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(57)【要約】
　ある量の物質（２）を保持するように構成された収納
チャンバ（１５）と、収納チャンバ（１５）に対する移
動方向で動かされるように構成された計量要素（３３）
と、計量要素（３３）と機械的に協働する封止部材（３
１）とを含み、封止部材（３１）が計量要素（３３）を
受ける開口部（２０）を含み、封止部材（３１）が、計
量要素（３３）の移動方向に対応する方向で偏向可能な
少なくとも１つの封止リップ（８１）を含む、吸入デバ
イス（１）のためのアセンブリが提供される。さらに、
封止部材（３１）が計量要素（３３）を受ける開口部（
２０）を含み、封止部材（３１）が少なくとも１つの封
止リップ（８１）を含み、封止リップ（８１）が、計量
要素（３３）の移動方向に対応する方向で偏向するよう
に構成される、吸入デバイス（１）の計量要素（３３）
と機械的に協働する封止部材（３１）の使用が提供され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入デバイス（１）のためのアセンブリであって、
　ある量の物質（２）を保持するように構成された収納チャンバ（１５）と、
　該収納チャンバ（１５）に対して移動方向で移動されるように構成された計量要素（３
３）と、
　該計量要素（３３）と機械的に協働する封止部材（３１）とを含み、
　該封止部材（３１）が計量要素（３３）を受ける開口部（２０）を含み、封止部材（３
１）は、計量要素（３３）の移動方向に対応する方向で偏向可能な封止リップ（８１）を
含む、前記アセンブリ。
【請求項２】
　封止リップ（８１）の横断面は台形形状を含む、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　計量要素（３３）は長手方向軸（ｍｘ）を含み、封止リップ（８１）は天面（２６）お
よび底面（２７）を含み、天面（２６）は計量要素（３３）に向かって見る方向において
デバイスの近位端に向かう方向で傾き、底面（２７）は計量要素（３３）に向かって見る
方向においてデバイスの遠位端に向かう方向で立ち上がる、請求項１または２に記載のア
センブリ。
【請求項４】
　計量要素（３３）が収納チャンバ（１５）に対して動かされたとき、封止リップ（８１
）が偏向する、請求項１～３のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　計量要素（３３）が遠位方向（１８）に動かされたとき、封止リップ（８１）が遠位方
向（１８）で偏向し、計量要素（３３）が近位方向（１９）に動かされたとき、封止リッ
プ（８１）が近位方向（１９）で偏向する、請求項４に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　封止部材（３１）は主要部材（３２）を含み、少なくとも１つの封止リップ（８１）は
主要部材に連結される、請求項１～５のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　少なくとも１つの封止リップ（８１）は計量要素（３３）周りで周方向に配置される、
請求項１～６のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　少なくとも１つの封止リップ（８１）は、計量要素（３３）が収納チャンバ（１５）に
対して投薬方向（１８）に沿って動かされたとき、計量要素（３３）からの余分な粉末物
質（２）を除去するように適用され配置される、請求項１～７のいずれか１項に記載のア
センブリ。
【請求項９】
　少なくとも１つの封止リップ（８１）は収納チャンバ（１５）を封止するように構成さ
れる、請求項１～８のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　少なくとも１つの封止リップ（８１）は可撓性材料を含む、請求項１～９のいずれか１
項に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　複数の封止リップ（８１ａ、８１ｂ）を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の
アセンブリ。
【請求項１２】
　封止部材（３１）は複数の封止リップ（８１ａ、８１ｂ）を含む、請求項１１に記載の
