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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バルブであって、
　複数の開口を備える支持体であり、中心部および外縁を備える支持体と、
　各開口のための少なくとも一つのフラップとを備え、該フラップは、前記支持体の前記
中心部に近位に連結される端を有し、該フラップは、閉鎖位置および開放位置のうちの少
なくとも一つの間の流体圧力差により動作可能であり、前記バルブは、５０ｃｍＨ２Ｏ未
満の開放圧力を有する、
バルブ。
【請求項２】
前記バルブは一方向バルブを含める、請求項１に記載のバルブ。
【請求項３】
前記支持体は、少なくとも二つの開口を備える、請求項１に記載のバルブ。
【請求項４】
前記支持体は、少なくとも四つの開口を備える、請求項１に記載のバルブ。
【請求項５】
少なくとも四つのフラップをさらに備える、請求項４に記載のバルブ。
【請求項６】
前記バルブを通る流体は、断面フロープロファイルを有し、前記断面フロープロファイル
は、前記フロープロファイルの縁と中心部との間の中間と比較して、前記フロープロファ
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イルの中心部付近および縁付近において遅いことを特徴とする、請求項５に記載のバルブ
。
【請求項７】
各フラップは、前記閉鎖位置において付勢される、請求項１に記載のバルブ。
【請求項８】
各フラップは、前記開放位置において付勢される、請求項１に記載のバルブ。
【請求項９】
各フラップは、バネによって前記閉鎖位置において付勢される、請求項１に記載のバルブ
。
【請求項１０】
前記支持体は円形である、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１１】
該開口のうちの少なくとも一つは、約０度の側面角を有する、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１２】
各フラップは、前記連結される端の反対に動作する端を備え、前記動作する端は、前記閉
鎖位置において前記支持体の前記外縁に接触する、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１３】
前記支持体の前記外縁は、前記フラップと接触する少なくとも一つの突起部を備える、請
求項１２に記載のバルブ。
【請求項１４】
前記少なくとも一つの突起部は三角形である、請求項１３に記載のバルブ。
【請求項１５】
前記複数のフラップの各々は相互に一体型である、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１６】
前記複数のフラップの各々は、相互に一体型であり、四つのローブを備える、請求項１に
記載のバルブ。
【請求項１７】
前記複数のフラップのうちの各々は、別々の部分である、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１８】
前記支持体および各フラップは、相互に一体型である、請求項１に記載のバルブ。
【請求項１９】
前記支持体および各フラップは、別々の部分である、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２０】
前記フラップは、約２０から約９０の範囲であるショアＡ硬度を有するエラストマーを含
む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２１】
前記支持体および各フラップは、２３°Ｃで、荷重８００ｐｓｉ下において、１０００時
間後に、約１％未満の伸度のクリープ抵抗を有する材料を含む、請求項１に記載のバルブ
。
【請求項２２】
各フラップは剛体材料を含み、各フラップは、ヒンジによって前記支持体に連結される、
請求項１に記載のバルブ。
【請求項２３】
前記支持体は、ポリマー、金属、セラミック、および複合物より選択される少なくとも一
つの部材を含む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２４】
前記支持体はエラストマーを含む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２５】
前記支持体は、少なくとも一つのポリマーを含む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２６】
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前記支持体は、ポリウレタン、フッ素重合体、シリコーン、およびエチレンプロピレンジ
エンモノマー（ＥＰＤＭ）から選択される少なくとも一つのポリマーを含む、請求項１に
記載のバルブ。
【請求項２７】
各フラップは、少なくとも一つのポリマーを含む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項２８】
各フラップは、ポリウレタン、フッ素重合体、シリコーン、およびエチレンプロピレンジ
エンモノマー（ＥＰＤＭ）から選択される少なくとも一つのポリマーを含む、請求項１に
記載のバルブ。
【請求項２９】
前記支持体および各フラップは、少なくとも一つのポリマーを含む、請求項１に記載のバ
ルブ。
【請求項３０】
前記支持体および各フラップは、ポリウレタン、フッ素重合体、シリコーン、およびエチ
レンプロピレンジエンモノマー（ＥＰＤＭ）から選択される少なくとも一つのポリマーを
含む、請求項１に記載のバルブ。
【請求項３１】
前記支持体およびフラップは、強化材料および積層から選択される材料を含む、請求項１
に記載のバルブ。
【請求項３２】
前記強化材料は、粒子強化材料、繊維強化材料、および複合材料から選択される少なくと
も一つの部材を含む、請求項３１に記載のバルブ。
【請求項３３】
前記強化材料は、織布強化を有するシリコーンを含む、請求項３２に記載のバルブ。
【請求項３４】
前記積層材料は、シリコーンに付着されるパリレン、ポリテトラフルオロエチレン被覆ポ
リマー、ポリイミド被覆ポリマー、シリコーン上に積層される強化層、および第一のデュ
ロメーターを有する第一のシリコーンが前記第一のデュロメーターよりも高い第二のデュ
ロメーターを有する第二のシリコーン上あるシリコーン、を含む、請求項３２に記載のバ
ルブ。
【請求項３５】
約５ｃｍＨ２Ｏ未満の圧力により、前記フラップが、前記閉鎖位置から前記開放位置に回
転する、請求項１に記載のバルブ。
【請求項３６】
バルブであって、
　開口を備える支持体と、
　前記支持体に連結されるフラップと、
　前記支持体および前記フラップから選択される少なくとも一つの部材上の少なくとも一
つの突起部とを備え、前記支持体および前記フラップから選択される少なくとも一つの部
材上の前記少なくとも一つの突起部は、前記フラップが閉鎖位置にある際に前記支持体お
よび前記フラップの他方に接触する表面を有し、前記バルブは、５０ｃｍＨ２Ｏ未満の開
放圧力を有し、前記フラップは、前記支持体の中心部に近位である連結される端を備える
、
バルブ。
【請求項３７】
前記フラップの前記表面は、全表面積および前記少なくとも一つの突起部に接触する接触
表面積を有し、前記接触表面積は前記全表面積の約５％未満である、請求項３６に記載の
バルブ。
【請求項３８】
前記フラップの前記表面は、全表面積および前記少なくとも一つの突起部に接触する接触
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表面積を有し、前記接触表面積は前記全表面積の約１％未満である、請求項３６に記載の
バルブ。
【請求項３９】
前記フラップの前記表面は、全表面積および前記少なくとも一つの突起部に接触する接触
表面積を有し、前記接触表面積は前記全表面積の約０．１％未満である、請求項３６に記
載のバルブ。
【請求項４０】
前記フラップの前記表面は、全表面積および前記少なくとも一つの突起部に接触する接触
表面積を有し、前記接触表面積は前記全表面積の約０．０１％未満である、請求項３６に
記載のバルブ。
【請求項４１】
前記フラップは、連結される端の反対に動作する端を備え、前記動作する端は、閉鎖位置
において前記支持体の外縁に接触する、請求項３６に記載のバルブ。
【請求項４２】
前記支持体の前記外縁は、前記フラップに接触する前記少なくとも一つの突起部を備える
、請求項４１に記載のバルブ。
【請求項４３】
前記少なくとも一つの突起部は三角形である、請求項４２に記載のバルブ。
【請求項４４】
バルブであって、
　開口を備える支持体と、
　前記支持体の中心部に近位に連結されるフラップであって、前記フラップが閉鎖位置に
ある際に、前記支持体に接触する表面を有するフラップと、
　前記支持体および前記フラップから選択される少なくとも一つの部材における少なくと
も一つのチャネルであって、前記フラップが前記閉鎖位置にある際に、前記バルブを介し
て流体流れを可能にする前記少なくとも一つのチャネルと、
　を備える、バルブ。
【請求項４５】
前記少なくとも一つのチャネルは、少なくとも前記支持体にある、請求項４４に記載のバ
ルブ。
【請求項４６】
前記少なくとも一つのチャネルは、少なくとも前記フラップにある、請求項４４に記載の
バルブ。
【請求項４７】
前記フラップが開放位置にある際の前記バルブを介した流体流れは、前記フラップが前記
閉鎖位置にある際の前記バルブを介した流体流れよりも少なくとも約２倍大きい、請求項
４４に記載のバルブ。
【請求項４８】
前記フラップが開放位置にある際の前記バルブを介した流体流れは、前記フラップが前記
閉鎖位置にある際の前記バルブを介した流体流れよりも少なくとも約１０倍大きい、請求
項４４に記載のバルブ。
【請求項４９】
前記フラップが開放位置にある際の前記バルブを介した流体流れは、前記フラップが前記
閉鎖位置にある際の前記バルブを介した流体流れよりも少なくとも約１００倍大きい、請
求項４４に記載のバルブ。
【請求項５０】
アダプターであって、
　第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングであり、第一の端および第
二の端を有するハウジングと、
　第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、第一の
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一方向バルブを備える前記第一のチャネルと、
　第三の方向における流れを可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の
一方向バルブを備える前記第二のチャネルと、
　前記第一の一方向バルブの前記第一の方向に対して下流に配置される、前記第一のチャ
ネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少なくと
も一つとを備え、
　前記アダプターの前記第一の端と前記第二の端との間の空気圧降下は、６０Ｌ／ｍｉｎ
の空気流束で、約５０ｃｍＨ２Ｏ未満であり、前記第一の一方向バルブおよび前記第二の
一方向バルブは、少なくとも一つの開口を備える支持体と、前記支持体の中心部に近位に
連結されるフラップとを備え、前記フラップは、前記フラップが閉鎖位置にあるときに前
記支持体に接触する表面を有する、
　アダプター。
【請求項５１】
前記第一および第二の一方向バルブは、０．５秒未満で最大約２ｐｓｉの量で空気圧が変
化する際に反転しない、請求項５０に記載のアダプター。
【請求項５２】
前記空気圧降下は、約０．０５ｃｍＨ２Ｏから約１０ｃｍＨ２Ｏの範囲である、請求項５
０に記載のアダプター。
【請求項５３】
前記空気圧降下は、約２ｃｍＨ２Ｏから約４ｃｍＨ２Ｏの範囲である、請求項５０に記載
のアダプター。
【請求項５４】
アダプターであって、
　第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングであり、第一の端および第
二の端を有するハウジングと、
　第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、第一の
一方向バルブを備える前記第一のチャネルと、
　第三の方向における流れを可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の
一方向バルブを備える前記第二のチャネルと、
　前記第一の一方向バルブの前記第一の方向に対して下流に配置される、前記第一のチャ
ネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少なくと
も一つと、
　前記第二の一方向バルブの前記第三の方向に対して上流に配置される、前記第二のチャ
ネルにおける流体アキュムレータと、
　を備え、前記第一の一方向バルブおよび前記第二の一方向バルブは、少なくとも一つの
開口を備える支持体と、前記支持体の中心部に近位に連結されるフラップとを備え、前記
フラップは、前記フラップが閉鎖位置にあるときに前記支持体に接触する表面を有する、
　アダプター。
【請求項５５】
前記流体アキュムレータはポートを備える、請求項５４に記載のアダプター。
【請求項５６】
前記ポートはバルブを備える、請求項５５に記載のアダプター。
【請求項５７】
前記ポートは、栓、括約筋バルブ、注射部位、取り外し可能なキャップから選択される少
なくとも一つの部材を備える、請求項５５に記載のアダプター。
【請求項５８】
前記流体アキュムレータは、前記第二のチャネルに形成される収容部を備える、請求項５
４に記載のアダプター。
【請求項５９】
前記第二のチャネルは楕円形の断面を有する、請求項５８に記載のアダプター。
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【請求項６０】
アダプターであって、
　第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングであり、第一の端および第
二の端を有するハウジングと、
　第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、第一の
一方向バルブを備える前記第一のチャネルと、
　第三の方向における流れを可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の
一方向バルブを備える前記第二のチャネルと、
　前記第一の一方向バルブの前記第一の方向に対して下流に配置される、前記第一のチャ
ネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少なくと
も一つと、
　エアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの前記少なくとも一つ
の、前記第一の方向に対して上流に配置される、前記第一のチャネルにおけるセンサープ
ローブポートと、
　を備え、
　前記第一の一方向バルブおよび前記第二の一方向バルブは、少なくとも一つの開口を備
える支持体と、前記支持体の中心部に近位に連結されるフラップとを備え、前記フラップ
は、前記フラップが閉鎖位置にあるときに前記支持体に接触する表面を有する、
　アダプター。
【請求項６１】
センサープローブを前記センサープローブポートにさらに備え、前記センサーは、温度セ
ンサー、流量センサー、圧力センサー、および湿度センサーから選択される、請求項６０
に記載のアダプター。
【請求項６２】
前記センサープローブは、抵抗温度検出器、サーミスタ、およびサーモカップルから選択
される少なくとも一つの部材を備える、請求項６１に記載のアダプター。
【請求項６３】
人工呼吸器回路であって、
　人工呼吸器への接続のために適合される呼気ラインと、
　人工呼吸器への接続のために適合される吸入ラインと、
　前記呼気ラインおよび前記吸入ラインに接続されるアダプターであって、噴霧器および
噴霧器ポートのうちの少なくとも一つを備えるアダプターと、
　前記アダプターに接続されるＹ字形のチューブと、
　任意で、前記Ｙ字形のチューブに連結される、気管内チューブおよび気管切開チューブ
から選択されるチューブと、
を備え、
　バルブをさらに含み、前記バルブは、複数の開口を備える少なくとも一つの支持体であ
って、中心部および外縁を備える支持体と、各開口のための少なくとも一つのフラップと
を備え、前記フラップは、前記支持体の中心部に近位に連結され、前記フラップは、前記
フラップが閉鎖位置にあるときに前記支持体に接触する表面を有する、
　人工呼吸器回路。
【請求項６４】
前記Ｙ字形のチューブは最大約１ｍの長さを有する、請求項６３に記載の人工呼吸器回路
。
【請求項６５】
