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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物容器を保持しかつそこから液体薬剤を排出するためのポータブル薬物ホルダーであ
って、該ポータブル薬物ホルダーは、
　チャンバーまたはその一部を形成する第１の壁部を含んでいるハウジングを有し、
　該チャンバーを通過する空気流路を有し、
　第１の壁部と係合し、かつ、チャンバーと空気流路とがシールされる閉位置と、空気流
路が開かれる開位置との間で移動可能な、第２の壁部を有し、
　空気流路内の空気中への液体薬剤の蒸発を助ける蒸発手段を有し、
　空気流路をユーザーへと向ける薬物排出シュートを有し、
　薬物容器を開けて液体薬剤を空気流路内の空気に放出するための開口手段を有し、
　吸入空気および吐出空気の一方または両方に一方向性の空気流を提供するための、１つ
またはそれ以上の逆止弁を有する、
前記ポータブル薬物ホルダー。
【請求項２】
　チャンバー内にまたはチャンバーと流体連絡して位置している薬物容器を含んでいる、
請求項１のポータブル薬物ホルダー。
【請求項３】
　薬物容器が、バイアル、アンプルボトルまたはキャニスターであり、少なくとも部分的
には脆弱である、請求項２のポータブル薬物ホルダー。
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【請求項４】
　液体薬剤がメトキシフルレンである、請求項３のポータブル薬物ホルダー。
【請求項５】
　第２の壁部がカバーまたはスリーブとして形成されている、請求項３のポータブル薬物
ホルダー。
【請求項６】
　開口手段が、第２の壁部を開位置へ動かすことによって自動的に駆動される、請求項３
のポータブル薬物ホルダー。
【請求項７】
　開口手段が、薬物容器を開けるよう構成されたストライカーを有する、請求項３のポー
タブル薬物ホルダー。
【請求項８】
　第２の壁部を開位置へスライドすることによって、ストライカーが作動する、請求項７
のポータブル薬物ホルダー。
【請求項９】
　開口手段が、容器における脆弱なシールを開けるパンチを有する、請求項３のポータブ
ル薬物ホルダー。
【請求項１０】
　開口手段が、容器のキャップをつかむ座を有し、該キャップがスクリューキャップであ
ってもよい、請求項３のポータブル薬物ホルダー。
【請求項１１】
　開口手段が、液体薬剤を加圧して排出するプランジャーを有する、請求項２のポータブ
ル薬物ホルダー。
【請求項１２】
　蒸発手段がウィック材を有する、請求項２のポータブル薬物ホルダー。
【請求項１３】
　蒸発手段が蒸発プレートまたは格子を有する、請求項２のポータブル薬物ホルダー。
【請求項１４】
　蒸発手段が、蛇行したまたは曲がりくねった経路を空気流路の一部として形成する、請
求項２のポータブル薬物ホルダー。
【請求項１５】
　開口手段が、薬物容器を開けて液体薬剤を蒸発手段に放出するものである、請求項２の
ポータブル薬物ホルダー。
【請求項１６】
　蒸発手段が、薬物容器の内側にある蒸発面である、請求項２のポータブル薬物ホルダー
。
【請求項１７】
　蒸発面が、吸収材またはウィックで形成されている、請求項１６のポータブル薬物ホル
ダー。
【請求項１８】
　薬物シュートが格納位置と展開位置との間で回転可能である、請求項１のポータブル薬
物ホルダー。
【請求項１９】
　薬物シュートが呼吸ガスを運ぶガスラインをさらに含んでいる、請求項１のポータブル
薬物ホルダー。
【請求項２０】
　薬物シュートが、ユーザーの指による閉鎖に適合している補助的な空気導入口を含んで
いる、請求項１のポータブル薬物ホルダー。
【請求項２１】
　１つまたはそれ以上の逆止弁が、流入空気流路に、吸気の一方向性の吸入空気流を提供
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する、請求項１のポータブル薬物ホルダー。
【請求項２２】
　１つまたはそれ以上の逆止弁が、吐出空気のための、かつ、薬物シュートと流体連絡さ
れている、流出口逆止弁を含んでいる、請求項２１のポータブル薬物ホルダー。
【請求項２３】
　薬物シュートが、吐出空気から薬物を取り除くためのフィルターと流体接続されている
、請求項２２のポータブル薬物ホルダー。
【請求項２４】
　当該ポータブル薬物ホルダーが、使用していないときは外部環境に対してシールされて
いる、請求項２のポータブル薬物ホルダー。
【請求項２５】
　第２の壁部に結合されたストラップを、好ましくはリストストラップを、含んでいる、
請求項６のポータブル薬物ホルダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、人による使用のための薬物をホールドする容器(container)をしっかりと収
容しまたは受け入れるためのデバイスに関する。特に、本発明は、吸入または摂取のため
に提供される薬物を入れて分配するためのデバイスに関する。本デバイスは、移動中及び
／又は悪環境にいる人による使用のために特に適していて、スポーツ活動中の使用によく
適しているかもしれないが、そのように限定されるわけではない。本デバイスの操作によ
り、投与のための薬物へのアクセスが容易になる。本発明は、薬物のリザーバまたは容器
を有する薬物ホルダーにまで及ぶ。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　自己治療(self-medication)のためのデバイスが進化することは、種々の疾患および病
理の患者にとっての大いなる利点となってきた。
【０００３】
　主要な一例は喘息の例である。もっと以前においては、喘息の患者は一般的には障害者
の生涯を宣告され、それは、しばしば、低レベルの身体的活動に基いて彼らの生活をアレ
ンジさせたり、旅行の範囲が制限されたりすることによるものであり、彼ら自身の生活環
境において提供される支援メカニズムを身近にすることを可能ならしめるためであった。
喘息の深刻な発作に対しては、医者などのプロフェッショナルの注意およびそれらプロフ
ェッショナルによって投与される薬物の使用がしばしば必要であった。これらの薬物は、
アミノフィリンおよびアドレナリンを含有していて、リーズナブルなレベルの効能を有し
ていたが、使用におけるいくつかの深刻なリスクもまたもたらした。さらに、これらの薬
物を使用することはプロセスにおける後の段階のステップであり、病状を管理し安定化す
る手段において進行中の利点を患者に提供するわけではなかった。
【０００４】
　コルチコステロイド類の進化はいくつかの疾患、特に喘息における大いなる助けであっ
た。しかし、長期にわたるヒトにおける経口または非経口のコルチコステロイド投与の副
作用はよく知られており、最も深刻なケース以外では、このアプローチを採ることには制
限が必要である。
【０００５】
　喘息患者の生活の質は、加圧(pressurised)薬用容器の発達と共に劇的に向上したが、
該容器は、一つには、サルブタモール、つまり気管支拡張薬の自己投与のために設計され
たものである。サルブタモールは、喘息の発作である気管支痙攣を鎮めるのに非常に効果
的である。サルブタモールは、頂部に押下駆動弁をもつ加圧容器にて通常は供給される。
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この弁は、外側のプラスチックのカラー(collar)、キャップまたはマウスピースに備えら
れた座において重ね合わさるように構成されている。このカラーによって、キャニスター
は弁棒に対して押下されるようになり、その結果、コントロールされた１回量の治療剤が
カラーの排出スロート（discharge throat）へ放たれる。患者は、必要な程度の息を吐き
、次いで、薬剤の１回量を排出するためにキャニスターを押下しながら吸気することによ
ってそのデバイスを使用する。
【０００６】
　呼吸機能障害の発作を治療する能力を与えるとともに、サルブタモール吸入器は自己投
与の治療法の能力を与え、その結果、臨床的な所見を最小化して呼吸器の発作の更なる進
展を鎮めたりあるいは予防してきた。
【０００７】
　サルブタノールは、自己送出のために好適な治療剤の優れた例であるが、決して唯一の
ものではない。多くの他の治療剤が喘息のために提供されている（例えば、ベコチド(Bec
otide)、フレキシチド(Flexitide)、アスモル(Asmol)）。加えて、計量された１回量を呼
吸管へ供給することを通した、または、胃腸管を介する摂取または中咽頭や鼻の粘膜を介
する吸収のために供給することを通した自己治療に、多くの他の疾患が向いている。ある
種の鎮痛剤は、緊急事態における使用にも供することもできる。例えば、偶発的なあるい
は戦場にて負った外傷の被害者に対してメトキシフルレンを与えることが公知である。
【０００８】
　薬物の供給は記載されるような形態であってもよく、圧縮され加圧されたエアロゾル製
剤（しばしば、定量吸入器またはＭＤＩとして知られる形態である）であってもよい。そ
の代わりに、粉末や他の固体製剤あるいは液体や気体でさえも供給および１回量に分注す
ることができる。液体は揮発性であってもよい。別々になった個々の１回量の薬物は、カ
プセルまたは類似する形態にて提供され、放出のために、しばしばメジヘラー(medihaler
s)と呼ばれるデバイスへ適合させることができる。これらデバイスは、回転可能な羽根(v
ane)を有していてもよく、該回転可能な羽根は、息を吹き込む患者によって駆動されて、
薬物を気流中へ分配する。いくつかの装置では、微粉末は個々の粒子に分離し吸気ガスに
のった後、肺に単純に吸い込まれてもよい。
【０００９】
　これらの進歩は、有効な自己治療に取組む疾患患者にとって多大なる利益になってきた
が、患者が投薬キャニスターを忘れてしまったり、あるいは、ハンドバックやスポーツバ
ックといったどこかへ入れたはずだと誤って信じたりして、必要なときになってはじめて
薬物を利用できないことに気付くという問題が依然としてある。このことは、突然の重篤
な病気の症候の発症の場合には深刻な結果を招く可能性がある。投薬キャニスターの効果
的かつ安全な保存にかかるこの問題は、スポーツ活動（そこでは、衣類がスポーツを行う
際の特定の要求のためにしばしばデザインされているが、しっかりしたポケットやポーチ
は備えられていない）において大きくなる。ポケットが備えられている場合であっても、
そういったポケットに運ばれる硬い物の存在は快適ではなく、気に障ることであり、また
は、競争相手に対してパフォーマンスが制限されることさえあり得る。この問題は、シュ
ノーケリング、スキューバダイビング、オリエンテーリングおよび登山などといった活動
