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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤が封入される複数のブリスタ（１１ａ）を持つ長尺の基部シート（１１）と，前記
基部シート（１１）に貼り合わされた長尺の蓋シート（１２）と，を備える薬剤保持シー
ト（１０）が収納され，
　前記基部シート（１１）から前記蓋シート（１２）を分離させることが可能な吸入デバ
イス（２０）であって，
　前記基部シート（１１）が巻き付けられる基部スプール（３０）と，
　前記蓋シート（１２）が巻き付けられる蓋スプール（４０）と，
　前記蓋シート（１２）が分離した前記基部シート（１１）のブリスタ（１１ａ）に対向
する位置に設けられ，薬剤が通過する吸入口を持つエアピース（５０）と，を備え，
　前記エアピース（５０）は，
　前記蓋シート（１２）が前記基部シート（１１）から分離する分離点（６０）において
，前記基部シート（１１）と前記蓋シート（１２）との間に差し込まれるクサビ部（５１
）を有し，
　前記クサビ部（５１）は，前記エアピース（５０）の本体から延出して，その先端部分
が前記分離点（６０）に到達する位置まで延びており，
　これにより，前記分離点（６０）を頂点として，互いに分離した前記基部シート（１１
）と前記蓋シート（１２）のなす角が，１度以上９０度未満となる
　吸入デバイス。
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【請求項２】
　前記薬剤保持シート（１０）が周側面に当接した状態で回転する割り出しホイール（７
０）を，さらに備え，
　前記エアピース（５０）の前記クサビ部（５１）は，
　前記割り出しホイール（７０）の周側面上に前記分離点（６０）を形成する位置に形成
されている
　請求項１に記載の吸入デバイス。
【請求項３】
　前記蓋シート（１２）が，前記分離点（６０）において前記基部シート（１１）から剥
がされて，前記基部シート（１２）とは反対方向に向かって進行する際に，前記蓋シート
（１２）の外面が当接する案内部（８０）を，さらに備え，
　前記クサビ部（５１）の先端部分は，
　前記割り出しホイール（７０）と前記案内部（８０）の間に位置する
　請求項２に記載の吸収デバイス。
【請求項４】
　前記エアピース（５０）のうち，少なくとも前記クサビ部（５１）は，可撓性材料によ
り形成されている
　請求項１に記載の吸入デバイス。
【請求項５】
　前記エアピース（５０）のうち，少なくとも前記クサビ部（５１）には，帯電防止材料
が含まれる
　請求項１に記載の吸入デバイス。
【請求項６】
　前記薬剤保持シート（１０）が渦状に巻かれた状態で収納される保持シート収納室（９
０）と，
　前記基部スプール（３０）が中心となり，前記基部スプール（３０）に巻回された前記
基部シート（１１）が収納される基部シート収納室（１００）と，をさらに備え，
　前記保持シート収納室（９０）と前記基部シート収納室（１００）との間には，各収納
室を区切る仕切壁が設けられておらず，
　前記渦状に巻かれた薬剤保持シート（１０）は，前記ブリスタ（１１ａ）の全てが未開
封の状態において，その一部が，前記基部シート収納室（１００）に位置し，
　前記基部スプール（３０）に巻回された基部シート（１１）は，前記ブリスタ（１１ａ
）の全てが開封された状態において，その一部が，前記保持シート収納室（９０）に位置
する
　請求項１に記載の吸入デバイス。
【請求項７】
　前記エアピース（５０）は取り換え可能である
　請求項１に記載の吸収デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，薬剤の吸入デバイスに関する。具体的に説明すると，本発明の吸入デバイス
は，例えば粉状の薬剤を患者に対して経口投与するためのものであり，患者は，本デバイ
スを介して薬剤を吸入することができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，例えば気道の炎症を抑制したり気管支の拡張を促進させる薬剤を，患者に吸
入させるためのデバイスが知られている（特許文献１，特許文献２等）。このような吸入
デバイスは，患者自らの吸気力を利用して，粉末状の薬剤を炎症患部である気道や肺に対
して直接投与するものであるため，少量の薬剤であっても患部に集中的に塗布することが
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でき，副作用の発生を抑制できると共に，効果の表出が早くなるという利点を有している
。
【０００３】
　特許文献１や特許文献２に示されるように，一般的な吸入デバイスには，薬剤を封入し
た帯状の医薬キャリアが渦状に巻かれた状態で収納される。帯状の医薬キャリアは，長尺
の基部シートと蓋シートの内面同士を貼り合わせて構成され，この基部シートには，薬剤
を封入する空間をなすブリスタが，その長手方向に間隔をおいて複数形成されている。基
部シートの各ブリスタには，所望の薬剤が一度の投与に適した量だけ入れられており，投
薬時には，基部シートから蓋シートが引き剥がされて，適量の薬剤が露出するようになっ
ている。
【０００４】
　また，一般的な吸入デバイスは，基部シートを巻き取るためのスプールと，蓋シートを
巻き取るためのスプールとを備えており，これらのスプールを連動して回転させることで
，基部シートと蓋シートに張力を与える。基部シートと蓋シートに対し，互いに反対方向
への張力が加えられると，これらのシートは分離点において引き剥がされて，ブリスタに
封入されていた薬剤が露出する。吸入デバイスには，両シートの分離点の近傍に，薬剤を
吸入するための開口が設けられている。患者は，デバイスの開口を通じて薬剤を吸入する
ことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５１２１４７号公報
【特許文献２】特表２００５－５０６１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら，従来の吸入デバイスは，基部シートを巻き取るためのスプールと，蓋シ
ートを巻き取るためのスプールとが回転する力のみによって，基部シートと蓋シートを分
離することとしている。このため，基部シートから蓋シートを引き剥がす際に，比較的大
きな力が必要となり，その力を発生させるための機構が複雑化していた。例えば，従来の
吸入デバイスでは，基部シートと蓋シートの両方を引張することで，両シートを分離させ
るための力を発生させることとしているため，少なくとも基部シートを巻き取るスプール
と，蓋シートを巻き取るスプールの両方を回転させるための機構が必要とされている。こ
のように，吸入デバイスの構造が複雑になると，製造コストの向上を招くだけでなく，デ
バイスが故障する可能性が高くなるという問題を有していた。
【０００７】
　このため，現在では，弱い力であっても基部シートと蓋シートを簡単に分離させること
ができるシンプルな構造の吸入デバイスが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで，本発明の発明者は，上記の従来発明の問題点を解決する手段について鋭意検討
