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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬品組成物を投与するための剤型において、
　前記医薬品組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、
　前記医薬品組成物における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、
　貫通可能な皮膜を備えている投薬ブリスターチャンバと、を備えた剤型であって、
　前記剤型が、
　前記第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物が、前記第２の用量ブリスターチャ
ンバにおける内容物と混合することを阻止する第１の剥離シールと、
　前記第２のチャンバにおける内容物が、前記投薬チャンバと混合することを阻止する第
２の剥離シールと、
　前記全てのチャンバの外周を取り囲む永久シールと、をさらに備えており、
　前記第１および第２の剥離シールが、前記永久シールに比して弱い粘着性を有しており
、このために、第１および第２の剥離シールが、永久シールに比して、著しく弱い圧力の
下で剥離するようになっている、剤型。
【請求項２】
　医薬品組成物を投与するための剤型において、
　前記医薬品組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、
　前記医薬品組成物における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、
　貫通可能な皮膜を備えている投薬ブリスターチャンバと、
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　１つまたは複数の追加的な用量ブリスターチャンバとを備えた剤型であって、
　これらのチャンバのそれぞれが、前記医薬品組成物における別の成分を含んでおり、さ
らに、剥離シールによって、他の全ての用量ブリスターチャンバから分離されており、
　前記医薬品組成物の成分のそれぞれが、粉末状または液状であり、ただし、少なくとも
１つの成分が液状であり、
　前記剤型が、
　前記第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物が、前記第２の用量ブリスターチャ
ンバにおける内容物と混合することを阻止する第１の剥離シールと、
　前記第２のチャンバにおける内容物が、前記投薬チャンバと混合することを阻止する第
２の剥離シールと、
　前記全てのチャンバの外周を取り囲む永久シールと、をさらに備えており、
　前記第１および第２の剥離シールが、前記永久シールに比して弱い粘着性を有しており
、このために、第１および第２の剥離シールが、永久シールに比して、著しく弱い圧力の
下で剥離するようになっている、剤型。
【請求項３】
　前記投薬ブリスターチャンバが、貫通デバイスを有しており、
　この貫通デバイスが、ほぼ中空の細長い部材であり、ベース端部と、このベース端部の
反対側の貫通チップとを有しているとともに、排出ノズルを形成しており、
　この貫通デバイスが、前記ベース端部上またはその近傍に、１つまたは複数の進入開口
部を有しているとともに、１つまたは複数の進入ポートと排出ノズルとの間の流体接続を
実現する内部導管を備えており、
　この内部導管の表面が、前記貫通デバイスを介して強制的に送られる流体のスプレーパ
ターンおよび液滴サイズを制御するための構造特性を有している、請求項１または２に記
載の剤型。
【請求項４】
　１つまたは複数の追加的な用量ブリスターチャンバをさらに備えており、これらのチャ
ンバのそれぞれが、前記医薬品組成物における別の成分を含んでおり、さらに、剥離シー
ルによって、他の全ての用量ブリスターチャンバから分離されている、請求項１または３
に記載の剤型。
【請求項５】
　前記構造特性が、等高段差、ステップ、丸溝ひだ、肋材、くびれ、またはこれらの組み
合わせを含んでいる、請求項３に記載の剤型。
【請求項６】
　前記１つまたは複数の進入開口部が、１つまたは複数の９０°ベンドを有する、前記投
薬ブリスターチャンバの内部から前記内部導管への流体経路を提供している、請求項３に
記載の剤型。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の進入ポートおよび構造特性が、前記貫通デバイスを介して強制的
に送られる流体の内部に渦を形成している、請求項３に記載の剤型。
【請求項８】
　前記医薬品組成物の成分のそれぞれが、粉末状または液状であり、ただし、少なくとも
１つの成分が液状である、請求項１～４のいずれか１項に記載の剤型。
【請求項９】
　前記医薬品組成物における少なくとも１つの成分が、凍結乾燥された活性薬剤である、
請求項１または２に記載の剤型。
【請求項１０】
　２つ以上の用量ブリスターチャンバが、前記医薬品組成物における同一の成分を含む部
分を有している、請求項１～４のいずれか１項に記載の剤型。
【請求項１１】
　全ての用量ブリスターチャンバが、同一の医薬品組成物を含む部分を有している、請求
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項１～４のいずれか１項に記載の剤型。
【請求項１２】
　前記医薬品組成物が、人間に対して投薬するためのものである、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の剤型。
【請求項１３】
　前記医薬品組成物が、人間以外の動物に対して投薬するためのものである、請求項１～
４のいずれか１項に記載の剤型。
【請求項１４】
　投薬デバイスによる連続的な投薬にかかるように構成されている、請求項１～４のいず
れか１項に記載の剤型を複数備えている用量ストリップ。
【請求項１５】
　前記投薬ブリスターが、前記剤型の製造時および使用時に、前記貫通デバイスを適切な
位置に支持および保持するために、少なくとも前記貫通デバイスのベース端部に適合して
いる、請求項３に記載の剤型。
【請求項１６】
　使用時に、前記貫通可能な皮膜のかけらの生成を抑制するため、および、貫通された皮
膜が前記貫通チップにおける外側の壁をシールすることを促進するために、この貫通可能
な皮膜が、切れ目を付けられることによって弱められている、請求項１～４のいずれか１
項に記載の剤型。
【請求項１７】
　前記用量ブリスターチャンバを前記投薬ブリスターチャンバから分離している前記剥離
シールが、用量ブリスターチャンバの内容物の混合を促進するような構造特性を備えてい
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の剤型。
【請求項１８】
　前記構造特性が、１つまたは複数の曲線、蛇行形状、くびれ、またはこれらの組み合わ
せを備えている、請求項１７に記載の剤型。
【請求項１９】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の剤型であって、１つまたは複数のプランジャーを
有する投薬デバイスにおいて使用されるように設計されている剤型において、
　これらのプランジャーが、
　前記複数の用量ブリスターチャンバの間の剥離シールを剥離するように、および、これ
らの用量ブリスターチャンバの内容物が混合されることを可能とするために、これらの用
量ブリスターチャンバを圧迫するステップと、
　前記貫通チップを推進して前記皮膜を通過させるために、前記投薬チャンバを圧迫する
ステップと、
　前記投薬ブリスターチャンバから前記用量ブリスターチャンバを分離している剥離シー
ルを剥離するため、および、混合された医薬品組成物を、前記貫通デバイスを介して前記
排出ノズルから外に吐出するために、前記用量ブリスターチャンバをさらに圧迫するステ
ップと、
を実行するようになっている、剤型
【請求項２０】
　医薬品組成物を投与するための剤型において、
　前記医薬品組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、
　前記医薬品組成物における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、
　貫通可能な皮膜を備えている投薬ブリスターチャンバと、を備えた剤型であって、
　前記剤型が、
　前記第１の用量ブリスターチャンバを前記第２の用量ブリスターチャンバから分離して
いる防湿性皮膜と、
　前記用量ブリスターチャンバの内容物が、前記投薬チャンバと混合することを阻止する
剥離シールと、
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をさらに備えている剤型。
【請求項２１】