（これらの活動では、その活動に要する装備以外は殆ど持たないため、患者にとって支援
が非常に遠くなり得る）において顕著になるだろう。
【００１０】
　降雨や降雪といった、苛酷な環境や厳しい状況での使用では、水分および他の汚染物質
（泥、ホコリ、砂、植物性または他の物質）が入る可能性があり、そのことは、投薬デバ
イスにダメージを与えたり、ユーザーに危険をもたらしたりするかもしれない。
【００１１】
　US 4,130,116 ("Cavazza")には、スプレー缶を入れることができるポケットデバイスが
記載されている。機械的手段が備えられており、使用しないときには、そのデバイスは閉
ポジションに維持されるが、しかし、この缶の利用を可能にするためにこのスプレー缶の
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ノズル部を露出させるように作動させることができる。二等分して横方向の壁部の縁に沿
って位置するガイドに沿って互いにスライドすることが記載されている。そのデバイスが
水分に対してシールされること、および、操作において、第１のノズル端および第２の作
動端の両方において環境に向けた大きな開口は示唆されていない。従って、そのデバイス
の適用は、特にスポーツ活動中でしばしば直面するような過酷な環境、とりわけ水上スポ
ーツおよび持久性の活動では、いくらか制限される。
【００１２】
　CA 2,379,137("Pharmaceutical Discovery Corporation")には、吸入部、混合部および
回転可能なマウスピースを有する乾燥粉末吸入器が記載されている。そのデバイスは、別
の医薬カプセルを保持するストレージ部を有しているが、比較的複雑である。そのデバイ
スは、テーパ形のピストンロッドおよびスプリングおよび１つ以上の流出オリフィスを用
いて気流の速度を制御することを特に対象としている。気流が正しい速度に達するときを
示すトーンを発生するフィードバックモジュールも有していてよい。またもや、そのデバ
イスが環境的にシールされることは示唆されていない。比較的かさばっており、そして使
用において複雑であるように見える。また、ショックまたは呼吸困難になっている人は、
必要な吸気の力を与えることができない可能性がある。
【００１３】
　US 5,497,764("Ritson")には、ポータブルバッテリーで動き、手持ちサイズである、患
者による吸入のための制御された１回量のエアロゾル薬物を放出するシステムが記載され
ている。そのデバイスは、耐久性のある本体と、該耐久性のある本体に挿入された薬物カ
セットとを有する。電子的でありかつ比較的に複雑な装置が記載されているが、耐久性の
ある本体を別にして、従来の手動により駆動される定量吸入デバイスとして使用できるよ
うに構成されたそのデバイス内へ挿入されるカセットの構造が記載されている。しかし、
その機能のためには、本体からそのデバイスを除去することが要される。耐久性のある本
体へ組み込まれるときには、そのデバイスの操作は比較的複雑である。医薬製剤は液体ま
たは粉末製剤であってもよい。そのデバイスは環境的にシールされていない。それは、比
較的に複雑であって主に電子式のようである。
【００１４】
　BE 905189("Glaxo Group Ltd")には、微細に分割された形態の固体の医薬を患者へ投与
するためのデバイスが記載されている。そのデバイスは、比較的複雑であり、ハウジング
およびサポートディスクを備え順々に薬物を運ぶキャリアを受けるように構成されたトレ
イを有する。プランジャーに容器が位置合わせされた後、プランジャーが該容器を貫通す
るように操作可能となっている。空気がそのデバイスを通って入り、吸入される。
【００１５】
　DE 4028387("Bechter")には、鼻およびあごの上のフリースペースに呼吸マスクを与え
ることを隠すカバーデバイスが記載されている。よって、それは比較的大きい。吸入装置
とともに用いるための呼吸マスクとしての一態様にて設計されている。
【００１６】
　従って、そのデバイスは吸入装置とともに用いるための呼吸マスクとして開発されたも
のである。
【００１７】
　WO 01/00263("Inhale Therapeutic Systems")には、ユーザーにより規定された真空の
閾値になるまでは空気が肺へ入ることを妨げる装置が記載されている。その後、空気は突
然に肺へ流れることが可能になる。これは、ショックまたは呼吸器の苦痛の問題で否定さ
れる可能性がある. 
【００１８】
　WO 1995/028192("Dura Pharmaceuticals")には、ハウジング及びマウスピースを有する
乾燥粉末薬物吸入器が記載されている。インペラは、エアロゾル化するチャンバー内で回
転するようピンの上に回転可能にマウントされている。半径方向のインレットがハウジン
グを通って実質的に接線方向にチャンバー内へ入る。チャージを行なうプランジャーが、
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操作中にスプリングのバイアスに抗して下方向へ圧縮され、粉末化された薬物の全投与量
をチャンバー内に圧縮する。次いで、このプランジャーは操作中にスプリングのバイアス
に抗して保持され、チャンバーの壁部の頂部を形成する。投与カートリッジはオープンエ
リアのペグ上に配置される。次いで、ホールドダウンレバーがピボット回転してカートリ
ッジを保持し、マウスピースを動作位置にロックする。多数回投与量の薬物含有カートリ
ッジを用いてもよい。このインペラはモーターによって高速にて駆動する。このインペラ
はインレットを通して空気を吸引する遠心エアポンプとして動作し、一つまたは一組のバ
ッテリーに依存する高速電気モーターによって駆動される。繰り返すと、そのデバイスは
、バッテリー入力に依存している。しかし、そのデバイスは、ユーザーからの吸入だけで
操作することもできる。そのデバイスは、環境的に、特に、水分に対してシールされてい
ないようである。さらに、どちらの態様においても、比較的に複雑なデバイスであり粉末
の使用に限られる。
【００１９】
　WO 2000/018455("Glaxo")では、呼吸器の薬物を分散するのに適した吸入デバイスが提
供される。それは、マウスピース上にダストが形成するのを妨げるカバーを持っているが
、水に対してシールされていない。それはまた、歯車伝達されかつ使用するためには操作
において比較的複雑なアクチュエーターを持っている。
【００２０】
　WO 2002/004043("Vapotronics")には、医薬または他の流体を、吸入中に小滴の形態に
て配給する吸入器が開示されている。その吸入器は、ハウジングを通って伸びる気流管ア
センブリと、マウスピース（該気流管アセンブリと流体的に相互連通可能となっている）
と、小滴を排出するカートリッジハウジングとを持っている。小滴の排出は、このカート
リッジハウジング内に脱着可能なように配置されている。気流管アセンブリは、空気が最
初に引き込まれるプレナム(plenum)を含んでいてもよい。マウスピースは脱着可能であり
、そのデバイスに格納可能である。小滴排出カートリッジは、薬物リザーバー、複数の小
滴排出オリフィスおよび少なくとも一つの小滴排出アクチュエーターを有するように備え
られる。小滴排出カートリッジは、吸入器の操作を制御するプリント回路基板とインター
フェースを取るために、側部の一つにＰＣＢインターフェースを有している。そのデバイ
スを駆動するために圧力センサーが用いられ、ノズル領域が複数の小滴排出オリフィスを
有するように備えられる。薬物の分配のための１対１の関係が存在するように、各々の小
滴排出オリフィスは抵抗器を有している。よって、そのデバイスは複雑な電子装置であり
、用時には電力に依存する。厳しい環境においては限定された用途になるかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　述べてきたように、過酷な状況では、汚染物質のリスクが顕著であり得る。シールされ
、安全かつ強靭な保管装置は、とりわけ、必要なときに簡便かつ効果的に用いられるよう
に設計されていれば、有用であろう。
【００２２】
　緊急事態における治療法の使用には、非常に重篤になる可能性のある種々のリスクが存
在し得る。例えば、鎮痛剤の送出では、強靭で信頼性があり操作し易い装置が要求される
。それは、ユーザーが傷害によって少なくとも部分的に行動不能になり得たり、応急処置
において救援者が訓練されていない可能性がある場合の、自己投与の状況におけるケース
では顕著である。
【００２３】
　本明細書にて任意の先行技術を参照することは、この先行技術が如何なる国でも共通の
常識の一部を形成するという認識でもなく如何なる形態の示唆でもなく、そのように扱わ
れるべきでもない。
【課題を解決するための手段】
【００２４】



(7) JP 4445966 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

　発明の概要
　本明細書を通じて、「有する（comprise）」という用語あるいは「有する（comprises
）」または「有している（comprising）」といった変形は、文脈上別の理解が要されない
限りは、述べられる要素または完全体の、あるいは、要素または完全体のグループの、包
含を示唆すると理解すべきであり、他の要素または完全体、あるいは、他の要素または完
全体のグループを、何も排除するものではないと理解すべきである。
　一つの態様では、本発明は、薬物容器を保持しそこから液体薬剤を排出するためのポー
タブル薬物ホルダーに係るものであってもよく、該ポータブル薬物ホルダーは、それの一
部のチャンバーを形成する第１の壁部を含んでいるハウジングを有し、
　チャンバーを通過する空気流路を有し、第１の壁部と係合し、かつ、チャンバーと空気
流路とがシールされる閉位置と、空気流路が開く開位置との間で移動可能な、第２の壁部
を有し、空気流路内の空気中への液体薬剤の蒸発を助ける蒸発手段を有し、
　空気流路をユーザーへと向ける薬物排出シュートと；
　薬物容器を開けて液体薬剤を蒸発手段に放出する開口手段を有する。
　当該デバイスは、チャンバー内またはチャンバーと流体連絡して配置された薬物容器を
有してもよい。
　薬物容器は、バイアル、アンプルボトルまたはキャニスターであってもよく、少なくと
も部分的には脆弱である。
　液体薬剤は、好ましくはメトキシフルレンである。
　第２の壁部は、カバーまたはスリーブとして形成されていてもよい。
　好ましくは、開口手段は、第２の壁部を開位置へ動かすことによって自動的に駆動され
る。
　開口手段は、薬物容器を開けるよう構成されたストライカーを有してもよい。
　ストライカーは、第２の壁部を開位置へスライドすることによって作動してもよい。