アセンブリ。
【請求項１３】
　封止リップ（８１ａ、８１ｂ）は、計量要素（３３）の長手方向軸（ｍｘ）に沿った方
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向で上下に重なって配置される、請求項１１または１２に記載のアセンブリ。
【請求項１４】
　封止部材（３１）は２つの隣接した封止リップ（８１ａ、８１ｂ）の間に配置されるキ
ャビティ（４２）を含む、請求項１１～１３のいずれか１項に記載のアセンブリ。
【請求項１５】
　吸入デバイス（１）の計量要素（３３）と機械的に協働する封止部材（３１）の使用で
あって、封止部材（３１）は計量要素（３３）を受ける開口部（２０）を含み、封止部材
（３１）は少なくとも１つの封止リップ（８１）を含み、封止リップ（８１）は、計量要
素（３３）の移動方向に対応する方向で偏向するように構成される、前記使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、吸入デバイスのためのアセンブリに関する。さらに、本開示は、吸入デバイ
スにおけるアセンブリの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸入デバイスは特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ２００９／０６５７０７Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示の一目的は、特性が改善された吸入デバイスのためのアセンブリを提供すること
である。さらに、本開示の一目的は、吸入デバイスの計量要素と機械的に協働する封止部
材の使用を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、独立請求項の主題によって達成することができる。有利な実施形態および
改良は従属請求項の主題である。
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、吸入デバイスのためのアセンブリが提供される。アセン
ブリは、物質のある量を保持するように構成された収納チャンバと、収納チャンバに対し
て移動方向で動くように構成された計量要素と、計量要素と機械的に協働する封止部材と
を含み、封止部材は計量要素を受ける開口部を含み、封止部材は、計量要素の移動方向に
対応する方向で偏向可能である少なくとも１つの封止リップを含む。
【０００７】
　吸入デバイスは、粉末状物質を吸入するためにユーザによって使用されてもよい。物質
は薬剤を、例えば喘息を治療する薬剤を含んでもよい。
【０００８】
　計量要素は長手方向軸を含んでもよい。計量要素の移動方向は、計量要素の長手方向軸
に沿った方向であってもよい。計量要素は、計量要素の長手方向軸に沿って収納チャンバ
に対して回転させ、軸方向で移動されるように構成されてもよい。計量要素が軸方向と回
転方向が結合された運動を行う場合、軸方向運動の方向が移動方向と見なされてもよい。
あるいは、回転運動の方向、または回転方向と軸方向が結合された方向が、移動方向と見
なされてもよい。計量要素はロッドとして構成されてもよい。計量要素は矩形の断面を有
してもよい。あるいは、計量要素は円形または楕円形の断面を有してもよい。
【０００９】
　計量要素は計量チャンバを含んでもよい。計量チャンバは計量要素内のキャビティであ
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ってもよい。キャビティは円錐形であってもよい。計量チャンバは、物質のサブ量を保持
するように構成されてもよい。計量要素を収納チャンバに対して投薬方向で動かしたとき
、物質のサブ量が計量チャンバによって収納チャンバから取り出されてもよい。投薬方向
は、デバイスの投薬端部に向かう方向であってもよい。特に、物質の用量を送達するため
、計量要素は、デバイスの投薬端部に向かって長手方向軸に沿って動いてもよい。使用後
、計量要素はデバイスの投薬端部から離れる方向で動いてもよい。
【００１０】
　封止部材は主要部材を含んでもよく、少なくとも１つの封止リップは主要部材に連結さ
れる。特に、少なくとも１つの封止リップおよび主要部材は一体で形成されてもよい。例
えば、封止部材は射出成形部材であってもよい。
【００１１】
　封止部材および計量要素の協働により、封止部材は収納チャンバを封止してもよい。好
