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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電可能な電池および複数の出力端子を有する電源装置と、前記電源装置の出力端子に
接続され経皮または経粘膜に薬物を投与する製剤とを備えたイオントフォレーシスシステ
ムであって、前記電源装置の出力端子の少なくとも一つが前記電池を充電するための充電
端子として兼用されることを特徴とするイオントフォレーシスシステム。
【請求項２】
　前記電池が、リチウム二次電池であることを特徴とする請求項１記載のイオントフォレ
ーシスシステム。
【請求項３】
　充電可能な電池と、前記電池からの電気エネルギーを出力するための複数の出力端子と
、前記電池を充電するための充電端子とを備えたイオントフォレーシス用電源装置であっ
て、前記出力端子の少なくとも一つが前記充電端子を兼ねることを特徴とするイオントフ
ォレーシス用電源装置。
【請求項４】
　前記電池の電圧を監視し、前記電池電圧が所定値以下となったときに警告を発生する電
源監視部を備えたことを特徴とする請求項３記載のイオントフォレーシス用電源装置。
【請求項５】
　前記出力端子から出力される電気エネルギーの通電を制御する制御部を備え、前記制御
部が前記電気エネルギーの通電状態の記録を行うことを特徴とする請求項３または４記載
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のイオントフォレーシス用電源装置。
【請求項６】
　前記制御部が、前記電気エネルギーの通電制御用のプログラムを外部から取り入れるこ
とを特徴とする請求項５記載のイオントフォレーシス用電源装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は経皮または経粘膜に適用するイオントフォレーシスシステムに係り、特に携帯用
のイオントフォレーシスシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
イオントフォレーシス（Ｉｏｎｔｏｐｈｏｒｅｓｉｓ）は外的刺激に電気を用いた経皮吸
収促進システムであり、その原理は主に通電により陽極および陰極間に生じた電界中を正
にチャージした分子が陽極から出て陰極へ、負にチャージした分子が陰極から出て陽極へ
移動する力に基づいて、薬物分子の皮膚バリヤー透過を促進しようとするものである〔ジ
ャーナル・オブ・コントロールド・リリース（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ）１８巻、１９９２年、２１３～２２０頁；アドバンスト・ドラッ
グ・デリバリー・レビュー（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｒｅｖｉ
ｅｗ）９巻、１９９２年、１１９頁；ファルマシュウティカル・リサーチ（Ｐｈａｒｍａ
ｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）３巻、１９８６年、３１８～３２６頁参照〕。
【０００３】
このようにイオントフォレーシスは、陽極および陰極が一対となり、その間に電流を生じ
させて薬物を移動させるものであり、近年では、個人差によるインピーダンスの相違にか
かわらず電流を所定値に維持できるようにするため定電流装置が用いられる。この定電流
装置は、薬物の送達速度と電流量が相関することから、薬物送達速度をインピーダンスに
よらず一定に保つことができる。この種の装置は、例えば特開平５－２４５２１４号公報
に開示されており、また、必要に応じてプログラムで薬物の供給速度を制御する装置が、
例えば特開平７－１２４２６５号公報に開示されている。
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、携帯に好適な小型のイオントフォレーシスシステムを実現するためには、特に
電源装置の回路部品の数を極力少なくし、且つ小型化する必要がある。その中でも、特に
電源装置に組み込まれる電池を小型・軽量化とすることが望まれるが、小型の電池を用い
た時には、一般にその電池容量も小さい事から頻繁な電池交換が必要となり、使用者に煩