　開口手段は、容器における脆弱なシールを開けるパンチを有してもよい。
　開口手段は、容器のキャップ、該キャップはスクリューキャップでもよい、をつかむ座
を有してもよい。
　代替的にまたは付加的に、開口手段は、液体薬剤を加圧して排出するプランジャーを有
してもよい。
　蒸発手段はウィック材を有してもよい。
　代替的に、蒸発手段は、蒸発プレートまたは格子を有してもよい。
　蒸発手段は、好ましくは、蛇行したまたは曲がりくねった経路を空気流路の一部として
形成する。
　薬物シュートは、好ましくは、格納位置と展開位置との間で回転可能である。
　薬物シュートは呼吸ガスを運ぶガスラインをさらに有してもよい。
　薬物シュートは、ユーザーによる完全なまたは部分的な閉鎖のために構成されている補
助的な空気導入口を有してもよい。
　ポータブル薬物ホルダーは、流入空気流路に、一方向性の吸気気流を提供する１つまた
はそれ以上の逆止弁をさらに有してもよい。
　薬物シュートは、好ましくは、呼気のための流出口逆止弁と流体接続している。
　薬物シュートは吐出空気から薬物を取り除くためのフィルターと流体接続していてもよ
い。
　好ましくは、ポータブル薬物ホルダーは、使用していないときは外部環境に対してシー
ルされている。
　ポータブル薬物ホルダーは、第２の壁部に結合されたストラップ、好ましくはリストス
トラップ、を有してもよい。
【００２５】
　唯一ではなくさらには最も広い形態でもないが、一つの代替的な形態においては、本発
明は薬物ホルダーに係り、該薬物ホルダーは、
　ハウジングを有し、該ハウジングは、キャビティを定めている第１の壁部を含んでおり
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、該キャビティは、薬物容器を受け入れかつ少なくとも部分的に取り囲む寸法とされてお
り、かつ、
　第２の壁部を有し、該壁部は、第１の壁部に隣接しそれに対して相対的に動くことがで
き、
　第２の壁部は、第１の閉位置と第２の開位置との間を可逆的に動くことができ、第２の
開位置は、薬物容器の薬物排出口へのアクセスを提供または促進し、第２の壁部が閉位置
にあるときには、該キャビティは水分または他の汚染物質の進入に対してシールされてい
る。
【００２６】
　薬物ホルダーはキャビティ内に位置する薬物容器を有していてもよい。
【００２７】
　第２の壁部が第２の開位置に位置することによって、好ましくは、吸入および場合によ
っては呼気のための気流流路が提供されるかまたははっきり見える。気流流路は、１つま
たはそれ以上の弁などの気流制御手段を有していてもよい。
【００２８】
　第１の壁部は内壁部であってもよい。第２の壁部は、内壁部とスリーブ結合された関係
にある外壁部であってもよい。好ましくは、第２の壁部が第１の閉位置にあるときには、
キャビティは、薬物容器またはキャビティ内のそれの部分をシールして取り囲む。「隣接
する」とは、直接的な接触、および、シール部材で間隔を置かれることの両方を包含する
。「薬物容器を少なくとも部分的に取り囲む」とは、取り巻く壁部（encircling wall）
または容器の壁部と好ましくは弾性的に隣接して水分または他の汚染物質を妨げる壁部を
介して、容器をシールして取り囲むこと（sealingly enclosing）または包むこと（envel
oping）を包含し得る。
【００２９】
　用語「容器」は、キャニスター、加圧されたまたはそれ以外のバイアル、カプセル、ブ
リスターパック、シリンジ、および、薬物の保管および本発明の実施において、引続く排
出に適した他の任意の装置を包含する。
【００３０】
　ハウジングは任意の好適な材料からなり得るが、好適には、ＰＶＣ、ＰＥＥＫまたはＰ
ＥＴといった耐久性ポリマーあるいはアルミニウムといった合金からなる。
【００３１】
　ハウジングは好ましくはモールドまたは押出し可能な成分で形成される。
【００３２】
　薬物容器は、加圧されたキャニスターを有していてもよい。キャニスターは、制御され
た１回量の治療剤を放出するように適合されていてもよい。キャニスターは、好ましくは
複数回量の治療剤を含み得る。薬物容器は、加圧されている機構、または、ユーザーによ
って吸入された空気の通過流によって作動される機構を有すると理解してもよい。これは
回転可能なインペラを有していてもよい。薬物容器は、破裂して治療剤を放出することが
できる脆弱な容器を有していてもよい。容器は、ガラスまたはプラスチックで従来のよう
に形成されていてもよい１つまたはそれ以上のアンプルであり得る。容器は、薬物を含み
シールされたセクションを有していてもよい。シールされたセクションは、壊れたときに
、吸入される空気へ薬物を放出する１つまたはそれ以上の脆弱なシールを有していてもよ
い。シールされたセクションは、脆弱な容器であるとも考え得る。
【００３３】
　第１の内壁部は、薬物容器を受け入れる寸法とされた密閉穴(enclosed bore)を定めて
いてもよい。第１の内壁部は連続した壁部であってもよい。該穴は、一端部または両端部
が開いていてもよい。第１の開口に隣接する第１の内壁部の第１端部領域は、フレキシブ
ル膜と係合するよう構成されていてもよい。フレキシブル膜は折りたたみ式の膜として形
成されていてもよい。フレキシブル膜は防水または耐水的に第１端部領域と係合可能であ
ってもよいし、気密であってもよい。フレキシブル膜は、ユーザーの手からの押下げ力を
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、使用のために位置合わせされた場合に、薬物キャニスターへ作動させるために伝達する
よう構成されていてもよい。フレキシブル膜は、親指パッド（thumb pad）として形成さ
れていてもよい。
【００３４】
　あるいは、第１端部領域は、穴の封鎖部として形成されていてもよい。該封鎖部は、穴
を通る気流流路を提供するよう作用してもよい。封鎖部は、ツイストされて作動してもよ
いし、吸入のための位置へと１回量の薬物を進めるよう構成されていてもよい。
【００３５】
　薬物容器は、薬物の蓄積所と、摂取または吸入のために薬物を散布する分散手段とを、
有していてもよい。分散手段は、回転可能な羽根(vane)またはインペラを有していてもよ
い。蓄積所は１つまたはそれ以上のカプセルを有していてもよく、その各々には１回量の
薬物が入っていて、分散のための位置にあるときには破裂するよう構成されている。薬物
容器は、揮発性材料などの液体の蒸発を促進する蒸発面をもつ構成を有していてもよい。
蒸発面積が増えるように、好ましくは、１またはそれ以上に折りたたまれるよう構成され
ている吸収材またはウィック(wick；芯)で蒸発面が形成されていてもよい。吸入された空
気が流れる表面を形成している１つまたはそれ以上のパネルで蒸発面が形成されていても
よい。蒸発面はグリッドとして形成されていてもよい。蒸発面は、吸入された空気のため
の曲がりくねった気流流路または蛇行した気流流路を形成してもよい。
【００３６】
　内壁部の第２端部領域は、穴の第２の端部開口に隣接または形成してもよい。第２の端
部開口は側口として形成されていてもよい。好ましくは、第１の閉位置にあるときには、
第２の端部開口は外壁部によって閉じられている。
【００３７】
　好ましくは、穴(bore)は、マウスピースを収容しており、該マウスピースは、キャニス
ターの弁端部によって容器から供され得る分配された１回量の薬物を受けるよう構成され
ていてもよい。マウスピースは、キャニスターを受け入れるための座および１回量の薬物
を所望の方向に向けるよう配置された薬物チャネルを有していてもよい。代替的には、マ
ウスピースは、単に薬物チャネルを有していてもよい。マウスピースは単純な気流流路と
して形成されていてもよい。
【００３８】
　好ましくは、マウスピースはピボット回転するように据えつけられ、第１の格納位置と
第２の展開位置(deployed position)との間で回転可能であり、薬物チャネルはユーザー
に薬物を届ける位置にある。マウスピースは、格納位置と展開位置との間を手動でピボッ
ト回転させることができる。好ましくは、マウスピースは展開位置へとバイアスされてい
る。第２の壁部の移動によって、マウスピースは第２の位置へと放たれ得る。第１または
第２の反対の方向への第２の壁部の運動によって、互いに、マウスピースは収容または展
開位置へ動かされ得る。マウスピースはスプリング手段によって展開位置へと偏っていて
もよい。マウスピースは空気取得口またはガス供給口を有していてもよく、ガスは好まし
くは空気または酸素である。代替的にまたは付加的に、第１および／または第２の側壁は
、使用していないときには好ましくはシールされている少なくとも一つの空気取得口を有
していてもよい。
【００３９】
　内壁部はハウジングの端部領域を定義し得る。
【００４０】
　内壁部は、好ましくは、１つまたはそれ以上の追加的な薬物容器を保持する凹部を提供
する寸法になっている。１つまたはそれ以上の追加的な薬物容器は、薬物キャニスターに
対して実質的に平行に収容されていてもよい。
【００４１】
　外壁部は、好ましくは、スライドすることによって内壁部に対して相対的に動く。よっ
て、壁部は互いに相対的にスライド可能である。外壁部は内壁部の長さの少なくとも一部



(10) JP 4445966 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

にわたって内壁部を部分的にまたは全体的に包みまたは囲うスリーブ部材として形成され
ていてもよい。好ましくは、外壁部は、ハウジングの第２端部領域に隣接する閉位置へと
、そして、第２端部領域から離れる方向の開位置へとスライド可能である。操作中に、外
壁部は内壁部から離されてもよい。好ましくは、使用中、外壁部は内壁部と結合したまま
である。最も好ましくは、使用中、外壁部はスリーブ接続され、内壁部に隣接する位置の
ままである。外壁部および内壁部は互いに相対的に周方向にスライド可能であってもよい
。外壁部は製造中に縮ませられて内壁部にシールする接触をしていてもよい。
【００４２】
　とりわけ外壁部が閉位置にあるときに、外壁部と内壁部との間の耐水シールを強めるシ
ール手段をハウジングは有していてもよい。シール手段は、外壁部と内壁部との間あるい
はそれらのいずれかの中、好ましくは外壁部の中に位置する１つまたはそれ以上のシール
、好ましくはＯリングを有していてもよい。
【００４３】
　ハウジングは、好ましくは、薬物ホルダーを、スポーツバッグといったアイテムや好ま
しくはユーザーへ結合する取付け手段をさらに有している。取付け手段は、ユーザーの首
の周りあるいはスポーグバッグやそれに類するものの周りに当該デバイスを配置させる穴
(eye)およびストラップの設備であってもよい。
【００４４】