　３つの層を有するシート材を有しており、これらの３つの層が、
　前記剤型の皮膜層を形成している、高い防湿性を有する材料である第１の外層と、
　前記第１の用量ブリスターチャンバの隔壁を形成しているとともに、前記第１の用量ブ
リスターチャンバにおける内容物を、前記第２の用量ブリスターチャンバにおける内容物
から分離している、高い防湿性を有する材料である内層と、
　前記第２の用量ブリスターチャンバおよび前記投薬ブリスターチャンバの隔壁を形成し
ている、柔軟性のある隔壁材料である第２の外層と、
を備える、請求項２０に記載の剤型。
【請求項２２】
　前記第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物を前記第２の用量ブリスターチャン
バにおける内容物から分離している高い防湿性を有する材料が、前記用量ブリスターチャ
ンバに圧力が印加されたときに特定の位置に裂け目が生じるように、薄くなっているか、
または、切れ目が付けられている、請求項２１に記載の剤型。
【請求項２３】
　前記高い防湿性を有する材料を貫通するため、および、前記用量ブリスターチャンバに
十分な圧力が印加されたときに、これらの用量ブリスターチャンバの内容物が混合される
ことを可能とするために、１つの用量ブリスターチャンバ内に、貫通デバイスが配置され
ている、請求項２０に記載の剤型。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する出願の相互参照
　適用なし。
連邦政府による資金提供を受けた研究または開発に関する記述
　適用なし。
【背景技術】
【０００２】
　スプレーまたはミストの投与による投薬方法が最も効果的となる、または最も使いやす
くなるような、薬物およびワクチンの数が増大している。スプレーまたはミスト状の制御
された医薬品量を、ユーザの鼻、目、耳、肺または喉に投与するための、または、活性薬
剤を局所的に投与するための、さまざまなデバイスが知られている。液状製剤、または粉
末製剤を投与するためのさまざまなデバイスは、押しつぶすことの可能なアンプル内、ブ
リスター内、または他の剤型内に保持されている、一定量の医薬品組成物を含んでいる。
この剤型は、使用の際、この剤型に孔をあけて内容物を解放するために、穿孔デバイスに
押しつけられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前処理された剤型は、一定の用量を保存し、そして必要に応じて搬送するために便利な
方法である。しかしながら、全ての薬物を、使用する前に、この方法で保存することが可
能なわけではない。例えば、特定の活性薬剤は、液体キャリアと組みあわせたときに不安
定となる。また、特定の活性薬剤は、投薬の直前に混合することが必要である。タンパク
薬物およびワクチンを含む、多くの薬物は、凍結乾燥製剤内においてより安定化する可能
性があり、また、最適な活性化のために、使用の直前に水和する必要のある可能性もある
。
【０００４】
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　したがって、一定の用量の活性薬剤を保存および投与するためのデバイスであって、そ
の内部において薬剤の成分を個別のチャンバ内に保存することが可能であるとともに、使
用の直前に、これらを液体または別の活性薬剤と混合することの可能なデバイスが必要で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、人間または人間以外の動物に対して、所望される容積およびスプレー形状を
有するストリーム、液滴、スプレーまたはミストを投与する投与デバイスにおいて使用す
るための、薬物または医薬品の剤型を提供する。この剤型は、例えば、医薬品組成物また
は医療用組成物における一定の用量を、ユーザの鼻腔、目、口、耳、肺内、喉内または局
所的な位置に対して投与するために使用することの可能なものである。好ましい実施形態
では、粉末状の薬剤または凍結乾燥された薬剤などの流体または固体を含んでいる所定量
の医薬品組成物または医療用組成物が、アンプルすなわちブリスター剤型内に含まれてい
るか、または、その内部で生成される。このブリスター剤型は、貫通メカニズムに対して
剤型を推進するために十分な力を有するプランジャーによって破壊される。これにより、
剤型が貫通され、剤型から液体または固体の内容物が、投与チャネルを介して、ユーザに
向けられているスプレー内に強制的に送られる。所定量とは、たいていの場合、薬物また
は医薬品組成物または医療用組成物における１回分の用量のことであり、特定の実施形態
では、処方用量のことである。１回分の用量の投薬が２回以上のスプレーによってなされ
る場合には、流体または固体の剤型における所定量は、１回分の用量の一部であってもよ
い。
【０００６】
　本開示においては、粉末状、凍結乾燥された形状、または液状で投与することの可能な
全ての医薬品が想定されている。この医薬品は、抗生物質、解熱剤、抗炎症薬、バイオジ
ェネリック薬、ビタミン、共同因子、酵素、阻害物質、活性化因子、栄養素、ＤＮＡを用
いた死滅ウイルスまたは生ウイルス、または微生物を含むワクチン、核酸、タンパク質、
ペプチド、抗毒素、ペプチド模倣薬、または、この技術分野において既知の他の薬剤また
は医薬品組成物含んでいるが、これらに制限されるわけではない。医薬品組成物は、液体
、粉末、凍結乾燥された薬剤、またはこれらの任意の組み合わせの形状となっており、１
つまたは複数の活性薬剤を含んでいる。この活性薬剤については、必要に応じて、薬学的
に受け入れ可能なキャリア、溶媒、希釈剤、保存料、界面活性剤、塩、アジュバント、粘
着性薬剤、バッファ、キレート剤、または当業者にとって既知の他の含有物と、結合また
は混合してもよい。
【０００７】
　好ましい実施形態では、用量が、被験者に対して投薬または投与されることを意図され
ている場合、好ましい薬剤（例えば、マトリックス材、治療用の薬剤、活性薬剤、可塑剤
、界面活性剤、および、本開示における機能的な賦形剤）は、薬学的に受け入れ可能な材
料である。本明細書で使用されている、「薬学的に受け入れ可能なキャリア」または「薬
学的に受け入れ可能な材料」は、ありとあらゆる溶媒、分散媒体、被覆剤、抗菌性および
抗真菌性の薬剤、等浸透圧性および遅延吸収性の薬剤、吸収増大性の薬剤などを含んでい
る。医薬用の活性薬剤に関する上記のような薬剤および媒体を使用することは、この技術
分野においては周知のことである。任意の従来の媒体または薬剤が活性薬剤と混合するこ
とのできないものである場合を除いて、その治療用の組成物内での使用が想定されている
。補助的な活性薬剤を、組成物に組み込むことも可能である。「薬学的に受け入れ可能な
」という表現は、また、人間または動物に対して投薬されたときに、アレルギー性または
それに類似の有害反応を生成しない、分子的実体および組成物のことも指す。
【０００８】
　この本開示を、以下に示す剤型のような、特定の実施形態において説明することも可能
である。この剤型は、医薬品組成物を投与するための剤型において、医薬品組成物におけ
る第１の成分を含んでいる第１の用量チャンバと、医薬品組成物における第２の成分を含
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んでいる第２の用量チャンバと、貫通可能な皮膜を備えている投薬チャンバと、を備えた
剤型である。第２の用量チャンバと投薬チャンバとは、２つの分離されたチャンバであっ
てもよいし、また、同一のチャンバであってもよい。貫通可能な皮膜は、貫通メカニズム
または貫通デバイスによって貫通されるように設計されている、皮膜の一部である。この
貫通可能な皮膜は、使用時に貫通される際、この皮膜のかけらの生成を抑制するため、お
よび、貫通された皮膜が貫通チップにおける外側の壁をシールすることを促進するために
、切れ目を付けられること、または薄くすることによって弱められているエリアを含んで
いてもよい。この剤型は、さらに、シール、例えば第１の剥離シールを備えている。この
第１の剥離シールは、第１の用量チャンバにおける内容物が、第２の用量チャンバにおけ
る内容物と混合することを阻止する。また、この剤型は、第２のチャンバにおける内容物
が投薬チャンバと混合することを阻止する、第２の剥離シールを備えてもよい。この剤型
は、さらに、全てのチャンバの外周を取り囲む永久シールを備えてもよい。この場合、第
１および第２の剥離シールは、永久シールに比して弱い粘着性を有しており、このために
、第１および第２の剥離シールが、永久シールに比して、著しく弱い圧力の下で剥離する
ようになっている。
【０００９】
　本明細書で使用されている、「用量チャンバ」という用語は、「用量ブリスターチャン
バ」という用語を包含するものであるが、最終的な医薬品組成物の成分または一部を含ん
