに導く出口を有する、請求項１に記載の
システム。
【請求項１２】
　霧化した溶液を送給する方法であって、
　請求項１のシステムを提供するステップ、
　前記溶液チャンバ内に溶液を配置するステップ、
　前記アクチュエータを起動させるステップを含み、それにより、前記起動は、前記溶液
を霧化し、そして、前記溶液は、前記出口を通って前記溶液チャンバを出る、方法。
【請求項１３】
　前記溶液チャンバ内の前記溶液は、薬剤、生菌、機能性食品、またはそれらの組み合わ
せのうちの少なくとも１つを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　部屋の内部容積を測定するステップ、前記部屋内の前記霧化した溶液の所望の最終濃度
を算出するステップ、および、前記所望の最終濃度に基づいて、算出時間の間、霧化する
ために前記アクチュエータを設定するステップ、をさらに含む、請求項１２に記載の方法
。
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【請求項１５】
　前記溶液は、生菌、薬剤、機能性食品、またはそれらの組み合わせである、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１６】
　生菌の送給前にバクテリア生育を測定するステップ、および、バクテリア生育測定が真
菌カウント約１００ＣＴ／ｃｍ２未満という結果になる前記所望の最終濃度に基づいて、
送給の期間を算出するステップ、をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　バクテリア生育測定が真菌カウント約１００ＣＴ／ｃｍ２未満という結果になる前記所
望の最終濃度に基づいて、算出された期間の間、生菌の送給後にバクテリア生育を測定す
るステップ、をさらに含む、請求項１５に記載の方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の指標］
　この出願は、２０１３年１月２２日出願の米国仮特許出願番号第６１／７５５，１２９
号の非仮特許出願であり、その利益を請求する。そしてその開示は、全体として参照によ
り本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　［技術分野］
　液体を霧化して、周囲空気に送給するための公知の多数の装置がある。他の蒸発器のよ
うな装置は、溶液を気化させて、それを部屋または居住可能な構造内の空気に導入するた
めに、種々のタイプの溶液を空気に導入することを提供する。大部分のこれらの装置は、
空気を嗅ぎつけるか、浄化するか、または湿らすことに集中する。
【０００３】
　他の装置は、タイマを必要とするか、または、スイッチを手動でオンまたはオフするこ
とになっている。
【０００４】
　内部容積に基づく機能的な関係において送給された溶液の濃度を占める一方で、閉鎖空
間の比容積に溶液を自動的に霧化して送給するように構成される装置の認識された必要が
ある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、空気－エアゾールを分散させる装置に関する。そしてそれは、ＨＶＡＣ（暖
房換気空調）システムと連動して同様に単独で働くことができる。
【０００６】
　一実施形態において、本発明は、空気中に解放される生菌バクテリア（ｐｒｏｂｉｏｔ
ｉｃ　ｂａｃｔｅｒｉａ）と混合される予め選択された溶液に関する。ＨＶＡＣシステム
を介して、部屋に直接、またはそれらの組み合わせとして空気中に加えられることができ
る生菌バクテリアと混合される溶液の霧化によって、解放はなされる。従来の装置は、そ
れらの全てが定量的測定および機能的な量の生菌バクテリアの使用が欠如していて、不十
分である。
【０００７】
　一実施形態において、本発明は、ユーザ入力を除去するように構成される少なくとも１
つの気流センサを有する。気流センサは、それがＨＶＡＣシステムの動作の結果として気
流を検出するにつれて、装置を起動させる。
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【０００８】
　一実施形態において、本発明は、装置がその都度オンする時間間隔および延べ時間をプ