前記フラップは、閉鎖位置および開放位置のうちの少なくとも一つの間の流体圧力差によ
り動作可能であり、前記バルブは、５０ｃｍＨ２Ｏ未満の開放圧力を有する、請求項６３
に記載の人工呼吸器回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００５年５月１８日に出願された米国仮出願第６０／６８２，０９９およ
び２００５年９月２９日に出願された米国仮出願第６０／７２２，６３７号に関連し、そ
の各々により３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）のもと優先権が主張され、その各々は、その全体
を参照することによって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　発明の背景
　技術分野
　本発明の一つ以上の実施形態は、エアロゾル導入を必要とする患者にエアロゾルを導入
するためのバルブ、デバイス、器具、システム、部品、およびアダプターに関し、より具
体的には、人工呼吸器回路のため、噴霧器のため、ならびに人工呼吸器回路および／また
はエアロゾル導入を必要とする患者にエアロゾルを導入するためのバルブ、デバイス、器
具、システム、部品、およびアダプターに関する。本発明は、気管支内治療のための方法
にも関し、具体的には、エアロゾルを投入するためのバルブ、デバイス、器具、システム
、部品、およびアダプターを人工呼吸器回路などにおいて導入または使用する気管支内治
療のための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景技術
　患者の効果的な治療の処理に対する必要性により、さまざまな製剤処方の投与手技が進
歩した。従来技術の一つに、錠剤、カプセル、エリキシル剤、またはその同等物の形での
製剤処方の経口投与がある。しかしながら、経口投与は、症例によっては望ましくない場
合がある。例えば、製剤投与の多くは、人体が効果的にそれらを吸収する前に、消化管に
おいて分解される可能性がある。患者がエアロゾル化された製剤処方を経口的または経鼻
的に吸入してその処方を患者の軌道に送達するという、肺送達としても既知である吸入可
能な薬物送達も、効果的および／または望ましい場合がある。いくつかの吸入法において
、エアロゾル化された製剤処方は、肺などの呼吸器の一部分に、局所的な治療上の処置お
よび／または予防を提供し、ぜんそくおよび肺気腫などの呼吸器系疾患を治療、ならびに
／もしくは、真菌感染症および嚢胞性線維症など局所性肺感染症を治療する。その他の吸
入法において、製剤処方は、患者の肺内に深く送達され、そこでその処方を体全体に渡っ
て全身投与するために血流に吸収される場合がある。多くの種類のエアロゾル化デバイス
には、噴射剤中または噴射剤と共に保存される製剤処方を有するデバイス、乾燥粉末をエ
アロゾル化するデバイス、圧縮ガスまたは液体製剤処方をエアロゾル化するためのその他
の機構を使用するデバイス、および同様のデバイスが含まれる。
【０００４】
　既知のエアロゾル化デバイスの一つは、通常、噴霧器と呼ばれる。噴霧器は、流体、液
体、または液化可能な処方を含む貯蔵器を有する容器を備える。液体の場合、製剤処方は
、通常、溶液中もしくは液状媒体内で懸濁または分散している活性薬剤を含む。エネルギ
ーが貯蔵器に導入されることにより、液体の製剤処方が患者の肺に送達されるようにエア
ロゾル化される。一般的にジェット噴霧器と呼ばれる一つの種類の噴霧器において、圧縮
ガスが容器内の開口部を介して加えられる。圧縮ガスにより液体がノズルから抜き取られ
、抜き取られた液体は、流動気体と混合されてエアロゾル液滴を形成する。次に、液滴か
ら成る噴霧は、患者の呼吸器に投与される。一般的に振動メッシュ噴霧器と呼ばれる別の
種類の噴霧器において、高周波超音波などのエネルギーは、メッシュを振動させるために
生成される。このメッシュの振動は、液体の製剤処方をエアロゾル化して、患者の肺に投
与されるエアロゾル噴霧を形成する。さらに別の種類の噴霧器においては、超音波が生成
されて、製剤処方を直接振動させてエアロゾル化する。
【０００５】
　エアロゾル化粒子デバイス
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　エアロゾル導入を必要とする患者にエアロゾルを導入するためのバルブ、デバイス、器
具、システム、部品、およびアダプターは、受動的乾燥粉末吸入器および能動的乾燥粉末
吸入器などの乾燥粉末投与デバイスと共に適切に使用されてもよい。受動的乾燥粉末吸入
器は、患者の吸気努力に依存する吸入デバイスを備え、貯蔵器または単位投与剤型におい
て、そのデバイス内に含まれる製剤組成を分散およびエアロゾル化するが、薬剤組成を分
散およびエアロゾル化するための圧縮ガスおよび振動または回転要素などのエネルギーを
提供する手段を含む吸入器を備えない。能動的乾燥粉末吸入器は、患者の吸気努力だけに
依存しない吸入デバイスを備え、貯蔵器または単位投与剤型において、そのデバイス内に
含まれる製剤組成を分散およびエアロゾル化し、薬剤組成を分散およびエアロゾル化する
ための圧縮ガスおよび振動または回転要素などのエネルギーを提供する手段を含む吸入器
を備える。
【０００６】
　噴霧器は、多くの場合、（１）エアロゾル化された製剤処方を入院中または歩行不能の
患者に送達するため、および／または（２）大量のエアロゾル化された活性薬剤を送達す
るため、および／または（３）エアロゾル化された製剤処方を、乾燥粉末または噴射剤ベ
ースの製剤処方を受けることができない小児またはその他の患者に送達するために使用さ
れる。
【０００７】
　噴霧器は、エアロゾル化された製剤処方を、人工呼吸器の補助で呼吸している患者の呼
吸器に投入するのに有用である。しかし、エアロゾル化された製剤処方の人工呼吸器回路
への導入に関する問題が存在する。例えば、エアロゾル化された製剤処方を人工呼吸器の
吸気ラインに導入することによって、かなりの滞留量が導入ポイントと患者の肺との間に
存在する。したがって、大量のエアロゾル化された製剤処方が必要になり、処方の多くが
呼気ラインへ失われる。この問題は、噴霧器が連続的なバイアス流れを有する人工呼吸器
と併用して使用される場合に悪化する。さらに、人工呼吸器ラインにおける大量の滞留量
は、エアロゾル化された製剤処方が希薄し、患者への投与量を一貫して再生するのが難し
くなるまでに至る可能性がある。一貫した送達量を再生することの難しさは、一回換気量
、流速等の人工呼吸器のパラメータの患者間におけるばらつきによりさらに悪化する。
【０００８】
　一般的な振動メッシュ噴霧器において、メッシュは、振動メッシュ組立部品の全体の一
部となるように構成され、エアロゾル化される液体は、単に液体をチャンバーに注ぐだけ
で導入される。チャンバーは、重力により液体をメッシュ全体に接触させるように配置さ
れてもよい。場合によっては、液体をメッシュに接触させるためにウィックが使用される
。
【０００９】
　例えば、振動メッシュ噴霧器は、吸気ラインとＹ字形の部品との間の人工呼吸器回路に
おけるＴ字形の部品上に装着されてもよい。液体の薬剤処方を投与するためにキャップは
開放されている。液体の薬剤処方は、チャンバーを有する薬剤に注がれ、そこで液体が振
動メッシュ要素に接触する。特定の振幅および周波数の正弦波、方形波、またはその他の
波形であってもよい適切な電気信号は、エアロゾル状の液体薬剤処方をＴ字形の部品と人
工呼吸器回路を通して患者に送達する目的で、電気信号を振動メッシュ要素に提供するた
めに、ケーブルレセプタクルに接続されるケーブルを介して伝達される。
【００１０】
　一般的な振動メッシュ噴霧器は、さまざまな液体の薬剤処方を噴霧するために繰り返し
使用される。ゆえに、液体の薬剤処方が溶剤担体を蒸発するため、メッシュは、場合によ
っては、これらの液体の薬剤処方と高濃度で接触するようになる。繰り返し使用すること
により、液体の薬剤処方がさらに濃縮され、メッシュが腐食の影響を受けやすくなる可能
性がある。さらに、多数の液体の薬剤処方を順次投入して使用することによって、異なる
液体の薬剤処方について不慮で潜在的に危険性のある交差汚染をもたらす可能性がある。
安全性のため、腐食および交差汚染を防ぐために、各投与後に振動メッシュ噴霧器の洗浄
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することが重要であり、液体の薬剤処方を投与する医療従事者にこの安全性の問題が委ね
られ、メッシュおよび関連の振動メッシュのハードウェアが、液体の薬剤処方が繰り返し
暴露されることによる腐敗およびその他の長期的損傷効果に耐えるように設計および製造
されることが要求される。
【００１１】
　参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる特許文献１は、非再呼吸バルブ
組立およびそれを使用する圧縮バルブ蘇生器を開示する。一方向バルブ手段は、穴または
開口部を閉鎖するために提供され、ゴムなどの適切な材料から形成される環状の弾性部か
ら成る。弾性部は、その内縁が、部品に提供される環状の陥凹に装着されている。弾性部
の外側の環状の縁は自由で、穴または開口部を正常に閉塞するための一方向フラッパバル
ブとしての役割を果たすことができるようにし、ガスが開放部を介して一方向にのみ通過
できるようにする。
【００１２】
　参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる特許文献２は、ぜんそく薬物吸
入のための定量吸入器を開示する。定量吸入器は空気チャンバーを備える。空気チャンバ
ーの底部は、成形過程の一貫として開放しており、相互に直角である一対の直径スリット
を有するエラストマーダイヤフラムによって閉鎖される。単一のスリットでも十分である
が、スリットが二つあると柔軟性が改善される。スパイダーは、ダイヤフラムの土台とな
り、外側の円周フランジならびにスリットの土台となるように配置される少なくとも二つ
の直径リブを備える。
【００１３】
　参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる特許文献３は、薬剤を患者に投
与する際に使用する人工呼吸器回路を開示する。人工呼吸器回路は、内部空間を形作り、
入力端、出力端、および、その内部空間の上流に配置される一方向吸入バルブを有するチ
ャンバーハウジングを備える。一方向吸入バルブは、チャンバーハウジングの内部スペー
スへの薬剤の流れを可能にするように動作する。吸入管は、チャンバーの出力端と連通し
、薬剤を患者に送達するように構成される。排気管は吸入管と連通し、一方向排気バルブ
は、排気管に配置される。一方向排気バルブは、排気管から吸入管へのガスの逆流を防ぐ
ように構成される。
【００１４】
　それぞれを参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる特許文献４～８は、
対象の気管支内治療のための方法、デバイス、および処方を開示する。エアロゾル化され
た抗生剤は人工呼吸器回路に送達される。噴霧器などのエアロゾル発生器は、Ｙ字形の部
品の下方部分に配置されてもよい。
【００１５】
　それぞれを参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる特許文献９、１０は
、気管支内治療に適用可能なデバイス、システム、および方法を開示する。
【００１６】
　しかしながら、これらには、バルブ、デバイス、アダプター、システム、および部品を
改善する必要性が依然として残されている。例えば、これらには、患者と人工呼吸器の接
合部を妨害しないようなバルブの必要性が残されている。さらに、噴霧器の改善の必要性
が残されている。また、これらには、エアロゾルを人工呼吸器回路に導入するためのさら
に効果的なアダプターの必要性が残されている。したがって、このようなバルブおよび／
またはアダプターを使用する治療および／または予防に関する改善された方法の必要性が
依然として残っている。
【特許文献１】米国特許第３，７２６，２７４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００３９７４６号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００４／００１１３５８号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００４／００３５４１３号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００５／０２１１２５３号明細書
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【特許文献６】米国特許出願公開第２００５／０２１１２４５号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／０２１１２４５号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００５／０３２５９７８号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００５／０１３９２１１号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００５／０２１７６６６号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　発明の開示
　本発明の一つ以上の実施形態は、これらの必要性の一つ以上を満たす。本発明のさまざ
まな実施形態は、人工呼吸器回路および／または噴霧器などの、エアロゾルを導入するた
めの装置と共に使用するためのさまざまな新規のバルブ、デバイス、アダプター、システ
ム、および部品を提供する。また、本発明は、そのようなバルブ、デバイス、アダプター
、システム、部品、噴霧器、および／または人工呼吸器回路を利用する治療および／また
は予防の方法も提供する。本発明のその他の機能および利点は、以下の発明の説明に記載
され、一部においては、その説明により明白で、あるいは本発明を実践することにより学
ばれるだろう。
【００１８】
　一側面において、本発明はバルブを対象とする。一つ以上の実施形態において、前記バ
ルブは、少なくとも一つの開口を備える支持体を含む。その他の実施形態において、前記
バルブは、複数の開口を含む支持体を含む。前記支持体は、中心部および外縁を備える。
また、前記バルブは、一つ以上の実施形態において、少なくとも一つのフラップも備え、
その他の実施形態においては、各開口に対してフラップを備える複数のフラップも含む。
各フラップは、前記支持体の前記中心部の近位で連結される端を有する。各フラップは、
閉鎖位置と開放位置との間で動作可能である。
【００１９】
　本発明の別の側面も、バルブを対象とする。一つ以上の実施形態において、前記バルブ
は、開口を備える支持体も含む。また、前記バルブは、前記支持体に連結される少なくと
も一つのフラップを含む。前記バルブは、前記支持体および前記フラップから選択される
少なくとも一つの部材上に少なくとも一つの突起部をさらに含み、前記支持体および前記
フラップから選択される少なくとも一つの部材上の前記少なくとも一つの突起部は、前記
フラップが閉鎖位置にある際に、前記支持体および前記フラップの他方に接触する表面を
有する。
【００２０】
　本発明のさらに別の側面は、また別のバルブを対象とする。一つ以上の実施形態におい
て、前記バルブは、開口を備える支持体も含む。また、前記バルブは、前記支持体に連結
される少なくとも一つのフラップも含み、前記フラップは、前記フラップが閉鎖位置にあ
る際に、前記支持体に接触する面を有する。前記バルブは、前記支持体および前記フラッ
プから選択される少なくとも一つの部材において少なくとも一つのチャネルを含む。前記
少なくとも一つのチャネルは、前記フラップが前記閉鎖位置にある際に、前記バルブを介
した流れを可能にする。
【００２１】
　本発明のまた別の側面は、アダプターを対象とする。一つ以上の実施形態において、前
記アダプターは、第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングを含む。前
記ハウジングは、第一の端および第二の端を有する。前記第一のチャネルは、第一の方向
における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、一方向バルブなどの
第一のバルブ手段を備える。前記第二のチャネルは、第三の方向における流れを可能にし
、第四の方向における流れを妨げるために、一方向バルブなどの第二のバルブ手段を備え
る。また、前記アダプターは、前記第一の方向に対して、前記一方向バルブの下流に配置