でいる、開示されている剤型の区画を指している。用量チャンバは、投薬時または投薬の
直前にチャンバの内容物が結合されるときに、最終的な医薬品組成物を形成するために他
の成分と混合される、液体または固体の組成物を含むことが可能である。「投薬チャンバ
」という用語は、「投薬ブリスターチャンバ」という用語を包含するものであるが、貫通
可能な皮膜を含んでいるとともに、内部的な貫通メカニズムを備えることの可能なチャン
バを指している。剥離ゾーンは、チャンバに圧力が印加されたときに、チャンバの内容物
が混合可能となるように、裂けるか、または剥離するように設計されているシールである
。
【００１０】
　この開示における特定の剤型は、剥離ゾーンによって、または、特定の実施形態では、
例えばアルミフォイルなどの高い防湿性を有する材料によって分離された、２つの用量チ
ャンバを有している。実施形態は、さらに、３つ、４つ、５つ、またはそれ以上の用量チ
ャンバを有する剤型を含んでいる。これら全てのチャンバの内容物は、投与される医薬品
組成物として混合される。これらのチャンバは、任意に組みあわせられた液体または固体
を含むことが可能であるが、好ましい実施形態では、最終的な医薬品組成物は、液状であ
る。特定の実施形態では、１回分の用量の容積が、単一の用量チャンバ内に収容できない
ほど大きい場合には、１つまたは複数の用量チャンバ、または全ての用量チャンバさえも
が、同一の組成物または、同一の組成物におけるアリコート部分を含むことが可能である
。この開示における１つの態様では、貫通デバイスによって貫通することの可能な、また
は圧力によって破裂させることの可能な剥離ゾーンまたは皮膜によって、用量チャンバが
、蓄積中に、互いに分離され、これにより、投与デバイス内においてチャンバに圧力が印
加されたときに、障害物が除去され、さらに、最終的な剥離または計画的な皮膜の不具合
によって、完成された組成物が、治療部位に対する排出のための投薬チャンバに進入する
ことが可能となる。
【００１１】
　特定の実施形態では、投薬チャンバは、内部的な貫通デバイスを備えている。開示され
ているデバイスについては、投与デバイスの一部である、外部的な貫通メカニズムを用い
て使用されるように設計することも可能である、ということが理解されている。上記の内
部的な貫通デバイスは、剤型に対して、その製造に関する、および、医薬品組成物がノズ
ルを介して投薬されるまでの投薬ノズルの無菌性の維持に関する、複数の重要な利点を提
示する。好ましくは、この内部的な貫通デバイスは、一体的な貫通器ノズル投薬システム
である。
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【００１２】
　したがって、この開示における剤型は、特定の実施形態においては、貫通デバイスを有
する投薬ブリスターチャンバを備えるように説明されている。この貫通デバイスは、ほぼ
中空の細長い部材であり、ベース端部と、このベース端部の反対側の貫通チップとを有し
ているとともに、排出ノズルを形成している。特定の実施形態では、剤型の製造時および
使用時に、貫通デバイスを適切な位置に支持および保持するために、投薬ブリスターが、
少なくとも貫通デバイスのベース端部に適合している。この貫通デバイスは、ベース端部
上またはその近傍に、１つまたは複数の進入開口部を有しているとともに、１つまたは複
数の進入ポートと排出ノズルとの間の流体接続を実現する内部導管を備えており、この内
部導管の表面が、貫通デバイスを介して強制的に送られる流体のスプレーパターンおよび
液滴サイズを制御するための構造特性（例えば、等高段差、ステップ、丸溝ひだ、肋材、
くびれ、あるいはこれらの組み合わせ）を有している。この開示における別の態様では、
進入開口部が、１つまたは複数の９０°ベンドを有する、投薬ブリスターチャンバの内部
から内部導管への流体経路を提供し、さらに、貫通デバイスを介して流体が強制的に送ら
れるときに、直角の方向転換と内部導管の構造特性との組み合わせが、その流体の内部に
渦を形成している。
【００１３】
　特定の医薬品組成物は、投薬の前に、追加的な混合を必要とする可能性があることがわ
かっている。これは、最終的な排出ステップの前に、ユーザが投与デバイスを振動するこ
とによって達成することが可能であり、または、最終的な剥離ゾーンの構造によって実現
することも可能である。例えば、この開示における特定の実施形態は、用量ブリスターチ
ャンバを投薬ブリスターチャンバから分離している剥離シールであって、用量ブリスター
チャンバの内容物の混合を促進するような構造特性を備えている剥離シールを有している
。好ましい構造は、１つまたは複数の曲線、蛇行形状、くびれ、またはこれらの組み合わ
せを備えている、が、これらに制限されるわけではない。この混合については、貫通ノズ
ルの構造によって達成することも可能である。例えば、このノズル構造は、さらに、解放
された流体または粉末の速度、圧力、パターン、分布、方向、およびプルーム形状を制御
することも可能である。
【００１４】
　したがって、特定の実施形態では、この開示を、「特定の容積を有する剤型から、流体
または固体の組成物を、制御されたスプレーパターンおよび液滴サイズで投薬するための
貫通ノズル」として説明してもよい。このノズルは、進入端部および排出端部を有する実
質的に細長い部材、進入端部と排出端部とを流体接続で接続する内部的なチャネル、進入
端部における１つまたは複数の進入開口部、排出端部における排出用開口部、および、ノ
ズルを介して強制的に送られる流体のスプレーパターンおよび液滴サイズを制御するため
の、内部チャンバの表面の構造、を備えている。進入ポートは、１つまたは複数の直角の
方向転換を含む、内部チャネルに向かう流体経路を提供するように設計されている。この
進入ポートについては、また、液体または固体の組成物がこのポートを介して強制的に送
られるときに、この組成物内に渦を生成するように設計することも可能である。内部チャ
ネル内の構造は、さらに、ステップ、丸溝ひだ、肋材、くびれ、等高段差、および、所望
される液滴サイズおよびスプレー形状を生成するための関連する構造を備えることが可能
であるが、これらに制限されるわけではない。特定の実施形態では、貫通チップを、細長
い部材における排出端部（または進入端部）に配置してもよい。この貫通ノズルを、剤型
内に備えることも可能である。したがって、この開示は、上記の貫通ノズルおよび医薬品
組成物を備えた剤型を含んでいる。
【００１５】
　特定の実施形態では、本開示を、内部的に貫通される剤型として説明することも可能で
ある。この剤型は、実質的にドーム型の柔軟性のあるブリスター、このドーム型のブリス
ターのベースに対してシールされている、ほぼ円形の貫通可能な表面、および、上述した
貫通ノズルおよび液状組成物を含んでいる内部チャンバ、を備えている。特定の実施形態
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では、貫通ノズルは、ベースおよび貫通端部を有している。この構成では、ベースは、ド
ーム型のブリスターに取り付けられており、貫通端部は、貫通可能な表面に隣接している
。
【００１６】
　この開示には、特定のタイプの投与デバイスとともに剤型を使用することを可能とする
ような、特定の態様が含まれている。すなわち、特定の実施形態では、開示されている任
意の剤型を、連続的な投薬のために、ストリップまたはディスク上に製造することが可能
である。この手法では、１つのパッケージ内に、多数の用量を含めることが可能である。
剤型は、さらに、以下のステップを実行する投与デバイスとともに使用するように設計さ
れている。これらのステップとは、複数の用量ブリスターチャンバの間の剥離シールを剥
離するように、および、これらの用量ブリスターチャンバの内容物が混合または結合され
ることを可能とするために、これらの用量ブリスターチャンバを圧迫するステップ、貫通
チップを推進して皮膜を通過させるために、投薬チャンバを圧迫するステップ、および、
投薬ブリスターチャンバから用量ブリスターチャンバを分離している剥離シールを剥離す
るため、および、混合または結合された医薬品組成物を、貫通デバイスを介して排出ノズ
ルから外に吐出するために、用量ブリスターチャンバをさらに圧迫するステップ、である
。
【００１７】
　本開示における他の実施形態は、医薬品組成物を投与するための剤型において、医薬品
組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、医薬品組成物
における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、貫通可能な皮膜、圧
力によって破裂可能な皮膜、または、機械的に弱められた皮膜を備えている投薬ブリスタ