ログラムするためのマイクロコンピュータ・インターフェイスを含む。これは、本発明を
所望通りにＨＶＡＣシステムから独立して実行する能力を可能にする。
【０００９】
　一実施形態において、本発明は、測定されたそして有効量の生物学的機能溶液を空気、
ＨＶＡＣシステム、またはそれらの組み合わせに送給するために構成されるシステムおよ
び方法である。一実施形態において、生菌バクテリア溶液は、十分に軽く霧化されて、Ｈ
ＶＡＣシステム内の気流および圧力差によって運ばれる。
【００１０】
　一実施形態において、霧そのものはＳｔａｂｉｏｔｉｃ（登録商標）である。そしてそ
れは、安定した、胞子の形でもあるバクテリアの生菌バクテリア種の混合である。一旦生
菌が水および／または空気の混成にさらされると、それは活性化する。空気中のいかなる
粒子とも、またはいかなる表面上にも接触する際に、それらは食物、アレルゲンおよび他
の汚染物質を直ちに消費する。それにより、顕微鏡レベルにクリーニングして、さらにバ
イオフィルムを解体する。したがって、極めて有効なクリーニング法を提供して、したが
って、感染のリスクを低下させる。
【００１１】
　一実施形態において、適応装置は、地上に、ＨＶＡＣシステムの内部に、天板上に位置
決めするために構成されるか、または壁に取り付けられる。装置は、ユーザが着脱可能な
瓶を変えることができて、補充することができるように、交換可能な溶液を有する。装置
は、定期的に装置と相互作用しなければならないユーザなしで作動して、それがスイッチ
オンまたはオフされることを必要としないで、より自動化した動作を許容する。
【００１２】
　好ましい実施形態において、本発明は、圧縮空気を受容して、送給溶液を含む閉鎖薬品
容器にベンチュリ効果を与えるために容器に空気を導くように設計される溶液容器と送給
を合体させるように構成される。送給溶液チャンバに圧力下で空気を押圧することによっ
て、溶液は、霧化されて、構成された出口を通って外へ指向する。霧化した溶液空気は、
外側の環境に向けて出口ホースに導かれる。
【００１３】
　上記の遂行に向けて、本発明は、添付の図面に例示される。しかしながら、図面は例示
するだけであるという事実に注意はうながされる。変更は本発明の一部であるとして考察
され、そして、請求項の範囲によってのみ制限される。
【００１４】
　少なくとも１つの有効成分を有する溶液を霧化して、霧化した溶液を、大気内部への直
接送給、ＨＶＡＣシステムを通した送給、またはそれらの組み合わせにおいて、構造の内
部領域に送給するためのシステムおよび方法を有することは、本発明の目的である。一実
施形態において、有効成分は、生菌、製薬薬剤、または栄養補給剤である。一実施形態に
おいて、霧化した溶液粒子は、約１．１～１０ミクロンの通常のガウス曲線に基づいてｄ
９０平均粒径分布を有する。少なくとも１つの有効成分を有する溶液を霧化して、霧化し
た溶液を、霧化機構と有効に関連した少なくとも１つのセンサを利用して、それによりセ
ンサが微粒化を起動させて、構造の内部領域に送給するためのシステムおよび方法を有す
ることは、本発明の目的である。
【００１５】
　付加的な特徴は、環境状況および装置バッテリおよび／またはカートリッジレベルがわ
かるために、スマートフォン、コンピュータ、リモートを介して装置を制御するための無
線または同様の手段を介した制御能力を有する構成を含む。
【００１６】
　本発明は、オフィス、ベッドルーム、キャンピング、リビングルーム、自動車、飛行機
、およびいかなる屋内のまたは屋外の場所においても使用する携帯装置として構成される
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ことができる。任意には、システムは、人が自らスプレーすることができる個人スプレー
ノズルによって構成される。
【００１７】
　マイクロコンピュータ・インターフェイスは、装置が時間／環境条件によって働くよう
にプログラムする能力によってプログラム可能である。本発明のシステムおよび方法は、
建物空間の悪い細菌の量を減少させることによって、そして活力を増加させることによっ
て、固定ＳＢＳ（シックビルディング症候群）を支援する。
【００１８】
　システムはまた、空気中の細菌の質を点検するセンサだけでなく、空気の動きを検出す