　好ましくは、結合手段は、ユーザーの肢部の周りに、または、バッグやそれに類するも
ののストラップの周りに位置するよう配置されたバンドである。該バンドは、好ましくは
リストバンドである。薬物ホルダーは、任意の適切な様式にてリストバンドに結合してい
てもよい。一つの基本的な形態では、薬物ホルダーの使用のためにバンドが除去されるこ
とを必要としてもよい。
【００４５】
　しかし、好ましくは、ハウジングは、第１の保管位置と第２の使用位置との間でハウジ
ングを回転させることを許容するピボットフィッティングによってバンドに固定される。
腕および第２の使用位置が実質的に該長軸を横切って結果的に容易な使用にアクセスし得
るように、第１の保管位置は実質的にユーザーの肢の長軸に実質的に沿っていてもよい。
【００４６】
　バックルやベルクロ・ストラップ（Velcro strap）といった任意の通常の手段によって
バンドが固定されていてもよい。バンドは伸縮性であってもよい。バンドはダイビングウ
ォッチ、ストップウォッチ、アラームまたはアウトドアやスポーツ活動にときに要する他
のアイテムといった他のアイテムをさらに包含してもよい。
【００４７】
　代替的には、ハウジングはクリップに取り外し可能な様式で固定されていてもよく、該
クリップはサポートアイテムを固定するよう構成されている。サポートアイテムは、ベル
ト、バンド、ストラップ、ウェストバンド、ポケット、兵士用バックパックおよび／また
はウェビング、ユーティリティベルトまたは類するものであってもよい。ハウジングは、
スナップフィットコネクターを介してクリップを固定してもよい。 
【００４８】
　さらなる態様では、本発明は薬物ホルダーにおける使用のためのハウジングに係り、該
ハウジングは実質的に上述のとおりである。
【００４９】
　別の態様では、本発明は薬物容器用のハウジングを有する薬物ホルダーに係り、該ハウ
ジングは、
　第１の壁部を有し、第１の壁部は、薬物容器を受け入れて少なくとも部分的に取り囲む
ような寸法とされたキャビティを定めており、
　第１の壁部に係合または隣接し、それと相対的に動くことができる第２の壁部を有し、
　第２の壁部は、第１の壁部に接続され、かつ、第１の閉位置と第２の開位置との間を動
くように適合しており、第２の開位置は、薬物キャニスターまたは装置の薬物排出口への
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アクセスを提供する。薬物ホルダーは薬物容器を有していてもよい。
【００５０】
　薬物容器は、脆弱なアンプルまたはバイアルを備えていてもよく、さらに、蒸発面を有
していてもよい。蒸発面は、織物ウィック(material wick)または部材または格子といっ
た増加された表面積で構成されていてもよい。第１の閉位置と第２の開位置との間の第２
の壁部の運動によって、脆弱なアンプルまたはバイアルを破裂させてもよい。付加的にま
たは代替的に、薬物容器は、薬物と１つまたはそれ以上の脆弱なシールとを収容するコン
パートメントを有してもよく、該１つまたはそれ以上のシールが破裂することによって薬
物が気流内に導入される。脆弱なアンプル、バイアル、またはシールは、機械仕掛け的に
操作されるアクチュエーターによって破裂してもよい。アクチュエーターはプランジャー
または指で操作されるボタンであってもよい。壁部が互いに相対的にスライドする運動、
好ましくは、第２の開位置への第１の壁部の運動によってアクチュエーターが駆動されて
もよい。
【００５１】
　第２の壁部は係留装置(tether arrangement)によって第１の壁部に接続されていてもよ
い。好ましくは、第２の壁部は、ピボット装置(pivot arrangement)によって第１の壁部
に結合されている。第２の壁部は第１の壁部とスライド可能に固定されていてもよい。
【００５２】
　脆弱なバイアルは、ねじ山をもつキャップによって係合されていてもよい。バイアルが
切り離され、しかる後に投薬セクションへと推し進められてその中身を排出する間の固定
のために、キャップはハウジング内の座と結合可能であってもよい。
【００５３】
　別の態様では、本発明は治療剤を入れて投薬する薬物ホルダーに係り、該薬物ホルダー
は、ハウジングを有し、該ハウジングは穴(bore)として構成されたキャビティを形成する
内壁部を含んでおり、外壁部を有し、該外壁部は第１の壁部をその長さの少なくとも一部
にわたって囲むスリーブとして形成されており、治療剤の分配（ディスペンス）を作動さ
せるためのアクチュエーター手段を有し、該アクチュエーター手段はキャビティの一端部
をシールしており、治療剤が入っていてキャビティ内に位置する加圧された容器を有し、
そして、格納位置と展開位置との間を動き得る薬物シュートを有し、第１の壁部および第
２の壁部は、キャビティをシールして水分および他の汚染物質の進入を阻むように協働し
、そして、第２の壁部は、薬物シュートへのアクセスを提供しかつその展開配置(deploym
ent)を促進するように、第１の壁部に対してスライド可能である。
【００５４】
　第２の壁部は、長手方向にスライド可能であり第１の壁部と接触したままでもよい。
　第２の壁部は、開位置へと、周方向にスライドしてもよい。
　第２の壁部がスライドすることによって、薬物シュートを、格納位置と展開位置との間
で直線的に運動するように、ラックとピニオンの装置が作動してもよい。
　アクチュエーター手段は、薬物キャニスターを排出座に向けて下方向に推し進めるため
の圧力パッドであってもよい。
　アクチュエーター手段は、薬物キャニスターを排出座に向けて移動させるカム機構を作
動させるためのツイストトップ装置(twist-top arrangement)であってもよい。
　アクチュエーター手段の作動によって、キャビティを通る空気流路が開き得る。
【００５５】
　別の態様では、本発明は、液体薬剤を入れる薬物容器を保管し投薬するためのポータブ
ル薬物ホルダーにかかり、該ポータブル薬物ホルダーは、チャンバーを形成する第１の壁
部を含んでいるハウジングを有し、チャンバーを通過する空気流路を有し、第１の壁部に
係合する第２の壁部を有し、該第２の壁部は、第１の壁部の周りに位置するスリーブとし
て形成され、該第２の壁部は、チャンバーおよび空気流路がシールされる閉位置と、空気
流路が開く開位置との間で、動くことができ、該ホルダーは、空気流路内の空気の中に液
体薬剤を蒸発させるのを助ける（アシストする）ものであり蒸発手段を有し、空気流路を
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ユーザーへと向ける薬物シュートを有し、薬物容器を開ける開口手段を有し、チャンバー
内にまたはチャンバーと流体連絡して位置する薬物容器を有する。
【００５６】
　薬物容器は、バイアル、アンプルまたはキャニスターであってもよく、少なくとも一部
は脆弱であり、かつ、メトキシフルレンを保管し得る。
　第２の壁部はカバーとして形成されていてもよく、開口手段は、薬物容器を開けるよう
構成されたストライカーを有していてもよい。
　任意的には、該ストライカーは、第２の壁部が開位置へスライドすることによって駆動
される。
【００５７】
　代替的にまたは付加的には、開口手段は、容器中の脆弱なシールを開けるパンチを有し
ていてもよい。
　開口手段は、スクリューキャップまたはボトルをつかむための座を有していてもよい、
　蒸発手段はウィック材を有していてもよいし、あるいは、蒸発手段は蒸発プレートまた
は格子を有していてもよい。
　蒸発手段は、蛇行したまたは曲がりくねったパスを空気流路の一部として提供してもよ
い。
【００５８】
　薬物シュートは、格納位置と展開位置との間で回転可能であってもよい。
　薬物シュートは、呼吸ガスを運ぶためのガスラインを有していてもよい。
　薬物シュートは、補助的(auxiliary)な空気導入口を有していてもよい。
　薬物シュートは、一方向の吸気気流を提供するために流入(intake)空気流路内に１つま
たはそれ以上の逆止弁、および／または、呼気のための逆止弁もまた有していてもよい。
　薬物シュートは吐出空気から薬物を除去するためのフィルターと流体連絡していてもよ
い。
【００５９】
　さらなる態様では、ハウジングは、ストラップ、ベルト、衣服のアイテムまたは類する
ものと係合可能なサポートを有していてもよい。サポートはそれ以外のハウジング構成物
から取り外し可能であってもよい。
【００６０】
　本発明のよりよい理解を提供するために、添付図面を参照しながら、例示であるにすぎ
ないものとしての好適態様が詳細に記載されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
図面の詳細な説明
　図１を参照すると、薬物ホルダーが示されており、この場合の該ホルダーは、内壁部１
１と外壁部１２とを有するハウジング１０によって例示されている。
　内壁部１１は、連続的な壁部として形成され、実質的には、断面になっている図８の装
置の形状である。中間の凹部１３は、第１のアクティブ穴１５の形態となっているキャビ
ティまたはチャンバーと、第２の保管穴１６との、間の境界を定めている。
【００６２】
　アクティブ穴１５の第１端部領域１７にはフレキシブル膜１８が被せられており、この
フレキシブル膜１８は、保管穴１６の端部をわたって延びており、それによって両方の穴
をシールしていてもよい。保管穴１６は、別のキャップ１９によってキャップされており
、２つのキャップ機能の独立な操作を提供してもよい。しかし、概しては、端部キャップ
配置(end capping arrangement)は、連続的に、アクティブ穴１５へのフレッシュなキャ
ニスターの容易なポジショニングと除去とを可能にし、引続く使用のための再キャップを
可能にするであろうことが予見される。しかし、当該デバイスは、端部キャップが全く無
しで使用することができる可能性があることに留意すべきである。第１の穴１５の壁部は
、キャニスターといった薬物容器の壁部を受けてぴったりと隣接させるための孔をもつ柔
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軟なスカート状構造（図示せず）に取り付けられていてもよい。弾性的なダイヤフラムが
穴に配置されてキャニスターの壁部をしっかりと固定し、そのことによって、マウスピー
スを分離させて耐水性を付与してもよい。
【００６３】
　いくつかの態様では、薬物容器は、液体治療剤はもちろん、粉末化された形態などの固
体治療剤を、配給する装置を有していてもよい。その場合には、貫通穴(through bore)を
有することが望ましく、該貫通穴は、入口が開いていて、空気流の吸気がこの穴とキャニ
スター装置とを通って、吸入器または類するものを駆動して治療剤を散布することを可能