ーチャンバと、を備えた剤型である。この剤型は、さらに、第１の用量ブリスターチャン
バを第２の用量ブリスターチャンバから分離している防湿性皮膜と、用量ブリスターチャ
ンバの内容物が投薬チャンバと混合することを阻止する剥離シールと、を備えている。好
ましい実施形態では、この剤型は、シート材から形成されている。このシート材は、２つ
の外層および１つの内層を有するサンドイッチ形状の、３つの層を有している。第１の外
層は、好ましくは、剤型の皮膜層を形成している、高い防湿性を有する材料であり、内層
も、高い防湿性を有する材料である。この材料は、第１の用量ブリスターチャンバの隔壁
を形成しているとともに、第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物を、第２の用量
ブリスターチャンバにおける内容物から分離している。さらに、第２の外層は、第２の用
量ブリスターチャンバおよび投薬ブリスターチャンバの隔壁を形成している、柔軟性のあ
る隔壁材料である。特定の実施形態では、第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物
を第２の用量ブリスターチャンバにおける内容物から分離している高い防湿性を有する材
料を、用量ブリスターチャンバに圧力が印加されたときに特定の位置に裂け目が生じるよ
うに、薄くするか、または、この材料に切れ目を付けることが可能である。代替的な実施
形態では、高い防湿性を有する材料を貫通するため、および、用量ブリスターチャンバに
十分な圧力が印加されたときに、これらの用量ブリスターチャンバの内容物が混合される
ことを可能とするために、１つの用量ブリスターチャンバ内に、貫通デバイスを配置する
ことも可能である。
【００１８】
　開示されている内部的に貫通される剤型については、さらに、剤型におけるより小さい
設置面積または直径を必要とする投薬デバイス（例えば、ユーザの鼻腔に実際に進入しな
ければならない鼻腔用の投薬デバイスなど）のために設計することも可能である。したが
って、特定の実施形態では、剤型のシールフランジを折り曲げるために、スエージ加工、
または加圧成形プロセスが使用され、著しく小さい直径のパッケージが生成される。
【００１９】
　したがって、この開示における特定の実施形態は、投薬の直前に２つ以上の成分が混合
される剤型を含んでいる。このような剤型は、皮膜および２つ以上のチャンバに分割され
ているブリスターを備えることが可能である。これらのチャンバは、シールによって分割
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されており、このシールは、ブリスターの全体の外周を取り囲んでいる主要なシールに比
して、弱い接着性を有している。この実施形態では、各チャンバは、混合される最終的な
用量における固体または液体部分を含み、好ましくは、最終的な混合物が液状となるよう
に、少なくとも１つのチャンバが液体を含んでいる。この実施形態における１つの態様で
は、１つのチャンバの内容物が、隣接するチャンバの内部に強制的に送られ、このチャン
バにおいて、２つの成分が混合される。これは、ブリスターの周囲にある主要な外周シー
ルは破らずにチャンバ間の接着力の弱いシールを破るために十分な力を、第１のチャンバ
に印加すること、および、この第１のチャンバを崩壊させて、その内容物を圧力によって
強制的に第２のチャンバに送ることによって、達成される。第２のチャンバについては、
混合する前における第２のチャンバの容積を最小化するために、逆さになった頂部を有す
る、柔軟性のあるブリスターまたは隔壁の材料から構成することが可能である。シールを
破り、第１のチャンバの内容物を第２のチャンバに強制的に送ることによって、チャンバ
の頂部が持ち上がり（または膨張して）、両方のチャンバの内容物を収容することが可能
となる。そして、貫通メカニズムを含んでいるまたは、このメカニズムに隣接している第
２のチャンバが、プランジャーによって破壊され、混合された組成物が投薬される。投薬
の前に成分を混合するための多数のチャンバを有する剤型については、中央のチャンバを
取り囲む、または部分的に取り囲む１つまたは複数のチャンバを有する、ほぼドーナツ型
の形状とすることが可能であり、または、これらを、隣接配列または積層配列に配置して
もよい。
【００２０】
　特定の実施形態では、剤型は、３つのチャンバを有することも可能である。この構成で
は、第１のチャンバが、第２のチャンバに含まれている液体または粉末と混合される、液
体または粉末を、好ましくは、少なくとも１つの成分が液体である状態で、含んでいる。
この実施形態では、剤型は、３つめの投薬チャンバを含んでおり、この投薬チャンバ内に
２つのチャンバの内容物が搬送され、その後に投薬される。３つのチャンバを有する混合
投薬器は、２つのプランジャーを備えることが可能である。第１のプランジャーは、貫通
メカニズムに衝突させて投薬チャンバを破壊し、用量の無菌性を損なうことなく、チャン
バから空気を解放する。他のプランジャーは、第１のチャンバを押圧し、これにより、第
１のチャンバの内容物が、剥離ゾーンを介して強制的に第２のチャンバに送られ、これら
の用量チャンバの内容物が、混合または結合される。第２のピストンが移動し続けている
ために、第１および第２のチャンバが完全に破壊される。そして、混合された組成物が、
強制的に投薬チャンバに送られ、これを介して、所望されるスプレーパターンで、排出ノ
ズルから外に排出される。成分の混合または結合と排出ノズルを介した組成物の排出との
間のステップは、急速に生じてもよく、または、排出よりも十分に前に成分を混合または
結合することを可能とするための遅延を含んでもよい。
【００２１】
　したがって、本開示を、剤型内において、投薬の前に混合される２つの成分からなる医
薬品組成物を投薬するための方法として説明することも可能である。この方法は、複数の
チャンバを有する剤型および投薬チャンバを準備するステップを含んでいる。この剤型で
は、破壊することの可能な第１のチャンバ内に第１の成分が含まれており、破壊すること
の可能な第２のチャンバ内に第２の成分が含まれている。そして、投薬チャンバは、内部
的な貫通メカニズムおよび排出口を有しおり、第１および第２のチャンバが、接着シール
によって分離されている。この方法は、さらに、破壊することの可能なチャンバを破壊す
るための、機械的な圧力を与えるステップを含み、これにより、接着シールが破られると
ともに、破壊することの可能なチャンバの内容物が強制的に一緒にされ、さらに、チャン
バの内容物が、貫通メカニズムを介して、排出口から外に強制的に排出される。なお、こ
の場合、好ましくは、少なくとも１つの成分が液体である。
【００２２】
　この開示の全体にわたって（文脈上、そうではないと指示されている場合でない限り）
、「ｃｏｍｐｒｉｓｅ（包含する）」という語句、またはその変化形（例えば、「ｃｏｍ
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ｐｒｉｓｅｓ」または「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」）は、「それを含むが、それに限られな
い」ということを意味するように理解される。このため、明確に述べられていない他の要
素であっても、含まれる可能性がある。さらに、文脈上、そうではないと指示されている
場合でない限り、「ａ」または「ｔｈｅ」という用語の使用は、単一の物または要素を意
味する可能性がある。または、それは、複数の物または要素、または、１つまたは複数の
物または要素を意味する可能性がある。
【００２３】
　本発明はまた、以下の項目を提供する。
（項目１）
　医薬品組成物を投与するための剤型において、
　上記医薬品組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、
　上記医薬品組成物における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、
　貫通可能な皮膜を備えている投薬ブリスターチャンバと、を備えた剤型であって、
　上記剤型が、
　上記第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物が、上記第２の用量ブリスターチャ
ンバにおける内容物と混合することを阻止する第１の剥離シールと、
　上記第２のチャンバにおける内容物が、上記投薬チャンバと混合することを阻止する第
２の剥離シールと、
　上記全てのチャンバの外周を取り囲む永久シールと、をさらに備えており、
　上記第１および第２の剥離シールが、上記永久シールに比して弱い粘着性を有しており
、このために、第１および第２の剥離シールが、永久シールに比して、著しく弱い圧力の