るセンサも有するので、ＨＶＡＣシステムがオンになるとすぐに、装置はそれを検出して
それ自体をオンにし、それに応じて霧を分散させる。この方法は、無駄になる溶液材料が
ない。これはまた、作業（それはより多くのバクテリアを生じさせる）が材料のより良好
な使用法を可能にしない間、ＨＶＡＣ内にある液体のアクセスを不可能にする。
【００１９】
　一実施形態において、本発明は、溶液を分散させるシステムであって、
　入口、出口およびそこに含まれる溶液を有する溶液チャンバ、
　溶液チャンバと有効に関連したベンチュリ構成、
　溶液チャンバ内の溶液にベンチュリ効果を与えるために構成される給気口、
　加圧空気入口ソースと関連した少なくとも１つのアクチュエータ、を備え、それにより
、作動に際して、加圧空気は、溶液を霧化して、霧化した溶液を出口を通って押し出す、
システムである。
【００２０】
　一実施形態において、溶液は、薬剤、生菌、機能性食品、またはそれらの組み合わせの
うちの少なくとも１つを含んでいる少なくとも１つの活性物質を含む。
【００２１】
　ベンチュリ構成は、溶液にベンチュリ効果を与えるために給気口および出口を含む。
【００２２】
　システムアクチュエータは、手動操作アクチュエータ、プログラム可能なコンピュータ
・マイクロプロセッサによって制御される自動化したアクチュエータ、またはそれらの組
み合わせである。
【００２３】
　一実施形態において、システムは、アクチュエータと有効に関連した少なくとも１つの
センサを有する。
【００２４】
　システムは、アクチュエータと有効に関連した少なくとも１つの気流センサを有して構
成されることができる。
【００２５】
　一実施形態において、システムは、霧化した溶液をＨＶＡＣシステムの入口、ＨＶＡＣ
システム気流ダクト、またはそれらの組み合わせのうちの１つへとＨＶＡＣシステムに導
く出口を有する。
【００２６】
　本発明はまた、霧化した溶液を送給する方法であって、
　本願明細書に開示されるシステムを提供するステップ、
　溶液チャンバ内に溶液を配置するステップ、
　アクチュエータを起動させるステップを含み、それにより、起動は、溶液を霧化し、そ
して、溶液は、出口を通って溶液チャンバを出る、方法を含む。
【００２７】
　方法は、少なくとも１つの有効成分を含んでいるチャンバ内の溶液を含む。有効成分は
、薬剤、生菌、機能性食品（機能性食品は、ビタミン、ミネラル、ホメオパシー材料／薬
などを含むが、これに限定されない）、またはそれらの組み合わせを含むが、これに限定
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されない。
【００２８】
　方法は、部屋の内部容積を測定するステップ、前記部屋内の霧化した溶液の所望の最終
濃度を算出するステップ、および、前記所望の最終濃度に基づいて、算出時間の間、霧化
するためにアクチュエータを設定するステップ、をさらに含む。一実施形態において、起
動は、内部環境条件に基づいて開始される。
【００２９】
　一実施形態において、方法は、バクテリア生育測定が真菌カウント約１００ＣＴ／ｃｍ
２未満という結果になる前記所望の最終濃度に基づいて、算出された期間の間、生菌の送
給前および後にバクテリア生育を測定するステップをさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、立位における本発明の分散装置の一実施形態の正面図である。
【図２】図２は、その立位における本発明の分散装置の一実施形態の側面図である。
【図３】図３は、その立位における本発明の分散装置の一実施形態の斜視図である。
【図４】図４は、その立位における本発明の分散装置の上面図である。
【図５】図５は、空気センサ・アクセサリおよびホースを有する本発明の分散装置の斜視
図である。
【図６】図６は、その壁取付け位置における気流センサ・アクセサリおよびホースを有す
る本発明の分散装置の下から見た斜視図である。
【図７】図７は、その壁取付け位置において主区画が取り除かれた本発明の分散装置の正
面図である。
【図８】図８は、その壁取付け位置において主区画が取り除かれた本発明の分散装置の側
面図である。
【図９】図９は、その壁取付け位置において主区画が取り除かれた本発明の分散装置の縦