ましくは、封止リップは計量要素に直接接触する。特に、少なくとも１つの封止リップは
計量要素に力を及ぼしてもよい。特に、計量要素が存在することによって封止リップを圧
縮できるように、封止リップはオーバーサイズで製造されてもよい。それにより、封止リ
ップが計量要素に緊密に当接することを確実にすることができる。それにより、封止リッ
プは、水分または汚れが収納チャンバに侵入することがないように、収納チャンバを封止
してもよい。さらに、計量要素の製作公差は封止リップによって補償されてもよい。特に
、封止リップは、製作公差に起因して異なる寸法を有する異なる計量要素と、機械的に協
働するように構成されてもよい。特に、封止リップのサイズは、収納チャンバを確実に封
止することができるようなサイズであってもよい。それにより、確実な吸入デバイスを提
供することができる。
【００１２】
　さらなる実施形態によれば、少なくとも１つの封止リップは、計量要素を収納チャンバ
に対して投薬方向で、特にデバイスの遠位端に向かう方向で動かしたとき、余分な粉末状
物質を計量要素から除去するように適用され配置されてもよい。それにより、高い投薬精
度を達成することができる。特に、過量がユーザに投薬されるのを阻止することができる
。
【００１３】
　少なくとも１つの封止リップは、摩擦力によって計量要素に付着してもよい。計量要素
を動かしたとき、封止リップは、計量要素の移動方向に対応する方向で偏向されてもよい
。それにより、計量要素の運動による封止リップの摩耗を低減することができる。
【００１４】
　さらに、計量要素を投薬方向で動かしたとき、計量チャンバは、収納チャンバからデバ
イスの投薬端部に向かう途中で封止リップを通ってもよい。封止リップは、粉末チャネル
に達する前に、粉末状物質が計量チャンバから落ちるのを阻止することができる。それに
より、少なすぎる量の物質がユーザに投薬されるのを阻止することができる。
【００１５】
　好ましい一実施形態によれば、少なくとも１つの封止リップの横断面は台形の形状を含
む。台形の狭い方の端部は計量要素の方に向けられてもよい。
【００１６】
　少なくとも１つの封止リップは、計量チャンバが封止リップを通るときに、計量チャン
バ内へと突出しないようにされてもよい。それにより、封止リップと機械的に協働する際
に物質が計量チャンバから除去されることを防ぐことができる。特に、封止リップの寸法
は、封止リップが計量チャンバ内へと突出することがないようにして、計量チャンバの寸
法に適用されてもよい。また、封止リップの台形形状は、封止リップが計量チャンバ内へ
と突出するのを防ぐ助けとなり得る。それにより、高い投薬精度を達成することができる
。
【００１７】
　好ましくは、少なくとも１つの封止リップは天面および底面を含む。天面は、計量要素
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に向かって見る方向において、デバイスの近位端に向かう方向で傾いてもよい。あるいは
、天面は、計量要素の長手方向軸に対して垂直に延びてもよい。底面は、計量要素に向か
って見る方向において、デバイスの近位端に向かう方向で立ち上がってもよい。あるいは
、底面は、計量要素の長手方向軸に対して垂直に延びてもよい。
【００１８】
　一実施形態では、封止部材の開口部は、開口部の平面図において細長い形態を有しても
よい。特に、開口部は長方形の形態を有してもよい。あるいは、開口部は円形または楕円
形の形態を有してもよい。計量要素は、封止部材の開口部を通って突出してもよい。特に
、計量要素を収納チャンバに対して動かしたとき、計量要素は封止部材の開口部を通して
ガイドされてもよい。
【００１９】
　封止部材は弾性材料を含んでもよい。例えば、封止部材は熱可塑性材料またはゴム材料
を含んでもよい。材料の弾性により、封止リップは、計量要素の移動方向に対応する方向
で偏向することができてもよい。
【００２０】
　好ましい一実施形態によれば、少なくとも１つの封止リップは、計量要素周りで周方向
に配設される。特に、計量要素は、封止リップによって完全に囲まれてもよい。特に、封
止部材、それぞれの封止リップと、計量要素との間にギャップが生じなくてもよい。
【００２１】
　少なくとも１つの封止リップは、封止部材および計量要素が互いに機械的に協働してい
るとき、収納チャンバに対する計量要素の任意の位置で、計量要素に対して一定の力を提