下で剥離するようになっている、剤型。
（項目２）
　１つまたは複数の追加的な用量ブリスターチャンバをさらに備えており、これらのチャ
ンバのそれぞれが、上記医薬品組成物における別の成分を含んでおり、さらに、剥離シー
ルによって、他の全ての用量ブリスターチャンバから分離されている、項目１に記載の剤
型。
（項目３）
　上記投薬ブリスターチャンバが、貫通デバイスを有しており、
　この貫通デバイスが、ほぼ中空の細長い部材であり、ベース端部と、このベース端部の
反対側の貫通チップとを有しているとともに、排出ノズルを形成しており、
　この貫通デバイスが、上記ベース端部上またはその近傍に、１つまたは複数の進入開口
部を有しているとともに、１つまたは複数の進入ポートと排出ノズルとの間の流体接続を
実現する内部導管を備えており、
　この内部導管の表面が、上記貫通デバイスを介して強制的に送られる流体のスプレーパ
ターンおよび液滴サイズを制御するための構造特性を有している、項目１に記載の剤型。
（項目４）
　上記構造特性が、等高段差、ステップ、丸溝ひだ、肋材、くびれ、またはこれらの組み
合わせを含んでいる、項目３に記載の剤型。
（項目５）
　上記１つまたは複数の進入開口部が、１つまたは複数の９０°ベンドを有する、上記投
薬ブリスターチャンバの内部から上記内部導管への流体経路を提供している、項目３に記
載の剤型。
（項目６）
　上記１つまたは複数の進入ポートおよび構造特性が、上記貫通デバイスを介して強制的
に送られる流体の内部に渦を形成している、項目３に記載の剤型。
（項目７）
　上記医薬品組成物の成分のそれぞれが、粉末状または液状であり、ただし、少なくとも
１つの成分が液状である、項目１または２に記載の剤型。
（項目８）
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　上記医薬品組成物における少なくとも１つの成分が、凍結乾燥された活性薬剤である、
項目１に記載の剤型。
（項目９）
　２つ以上の用量ブリスターチャンバが、上記医薬品組成物における同一の成分を含む部
分を有している、項目１または２に記載の剤型。
（項目１０）
　全ての用量ブリスターチャンバが、同一の医薬品組成物を含む部分を有している、項目
１または２に記載の剤型。
（項目１１）
　上記医薬品組成物が、人間に対して投薬するためのものである、項目１または２に記載
の剤型。
（項目１２）
　上記医薬品組成物が、人間以外の動物に対して投薬するためのものである、項目１また
は２に記載の剤型。
（項目１３）
　投薬デバイスによる連続的な投薬にかかるように構成されている、項目１または２に記
載の剤型を複数備えている用量ストリップ。
（項目１４）
　上記投薬ブリスターが、上記剤型の製造時および使用時に、上記貫通デバイスを適切な
位置に支持および保持するために、少なくとも上記貫通デバイスのベース端部に適合して
いる、項目３に記載の剤型。
（項目１５）
　使用時に、上記貫通可能な皮膜のかけらの生成を抑制するため、および、貫通された皮
膜が上記貫通チップにおける外側の壁をシールすることを促進するために、この貫通可能
な皮膜が、切れ目を付けられることによって弱められている、項目１または２に記載の剤
型。
（項目１６）
　上記用量ブリスターチャンバを上記投薬ブリスターチャンバから分離している上記剥離
シールが、用量ブリスターチャンバの内容物の混合を促進するような構造特性を備えてい
る、項目１または２に記載の剤型。
（項目１７）
　上記構造特性が、１つまたは複数の曲線、蛇行形状、くびれ、またはこれらの組み合わ
せを備えている、項目１６に記載の剤型。
（項目１８）
　項目１または２に記載の剤型であって、１つまたは複数のプランジャーを有する投薬デ
バイスにおいて使用されるように設計されている剤型において、
　これらのプランジャーが、
　上記複数の用量ブリスターチャンバの間の剥離シールを剥離するように、および、これ
らの用量ブリスターチャンバの内容物が混合されることを可能とするために、これらの用
量ブリスターチャンバを圧迫するステップと、
　上記貫通チップを推進して上記皮膜を通過させるために、上記投薬チャンバを圧迫する
ステップと、
　上記投薬ブリスターチャンバから上記用量ブリスターチャンバを分離している剥離シー
ルを剥離するため、および、混合された医薬品組成物を、上記貫通デバイスを介して上記
排出ノズルから外に吐出するために、上記用量ブリスターチャンバをさらに圧迫するステ
ップと、
を実行するようになっている、剤型
（項目１９）
　医薬品組成物を投与するための剤型において、
　上記医薬品組成物における第１の成分を含んでいる第１の用量ブリスターチャンバと、
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　上記医薬品組成物における第２の成分を含んでいる第２の用量ブリスターチャンバと、
　貫通可能な皮膜を備えている投薬ブリスターチャンバと、を備えた剤型であって、
　上記剤型が、
　上記第１の用量ブリスターチャンバを上記第２の用量ブリスターチャンバから分離して
いる防湿性皮膜と、
　上記用量ブリスターチャンバの内容物が、上記投薬チャンバと混合することを阻止する
剥離シールと、
をさらに備えている剤型。
（項目２０）
　３つの層を有するシート材を有しており、これらの３つの層が、
　上記剤型の皮膜層を形成している、高い防湿性を有する材料である第１の外層と、
　上記第１の用量ブリスターチャンバの隔壁を形成しているとともに、上記第１の用量ブ
リスターチャンバにおける内容物を、上記第２の用量ブリスターチャンバにおける内容物
から分離している、高い防湿性を有する材料である内層と、
　上記第２の用量ブリスターチャンバおよび上記投薬ブリスターチャンバの隔壁を形成し
ている、柔軟性のある隔壁材料である第２の外層と、
を備える、項目１９に記載の剤型。
（項目２１）
　上記第１の用量ブリスターチャンバにおける内容物を上記第２の用量ブリスターチャン
バにおける内容物から分離している高い防湿性を有する材料が、上記用量ブリスターチャ
ンバに圧力が印加されたときに特定の位置に裂け目が生じるように、薄くなっているか、
または、切れ目が付けられている、項目２０に記載の剤型。
（項目２２）
　上記高い防湿性を有する材料を貫通するため、および、上記用量ブリスターチャンバに
十分な圧力が印加されたときに、これらの用量ブリスターチャンバの内容物が混合される
ことを可能とするために、１つの用量ブリスターチャンバ内に、貫通デバイスが配置され
ている、項目１９に記載の剤型。

　以下に示す図面は、本明細書の一部を形成しているとともに、本発明の特定の態様をさ
らに明示するために備えられている。本発明については、これらの図面の１つまたは複数
を、ここに示されている特定の実施形態における詳細な説明と組みあわせて参照すること
によって、よりよく理解することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】内部的な貫通メカニズムを有する、剤型の実施形態を示す図である。
【図２】貫通メカニズムの実施形態を示す図である。
【図３】内容物を投薬する際における、内部的な貫通メカニズムを有する剤型の実施形態
を明示する図である。
【図４】内部的な貫通メカニズムを有する、剤型の実施形態を示す図である。
【図５】用量を投薬するためのデバイスの筐体内にある、図４の実施形態を示す図である
。
【図６】投薬の中間的なステップにおける、図５の剤型を示す図である。
【図７】排出時における、図５の剤型を示す図である。
【図８】２つの用量チャンバ、および、投与デバイスのプランジャーと相互作用する内部
的な貫通メカニズムを有する、剤型の断面図である。
【図９】投薬における第１のステップにある、図８に示した剤型の断面図である。
【図１０】投薬における中間的なステップにある、図８に示した剤型の断面図である。
【図１１】排出時における、図８に示した剤型の断面図である。
【図１２】多数の用量を順次的に投薬するためのストリップ上に配された、２つのチャン
バを有する用量における実施形態を示す図である。
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【図１３】投与デバイスのピストンと相互作用している、２つのチャンバを有する剤型に
おける実施形態を示す断面図である。
【図１４】投薬の第１のステージにおける、図１３に示した剤型の断面図である。
【図１５】図１３に示した剤型における、排出中の断面図である。
【図１６】製造時における剤型の斜視図である。
【図１７】投与デバイスにおいて使用するために円筒形に形成された、図１６に示した剤
型の斜視図である。
【図１８】投与デバイスの筐体内における、図１６に示した剤型の斜視図である。
【図１９】待機モードにある投与デバイスの筐体内における、図１６に示した剤型の断面