した結果，薬剤の吸入口を持つエアピースに，基部シートと蓋シートの間に差し込まれる
クサビ部を形成することで，弱い力であっても基部シートと蓋シートを簡単に分離させる
ことができるという知見を得た。そして，クサビ部を形成することで，基部シートと蓋シ
ートの分離を補助することができれば，例えば蓋シートを巻き取るためのスプールを回転
させる機構だけを設ければよく，吸入デバイスの構造をよりシンプルにすることが可能で
あることに想到した。
　具体的に説明すると，本発明は，以下の構成を有する。
【０００９】
　本発明は，吸入デバイス２０に関する。
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　本発明の吸入デバイス２０には，薬剤保持シート１０が収納される。この薬剤保持シー
ト１０は，薬剤が封入される複数のブリスタ１１ａを持つ長尺の基部シート１１と，基部
シート１１に貼り合わされた長尺の蓋シート１２と，を備える。吸入デバイス２０は，こ
の基部シート１１から蓋シート１２を引き剥がすことが可能である。
　吸入デバイス２０は，基部スプール３０，蓋スプール４０，及びエアピース５０を備え
る。
　基部スプール３０は，基部シート１１が巻き付けられる。蓋スプール４０は，蓋シート
１２が巻き付けられる。これらの基部スプール３０と蓋スプール４０は，必ずしも両スプ
ールが回転駆動する必要はなく，例えば蓋スプール４０のみが回転駆動機構を備えるもの
であってもよい。
　エアピース５０は，蓋シート１２が分離した基部シート１１のブリスタ１１ａに対向す
る位置に設けられ，薬剤が通過する吸入口を有している。
　そして，本発明において，このエアピース５０は，蓋シート１２が基部シート１１から
分離する分離点６０において，基部シート１１と蓋シート１２との間に差し込まれるクサ
ビ部５１を有する。なお，分離点６０は，蓋シート１２が基部シート１１から分離する位
置を意味する。
【００１０】
　上記構成のように，エアピース５０にクサビ部５１を形成し，このクサビ部５１を基部
シート１１と蓋シート１２の間に差し込むことで，両シートが簡単に分離するようになる
。また，エアピース５０にクサビ部５１を形成することにより，薬剤の吸入口を持つエア
ピース５０の近傍で，基部シート１１と蓋シート１２が分離するため，基部シート１１の
ブリスタ１１ａに封入された薬剤の取りこぼしを防止できる。さらに，本発明によれば，
基部シート１１と蓋シート１２とが弱い力であっても簡単に分離するため，必ずしも基部
スプール３０と蓋スプール４０を回転駆動する必要がなくなり，例えば蓋スプール４０の
みに回転駆動機構を設けることによっても，両シートの分離を実現できる。従って，吸入
デバイスの構造をシンプルなものとすることができる。
【００１１】
　本発明の吸入デバイスは，薬剤保持シート１０が周側面に当接した状態で回転する割り
出しホイール７０を，さらに備えることが好ましい。この場合に，エアピース５０のクサ
ビ部５１は，割り出しホイール７０の周側面上に分離点６０を形成する位置に形成されて
いることが好ましい。
【００１２】
　上記構成のように，薬剤保持シート１０を基部シート１１と蓋シート１２とに分離する
際に，クサビ部５１の先端と割り出しホイール７０の周側面との間で，例えば基部シート
を挟み込むようにすることで，基部シート１１と蓋シート１２がより簡単に分離するよう
になる。
【００１３】
　本発明の吸入デバイスは，蓋シート１２が，分離点６０において基部シート１１から剥
がされて，基部シート１２とは反対方向に向かって進行する際に，蓋シート１２の外面が
当接する案内部８０を，さらに備えることが好ましい。この場合に，クサビ部５１の先端
部分は，割り出しホイール７０と案内部８０の間に位置することが好ましい。
【００１４】
　上記構成のように，薬剤保持シート１０を挟んで対向する位置に，割り出しホイール７
０と案内部８０を配置する。このとき，割り出しホイール７０の周側面には基部シート１
２の外面が当接し，案内部８０には蓋シート１２の外面が当接する。そして，割り出しホ
イール７０と案内部８０の間に生じる隙間にクサビ部５１の先端部分を位置させることで
，基部シート１１と蓋シート１２がより簡単に分離するようになる。
【００１５】
　本発明において，分離点６０を頂点として，互いに分離した基部シート１１と蓋シート
１２のなす角は，１度以上９０度未満であることが好ましい。
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【００１６】
　上記構成のように，分離点６０を頂点として基部シート１１と蓋シート１２のなす角が
９０度未満となることで，両シートに加わる力が弱いものであっても，両シートを簡単に
分離するようになる。すなわち，基部シート１１と蓋シート１２を分離するにあたり，分
離点６０を頂点とした角が９０度以上となると，基部シート１１と蓋シート１２の両方を
引張して巻き取る必要があり，その際には，両シートに対して比較的大きな引張力を付加
することが求められる。一方，例えば上述した割り出しホイール７０と案内部８０の間に
クサビ部５１の先端部分を位置させる構成を採用することで，基部シート１１と蓋シート
１２の分離点６０を頂点した角を９０度未満とすることができ，これにより両シートが簡
単に分離するようになる。
【００１７】
　本発明において，エアピース５０のうち，少なくともクサビ部５１は，可撓性材料によ
り形成されていることが好ましい。
【００１８】
　上記構成のように，クサビ部５１を可撓性材料により形成することで，クサビ部５１が
基部シート１１と蓋シート１２の間に効果的に差し込まれるようになる。
【００１９】
　本発明において，エアピース５０のうち，少なくともクサビ部５１には，帯電防止材料
が含まれることが好ましい。
【００２０】
　上記構成のように，クサビ部５１に帯電防止材料を含ませることで，静電気の影響を受
けてクサビ部５１に粉状の薬剤が付着する事態を防止できる。これにより，適量の薬剤を
適切に患者に吸入させることができると共に，粉状の薬剤の漏れを防止できる。
【００２１】
　本発明の吸入デバイスは，薬剤保持シート１０が渦状に巻かれた状態で収納される保持
シート収納室９０と，基部スプール３０が中心となり基部スプール３０に巻回された基部
シート１１が収納される基部シート収納室１００と，をさらに備えることが好ましい。こ
の場合において，保持シート収納室９０と基部シート収納室１００との間には，各収納室
を区切る仕切壁が設けられておらず，渦状に巻かれた薬剤保持シート１０は，ブリスタ１
１ａの全てが未開封の状態において，その一部が基部シート収納室１００に位置し，基部
スプール３０に巻回された基部シート１１は，ブリスタ１１ａの全てが開封された状態に
おいて，その一部が保持シート収納室９０に位置することが好ましい。
【００２２】
　上記構成のように，保持シート収納室９０と基部シート収納室１００の間を区切る仕切
壁を省略することで，保持シート収納室９０と基部シート収納室１００の感覚を近づける
ことができる。これにより，吸入デバイスの構造をコンパクトなものとすることが可能で
ある。
【００２３】
　本発明の吸入デバイスにおいて，エアピース５０は取り換え可能であることが好ましい
。
【００２４】
　上記構成のように，吸入口を備えたエアピース５０を取り換え自在なものとすることで