供するように適用されてもよい。これは、封止リップが、計量要素の移動方向に対応する
方向で偏向可能であることによって達成されてもよい。
【００２２】
　一実施形態によれば、封止部材は複数の封止リップを含む。例えば、封止部材は２つの
封止リップを含んでもよい。あるいは、封止部材は２つを超える封止リップを、例えば３
つまたは４つの封止リップを含んでもよい。それにより、封止部材の封止機能を、１つの
封止リップのみを有する封止部材に比べて改善することができる。好ましくは、各封止リ
ップは上述したように構成される。
【００２３】
　封止リップは、計量要素の長手方向軸に沿った方向で上下に重なって配置されてもよい
。
【００２４】
　封止部材は、２つの隣接した封止リップ間に配置されてもよい、少なくとも１つのキャ
ビティを含んでもよい。計量要素をデバイスの投薬端部に向かって動かしたとき、余分な
粉末状物質がキャビティ内に集まることがある。
【００２５】
　本発明のさらなる態様によれば、吸入デバイスの計量要素と機械的に協働させる封止部
材の使用が提供され、封止部材は計量要素を受ける開口部を含み、封止部材は少なくとも
１つの封止リップを含み、封止リップは、計量要素の移動方向に対応する方向で偏向する
ように構成される。特に、封止部材は上述したように構成されてもよい。
【００２６】
　「物質」または「薬剤」という用語は、本明細書で使用するとき、例えば、喘息もしく
は慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）などの閉塞性の気道または肺疾患、局所的な気道浮腫、
炎症、ウィルス感染、細菌感染、真菌感染、もしくは他の感染症、アレルギー、真性糖尿
病を治療するための、少なくとも１つの薬学的に活性な化合物を含む医薬製剤を意味して
もよい。
【００２７】
　活性薬剤化合物は、吸入に適した活性薬剤化合物、好ましくは抗アレルギー剤、抗ヒス
タミン剤、抗炎症剤、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗コリン剤、およびそれらの組合せから成
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る群から選択されるのが好ましい。
【００２８】
　活性薬剤化合物は、例えば次のものから選択されてもよい：
　ヒトインスリンなどのインスリン、例えば、組換えヒトインスリン、またはヒトインス
リン類似体もしくは誘導体、グルカゴン様ペプチド（ＧＬＰ－１）もしくはその類似体も
しくは誘導体、またはエキセンジン－３もしくはエキセンジン－４もしくはエキセンジン
－３もしくはエキセンジン－４の類似体もしくは誘導体；
　短時間作用型β２刺激薬（例えば、サルブタモール、アルブテロール、レボサルブタモ
ール、フェノテロール、テルブタリン、ピルブテロール、プロカテロール、ビトルテロー
ル、リミテロール、カルブテロール、ツロブテロール、レプロテロール）、長時間作用型
β２刺激薬（ＬＡＢＡ、例えば、アルフォルモテロール、バンブテロール、クレンブテロ
ール、フォルモテロール、サルメテロール）、ウルトラＬＡＢＡ（例えば、インダカテロ
ール）、または別のアドレナリン作用薬（例えば、エピネフェリン、ヘキソプレナリン、
イソプレナリン（イソプロテレノール）、オルシプレナリン（メタプロテレノール））な
どのアドレナリン作用薬；
　グルココルチコイド（例えば、ベクロメタゾン、ブデソニド、シクレソニド、フルチカ
ゾン、モメタゾン、フルニゾリド、ベタメタゾン、トリアムシノロン）；
　抗コリン作用薬またはムスカリン拮抗薬（例えば、臭化イプラトロピウム、臭化オキシ
トロピウム、臭化チオトロピウム）；
　肥満細胞安定化薬（例えば、クロモグリケート、ネドクロミル）；
　キサンチン誘導体（例えば、ドキソフィリン、エンプロフィリン、テオブロミン、テオ
フィリン、アミノフィリン、コリンテオフィリネート）；
　ロイコトリエン拮抗薬（例えば、モンテルカスト、プランルカスト、ザフィルルカスト
）、リポキシゲナーゼ阻害剤（例えば、ジロートン）、またはトロンボキサン受容体拮抗
薬（例えば、ラマトロバン、セラトロダスト）などのエイコサノイド阻害剤；
　ＩＶ型ホスホジエステラーゼ阻害剤（例えば、ロフルミラスト）；
　抗ヒスタミン剤（例えば、ロラタジン、デスロラタジン、セチリゼン、レボセチリゼン
、フェキソフェナジン）；