断正面図である。
【図１０】図１０は、その壁取付け位置において主区画が取り除かれた本発明の分散装置
の側面図である。
【図１１】図１１は、その壁取付け位置において主区画およびベースが取り除かれた本発
明の分散装置の縦断正面図である。
【図１２】図１２は、その壁取付け位置において１つの蓋およびベースが取り除かれた本
発明の分散装置の斜視図である。
【図１３】図１３は、その壁取付け位置において主区画が取り除かれた本発明の分散装置
の斜視図である。
【図１４】図１４は、ＨＶＡＣ配管および部屋の内部に配置されるセンサを有する本発明
の内部間取り図を示す。
【図１５】図１５は、本発明のシステムおよび方法が用いられる前の生物学的測定を示す
グラフである。
【図１６】図１６は、図１５からのデータポイントを有するチャートである。
【図１７】図１７は、本発明のシステムおよび方法が用いられた後の生物学的測定を示す
グラフである。
【図１８】図１８は、図１７からのデータポイントを有するチャートである。
【図１９】図１９は、本発明のシステムおよび方法が用いられる前のフィルタ番号２上の
生物学的測定を示すグラフである。
【図２０】図２０は、図１９からのデータポイントを有するチャートである。
【図２１】図２１は、本発明のシステムおよび方法が用いられた後のフィルタ番号２上の
生物学的測定を示すグラフである。
【図２２】図２２は、図２１からのデータポイントを有するチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
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　図面を参照すると、図１に示すように、溶液分散装置は、少なくとも１つの有効成分を
有する溶液を霧化して、その霧化した溶液を空気中に解放するように構成される。分散装
置は、さまざまな材料（例えば金属、プラスチック、木、複合材料、ガラス、セラミック
またはそれらの組み合わせ）で作られることができるが、これに制限されない。
【００３２】
　図１に示すように、１つの構成において、装置２００は、それをベース２６上に置くこ
とによって、床、カウンタの上部などのような平面上に垂直に立つ。一般に示すように、
装置２００は、溶液出口２４を有する本体２２の上に組み込まれる液区画キャップ２０を
有する。一実施形態において、ベース２６は、本体２２の範囲内に含まれるバッテリを再
充電するように構成される。
【００３３】
　図２は、装置３００が本体２２上に組み込まれた水平壁マウント２８を有する実施形態
を例示する。装置は、インスタント霧解放ボタン３０およびデータポートまたはセンサケ
ーブル・ソケット３２をさらに含む。本実施形態において、装置３００は、霧化した溶液
の手動送給ならびに、ポート３２を経てアクチュエータへの送給指令の伝送を経た自動化
したまたはコンピュータ制御の送給のために構成される。
【００３４】
　一実施形態において、図３および図４に示すように、溶液容器４００は、その上に組み
込まれる溶液容器ウインドウ３４を有する。それにより、ユーザは、溶液容器４００の内
部に含まれる送給溶液の液面を見ることが可能である。
【００３５】
　図５に示すように、システム６００は、溶液出口２４がそれとともに構成される本体２
２上に組み込まれる液区画キャップ２０を含む。一実施形態において、水平壁マウント２
８は、含まれる。システム６００は、センサケーブル・コネクタ４２を有するセンサケー
ブル３６を受容するように構成されるデータポートまたはセンサケーブル・ソケット３２
をさらに含む。コネクタ４４で出口２４に接続している溶液ホース３８は、霧化した溶液
を所望の方向に導く。本体２２は、構成要素が収納される内部キャビティキャップを含む
ように造られる。一実施形態において、システム６００は、少なくとも１つのセンサ１０
６およびセンサＡＣ／ＨＶＡＣクリップ１０８をさらに含む。
【００３６】
　一実施形態において、可動タブ１２８は、含まれる。ナイロン・タブとしての１つの非
限定的な実施例タブ１２８は、空気の流れがあるときに図６の運動センサ５４がナイロン
の動きを見るように移動し、そして、ＡＣが運転中のときはいつでも装置をオンにするこ
とができる。
【００３７】