，例えば，患者ごとに異なる吸入分散特性を持ったエアピースを選択的に使用することが
できるようになる。例えば，吸入口の形状がスクリュー形状であるエアピースや，開口寸
法が異なるメッシュ構造を持つエアピースを複数種類用意しておくことで，患者に合わせ
て，粉状の薬剤の分散特性をコントロールすることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は，弱い力であっても基部シートと蓋シートを簡単に分離させることが可能なシ
ンプルな構造の吸入デバイスを提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は，吸入デバイスに収納される薬剤保持シートの概要を示している。
【図２】図２は，吸入デバイスの内部構造の概要を示している。
【図３】図３は，吸入デバイスの内部構造の概要を示している。
【図４】図４は，エアピースと割り出しホイールの周囲の構造を拡大して示している。
【図５】図５は，未使用の状態の薬剤保持シートが保持シート収納室に位置している状態
と，使用後の基部シートが基部シート収納室に位置している状態とを比較して示している
。
【図６】吸入デバイスの外観の例を示す斜視図である。
【図７】吸入デバイスのギア機構の例を示す斜視図である。
【図８】吸入デバイスのロック機構の例を示す斜視図である。
【図９】吸入デバイスのカウンターダイアルの連動機構の例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下，図面を用いて本発明を実施するための形態について説明する。本発明は，以下に
説明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜修正
したものも含む。
　なお，本願明細書において，「Ａ～Ｂ」とは，「Ａ以上Ｂ以下」であることを意味する
。
【００２８】
（１．薬剤保持シート）
　図１は，本発明の吸入デバイス内に収納される薬剤保持シート１０の概要を示している
。図１に示されるように，薬剤保持シート１０は，長尺で帯状の形状を有している。薬剤
保持シート１０は，少なくとも基部シート１１と蓋シート１２の内面同士を貼り合わせる
ことで形成されている。基部シート１１は，薬剤を封止するための膨らみである複数のブ
リスタ１１ａを有する。このブリスタ１１ａは，基部シート１１の長手方向に沿って，一
定間隔で設けられている。ブリスタ１１ａは，基部シート１１の長手方向と直交する方向
（短手方向）に延びた形状であることが好ましい。このブリスタ１１ａには，一度に吸入
すべき適切な用量の薬剤が収納される。なお，基部シート１１は，その始端部分にブリス
タ１１ａが形成されない遊び領域を有していてもよい。また，蓋シート１２は，基部シー
ト１１のブリスタ１１ａ以外の領域に対し，互いに剥離可能な態様で接合される。これに
より，蓋シート１２によって，基部シート１１のブリスタ１１ａが密閉される。なお，基
部シート１１にブリスタ１１ａが形成されない遊び領域が存在する場合，この遊び領域に
，蓋シート１２を接合する必要はない。基部シート１１と蓋シート１２はそれぞれ，プラ
スチック材料，アルミニウム材料，又はこれらの積層体によって形成されていることが好
ましい。基部シート１１と蓋シート１２の接合態様としては，ヒートシール接合を好適に
採用することができる。
【００２９】
　薬剤保持シート１０のブリスタ１１ａには，粉状の薬剤を封入することが好ましい。た
だし，ブリスタ１１ａには，液状の薬剤や固形の錠剤等を封入することも可能である。本
発明の吸入デバイスは，特に，喘息，慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ），気管支炎，又は胸
部感染のような呼吸器疾患治療用の薬剤を，患者に経口投薬する用途として好適に利用で
きる。薬剤は，公知のものを使用すればよい。例えば，薬剤保持シート１０に封入する薬
剤は，コデイン，ジヒドロモルヒネ，エルゴタミン，フェンタニル又はモルヒネ等の鎮痛
薬や；　ジルチアゼム等の狭心症薬，クロモグリク酸化合物やケトチフェン又はネドクロ
ミル等の抗アレルギー薬；　セファロスポリン類又はペニシリン類等の抗感染薬；　メタ
ピリレン等の抗ヒスタミン薬；　ベクロメタゾン，フルチカゾン又はフルニソリド等の抗
炎症剤；　ノスカピン等の鎮咳薬；　アルブテロー，サルメテロール，エフェドリン，ア
ドレナリン又はフェノテロール等の気管支拡張薬の中の１種類又は複数種類を選択するこ
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とができる。
【００３０】
（２．吸入デバイスの内部構造）
　図２及び図３は，吸入デバイス２０の内部構造の概要を示している。図２及び図３に示
されるように，上記した薬剤保持シート１０は，吸入デバイス２０内に収納される。図２
は，薬剤保持シート１０が未使用である状態を示しており，図３は，薬剤保持シート１０
の使用が開始された後の状態を示している。なお，図２及び図３において，図１に示した
基部シート１１のブリスタ１１ａは省略している。
【００３１】
　図２及び図３に示されるように，吸入デバイス２０は，底板２１と，底板２１に対面す
る天板（図示省略）と，底板２１と天板とを繋ぐ側板２３と，を含む外壁を備えている。
なお，図２及び図３では，吸入デバイス２０の内部構造を示すために，天板を省略して描
画している。吸入デバイス２０の外壁は，薬剤保持シート１０を収納可能な内部空間を画
定する。吸入デバイス２０の外壁には，薬剤の目詰りを防止するために，患者が吸入しき
れなかった薬剤を排出させるための孔が設けられていてもよい。例えば，薬剤の排出孔は
，薬剤の吸入口と反対側に設けられる。
【００３２】
　図２及び図３に示されるように，本実施形態において，吸入デバイス２０の内部空間は
，保持シート収納室９０と，基部シート収納室１００と，蓋シート収納室１１０と，割り
出しホイール収納室１２０に区画されている。保持シート収納室９０，基部シート収納室
１００，蓋シート１１０，及び割り出しホイール収納室１２０は，互いに隣接して設けら
れている。より詳しく説明すると，本実施形態では，蓋シート収納室１１０は，蓋シート
１２の通路を除き，外壁と，この外壁に延設されて内部空間を仕切る第１内壁２４とによ
って囲われることで画定されている。また，割り出しホイール収納室１２０は，薬剤保持
シート１０の入り口と基部シート１１の出口を除き，外壁と，第１内壁２４と，外壁に連
結せずに内部空間を仕切る第２内壁２５とによって囲われることで画定されている。他方
，上記蓋シート収納室１１０及び割り出しホイール収納室１２０以外の内部空間は，シー
トの通路を除き，保持シート収納室９０と基部シート収納室１００とされる。すなわち，
保持シート収納室９０と基部シート収納室１００の間には，空間を仕切るための内壁が存
在しない。このため，渦状に巻かれた薬剤保持シート１０は，その大部分が保持シート収
納室９０に収納されるものの，ブリスタ１１ａの全てが未開封の状態においては，その一
部分が，基部シート収納室１００にも位置する。他方，基部スプール３０に巻回された基
部シート１１は，その大部分が基部シート収納室１００に収納されるものの，ブリスタ１
１ａの全てが開封された状態においては，その一部分が保持シート収納室９０にも位置す