雑な電池交換の操作を要求することになって好ましくない。また、電池交換は、経済性の
面からあるいは使用済み電池の廃棄といった環境の面からも、できるだけ回避できるよう
にするのが望ましい。
【０００５】
また、携帯用の電源装置の他の課題としては、構成部品の故障等による回路の誤動作が挙
げられる。電源装置の回路設計時においては、このような事態が生じても設定値を越える
高い出力電流が生じたり、あるいは、停止すべき時であっても出力を完全に停止できない
などの不具合が生じないように、安全性への配慮がなされている。例えば特表平８－５０
５５４１号公報には、このようなシステムが開示されている。
【０００６】
しかしながら、電源装置を構成する部品のいずれかに故障が生じた場合、どの部品に故障
が生じたかによって電源装置の動作に与える影響は大きく異なる。その故障を電源装置自
身が認識できないときには、使用者は故障が判明するまで、その故障した電源装置を繰り
返し使用するおそれがある。これらの問題を回避するためには、一般に大規模な回路を必
要とするものであるが、これでは電源装置の小型・軽量化に反するという問題がある。
【０００７】



(3) JP 4199385 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

従って本発明の目的は、小型・軽量で使用性に優れたイオントフォレーシスシステムを提
供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、イオントフォレーシスシステムの小型・軽量化について鋭意検討を行って
きたが、その結果、電源に小型の二次電池を用いると共に、電池を充電するための充電端
子の少なくとも一方を出力端子と兼用することで、小型・軽量で使用性に優れたイオント
フォレーシスシステムが得られることを見出し、本発明に至ったものである。
【０００９】
本発明に係るイオントフォレーシスシステムは、充電可能な電池および複数の出力端子を
有する電源装置と、電源装置の出力端子に接続され経皮または経粘膜に薬物を投与する製
剤とを備え、電源装置の出力端子の少なくとも一つが電池を充電するための充電端子とし
て兼用されるようにしたものである。ここで充電可能な電池としては、例えばリチウム二
次電池が用いられる。
【００１０】
本発明に係るイオントフォレーシス用電源装置は、充電可能な電池と、電池からの電気エ
ネルギーを出力するための複数の出力端子と、電池を充電するための充電端子とを備え、
出力端子の少なくとも一つが充電端子を兼ねるようにしたものである。また、本イオント
フォレーシス用電源装置は、好ましくは、電池の電圧を監視し、電池電圧が所定値以下と
なったときに警告を発生する電源監視部を備える。さらに、好ましくは、出力端子から出
力される電気エネルギーの通電を制御する制御部を備え、この制御部が電気エネルギーの
通電状態の記録を行い、あるいは電気エネルギーの通電制御用のプログラムを外部から取
り入れるようにする。
【００１１】
本発明に係るイオントフォレーシス用充電器は、イオントフォレーシス用電源装置の電池
を充電するものであって、電源装置から出力される電気エネルギーの通電記録を入力し、
通電記録に基づいて電源装置の動作確認を行う動作確認部を備えて構成される。この充電
器には、電源装置の通電記録を表示する表示部を備えることができ、また電源装置の通電
制御用のプログラムを格納するプログラム格納部を備えてもよい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るイオントフォレーシスシステムの実施例について、図面を参照しなが
ら詳述する。
図１は、本発明に係るイオントフォレーシスシステムの一実施例を示す図である。本シス
テムは、駆動時にはイオントフォレーシス用電源装置１００と製剤２００とが接続され、
また電源充電時には製剤２００が取り外され、代わりに充電器３００が電源装置１００に
接続される。
【００１３】
本実施例における電源装置１００は、＋（陽極側）出力端子８、－（陰極側）充電兼用出
力端子９、および＋充電端子１０の合せて三端子を備える。ここで、－充電兼用出力端子
９は装置駆動時には－出力端子として機能し、充電時には－充電端子として機能する。図