　図６に示される実施形態において、システム７００は、バッテリ区画室の空気取入口４
８のための第１の解放ボタン４６、データコネクタ５０、溶液チャンバを保持しているキ
ャビティにアクセスするための第２の解放ボタン５２、を有する本体２２を含む。可動タ
ブ１２８および化学（バクテリア／バクテリア）センサ１０６と有効に関連した運動セン
サ５４および延長ホース出口１３２も、存在する。一実施形態において、装置７００は、
ＡＴＰセンサ１３０を含む
【００３８】
　図７に示す構成において、システム８００、液体または溶液チャンバ５６は、それと関
連した反液体ストッパ５８を有する。溶液ホース６０は、霧化した溶液を移動させるため
の送風機６２と関連する。構成は、バッテリ区画室６４および、空気取入口６８から入口
を受容するように構成される空気圧縮機６６をさらに含む。
【００３９】
　図８に示す構成において、システム９００は、内部センサ９２と有効に関連して液体ホ
ース９６にアクセスし、それによりチャンバキャビティ７２と溶封されるチャンバキャビ
ティ９８から出口ホースが延びる、ベンチュリチャンバ７０を有して構成される。
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【００４０】
　図９は、図８の線９－９に沿った断面図であり、システムのさまざまな結合するコンポ
ーネントを有するシステム１０００を示す。バッテリ区画室６４は、バッテリ８８を収納
する。そして、コネクタ・ケーブル８４は、区画室６４から外へ延びて回路基板８２に接
続される。空気圧縮機６６は、回路基板８２によって制御されて、さらに手動アクチュエ
ータ９０によって作動されることができる。圧縮器出口ホース１０４は、ベンチュリチャ
ンバ７０に接続している。ベンチュリチャンバ７０は、そこに含まれる逆ベンチュリコネ
クタ７６および逆ベンチュリ７８を有する。出口ホース１０４は、ベンチュリ８０に接続
する。そして、逆ベンチュリホース７４は、溶液チャンバ５６を逆ベンチュリ７８と接続
する。
【００４１】
　図１０は、システム構成１１００、液体ストッパ５８および出口ホース６０と関連した
反液体ストッパバルブ８６の外側を示す。
【００４２】
　図１１は、図１０の線１１－１１に沿った断面図であり、それにより、構成１２００、
耐漏れヒンジ４０は、液体チャンバ５６と出口ホース６０との間に位置する反液体ストッ
パバルブ８６とともに構成される。
【００４３】
　図１２は、バッテリ区画室６４がカバーを把持して取り外すための摘み９４を有する特
定の構成１３００を示す。
【００４４】
　図１３は、インスタント解放アクチュエータ９０およびセンサコネクタ９２がキャビテ
ィ９８に対して空気を作用させるために配置される構成１４００を示す。特定の図がアク
チュエータ９０およびセンサ９２の各々を示すにもかかわらず、いかなる特定の構成もこ
れらの特徴のいずれか一方または両方を含むと考えられる。あるいは、実施形態は、シス
テムおよび方法が生物学的、化学的または気流センサを含まないと考えられる。
【００４５】
　図１４は、センサがＨＶＡＣダクト１２６の範囲内のどちらか一方に配置されるか、ま
たはルームセンサ１１８が屋内の部屋の内部容積内に配置される間取り図配置１５００で
ある。ＨＶＡＣダクト１２６は、ＡＣまたは空気ハンドラ１２４に接続している。第１の
センサ１１０は、第１のＡＣ空気抜き１１２にまたはその近くに配置される。第２のセン
サ１１４は、第２のＡＣ空気抜き１１６にまたはその近くに配置される。そして、第３の
センサ１２０は、第２のＡＣ空気抜き１２２にまたはその近くに配置される。特定の図が
センサの各々を示すにもかかわらず、センサの数は、特定の構成において所望通りに変化
することができると考えられる。
【００４６】
　本発明のシステムおよび方法は、詳しく述べられる測定に基づく送給溶液の項目別分類
に作用するようにセンサが構成されるという点で、ユニークである。
【００４７】
　１つの非限定的な実施形態において、センサは、微生物空気汚染（ＩＭＡ）の標準指標
を用いて構成される。周知のように、危険にさらされた環境における微生物空気汚染の測
定のための微生物空気汚染（ＩＭＡ）の標準指標は、記載されている。方法は、それらの
上への降下によって臨界点に達する微生物から来ている表面の汚染に直接関連した微生物