される、前記第一のチャネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイス
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ポートのうちの少なくとも一つも含む。前記アダプターの前記第一の端と前記第二の端と
の間の空気圧降下は、６０Ｌ／ｍｉｎの空気流速で、約５０ｃｍＨ２Ｏ未満であり、６０
Ｌ／ｍｉｎの空気流速で、約４０または３０または２０または１０ｃｍＨ２Ｏ未満であっ
てもよい。
【００２２】
　本発明の別の側面は、別のアダプターを対象とする。一つ以上の実施形態において、前
記アダプターは、第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングを含む。前
記ハウジングは、第一の端および第二の端を有する。前記第一のチャネルは、第一の方向
における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、一方向バルブなどの
第一のバルブ手段を備える。前記第二のチャネルは、第三の方向における流れを可能にし
、第四の方向における流れを妨げるために、一方向バルブなどの第二のバルブ手段を備え
る。また、前記アダプターは、前記第一の方向に対して、前記一方向バルブの下流に配置
される、前記第一のチャネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイス
ポートのうちの少なくとも一つも含む。前記アダプターは、さらに、前記第三の方向に対
して、一方向バルブのような前記第二のバルブ手段の上流に配置される、前記第二のチャ
ネルにおける流体アキュムレータも含む。
【００２３】
　本発明のまた別の側面は、別のアダプターを対象とする。一つ以上の実施形態において
、前記アダプターは、第一のチャネルおよび第二のチャネルを形成するハウジングを含む
。前記ハウジングは、第一の端および第二の端を有する。前記第一のチャネルは、第一の
方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨げるために、一方向バルブな
どの第一のバルブ手段を備える。前記第二のチャネルは、第三の方向における流れを可能
にし、第四の方向における流れを妨げるために、一方向バルブなどの第二のバルブ手段を
備える。また、前記アダプターは、前記第一の方向に対して、前記一方向バルブの下流に
配置される、前記第一のチャネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバ
イスポートのうちの少なくとも一つも含む。前記アダプターは、前記第一の方向に対して
、エアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの前記少なくとも一つ
の上流に配置される、前記第一のチャネルにおける温度プローブポートなどのセンサープ
ローブポートを、任意で含む。
【００２４】
　本発明のまた別の側面は、人工呼吸器回路を備える。一つ以上の実施形態において、前
記人工呼吸器回路は、人工呼吸器、前記人工呼吸器に接続される呼気ライン、および前記
人工呼吸器に接続される吸入ラインを備える。また、前記人工呼吸器回路は、前記呼気ラ
インおよび前記吸入ラインに接続されるアダプターも含んでもよく、前記アダプターは、
噴霧器および噴霧器ポートのうちの少なくとも一つを備える。Ｙ字形の部品は、前記アダ
プターに連結される。気管内チューブおよび気管切開チューブから選択されるチューブは
、前記Ｙ字形の部品に連結される。
【００２５】
　その他の実施形態において、人工呼吸器回路は、人工呼吸器、前記人工呼吸器に接続さ
れる呼気ライン、および前記人工呼吸器に接続される吸入ラインを備える。また、前記人
工呼吸器回路は、前記呼気ラインおよび前記吸入ラインに接続されるアダプターも含んで
もよく、前記アダプターは、噴霧器および噴霧器ポートのうちの少なくとも一つを備える
。前記呼気および吸入ラインは、同軸であるように配置されてもよく、あるいは単一の分
離したラインのように共に接合されるように配置されてもよい。これらの実施形態におい
て、前記Ｙ字形の部品は省略されてもよく、前記呼気および吸入ラインは、気管内チュー
ブまたは気管切開チューブに直接（またはレジューサーまたはアダプターを介して）連結
されてもよい。
【００２６】
　その他の実施形態において、前記人工呼吸器回路は、人工呼吸器、前記人工呼吸器に接
続される呼気ライン、前記人工呼吸器に接続される吸入ライン、および前記呼気ラインお



(12) JP 5087539 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

よび前記吸入ラインに接続されるアダプターを備え、前記アダプターは、噴霧器および噴
霧器ポートのうちの少なくとも一つを備え、アダプターに内蔵されるＨＭＥなどの熱水交
換器（ＨＭＥ）をさらに含んでもよい。
【００２７】
　その他の実施形態において、前記人工呼吸器は省略され、噴霧器、吸入バルブ、呼気バ
ルブおよび／またはフィルター、および任意で保持チャンバーまたは収容部を備える人工
呼吸器を使用しないデバイスが提供される。一つ以上の人工呼吸器を使用しない実施形態
は、陽圧補助を使用または使用せずに利用されてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　発明の詳細
　特に明記しない限り、化合物または構成要素についての言及は、その化合物または構成
要素を単独で含め、また、化合物の組み合わせなどのその他の化合粒または構成要素との
組み合わせも含む。
【００２９】
　本明細書で使用される際、単数形の「ａ」「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、複数形を言及
することも含めるが、その内容が別途明確に述べる場合は除く。
【００３０】
　本明細書に引用される全ての公報、特許、および特許出願は、上記または下記に関わら
ず、個々の公報、特許、または特許出願が、参照することによって具体的かつ個別に組み
込まれるかのように、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる。
【００３１】
　薬物、「活性薬剤」または製剤は、同じ意味で用いられてもよく、対象の生物（ヒトま
たは動物）に適切に投与された際に所望の薬理学的および／または生理学的効果をもたら
すいかなる薬物、溶液、化合物、または組成を、別々またはまとめて含めてもよい。
【００３２】
　本明細書で言及される「一実施形態」、「一バージョン」または「一側面」は、内容か
ら明確ではない場合に限り、一つ以上のそのような実施形態、バージョン、または側面を
含むものとする。
【００３３】
　さらに説明する前に、次の用語の定義は、本発明の理解に役立てられるだろう。
【００３４】
　「クリープ」（または「遅れ変形」）は、時間依存性であり、支持荷重を受ける材料に
よって示される変形である。クリープは、固定荷重でテストサンプルに張力を掛けて、定
期的に伸びを記録して測定されてもよい。本書類におけるクリープ抵抗は、２３°Ｃでサ
ンプルに８００ｐｓｉ荷重の加重を１０００時間かけて測定される。
【００３５】
　概略として、本発明は、バルブ、アダプター、システム、部品、および人工呼吸器回路
を含む。各部品は、本明細書に説明される組み合わせおよび／または組立とは独立して使
用されてもよいことが強調される。したがって、バルブは、本発明のアダプターおよび人
工呼吸器回路と共に使用することだけに限定されない。同様に、本発明のアダプターは、
本発明のバルブおよび人工呼吸器回路と共に使用することだけに限定されない。さらに、
本発明の人工呼吸器回路は、本発明のバルブおよびアダプターと共に使用することだけに
限定されない。
【００３６】
　バルブ、アダプター、システム、および回路の一つ以上の実施形態は、エアロゾル化さ
れた薬物を、人工呼吸器使用するおよび使用しない患者に投入するように構成可能である
。人工呼吸器を使用する治療方法は、噴霧されたエアロゾルを人工呼吸器回路を介して患
者に投入することを含む。約１から約５００ｍｇの薬物などの効果的な投与量を含むエア
ロゾル投与量は、人工呼吸器回路を介して段階的または非段階的に送達されてもよい。人
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工呼吸器を使用しない治療法は、人工呼吸器を患者から外してから噴霧されたエアロゾル
を投与することを含む。治療時間が完了すると、患者は、人工呼吸器を元に戻すか、ある
いはその補助無しに自身によって呼吸してもよい。人工呼吸器を使用しないデバイスは、
自由に呼吸する患者のために、多くの場合において自給式であり、エアロゾル発生器（例
えば、噴霧器）ならびに薬物などのエアロゾル化された液状または粉末状の処方を投与す
るためのマスク、カニューレ、リップシール、またはマウスピースを備えてもよい。投与
は、連続的、段階的（吸気時など）、および／または断続的（時間制限など）であっても
よい。薬物などのエアロゾル処方を投入するために使用されるデバイスで、特に人工呼吸
器を使用しないデバイスは、収容部または保持チャンバーを備えることにより、エアロゾ
ルの持続的な流れが許可または可能になる。バルブ、デバイス、アダプター、システム、
および部品は、陽圧式装置と使用されてもよく、またはそうでなくてもよい。
【００３７】
　本発明の一つ以上の実施形態は、さまざまなエアロゾル化可能な薬物を使用して、さま
ざまな病状のための治療を提供する。その病状には、その中でも特に、人工呼吸器に関連
した肺炎、院内肺炎、市中肺炎、嚢胞性線維症、マイコバクテリア感染、気管支炎、感染
症、ＭＲＳＡを含むブドウ状球菌感染症、真菌感染症、ウイルス感染、原虫感染、および
慢性閉塞性肺疾患の急性増悪期などの肺疾患が含まれてもよい。病状を治療するために使
用されるエアロゾル化可能な薬物には、その中でも特に、抗生剤、抗酸化剤、気管支拡張
剤、コルチコステロイド、ロイコトリエン、プロテアーゼ阻害剤、および界面活性剤が含
まれてもよい。
【００３８】
　バルブの一つ以上の実施形態において、バルブは、複数の開口を含む支持体を備える。
支持体は、中心部および外縁を備える。また、バルブは、各開口に対してフラップを備え
る複数のフラップも含む。各フラップは、支持体の中心部の近位で連結される端を有する
。各フラップは、閉鎖位置と開放位置との間で動作可能である。
【００３９】
　バルブのその他の実施形態において、バルブは、開口を備える支持体を含む。また、バ
ルブは、支持体に連結されるフラップも含む。バルブは、支持体およびフラップから選択
された少なくとも一つの部材上に少なくとも一つの突出部を含み、支持体およびフラップ
から選択された少なくとも一つの部材上のその少なくとも一つの突起部は、フラップが閉
鎖位置にある場合に、支持体およびフラップの他方に接触する表面を有する。
【００４０】
　さらにその他の実施形態において、バルブは、開口を備える支持体を含む。また、バル
ブは、支持体に連結される少なくとも一つのフラップも含み、フラップは、フラップが閉
鎖位置にある際に、支持体に接触する面を有する。バルブは、支持体およびフラップから
選択される少なくとも一つの部材において少なくとも一つのチャネルを含む。その少なく
とも一つのチャネルは、フラップが閉鎖位置にある際に、バルブを介した流れを可能にす
る。
【００４１】
　アダプターのその他の実施形態において、アダプターは、第一のチャネルおよび第二の
チャネルを形成するハウジングを含む。ハウジングは、第一の端および第二の端を有する
。第一のチャネルは、第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨
げるために、第一の一方向バルブを備える。第二のチャネルは、第三の方向における流れ
を可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の一方向バルブを備える。ま
た、アダプターは、第一の方向に対して一方向バルブの下流に配置される、第一のチャネ
ルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少なくとも
一つも含む。アダプターの第一の端と第二の端との間の空気圧降下は、約６０Ｌ／ｍｉｎ
の空気流速で、約５０ｃｍＨ２Ｏ未満であり、約６０Ｌ／ｍｉｎの空気流速で、約４０ｃ
ｍＨ２Ｏ、３０ｃｍＨ２Ｏ、２０ｃｍＨ２Ｏ、１０ｃｍＨ２Ｏ未満、またはそれ未満であ
ってもよい。
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【００４２】
　アダプターのその他の実施形態において、アダプターは、第一のチャネルおよび第二の
チャネルを形成するハウジングを含む。ハウジングは、第一の端および第二の端を有する
。第一のチャネルは、第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流れを妨
げるために、第一の一方向バルブを備える。第二のチャネルは、第三の方向における流れ
を可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の一方向バルブを備える。ま
た、アダプターは、第一の方向に対して、一方向バルブの下流に配置される、第一のチャ
ネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少なくと
も一つも含む。アダプターは、さらに、第三の方向に対して、第二の一方向バルブの上流
に配置される、第二のチャネルにおける流体アキュムレータも含む。
【００４３】
　アダプターのさらにその他の実施形態において、アダプターは、第一のチャネルおよび
第二のチャネルを形成するハウジングを含む。ハウジングは、第一の端および第二の端を
有する。第一のチャネルは、第一の方向における流れを可能にし、第二の方向における流
れを妨げるために、第一の一方向バルブを備える。第二のチャネルは、第三の方向におけ
る流れを可能にし、第四の方向における流れを妨げるために、第二の一方向バルブを備え
る。また、アダプターは、第一の方向に対して、一方向バルブの下流に配置される、第一
のチャネルにおけるエアロゾル化デバイスおよびエアロゾル化デバイスポートのうちの少
なくとも一つも含む。アダプターは、第一の方向に対して、エアロゾル化デバイスおよび
エアロゾル化デバイスポートのうちの少なくとも一つの上流に配置される、第一のチャネ
ルにおける温度プローブポートなどのセンサープローブポートを含んでもよい。
【００４４】
　人工呼吸器回路の一つ以上の実施形態において、人工呼吸器回路は、人工呼吸器、人工
呼吸器に接続される呼気ライン、および人工呼吸器に接続される吸入ラインを備える。ま
た、人工呼吸器回路は、呼気ラインおよび吸入ラインに接続されるアダプターも含み、そ
のアダプターは、噴霧器および噴霧器ポートのうちの少なくとも一つを備える。Ｙ字形の
部品は、アダプターに連結される。気管内チューブおよび気管切開チューブから選択され
るチューブは、Ｙ字形の部品に連結される。
【００４５】
　人工呼吸器回路のその他の実施形態において、回路は、人工呼吸器、人工呼吸器に接続
される呼気ライン、および人工呼吸器に接続される吸入ラインを備えてもよい。また、人
工呼吸器回路は、呼気ラインおよび吸入ラインに接続されるアダプターも含んでもよく、
そのアダプターは、噴霧器および噴霧器ポートのうちの少なくとも一つを備える。呼気お
よび吸入ラインは、同軸であるように配置されてもよく、あるいは単一の分離したライン
のように共に接合されるように配置されてもよい。これらの実施形態において、Ｙ字形の
部品は省略されてもよく、呼気および吸入ラインは、気管内チューブまたは気管切開チュ
ーブに直接（またはレジューサーまたはアダプターを介して）接続されてもよい。
【００４６】
　その他の実施形態において、人工呼吸器回路は、人工呼吸器、人工呼吸器に接続される
呼気ライン、人工呼吸器に接続される吸入ライン、および呼気ラインおよび吸入ラインに
接続されるアダプターを備え、そのアダプターは、噴霧器および噴霧器ポートのうちの少
なくとも一つを備え、アダプターに内蔵されるＨＭＥなどの熱水交換器（ＨＭＥ）をさら
に含んでもよい。
【００４７】
　その他の実施形態において、人工呼吸器回路は、前述の構成要素のいずれをも備えるが
、人工呼吸器がその回路の一部とみなされない場合は除く。
【００４８】
　本発明のその他の実施形態において、バルブ、デバイス、システム、および回路は、噴
霧器、吸入バルブ、呼気バルブおよび／またはフィルター、および任意で保持チャンバー
または収容部を備える装置などの人工呼吸器を使用しない構成において使用される。通常