にする。使用のために、貫通孔にも加圧したキャニスターが付与されてもよい。該スピン
ヘラー(spinhaler)は、別個のカプセルまたは類する装置にて運ばれる粉末を供給されて
もよい。該カプセルは、穴の座に据えつけられて、引続く吸入のために粉末を放出する穴
が開いていてもよい。この場合には、実際には、好ましくは粉末の形態である固体薬剤を
保存するように、保管穴が構成されていてもよい。該粉末は、ゼラチンカプセルまたはそ
れに類する形態とされた個々の１回投与体であってもよい。代替的には、粉末は、アクテ
ィブ穴へ装填するための定量スプーンとともにバルク量として供されてもよい。よって、
用語「薬物容器」は、口や鼻へ運ばれる気流に薬を含ませる手段を提供するこれらの装置
にまで拡がるとみることができる。貫通孔は、通常は閉じていて当該デバイスの作動の間
だけ開いていてもよく、それによって、使用していないときには薬物ホルダーやハウジン
グをシールするものであってよい。
【００６４】
　この態様では、ネックストラップ２０が受入れ穴(receiving eye)２１に装着して示さ
れている。ネックストラップによって、ハウジング１０をユーザーの首の周りに位置取り
させることが可能になる。以下の議論において、急速かつ容易に使用するためには、ユー
ザーはホルダーを逆さにした状態で外壁部１２を開位置（開ポジション）へスライドさせ
るだけでよいことが見出されよう。
【００６５】
　図１のデバイスの内部配置は、図２に見ることができる。加圧した第１の定量吸入器２
２の形態になっている薬物容器が、アクティブ穴１５に配置されている。
【００６６】
　カバーキャップ１８の形態になっているフレキシブル膜は、駆動ボタン２３の上に位置
する一体的(integral)ユニットとなって示されている。キャニスター２２は、キャップま
たはマウスピース２６における座(seat)２５に位置する弁棒２４を有する。用語「マウス
ピース」は、ノーズピースをも含み得る。弁棒は、マウスピースまたはキャップ２６の排
出穴２８に通じる排出チャネル２７を有する。マウスピース２６はピボット回転するよう
にスタッド２９に据えつけられて、スプリング３０によってテンションが掛けられている
。該スプリング３０は、マウスピースに展開位置の方へバイアス（付勢）する。Ｏリング
シール３１が付与されて、水分および他の汚染物質の進入を阻んでいる。該シールが存在
することは、ホルダーに多大なる有用性および強健性(robustness)を付与し、湿潤環境、
森およびブッシュ、泥およびホコリおよび他の危険になり得る環境面のまわりでの使用の
ための好適性を高めるので、有用である。該シールは、２つの壁部の間に位置し、ゴムま
たはシリコンベース材料といった任意の適切なポリマーで形成することができる。該シー
ルによって、内壁部１１の上での外壁部１２のスライドに対して、限定された抵抗が与え
られるのが好ましい。
【００６７】
　スペアキャニスター３２は、所定位置にある(in position)ように示されている。この
キャニスターには、加圧した投与キャニスター２２と同一の薬剤が含まれていてもよい。
代替的には、このキャニスターは別の治療剤を含んでいてもよく、それによって、ホルダ
ーは薬物の代替的な形態を提供することができる。ホルダーは２つまたはそれ以上のスペ
アキャニスターを備えていてもよく、各々は全く同じものであるかまたは代替的な治療剤
の供給源(source)であってもよいことも明らかである。
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【００６８】
　図３は、図１の装置の正面図を示しており、外壁部１２が開位置にスライドしており、
それによって穴(bore)がキャニスターを収容しているのを明らかにしている。該穴は、回
転された収容ポジションにある場合のマウスピース２６の居場所に対し、スペース３３を
も提供する。
【００６９】
　マウスピース２６は薬物ホルダーの外側に向けられていて、長手方向軸の周りを回転さ
せた後、ユーザーが容易にアクセスできる位置にある。該マウスピースは、ユーザーが該
マウスピースに唇を置いたときに吸入空気を提供するための、空気取り入れ通気孔または
複数の通気孔（図示せず）を有していてもよい。該マウスピースは、座２５と、排出シュ
ート(discharge chute)として形成された薬物チャネルとを有していてもよい。
【００７０】
　図４は、この装置のさらなる斜視図を提供している。
【００７１】
　図５は、単一のキャニスターが薬物ホルダー４０に据えつけられている態様を示してい
る。内壁部４１は、その長手方向の長さの一部を外壁部スリーブ４２によって囲まれてい
る。この態様もまたネックストラップ４３を有している。また、内壁部４１の第１の端部
に、蛇腹状のフレキシブル膜キャップ４４をも有している。
【００７２】
　内壁部および外壁部は同一の材料から形成されることが概しては好ましいが、各々の構
成について異なる材料を用いることも可能である。壁部は軽量の耐久性ポリマーで形成さ
れてもよいが、金属で形成されていてもよい。外壁部４２は使用を容易にするための握り
易いパッド４５を伴って示されている。
【００７３】
　治療剤の使用に強調を置いているが、当該薬物ホルダーは、ビタミンサプリメント、エ
ネルギー補給剤、電解質補充品および類するものといった非医薬剤を保管してもよい。そ
ういった物質の一例として、糖尿病患者が血糖低下の発現の場合に使用するグルコースが
挙げられる。グルコースを適用するだけで、血糖値を上げて、命にかかわる低血糖昏睡の
可能性を含めた低血糖症候の危険を避けるためには充分であり得る。そういった人は、明
らかに病状に苦しんでいるが、持久力の必要なアスリートや極限状態にあるアスリートに
とっては、グルコースを使用することは、異なった体調や病変の無い人における恒常性（
ホメオスタシス）および循環平衡の維持において非常に有利であり得る。投薬は、呼吸管
をターゲットにするのに加えてまたは反対に、消化管吸収に向けられていてもよい。気流
の投薬は、肺への配給に加えて消化管吸収の目的を含むものと理解すべきである。よって
、「吸入」への言及は、消化管吸収、特に、上部胃腸管の粘膜を通じた吸収にも言及する
ものである。
【００７４】
　図６は、図５の装置を示しており、逆さにされ、そして、格納位置にある。キャニスタ
ー４６が現われていて、マウスピース４７およびＯリングシール４８も同様である。
【００７５】
　図７では、外壁部４２は矢印４９（即ち、長手方向）による上方向にスライドしており
、穴５０がはっきり見えており、マウスピース５１が矢印５２の方向にピボット回転する
ことができるようになっている。このとき、ピボット回転は、ピボットピン５３（即ち、
横断する軸(tranverse axis)）の周りの、前から後ろへの方向であり、スプリング５４の
影響下にある。よって、ホルダー４０は、穴内に横方向の保管スペースを必要とせず、端
部または頂部領域５５の下の、上下穴にマウスピースを保管することが可能となる。
【００７６】
　代替的な態様が図８に示されており、ここでは、ハウジングは、外壁部６６と内壁部６
７とを有する薬物ホルダー６５によって例示され、後者の内壁部６７が穴６８を形成して
いる。水分吸収材料６９からなる詰め物(wad)が、端部ツイストベース７０の隣の穴に配
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置されている。ある濃度の薬物材料によって形成されてなる乾燥粉末リザーバ７１が備え
られている。第２次リザーバ７２は、粉末の単一投与量を含んでいて、リザーバ７１から
補充される。マウスピースがピボットポイント７４の周りを回転することによって、外壁
部６６が、図示されるような収納場所にて保持するように位置取りされて、マウスピース
が収納される。Ｏリングシール７５は不所望な物質の進入に対するバリアを提供する。気
流流路または流路７６は吸入領域７７から導き去られるよう形成される。
【００７７】
　図９は、外壁部６６が操作中に内壁部に対して滑る方向を示す矢印７８と共に、当該デ
バイス６５の外観を示す。内壁部および外壁部が反対になって、内壁部を外壁部の内部で
スライドしてマウスピースを開けることは本発明の概念の範囲内である。よって、壁部は
お互いに相対的に動く。
【００７８】
　図１０は、マウスピース７３を示しており、該マウスピースはピボットポイント７４の
周りを回転し、流路７６に対する動作位置にある。端部ツイストベース７０は、第２次リ
ザーバ７２の１回投与量を吸入領域７７内へと移動させるように回転させることができる
。ツイストベース７０の回転によって、該ツイストベース７０からマウスピース７３への
開放空気流路を、開いて作り出す。よって、ユーザーはマウスピース７３を介して吸入す
ることができ、本デバイスを介して空気を吸引して、引続いて吸入または吸収するために
粉末化した薬物が導入される。好ましくは往復動作での、ツイストベースの付加的なツイ
ストによって、化合物のさらなる投与が提供されてもよい。
【００７９】
　図１１は、コンポーネントを斜視図で示している。このケースでは、ツイストベースは
閉じているが、作動した場合には、当該デバイスを通じた開放空気路を提供する。端部セ
クション７８Ａは、薬物ホルダーの頂部キャップとして作用し、穴の一端をも閉じる。
【００８０】
　ハウジングのなおさらなる態様の断面が図１２に示され、該図では、薬物ホルダー８０
は、側方の断面図にて見ることができる。該薬物ホルダー８０は、マウスピース８１と薬
物移送点８２とを有する。
【００８１】
　歯車伝達された装置が８３として全体的に示されており、該装置は、薬物の所定の１回
投与量を含むブリスターパックをもつフレキシブルなバッキング材料で形成されたブリス
ターパックロール８４を操作するよう構成されている。該歯車伝達された装置８３の操作
は、内壁部８６の上での外壁部８５のスライドの作用を通したものであってもよく、それ
によって、ギアの回転、ブリスターパックロール８４の前進、および、吸入のために薬物
を提供する薬物移送点８２での１つのブリスターパックの破裂が引き起こされる。当該デ
バイスには、ネックストラップアタッチメント８７が備えられていてもよい。
【００８２】
　図１３は、当該デバイスの側面図を示し、フィンガーグリップ８８が現れている。
【００８３】
　図１４は、当該デバイスのスリムなラインの姿を示めしており、該装置は、容易に持ち
運ばれかつ控えめではあるが十分に閉鎖されたパッケージとして形成されることが可能な
ものである
【００８４】
　図１５は、医療ホルダー８０を示しており、その外側壁８５はＯ－リングシール８９と
の位置合わせ(alignment)から外れてスライドされ、それによって、マウスピース８１が
露出し、ユーザーがそれにアクセスして破裂したブリスターパックから提供される薬物を