の流れを定量化する。微生物空気汚染の指標は、１／１／１スキーム（１時間の間、床か
ら１ｍの高さで、壁または任意の障害物から少なくとも１ｍ離れる）にしたがって空気に
さらされたままのペトリ皿上に降下した微生物のカウントに基づく。汚染の種類および最
大許容レベルは、確立された。微生物空気汚染の指標は、多くの異なる場所において、す
なわち、病院において、食品産業において、アート・ギャラリーにおいて、ＭＩＲ宇宙ス
テーションに乗って、さらに戸外においてテストされた。それは、いかなる環境の空気か
らも安定している微生物表面汚染をモニタするための信頼性が高くて役立つ道具であると
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判明した。
【００４８】
　微生物生育と戦うために、抗菌性生菌溶液が、本発明のシステムおよび方法において用
いられる。下で記載されるように、本発明のシステムおよび方法を用いる霧化された生菌
の送給が生きている微生物種を減らすことが証明されたことを、実験室試験は証明した。
センサは、環境条件結果にしたがってシステムをオン／オフさせてもよい。
【００４９】
　アクチュエータは、空気を溶液容器に引き入れる。そして、溶液は、ベンチュリ効果に
よって霧化されて、溶液チャンバを出る。それから、霧化した溶液は、アセンブリから所
望通りに目指す
【００５０】
　テストおよび結果
　本発明のシステムおよび方法は、霧化溶液として生菌溶液を用いてテストされた。
【００５１】
　最初のスワブテストは、霧化した生菌溶液を送給する前に実行された。公認されかつ認
定された環境微生物学研究所によって、試験領域の内部領域は、サンプルをとられて、真
菌の汚染物質（ＱＴおよびＱＬ）の存在のために分析された。
【００５２】
　最初のスワビングの後、本発明のユニークなエアロゾル化システムおよび方法を介して
、以下の生菌処理は、ニーズにしたがって予め定められた予定で感染域上の生存帯生菌混
合の測定量を分配する。
【００５３】
　真菌（ｆｕｎｇａｌ）のサンプルは、収集されて、米国の分析的な菌類学ＬＡＢに送ら
れた。
　ａ）ＩＳＯ　１３６９７；２００１基準にしたがって「生体外」環境をつくる。
　ｂ）収集メディア：寒天培地サンプル－ＯＧＹＥ＋オキシテトラサイクリン塩酸塩（＠
）１０ｃｍ２。
　ｃ）バチルス属種の特許取得生菌混合。（生存帯生菌（ＢｉｏＺｏｎｅ　Ｐｒｏｂｉｏ
ｔｉｃ（登録商標）））は、含む：バチルス属ｃｏａｇｕｌａｎｓ、バチルス属ｌｅｎｔ
ｕｓ、バチルス属ｌｉｃｈｅｎｉｊｏｒｍｉｓ、およびバチルス属ｐｕｍｉｌｕｓ。ＦＤ
ＡにしたがうすべてのＧｒａｄｅ　Ｏｎｅ安全性レベル。
　ｄ）ＭｉｋｒｏｐｏｒフィルタＦ８、寸法：５９２／５９２／２９２ｍｍ。
　ｅ）サンプリング／経過時間の間隔：
　・コントロール（０）
　・２４時間
　・４８時間
　・７２時間
　ｆ）収集したサンプルは、環境研究所要件にしたがって包装されて、出荷された。
【００５４】
　結果
　ＡＨＵ（空気取扱いユニット）のメインフィルタからのサンプルの収集および分析した
結果は、公認の認定されたかつ登録された環境微生物学ＬＡＢで行われた。
【００５５】
　概要
　我々がＡＨＵの２つのメインフィルタ上の生存帯生菌／ＥＢＡを用いて得た結果は、優
秀だったし、励みになった。
【００５６】
　図１５～図２２に示すように：
　図１５および図１６は、約３８，０００～８４，０００カウント／ｃｍ２の真菌のカウ
ントの、使用の前に定量化された量のクラドスポリウムおよびペニシリウムを示す。
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【００５７】
　図１７および図１８は、本発明のシステムおよび方法により送給される霧化した生菌を
使用した後に、テストしたフィルタの２つの位置でＮＦＤ（真菌を検出せず）まで低下し
、フィルタの右底部で１００カウント／ｃｍ２まで低下した測定値を示す。
【００５８】
　図１９および図２０は、約４０，０００、２，０００、および７８，０００カウント／
ｃｍ２の真菌のカウントの、使用の前に定量化された量のクラドスポリウム、アルタナリ
アおよびアスペルギルスを示す。
【００５９】
　図２１および図２２は、本発明のシステムおよび方法により送給される霧化された生菌