図である。
【図２０】投薬の第１のステップにおける、図１６に示した剤型の断面図である。
【図２１】排出時における、図１６に示した剤型の断面図である。
【図２２】多数の用量チャンバを有する剤型の斜視図である。
【図２３】待機モードにある投与デバイスの筐体内における、図２２に示した剤型の断面
図である。
【図２４】投薬の第１のステップにおける、図２２に示した剤型の断面図である。
【図２５】排出時における、図２２に示した剤型の断面図である。
【図２６】多数の用量を順次的に投薬するためのストリップ上に配された、図２２に示し
た剤型の斜視図である。
【図２７】高い防湿性を有する材料によって用量成分が分離されている、２つのチャンバ
を有する剤型の実施形態における断面図である。
【図２８】投薬の第１のステップにおける、図２７に示した剤型の断面図である。
【図２９】排出時における、図２７に示した剤型の断面図である。
【図３０】高い防湿性を有する材料によって用量成分が分離されているとともに、チャン
バの１つが貫通デバイスを備えている、２つのチャンバを有する剤型の実施形態における
断面図である。
【図３１】投薬の混合ステージにおける、図３０に示した剤型の断面図である。
【図３２】投薬の際に用量チャンバの内容物の混合を促進するような構造を提供している
最終的な剥離ゾーンを有する、剤型の実施形態における斜視図である。
【図３３】多数用量投薬器において使用するための、ブリスターストリップにおける斜視
図である。
【図３４】図３３に示したストリップの底面図である。
【図３５】トリム型の剤型における斜視図である。
【図３６】図３５に示した剤型の側面図である。
【図３７】剤型における外側の直径を小さくするためにリムをスエージ加工した後の、剤
型を示す図である。
【図３８】スエージ加工された剤型の側面図である。
【図３９】シールエリアの周囲にシール用の窪みを有する剤型を示す図である。
【図４０】図３９に示した剤型の実施形態における側面図である。
【図４１】図３９に示した剤型の実施形態における側面図である。
【図４２】図３９に示した剤型の実施形態における側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本開示における好ましい実施形態は、１つまたは複数の医薬用活性薬剤における一定の
用量と、剤型とを対象としており、上記剤型は、さらにこの剤型を貫通し、圧力下におい
て内容物を解放することができるように、貫通可能な部分を含む。この開示において「圧
力下」という表現を使用した場合には、この圧力は、一般的に、剤型自体の内部圧力では
なく、外部から印加される圧力であるということが理解される。一般的な操作においては
、プランジャー、レバー、ラム、ホイール、または他の機械的なデバイスは、貫通部材に
ぶつけて剤型をつぶすため、および、開口部から内容物を強制的に排出するために十分な
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力をもって、剤型に接触する。この貫通部剤については、例えば針のような外部的な貫通
部材とすることも可能であるし、または、剤型またはアンプル内に含めることも可能であ
る。この剤型は、例えば、フォーム・フィル・シール技術、または、ブロー・フィル・シ
ール技術などを含む、当業者に周知の方法を使用して生成することが可能なものである。
フォーム・フィル・シールのプロセスは、同一の装置において、医薬用の活性薬剤を充填
されて密閉またはシールされた、ブリスター（例えばブリスターパック）を、平らなシー
トまたはフィルムからなるロールから形成するために、使用できる。このプロセスは、空
洞およびリッディングを有するベースの形成を含んでいる。この空洞内には、医薬用の活
性薬剤、または、医薬用の活性薬剤と混合または結合してもよい薬剤が配置される。また
、上記のリッディングは、例えばフォイルからなり、これを介して薬剤がブリスターの外
部に投与されるものである。ブロー・フィル・シール技術は、機械の内部にある無菌の隔
離されたエリア内において、連続的なプロセスで、剤型を形成し、充填し、そしてシール
するステップを含んでいる。
【００２６】
　内部的な貫通部材を有する剤型の例が、図１に示されている。図１の剤型は、ブリスタ
ー剤型１であり、これは、ドーム型に形成された隔壁２、および、シールエリア４に沿っ
て隔壁２をシールしている皮膜３を備えている。このブリスター剤型１の内部にシールさ
れているものは、貫通ノズル５および液状組成物９である。
【００２７】
　図１の貫通ノズルは、図２にも示されている。貫通ノズル５におけるこの例は、先細り
になっている側面１０、および、進入ポート７と排出ポート１２とを接続する内部チャン
バ８を備えている。この内部チャンバ８は、内部の等高段差１１、および、内部チャンバ
８の内壁における他の構造を備えることが可能である。これらの等高段差および他の構造
は、流体または固体の薬剤９の流れに影響を及ぼすように設計されている。特定の薬物ま
たは特定の用途における必要性に応じて、スプレー状、ミスト状またはストリーム状の流
体または固体の薬剤を排出ポート１２から排出するための特定の用途に関しては、異なる
ノズル構造が形成される。
【００２８】
　使用中のブリスター剤型が図３に示されている。１回分の用量の投薬が実行されるとき
には、剤型は、特定の部位（例えばユーザの目、耳、鼻、口、肺または皮膚など）に医薬
品を投与するように設計されたデバイス内に配置される。このデバイスは、経口（ｏｒａ
ｌ）、経口（ｐｅｒｏｒａｌ）、経腸、非経口、経肺、経直腸、経耳、経局部、経鼻、経
膣、経舌、直接噴射、経静脈、経動脈、経心内膜、内皮、経筋肉、経腹腔、皮下、経眼球
、経眼、経鼻腔、経胸膜、経くも膜下、経腫瘍、経子宮、経同所、経皮、経頬および経皮
下によって、または、他の投与ルートを介して、医薬品を投与してもよい。このようなデ
バイスの多くは、爆発力によって剤型に対してラムを推進する、点火メカニズムを有して
いる。このようなデバイスの例は、係属中の米国仮出願第６０／８５３，３２８号に記載
されており、その全ての内容は、引用することにより、ここに組み込まれている。この動
作の結果は、図３に明示されている。この図では、方向１５に沿った力が、プランジャー
１３によって、ドーム型の隔壁２の背面に印加されている。貫通チップ６が皮膜３を突き
破り、液状の薬物９が、進入ポート７から排出ポート１２に抜けるように内部チャンバ８
内に流れ、そして、排出パターン１４で投与されている。貫通ノズル５における貫通チッ
プ６および先細りの側面１０によって、皮膜３が、貫通ノズル５の周囲を固くシールして
いる。これにより、薬物９が、排出ポート１２から強制的に流し出されている。
【００２９】
　ブリスター剤型１００における他の実施形態が、図４に示されている。このバージョン
は、貫通ノズル１０５における排出ポート１１２と同じ側に、進入ポート１０７を有して
いる。この構成は、投薬の際に、成分１０９を、２つの９０°ベンドを介して強制的に流
すようになっている。内部チャンバ１０８内の等高段差１１１とともに、この一連のベン
ドを介して、液体または固体の薬剤を強制的に流すことは、排出パターン１１４を制御す
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る。ブリスター剤型１００内では、隔壁１０２の一部１１６が、貫通ノズルにおけるベー
ス１２０の形状に適合するように形成されている。この隔壁は、組み立ての際、および、
投薬の際に、貫通ノズル１０５を適切な位置に支持および保持する。このように、この隔
壁は、製造時および実際の使用時に、貫通ノズルを確保し、これを適切な位置に保持する
ように機能する。
【００３０】
　図５に示されているブリスター剤型１００は、待機モードにあるプランジャー１３を有
する筐体１８内に配置されている。筐体１８は、投薬の際に、貫通ノズル１０５によって
皮膜１０３を貫通することを可能とするための、排出用開口部１９を有している。図６に
示されているように、投薬動作の間では、方向１５に沿った力が、プランジャー１３に印
加されており、これにより、隔壁１０２が圧迫され、貫通ノズル１０５が、貫通ポイント
２０において皮膜１０３内に推進される。投薬における次のステージが、図７に示されて
いる。上記の力がプランジャー１３を隔壁１０２に対して推進し続けているために、隔壁
が崩壊し、これにより、貫通皮膜１０３が皮膜を突き通されるとともに、薬剤１０９が、
貫通ノズル１０５を介して、排出パターン１１４で排出ポート１１２から押し出される。
この実施形態では、ブリスター剤型１００の形状が、投薬メカニズムの筐体１８およびプ
ランジャー１３に適合するように設計されており、これにより、所望されるスプレーパタ
ーン１１４を得るために、隔壁１０２が、接触エリア１１６内において貫通ノズル１０５