(15) JP 5087539 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

、そのようなデバイスまたは装置は、噴霧器などのエアロゾル発生器、ならびに、患者、
特に、自由呼吸の患者に対して生成されるエアロゾルを送達するためのいくつかの手段を
備える。いくつかの実施形態において、そのような装置は、非段階的な方法で送達しつつ
連続的なエアロゾルの生成を可能にするために、保持チャンバーをさらに備えてもよい。
人工呼吸器を使用しないデバイスおよびシステムのさらなる例は、例えば、２００５年３
月２４日に出願の共同所有の米国特許公報第２００５０２１７６６６号において開示され
、その開示は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる。
【００４９】
　したがって、一つ以上の側面において、本発明は、単一のバルブまたは複数のバルブに
関連する。バルブ１０の例示的実施形態が図１～７に示される。バルブ１０は、支持体２
０を備える。支持体２０は平面的であるように示されるが、支持体２０はその他の形状を
とってもよい。例えば、支持体は、曲率半径を有してもよい。曲率半径は、約１ｃｍから
約５０ｃｍまたは約５ｃｍから約１０ｃｍなどの約０．１ｃｍから約１００ｃｍまでの範
囲であってもよい。
【００５０】
　支持体２０は、開口３０を含む。図１～７のバルブ１０は四つの開口３０を有するが、
開口３０の数は、限定されない。例えば、バルブ１０は、例えば、一つ、二つ、三つ、四
つ、五つ、六つ、またはそれ以上である、一つ以上の開口３０を有してもよい。
【００５１】
　開口３０は、液体またはガス（例えば、空気）などの流体が支持体２０を通過するよう
に設計される。開口の形は、特に限定されない。したがって、開口の断面図の形は、円形
、三角形、台形、四角形、星形、卵形、楕円形、不定形、または同様なものであってもよ
い。開口の側面３２は、流体流れに対して平行であってもよく、または主な流体流れに対
して角度を成してもよい。したがって、開口の側面は、主な流体流れに対して約－９０、
－８５、－８０、－７５、－７０、－６５、－６０、－５５、－５０、－４５、－４０、
－３５、－３０、－２５、－２０、－１５、－１０、－５、０、５、１０、１５、２０、
２５、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５未満の角度
または９０度を成してもよい。開口の側面角度を約０°にすることにより乱流を軽減して
もよい。開口の側面角度を約０°以外にすることにより流体の混合を増加させてもよい。
【００５２】
　バルブ１０は、所望の状態および／または結果を提供するように最適化されることがで
きる。いくつかの実施形態において、バルブ１０は、一定の流れ抵抗で流体流れを最大に
する、あるいは一定の流速で圧力低下を最小化する、あるいはその組み合わせを達成する
ように最適化される。例えば、開口は、主な流体流れに垂直な面であるバルブの断面の占
める割合が大きくてもよい。開口は、バルブの断面の例えば、約１０％、２０％、３０％
、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、または９０％を備えてもよい。その他の実
施形態において、バルブ１０は、付着あるいは、流動破壊および／または機械故障に対す
る障害を軽減するように最適化されてもよい。その他の実施形態において、バルブ１０は
、例えば、所望の低圧力差で開放するなどの、圧力変化に対する所望のまたは最適化され
た感度を提供するように最適化されてもよい。これにより、人工呼吸器利用および／また
は薬物投与において効果をもたらすことができる。
【００５３】
　図１～７の実施形態に示されるバルブ１０は、幾何学的中心を含む中心部４０および外
縁４２を有する。外縁４２は、管（図示せず）に適合するように形作られる。あるいは、
外縁は、管の一部であってもよく、つまり、少なくともバルブの支持体および管が相互に
一体型である。図１～７の実施形態に示される外縁４２は円形である。しかし、外縁４２
は、いかなる特定の形状にも限定されず、楕円形、四角形、三角形、不定形、および同様
なものなどのその他の形状であってもよい。
【００５４】
　また、バルブ１０は、単一のフラップまたは複数のフラップ５０も備える。図１～７の
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実施形態に示されるバルブ１０は、四つのフラップ５０を含むが、フラップの数は限定さ
れない。例えば、バルブ１０は、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、またはそれ以上
の一つ以上のフラップ５０を有する。［Ｅｄｉｔｏｒ’ｓ　Ｎｏｔｅ：　ｔｈｅ　ｏｒｉ
ｇｉｎａｌ　ｓｔｅｎｔｅｎｃｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｔｈｅ　ｗｏｒｄ　‘ａｐｅｒｔ
ｕｒｅｓ’　ｈｅｒｅ，　ｂｕｔ　ｉｔ　ｉｓ　ａｐｐａｒｅｎｔｌｙ　ｍｅａｎｔ　‘
ｆｌａｐｓ’　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｃｏｎｔｅｘｔ．　Ｉｔ　ｍｕｓｔ　ｂｅ　ａ　ｔｙ
ｐｏ．］通常、各開口３０は、対応するフラップ５０を有するが、一つのフラップ５０が
二つ以上の開口３０に対応してもよい。複数のフラップを有することによって余剰がもた
らされる。したがって、フラップのうちの一つが付着しても、一つ以上のその他のフラッ
プが依然として流体を通過させるようにしてもよい。いくつかの実施形態において、ガス
が単一のフラップを開放する傾向があるため、単一のフラップを有することにより付着す
る可能性を軽減してもよい。いくつかの実施形態において、単一のフラップにすることに
より、高流量の用途において流れ抵抗を軽減するために、断面積を広くとるようにする。
【００５５】
　図１～７の実施形態に示されるフラップ５０は、支持体２０の中心部４０に連結される
端５２を有する。あるいは、フラップ５０は、支持体２０の外縁４２付近で支持体に連結
される端を有してもよい。
【００５６】
　フラップ５０は、開放または閉鎖位置にあってもよい。したがって、動作の際、フラッ
プを第一の方向に回転させることによって、フラップは、図１および３に示されるように
閉鎖位置に移動する。フラップを第二の方向に回転させる事によって、フラップは、図２
および４に示されるように開放位置に移動する。図３および４は、断面図であり、フラッ
プ５０上の流体流れ（矢印Ａにより示される）の影響を示す。
【００５７】
　図１～７の実施形態に示されるフラップ５０は閉鎖位置に付勢されている。代わりに、
フラップ５０は開放位置に付勢されてもよい。図１～７の実施形態に示されるフラップ５
０は、フラップ材料の形状記憶によって、閉鎖位置に付勢されている。付加的または代わ
りに、フラップは、バネ、補助的フラッパ、または部分的に補助的フラッパと重なるプレ
ストレスト材などの付勢手段により付勢されてもよい。
【００５８】
　図１～７の実施形態のフラップ５０が閉鎖位置にある場合、フラップ５０は、支持体２
０の上に存在し、最小またはゼロの圧縮応力あるいは荷重下にある。最小応力により、フ
ラップ５０が支持体２０に付着する可能性が軽減される。その代わりに、フラップ５０は
、閉鎖位置において事前に負荷が加えられるか、あるいは付勢されてもよい。逆圧などの
場合に、事前の負荷または付勢により、バルブ１０を介した漏出を軽減してもよい。事前
の負荷または付勢は、記憶材料、バネ、および同様なものによって達成されてもよい。
【００５９】
　したがって、図１～７の実施形態に示される各フラップ５０は、連結端５４の逆方向に
移動端５２を備える。移動端５２は、一般的に、閉鎖位置において支持体２０の外縁４２
に接触する。支持体２０の外縁４２は、フラップ５０に接触する突起部６０を任意で備え
る。任意で、その突起部は、フラップの一部を形成してもよく、バルブが閉鎖される場合
に、支持体に接触してもよい（図示せず）。
【００６０】
　突起部６０は、多くの場合、支持体２０とフラップ５０との接触領域を最小化するため
の座部として機能する。最小化された接触領域により、フラップ５０が支持体２０に付着
する可能性を軽減してもよい。
【００６１】
　図１～７に示される実施形態の突起部６０は三角形で、開口３０の周囲に隣接する縁を
形成する。したがって、突起部は刀形を形成する。三角形以外の形が、開口３０の周囲に
隣接する縁を形成するように使用されてもよい。例えば、突起部の断面図は、長方形、半
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円形、楕円形、円錐形、または同様のものであってもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、隣接する縁の接触領域は、縁の長さ１ｃｍにつき、約０
．５ｃｍ２未満または約０．１ｃｍ２未満などである約１ｃｍ２未満であってもよい。隣
接する縁により、バルブ１０を介した漏出を最小化してもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、接触領域は非隣接でもよい。例えば、突起部６０は、規
則的または不規則的な針形、三角形、長方形、円錐形、半円筒形、球形、半球形、ピラミ
ッド形、ヒレ形、三日月形、それらの一部、または隙間により分割されるその他の形、ま
たは同様なものを含めてもよい。非隣接の接触領域により、漏出がいくらか発生する可能
性があるが、そのような突起部は、付着を軽減する可能性がある。この点において、突起
部により、接触領域が削減され、表面張力による自浄がもたらされる。特定の用途におい
て、付着の可能性を軽減することは、漏出を軽減するよりもさらに重要である場合がある
。例えば、以下にさらに詳しく説明されるように、エアロゾルを人工呼吸器回路に添加す
るためのアダプターは、場合により、例えば最大約１０Ｌ／ｍｉｎ、最大約０．５Ｌ／ｍ
ｉｎ、または最大約０．１Ｌ／ｍｉｎなどである最大約１０Ｌ／ｍｉｎまでの漏出に耐え
ることができる。これらのアダプターのうちの一つにおけるバルブの一つ以上のフラップ
が付着する場合、フロープロファイルは、不規則になる可能性がある。
【００６４】
　いくつかの用途において、バルブを介した少量の漏出が望まれる場合がある。例えば、
以下にさらに詳しく説明されるように、エアロゾルを人工呼吸器回路に添加するためのア
ダプターは、いくらかの漏出を有利に含んでもよい。この点において、いくらかの漏出に
より、患者と人工呼吸器の接合部を改善してもよい。
【００６５】
　したがって、図８に示される本発明の一バージョンにおいて、バルブ１１０は、開口１
２２（透視で示される）を備える支持体１２０を含む。フラップ１５０は、支持体１２０
に連結される。フラップ１５０は、フラップ１５０が閉鎖位置にある際に、支持体１２０
に接触する面を有する。支持体１２０は、フラップ１５０が閉鎖位置にある際に、バルブ
１１０を介した流体流れを可能にするチャネル１８０を含んでもよい。
【００６６】
　図９に示される別のバージョンにおいて、バルブ２１０は、開口２２２（透視で示され
る）を備える支持体２２０を含む。フラップ２５０は、支持体２２０に連結される。フラ
ップ２５０は、フラップ２５０が閉鎖位置にある際に、支持体２２０に接触する面を有す
る。支持体２２０は、フラップ２５０が閉鎖位置にある際に、バルブ２１０を介した流体
流れを可能にするチャネル２８０を含んでもよい。
【００６７】
　図８および９に示されるバージョンにおいて、チャネル１８０および／または２８０の
相対サイズおよび相対数を変更することにより、技術を有する者は、フラップが閉鎖位置
にある際のバルブを介する流体流れに対する、フラップが開放位置にある際のバルブを介
する流体流れの割合を変更してもよい。例えば、開放位置における流体流れは、閉鎖位置
の流体流れよりも、少なくとも約２倍、少なくとも約１０倍、少なくとも約１００倍、少
なくとも約１０００倍、少なくとも約１０，０００倍、または少なくとも約１００，００
０倍大きくなってもよい。
【００６８】
　フラップ毎の接触領域の量は、フラップのサイズなどの要素によって決まる。いくつか
の実施形態において、フラップ毎の接触領域の量は、約１ｃｍ２未満、約０．８ｃｍ２未
満、約０．５ｃｍ２未満、約０．１ｃｍ２未満、および約０．０１ｃｍ２未満を含むがそ
れだけに限定されない。いくつかの実施形態において、突起部に接触するフラップの表面
の表面積の割合は、多くの場合、約０．５％から約２５％、約１％から約１０％、および
約１％から約５％などである約０．１％から約５０％までの範囲である。突起部に接触す
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るフラップの表面の表面積の割合は、多くの場合、約２．５％未満、約１％未満、約０．
５％未満、約０．１％未満、または約０．０１％未満などである約５％未満である。
【００６９】
　図１～７の実施形態におけるフラップ５０は、図７に示されるように相互に一体型であ
る。フラップ５０は、四葉のクローバーに類似する四つのローブ構造を形成する。相互に
一体化する複数のフラップを形成することにより、製造原価を削減することができる。あ
るいは、複数のフラップ５０は、別個の部分であってもよい。複数のフラップ５０の別個
の部分を形成することによって、あるフラップにおける応力が、別のフラップの性能の影
響を受けないようにするために望ましくなる。
【００７０】
　図１～７の実施形態における複数のフラップ５０および支持体２０は、別個の部分であ
る。支持体２０および複数のフラップ５０を別個の部分に形成することにより、これらの
部分を形成する材料の最適化が可能になる。あるいは、支持体２０および複数のフラップ
５０は、相互に一体型であってもよい。相互に一体化する複数のフラップを形成すること
により、製造原価を削減することができる。
【００７１】
　支持体２０および複数のフラップ５０が別々の部分である際、フラップ５０は、さまざ
まな技術を使用して支持体上に装着されることができる。図１に示されるように、中柱７
０はフラップ５０を保持する。装着技術の例は、当技術分野において既知であるものであ
り、スナップ嵌め、接着剤、共融解超音波溶接、ＲＦ溶接、スピン溶接、クランプ、ヒン
ジ（以下に説明のとおり）、および同様なものなどの、接着締め具、機械的締め具、およ
び材料接合が挙げられる。
【００７２】
　複数のフラップを形成する材料は、剛体でもよく、または柔軟性のあるものであっても
よい。フラップ材料は、バルブが低圧力降下で開放可能なように選択されてもよい。例え
ば、柔軟性のフラップ材料は、約３０から約８０、約４０から約７０、および約５０から
約６０などである、約２０から約９０までのショアＡ硬度を有してもよい。剛体の材料は
９０より大きいショアＡ硬度を有する。例えば、剛体の材料は、１００ロックウェルＢな
どの少なくとも５０ロックウェルＢの剛性を有してもよい。
【００７３】
　フラップ材料が柔軟性である場合、優れた形状記憶またはクリープ抵抗、あるいはその
両方を含む材料を備えてもよい。例えば、クリープ抵抗は、２３°Ｃ、荷重８００ｐｓｉ
下において、１０００時間後、約３％伸度未満、約１％伸度未満、約０．５％伸度未満、
または約０．２％伸度未満などである、約４％伸度未満であってもよい。
【００７４】
　フラップ材料が剛体である場合、フラップは、ヒンジまたはヒンジ手段によって支持体
に連結されてもよい。ヒンジ手段の例として、ピン継手およびリビングヒンジが挙げられ
るがそれだけに限定されない。
【００７５】
　フラップは、さまざまな形状を帯びていてもよい。例えば、図１０Ａは、狭いネック３
５６およびヘッド３５８を有するフラップ３５０の上面図である。フラップ３５０がエラ
ストマーから形成される場合、狭いネックにより、フラップがネック３５６で曲がる可能
性が増加する。反対に、図１０Ｂは、広いネッック４５６およびヘッド４５８を有するフ
ラップ４５０の上面図である。フラッグ４５０がエラストマーから形成される場合、広い
ネック４５６により、フラップ４５０がフラップの長さに渡って曲がる可能性が増加する
。ヘッドの幅に対するネックの幅の割合は、一般的に、約１：１０から約１：１、約１：
５から約１：２などである、約１：２０から約２：１までの範囲である。
【００７６】
　また、フラップは、その断面において形成されるネックを有してもよい。例えば、図１
１Ａは、長方形の断面を有するフラップ５５０の断面図である。フラップ５５０がエラス
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トマーから形成される場合、フラップ５５０は、その全体の長さで曲がる傾向にある。図