　アレルゲン免疫療法（例えば、オマリズマブ）；
　粘液溶解薬（例えば、カルボシステイン、エルドステイン、メシステイン）；
　抗生物質または抗真菌薬；
　あるいは上述の化合物クラスまたは化合物の任意の２つ、３つ、またはそれ以上の組合
せ（例えば、ブデソニド／フォルモテロール、フルチカゾン／サルメテロール、臭化イプ
ラトロピウム／サルブタモール、モメタゾン／フォルモテロール）；
　あるいは上述の化合物のいずれかの薬学的に許容される塩または溶媒化合物またはエス
テル。
【００２９】
　薬学的に許容される塩は、例えば、酸付加塩および塩基性塩である。酸付加塩は、例え
ば、塩化物、臭化物、ヨウ化物、硝酸塩、炭酸塩、硫酸塩、メチル硫酸塩、リン酸塩、酢
酸塩、安息香酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、フマル酸塩、マロン酸塩、酒石酸塩、琥珀酸
塩、クエン酸塩、乳酸塩、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、エデト酸塩、メシル酸塩、パ
モ酸塩、パントテン酸塩、またはヒドロキシナフトエ酸塩である。塩基性塩は、例えば、
アルカリもしくはアルカリ属から選択されたカチオンを有する塩、例えばＮａ＋、もしく
はＫ＋、もしくはＣａ２＋、またはアンモニウムイオンＮ＋（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（
Ｒ４）であり、ここで、Ｒ１～Ｒ４は互いとは無関係に、水素、随意置換されたＣ１－Ｃ
６アルキル基、随意置換されたＣ２－Ｃ６アルキル基、随意置換されたＣ６－Ｃ１０アリ
ール基、または随意置換されたＣ６－Ｃ１０ヘテロアリール基を意味する。薬学的に許容
される塩のさらなる例は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」，１７．ｅｄ．Ａｌｆｏｎｓｏ　Ｒ．Ｇｅｎｎａｒｏ（Ｅｄ．），Ｍ
ａｒｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅａｓｔｏｎ，Ｐａ．，Ｕ．Ｓ．Ａ．
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，１９８５、およびＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙに記載されている。薬学的に許容されるエステルは、例えば、酢酸
エステル、プロピオン酸エステル、リン酸エステル、琥珀酸エステル、またはエタボン酸
エステルであってもよい。
【００３０】
　薬学的に許容される溶媒化合物は、例えば水和物である。
【００３１】
　さらなる特徴および改良は、図面に関連する例示的な実施形態の以下の記載から明白と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】吸入デバイスを示す概略断面図である。
【図２】計量要素を示す概略断面図である。
【図３】図１の計量要素と協働する封止部材をより詳細に示す概略図である。
【図４】計量要素と協働する封止部材の代替実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　同様の要素、同じ種類の要素、および同一の作用をする要素には、図面中で同じ参照番
号が提供されることがある。
【００３４】
　図１は、吸入デバイス１の断面図を示す。吸入デバイス１は、ユーザによって発生する
吸引気流によって起動するように構成される。吸入デバイス１はハウジング３を含む。さ
らに、デバイス１は外筒４を含む。外筒４は、ハウジング３に対する軸方向運動に対して
固定される。外筒４はハウジング３に対して回転可能である。
【００３５】
　さらに、吸入デバイス１はマウスピース６を含む。マウスピース６を介して、空気は吸
入デバイス１に吸引される。吸入デバイス１はキャップ７をさらに含む。キャップ７はね
じ込みキャップとして構成されてもよい。キャップ７はマウスピース６を覆うのに使用さ
れる。キャップ７は、キャップ７をデバイス１上にねじ止めするのにはハウジングに対し
て第１の方向で、キャップ７をデバイス１から外すのにはハウジング３に対して第２の方
向で、吸入デバイス１の主長手方向軸ｘを中心にして回転可能であってもよい。外筒４は
キャップ７に回転可能に連結される。特に、外筒４は、ハウジング３に対するキャップ７