を使用した後に、ＮＦＤ（真菌を検出せず）まで低下した測定値を示す。
【００６０】
　結果は、微生物（バクテリア／真菌）増加の効果的な制御のための環境生菌の使用のた
めの本発明のシステムおよび方法の適合性を確認する。
【００６１】
　類似の環境条件（例えば、気温および相対湿度（４０％－５０％の相対湿度および１Ｓ
ｏｃ－２２℃空気温度））の下で、本発明のシステムおよび方法が伝染媒介物、織物、構
造材料、およびさまざまな多孔性および半多孔性材料のようなさまざまな対象物において
、ならびに病院のそれらに対して同様に適切であることを、結果は、さらに示す。
【００６２】
　本発明は、空間のサイズ（体積）および（既知であるかまたは推定される）汚染の初期
レベルに基づく初期化でユニットをプログラムするように構成される、とさらに考察され
る。
【００６３】
　加えて、将来の技術が微生物活性のリアルタイム・テストを提供するために進む場合、
本発明は、この種のテストでの使用に適している。
【００６４】
　加えて、溶液微粒化の機械的プロセスがベンチュリ効果を利用するという点で、本発明
は、ユニークである。
【００６５】
　１つが空気を押し込むためであり、そして１つが小さい液滴（微粒化）に壊れる液体を
有するためである、容器への２つの幅の狭いチャネルまたはパイプをあなたが有しなけれ
ばならないときに、それを働かせるために、本発明は、２つのベンチュリ・チャネルを有
する配慮を必要とする。
【００６６】
　現在では、ベンチュリコンポーネントは直径において非常に狭くなければならないので
、キャップのネジを抜いて、破壊または曲げることなくネブライザ全体を慎重に取り、そ
して新しいものを配置することを必要とするにつれて、カートリッジの交換は、扱いにく
い。
【００６７】
　本発明は、交換をより容易にするあらゆるカートリッジにおいて組み込まれるこの機構
を備える洗練されたカートリッジを容易に交換するためのシステムを構成する。
【００６８】
　溶液カートリッジは、カートリッジのキャップホルダに位置して、決して交換されない
固定された一部であるネブライザを有する。
【００６９】
　１／１０ｍｍ以上のレベルの精度を必要とする接触によって、摺動カートリッジがその
マッチしているパイプと適合することを確実にする、非常に精密な機構によって、「接続
」は、達成される
【００７０】
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　本発明は、非常に安価なカートリッジを間接的に作り出す、消費者市場のベンチュリ・
システムの機械的改良である
【００７１】
　本発明のシステムおよび方法は、吸入された薬剤の幅広い投与のために、例えば、病院
がバクテリア感染の発生を有して、全ての建物の全体にわたって抗生物質が霧化されるこ
とができて、計量分配されることができるために用いられる、とさらに考察される。
【００７２】
　前述のように、本発明による溶液を送給する方法は、溶液濃度、影響される一部屋また
は複数の部屋の空気量、および霧化した溶液の所望の最終濃度、の考慮を必要とする。
【００７３】
　本発明がいくらかの程度の特殊性を有するその好ましい形または実施形態において記載
されたとはいえ、この説明は、例としてのみ与えられたのであり、そして、パーツの組み
合わせおよび配列を含む、構造、製作および使用の詳細における多数の変化は、本発明の
精神および範囲から逸脱することなくなされてもよい、と理解される。

 

【図１】 【図２】
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【図１７】

【図１８】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図１５】

【図１９】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年9月17日(2015.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶液を分散させるシステムであって、
　入口、出口およびそこに含まれる溶液を有する溶液チャンバ、
　前記溶液チャンバと有効に関連したベンチュリ構成、