１１Ｂは、断面にネック６５６が形成されたフラップ６５０の断面図である。フラップ６
５０がエラストマーから形成されている場合、フラップ６５０は、ネック６５６で屈曲ま
たは回転する傾向にある。その他の位置におけるフラップ６５０の幅に対するネック６５
６における幅の割合は、多くの場合、約１：８から約４：５、約１：６から約７：１０、
および約１：４から約３．５などである、約１：１０から約９：１０までの範囲である。
【００７７】
　図１２Ａは、フラップ７５０の別のバージョンの上面図である。フラップ７５０は、フ
ラップを支持体に装着するための中柱７７０を含む。いくつかの実施形態において、フラ
ップ７５０は、フラップ７５０の回転を容易にするためにネック７５６も含む。いくつか
の実施形態において、フラップ７５０は、断面図である図１２Ｂに示されるようにカップ
部７５９を含む。
【００７８】
　フラップ材料および支持体材料は、同一でもよく、あるいは相違してもよい。適切なフ
ラップおよび支持体の材料の例として、エラストマー、ポリマー、金属、セラミック、お
よび複合物が挙げられるがそれだけに限定されない。ポリマーの例として、ポリウレタン
、フッ素重合体（例えば、ポリテトラフルオロエチレン）、ナイロン、シリコーンゴム（
例えば、Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社およびＧＥ社より入手可能である）などのシリコー
ンで、例えば二部射出成形のシリコーンゴムなど、エチレンプロピレンジエンモノマー（
ＥＰＤＭ）、およびＳａｎｔｏｐｒｅｎｅTM熱可塑性エラストマー（ＥｘｘｏｎＭｏｂｉ
ｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社より入手可能）などが挙げられるがそれだけに限定されない。複
合物の例として、強化材料および積層が挙げられるがそれだけに限定されない。強化材料
には、例えば、粒子強化材料、繊維強化材料、および織布強化を有するシリコーンが含ま
れてもよい。積層には、例えば、パリレン被覆シリコーン、ポリテトラフルオロエチレン
被覆ポリマー、ポリマーに付着するポリイミド、シリコーンに積層する強化層、および高
デュロメーター上の低デュロメーターポリマー（例えば、９０ショアＡのシリコーン上の
３０ショアＡのシリコーン）が含まれてもよい。
【００７９】
　バルブは、バルブを介した流体流れが、適切な条件下で望ましく層流または乱流である
ように設計されることができる。主な層流を得るために、バルブは、少ない障害物で設計
されてもよい。層流は、凝縮を最小限にするように役立ってもよい。主に乱流を得るため
に、バルブは、障害物または不均整の流路開口部を備えて設計されてもよい。乱流により
、さらに混合されてもよい。
【００８０】
　バルブ１０は、反転の可能性を最小限に留めるように設計されることができる。咳また
はその他の高逆圧による反転は、不可逆になる可能性があり、バルブが一構成で固定する
ようになる。反転は、バルブが人工呼吸器で使用される際などに、深刻な安全性の問題を
引き起こす可能性がある。また、バルブの反転により、エアロゾル化装置のアダプターを
伴うシステムの揮散量が減少する可能性がある。反転は、例えば、突起部６０を有するフ
ラップ５０を重ねることによって制御されることができる。空気圧が、０．５秒未満で、
約１ｐｓｉ未満または０．５ｐｓｉ未満など、約２ｐｓｉ未満の量において変化する際は
、バルブ１０は反転しない。
【００８１】
　バルブは、さまざまな圧力で開放するように設計されることができる。例えば、フラッ
プは、圧力が約０．１ｃｍＨ２Ｏから約１００ｃｍＨ２Ｏ、約０．５ｃｍＨ２Ｏから約５
０ｃｍＨ２Ｏ、約１ｃｍＨ２Ｏから約１０ｃｍＨ２Ｏ、または約２ｃｍＨ２Ｏから約５ｃ
ｍＨ２Ｏなどである、約０．０５ｃｍＨ２Ｏから約１５０ｃｍＨ２Ｏまでの範囲のレベル
に達する際に、開放してもよい。
【００８２】
　バルブ８１０の別の実施形態は、図１３および１４に示される。本例において、フラッ
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プ８５０は、支持体８２０に配置される中柱８７０を含み、矢印Ｂによって示される方向
における動きが可能になる。図１３は、開放位置におけるバルブ８１０を示す。バルブ８
１０が閉鎖位置にある場合、フラップ８５０は、突起部８６０に接触する。図１４に示さ
れるように、突起部８６０は相互に間隔があけられる。付着を防ぐために、その空間は、
突起部８６０間の空間が液体で満たされないように十分であるべきである。例えば、突起
部は、約１ｃｍ未満などの約１．５ｃｍ未満、約０．１ｃｍ未満などの約０．２ｃｍ未満
、約０．０５ｃｍ未満、約０．００５ｃｍ未満などである距離で相互に空間があけられて
もよい。
【００８３】
　バルブ９１０のさらに別のバージョンは、図１５および１６に示される。図１５は、開
放位置におけるバルブ９１０を示す。支持体９２０は、柔軟性の材料の円板を備えるフラ
ップ９５０を保持する。図１６は、フラップ９５０がない支持体９２０の上面図である。
本実例の支持体９２０は、二つの開口９３０を備えて示されるが、開口の数は特に限定さ
れない。したがって、バルブ９１０は、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、またはそれ以上
の開口を含んでもよい。
【００８４】
　バルブは、流体流れ、特にガス流れを、さまざまな環境において制御するために、一方
向バルブとして使用されてもよい。一方向バルブの使用は既知である。例えば、バルブは
、化学処理、スキューバ用具、ガスマスク、人工呼吸器（機械的人工呼吸器、手動人工呼
吸器）、噴霧器のアダプター、または同様なものにおいて使用されてもよい。
【００８５】
　バルブを管に装着するためにさまざまな技術が使用されてもよい。装着技術の例として
、スナップ嵌め、プレス嵌め、ネジ切り、鍵、接着、超音波溶接、超音波溶接、［Ｅｄｉ
ｔｏｒ’ｓ　ｎｏｔｅ：　‘ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｗｅｌｄｉｎｇ’　ａｐｐｅａｒｓ
　ｔｗｉｃｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｓｅｎｔｅｎｃｅ．］ＲＦ溶接、スピ
ン溶接、クランプ、および同様なものが挙げられるがそれだけに限定されない。
【００８６】
　上記のように、バルブは、人工呼吸器回路および噴霧器のアダプターにおいて使用され
てもよい。人工呼吸器回路および噴霧器のアダプターは、さまざまな形状をとってもよい
。例えば、バルブは、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる２００４年
１１月１７日に出願された共同所有の米国特許公報第２００５０１３９２１１号に示され
るアダプターにおいて使用されてもよい。
【００８７】
　したがって、バルブは、図１７に示されるようなエアロゾル化された製剤処方の送達シ
ステム１１００において使用されてもよい。一つ以上の実施形態において、エアロゾル化
された製剤処方の送達システム１１００は、ユーザーの肺などのユーザーの呼吸器の一部
分に、エアロゾル化された製剤処方を送達する。一つ以上の実施形態において、エアロゾ
ル化された製剤処方の送達システム１１００は、人工呼吸器１１０５による補助によって
呼吸をする患者に、エアロゾル化された製剤処方を送達するのに有用であるが、以下に説
明されるように、人工呼吸器を使用しない患者に製剤処方を送達するために使用されるよ
うにも構成されてよい。人工呼吸器回路１１１０は、図１７に図式的に示される。吸入ラ
イン１１１５および呼気ライン１１２０は、人工呼吸器１１０５から伸びる。吸入ライン
１１１５および呼気ライン１１２０は、両方とも、それらから伸びる気流管を有するチュ
ーブから構成される。吸入ライン１１１５および呼気ライン１１２０は、人工呼吸器１１
０５から離れた接合部１１２５で交わる。接合部１１２５において、吸入ライン１１１５
の管は、呼気ライン１１２０からの管と連通し、両管は、患者ライン１１３０と連通する
。患者ライン１１３０は、患者に挿入される気管内または気管切開チューブ１１３５の管
まで伸びる管を備える。チューブ１１３５は、ユーザーの肺の中または付近まで伸びても
よい反対端を有する。したがって、一つ以上の使用実施形態において、酸素を含む空気は
、人工呼吸器１１０５によって吸入ライン１１１５に導入される。酸素を含む空気は、吸
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入ライン１１１５の管を通って、患者ライン１１３０に入り、チューブ１１３５の管を介
して患者の肺に入る。次に、患者は、自然にあるいは人工呼吸器から陰圧をかけることに
よって息を吐き、吐き出された空気は、チューブ１１３５を通り、患者ライン１１３０を
通り、そして呼気ライン１１２０を通って人工呼吸器１１０５に入る。その循環は、患者
の呼吸を補助するため、または患者の呼吸を全体的に制御するために連続的に繰り返され
る。
【００８８】
　エアロゾル化された製剤処方の送達システム１１００は、システムまたは機構１１４０
などのエアロゾル導入手段をさらに備える。エアロゾル導入機構１１４０は、接合部１１
２５と患者の肺の間の位置において、エアロゾル化された製剤処方を人工呼吸器回路１１
１０に導入するアダプター１１４５を備える。例えば、エアロゾル導入器は、図１７に示
されるように、エアロゾル化された薬剤を患者ライン１１３０に導入してもよく、あるい
はエアロゾル化された製剤処方をチューブ１１３５の中またはその付近に導入してもよい
。アダプター１１４５により導入されたエアロゾルは、製剤処方を含む収容部を備えるエ
アロゾル化装置１１５０によって生成される。エアロゾル化エネルギーは、エネルギー源
１１６０によってエアロゾル化デバイスに供給され、エアロゾル化された製剤処方を生成
する。エアロゾル化された製剤処方は、通路１１６５を通ってアダプター１１４５に入り
、そこで人工呼吸器回路１１１０に導入されてもよい。
【００８９】
　エアロゾル化装置１１５０は、例えば、エネルギー源が圧縮空気であるジェット噴霧器
、エネルギー源が、波、エネルギーなどの機械的である振動メッシュ噴霧器、エネルギー
源が音波エネルギーである超音波噴霧器、エネルギー源が予め選択された大気状態下など
で沸騰する組成などの噴射剤である定量吸入器、またはエネルギー源が圧縮されるまたは
気流である、あるいは膜振動または同様のものである乾燥粉末吸入器であってもよい。
【００９０】
　液体処方は、さまざまな手順のいずれによっても噴霧化されることができる。例えば、
液体は、二流体ノズル、圧縮ノズル、または回転円板を介して霧化されることが可能で、
あるいは、超音波噴霧器または振動オリフィスエアロゾル発生器（ＶＯＡＧ）で噴霧化さ
れることができる。一つ以上の実施形態において、液体処方は、ＢＤ　ＡｃｃｕＳｐｒａ
ｙノズルなどの圧縮ノズルで噴霧化される。エアロゾル化装置１１５０は、凝縮エアロゾ
ル化、衝突噴流技術、電気スプレー技術、熱気化、またはペルチェ素子に基づいてもよい
。
【００９１】
　ジェット噴霧器は、空気圧を使用することによって、溶液をエアロゾル液滴に分解する
。一つ以上の実施形態において、ジェット噴霧器（例えば、Ａｅｒｏｊｅｔ、ＡｅｒｏＥ
ｃｌｉｐｓｅ、Ｐａｒｉ　Ｌ．Ｃ．、ｔｈｅ　Ｐａｒｉｊｅｔ、Ｗｈｉｓｐｅｒ　Ｊｅｔ
、Ｍｉｃｒｏｎｅｂ（Ｒ）、Ｓｉｄｅｓｔｒｅａｍ（Ｒ）、Ａｃｏｒｎ　ｌｌ（Ｒ）、Ｃ
ｉｒｒｕｓ、およびＵｐｍｉｓｔ（Ｒ））は、空気ポンプからチューブによって供給され
る高速移動する空気で液体流を分散させて、液滴を霧として生成する。本方法で生成され
る液滴は、一般的に、約２～５μｍの直径を有する。
【００９２】
　一つ以上の実施形態において、電流を機械的振動に変換するための圧電変換器を使用す
る超音波噴霧器は、エアロゾル液滴を生成するために使用される。超音波噴霧器の例とし
て、Ｓｉｅｍｅｎｓ３４５　ＵｌｔｒａＳｏｎｉｃ　ＮｅｂｕｌｉｚｅｒTMおよび、例え
ばオムロンヘルスケア株式会社およびＤｅＶｉｌｂｉｓｓ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ，Ｉ
ｎｃ．で市販される物が挙げられるがそれだけに限定されない。例えば、参照することに
よりその全体が本明細書に組み込まれるＥＰ１０６６８５０を参照のこと。生成された液
滴は、一般的に、約１から約５ミクロンの範囲のＭＭＡＤ（空気動力学的中央粒子径）を
有する。
【００９３】



(22) JP 5087539 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

　振動多孔板噴霧器は、多孔板から溶媒の液滴を押し出すように急速に振動する多孔板に
より生成される音波真空を使用して機能する。例えば、参照することによってその全体が
本明細書に組み込まれる、米国特許番号第５，７５８，６３７、５，９３８，１１７、６
，０１４，９７０、６，０８５，７４０、および６，２０５，９９９号を参照のこと。
【００９４】
　例えば、一つ以上の実施形態において、エアロゾル発生器は、振動要素および先細にな
った穴のある円蓋形の開口板を備える、市販のＡｅｒｏｇｅｎ（カリフォルニア州、マウ
ンテンビューにあるＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．）エアロゾル発生器である。板が、約１０
０ｋ／ｓから約１５０ｋ／ｓなど一秒に数千回振動する場合に、マイクロポンプ作用によ
り、液体が先細の穴を介して引き出され、正確に規定された範囲の液滴サイズの低速エア
ロゾルを生成する。Ａｅｒｏｇｅｎエアロゾル発生器は噴射剤を必要としない。
【００９５】
　Ａｅｒｏｇｅｎ　ＡｅｒｏｎｅｂおよびＰａｒｉ　ｅＦｌｏｗ（ドイツのＰａｒｉ　Ｒ
ｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）について、圧電発振器は振動メッシュの周
辺に配置され、噴霧器の中身の正確な大きさの液滴が、振動によって膜を介して揺らされ
、反対側に薬物の呼吸可能な霧を生成する。別の振動メッシュ噴霧器である、Ｏｍｒｏｎ
　Ｍｉｃｒｏ－ａｉｒ（日本国のオムロン）については、圧電発振器は、振動メッシュの
周囲に配置される代わりに近位に配置され、膜の孔を介して噴霧器の中身の液滴の液滴を
振動させるのではなく押し出て、同様の結果をもたらす。
【００９６】
　凝縮エアロゾル発生器において、エアロゾルは、小さく電気的に加熱されたキャピラリ
ーを介して薬物処方をポンプで出すことにより生成される。キャピラリーを出ると、処方
は、大気によって急速に冷却され、大気状態およびユーザーの吸入速度に対して比較的不
変である弱いエアロゾルが生成される。参照することによってその全体が本明細書に組み
込まれる米国特許番号第６，７０１，９２２およびＷＯ０３／０５９４１３を参照のこと
。一つ以上の実施形態において、凝縮エアロゾル発生器は、Ａｌｅｘｚａ　Ｍｏｌｅｃｕ
ｌａｒ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって開示されるものを備える。
参照することによって全体が本明細書に組み込まれる、米国公報出願第２００４／００９
６４０２を参照のこと。
【００９７】
　吸入用の定量の液体製剤組成を送達するための別の装置は、参照することによりその全
体が組み込まれる、例えば、ＷＯ９１／１４４６８およびＷＯ９７／１２６８７において
説明される。その中で説明される噴霧器は、Ｒｅｓｐｉｍａｔ（Ｒ）の名で既知である。
【００９８】
　一つ以上の電気スプレーは、液体処方を噴霧化するために使用されてもよい。静電スプ
レーの用語（電気流体力学的スプレーまたは電気スプレーとしても既知である）は、液体
の分散がその帯電に依存し、噴霧およびガス流動プロセスが比較的連結していないシステ
ムを言及する。電気スプレーデバイスの例は、参照することによってその全体が本明細書
に組み込まれる米国特許番号第６，３０２，３３１、６，５８３，４０８、および６，８
０３，５６５において開示される。
【００９９】
　一つ以上の実施形態において、エアロゾル発生器は、熱気化デバイスを備える。そのよ
うなデバイスは、インクジェット技術に基づいてもよい。
【０１００】
　一つ以上の実施形態において、エアロゾル発生器は、ペルチェ素子を備える。そのよう
なデバイスの例は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる米国公報出願
第２００４／０２６２５１３において開示される。
【０１０１】
　一つ以上の実施形態において、エアロゾル発生器は、振動オフィリス単分散エアロゾル
発生器（ＶＯＡＧ）を備える。このデバイスは、単分散エアロゾル発生器の種類の一例で