吸入できるようになっている。壁部８５の動きによってブリスターパックロールが前進す
るとともに、ユーザーがマウスピースを使ってひとたび吸入すれば空気流が通ることがで
きる穴があらわれる。
【００８５】
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　図１６は、好適な態様を示しており、薬物ホルダー６０は、リストバンド６１に回転可
能に装着され、次に、該リストバンド６１はユーザーの腕６２に装着されている。ホルダ
ーは、使用のための展開のために、矢印６３による方向へ回転させることができる。使用
しないときは、ホルダー６０の長手方向軸は実質的に腕６２に実質的に平行であり、それ
によって、ユーザーが運んでいるときにはすっきりして出っ張りのない外形が提供される
。必要なときには、ホルダー６０を、９０°回転することができ、外壁部６４がスライド
して開口が明確になりマウスピース（図示せず）の回転と存在が導かれる。この状態では
、ユーザーは前腕を口または鼻に揃えるように上げるだけでよい。この場合には、外壁部
６４は中心軸の装着に対する動きを可能にする切れ目のある下面を有していてもよい。ひ
とたび使用すれば、その後、外壁部６４は閉位置へとスライドされてホルダーはその持運
びポジション置へと９０°回転して戻されてもよい。リストバンドへの固定方法は、好適
な位置取りのための刻み目のついた摩擦板や回転板といった任意の適切な装置であってよ
い。
【００８６】
　真っ直ぐなバンド６１がこの図では示されているが、装着装置が、時計、測深器、スト
ップウォッチ、高度計および心拍モニタといった手首に通常着けられる他のアイテムに固
定されていてもよいことは明らかである。
【００８７】
　図１６の装置は、図１７では、薬物ホルダー６０の分解組立図として示されており、該
薬物ホルダーは、リストバンド６１に連続しているプレート９２の座９１内にフィットし
たリストマウントアタッチメント９０に連結されている。小さな出張り(lug)９３が回転
を阻む止め具として作用する。適切な回転力を用いることによって、この抵抗を超え、そ
の結果、薬物ホルダーが浮き上がって次の出張りまで９０°回転する。追加的な力によっ
て当該デバイスを回転させ続け得るが、９０°の範囲は本デバイスの機能の発揮のために
十分であろうことが予見される。
【００８８】
　本発明は非常に多くの利点を提供する。現実的ないかなる状況における人によっても、
薬物供給源が容易かつ簡便に持ち運ばれ得る。好ましい状況はスポーツや屋外競技場であ
り、薬物ホルダーが、衛生的で使用のために準備された薬物源への容易かつ迅速なアクセ
スを提供しながら、強健であり損傷し難い特徴をもつ実質的に耐水のアイテムとして形成
され得る。喘息や他の状態をもつ多くの人々は、吸入器およびそれに類する物を使用する
ことや、彼らのキャニスターを人前で見せることについて、ある程度のきまり悪さをもっ
ている。本発明は、この抑圧の少なくともいくつかに取り組んだ、ファッショナブルでか
つスタイリッシュなやり方でキャニスターを持ち運ぶ有効な手段を提供している。ハウジ
ングは、表示(indicia)の付いたまたは付いていない、着色された配置にて提供されてい
てもよく、また、中に収容された薬への情報がラベルされていてもよい。これらは、スポ
ーツプロモーターまたは製薬会社によって提供されてもよいし、個人的な購入のために入
手可能に作られてもよい。当該薬物ホルダーは、幅広い範囲の領域におけるスポーツにお
いて使用することができ、実際のところ、関係者がアクセスできる任意の領域や状況で使
用することができる。当該薬物キャニスターを持ち運んだり装着したり、あるいは運ばれ
るアイテムや物品と一緒にするだけでも、アスリートにとってパフォーマンスの障害は最
小になるかまたは無くなるであろう。
【００８９】
　スポーツでの使用を強調しているが、キャニスターで運ばれる薬物の、あらゆる潜在的
なユーザーが、本発明のハウジングを使用する理由および利点を見出すであろうこともま
た明白である。
【００９０】
　図１８を参照すると、頂部リッジ１０３で終わっている大まかには三角形状に形成され
たロック凹部１０１をハウジングサポート１０２に有する薬物ホルダー１００の態様が見
られる。頂部リッジ１０３は、凹部１０４を有する。該凹部１０４は、スタッドを有して
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おり、該スタッドは、ハウジング１００の頂部のフィン１０６に形成されたディンプル１
０５内にマウントするように適合している。
【００９１】
　この装置(arrangement)によって、薬物ホルダー１００のサポート１０２に対する回転
が可能になる。該サポートは、順に、ストラップ１１０によってユーザーの手首１０９に
装着されたベースプレート１０８に形成された栓１０７に装着される。
【００９２】
　図２０では、当該薬物ホルダー１００は、ユーザーの腕に沿って位置合わせされており
、ストラップ１１０に固定されている。よって、通常の活動では殆ど邪魔にならずに容易
にかつ安全に運ばれる。使用のために必要であれば、ホルダー１００を矢印１１１の方向
へ図２１に示す位置にまで回転させてもよい。次いで、外壁部１１２を矢印１１４の方向
へスライドさせ、マウスピースを含む作動コンポーネントを露出させてもよい。手首を上
げてシュートを有効な位置に配置しながら、医薬投与吸入器を押下して治療剤をユーザー
の口や鼻へ送出することができる。
【００９３】
　図２２は、類似の装置(arrangement)の斜視図を示しており、該配置では、薬物ホルダ
ー１５０はサポート１０２に対して回転することができるし、より容易に使用するために
サポートから単に取り外すこともできる。この場合には、サポートはロック凹部を有さず
に、むしろ、弾性的なフラップ１１６によって形成され、ストラップ、ベルト、ポケット
のエッジ、シャツの頂部や類するものの上への容易な配置のための寸法とされたスロット
１１５を有する。
【００９４】
　図２２の態様の操作は図２３に示されており、スロット１１５は、ストラップ１１７の
上で滑らされ、薬物ハウジング１００が所定位置にあるよう保持される。用時には、薬物
ホルダー１５０をサポート１０２から回転して取り外すだけでよい。次いで、使用後は、
はめ合わせて所定位置に戻せばよい。
【００９５】
　図２４に示されかつ文字によって表されているように、幅広い範囲のポジションが使用
し得る。表示された箇所には、肩Ａ、首または胸の周りＢ、上腕の上Ｃ、手首の頂部Ｄ、
手首の下Ｅ、ベルトまたは腰バンドの上Ｆ、ポケットの中Ｇ、あるいは、足首の周りＨが
含まれている。他の箇所もまた好適である。
【００９６】
　図２５は、フレーム１１８を示しており、該フレームは、メディカルハウジング１１９
、１２０と同時に呼ぶこともできる、２つの薬物ホルダーを受け入れるように設計されて
いる。該ハウジングは、フック１２１、１２２を各々介してフレームに結合させてもよい
。該フレーム１１８は、ベルトあるいはストラップといった他の運搬装置を受けるよう形
成されたループ１２３を持っていてもよい。
【００９７】
　図２６は、薬物ホルダー２００の一連の図を示しており、ハウジングサポート２０１の
上にスリップを持っており、該ハウジングは、スロット２０４を定めている弾性的なフラ
ップ２０３を持っている。該ハウジングは、マウスピース２０６内へ排出する内部キャニ
スター２０５を持っている。
【００９８】
　図２６の装置は、図２７に操作中にあるのが示されており、側壁スリーブ２０７を下に
スリップさせて、ハウジングサポート２０１の下に位置するマウスピース２０６を見える
ようにし、ユーザーが容易にアクセスできるようにしている。
【００９９】
　図２８は、さらなる薬物ホルダー３００を示しており、スロット３０３と共に作動する
位置にあるピボットアーム３０２によって、展開配置へそしてそこから動かされるマウス
ピース３０１を備えている。操作においては、スリーブ３０４が矢印３０５の方向にスラ
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イドされる。スリーブ３０４上の内部の突起が、ピボットアーム３０２の拡張片に接触し
て、後者の回転が起こるまでは、マウスピース３０１は格納位置に引き込まれている。ピ
ボットアームが回転すると、スロット３０３をスライドし、マウスピース３０１Ａの展開
配置へ導いていく。スリーブ３０４が反対方向にスライドされるときには、再度、拡張片
に出合い、ピボットアームが反対方向に回転され、それによって、マウスピース３０１は
格納位置へと戻るよう推し進められ、スリーブがその頂部を覆って着座できるようになり
、それを環境からシールする。
【０１００】
　図２９は、薬物ホルダーのさらなる態様を示しており、該ホルダーは、メディカルキャ
ニスター４０３を受ける開口導管４０２の上に位置するキャップとして、外部壁４０１が
実質的に形成されたメディカルハウジング４００を有している。当該デバイスは、図３０
に断面図が見られ、導管４０２の開口は、キャニスター４０３およびＯリングの形態のシ
ール部材４０４によって閉じられている。内部リッジ４０５は、キャニスター４０３の保
持をアシストし、シールをさらに向上させるように供されていてもよい。キャップ４０１
はストラップ４０７およびヒンジ点４０８によって蝶番的に導管に据えつけられている。
ストラップ４０７は、導管４０２の穴４１０の位置を定めて塞ぐように設計されたボタン
４０９を有する。
【０１０１】
　操作においては、タブ４１１を握ることによって、キャップ４０１は導管４０２の周囲
でそして自在に回転する。ボタン４０９を引っ張ることによって、使用時に空気流路をつ
くる穴４１０からキャップが取り除かれる。これによって、Ｏリングシール４０４（該シ
ールは、他の点では、空気の通過や送出された治療剤の煙との混合を妨げる）の存在によ
って生じる問題が克服される。
【０１０２】
　図３１および３２は、薬物ホルダー５００のさらなる装置(arrangement)を示しており
、ここでは、ピボット回転軸５０４を介してハウジングに蝶番的に固定されているフラッ
プ５０３の内部に形成されたボタンによって排出穴５０１が閉じられている。使用時には
、図３１に示すようにフラップ５０３を外方向に回転させてもよい。フラップ５０３が２
つのアーム５０５、５０６を支持しており、これらアームは、ユーザーの２つの唇(lips)
を離した状態に保持し、開口５０１からの排出の後の口腔内への入口を提供する。ユーザ
ーは弾性端部５０７を圧縮して内部キャニスターを操作してもよい。
【０１０３】
　図３３には、ハウジング５５０を持った薬物ホルダーのさらなる態様が示されており、
スライドキャップ５５１が、矢印５５２の方向に引っぱることによって取り去られてもよ