の回転に追随する。吸入デバイス１の構成要素およびそれらの機械的協働の詳細な説明に
ついては、文献ＷＯ２００９／０６５７０７Ａ１号を参照し、特にデバイス１の動作に関
する限りにおいて、その全内容を参照によって本明細書に明示的に組み入れる。
【００３６】
　デバイス１は収納チャンバ１５をさらに含む。収納チャンバ１５は、少なくとも一回用
量の物質２を保持する。特に、収納チャンバ１５は、複数回用量の物質２を保持してもよ
い。物質２は薬物を含んでもよい。物質２は粉末を含んでもよい。
【００３７】
　収納チャンバ１５はチャンバ天井２４によって終端する。特に、収納チャンバ１５のマ
ウスピースに面した側面は、チャンバ天井２４によって終端する。デバイス１は回転部材
２５をさらに含む。回転部材２５は、回転方向で固定された形で外筒４に連結される。そ
の結果、回転部材２５は外筒の回転に追随し、したがって収納チャンバ１５に対して主長
手方向軸ｘを中心にしてキャップ７が回転するのに追随する。
【００３８】
　チャンバ天井２４は中央貫通口を含む。回転部材２５の円筒状部分２５Ａは、チャンバ
天井２４の中央貫通口を貫通する。
【００３９】
　吸入デバイス１は計量要素３３をさらに含む。計量要素３３は計量ロッドを含んでもよ
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い。計量要素３３は円形または非円形の断面を有してもよい。例えば、計量要素３３は矩
形断面を有してもよい。
【００４０】
　図２は、長手方向軸ｘに垂直な面における計量要素３３の断面図を示す。図２で分かる
ように、計量要素３３は第１の辺３３Ａおよび第２の辺３３Ｂを含んでもよい。第１の辺
３３Ａは第２の辺３３Ｂよりも幅広であってもよい。第１の辺３３Ａの寸法は３ｍｍ～１
０ｍｍの長さを含んでもよい。例えば、第１の辺３３Ａの長さは６ｍｍであってもよい。
第２の辺３３Ｂの寸法は０．５ｍｍ～３ｍｍの長さを含んでもよい。例えば、第２の辺３
３Ｂの寸法は長さ１．５ｍｍを含んでもよい。
【００４１】
　計量要素３３は長手方向軸ｍｘを含む。計量要素３３の長手方向軸ｍｘは、デバイス１
の主長手方向軸ｘに平行である。特に、長手方向軸ｍｘは、デバイス１の主長手方向軸ｘ
と一致する。計量要素３３は、収納チャンバ１５に対して軸方向および回転方向で可動で
ある。キャップ７がデバイス１から取り外されるとき、即ちデバイス１の動作中、計量要
素３３は遠位方向１８で動く。遠位方向１８はデバイスの投薬端部に向かう方向である。
キャップ７がデバイス１に再び取り付けられるとき、即ち動作が完了した後、計量要素３
３は近位方向１９で動く。近位方向１９はデバイスの投薬端部から離れる方向である。計
量要素３３は、回転部材２５との機械的協働によって回転部材２５に回転連結される。そ
の結果、計量要素３３はキャップ７の回転運動に追随し、したがって、キャップ７がデバ
イス１に取り付けられるか、またはデバイス１から取り外されるとき、主長手方向軸ｘを
中心にした回転部材２５の回転運動に追随する。
【００４２】
　計量要素３３は計量チャンバ４０を含む。計量チャンバ４０は、計量要素３３の近位端
付近に位置する。計量要素３３の近位端は、キャップ７がデバイスに取り付けられたとき
に収納チャンバ１５内に位置する端部である。計量要素３３は、計量チャンバ４０が収納
チャンバ１５の内部に位置する第１の位置から、計量チャンバ４０が収納チャンバ１５の
外部に位置する第２の位置へと、計量チャンバ４０を動かすように構成される。計量チャ
ンバ４０は、ユーザによって行われる吸入行為の間に投薬されるべき物質２の副量１４を
測定し収容するように構成される。特に、物質２のサブ量１４は、計量チャンバ４０を介
して収納チャンバ１５から粉末チャネル１６へと搬送されてもよい。物質２のサブ量１４
を収集するために、計量チャンバ４０は開口部１０を含む。図２で分かるように、物質２
による計量チャンバ４０の適切な充填を達成するために、開口部１０は、計量要素３３上
の軸ｍｘに対して偏心的に配置される。特に、計量チャンバ４０は、収納チャンバ１５を
通って螺旋状に動き、それによって物質２のサブ量１４を集める。
【００４３】
　計量要素３３の動作の詳細な説明については、文献ＷＯ２００９／０６５７０７Ａ１号
を参照する。
【００４４】
　図１に示されるデバイス１は、封止部材３１をさらに含む。封止部材３１は、本体３２