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ある。
【０１０２】
　一つ以上の実施形態において、エアロゾル発生器は、キャピラリー力および相転移に依
存する薄膜かつ高表面積のボイラーを備える。キャピラリー環境における相転移を誘起す
ることによって、圧力が、膨張ガスに与えられ、それが放出される。この技術は、Ｖａｐ
ｏｒｅ，Ｉｎｃ．によって開示され、Ｖａｐｏｒｅ－Ｊｅｔ　ＣＦＶ技術として既知であ
る。参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる、米国特許番号第５，６９２
，０９５、５，８７０，５２５、６，１６２，０４６、６，３４７，９３６、６，５８５
，５０９、および６，６３４，８６４、ならびに米国出願第１０／６９１，０６７を参照
のこと。
【０１０３】
　接合部１１２５と患者の肺との間の位置におけるエアロゾル化された製剤処方を導入す
るためのアダプター１１４５の例は、参照することによりその全体が本明細書に組み込ま
れるＷＯ２００４／０７１３６８、ならびに参照することによりその全体が本明細書に組
み込まれる米国公報出願第２００４／００１１３５８および２００４／００３５４１３に
開示される。アダプター１１４５のその他の例は、米国特許公報番号第２００５０１３９
２１１号（下記）において開示される。
【０１０４】
　接合部１１２５と患者の肺との間の位置におけるエアロゾル化された製剤処方を導入す
ることは、エアロゾルが、吸入ライン１１１５に、または人工呼吸器１１０５内に導入さ
れるシステムに比べて、多くの点において有利である。例えば、接合部１１２５および患
者の肺の間の位置にエアロゾル化された製剤処方を導入することによって、導入点から患
者の肺への人工呼吸器回路の体積が実質的に軽減される。したがって、エアロゾル化され
た製剤処方は、さらに濃縮され、人工呼吸器回路１１１０の全体にあまり拡散しない。さ
らに、処方が吸入ライン１１１５に添加される場合は、処方の多くが呼気ライン１１２０
に引き込まれ、投与の効率をさらに制限することになる。この拡散および効率低下のため
、既知のシステムにおいて投与量の一貫性を制御することは難しい。また、患者の肺に投
与されていない大量のエアロゾル化された製剤処方が存在するということは、医療従事者
またはその他の者によって吸入される環境に多くのエアロゾルが導入される可能性が有る
という点において望ましくないと言える。
【０１０５】
　接合部１１２５および患者の肺の間の位置における製剤処方が、既知のシステムに比べ
て有利であるが、それでも状況によっては、導入されるエアロゾル化された製剤処方の多
くが、患者に投与される前に呼気ライン１１２０に引き込まれることが発見された。ゆえ
に、本発明のアダプター１１４５は、効率および／または投与量の一貫性を上げるように
改善された方法において、エアロゾル化された製剤処方を導入するように設計された。し
たがって、アダプター１１４５は、接合部１１２５と患者の肺との間の位置にエアロゾル
化された製剤処方を吸入流れに導入する。このようにして、アダプター１１４５は、人工
呼吸器回路１１２０［Ｅｄｉｔｏｒ’ｓ　ｎｏｔｅ：　ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　ｈｅｒｅ
　ｓｈｏｕｌｄ　ｂｅ　１１１０．　Ｔｈｉｓ　ｍｕｓｔ　ｂｅ　ａ　ｔｙｐｏ．］の呼
気ライン１１２０に引き込まれるエアロゾル化された製剤処方の量を削減する役割を果た
す。
【０１０６】
　図１８Ａ～１８Ｃは、Ｙ字形の部品の接合部１１２５の機能も実行するアダプター１１
４５の一バージョンを示す。図１８Ａ～１８Ｃのエアロゾル導入器１１４５は、Ｈ形の本
体１２００を備える。Ｈ形の本体１２００の第一の端において、第一のコネクタ１２０５
および第二のコネクタ１２１０は、人工呼吸器回路１１１０の吸入ライン１１１５および
呼気ライン１１２０に連結可能なようにそれぞれ構成される。Ｈ形の本体１２００内にお
いて、交差チャネル１２１５は、第一のコネクタ１２０５から第二のコネクタ１２１０に
空気が流れるように、管を提供する。そのようにして、コネクタ１２０５、１２１０およ
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び交差チャネル１２１５は、従来のＹ字形の部品のものと同様の方法で吸入ライン１１１
５および呼気ライン１１２０の接合部１１２５としての役割を果たす。
【０１０７】
　本バージョンにおける壁１２５５は、それぞれ第一のチャネル１２６５および第二のチ
ャネル１２６０を形作る、二つのチューブ１２５６、１２５７の形状である。第一のチャ
ネル１２６５は、エアロゾル化装置１１５０と連通し、エアロゾル化された製剤処方を収
容することが可能である延長部１２８５を含む。
【０１０８】
　図１８Ｂにおいて最もわかるように、第一のチャネル１２６５内および交差チャネル１
２１５の下流（吸入方向に対して）位置において、上に説明されるように一方向の吸入バ
ルブ１２７０が提供される。本バージョンにおいて、一方向の吸入バルブ１２７０は、フ
ラップ１２７２を保持する支持体１２７１を備える。一方向の吸入バルブ１２７０は、吸
入時に開放し、呼気時に閉鎖する。
【０１０９】
　図１８Ｃで最もわかるように、第二のチャネル１２６０内および交差チャネル１２１５
の上流（呼気方向に対して）位置において、上に説明されるように一方向の吸入バルブ１
２９０が提供される。一方向の吸入バルブ１２９０は、呼気時に開放し、吸入時に閉鎖す
る。
【０１１０】
　また、アダプター１１４５は、熱線加湿器のための温度プローブなどのセンサープロー
ブ（以下に説明される図３５参照）と共に使用するためのセンサープローブポート１２４
０も含む。適切な温度プローブの例として、抵抗温度検出器、サーミスタ、サーモカップ
ル、Ｆｉｓｈｅｒ－Ｐａｙｋｅｌ５６１温度プローブ、Ｈｕｄｓｏｎ　ＲＣＩ温度プロー
ブ、および同様なもの挙げられるがそれだけに限定されない。その他のセンサーとして、
圧力センサー、湿度（水分）センサー、気流センサー、またはその組み合わせを含めても
よい。
【０１１１】
　この位置で吸入ガスの温度を測定することは、エアロゾル化装置１１５０がガスを導入
する前に、吸入ガスの温度が反映されるため、有利である。吸入ガスの温度がエアロゾル
化装置１１５０の後の位置で測定されると、吸入ガスは、アダプター１１４５に到達する
前に過熱される、または通気ガス加熱機能の制御に障害が発生する可能性がある。
【０１１２】
　アダプター１１４５は、一方向の呼気バルブ１２９０の、呼気方向に対して上流に位置
する第二のチャネル１２６０において、流体アキュムレータ１２４２を含んでもよい。流
体アキュムレータは、流体、例えば、凝縮および／または粘液が一方向の呼気バルブ１２
９０に影響を及ぼさないように配置される。この点において、一方向の呼気バルブ１２９
０は、流体が蓄積する個所に対して高くしてもよい。例えば、第二のチャネル１２６０の
底部は、一方向の呼気バルブ１２９０の底部より、少なくとも約１ｃｍまたは少なくとも
約０．５ｃｍなどの少なくとも約２ｃｍ、下方にあってもよい。
【０１１３】
　図１８Ａ～１８Ｃに示される流体アキュムレータ１２４２は、ポート１２４４を備える
。ポートは、バルブ（図示せず）を含んでもよい。バルブの例として、栓、括約筋バルブ
、注射部位、取り外し可能なキャップ、および同様なものが挙げられるがそれだけに限定
されない。無針注射器が流体を吸い出すために使用されてもよい。
【０１１４】
　あるいは、図１９に示されるように、流体アキュムレータ１２４２は、ポート１２４４
を省いてもよく、第二のチャネル１２６０に形成される収容部１２４６を備える。したが
って、流体１２４８は、収容部１２４６に蓄積されてもよい。収容部は、一方向の呼気バ
ルブ１２９０が流体に接触する前に、一般的に、少なくとも約１０ｍｌまたは少なくとも
約５ｍｌなど、少なくとも約２０ｍｌの流体を保持してもよい。図１９において、矢印Ｃ
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は、患者から戻ってくる空気を示し、矢印Ｄは、人工呼吸器に戻る空気を示す。
【０１１５】
　本発明のアダプターは、人工呼吸器回路において使用される際、製剤処方を再現性良く
かつ効率良く送達することができる。例えば、本発明は、一般的に、全名目投与量の約±
１０％、±８％、±６％、±４％、±２％、または±１％内で送達された投与量を再現で
きる。本発明は、多くの場合において、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、少な
くとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、少なくとも約９０％などで
ある、少なくとも約３０％の送達された効率を達成することができる。
【０１１６】
　本発明の多くのバージョンは、一つには、アダプターを通る空気のフロープロファイル
により、この再現性および効率を達成することができる。図２０Ａおよび図２０Ｂは、空
気のフロープロファイルを示す。図２０Ｂは、図２０Ａのバルブ（クローバー型の４つの
フラップ）を介した気流の断面図の理想的な概略図であり、アダプターチャネル内のバル
ブの周囲の気流を示す。図２０で示されるように、高速度の空気がアダプターの表面近く
を通過するので、アダプターは自浄式である。
【０１１７】
　本発明のアダプターは、一般的に、患者と人工呼吸器の接合部に対する影響が有利に最
小限になる。影響が最小限であることによって、人工呼吸器は、より効果的に患者に対応
することができる。アダプターおよびバルブは、６０Ｌ／ｍｉｎの空気流速で、アダプタ
ーの第一の端と第二の端との間の圧力降下が、多くの場合、約３０ｃｍＨ２Ｏ未満、約５
ｃｍＨ２Ｏ未満、約４ｃｍＨ２Ｏ未満、約３ｃｍＨ２Ｏ未満、約２ｃｍＨ２Ｏ未満、また
は約１ｃｍＨ２Ｏ未満などの、約５０ｃｍＨ２Ｏ未満であり、約０．０５ｃｍＨ２Ｏから
約１０ｃｍＨ２Ｏ、約１ｃｍＨ２Ｏから約５ｃｍＨ２Ｏ、または約２ｃｍＨ２Ｏから約４
ｃｍＨ２Ｏまでの範囲にあってもよいように配置される。３０Ｌ／ｍｉｎの空気流速で、
アダプターの第一の端と第二の端との間の圧力降下は、一般的に、約１ｃｍＨ２Ｏから約
２ｃｍＨ２Ｏまでの範囲である。
【０１１８】
　アダプターは、透明、半透明、または不透明の材料から形成されてもよい。透明の材料
を使用することは、ユーザーが、視覚的にアダプターの機能を点検することができるため
、有利になる。アダプターの材料の例として、ポリプロピレン、ＳＡＮ（スチレンアクリ
ロニトリル共重合体）、ＡＢＳ（アクリロニトリルブタジエンスチレン）、ポリカーボネ
ート、アクリルポリスルホン、Ｋ－ｒｅｓｉｎ（Ｒ）、スチレンブタジエン共重合体（Ｃ
ｈｅｖｒｏｎ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ　Ｃｈｅｍｉｃａｌより入手可能）、ポリエチレン、Ｐ
ＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ポリスチレン、および同様なものなどのポリマーが挙げられる
がそれだけに限定されない。
【０１１９】
　エアロゾル化装置１１５０は、呼吸域粉塵または液滴を生成可能であるいかなる種類の
ものであってもよい。例えば、参照することにより全体が本明細書に組み込まれる、ＷＯ
９９／１６４１９、米国特許第６，０５１，２５６号、または米国特許第６，５０３，４
８３号に説明されるように、製剤処方は、乾燥粉末状であってもよい。その場合、エアロ
ゾル化装置１１５０は、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる米国特
許第５，４８５，１３５、５，７４０，７９４、または６，２５７，２３３号に説明され
るエアロゾル化装置などの、能動的乾燥粉末エアロゾル化装置、あるいは、参照すること
によってその全体が本明細書に組み込まれる米国特許第４，０６９，８１９または４，９
９５，３８５号に説明されるエアロゾル化装置のような、受動的乾燥粉末エアロゾル化装
置を備えてもよい。あるいは、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる
、米国特許第５，２２５，１８３、５，６８１，５４５、５，６８３，６７７、５，４７
４，７５９、５，５０８，０２３、６，３０９，６２３、または５，６５５，５２０号に
説明されるように、製剤処方は、液体噴射剤中に溶解または懸濁されるものを含んでもよ
い。その場合、エアロゾル化装置１１５０は、定量吸入器（ＭＤＩ）を備えてもよい。あ
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るいは、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれるＷＯ２００４／０７１
３６８、ならびに参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる米国公報出願
第２００４／００１１３５８および２００４／００３５４１３号において説明されるよう
に、製剤処方は、液状であってもよく、噴霧器を使用して噴霧化されてもよい。噴霧器の
その他の例として、カリフォルニア州マウンテンビューにあるＡｅｒｏｇｅｎ，Ｉｎｃ．
より入手可能であるＡｅｒｏｎｅｂ（Ｒ）ＧｏまたはＡｅｒｏｎｅｂ（Ｒ）Ｐｒｏ、バー
ジニア州ミドロジアンにあるＰＡＲＩ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，
Ｉｎｃ．のＰＡＲＩ　ｅＦｌｏｗおよびその他のＰＡＲＩ噴霧器、ニュージャージー州イ
ーストブランスウィックにあるＬｕｍｉｓｃｏｐｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．より入手
可能であるＬｕｍｉｓｃｏｐｅ（Ｒ）噴霧器６６００または６６１０、および日本国、京
都にあるオムロンヘルスケア株式会社より入手可能であるＯｍｒｏｎ　ＮＥ－Ｕ２２が挙
げられるがそれだけに限定されない。
【０１２０】
　Ａｅｒｏｎｅｂ（Ｒ）ＰｒｏおよびＰＡＲＩ　ｅＦｌｏｗなどの、圧縮ガスを使用しな
いで液滴を形成する噴霧器を備えるアダプターが、投与量の効率性および一貫性において
予想外の改善を提供することが発見された。圧縮空気を導入するのではなく、振動する有
孔または無孔の膜を使用して微細液滴を生成することによって、エアロゾル化された製剤
処方は、回路内の流れ特性に大幅に影響を与えず、また、人工呼吸器の設定を大幅に再選
択する必要なく、人工呼吸器回路１１１０内に導入されることができる。さらに、この種
類の噴霧器を使用の際、生成される液滴は、低速度で導入されるので、液滴が人工呼吸器
回路１１１０の不要な領域にもたらされる可能性が低くなる。さらに、液滴を形成する噴
霧器および上述のエアロゾル導入器１１４５の組み合わせにより、人工呼吸器が異なる一
回換気量を使用する際に、投与量の変動が減少するという点において有益になり、システ
ムがより汎用的になる。
【０１２１】
　第一のチャネル１２６５の容積、つまり、エアロゾル化された製剤処方を吸入空気の流
れを介して収容するアダプター１１４５の一部分の容積は、特定の人工呼吸器および／ま
たはエアロゾル発生器について、エアロゾルの送達効率が増加するように選択されてもよ
い。例えば、図１８Ａ～図１８Ｃの一つ以上のバージョンにおいて、一方向バルブ１２７
０から第二のチャネル１２６０との接合部までの容積を含む、第一のチャネル１２６５の
容積は、約１２５ｍｌから約５００ｍｌまたは約２００ｍｌから約３００ｍｌなどの、約
１０ｍｌから約１０００ｍｌまでであってもよい。この点において、一方向バルブ１２７
０から下流にアダプター１１４５の端までの第一のチャネル１２６５の容積は、一般的に
、約５０ｍｌから約１５０ｍｌまたは約６０ｍｌから約１００ｍｌなどの、約５ｍｌから
約５００ｍｌまでの範囲であってもよい。アダプター１１４５がジェット噴霧器と併用し
て使用される際、さらに大きい第一のチャネル容積を有することが望ましいかもしれない
。ジェット噴射器は、圧縮空気を人工呼吸器回路に導入し、大きめの第一のチャネル容積
は、この導入の影響を軽減する。したがって、ジェット噴霧器の使用に関して、第一のチ
ャネル容積は、約１００ｍｌから約５００ｍｌ、約１５０ｍｌから約２５０ｍｌ、または
約２００ｍｌなどの、約５０ｍｌから約１０００ｍｌまでであってもよい。Ａｅｒｏｎｅ
ｂ（Ｒ）ＰｒｏおよびＰＡＲＩ　ｅＦｌｏｗなどの振動メッシュ噴霧器に関して、再現可
能な投与は、より小さい第一のチャネル容積に起因する。例えば、振動メッシュ噴霧器と
共に使用されるアダプター１１４５のための第一のチャネル容積は、約１０ｍｌから約１