る。このように，保持シート収納室９０と基部シート収納室１００の間に内壁を設けず，
両者の距離を近づけることで，デバイス全体の構成をコンパクトにしている。この点の詳
細については，後述する。
【００３３】
　図２に示されるように，薬剤保持シート１０は，まず保持シート収納空間９０に収納さ
れる。すなわち，保持シート収納室９０には，基部シート１１と蓋シート１２に分離され
る前の薬剤保持シート１０が，渦状に巻かれた状態で収納されている。なお，図２では，
基部シート１１のブリスタ１１ａの描画が省略されているが，薬剤保持シート１０は，こ
のブリスタ１１ａが圧壊しない程度に巻かれて，保持シート収納室９０に収納されている
。薬剤保持シート１０は，始端部分が引き出されて，割り出しホイール収納室１２０に導
入される。薬剤保持シート１０は，割り出しホイール収納室１２０において，基部シート
１１と蓋シート１２とに分離される。割り出しホイール収納室１２０には回転可能な割り
出しホイール７０が配置されており，分離された基部シート１１は，割り出しホイール７
０の回転に伴って進行し，基部シート収納室１００に導入される。他方，蓋シート収納室
１１０には蓋シート１２を巻き取るための蓋スプール４０が配置されており，分離された
蓋シート１２は，蓋スプール４０に巻き取られることによって，基部シート１１とは反対
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方向に向かって進行し，蓋シート収納室１１０に導入される。
【００３４】
　図２及び図３に示されるように，基部シート収納室１００には，基部スプール３０が設
けられている。基部スプール３０は，底板２１又は天板に立設されており，底板２１や天
板の平面に対して垂直に起立する。本実施形態において，基部スプール３０は略円柱状に
形成されており，その中心には，基部スプールの上部から下方にかけて切り込みが形成さ
れている。この切り込みには，基部シート１１の先端を挿入して係止することができるよ
うになっている。このようにして，基部スプール３０には，基部シート１１が巻き付けら
れる。基部スプール３０は，基部スプールギア（後述）に連結され，回転駆動するもので
あってもよい。これにより，基部スプール３０は，底板２１の対して垂直の方向に延びる
回転軸を中心として，周方向に回転する。基部スプール３０を回転させる回転駆動機構は
，公知のものを採用できる。例えば，回転駆動機構としては，蓋スプール４０を一方向に
対して回転させるものの，その反対方向に対する回転を制限するラチェット機構を採用す
ることとしてもよい。また，基部スプール３０に連結された基部スプールギアは，例えば
センターギア（後述）と連動しており，センターギアが回動することにより，基部スプー
ル３０を所定量回転するようになっている。ただし，本実施形態において，基部スプール
３０は回転させる必要はなく，基部スプール３０のための回転駆動機構は省略することが
できる。
【００３５】
　また，図２及び図３に示されるように，蓋シート収納室１１０には，蓋スプール４０が
設けられている。蓋スプール４０は，上述した基部スプール３０と同様に，底板２１又は
天板に立設されており，底板２１や天板の平面に対して垂直に起立する。本実施形態にお
いて，蓋スプール４０は略円柱状に形成されており，蓋シート１２の先端部分を，粘着剤
等によって，蓋スプール４０の周面に取り付けることができる。また，蓋スプール４０に
切れ込みを形成し，蓋シート１２の先端を，蓋スプール４０の切れ込みに挿しこむように
しても良い。このようにして，基部スプール４０には，基部シート１２が巻き付けられる
。本実施形態において，基部スプール４０は，基部シート１２を巻き取るための機構を備
える。すなわち，蓋スプール４０は，蓋スプールギア（後述）に連結され，回転駆動され
る。これにより，蓋スプール４０は，底板２１の対して垂直の方向に延びる回転軸を中心
として，周方向に回転する。蓋スプール４０を回転させる回転駆動機構は，公知のものを
採用できる。例えば，回転駆動機構としては，蓋スプール４０を一方向に対して回転させ
るものの，その反対方向に対する回転を制限するラチェット機構を採用することとしても
よい。また，蓋スプール４０に連結された蓋スプールギアは，例えばセンターギア（後述
）と連動しており，センターギアが回動することにより，蓋スプール４０が所定量回転す
るようになっている。例えば，センターギアの回動範囲は，ストッパ（図示省略）等によ
って制限されており，これにより，蓋スプール４０の一度の回転量が調整される。また，
このセンターギアは，蓋スプール４０に連結された蓋スプールギアと共に，上述した基部
スプール３０に連結された基部スプールギアにも噛合しており，蓋スプールギアと基部ス
プールギアを同時に回転させるものであってもよい。このようにして，蓋スプール４０は
，蓋シート１２を巻き取り，基部シート１１から蓋シート１２を剥離して１つのブリスタ
１１ａが開封される量だけ，回転する。これにより，患者は，センターギアを回動させる
アクションを一度行うことで，１つのブリスタ１１ａが開封でき，適量の薬剤を準備でき
るようになる。また，センターギアを回転させるためのギア（後述）は，後述するエアピ
ース５０に設けられた吸入口を開閉するためのカバーレバー（後述）に取付けられていて
もよい。これにより，吸入口を開放するためにカバーレバーを開けると同時に，センター
ギアが回動し，これに連動して蓋スプール４０が所定量回転して，蓋シート１２が巻き取
られる。従って，患者は蓋部材を開けるというワンアクションだけで，吸入用の薬剤を簡
単に準備できる。
【００３６】
　図２及び図３に示されるように，割り出しホイール収納室１２０には，割り出しホイー
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ル７０が設けられている。割り出しホイール７０は，薬剤保持シート１０のブリスタ１１
ａを１つずつ開封する際に，この薬剤保持シート１０を支持する機能を果たす。すなわち
，割り出しホイール７０は，略円柱状に形成されており，底板２１の対して垂直の方向に
延びる回転軸を中心として，周方向に回転する。割り出しホイール７０の周側面には，薬
剤保持シート１０のうち，基部シート１１の外面が当接する。図示されるように，割り出
しホイール７０の周側面には，複数のポケット部８１が，割り出しホイール７０の周方向
に沿って一定間隔で形成されている。ポケット部８１は，割り出しホイール７０の内方に
向かって窪んだ部分であり，このポケット部８１には，基部シート１１のブリスタ１１ａ
（図１参照）が嵌り込むようになっている。このため，基部シート１１にブリスタ１１ａ
が形成される間隔と，割り出しホイール７０にポケット部７１が形成される間隔は，一致
している。割り出しホイール７０は，公知のギアに連結されており回転駆動されるもので
あてもよいし，基部シート１１の進行に伴って自由回転するものであってもよい。また，
例えば，割り出しホイール７０を駆動させるギアは，上述した蓋スプール４０を駆動させ
るギアに噛合しており，割り出しホイール７０は，蓋スプール４０に連動して回転駆動す
るものであってもよい。蓋スプール４０と割り出しホイール７０が連動して回転すること
で，薬剤保持シート１０が割り出しホイール７０の周側面に当接した状態で進行しつつ，