および封止リップ８１を含む。封止部材３１は、円筒状部分２５Ａの中心に配置される。
特に、封止部材３１は、半径内側方向で円筒状部分２５に隣接して配置される。封止部材
３１は、円筒状部分２５Ａと計量要素３３との間に配置される。封止部材３１は、計量要
素３３周りで周方向に配置される。特に、封止リップ８１は計量要素３３を完全に囲む。
封止部材３１は、収納チャンバ１５のマウスピース６に面する端部に配置される。封止部
材は収納チャンバ１５の外部に配置される。
【００４５】
　封止部材３１は、ゴム材料もしくは類似の弾性材料を含むかまたはそれから成る。例え
ば、封止部材３１は熱可塑性エラストマーを含む。封止部材３１は、回転部材２５と併せ
て二成分射出成形プロセスによって作成されてもよい。あるいは、封止部材は個別の製造
ステップで作成されてもよい。図１に示される実施形態では、封止部材３１および回転部
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材２５は、封止部材３１が回転部材２５に対する軸方向および回転方向運動に対して固定
されるようにして、互いに連結される。封止部材は、例えば、回転部材２５内にクリップ
止めされてもよい。
【００４６】
　図３は、図１の封止部材をより詳細に示す。
【００４７】
　封止リップ８１は、デバイスの長手方向軸ｘに本質的に垂直な方向で本体３２から突出
してもよい。断面図において、図１、３、および４に示されるように、本体３２は、封止
リップ８１の延在方向にほぼ垂直に延びる。本体３２および封止リップ８１は互いに連結
され、特に一体に形成される。例えば、封止部材３１は射出成形部材である。封止リップ
８１は天面２６および底面２７を含む。封止リップ８１の天面２６は、デバイスのマウス
ピース６に面する表面である。封止リップ８１の底面２７は収納チャンバ１５に面する。
封止リップ８１の天面２６は本体３２の天面と一致する。天面２６は、計量要素３３に向
かう視認方向において、デバイスの近位端に向かう方向で傾いている。底面２７は、計量
要素３３に向かう視認方向において、デバイスの遠位端に向かう方向で立ち上がる。遠位
端はデバイスの投薬端部であり、近位端は遠位端の反対側の端部である。特に、天面２６
および底面２７は、長手方向軸ｍｘに向かう方向で先細状である。特に、封止リップ８１
の外形は切頭円錐の形状を含み、円錐のより細い端部が計量要素３３に面する。代替実施
形態では、天面２６および底面２７のうち１つのみが、計量要素３３に対して傾いて、そ
れぞれ立ち上がってもよく、天面２６および底面２７のうち他方は、長手方向軸ｍｘに対
して垂直に延びてもよい。それにより、封止リップ８１の厚さは長手方向軸ｍｘに向かう
方向で減少してもよい。
【００４８】
　封止部材３１は、収納チャンバ１５のマウスピースに最も近い端部を封止するように構
成される。特に、封止リップ８１は、計量要素３３が封止部材３１を貫通して収納チャン
バ１５に入る際に経由する、封止部材３１の開口部２０を通して、水分または汚れが収納
チャンバ１５に侵入するのを阻止するように構成される。
【００４９】
　封止部材３１、特に封止リップ８１は、計量要素３３と接触している。特に、封止部材
３１がオーバーサイズであることにより、計量要素３３に圧力が及ぼされる。デバイスの
動作中に計量要素３３が遠位方向１８で動き始めると、封止リップ８１は、弾性であるこ
とにより、また封止リップ８１と計量要素３３との間に作用する接着力により、遠位方向
１８で偏向されてもよい。封止リップ８１の弾性および接着力は、収納チャンバ１５の確
実な封止をもたらすことができる。封止リップ８１の偏向により、封止リップ８１の摩耗
を低減することができる。計量要素３３が遠位方向１８でさらに動くと、封止リップ８１
は計量要素３３に沿って延びてもよい。それにより、封止リップ８１は、計量要素３３の
外表面に粘着することがある、計量要素３３からの余分な粉末物質２を除去することがで
きる。それにより、吸入デバイス１の投薬精度を向上することができる。特に、余分な粉
末物質がユーザによって吸入され得ることを防ぐことができる。
【００５０】
　計量要素３３が近位方向で動くと、即ち動作が完了すると、封止リップ８１は近位方向
で相似的に偏向されてもよい。
【００５１】
　特に、封止リップ８１は、封止リップ８１と計量要素３３との間の経方向での接触力が
ほぼ一定であるようにして偏向されてもよい。特に、接触力は、計量要素３３の様々な移