示のとおり、＋出力端子８は出力制御部６およびＤＣ／ＤＣコンバータ４を介して電池１
の陽極側に接続され、－出力端子９は電池１の陰極側に接続される。また、＋充電端子１
０は電池１の陽極側に接続される。ＤＣ／ＤＣコンバータ４および出力制御部６は、制御
部５からの信号により制御される。制御部５は、電源監視部２およびボルテージレギュレ
ータ３からの信号、並びに出力制御部６の出力を入力する。
【００１４】
ここで、電池１は例えばコイン型リチウム二次電池が用いられるが、これに限定されるも
のではない。電源監視部２は、例えば電圧監視用ＩＣで構成され、電池電圧が所定値以下
となった時に、制御部５へ電池電圧の低下を警告するための信号を出力する。ボルテージ
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レギュレータ３は、例えば電池電圧を平滑化して制御部５へ所定の電圧を供給するための
三端子レギュレータにより構成される。ＤＣ／ＤＣコンバータ４は、例えばコイルの逆起
電力の生成／蓄積により電池１の電圧を所定の出力電圧に昇圧するためのスイッチングレ
ギュレータを備えて構成される。制御部５は、マイクロコンピュータやメモリ等で構成さ
れ、本装置の起動／停止、出力の供給／遮断、出力電圧／出力電流の制御等を行う。出力
制御部６は、制御部５からの制御信号にしたがってＤＣ／ＤＣコンバータ４からの出力電
圧を出力端子へ供給または遮断する出力制御スイッチであり、トランジスタ等で構成され
る。
【００１５】
出力制御部６から出力される電気エネルギーの通電状態は、制御部５によって内部メモリ
に記録される。また、制御部５は、通電記録を充電器３００に送信したり、また通電パタ
ーンを設定するためのプログラムを充電器３００から受信したりできるように通信機能を
付加することができる。
【００１６】
抵抗７Ａは、電源装置１００の出力停止時に＋出力端子８を制御部５が所定値以下の電圧
と認識する電圧（以下“Ｌ”レベルと略記する）に固定するためのプルダウン抵抗であり
、＋出力端子８と－出力端子９との間に接続される。電源装置１００に充電器３００が接
続された時は、＋出力端子８は制御部５が所定値以上の電圧と認識する電圧（以下“Ｈ”
レベルと略記する）となる。＋出力端子８と－出力端子９に用いられる構成部品としては
、ホックまたは磁石などのように導通と固定を兼用するものが好適に用いられるが、＋充
電端子１０の構成部品としては、金属面が露出した構造であっても良い。
製剤２００は、＋入力端子２０１に接続された薬物含有電極部と－入力端子２０２に接続
された対向電極部とを備える。この種の製剤２００は、例えば特開平２－２４１４６４号
公報に記載されている。また充電器３００は、＋、－充電端子３０１、３０２および制御
端子３０３を備える。
【００１７】
図２は、本発明に係る充電器３００の構成例を示すブロック図である。図のように、充電
器３００は、＋、－充電端子３０１、３０２に直流出力側が接続されたＡＣ／ＤＣコンバ
ータ３１０と、ＡＣ／ＤＣコンバータ３１０の交流入力側に接続された電源コード３１１
およびプラグ３１２と、制御端子３０３に接続された動作確認部３１３、表示部３１４、
プログラム格納部３１５およびこれら各部の処理を行う処理部３１６と、＋充電端子３０
１の動作確認部３１３側に接続された固定抵抗３１７とを備えて構成される。プラグ３１
２は家庭用の１００Ｖのコンセントに接続でき、ＡＣ／ＤＣコンバータ３１０は例えば３
Ｖの直流電圧を出力する。動作確認部３１３は、制御端子３０３を介して電源装置１００
から出力される電気エネルギーの通電記録を入力し、この通電記録に基づいて電源装置１
００が正常に動作しているかどうかの動作確認を行う。表示部３１４は、この通電記録を
表示可能な例えば液晶ディスプレイで構成される。プログラム格納部３１５は、電源装置
１００で用いる電気エネルギーの通電制御用のプログラムを格納しており、電源装置１０
０からの要求により所望のプログラムを制御端子３０３を介して送信する。これらは処理
部３１６により実行される。
【００１８】
次に、電源装置１００と充電器３００とのインタフェースにおける充電および回路の動作
確認の手段について一例を挙げて説明する。まず充電時には、電源装置１００の＋出力端