０００ｍｌ、約５０ｍｌから約２００ｍｌ、または約９０ｍｌなどの、約１０ｍｌを上回
るいかなる容積であってもよい。確保される容積およびバルブ機能の双方は、本発明の性
能に影響を及ぼす。
【０１２２】
　第一のチャネル１２６５および延長部１２８５は、さまざまな形状をとってもよい。例
えば、延長部１２８５は、第一のチャネル１２６５の軸に対して、約１０度から約７０度
、約２０度から約６０度、または約３０度から約４０度などの、角度Ａ（図２２参照）を
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成してもよい。このような角度は、液滴が吸入ガスに同伴される可能性に影響を与る可能
性がある。
【０１２３】
　また、延長部１２８５は、図２２の平面から第一のチャネル１２６５の軸に対して角度
を成してもよい。この角度により、液滴は、第一のチャネルを介してらせん状の経路をた
どることができる。このようならせん状の経路は、液滴が吸入ガスに同伴される可能性に
影響を与える可能性がある。
【０１２４】
　また、延長部１２８５は、大気に対して一つ以上の一方向の逆止めバルブ（図示せず）
を含んでもよい。一方向の逆止めバルブにより、噴霧器の動作中に渦の形成を最小限にす
るように、空気が延長部に渡るようにできる。
【０１２５】
　また、延長部１２８５の長さは、変化してもよい。例えば、延長部１２８５の最短位置
の長さＬは、約５ｍｍから約２．５ｃｍまたは約１ｃｍから約２ｃｍなどの、約０ｍｍか
ら約５ｃｍまでの範囲であってもよい。以下に説明されるように、延長部の長さは、液滴
が吸入ガスに同伴される可能性に影響を与える可能性がある。
【０１２６】
　図２１および２２は、例えば、振動メッシュ噴霧器と共に使用されてもよい第一のチュ
ーブ１２５６およびチャネル１２６５の実施形態を示す。第一のチャネル１２６５は、エ
アロゾル化装置１１５０に連通して、エアロゾル化された製剤処方を収容可能である延長
部１２８５を含む。この場合において、延長部の短い部分の長さＬは、約２ｃｍである。
いくつかの実施形態において、振動メッシュ噴霧器と共に使用される場合、多くの液滴が
、延長部１２８５の壁に凝縮する可能性がある。液滴は、空気に同伴して、渦Ｅを形成し
てもよいことが発見された。次に、渦によって、多くの液滴が、延長部１２８５および第
一のチャネル１２６５の壁にぶつかるようになる。
【０１２７】
　図２３および２４は、例えば、振動メッシュ噴霧器と共に使用されてもよい第一のチャ
ネル１２６５の別の実施形態を示す。第一のチャネル１２６５は、エアロゾル化装置１１
５０に連通して、エアロゾル化された製剤処方を収容可能である延長部１２８５を含む。
この場合において、延長部の短い部分の長さＬは、約０．１ｃｍから約０．５ｃｍなどの
約０．００１から約１ｃｍである。この実施形態が、振動メッシュ噴霧器と共に使用され
た場合、長めの延長部１２８５の実施形態の場合よりも少ない液滴が、有利に、延長部１
２８５および第一のチャネル１２６５の壁に凝縮した。
【０１２８】
　図２５は、延長部１２８５が一つ以上のチャネル１２８６を備える実施形態を示す側面
断面図である。噴霧器と共に使用される際に、一つ以上のチャネル１２８６は、液滴凝縮
の可能性を最小限にする渦Ｅの形成を容易にすることが見込まれる。
【０１２９】
　図２６は、延長部１２８５が円錐形のシース１２８７を含む実施形態を示す。噴霧器と
共に使用される際に、シース１２８７は、液滴凝縮の可能性を最小限にする渦Ｅの形成を
容易にすることが見込まれる。シース１２８７は、一般的に、連続平面または不連続面を
備える。
【０１３０】
　図２７は、延長部１２８５が反転している、つまり、チャネル１２６５の内部に伸びて
いる実施形態を示す。噴霧器と共に使用される際に、反転している延長部１２８５は、液
滴凝縮の可能性を最小限にする渦Ｅの形成を容易にすることが見込まれる。
【０１３１】
　一つ以上の実施形態は、噴霧器および噴霧器システムを対象にする。一つ以上の実施形
態において、薬物投与（または多種投与）容器は、一つ以上のエアロゾル生成要素を含む
。例えば、バイアルまたはその他の格納デバイスは、振動メッシュ噴霧器において主なエ
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アロゾル生成要素として使用される開口板またはメッシュと組み合わせてもよい。しかし
ながら、噴霧器および噴霧器システムは、人工呼吸器回路における使用に限定されず、実
際は、持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）デバイスあるいは非侵襲性人工呼吸器または呼吸補
助システムなどの、ジェット、超音波、振動メッシュ、またはその他の噴霧器が使用され
るいかなる用途においても用いられてもよいことに留意されたい。
【０１３２】
　図２８および図２９は、機械的に人工呼吸される患者のための人工呼吸器回路において
使用される振動メッシュ噴霧器１５１０の一つ以上の実施形態を示す。液体の薬物処方を
投与するために、キャップ１５４０が開放される。液体の薬物処方は薬物保持チャンバー
１５５０に注がれ、その薬物処方は振動メッシュ要素１５６０に接触する。特定の振幅お
よび周波数の正弦波、方形波、またはその他の波形であってもよい電気信号などの適切な
信号は、ケーブルレセプタクル１５７０に接続されるケーブル１５７５を介して伝達され
て、液体の薬物処方をエアロゾルの形状で人工呼吸器回路を通って患者に送達するために
、電気信号を振動メッシュ要素１５６０に提供する。図２９は、液体の薬物処方を薬物保
持チャンバー１５５０に収容するためのキャップ１５４０が開放されている実施形態を示
す。
【０１３３】
　図３０は、振動メッシュ噴霧器１５１０の別の実施形態を示す。液体薬剤の容器または
バイアル１５８０は、組込み圧電要素１５６５を有する振動メッシュ要素１５６０が内蔵
されて、バイアル収容部１５５５に適合するように設計される。一つ以上の実施形態にお
いて、振動メッシュ要素１５６０は、適切な周波数を振動メッシュ要素１５６０に導入す
る役割を果たす圧電要素を含む。電気信号などの適切な信号は、ケーブルレセプタクル１
５７０に接続されるケーブル１５７５を介して伝達されて、振動メッシュ要素１５６０に
電気信号を提供する。そのような信号から利益を受けるいかなる実施形態においても、電
気以外の信号が使用されてもよいことに留意されたい。したがって、光、ＲＦ（ラジオ周
波数）、温度、磁気、機械的、およびその他の信号も使用されてもよい。したがって、い
くつかの実施形態において、ケーブル１５７５は不必要である。
【０１３４】
　図３１は、バイアル破裂要素１５６２を示す。破裂要素１５６２は、バイアルの挿入時
に作動され、薬物処方を開口板に接触させるようにする。破壊要素は、バイアル上または
本体上にあってもよい。
【０１３５】
　図３２に示される別の実施形態において、適切な周波数の振動を振動メッシュ要素１５
６０に導入する役割を果たす圧電要素１５６５は、バイアル収容部１５５５の中またはそ
の付近に振動メッシュ噴霧器の構造内に含まれ、適切な周波数の振動を機械的接触を介し
て振動メッシュ要素１５６０に伝送する。特定の振幅および周波数の正弦波、方形波、ま
たはその他の波形であってもよい適切な電気信号は、ケーブルレセプタクル１５７０に接
続されるケーブル１５７５を介して伝達され、適切な周波数を振動メッシュ要素１５６０
に導入する役割を果たす電気信号を圧電要素１５６５に提供する。ひねりハンドル１５８
５は、電気および／または機械接触を確保するためのトルクの適用を容易にするために、
上記実施形態のいずれにおいても導入されてもよい。
【０１３６】
　図３３に示されるさらに別の実施形態において、前述の実施形態のバイアル収容部１５
５５は、省略されており、バイアル１５８０は、液体薬物容器および支持体としての役割
を果たす。その他の実施例では、バイアル収容部１５５５は支持体としての役割を果たす
。
【０１３７】
　図３４は、アダプター１１４５と共に使用される振動メッシュ噴霧器システム１５１０
の実施形態を示す。
【０１３８】
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　上記を考慮し、一つ以上の実施形態において、噴霧器システムは、一貫性があり、安全
で、便利な薬物の肺送達を提供する。一つ以上の実施形態において、噴霧器システムによ
り、（１）投与のために、空洞に薬物を測定して注ぐのではなく、薬包を単に挿入するこ
と、（２）薬包と一体化した振動メッシュ要素によって、次に使用する際にメッシュの洗
浄の必要性が排除されること、（３）限定または単一使用のメッシュが、長時間の薬物接
触および関連化学的相互作用によって誘起される腐食から保護される必要がないため、メ
ッシュ製造が簡易化されること、および／または（４）薬物バイアルとメッシュ要素とを
一体化して、統合されて、分離不可能で、単一使用の薬物メッシュユニットにより、潜在
的に危険性のある承認適応症外使用から保護すること、がもたらされる。
【０１３９】
　図３５は、本発明の人工呼吸器回路の部分的な概略図である。矢印Ｅは、人工呼吸器か
らの空気流動を示す。空気は、吸入ライン１１１５を介して患者に向かう。吸入ライン１
１１５は、温度プローブポート１２４０に配置される温度センサーを使用して制御可能で
ある熱線加湿器１３００を含んでもよい。次に、空気は、一方向の吸入バルブ１２７０を
通る。製剤処方は、延長部１２８５を介して添加されてもよい。次に、空気は、Ｙ字形の
部品１３２０に挿入される前に、吸入通気管１３１０を通る。Ｙ字形の部品１３２０は、
多くの場合、最大約０．５ｍなどの最大約１ｍの長さを有する。Ｙ字形の部品１３２０は
、患者に挿入される気管内チューブ（図示せず）に接続されてもよい。
【０１４０】
　呼気の空気は、気管内チューブを通って、Ｙ字形の部品１３２０に入る。バルブ機能に
より、呼気の空気は呼気通気管１３３０を通る。次に、空気は、一方向の呼気バルブ１２
９０を通り、矢印Ｆに示されるように、呼気ライン１１２０を介して人工呼吸器に向けて
出る。
【０１４１】
　図３６は、図３５に示されるものと同様である実施形態を図式的に示すが、それ以外に
も熱／水交換（ＨＭＥ）フィルター１４００を含む。ＨＭＥフィルター１４００は、呼気
ガスから水分を取り除き、水分を吸入ガスに添加する。ＨＭＥフィルターを収容するため
に、人工呼吸器回路は、Ｙ字形のチューブ１４１０および１４２０を含む。
【０１４２】
　本発明のバルブおよびデバイスは、当技術分野において技術を有する者に既知であり、
利用可能であるさまざまな方法および技術のいずれによっても作製されてもよい。
【０１４３】
　実験
　以下の表１および２は、５日間使用の生活調査であり、模擬条件下で抗生剤を５日間投
入し続けた後の、本発明のバルブおよびアダプターの信頼性を示す。表からわかるように
、吸気ラインに送達される割合は、経時的に大幅には変わらなかったことから、バルブの
付着がないことおよび／またはアダプター内の流動性が優れていることが証明された。本
試験において、本発明の一つ以上の実施形態に基づき、ジェット噴霧器、クローバー型の
バルブ、およびアダプターが用いられた。表１は、ゲンタマイシンの結果を示し、表２は
、バンコマイシンの結果を示す。
【０１４４】
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【表１】

【０１４５】
【表２】

　追加の結果により、本発明のアダプターおよびバルブの構成は、従来技術のものと比較
すると、より高い吸気用量および／またはより少ない用量変動（より小さい最大比／最小
比）を送達することが可能であり、ならびに／もしくは、微呼吸、呼吸速度、吸気流速、
バイアス流れ、および湿度をはじめとする要素によって影響をあまり受けない。
【０１４６】
　製剤処方は、ユーザーの呼吸器への投与のために、活性薬剤（または薬物）を含んでも
よい。本明細書に説明される活性薬剤には、いくらかの薬理的効果、多くにおいて有益な
効果をもたらす物質、薬物、化合物、合成物、またはその組み合わせが含まれる。これに
は、食品、補助食品、栄養、薬物、ワクチン、ビタミン、およびその他の有益な物質が含
まれる。本明細書で使用される際、その用語は、患者において局所的または全身的な効果
を生成する生理学的または薬理学的に活性の物質をさらに含む。本明細書で説明される製
剤処方に導入される活性薬剤は、末梢神経、アドレナリン受容体、コリン作動性受容体、
骨格筋、循環系、平滑筋、血管系、シナプス部、神経効果器接合部、内分泌系およびホル
モン系、免疫系、生殖器系、骨格系、オータコイド系、消化器系および排せつ系、ヒスタ
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ミン系、および中枢神経系に作用する薬物を含むがそれだけに限定されない、無機または
有機化合物であってもよい。
【０１４７】
　特定の一実施形態において、製剤処方は、人工呼吸器関連の肺炎を治療または予防する
ために、人工呼吸器を使用している患者へ投与するための抗生剤を含む。このような投与
は、上述のＳｍａｌｄｏｎｅらによる特許出願で名称が「Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｔａｒｇｅｔｅｄ　Ｅｎｄｏｂｒｏｎ
ｃｈｉａｌ　Ｔｈｅｒａｐｙ」である２００３年５月７日に出願されたＷＯ２００４／０
７１３６８、２００３年５月６日に出願されたＳｍａｌｄｏｎｅによる米国特許出願１０
／４３０，７６５、２００３年５月６日に出願されたＳｍａｌｄｏｎｅによる米国特許出
願１０／４３０，６５８、および米国特許仮出願６０／３７８，４７５、６０／３８０，
７８３、６０／４２０，４２９、６０／４３９，８９４、および６０／４４２，７８５に
おいて説明され、その全てについて、その全体は、参照することにより本明細書に組み込
まれる。エアロゾル化された抗生剤の投与に関して本発明にかかるアダプター１１４５を
使用することにより、多くの有益がもたらされる。例えば、本発明のアダプター１１４５
を使用すると、環境に失われる製剤処方が大幅に軽減され、抗生剤に対する菌耐性の軽減
につながる。さらに、アダプター１１４５は、抗生剤治療のために特に有用であるさらに
一貫性のある投与量を送達することができる。特定の一バージョンにおいて、製剤処方は
、バンコマイシンおよび／またはゲンタマイシンを含んでもよい。製剤処方のさらなる例
は、２００５年９月２９日に出願された共同所有の米国特許仮出願第６０／７２２，５６
４（代理人整理番号０２８０．ＰＲＯ）である「Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ　Ｆｏｒｍｕｌａ
ｔｉｏｎｓ，Ｕｎｉｔ　Ｄｏｓｅｓ，Ｋｉｔｓ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」に開示され、
その全体は、参照することにより本明細書に組み込まれる。
【０１４８】
　代替または追加の活性薬剤は、例えば、睡眠薬および鎮静剤、精神賦活剤、精神安定剤
、呼吸器系疾患治療薬、鎮痙剤、筋肉弛緩剤、抗パーキンソン病薬（ドーパミン拮抗薬）
、鎮痛剤、抗炎症薬、抗不安薬（不安寛解剤）、食欲抑制剤、抗片頭痛薬、筋収縮薬、抗
感染薬（抗生剤、抗ウイルス剤、ワクチン）、抗関節炎薬、抗マラリア薬、制吐薬、抗て
んかん薬、気管支拡張剤、サイトカイン、成長因子、抗癌剤、抗血栓剤、降圧剤、心臓脈
管薬、不整脈治療剤、抗酸化物質、抗ぜんそく薬、避妊薬を含むホルモン剤、交感神経様
作用薬、利尿薬、脂質調整剤、抗アンドロゲン剤、駆虫薬、抗凝血剤、新生物薬、抗新生
物薬、血糖降下薬、栄養剤およびサプリメント、成長サプリメント、抗腸炎剤、ワクチン
、抗毒素、診断用薬、および造影剤から選択されてもよい。活性薬剤は、吸入により投入
される場合、局所的または全身的にあるいはその組み合わせで作用してもよい。
【０１４９】
　活性薬剤は、小分子、ペプチド、ポリペプチド、プロテイン、多糖、ステロイド、生理
的効果を誘発可能なプロテイン、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド
、脂肪、電解質、および同様なものなどを含むがそれだけに限定されない、多くの構造的
分類のうちの一つに分類されてもよい。
【０１５０】
　本発明の使用に適切な活性薬剤の例として、β－２作動薬（例えば、アルブテロール／
サルブタモール、テオフィリン、フォルモテロール、サルメテロール、インディカテロー
ル）、抗ムスカリン、および抗コリンなどの気管支拡張剤、チオトロピウム、マスト細胞
安定剤、ステロイド（例えば、フルチカゾン、モメタゾン、シクレソニド）、炎症細胞の
動員を遅らせる薬剤、ＰＤＥ４阻害剤、免疫抑制薬（例えば、シクロスポリン、タクロリ