蓋シート１２が蓋スプール４０によって巻き取られる。薬剤保持シート１０を構成する基
部シート１１と蓋シート１２は，割り出しホイール７０の周側面上の分離点６０で分離し
，互いに離間する方向に案内される。なお，基部シート１１と蓋シート１２が割り出しホ
イール７０の「周側面上で分離する」とは，薬剤保持シート１０が割り出しホイール７０
の周側面に当接した状態にあるときに，基部シート１１と蓋シート１２とに分離されるこ
とを意味する。
【００３７】
　図２及び図３に示されるように，割り出しホイール収納室１２０は，シートの出入口を
除き，外壁，第１内壁２４，及び第２内壁２５によって囲われることで画定されているが
，この割り出しホイール収納室１２０を画定する外壁には，エアピース５０が嵌め込まれ
て，外壁の一部を構成している。エアピース５０は，患者が薬剤保持シート１０に封入さ
れた薬剤を吸入するための吸入口を有する。吸入口の形状は特に限定されるものではなく
，粉状の薬剤の分散特性を考慮して設計すればよい。エアピース５０は，粉状の薬剤の分
散特性が異なるものを複数種類用意することもできる。エアピース５０は，薬剤保持シー
ト１０が基部シート１１と蓋シート１２とに分離してブリスタ１１ａが開封された後に，
このブリスタ１１ａと対向する位置に，吸入口を有している。割り出しホイール７０は，
基部シート１１のブリスタ１１ａがポケット部８１に嵌め込まれた状態で，回転駆動機構
によって所定量回転され，このブリスタ１１ａが，エアピース５０の吸入口と対向する位
置となったときに一旦停止する。このようにして，ブリスタ１１ａに封入された薬剤が，
患者によって吸入可能な位置に準備される。
【００３８】
　図４は，エアピース５０と割り出しホイール７０の周囲の構造を拡大して示したもので
ある。図４に示されるように，本発明において，吸入口を持つエアピース５０は，基部シ
ート１１と蓋シート１２の間に挿入されるクサビ部５１を有している。このように，本発
明は，エアピース５０にクサビ部５１が形成されている点を特徴の１つとしている。図４
に示されるように，エアピース５０には，薬剤保持シート１０が基部シート１１と蓋シー
ト１２とに分離される分離点６０に最も近い位置に，クサビ部５１が形成される。クサビ
部５１は，エアピース５０の本体から延出して，その先端部分が分離点６０に到達する位
置まで延びる。本実施形態において，クサビ部５１は，エアピース５０の本体から分離点
６０に向かうにつれて徐々に先細となる形状となっており，クサビ部５１の先端には鋭角
が形成されている。このように，クサビ部５１の先端が，基部シート１１と蓋シート１２
の分離点６０に位置することで，基部シート１１と蓋シート１２が簡単に分離するように
なる。基部シート１１と蓋シート１２の間にはクサビ部５１が差し込まれているため，例
えば蓋スプール４０を回転駆動させて蓋シート１２を巻き取るだけで，基部スプール３０
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を回転させて基部シート１１を巻き取らなくても，両シートが簡単に分離する。
【００３９】
　より詳しく説明すると，エアピース５０のクサビ部５１は，その先端部分が鋭角に先細
となっている。クサビ部５１の先端部分がなす角度は，例えば，１０度～８０度，又は２
０度～６０度であることが好ましく，３０度～４５度であることが特に好ましい。
【００４０】
　図４に示されるように，エアピース５０のクサビ部５１は，その先端と割り出しホイー
ル７０の周側面の表面との間で，薬剤保持シート１０の基部シート１１を挟むように配置
される。換言すると，薬剤保持シート１０の基部シート１１ａは，クサビ部５１の先端と
割り出しホイール７０の表面の間を通過する。このため，基部シート１１ａのうちのブリ
スタ１１ａが形成されていない領域の厚さをＴ１とした場合に，クサビ部５１の先端と割
り出しホイール７０の表面との距離は，例えば，Ｔ１～１０Ｔ１，又は２Ｔ１～５Ｔ１と
することが好ましい。このように，基部シート１１が割り出しホイール７０の表面に接触
している状態で，基部シート１１と蓋シート１２との間にクサビ部５１が差し込まれるこ
とにより，両シートをより簡単に分離させることができる。
【００４１】
　また，図２～図４に示されるように，蓋シート収納室１１０と割り出しホイール収納室
１２０との間を仕切る第１内壁２４には，蓋シート１２が蓋シート収納室１１０へと導入
される入り口部分に，蓋シート１２を案内するための案内部８０が形成されている。すな
わち，蓋シート収納室１１０への入り口は，この案内部８０と外壁の隙間によって形成さ
れている。本実施形態において，案内部８０は，第１内壁２４の一部として一体的に形成
される。案内部８０は，蓋シート１２が分離点６０において基部シート１１から剥がされ
て，基部シート１２とは反対方向に向かって進行する際に，蓋シート１２の外面が当接す
る。案内部８０は，蓋シート１２の外面が滑らかに摺動するように，蓋シート１２が当接
する部分が丸味を帯びたものとなっている。そして，図４に示されるように，本発明の好
ましい形態において，エアピース５０のクサビ部５１は，少なくともその先端が，割り出
しホイール７０の周側面の表面と，案内部８０との間に位置している。このため，薬剤保
持シート１０は，割り出しホイール７０の周側面に当接した状態にあり，かつ割り出しホ
イール７０と案内部８０の間の隙間に位置している段階で，基部シート１１と蓋シート１
２との間にクサビ部５１が差し込まれて，両シートが分離される。これにより，エアピー
ス５０のクサビ部５１は，その先端と割り出しホイール７０の周側面の表面との間で基部
シート１１を挟みつつ，その先端と案内部８０との間で蓋シート１２を挟みこむようにな
る。例えば，蓋シート１２の厚さをＴ２とした場合に，クサビ部５１の先端と案内部８０
の間の距離は，例えば，Ｔ２～１０Ｔ２，又は２Ｔ２～５Ｔ２とすることが好ましい。こ
のように，蓋シート１２が案内部８０に接触している状態で，基部シート１１と蓋シート
１２との間にクサビ部５１が差し込まれることにより，両シートをより確実に分離させる
ことができる。
【００４２】
　上述したように，本発明の好ましい形態では，割り出しホイール７０と案内部８０との
間にクサビ部５１の先端が位置し，基部シート１１と蓋シート１２の分離点６０を形成し
ている。これにより，分離点６０を頂点として互いに分離した基部シート１１と蓋シート
１２のなす角θは，１度以上９０度未満となる（１°≦θ＜９０°）。この角θは，例え
ば，１０度～８０度，又は２０度～６０度であることが好ましく，３０度～４５度である
ことが特に好ましい。従来の吸入デバイスでは，一般的に，基部シートと蓋シートを分離
するにあたり，分離点を頂点とした角が９０度以上に開いていたが，分離点を頂点とした
角が９０度以上となると，基部シート１１と蓋シート１２の両方を引張して巻き取る必要
があり，その際には，両シートに対して比較的大きな引張力を付加することが求められる
。この点，本発明のデバイスでは，割り出しホイール７０と案内部８０の間にクサビ部５
１の先端部分を位置させる構成を採用することで，基部シート１１と蓋シート１２の分離
点６０を頂点した角を９０度未満とすることができ，これにより両シートが簡単に分離す
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るようになる。