　前記溶液チャンバ内の前記溶液にベンチュリ効果を与えるために構成される加圧空気入
口ソースと関連した給気口、
　前記加圧空気入口ソースと関連した少なくとも１つのアクチュエータ、および、
　前記少なくとも１つのアクチュエータと有効に関連した少なくとも１つのセンサ、を備
え、それにより、作動に際して、前記加圧空気からの加圧空気は、前記溶液を霧化して、
霧化した溶液を前記出口を通って押し出す、システム。
【請求項２】
　前記溶液は、少なくとも１つの活性物質を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記溶液チャンバ内の前記溶液は、薬剤、生菌、機能性食品、またはそれらの組み合わ
せのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ベンチュリ構成は、前記溶液にベンチュリ効果を与える給気口および出口を含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アクチュエータは、手動操作アクチュエータである、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アクチュエータは、コンピュータ・マイクロプロセッサによって制御される自動化
したアクチュエータである、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記アクチュエータと有効に関連した少なくとも１つの気流センサ、化学センサ、生物
センサ、またはそれらの組み合わせをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムに導く出口を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムの入口に導く出口を有する、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　霧化した溶液をＨＶＡＣシステムの気流ダクトに導く出口を有する、請求項１に記載の
システム。
【請求項１１】
　霧化した溶液を送給する方法であって、前記方法は、
　溶液を分散させるシステムであって、
　入口、出口およびそこに含まれる溶液を有する溶液チャンバ、
　前記溶液チャンバと有効に関連したベンチュリ構成、
　前記溶液チャンバ内の前記溶液にベンチュリ効果を与えるために構成される加圧空気入
口ソースと関連した給気口、
　前記加圧空気入口ソースと関連した少なくとも１つのアクチュエータ、および、
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　前記少なくとも１つのアクチュエータと有効に関連した少なくとも１つのセンサ、を備
え、それにより、作動に際して、前記加圧空気からの加圧空気は、前記溶液を霧化して、
霧化した溶液を前記出口を通って押し出す、システム、を提供するステップ、
　前記溶液チャンバ内に溶液を配置するステップ、
　前記溶液の送給前または送給後のいずれかにバクテリア生育を測定するステップ、およ
び、バクテリア生育測定が真菌カウント約１００ＣＴ／ｃｍ２未満という結果になる前記
所望の最終濃度に基づいて、送給の期間を算出するステップ、
　前記アクチュエータを起動させるステップを含み、それにより、前記起動は、前記溶液
を霧化し、そして、前記溶液は、前記出口を通って前記溶液チャンバを出る、方法。
【請求項１２】
　前記溶液チャンバ内の前記溶液は、薬剤、生菌、機能性食品、またはそれらの組み合わ
せのうちの少なくとも１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　部屋の内部容積を測定するステップ、前記部屋内の前記霧化した溶液の所望の最終濃度
を算出するステップ、および、前記所望の最終濃度に基づいて、算出時間の間、霧化する
ために前記アクチュエータを設定するステップ、をさらに含む、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記溶液は、生菌、薬剤、機能性食品、またはそれらの組み合わせである、請求項１１
に記載の方法。
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