子８および－出力端子９から製剤２００の入力端子２０１、２０２が取り外される。次に
、電源装置１００の＋充電端子１０、－出力端子９および＋出力端子８にそれぞれ充電器
３００の充電端子３０１、３０２および制御端子３０３がそれぞれ接続される。電池１へ
の充電は、充電器３００の充電端子３０１、３０２を介して行われる。
【００１９】
充電前、＋出力端子８における電圧レベルが“Ｌ”レベルであったとすると、この電圧は
充電器３００による充電により“Ｈ”レベルとなる。その“Ｈ”レベルを検出した制御部
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５は、ＤＣ／ＤＣコンバータ４および出力制御部６に制御信号を出力し、本装置を起動す
る。制御部５は、予め決められたパターンまたはプロトコールに従い、各設定値での電圧
、電流およびオン／オフ繰り返し等の制御を行う。充電器３００は、＋出力端子８および
制御端子３０３を介して電源装置１００からの出力またはその通電記録を入力し、動作確
認部３１３にて出力または通電が正しいものかどうかをチェックする。動作確認部３１３
は、例えば出力または通電が正しい場合は青色の、正しくない場合は赤色の表示を発光ダ
イオード（ＬＥＤ）等を用いて行うことができる。また、この出力または通電記録は、例
えば液晶ディスプレイ等で構成される表示部３１４に表示させることができる。電源装置
１００で用いる通電パターンを変えるときは、操作者が例えばキー入力でプログラム格納
部３１５の所望の通電パターンを選択することにより、電源装置１００の制御部５に所望
の通電パターンのプログラムが制御端子３０３を介して送信される。
【００２０】
図３は、本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。本実
施例における電源装置１３０は、＋充電兼用出力端子１３、－充電兼用出力端子９の二端
子構成である。ここで、＋充電兼用出力端子１３および－充電兼用出力端子９は、それぞ
れ装置駆動時には出力端子として機能し、充電時には充電端子として機能する。本図にお
いて図１と同じ符号は同じものを表す。本実施例では、電池１の陽極側と＋出力端子１３
との間に直列接続された抵抗１１Ａおよびダイオード１２Ａが設けられている。この回路
の利点は、充電のための追加部品が抵抗１１Ａおよびダイオード１２Ａですみ、図１の＋
充電端子１０を不要にできることである。
【００２１】
図４は、ここで用いられる本発明に係る充電器３３０の構成例を示すブロック図である。
このような構成においても、充電器３３０の出力信号のインピーダンスを調整する事で、
充電中の動作確認を行うことができる。すなわち、図４において、＋充電端子３０１を制
御端子３０３と兼用するため、両者は充電器３３０内で接続され、また、その接続点への
供給電流は、固定抵抗３１７により制限されている。このような回路構成において、動作
確認部３１３をＮ－ｃｈオープンドレーン出力として、＋充電端子３０１の電圧を制御す
ることで、充電中においても信号の送受信などを行うことができる。
【００２２】
図５は、本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。本実
施例における電源装置１５０は、＋出力端子８、－充電兼用出力端子９、＋充電端子１０
、およびテスト端子１５の合せて四端子を備える。ここで、－充電兼用出力端子９は装置
駆動時には出力端子として機能し、充電時には－充電端子として機能する。本図において
図１と同じ符号は同じものを表す。本実施例では、開閉スイッチ１４とテスト端子１５が
設けられている。開閉スイッチ１４は、充電時に電池１から各部への給電を遮断するため
に設けられる。ここで、開閉スイッチ１４は、ＦＥＴ（電界効果トランジスタ）などの電
気的なスイッチでも良いし、また本装置が充電器に取り付けられた際に導通が遮断される
ような機械的な接点でも良い。
【００２３】
図６は、ここで用いられる本発明に係る充電器３５０の構成例を示すブロック図である。
充電時、電源装置１５０の開閉スイッチ１４の開路により電池１から各部への給電が遮断
されると、テスト端子１５が電池１から遮断されるため、充電器３５０は電源監視部２お
よびボルテージレギュレータ３の動作確認のチェックを良好に行うことができる。この動