【００４３】
　また，エアピース５０のクサビ部５１は，可撓性材料により形成されていることが好ま
しい。エアピース５０の本体とクサビ部５１が一体として可撓性材料によって形成されて
いることとしてもよいし，エアピース５０の本体とクサビ部５１が別部材で構成され，ク
サビ部５１のみが可撓性材料で形成されていてもよい。クサビ部５１に用いる可撓性材料
としては，例えば，ポリアセタール，ポリアミド，ポリカーボネート，スチレンブタジエ
ン共重合体，軟質ポリエチレン，及び軟質ポリプロピレンが挙げられる。クサビ部５１を
可撓性材料により形成することで，クサビ部５１が，基部シート１１と蓋シート１２とが
滑らかに分離するようになる。
【００４４】
　また，エアピースのクサビ部５１には，帯電防止材料が含有されていることとしてもよ
い。エアピース５０の本体とクサビ部５１とに帯電防止材料が含有されていてもよいし，
エアピース５０の本体とクサビ部５１が別部材で構成されクサビ部５１のみに帯電防止材
料が含有されていてもよい。帯電防止材料とは，基部シート１１とクサビ部５１との摩擦
により発生する静電気を効率よく逃がし，クサビ部５１に粉状の薬剤が付着することを防
止するため，例えばクサビ部５１の表面抵抗率が１０１２Ω以下となるように，クサビ部
５１を構成する材料に練り込まれるものである。このような帯電防止材料としては，例え
ば湿潤材，界面活性剤（非イオン性，陰イオン性など），又は導電材が挙げられる。
【００４５】
　また，図２～図４に示されるように，エアピース５０は，吸入デバイスの外壁と別体と
して構成されている。吸入デバイスの外壁には，切欠き２６が形成されており，エアピー
ス５０には，外壁の切欠き２６に嵌合する突起部５２が形成されている。外壁の切欠き２
６は，エアピース５０を挟んで対向する位置に２箇所設けられており，エアピース５０の
突起部５２は切欠き２６に対応する位置に２箇所設けられている。これにより，エアピー
ス５０は，外壁から着脱自在となる。このように，エアピース５０は取り替え可能なもの
であることが好ましい。エアピース５０が取り替え可能であると，例えば，エアピース５
０のみを外壁から取外して洗浄することができる。また，エアピース５０が消耗してしま
った場合でも，エアピース５０のみを交換すれば，吸入デバイス２０が再利用可能となる
。さらに，例えば，吸入口の形状がスクリュー形状であるエアピースや，開口寸法が異な
るメッシュ構造を持つエアピースを複数種類用意しておくことで，患者に合わせて，粉状
の薬剤の分散特性をコントロールすることができる。なお，エアピース５０を交換自在な
ものとするための構成は，上記したものに限れない。例えば，エアピース５０に切欠きを
設けて，吸入デバイス２０外壁にエアピース５０の切欠きと嵌合する突起部を形成するこ
とも可能である。
【００４６】
　上記構成のように，基部シート１１と蓋シート１２が接合された状態の薬剤保持シート
１０は，渦状に巻かれて，保持シート収納空間９０に収納される。薬剤保持シート１０は
，基部シート１１と蓋シート１２の先端部分にある遊び領域が分離されている。基部シー
ト１１先端の遊び領域は，割り出しホイール収納室１２０に導入され，割り出しホイール
７０とクサビ部５１の間を通過するようにして，基部シート収納室１００に導入されて，
基部スプール３０に巻き付けられる。また，蓋シート１２先端の遊び領域は，割り出しホ
イール収納室１２０に導入され，第１内壁２４の案内部８０とクサビ部５１の間を通過す
るようにして，蓋シート収納室１１０に導入されて，蓋スプール４０に巻き付けられる。
これにより，吸入デバイス２０を用いて，薬剤を吸入するための準備が完了する。
【００４７】
　吸入のための準備が完了すると，例えば，患者は，基部スプール３０と蓋スプール４０
を回動させるアクションを行う。例えば，患者が，エアピース５０の開口部を塞いでいる
カバーレバー（後述）を開けると，ギア機構を介して，基部スプール３０と蓋スプール４
０が一定方向に所定量回転するようになっている。基部スプール３０及び蓋スプール４０
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が回転することにより，基部シート１１及び蓋シート１２が巻き取られて，薬剤保持シー
ト１０全体が進行する。薬剤保持シート１０の進行に伴って，割り出しホイール７０が回
転する。これにより，割り出しホイール７０のポケット部７１に，基部シート１１のブリ
スタ１１ａが嵌り込み，割り出しホイール７０の回転に伴って，基部シート１１が，基部
シート収納室１１０へと送り込まれる。薬剤保持シート１０の基部シート１１と蓋シート
１２は，割り出しホイール７０の周側面に当接した状態で進行し，両シート１１，１２の
間には，エアピース５０に形成されたクサビ部５１が差し込まれる。クサビ部５１が差し
込まれることで，割り出しホイール７０周側面上には，基部シート１１と蓋シート１２と
の分離点６０が形成される。分離された蓋シート１２は，クサビ部５１と案内部８０の間
を通過し，案内部８０に案内されて，蓋シート収納室１１０へと送り込まれる。また，分
離された基部シート１１は，割り出しホイール７０に案内されて進行し，ブリスタ１１ａ
がエアピース５０の吸入口と対向する位置で一旦停止する。これにより，患者は，エアピ
ース５０を咥えて吸気することで，吸入口を介して，基部シート１１のブリスタ１１ａに
封入されていた薬剤を吸入することができる。上記した手順を繰り返すことで，薬剤保持
シート１０のブリスタ１１ａを１つずつ開封していくことができる。ブリスタ１１ａの開
封が進むにつれて，基部スプール３０に巻き付けられた基部シート１１の巻き径と，蓋ス
プール４０に巻き付けられた蓋シート１２の巻き径が拡大する。すなわち，図２に示され
た状態から，図３に示される状態へと徐々に移行していく。
【００４８】
　図５は，未使用の状態の薬剤保持シート１０が保持シート収納室９０に位置している状
態と，使用後の基部シート１１が基部シート収納室１００に位置している状態とを比較し
て示している。図５において，未使用の状態の薬剤保持シート１０は，破線によって示さ
れており，使用後の状態の基部シート１１は，実線によって示されている。ここにいう「
未使用の状態」とは，ブリスタ１１ａの全てが未開封の状態を意味し，「使用後の状態」
とは，前記ブリスタ１１ａの全てが開封された状態を意味している。図５に示されるよう
に，ブリスタ１１ａの全てが未開封である未使用の状態において，渦状に巻かれた薬剤保
持シート１０は，その一部が，基部シート収納室１００に位置している。他方，ブリスタ
１１ａの全てが開封された使用後の状態において，基部スプール３０に巻回された基部シ
ート１１は，その一部が，保持シート収納室９０に位置している。つまり，図５に示され
るように，未使用の状態の薬剤保持シート１０と，使用後の状態の基部シート１１とを比
較すると，一部が互いに重畳している。ブリスタ１１ａの開封が進むにつれて，保持シー
ト収納室９０に収納された薬剤保持シート１０の巻き径が徐々に小さくなる反面，基部シ
ート収納室１００に収納された基部シート１１の巻き径は徐々に大きくなる。このため，
保持シート収納室９０の中心と基部シート収納室１００の中心の距離を，両収納室が一部
重畳する程度に近づけることができる。このように，保持シート収納室９０の中心と基部