をシールすること、および、皮膜１０３が、シールエリア２１の周囲において貫通ノズル
１０５をシールすることを確実にしている。
【００３１】
　特定の実施形態では、この開示は、２つ以上の医薬品、または、投薬中または投薬の直
前に混合または結合される、薬物における２つ以上の成分を、別個のチャンバに保持する
剤型を対象としている。これらのチャンバは、さらに、１つの医薬品、および、投薬の直
前に薬剤と混合または結合される第２の成分を有してもよい。別個のチャンバ内にある医
薬品および混合薬剤については、液状組成物、固体組成物、または、１つまたは複数の液
状組成物および１つまたは複数の固体組成物してもよい。この固体組成物は、例えば、粉
末状の医薬品組成物でもよいし、凍結乾燥された組成物であってもよい。チャンバ内の医
薬品または混合薬剤は、一般的には互いに異なっている。しかしながら、同一の医薬品ま
たは混合薬剤が、同一の剤型における２つ以上のチャンバ内に存在してもよい。２つのチ
ャンバを有するブリスター剤型２２の例が、図８に示されている。このブリスターは、外
輪形状、またはアーチ型の形状を有するチャンバ２３、および、内部チャンバ２４を備え
ている。このチャンバ２３には、薬剤４６における第１の容積が充填されおり、内部チャ
ンバ２４には、薬剤４７における第２の容積が充填されている。薬剤４６または４７の一
方を、粉末状とすることが可能であるが、２つのうちの一方は、好ましくは、液状である
。２つのチャンバ間のシールは、剥離ゾーン２５である。このエリアは、隔壁材料の破裂
強度よりも低い圧力において、かつ、シールエリア１４４よりも低い圧力において、その
隔壁１４２と皮膜１４３との間のシールを解放する。このコンセプトは、さらに、外側プ
ランジャー２６を利用しており、これもまた、基本的には丸い部材であり、プランジャー
１３とは無関係に動くことが可能である。
【００３２】
　投薬ステップにおける剤型２２が、図９、１０および１１に示されている。第１のステ
ージでは、外側プランジャー２６が、外側チャンバ２３に対して押しつけられている。臨
界圧力となると、剥離ゾーン２５が、そのシールを解放し、第１の薬剤４６が内部チャン
バ２４内に推進され、第２の薬剤４７と混合する。図１０に示すように、外側プランジャ
ー２６が完全に押し下げられ、外側チャンバ２３が完全に崩壊すると、全ての第１の薬剤
４６が、内部チャンバ２４内に推進される。これにより、内部チャンバ２４の隔壁が、両
方のチャンバの内容物を含むドーム型に膨張する。図９と図１０との比較は、この膨張を
示している。すなわち、内部チャンバの側面が、図９では（２次元の図面において）へこ
んでいる一方、図１０では凸形状に膨張している。最終ステージが、図１１に明示されて
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いる。この図では、プランジャー１３が、貫通ノズル１４５を推進して皮膜１４３を通過
させ、内部チャンバ２４を崩壊させるように、内側プランジャー１３に力が印加されてお
り、これによって、第１の薬剤４６および第２の薬剤４７の混合物が、内部チャンバ１４
８を介して、排出パターン２１４で排出ポート２１２から外に出射される。接触エリア１
１６とシールエリア２２１との間のシールが、再び、貫通ノズル１４５を介して全ての薬
剤を押し出し、これにより、所望されるスプレー構造が得られる。
【００３３】
　特定の実施形態では、図１２に示すように、２つの分離された成分を有する剤型を、用
量ストリップ２７に製造することが可能である。このストリップについては、１回分の用
量の医薬品、または、１つまたは複数の医薬品を含む混合物を反復的に投与するための、
適切な投与デバイス内において使用することが可能である。ストリップにおける各ユニッ
トは、第１の剥離ゾーン３１によって第２の用量チャンバ２９に接続されている第１の用
量チャンバ２８、および、第２の剥離ゾーン３２によって第２の投薬チャンバ２９に接続
されている投薬チャンバ３０を含んでいる。用量ストリップ２７のユニットは、まるで第
１のプランジャー３３を有する筐体２１８内に配置されているかのように、図１３に示さ
れている。この第１のプランジャー３３は、第２のプランジャー３４とは無関係に動作す
る。第１のチャンバは、１回分の用量の医薬品からなる第１の成分１４６を含んでおり、
第１２のチャンバ２９は、第２の成分１４７を含んでいる。筐体１８は、貫通ノズル１６
５の前部に配置された、排出用開口部２１９を備えている。図１４に示すように、複合薬
剤の投薬における第１のステージでは、第１の力３５が、第１のプランジャー３３を押す
ことで、投薬チャンバ３０が崩壊し、貫通ノズル１６５が、皮膜１６３を突き通す。そし
て、第２の力３６が、第１の用量チャンバ２８に対して第２のプランジャー３４を押すこ
とで、第１の剥離ゾーン３１がそのシールを解放するとともに、第１の成分１４６が第２
の成分１４７と混合する。図１５に示すように、第２のプランジャー３４が完全に押し下
げられた場合、それは、複合チャンバの崩壊を引き起し、さらに、薬剤の混合物を、投薬
チャンバ３０を介して、貫通ノズル１６５を介して、排出パターン２１４で排出ポート２
１２から外に押し出す。
【００３４】
　代替的な２つのチャンバを有するブリスター剤型３３７が、図１７に示されている。こ
の剤型３３７は、第１の用量チャンバ３２８、第１の剥離ゾーン３３１、第２の用量チャ
ンバ３２９、第２の剥離ゾーン３３２、および投薬チャンバ３３０を有している。このブ
リスターについては、図１６に示されているような平らな部分品として製造することが可
能であるとともに、投薬のための円柱形の筐体とともに使用するために、図１７に示すよ
うな丸い形に折り畳むことが可能である。図１８は、互いに独立に動作される剤型に隣接
した２つのプランジャー３３３、３３４を有する、投薬デバイスの一部を示している。図
１９に示されているように、第１のプランジャー３３３は、傾斜したカム表面３３８を有
しており、投薬チャンバ３３０および第１の用量チャンバ３２８に接触して配置されてい
る。この第１のプランジャー３３３に対して十分な力３１５が印加された場合、図２０に
示されているように、このプランジャーは、投薬チャンバ３３０を崩壊し、貫通ノズル３
０５を推進して皮膜３０３を通過させ、同時に、第１の用量チャンバ３２８の一部を強制
的に崩壊させる。これにより、第１の剥離ゾーン３３１が分離されるとともに、薬剤が混
合される。第２のプランジャー３３４が発射された場合、図２１に示されているように、
これにより、第１の用量チャンバ３２８における残存部分が崩壊し、さらに、第２の用量
チャンバ３２９が押しつぶされる。これによって、第２の剥離ゾーン３３２が解放され、
混合成分が、排出パターン３１４で貫通ノズル３０５から外に押し出される。
【００３５】
　多数のチャンバを有する剤型４３９の実施形態が、図２２に示されている。この実施形
態については、１回分の用量に混合するべき３つ以上の薬剤成分を有する薬物のために、
使用することが可能である。図２２に示した剤型は、例えば、４つの別個の成分を混合す
るために使用されることが可能である。４つの成分チャンバ４２８および４４０の間には
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、３つの初期剥離ゾーン４４１がある。最終的な剥離ゾーン４４２は、排出チャネル４４
３に接続されており、さらに、このチャネルは、投薬チャンバ４３０に接続されている。
この剤型４３９は、図２３に示されているように、互いに独立して離れて動作されるプラ
ンジャー４３３および４３４を有する筐体内において使用するように設計されている。図
２４に示されているように、薬剤が投薬されるときには、第１のプランジャー４３３が、
投薬チャンバ４３０を破壊する。第２のプランジャー４３４は、第１の用量チャンバ４２
８内に推進され、これにより、初期剥離ゾーン４４１のシールが解放されるとともに、結
果として生じた全ての成分を含んでいる膨張したチャンバ内において、複数の成分が混合
される。第２のプランジャー４３４が、混合されたチャンバをさらに破壊し続けているた
めに（図２５）、最終的な剥離ゾーン４４２が解放され、混合成分が、排出チャネル４４
３を介して、貫通ノズル４０５を介して流れ出し、所望のパターン４１４で排出される。
図２６は、角度のついたストリップ４４５上に取り付けられた、混合成分における多重投
与を可能とするための、マルチアングル・ブリスター剤型４３９の例示である。
【００３６】
　この開示における特定の実施形態は、ブリスターチャンバ内に医薬品をシールするよう
に設計されている。このブリスターチャンバは、水蒸気が薬剤に到達することを防止する
ために、非常に低い浸透性を有している。このような実施形態の例が、図２７に示されて