作確認のチェックは、テスト端子１５を用いて充電器３５０からの調整された出力電圧を
電源装置１５０の電源電圧とすることで行われる。すなわち、図６において、給電端子３
０４およびテスト端子１５を介して動作確認部３１３からの出力を電源装置１５０へ供給
して、その供給電圧を可変した時の電源監視部２の出力信号、およびボルテージレギュレ
ータ３の出力電圧等に関する情報を制御部５、出力制御部６、＋出力端子８、制御端子３
０３を介して、動作確認部３１３で読み取ることにより、行われる。
【００２４】
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図７は、本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。本実
施例における電源装置１７０は、±充電兼用出力端子１７、±充電兼用出力端子１８の二
端子構成である。ここで、±充電兼用出力端子１７および±充電兼用出力端子１８は、そ
れぞれ装置駆動時には出力端子として機能し、充電時には充電端子として機能する。本図
において図１と同じ符号は同じものを表す。本実施例では、電池１の陽極側と±充電兼用
出力端子１７との間に直列接続された抵抗１１Ｂおよびダイオード１２Ｂ、電池１の陽極
側と±充電兼用出力端子１８との間に直列接続された抵抗１１Ｃおよびダイオード１２Ｃ
、電池１の陰極側と±充電兼用出力端子１７との間に並列接続された抵抗７Ｂおよびダイ
オード１６Ｂ、そして電池１の陰極側と±充電兼用出力端子１８との間に並列接続された
抵抗７Ｃおよびダイオード１６Ｃがそれぞれ設けられている。
【００２５】
図７の実施例は電源装置１７０を正負反転型装置としたものであり、装置駆動時には、±
充電兼用出力端子１７および１８により出力の極性を任意に切り換えることができる。ま
た、充電時において、±充電兼用出力端子１７および１８に充電器３３０が接続されると
、充電器３３０からの出力信号により、一方の±充電端子は“Ｈ"レベルとなり、他方は
”Ｌ“レベルとなる。ここで、±充電兼用出力端子１７が”Ｈ“レベルを示す場合には、
その信号は、図１での各部と同様に制御回路５に入力されて同様の動作確認が行われる。
また、その”Ｈ“レベル信号は、抵抗１１Ｂ、ダイオード１２Ｂおよびダイオード１６Ｃ
により閉回路を形成し、電池１を充電する。また、±充電兼用出力端子１８が”Ｈ“レベ
ルを示す場合には、抵抗１１Ｃ、ダイオード１２Ｃおよびダイオード１６Ｂにより閉回路
を形成し、電池１を充電することになる。
【００２６】
このように本実施例では、正負反転型装置とすることにより充電をいずれの側からでも可
能な回路としたが、電源装置と充電器の取付方向が取付手段により予め決められている場
合には、いずれか一方でのみ充電のための閉回路を形成するようにしてもよい。
また、電池が充電中である時、電源装置または充電器のパイロットランプを点灯または点
滅することで充電中であることを表示することができる。また、通電プログラムの設定ま
たは変更を行うためのキー入力を充電器に用意する等、任意の機能を付加することができ
る。
【００２７】
上述のように本発明では、電池１として、充電可能な電池である二次電池が用いられる。
二次電池としては、例えば、ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池、リチ
ウムイオン電池、リチウム二次電池などがあげられる。ここで、それぞれの電池の特徴を
挙げると、以下の通りとなる。
ニッケル・カドミウム蓄電池は、現在最も普及している二次電池の一つであり、電池電圧
が約１．２Ｖと低いため、マイクロコンピュータなどで構成される制御部の電源としては
昇圧するか、もしくは複数の電池を用いる必要がある。また、この電池はカドミウムを使
用しているため、充電式であるとはいえ環境適合性にやや問題がある。しかし、比較的安
価でエネルギー容量も高いという特徴を有するため、回路の省電力化などに対してあまり
注力する必要がなく、回路を構成しやすいという利点がある。
【００２８】
ニッケル・水素蓄電池は、ニッケル・カドミウム蓄電池と同様に電池電圧が約１．２Ｖと
低いため、制御部の電源としては昇圧するか、もしくは複数の電池を用いる必要がある。