シート収納室１００の中心の距離を近づけることで，吸入デバイス全体の構成をコンパク
ト化できる。
【００４９】
　より詳しく説明すると，図５に示されるように，保持シート収納室９０に収納可能な最
長の薬剤保持シート１０を渦状に巻いた場合に，その渦から定義される最大の円径の半径
をＲ１とし，その最大の円径の中心点をＣ１とする。また，保持シート収納室９０に収納
可能な最長の薬剤保持シート１０を使用して，その基部シート１１を基部シート収納室１
００に導入して渦状に巻いた場合に，その渦から定義される最大の円径の半径をＲ２とし
，その最大の円径の中心点をＣ２とする。このとき，中心点Ｃ１から中心点Ｃ２までの直
線距離Ｄの値は，半径Ｒ１と半径Ｒ２の和よりも小さくなる（Ｄ＜Ｒ１＋Ｒ２）。例えば
，Ｒ１＋Ｒ２の値を１００％とした場合に，直線距離Ｄの値は，１０％～９５％，１５％
～７０％，又は２０％～５０％とすることが好ましい。このように，保持シート収納室９
０の中心と基部シート収納室１００の中心の距離を近づけることで，吸入デバイス全体の
構成をコンパクト化できる。
【００５０】
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（３．吸入デバイスの巻き上げ機構）
　続いて，図６から図９を参照して，吸入デバイスが備える，薬剤保持シートの巻上げ機
構について説明する。ただし，本発明の吸入デバイスは，以下に説明する巻上げ機構を備
えるものに限定されない。本発明の吸入デバイスは，適宜公知の巻上げ機構により，薬剤
保持シートを巻上げることができる。
【００５１】
　図６（ａ）は，吸入デバイス２００の外観を示した斜視図である。図６（ａ）は，吸入
デバイス２００を，図２及び図３に示した底板２１側から見たものである。図６（ａ）に
示されるように，吸入デバイス２００は，外装ケース２１０と，カバーレバー２２０を備
える。外装ケース２１０は，図２及び図３で示した内部構造を収納した筐体である。また
，カバーレバー２２０は，薬剤の吸入口を開閉する蓋部材である。外装ケース２１０とカ
バーレバー２２０は，共に，吸入デバイス２００の外殻を構成する。
【００５２】
　図６（ｂ）は，カバーレバー２２０を開いた状態の外観を示す斜視図である。図６（ｂ
）に示されるように，カバーレバー２２０を開くことで，マウスピース２３０が露出する
。マウスピース２３０は，薬剤の吸入口２３１を持つ。マウスピース２３０の吸入口２３
１は，図２及び図３に示したエアピース５０の開口部と連接している。このため，患者は
，エアピース５０の吸入口２３１を通じて吸気することで，薬剤保持シートに内封されて
いた薬剤を吸入することができる。マウスピース２３０は，外装ケース２１０に取付けら
れている。マウスピース２３０は，洗浄できるように，外装ケース２１０から取り外し可
能なものであることが好ましい。
【００５３】
　図６（ｃ）は，カバーレバー２２０単体を，裏側から見た状態を示す斜視図である。図
６（ｃ）に示されるように，カバーレバー２２０の回動支点の裏側には，凹凸状のレバー
ギア２２１が形成されている。このレバーギア２２１は，後述するセンターギアと噛合す
る。このため，カバーレバー２２０が，レバーギア２２１を回動支点として，開くことに
より，カバーレバー２２０の回転に伴って，センターギアが回転するようになっている。
【００５４】
　図７（ａ）は，上記カバーレバー２２０を取り外した状態を示す斜視図である。図６（
ｄ）に示されるように，図６に示されたカバーレバー２２０のレバーギア２２１と対面す
る位置には，センターギア２４０が設けられている。センターギア２４０は，外面凹凸２
４１を有する。上述したように，センターギア２４０の外面凹凸２４１は，カバーレバー
２２０が備えるレバーギア２２１と噛合する。このため，カバーレバー２２０が開くこと
により，その巻き上げ力が，センターギア２４０に伝達される。また，センターギア２４
０に形成された外面凹凸２４１は，いわゆるワンウェイクラッチとなっている。すなわち
，カバーレバー２２０が開くときには，レバーギア２２１とセンターギア２４０の外面凹
凸２４１が噛合して，レバーギア２２１と共にセンターギア２４０が回転するものの，カ
バーレバー２２０が閉じるときには，レバーギア２２１とセンターギア２４０の外面凹凸
２４１は噛合せず，センターギア２４０が回転しないようになっている。なお，レバーギ
ア２２１とセンターギア２４０が噛合することができるように，外装ケース２１０には，
センターギア２４０が位置する部分に，開口が設けられている。
【００５５】
　また，図７（ａ）には，センターギア２４０と係合して，センターギア２４０の回転を
停止させる巻き上げ停止爪２５０が示されている。巻き上げ停止爪２５０は，カバーレバ
ー２２０が，開かれたときに，センターギア２４０の周側面に設けられた側面凹凸２４２
と係合し，センターギア２４０の回転を停止させる。その後，カバーレバー２２０が，閉
じられると，巻き上げ停止爪２５０とセンターギア２４０の係合が解除される。このよう
に，巻き上げ停止爪２５０を設けることで，カバーレバー２２０を開いて，薬剤を吸入し
た後は，一度，カバーレバー２２０を閉じないと，センターギア２４０の巻き上げが出来
ないようにすることできる。これにより，患者が，誤って薬剤を連続吸入してしまうこと
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を防止する。
【００５６】
　図７（ｂ）は，外装ケース２１０の底部側のケースを取り外して，図２及び図３に示し
た基部スプール３０及び蓋スプール４０を回転させる回転駆動機構を露出させた状態を示
している。また，図７（ｃ）は，図７（ｂ）に示されたセンターギア２４０を裏側から見
た状態を示している。図７（ｂ）に示されるように，回転駆動機構には，センターギア２
４０，基部スプールギア２６０，及び蓋スプールギア２７０が含まれる。図（ｃ）に示さ
れるように，センターギア２４０は，カバーレバー２２０のレバーギア２２１と噛合する
表面凹凸２４１と，巻き上げ停止爪２５０と係合する側面凹凸２４２の他に，表面凹凸２
４１とは反対側の面に内側凹凸２４３を有している。センターギア２４０の内側凹凸２４
３は，基部スプールギア２６０及び蓋スプールギア２７０と噛合している。基部スプール
ギア２６０は，図２及び図３に示した基部スプール３０に連結しており，基部スプール３
０を回転させる。蓋スプールギア２７０は，図２及び図３に示した蓋スプール４０に連結
しており，蓋スプール４０を回転させる。これにより，センターギア２４０が回転するこ
とにより発生する巻き上げ力は，内側凹凸２４３を介して，基部スプールギア２６０及び
蓋スプールギア２７０に伝達されて，基部スプール３０及び蓋スプール４０を回転させる
。また，外装ケース２１０内に配置された底板２１には，センターギア２４０の逆回転を
防止するために，センターギア２４０の側面凹凸２４２と係合する逆転止め爪２１ａが形
成されている。
【００５７】
　また，吸入デバイスは，センターギア２４０の回転を停止させるロック機構を備える。
ロック機構には，センターギア２４０の側面凹凸２４２に係合する巻き上げ停止爪２５０
と，巻き上げ停止爪２５０をセンターギア２４０の方向に向けて付勢するロッカーアーム
２８０が含まれる図８は，外装ケース２１０内に配置された底板２１を取り外した状態を