い。次いで、排出シュートまたはマウスピース５５３は、回転された位置から、図３３Ａ
およびＢに示されるような展開位置へと移動され得る。空気、酸素またはガスのライン５
５４が、吸気空気を提供し、治療剤と混合する。好ましくは、酸素ラインがマウスピース
５５３の出口(outlet)５５５に向けて排出する。代替的にまたは付加的には、代替的な空
気導入口５５６がマウスピース５５３に備えられていて、ユーザーによる指の閉鎖に適合
していてもよい。さらなる空気導入口５５７もまたハウジング５５０に備えられていても
よい。ネックコード５５９がハウジングをユーザーの首のまわりまたは肢のまわりや他の
適切なところに結び付けるために備えられていてもよい。
【０１０４】
　本態様は、脆弱な(frangible)アンプルとともに使用するために特に好適である。図３
３Ｂは、アンプルに接触したらそれを破裂（ラプチャー）させるよう設計されたストライ
カー５６１の下に位置するアンプル５６０を示している。キャップ５５１をスライドさせ
ることによって、さらなる空気導入口５５７が見え、ストライカーを、アンプルを破裂さ
せて内容物を放出させる操作位置へと押し下げることができる。好ましくは、内容物は、
メトキシフルレンといった揮発性の液体である。次いで、広い蒸発面の面積を与えるよう
設計された蒸発格子５６３の上に内容物が広がり得る。該格子は、ハウジング５５０内に
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フィットして所定位置につく、吸収性の、粗く織った(open weave)布によって形成されて
いてもよい。代替的には、効率的な蒸発装置を形成するために、格子は一緒に固められた
多数のポリマー製の羽根(vane)から形成されていてもよい。格子は、曲がりくねった気流
流路を形成して空気と揮発性薬剤との接触を促進してもよい。気流流路は蛇行していても
よい。
【０１０５】
　ユーザーはアンプルを破った後に呼吸を始めることができ、ひとたび薬物の感覚に慣れ
れば、穴５５６を塞いで気流中の薬剤の濃度を高めることができる。広い範囲の揮発性の
薬剤が、本装置で用いるのに適し得る。追加的な治療ガス、酸素または空気をライン５５
４を介して提供してもよい。
【０１０６】
　図３４には、類似の装置のさらなる図が示されており、ここでは、ハウジング６００は
、投薬位置の内外へ回転するシュートまたはマウスピース６０１を有している。ストライ
カー６０２は、脆弱なアンプル６０３を破裂させて内容物を蒸発格子６０４の上に排出さ
せるような位置にある。用語「脆弱なアンプル」は、バイアル、容器、または、シールの
ような、脆弱な部位をもつ類似のものを含んでいてもよい。本態様では、揮発性材料がハ
ウジングを通って損失するのを防ぐために、吸気口逆止弁(inlet one-way valve)６０５
が備えられている。該弁が空気を好適な方向へ（開口６０７の外であるかもしれない）流
れさせ、該開口が、排出空気をスカベンジャーシステムまたは木炭フィルターといった吸
収システムへと向けるための閉鎖管チャネル(enclosed piping channel)に接続されてい
てもよいことも予見される。この装置によって、潜在的に危険な状況での、潜在的に危険
なまたは爆発性の物質による、局所環境の汚染が防止されるか最小化される。このことに
よって、医療従事者の周囲、特に、救急車や病院の小部屋といった狭い環境における場合
に、安全性が高められる。一例が図３８に示されており、当該薬物ホルダーは、アンプル
８０１と蒸発格子８０２とを備えるハウジング８００を持っている。外側キャップ８０３
を取り除くことによって、出口(outlet)シュート８０４が、取り付けられた吸収器８０５
と共に回転できるようになる。空気は、流路８０６を通して吸入され、吸収器８０５を通
る呼気流路８０７を経て吐出される。２つの逆止弁８０８、８０９によって空気の流入が
可能になり、一つの逆止弁８１０によって流出が可能になる。
【０１０７】
　図３５、３６および３７は、メディカルキャニスターが排出した数を、たとえ概数であ
ったとしても、数えるかまたは少なくとも示して、それによって当該デバイスにおける治
療剤の残量をユーザーに示すハウジング７００のメカニズムを示している。分解組立図で
ある図３５Ｂを参照すると、端部キャップ７０１と胴部７０２がある。端部キャップは、
多数の弾性的なツメ７０３を持っており、該ツメは、穿孔されたタブ７０４とインターロ
ックして、端部キャップ７０１を胴部７０２に対して所定位置に固定し、そして、それら
の間の相対的な動きを妨げる。端部キャップは、薬物キャニスターを取り替える必要があ
るときには取り除かれてもよいし、あるいは、再利用を妨げるようにロックされてもよい
。インターロックしている配置(arrangement)は、図３５Ａに見られる。端部キャップ７
０１は、１つまたはそれ以上の舌部７０６を持っており、該舌部は、胴部の内側に位置す
る内部バンド７０８の凹部７０７内に位置するように適合している。該バンド７０８は、
フレキシブルなフィンガー７０９を支持しており、該フィンガーは、多数の連続する刻み
目(serrations)７１０のいずれか一つに挿入されるように寸法決めされた歯となって終わ
っている。
【０１０８】
　図３６を参照すると、端部キャップ７０１を押下することによって、ある角度に形成さ
れている舌部７０６が、バンド７０８を矢印７１１の方向に推進させるのを見ることがで
きる。これによって、フィンガー７０９がその刻み目内にロックし、ネジを切られたシリ
ンダー７１２をも矢印７１１の方向に移動させる。
【０１０９】
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　端部キャップ７０１を解放することによって、それは最初の位置に戻される。タブ７１
３の存在によって、胴部にて対応するスロットと噛み合うように端部キャップ７０１の回
転運動が妨げられる。端部キャップを上げると、バンド７０８は矢印７１１とは反対方向
に押されて、フィンガーは、刻み目またはカムが形成された表面の上を、引続く使用のた
めに準備された次の凹部へと進む。外部のネジ山７１４は対応するネジ山７１５と共に作
動し、こんどは、このネジ山７１５は、検査窓７１６に据えつけられたインジケーターと
共に作動する。ネジが切られたシリンダー７１４の回転と共に、インジケーターがキャニ
スター内の薬物の水準の表示を提供するスケールを越えて進む。該スケールは、任意の好
適な範囲の指示であり得る。好適な態様においては、該スケールは、２またはそれ以上の
色であり、好ましくは、全量またはほぼ全量としての緑から、キャニスターが約半分量で
ある黄色を経て、キャニスターを使用すべきでないことを示す赤へ至る範囲となっている
。キャニスター中に残る物質の量がまだ広い安全マージンであるときに、赤の配色を提供
することが好ましい。キャニスターの使用のための好適なインジケーターとして、どのよ
うな好適なアレイを用いてもよい。当該装置は、単一のキャニスター薬物ハウジングのた
めにを使用してもよく、該ハウジングは、ひとたび指示システムが薬物の不足の可能性を
示せば、使い捨てられるものである。代替的には、当該装置は、新たなメディカルキャニ
スターを引続いて挿入すると、インジケーター窓がリセットされるように構成されていて
もよい。
【０１１０】
　止め具７２０がシリンダー７１２上に備えられている。該止め具７２０は、シリンダー
７１２がその回転の方向と逆に回転するのを妨げるように、刻み目７２１と共に作動する
よう形成される。すなわち、止め具は、インジケーターを巻き上げる第１の方向への回転
は許容するが、シリンダーが逆に回転するのを引き起こすフィンガー７０９の作用には抵
抗する。
【０１１１】
　図３９Ａでは、バイアル８５１が、薬物ホルダー８５０の内側に位置している。バイア
ル８５１は、脆弱な部材またはセクション８５２を下端に持っており、パンチ８５３の上
方に位置している。該バイアルは、穴８５５内で移動可能なカバー８５４によって保持さ
れる。該カバー８５４は、外壁部８５６と係合しており、該壁部の下方への移動がバイア
ルに同じような動きをもたらすようになっている。もちろん、「下方の」という表現、お
よびそれに類する用語は、図面の説明における便宜を目的としており、限定的なものでは
ない。当該デバイスは、使用時に、逆さにしてもよいし、それ以外の姿勢とされてもよい
。
【０１１２】
　バイアル８５１がパンチ８５２と接触し、そして、膜が破裂する（図３９Ｂ）。該膜は
、ゴムまたはポリマー物質といった弾性材料で形成されていてもよい。代替的には、アル
フォイル（alfoil）型材料または当業者にとって公知の他の任意の適切な材料で形成され
ていてもよい。
【０１１３】
　ひとたび膜８５２が破裂したら、液体薬物８５７は、チャンバー内に位置する蛇行する
壁部の配置(arrangement)として示される蒸発面８５８へ分配される。
【０１１４】
　バイアル８５１の移動は、内部壁８５９によってブロックされる。別れさせる力(distr
acting force)を外壁部８５６に継続的に加えることによって、好ましくは脆弱にされた
接続ラインの分断を経て、カバー８５４は、外壁部から脱係合するであろう。カバーと外
壁部との間の結合の他のメカニズムが備えられていてもよい、しかし、それらは当該デバ
イスを完全にシールすることが好ましい。例えば、カバーは、外壁部中の対応する凹部へ
伸びる１つまたはそれ以上のタブを有していてもよい。カバーは外壁部とスナップフィッ
ト（snapfit）結合を形成していてもよい。十分な強さの別れさせる力を加えることによ
って、該タブを壊すか変形させて、カバーと外壁部との分離が導かれてもよい。
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【０１１５】
　ひとたび外壁部８５６が内壁部８９から取り除かれたら、図３９Ｃに示されるように、
マウスピース８６０は排出ポジションへと回転され得る。図３９Ｄに示されるように、外
壁部８５６の移動もまた、エアーインレット８６２を見えるようにする。
【０１１６】
　マウスピース８６０に吸引を加えることによって、空気流が生じ、導入口(inlet)８６
２を通り、チャンバーまたはキャビティ８６４内に入り、カバー８５４が空気透過性であ
るので、バイアル８５１を周り、蒸発面８５８を周り、その結果、薬物８５７がマウスピ
ース８６０を通って受容者へと流入する。
【０１１７】
　補助の空気導入口８６３によって、ユーザーは、指でそれを部分的に全体的にまたは断
続的に塞ぐことによって、吸入される薬物の相対濃度を変化させることができる。
【０１１８】
　図４０は、投薬デバイス８６４の態様を示しており、該デバイスは、外壁部８６５と、