しかし、この電池はカドミウムフリーとすることでニッケル・カドミウム蓄電池の欠点で
ある環境適合性を高め、また、角形で収納効率が高い形状もある点で優れている。
リチウムイオン電池は、比較的高価で、ニッケル・水素蓄電池より大きいものしか市販さ
れていないものの、電池電圧が約３．６Ｖと高いために一つの電池で電源として用いるこ
とができる。また、この電池は環境適合性に優れており、またエネルギー容量が高いなど
の特徴があり、現在の電池のなかで最も優れた性能を有するものである。
【００２９】
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リチウム二次電池には種々のものがあるが、電池電圧が約３Ｖのものとしては、二酸化マ
ンガンリチウム二次電池、バナジウムリチウム二次電池などがあり、電池電圧が約１．５
Ｖのものとしては、バナジウムニオブリチウム二次電池などが挙げられる。これらの電池
は、内部インピーダンスが高い、あるいはエネルギー容量が小さいなどの欠点があるが、
いずれも他の二次電池と比較して、小型・軽量である。この中で、バナジウムリチウム二
次電池は内部インピーダンスが極めて高く、使用性に乏しいことから、二酸化マンガンリ
チウム二次電池とバナジウムニオブリチウム二次電池が好適に用いられ、特に電池電圧３
Ｖで、コイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池（日立マクセル社製：ＭＬ２０１６，
ＭＬ２０３２、三洋電機社製ＭＬ１２２０，ＭＬ２０１６，ＭＬ２４３０）が最も好適に
用いられる。
【００３０】
本発明に係るイオントフォレーシスシステムは携帯に適したものであり、その電源装置は
小さい部品で構成され、所定の回数あるいは毎回の使用ごとに充電を行う装置であること
から、低容量でコイン型のリチウム二次電池が最も好適に用いられるが、これに限定され
るものではない。
また、上記のようなリチウム二次電池を用いる場合は、必ずしも１個の電池に固執すべき
ではない。それは、一次電池の場合には、電池交換に伴う取り替えの煩雑さ、および経済
性などから１個の電池で駆動できるだけの電池サイズを選択することが望まれるが、二次
電池の場合には、１個の電池を用いた時と２個の電池を用いた時で、そのエネルギー容量
と体積が同じであれば、その回路構成における最適な電池電圧を選択でき、また、その収
納も装置の構造に依存して最適な配置を取ることができるからである。
【００３１】
本発明に係るイオントフォレーシスシステムの製剤２００に用いられる薬物を以下に例示
する。
抗生物質としては、例えば、硫酸ゲンタマイシン、硫酸シソマイシン、塩酸テトラサイク
リン、アンピシリン、セファロチンナトリウム、塩酸セフォチアム、セファゾリンナトリ
ウムなどが用いられる。
抗真菌剤としては、塩酸アモロルフィン、塩酸クロコナゾールなどが用いられる。抗高脂
血症剤としては、例えばアトルバスタチン、セリバスタチン、プラバスタチンナトリウム
、シンバスタチンなどが用いられる。
循環器用剤としては、例えば、塩酸デラプリルなどが用いられる。抗血小板薬としては、
例えば、塩酸チクロピジン、シロスタゾール、アスピリンなどが用いられる。
【００３２】
抗腫瘍剤としては、例えば塩酸ブレオマイシン、アクチノマイシンＤ、マイトマイシンＣ
、フルオロウラシルなどが用いられる。
解熱，鎮痛，消炎剤としては、例えば、ケトプロフェン、フルルビプロフェン、フェルビ
ナク、インドメタシンナトリウム、ジクロフェナクナトリウム、ロキソプロフェンナトリ
ウム、塩酸ブプレノルフィン、臭化水素酸エプタゾシン、ペンタゾシン、酒石酸ブトルフ
ァノール、塩酸トラマドール、塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネ、クエン酸フェンタニル、フ
ェンタニルなどが用いられる。
鎮咳去たん剤としては、例えば塩酸エフェドリン、リン酸コデインなどが用いられる。鎮
静剤としては、例えば塩酸クロルプロマジン、硫酸アトロピンなどが用いられる。
【００３３】
筋弛緩剤としては、例えば塩酸ランペリゾン、塩酸エペリゾン、塩化ツボクラリン、塩酸
ランペゾリン、塩酸エペリゾンなどが用いられる。抗てんかん剤としては、例えばクロナ
ゼパム、ゾニサミド、フェニトインナトリウム、エトスクシミドなどが用いられる。