動方向に対してほぼ一定のままである。
【００５２】
　製作公差により、異なる計量要素３３は、異なる外寸法を、特に、第１の辺３３Ａおよ
び第２の辺３３Ｂの異なる寸法を含んでもよい。例えば、異なる計量要素３３の外寸法は
、１ｍｍ以下で互いに異なってもよい。封止部材３１、特に封止リップ８１は、前記製作
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公差を補償するように構成される。したがって、封止部材３１はオーバーサイズで作成さ
れてもよい。特に、封止部材３１は、製作公差によって寸法が互いに異なる計量要素３３
を受け封止するように構成される。特に、その弾性により、封止リップ８１は、計量要素
の外寸法に適合することができるように、計量要素が存在することによって径方向で圧縮
されてもよい。異なる計量要素３３の場合、特に寸法が異なる計量要素の場合、封止リッ
プ８１は、収納チャンバ１５を封止し、計量要素３３から余分な粉末物質を除去するのに
十分な力を、計量要素３３に及ぼす。
【００５３】
　さらに、封止部材３１、特に封止リップ８１は、封止部材３１の製造中に起こり得る収
縮効果による、封止リップ８１の製作公差を補償できるようにして、作成されてもよい。
【００５４】
　図４は、封止部材３１の代替実施形態を示す。この封止部材は、第１の封止リップ８１
ａおよび第２の封止リップ８１ｂを含む。封止リップ８１ａ、８１ｂは、デバイスの長手
方向軸ｘに沿った方向で上下に重なって配置される。第１の封止リップ８１ａはデバイス
の近位端に面し、第２の封止リップ８１ｂはデバイスの遠位端に面する。封止リップ８１
ａ、８１ｂはそれぞれ、図３に示される封止リップとして構成されてもよい。図４に示さ
れる実施形態では、第１の封止リップ８１ａは、計量要素３３に対して、それぞれデバイ
スの長手方向軸ｘに対して傾けられた、天面２６ａおよび底面２７ａを含む。代替実施形
態では、第１の封止リップ８１ａの天面２６ａおよび／または底面２７ａは、計量要素３
３に対して垂直に延びてもよい。第２の封止リップ８１ｂは、計量要素３３に対して垂直
に延びる天面２６ｂを含む。第２の封止リップ８１ｂの底面２７ｂは、計量要素３３に対
してわずかに傾けられる。しかし、代替実施形態では、第２の封止リップ８１ｂの底面２
７ｂは計量要素３３に対して垂直に延びてもよい。さらなる代替実施形態では、第２の封
止リップ８１ｂの天面２６ｂは計量要素３３に対して傾けられてもよい。１つのみの封止
リップの代わりに２つの封止リップ８１ａ、８１ｂを使用することによって、封止部材３
１の封止機能をさらに改善することができる。さらに、計量要素からの余分な粉末物質の
除去を、より確実なものにすることができる。
【００５５】
　封止部材３１は、封止リップ８１間に配置されたキャビティ４２を含んでもよい。キャ
ビティ４２は、第２の封止リップ８１ｂによって計量要素３３から除去された余分な粉末
物質を受けることができる。
【００５６】
　図示されない代替実施形態では、封止部材は２つを超える封止リップを、例えば３つま
たは４つの封止リップを含んでもよい。封止リップは、長手方向軸ｍｘに沿った方向で上
下に重ねて配置されてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１　吸入デバイス
　２　物質
　３　ハウジング
　４　外筒
　６　マウスピース
　７　キャップ
　１４　サブ量
　１５　収納チャンバ
　１６　粉末チャネル
　１８　遠位方向
　１９　近位方向
　２０　開口部
　２４　チャンバ天井
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　２５　回転部材
　２５Ａ　円筒状部分
　２６　天面
　２６ａ　第１の封止リップの天面
　２６ｂ　第２の封止リップの天面
　２７　底面
　２７ａ　第１の封止リップの底面
　２７ｂ　第２の封止リップの底面
　３１　封止部材
　３２　本体
　３３　計量要素
　３３Ａ　第１の側面
　３３Ｂ　第２の側面
　４０　計量チャンバ
　４２　キャビティ
　８１　封止リップ
　８１ａ　第１の封止リップ
　８１ｂ　第２の封止リップ
　ｘ　デバイス軸
　ｍｘ　計量要素の長手方向軸
　ｓｘ　封止リップの長手方向軸

【図１】 【図２】

【図３】
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