いる。２つのチャンバを有するブリスター剤型５６０は、皮膜および隔壁を形成するため
に、３層フィルム５４６を利用している。中間層５４８および皮膜層５０３は、高い防湿
性を有する、材料（例えばアルミフォイルなど）から形成されている。最上部層５４７は
、柔軟性のある隔壁材料から形成されている。第１の用量チャンバ５２８は、最上層５４
７と中間層５４８との間に形成されている。第２の用量チャンバ５２９は、第２の用量チ
ャンバ５２９内の薬剤が、第１の用量チャンバ５２８内における液状の薬剤からシールさ
れるように、中間層５４８と皮膜層５０３との間に形成されている。第２の用量チャンバ
５２９は、剥離ゾーン５２５によって、投薬チャンバ５３０から離されている。
【００３７】
　図２８に示されているように、成分の投薬における最初のステップでは、第１の力５３
５が、第１のプランジャー５３３に印加されており、これにより、投薬チャンバ５３０が
崩壊するとともに、貫通ノズル５０５が、排出用開口部５１９を介して筐体５１８内に推
進される。第２の力５３６が第２のプランジャー５３４に印加されることで、、第１の用
量チャンバ５２８が圧縮され、第１の用量チャンバ５２８と第２の用量チャンバ５２９と
の間の中間層５４８内に、裂け目５４９が生成される。これにより、複数の成分の混合が
可能となる。裂け目５４９については、所望の位置における中間層５４８を薄くすること
によって、または、スクライビング、部分的なレーザー切断線の形成、または他の手段に
よってその中間層５４８を弱くすることによって、所望の位置に集中させることが可能で
ある。第２のプランジャー５３４が移動し続けているために、第１の用量チャンバ５２８
は、完全に崩壊すし、これにより、剥離ゾーン５２５が強制的に解放されて、混合成分が
、投薬チャンバ５３０を介して、排出パターン５１４で貫通ノズル５０５から外に流れ出
ることが可能となる。
【００３８】
　３層フィルムを有するブリスター剤型における他の実施形態が、図３０に示されている
。この実施形態６６０は、第１の用量チャンバ６２８、第２の用量チャンバ６２９、剥離
ゾーン６２５および投薬チャンバ６３０を有する３層フィルム６４６、および、第２の用
量チャンバ６２９の内部にある内部的な貫通部材６５０を利用している。この貫通部材に
ついては、他の実施形態では、第１の用量チャンバ６２８内に配置することも可能である
。使用時（図３１）には、第１の力６３５が第１のプランジャー６３３に印加されること
で、投薬チャンバ６３０が崩壊し、そして、第２の力６３６が第２のプランジャー６３４
に印加されることで、第１の用量チャンバ６２８が押しつぶされる。第１の用量チャンバ
６２８内の圧力が、貫通部材６５０の先端に対して中間層６４８を押しつけることで、中
間層６４８内に裂け目６４９が生じ、複数の薬剤を混合することが可能となる。第２のプ
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ランジャー６３４が引き続き移動することによって、第１の用量チャンバ６２８における
完全な崩壊、剥離ゾーン６２５の分離、および、混合成分の排出が生じる。
【００３９】
　２つのチャンバを有する剤型における他の実施形態が、図３２に示されている。この実
施形態は、２つの成分におけるより高い程度の混合を提供するものである。この実施形態
７５１は、第１の用量チャンバ７２８、第１の剥離ゾーン７３１、第２の用量チャンバ７
２９、湾曲した（または曲がりくねった）剥離ゾーン７５２、および、投薬チャンバ７３
０を備えている。第１の用量チャンバ７２８の隔壁に対する圧力によって、第１の剥離ゾ
ーン７３１の分離、および、第２の用量チャンバ７２９内への第１の薬剤の流れが生じる
。さらなる圧力によって、湾曲した（または曲がりくねった）剥離ゾーン７５２の分離、
および、剥離ゾーン７５２を介して投薬チャンバ７３０内に向かい、さらにこのチャンバ
７３０を通過する薬剤の流れが生じる。剥離ゾーン７５２内での方向転換は、複数の成分
の混合を増大する。さらに、追加的な混合手段を使用することも可能である。この手段と
は、例えば、流路内の制限、多数の流路への分離、または、当業者に知られている他の方
法などである。
【００４０】
　さまざまな液状または固体の薬剤における吸収のレートおよび方法は、液滴のサイズ、
および、鼻腔内における分布によって影響されるため、このスプレーパターンを制御する
ことが有益である。表面構造７４を、異なるタイプのらせん流、垂直流および他の流れの
ために設計することができ、またこの設計を、投薬される液体または固体のさまざまな粘
着性に合わせて調整することもできる。例えば、渦を形成するため、ブリスターの内容物
をよりいっそう混合するため、流体特性のタイプを層流から乱流に（またはその逆に）変
更するため、または、圧力、速度、表面張力または粘着性などの流体特性を変更するため
に、表面構造を追加してもよい。スプレーパターンを制御するための表面構造の上記使用
については、上述した容積式の剤型５０における貫通体５４の排出経路５５に適用するこ
とも可能である。
【００４１】
　特定の実施形態では、ここに記載したような、薬物および内部的な貫通ノズルを有する
整形されたブリスター剤型が、より小さい直径の投薬メカニズムのために構成されており
、この構成でも、制御されたスプレーの形状をした、正確な１回分の用量を与えるように
なっている。このような複数の剤型８０１を有するブリスターストリップ８００が、図３
３に示されている。このストリップは、内部に剤型が形成されているブリスター材層８０
２、および、このブリスター材に接合されているフタ材８０３（図３４のストリップにお
ける裏側に示されている）を備えている。同心円状のシールエリア８０４は、含まれてい
る薬物を投与するために剤型が押しつぶされたときでも破壊されることのない、弾力的な
シールを提供している。
【００４２】
　薬物を首尾よく投与するために、薬物は、望まれているスプレー形状を生成するために
十分な速度で、貫通ノズルを流れる必要がある。この明細書で述べたように、これは、貫
通ノズルを押圧してフタ材を通過させるために十分な力でブリスター構造を圧迫すること
によって、達成され、これにより、剤型が完全に破壊されるとともに、ノズルを介して、
その内容物が必要な速度で押し出される。投薬動作の際、ブリスター材に対するフタ材に
よるシールは、フタを貫通するノズルに到達する前に漏れが生じることのないように、十
分に強くなければならない。鼻腔内への投薬などの特定の用量状況によって必要とされる
より小さいサイズは、ブリスター材に対するフタ材によるシールに対して、より大きな課
題を提供する。
【００４３】
　トリム型の剤型が、図３５に示されている。この図では、トリムエッジ８０５が、シー
ルエリア８０４の外側に示されており、特定用途のためのより小さな直径の剤型が与えら
れる。この剤型の側面図が、図３６に示されている。この剤型については、ブリスター材
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に対するフタ材によるシールの強度に対してマイナスの影響を与えることなく、全体的な
直径をさらに減少するような方法によって、スエージ加工または圧力加工することが可能
である。スエージ加工された剤型が、図３７に示されている。このスエージ加工された剤
型では、リム８０６が、外側の直径８０７をさらに減少するように、加工されている。
【００４４】
　特定の実施形態では、図３９に示されているように、シールエリア８０４の周囲に同心
円状の窪み８０８を形成することによって、シールエリア８０４の強度を増大することが
可能である。図４０～４２の側面図に示されているように、フタ材（図４０）、ブリスタ
ー材（図４１）、または双方（図４２）に、窪みを形成することが可能である。
【００４５】
　この明細書において開示および特許請求されている全てのデバイスおよび方法について
は、本発明を考慮すると、必要以上の実験をすることなく、製造および実行することが可
能である。この発明におけるデバイスおよび方法は、好ましい実施形態に関連して説明さ
れている。しかしながら、当業者にとっては当然のことであるが、これらのデバイスおよ
び／または方法に対して、さらに、この明細書に記載した方法におけるステップまたは一
連のステップにおいて、本発明のコンセプト、精神および範囲から逸脱することなく、変
化形を適用することが可能である。当業者にとって明らかな、このような類似の代替品お
よび改良品の全ては、添付されている特許請求の範囲によって規定された、本発明の精神
、範囲およびコンセプト内のものとみなされる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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