抗潰瘍剤としては、例えばメトクロプラミドなどが用いられる。抗うつ剤としては、例え
ば塩酸トラゾドン、塩酸イミプラミンなどが用いられる。
抗アレルギー剤としては、例えば塩酸セチリジン、塩酸オロパタジン、フマル酸ケトチフ
ェン、塩酸アゼラスチンなどが用いられる。不整脈治療剤としては、例えば塩酸ジルチア
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ゼム、塩酸プロプラノロールなどが用いられる。
血管拡張剤としては、例えば塩酸トラゾリンなどが用いられる。降圧利尿剤としては、例
えばメトラゾンなどが用いられる。
【００３４】
糖尿病治療剤としては、例えば塩酸ピオグリタゾン、塩酸メキシレチン、グリベンクラミ
ド、塩酸メトホルミンなどが用いられる。
抗凝血剤としては、例えばクエン酸ナトリウムなどが用いられる。止血剤としては、例え
ばメナテトレノン、トラネキサム酸などが用いられる。
抗結核剤としては、例えばイソニアジド、塩酸エタンブトールなどが用いられる。ホルモ
ン剤としては、例えばエストラジオール、テストステロン、酢酸プレドニゾロン、リン酸
デキサメタゾンナトリウムなどが用いられる。
麻薬拮抗剤としては、例えば酒石酸レバロルファン、塩酸ナロキソンなどが用いられる。
【００３５】
以上のとおり、本発明に係るイオントフォレーシスシステムは、電源装置の電池として一
次電池を用いた場合に生じる従来のような電池交換および廃棄の問題を、二次電池を用い
ることで解消し、また、その際必要となる電池を充電するための充電端子の少なくとも一
方を出力端子と兼用することで、経済性、環境適応性、携帯性、使用性等を優れたものと
している。
【００３６】
ここで、一次電池の場合には、電池交換および廃棄を極力避けるために、繰り返し使用可
能なように高容量の電池を用いなければならなかったが、充電式の場合、一回の通電量を
満足するだけの低容量の電池とすることで、小型化する事ができる。このような小型・軽
量の電源装置は、薬物または電解質を含む製剤の粘着力で、電源装置および製剤を生体に
貼着する自己粘着式のイオントフォレーシスシステムに好適に使用され、その適用が長時
間にわたる場合においては特に好適である。それは、従来、電源装置による突出部が使用
者に違和感を与えたり、電源装置の重みにより生体から製剤が剥がれたりすることを、本
発明では軽減できるからである。
【００３７】
更に付属の充電器とのインタフェースにおいて、フェイルセーフ機能等の各種機能を充電
器に設けることで、小型の電源装置でありながら、高い安全性を提供することができる。
以上、本発明の実施例を図面を用いて述べてきたが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではなく、当業者によって種々の変更が可能である。
【００３８】
【発明の効果】
本発明によれば、小型・軽量で使用性に優れたイオントフォレーシスシステムを得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るイオントフォレーシスシステムの一実施例を示す図である。
【図２】本発明に係る充電器の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。
【図４】本発明に係る充電器の他の構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。
【図６】本発明に係る充電器の他の構成例を示すブロック図である。
【図７】本発明に係るイオントフォレーシスシステムの他の実施例を示す図である。
【符号の説明】
１　電源
２　電源監視部
３　ボルテージレギュレータ
４　ＤＣ／ＤＣコンバータ
５　制御部
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６　出力制御部
７Ａ　抵抗
８　＋出力端子
９　－充電兼用出力端子
１０　＋充電端子
１００　電源装置
２００　製剤
３００　充電器

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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