示す斜視図である。特に，図８（ａ）は，巻き上げ停止爪２５０により，センターギア２
４０がロックされた状態を示している。また，図８（ｂ）は，ロッカーアーム２８０を裏
面側から見た状態を示している。さらに，図８（ｃ）は，割り出しホイール７０単体を抽
出して示している。また，図８（ｄ）は，巻き上げ停止爪２５０によるセンターギア２４
０のロックが，解除された状態を示している。
【００５８】
　図８（ａ）に示されるように，巻き上げ停止爪２５０は，ロッカーアーム２８０とセン
ターギア２４０の間に位置する。巻き上げ停止爪２５０は，ロッカーアーム２８０により
付勢されている状態において，その爪の先端が，センターギア２４０の側面凹凸２４２に
係合する。従って，巻き上げ停止爪２５０は，センターギア２４０の回転を停止させるこ
とができる。
【００５９】
　また，図８（ｂ）に示されるように，ロッカーアーム２８０は，押圧部２８１と，突起
部２８２と，スプリング部２８３と，レバー部２８４を含み，これらの要素が一体となっ
た部材である。押圧部２８１は，巻き上げ停止爪２５０に当接して，巻き上げ停止爪２５
０に押圧力を加える。突起部２８２は，押圧部２８１の裏面側に設けられ，後述する割り
出しホイール７０のロック溝７２に嵌り込む。スプリング部２８３は，押圧部２８１を上
げ停止爪２５０の方向への付勢するための付勢力を発生させる。レバー部２８４は，カバ
ーレバー２２０が閉じられたときに，押圧部２８１を後退させて，巻き上げ停止爪２５０
に対する押圧を解除する。
【００６０】
　また，図８（ｃ）に示されるように，割り出しホイール７０には，基部シート１１のブ
リスタ１１ａが嵌り込むポケット部７１の他に，ロッカーアーム２８０の突起部２８２が
嵌り込むロック溝７２が，その回転方向に沿って複数個形成されている。
【００６１】
　ここで，ロック機構の動作について説明する。まず，患者が，カバーレバー２２０を開
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くと，ロック状態となる。図８（ａ）に示されるように，ロック状態にあっては，ロッカ
ーアーム２８０の突起部２８２が，割り出しホイール７０のロック溝７２に嵌り込んでお
り，スプリング部２８３の付勢力を受けて，押圧部２８１が，巻き上げ停止爪２５０を押
圧している。巻き上げ停止爪２５０は，押圧されることにより，爪の先端が，センターギ
ア２４０の側面凹凸２４２に係合し，センターギア２４０の回転をロックする。
【００６２】
　患者は，センターギア２４０がロックされた状態で，薬剤を吸入する。その後，患者は
，カバーレバー２２０を閉じる。
【００６３】
　カバーレバー２２０が閉じられると，カバーレバー２２０によって，ロッカーアーム２
８０のレバー部２８４が，図８（ｄ）に示す矢印の方向に押し込まれる（図８参照）。す
ると，図８（ｄ）に示されるように，ロッカーアーム２８０の突起部２８２が，割り出し
ホイール７０のロック溝７２から外れると共に，押圧部２８１が後退し，巻き上げ停止爪
２５０に対する押圧が解除される。さらに，押圧部２８１が後退したことにより，巻き上
げ停止爪２５０が，センターギア２４０の側面凹凸２４２から外れる。これにより，セン
ターギア２４０は，回動可能な状態となる。その後，患者が，再度，カバーレバー２２０
を開くことにより，センターギア２４０が回転し，ギア回転機構を介して，薬剤保持シー
トの巻取りが可能になる。
【００６４】
　図９は，吸入デバイス２００のカウンターダイアルの連動機構を示している。図９は，
吸入デバイスの内部機構を天板側から見た状態を示す斜視図である。図９に示されるよう
に，吸入デバイスの内部には，リング上のカウンターダイアル２９０が装備されている。
図示は省略されているが，カウンター２９０の表面には，使用回数を示す「数字」等が記
入されている。また，カウンターダイアル２９０の内周面側には，凹凸が形成されている
。他方，図９に示されるように，割り出しホイール７０は，カウンターダイアル２９０の
凹凸と噛合するカウンターギア７３を有している。このため，割り出しホイール７０が回
転に連動して，カウンターダイアル２９０も回転するようになっている。このように，割
り出しホイール７０が所定量回転することで，カウンターダイアル２９０も所定量回転す
るため，カウンター２９０記入された数字が移動する。例えば，吸入デバイスの天面側に
，カウンターダイアル２９０の数字を覗きこむための窓部を設けておくことにより，患者
は，カウンターダイアル２９０の数字を見て，薬剤保持シートの使用回数や，残薬数を確
認することができる。
【００６５】
　以上，本願明細書では，本発明の内容を表現するために，図面を参照しながら本発明の
好ましい実施形態を説明した。ただし，本発明は，上記実施形態に限定されるものではな
く，本願明細書に記載された事項に基づいて当業者が自明な変更形態や改良形態を包含す
るものである。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は，薬剤の吸入デバイスに関する。従って，本発明は，例えば製薬産業において
利用されうる。
【符号の説明】
【００６７】
１０…薬剤保持シート　　１１…基部シート　　１１ａ…ブリスタ　　１２…蓋シート
２０…吸入デバイス　　２１…底板　　２３…側板　　２４…第１内壁　　２５…第２内
壁　　２６…切欠き　　３０…基部スプール　　４０…蓋スプール　　６０…分離点　　
５０…エアピース　　５１…クサビ部　　５２…突起部　　７０…割り出しホイール　　
７１…ポケット部　　７２…ロック溝　　７３…カウンターギア　　８０…案内部　　９
０…保持シート収納室　　１００…基部シート収納室　　１１０…蓋シート収納室　　１
２０…割り出しホイール収納室



(16) JP 5350530 B1 2013.11.27

10

２００…吸入デバイス　　２１０…外装ケース　　２２０…カバーレバー　　２２１…レ
バーギア　　２３０…マウスピース　　２３１…吸入口　　２４０…センターギア　　２
４１…外面凹凸　　２４２…側面凹凸　　２４３…内面凹凸　　２５０…巻き上げ停止爪
　　２６０…基部スプールギア　　２７０…蓋スプールギア　　２８０…ロッカーアーム
　　２８１…押圧部　　２８２…突起部　　２８３…スプリング部　　２８４…レバー部
【要約】　　　（修正有）
【課題】基部シートと蓋シートを簡単に分離させることが可能なシンプルな構造の吸入デ
バイスを提供する。
【解決手段】薬剤保持シート１０の基部シート１１から蓋シート１２を引き剥がすことが
可能な吸入デバイス２０である。吸収デバイス２０は，基部シート１１が巻き付けられる
基部スプール３０と，蓋シート１２が巻き付けられる蓋スプール４０と，蓋シート１２が
分離した基部シート１１のブリスタに対向する位置に設けられ薬剤が通過する吸入口を持
つエアピース５０と，を備える。本発明において，エアピース５０は，蓋シート１２が基
部シート１１から分離する分離点６０において，基部シート１１と蓋シート１２との間に
差し込まれるクサビ部５１を有する。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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