内壁部８６６と、固定されたマウスピース８６７とを持っている。この態様では、薬物は
、連続する側壁と２つの端部シール８７０とによって形成される薬物チャンバーに収容さ
れる。蒸発装置すなわち面８７２は、チャンバー８６８の内部に配置される。該蒸発面は
、吸収によって薬物を保持し得る、ウィックタイプの材料によって形成されていてもよい
。
【０１１９】
　リップ８７３が外壁部に形成されて、上方の弁８７５およびパンチ８７６を支持する上
方壁部８７４の凹部に配置されている。
【０１２０】
　外壁部８６５を取り除くことによって、上方壁部８７４が下方へスライドし、チャンバ
ー８６８を押下し、下方壁部の上へおよび下方パンチ８７８の上へ推し進める。図４０Ｂ
に示されるように、パンチ８７６、８７８はシール８７０を穿孔する。リップ８７３が上
方壁部８７４にある凹部から脱係合し、外壁部の除去を可能にする。外壁部を取り除くこ
とによって、空気導入口８７９もはっきり見えるようになる。ここで、予めシールされた
投薬デバイスは、導入口８７９と、上方の弁８７５と、薬物チャンバー８６８と、下方の
弁８８０と、マウスピース８６７を介する空気流路とを持っている。これら自己放出する
態様は、外傷状況におけるメトキシフルレンといった揮発性の薬剤とともに使用するため
に特に好適である。
【０１２１】
　図４１は、外壁部８８３と内壁部８８４とを持った薬物ホルダー８８２を示している。
薬物は、破砕可能なバイアル８８５に収容される。操作においては、外壁部８８３が取り
除かれ、プランジャー８８６が押下され、バイアルを破砕して、内容物を蒸発装置８８７
の上に放出する。プランジャー８８６の押下によって、空気導入口８８８の位置合わせ(a
lignment)ももたらされ、弁８８９と固定されたマウスピース８９０とを含んだ当該デバ
イスを通る気流流路が提供される。
【０１２２】
　図４２は、互いに相対的にスライド可能である外壁部８９３と内壁部８９４とを有する
投薬デバイス８９２を示している。バイアル８９５は、スクリューキャップ８９６を有す
るよう備えられる。
【０１２３】
　バイアル８９５は、当該デバイス８９２に結合されても、あるいは別々に保持されてい
てもよい。バイアルが配置されないときは、開口８９７を通してプラグがはめ込まれてマ
ウントされる。
【０１２４】
　外壁部８９３が下方にスライドされる場合、弁８９８と蒸発装置８９９とを通して空気
流路が開く。バイアル８９５は、キャップ８９６を捕らえる受け座(receiving seat)９０
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０内へ押される。バイアルは、キャップからねじを緩めて外され、そして、前方へ押され
てキャップを取り除き、マウスピース９０３を介した吸入のための装置８９９へと内容物
９０２を排出する。付加的なキャップ９０４および付属の空気導入口９０５も示されてい
る。
【０１２５】
　図４３は、投薬デバイス９０６を示しており、ここでは、外壁部を取り除いて示してい
ない。回転可能なマウスピース９０６が使用の位置にあり、逆止弁９０７をもつ空気導入
口が現れている。
【０１２６】
　スプリング弁９１１を通って、ウィック９１０で形成された蒸発装置の上へと薬物９０
９が押し込まれるようにプランジャー９０８が押下される。プランジャー装置は衝撃手段
の一態様を有していてもよい。
【０１２７】
　図４４は、使用後にバイアルを取り替えるよう設計された投薬デバイス９１２を示す。
外壁部が再び取り除かれて空気導入口９１３が見える。押下可能なフレーム９１５にバイ
アル９１４が位置しており、該フレームは、バイアルをパンチ９１６上へ運び、内容物９
１７を蒸発装置９１８上へ放出する。ひとたび排出されたら、バイアルは交換されてもよ
い。
【０１２８】
　図４５は、ハウジング９１２と、キャニスター９１４の形態となっている薬物容器９１
４とによって形成された、薬物ホルダー９１０を示している。第１の壁部９１６は、第２
の壁部９１８に対して、端部同士を当てて隣接している。第２の壁部９１８は、図４５Ｄ
に見られるようにフリップトップキャップを形成しており、該キャップは、ヒンジ９２０
によって第１の壁部９１６にピボット回転するように係合されている。フレキシブル端部
キャップ９２２が備えられており、それがハウジング９１２の端部をシールし、かつ、１
回量の薬物を排出するためにキャニスター９１４を座９２４に対して押下することも可能
にするようになっている。図４５Ｃに見られる閉位置から、図４５Ｄおよび４５Ｅに見ら
れる開位置へのキャップ９１８の回転によっても、収容される右上の位置から図４５Ｅに
見られる横拡張位置へのマウスピース９２６の回転をもたらす。この展開位置では、マウ
スピースはユーザーにアクセスが可能であり、容易なアクセスのために役立つ。
【０１２９】
　図４６は、薬物ホルダー９５０のさらなる態様の一連の図を示しており、該ホルダーは
、内壁部９５４と外壁部９５６とによって部分的に形成されたハウジング９５２を有して
いる。外壁部９５６は、カラー(collar)９６６と端部キャップ９６８とを形成している。
端部キャップ９６８およびカラー９６６は、内壁部９５４の周りを周方向に回転可能であ
って、図４６Ｄに示される閉位置と、図４６Ａ、４６Ｂ、４６Ｃおよび４６Ｅに見られる
ような使用のために準備された位置との間で、ねじることができるようになっている。該
カラー９６６は、開口９５８を持っており、該開口は、図４６Ｄでは、シールする係合状
態となって内壁部９５４のセクション９６０の上に配置されている。該カラー９６６およ
び端部キャップ９６８を回転させることで、開口９５８と内壁部内の穴９６４とが揃うこ
とによって、マウスピース９６２が展開配置(deployment)となる。回転はまた、ピン９７
０を、マウスピースに形成された対応する溝９７２へ入り込ませ、マウスピース９６２を
、好ましくは１つまたはそれ以上のガイドレールに沿うよう外方向に推し進める。カラー
９６６および端部キャップ９６８を反対向きに回転させることで、マウスピースの収納お
よび保管がもたらされるであろう。柔軟な端部膜９７４が本デバイスに配置されていて、
手動でのキャニスターの押下を可能にしている。
【０１３０】
　図４７は、マウスピース９６２を外方向に動かすための代替的な装置９８０を示してい
る。マウスピースの端に形成されたラック９８２と、ピニオンホイール９８４とを有して
おり、該ピニオンホイールは、矢印９８６の方向へのカラー(collar)の動きによって回転
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させられて、図４７Ａに示された格納位置から、図４７Ｂに示された展開位置へと動く。
【０１３１】
　本明細書を通じて、その目的は、本発明を如何なる一つの態様または各特徴の特定の集
りにも限定することなく、本発明の好適態様を説明することであった。よって、当業者は
、本件開示に照らして、本発明の範囲を離れることなく例示された特定の実施態様におい
て、種々の修正および変更をなすことができると理解されよう。そういった修正および改
変は全て上記添付したクレームの範囲内に含まれると意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】スペアの薬物キャニスターを含んだ薬物ホルダーの第１の態様の正面図である。
【図２】図１の装置の断面図である。
【図３】使用のために配置された図１の装置の正面図である。
【図４】図３の装置の斜視図である。
【図５】単一の薬物容器のための薬物ホルダーの第２の態様の正面図である。
【図６】使用のために逆さにされた図５の装置の断面図である。
【図７】使用のために配置された図６の装置の断面図である。
【図８】薬物ホルダーのさらなる態様の側方の断面図である。
【図９】図８の薬物ホルダーの側面図である。
【図１０】使用のために配置された図８の装置の側方の断面図である。
【図１１】図１０の構成の透視図である。
【図１２】薬物ホルダーのさらに別の態様の断面図である。
【図１３】図１２の薬物ホルダーの正面図である。
【図１４】図１３の薬物ホルダーの側面図である。
【図１５】使用のために準備された図１３の薬物ホルダーを示す。
【図１６】リストバンドへの装着のために適合された図２の装置の好適態様である。
【図１７】図１６の装置の分解図である。
【図１８】ストラップまたは類するものへの取り付けに適合された薬物ホルダーのさらな
る態様の透視図である。
【図１９】用時における図１８の薬物ホルダーの分解図である。
【図２０】図１８の薬物ホルダーの操作を示す。
【図２１】図１８の薬物ホルダーの操作を示す。
【図２２】薬物ホルダーのさらなる態様の透視図である。
【図２３】ユーザーの腕に位置する図２２の薬物ホルダーの図である。
【図２４】ユーザーの体の上の薬物ホルダーについての可能性のある位置の模式図である
。
【図２５】２つの薬物ホルダーを保持する装置の正面図である。
【図２６】薬物ホルダーのさらに別の態様の一連の図である。
【図２７】使用のために配置された図２６の薬物ホルダーの一連の図である。
【図２８】薬物ホルダーの別の態様の一連の図である。
【図２９】薬物ホルダーのさらなる態様の透視図である。
【図３０】図２９の薬物ホルダーの横断面図である。
【図３１】本発明の薬物ホルダーのさらなる態様の透視図である。
【図３２】保管のための配置にある図３１の薬物ホルダーの透視図である。
【図３３】本発明のさらに別の薬物ホルダーの一連の図である。
【図３４】図３３の態様のさらなる一連の図である。
【図３５】本発明のハウジングにおける計数または指示装置の一部の２つの透視図である
。
【図３６】図３５の装置の一部の側図である。
【図３７】図３６の装置を有する薬物ホルダーの透視断面図である。
【図３８】吸収器として作用するフィルターを有する図３４のものと類似する装置の図で
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ある。
【図３９】薬物ホルダーのさらなる態様の一連の図である。
【図４０】薬物ホルダーのさらに別の態様の一連の図である。
【図４１】薬物ホルダーのさらに別の態様の一連の図である。
【図４２】薬物ホルダーのなおさらに別の態様の一連の図である。
【図４３】代替的な薬物ホルダーの２つの側方の断面図である。
【図４４】薬物ホルダーのさらなる代替的な態様の一連の図である。
【図４５】フリップトップ装置をともなう薬物ホルダーを示す。
【図４６】内壁部と外壁部との間の周辺スライドまたは「ツイストトップ」をともなう薬
物ホルダーの一連の図である。
【図４７】図４６のマウスピースを作動させるための装置を示す。
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