ムス、ピメクロリムス等）、抗線維化剤、エラスターゼ阻害剤（アルファ１－アンチトリ
プシン）、張化を調整するように構成される薬剤、肺からの余分な液体を削減および除去
するための自然作用を刺激する薬剤、全種類の界面活性剤、カルシトニン、アンフォテリ
シンＢ、エキノカンジン（例えば、Ｍｅｒｃｋ社製のキャンサイダスまたはＰｆｉｚｅｒ
社製のアニデュラファンギン）、エリスロポエチン（ＥＰＯ）、第ＶＩＩＩ因子、第ＩＸ
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因子、セレデース、セレザイム、シクロスポリン、顆粒球コロニー刺激因子（ＧＣＳＦ）
、トロンボポエチン（ＴＰＯ）、アルファ１－プロティナーゼ阻害剤、エルカトニン、顆
粒球マクロファージコロニー刺激因子（ＧＭＣＳＦ）、成長ホルモン、ヒト成長ホルモン
（ＨＧＨ）、成長ホルモン放出ホルモン（ＧＨＲＨ）、ヘパリン、低分子量ヘパリン（Ｌ
ＭＷＨ）、インターフェロンアルファ、インターフェロンベータ、インターフェロンガン
マ、インターロイキン－１受容体、インターロイキン－２、インターロイキン－１受容体
拮抗薬、インターロイキン－３、インターロイキン－４、インターロイキン－６、黄体形
成ホルモン放出ホルモン（ＬＨＲＨ）、第ＩＸ因子、インスリン、プロインスリン、イン
スリン類似体（例えば、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる米国特許
第５，９２２，６７５号に記載のモノアシル化インスリン）、アミリン、Ｃ－ペプチド、
ソマトスタチン、オクトレオチドを含むソマトスタチン類似体、バソプレシン、卵胞刺激
ホルモン（ＦＳＨ）、インスリン様成長因子（ＩＧＦ）、インスリントロピン、マクロフ
ァージコロニー刺激因子（Ｍ－ＣＳＦ）、神経成長因子（ＮＧＦ）、組織増殖因子、ケラ
チノサイト成長因子（ＫＧＦ）、グリア成長因子（ＧＧＦ）、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、
内皮成長因子、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）、グルカゴン様ペプチドサイモシンアルファ
１、ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤、ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）化合物、ＶＬＡ－４阻害
剤、ビスフォスフォネート、呼吸器合胞体ウイルス抗体、嚢胞線維性膜内外調節剤（ＣＦ
ＴＲ）遺伝子、デオキシリボヌクレアーゼ（Ｄｎａｓｅ）、殺菌性／透過性増強プロテイ
ン（ＢＰＩ）、抗ＣＭＶ抗体、ｃｉｓ－１３－レチノイン酸、エリスロマイシン、オレア
ンドマイシン、トロレアンドマイシン、ロキシスロマイシン、クラリスロマイシン、ダヴ
ァーシン（ｄａｖｅｒｃｉｎ）、アジスロマイシン、フルリスロマイシン、ジリスロマイ
シン、ジョサマイシン、スピロマイシン、ミデカマイシン、ロイコマイシン、ミオカマイ
シン、ロキタマイシン、アンダジスロマイシン（ａｎｄａｚｉｔｈｒｏｍｙｃｉｎ）、お
よびスウィノリドＡ（ｓｗｉｎｏｌｉｄｅＡ）などのマクロライド；シプロフロキサシン
、オフロキサシン、レポフロキサシン、トロバフロキサシン、アラトロフロキサシン、モ
キシフロキサシン、ノルフロキサシン、エノキサシン、グレパフロキサシン、ガチフロキ
サシン、ロメフロキサシン、スパルフロキサシン、テマフロキサシン、ペフロキサシン、
アミフロキサシン、フレロキサシン、トスフロキサシン、プルリフロキサシン、イルロキ
サシン、パズフロキサシン、クリナフロキサシン、およびシタフロキサシンなどのフルオ
ロキノロン類、ゲンタマイシン、ネチルミシン、パラメシント、トブラマイシン、アミカ
シン、カナマイシン、ネオマイシン、およびストレプトマイシンなどのアミノグリコシド
抗生物質、バンコマイシン、テイコプラニン、ランポラニン（ｒａｍｐｏｌａｎｉｎ）、
ミデプラニン、コリスチン、ダプトマイシン、グラミシジン、硫酸コリスチン、ポリミキ
シンＢなどのポリミキシン、カプレオマイシン、バシトラシン、ペネム；ペニシリンＧ、
ペニシリンＶなどのペニシリン感受性の薬剤、メチシリンなどのペニシリナーゼ耐性剤、
オキサシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、フロキサシリン、ナフシリン；アン
ピシリン、アモキシシリン、およびヘタシリンなどのグラム陰性菌剤、シリン、およびガ
ラムピシリン；カルベニシリン、チカルシリン、アゾシリン、メズロシリン、およびピペ
ラシリンなどの抗緑膿菌性ペニシリン；セフポドキシム、セフプロジル、セフチブテン、
セフチゾキシム、セフトリアキソン、セファロチン、セファピリン、セファレキシン、セ
フラジン、セフォキシチン、セファマンドール、セファゾリン、セファロリジン、セファ
クロール、セファドロキシル、セファログリシン、セフロキシム、セフォラニド、セフォ
タキシム、セファトリジン、セファセトリル、セフェピム、セフィキシム、セフォニシド
、セフォペラゾン、セフォテタン、セフメタゾール、セフタジジム、ロラカルベフ、およ
びモキサラクタム、などのセファロスポリン、アズトレオナムなどのモノバクタム；なら
びに、イミペネム、メロペネム、イセチオン酸ペンタミジン、硫酸アルブテロール、リド
カイン、硫酸メタプロテレノール、ジプロピオン酸ベクロメタゾン、トリアムシノロンア
セトアミド、ブデソニドアセトニド、フルチカゾン、臭化イプラトロピウム、フルニソリ
ド、クロモグリク酸ナトリウム、酒石酸エルゴタミンなどのカルバペネム、ならびに適用
する場合は、類似体、作用薬、拮抗薬、阻害剤、および薬学的に容認可能な上記のもの塩



(33) JP 5087539 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

類、のうちの一つ以上が挙げられるがそれだけに限定されない。ペプチドおよびプロテイ
ンに関して、本発明は、合成、天然、グリコシル化型、非グリコシル化型、ｐｅｇｙｌａ
ｔｅｄ型および生理活性フラグメントおよびその類似物を対象とする。
【０１５１】
　本発明で使用される活性薬剤は、裸の核酸分子として存在する核酸、ウイルス媒介体、
関連するウイルス粒子、プラスミドＤＮＡ又はＲＮＡ、または細胞のトランスフェクショ
ン又は形質変換、つまりアンチセンスを含む遺伝子治療に適したタイプの他の核酸構成物
をさらに含む。さらに、活性薬剤は、ワクチンとして使用するのに適した弱毒化又は不活
化した生ウイルスを含む。その他の有用な薬剤は、医師用卓上参考書（最新版）内に記載
されるものを含み、その全体は参照することにより本明細書に組み込まれる。
【０１５２】
　活性薬剤は、上記のもの全てのうちのいかなるものおよびあらゆる組み合わせ、ならび
に上記のものの代謝産物、さまざまなキラル型、塩、遊離塩基型、またはエナンチオマー
も含む。
【０１５３】
　製剤処方における活性薬剤の量は、例えば、単位剤型当たりの活性薬剤の有効量を予防
的または治療的に送達するように、所望の結果を達成するのに必要な量である。実際は、
これは、特定の薬剤、その活性、治療する病状の重症度、患者集団、投薬要件、および所
望の治療効果によって大きく異なる。組成は、通常、約１重量％から約９９重量％までの
範囲の活性薬剤を含み、典型的には、約２重量％から約９５重量％までの活性薬剤を含み
、さらに典型的には、約５重量％から約８５重量％の活性薬剤を含むが、その組成に含ま
れる添加剤の相対量によっても変わる。本発明の組成は、０．０１ｍｇ／日から７５ｍｇ
／日までの剤型または０．１０ｍｇ／日から５０ｍｇ／日までの剤型などの、０．００１
ｍｇ／日から１００ｍｇ／日までの剤型で送達される活性薬剤には特に有用である。二つ
以上の活性薬剤が、本明細書で記載される処方に組み込まれてもよく、「薬剤」の用語の
使用は、二つ以上のそのような薬剤の使用を決して除外しないことを理解されたい。
【０１５４】
　製剤処方は、被術者、具体的には、被術者の肺に重大な有害作用を及ぼさない、肺に取
り入られてもよい薬理学的に容認可能な賦形剤または担体を含んでもよい。活性薬剤の他
に、製剤処方は、経肺投与に適した一つ以上の医薬品賦形剤を任意で含んでもよい。これ
らの賦形剤は、存在する場合は、通常、例えば、約０．５ｗｔ％から約８０ｗｔ％または
約１ｗｔ％から約６０ｗｔ％までなどの、０．０１ｗｔ％から約９５ｗｔ％までの範囲の
量の組成で存在する。通常、そのような賦形剤は、一部分において、例えば、さらに効果
的かつ再現可能な活性薬剤の送達を提供し、流動性および一貫性などの粉末の特性に対処
するように改善し、ならびに／もしくは単位剤型の製造および充填を容易にすることによ
って、活性薬剤の組成の機能をさらに改善するような役割を果たす。具体的には、賦形剤
材料は、多くの場合、活性薬剤の物理的安定性および化学的安定性をさらに改善し、残留
水分含量を最小限に留めて吸湿を妨げるように機能することが可能で、粒子サイズ、凝集
程度、しわの多さなどの粒子表面特性、吸入の容易さ、および粒子の肺への標的化を強化
するように機能することが可能である。一つ以上の賦形剤は、製剤処方における活性薬剤
の濃度を低下させることが望ましい場合、充てん剤としての役割を果たすように提供され
てもよい。
【０１５５】
　本製剤処方において有用である医薬品賦形剤および添加剤は、アミノ酸、ペプチド、タ
ンパク質、非生体高分子、生体高分子、糖などの炭水化物、アルジトール、アルドン酸、
エステル型糖、および糖ポリマーなどの誘導体化糖を含むがそれだけに限定されず、それ
らは、単独または組み合わせて存在してもよい。適切な賦形剤は、その全体が参照するこ
とにより本明細書に組み込まれるＷＯ９６／３２０９６に提供されるものである。賦形剤
は、例えば、約４０℃以上、約４５℃以上、または約５５℃以上などの、約３５℃以上の
ガラス転移温度（Ｔｇ）を有してもよい。
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【０１５６】
　例示的なプロテイン賦形剤は、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）、組み換えヒトアルブミ
ン（ｒＨＡ）などのアルブミン、ゼラチン、カゼイン、ヘモグロビン、および同様なもの
を含む。緩衝能力において機能してもよい適切なアミノ酸（本発明のジロイシル－ペプチ
ドを除く）は、アラニン、グリシン、アルギニン、ベタイン、ヒスチジン、グルタミン酸
、アスパラギン酸、システイン、リジン、ロイシン、イソロイシン、バリン、メチオニン
、フェニルアラニン、アスパルテーム、チロシン、トリプトファン、および同様なものを
含む。分散剤として機能するアミノ酸およびポリペプチドが好ましい。この分類に当ては
まるアミノ酸は、ロイシン、バリン、イソロイシン、トリプトファン、アラニン、メチオ
ニン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン、およびプロリンなどの疎水性アミノ酸
を含む。分散性強化ペプチド賦形剤は、上に記載のもののような疎水性アミノ酸の一つ以
上を含む二量体、三量体、四量体、および五量体を含む。
【０１５７】
　本発明の使用に適する炭水化物賦形剤は、例えば、フルクトース、マルトース、ガラク
トース、グルコース、Ｄ－マンノース、ソルボース、および同様なものなどの単糖類；ラ
クトース、サッカロース、トレハロース、セロビオースおよび同様なものなどの二糖類；
ラフィノース、メレジトース、マルトデキストリン、デキストラン、でんぷん、および同
様なものなどの多糖類；ならびにマンニトール、キシリトール、アルジトール、マルチト
ール、ラクチトール、キシリトールソルビトール（グルシトール）、ピラノシルソルビト
ール、ミオイノシトール、および同様なものなどのアルジトールを含む。
【０１５８】
　製剤処方は、一般的に有機酸または有機塩基により塩調合される、緩衝剤またはｐＨ調
整剤も含んでもよい。代表的な緩衝剤は、クエン酸、アスコルビン酸、グルコン酸、炭酸
、酒石酸、コハク酸、酢酸、またはフタル酸の有機酸塩、トリス、トロメタミン塩酸塩、
またはリン酸緩衝液も含んでもよい。
【０１５９】
　製剤処方は、高分子賦形剤／添加剤、例えば、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシメチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、およびヒドロキシプロピルメチルセルロー
スなどの誘導体化セルロース、フィコール（ポリマー糖）、ヒドロキシエチルでんぷん、
デキストレーツ（例えば、２－ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンおよびスル
ホブチルエーテル－β－シクロデキストリンなどのシクロデキストリン）、ポリエチレン
グリコール、およびペクチンも含んでもよい。
【０１６０】
　製剤処方は、着香料、味覚マスキング剤、無機塩類（例えば、塩化ナトリウム）、抗菌
剤（例えば、塩化ベンザルコニウム）、甘味料、酸化防止剤、帯電防止剤、界面活性剤（
例えば、「ＴＷＥＥＮ２０」および「ＴＷＥＥＮ８０」などのポリソルベート）、ソルビ
タンエステル、脂質（例えば、レシチンおよびその他のホスファチジルコリン、ホスファ
チジルエタノールアミンなどのリン脂質）、脂肪酸および脂肪酸エステル、ステロイド（
例えば、コレステロール）、およびキレート剤（例えば、ＥＤＴＡ、亜鉛、およびその他
の適切な陽イオン）をさらに含んでもよい。本発明に基づく組成における使用に適したそ
の他の医薬品賦形剤および／または添加剤は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ：Ｔｈｅ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ＆Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｙ」第１９版、Ｗｉｌｌｉａｍｓ＆Ｗ
ｉｌｌｉａｍｓ、（１９９５年）ならびに「Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ’ｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ」第５２版、Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ、ニュージャージー州、
モントベール（１９９８年）に記載され、その両方は、参照することによりその全体が本
明細書に組み込まれる。
【０１６１】
　ＭＤＩの適用に関するようないくつかの実施形態において、製剤処方は、高い安定性を
有するように処理されてもよい。ＨＦＡ噴射剤において界面活性剤の溶解度を増加させる
ことによって懸濁安定性を改善しよういう試みがいくつか実行された。この目的を達成す
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るために、米国特許第５，１１８，４９４、ＷＯ９１／１１１７３、およびＷＯ９２／０
０１０７は、懸濁安定性を改善するためにＨＦＡ可溶性フッ素化界面活性剤の使用を開示
する。ＨＦＡ噴射剤とその他のペルフルオロ共溶媒との混合も、ＷＯ９１／０４０１１な
どに開示されている。安定化に対するその他の試みは、非フッ化界面活性剤の含有を伴う
。この点において、米国特許第５，４９２，６８８号は、親水性界面活性剤（９．６以上
の親水性／脂溶性バランスを有する）が、薬剤の懸濁を安定化させるのにＨＦＡにおいて
十分な溶解度を有していることを開示する。従来の非フッ化ＭＤＩ界面活性剤（例えば、
オレイン酸、レシチン）の溶解度増加は、米国特許第５，６８３，６７７および５，６０
５，６７４、ならびにＷＯ９５／１７１９５に記載のように、アルコールなどの共溶媒を
使用して達成されることも可能であると報告されている。残念ながら、前述の従来技術の
共溶媒系と同様に、単に粒子間の反発を増加させることは、ＭＤＩの調合などの非水分散
において非常に効果的な安定化機構であるとは証明されなかった。前述の参考文献の全て
は、参照されることによってその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１６２】
　本発明の粉末は、通常、多分散系（つまり、さなざなな粒子サイズから成る）であるた
め、「質量中央径」すなわち「ＭＭＤ」は、平均粒子粒径の測定値である。通常使用され
るさまざまな技術が平均粒子サイズを測定するために使用可能であるが、本明細書におい
て報告されるＭＭＤ値は、遠心沈降によって決定されている。「空気動力学的質量中央径
」すなわち「ＭＭＡＤ」は、分散粒子の空気動力学的サイズの測定値である。空気動力学
的直径は、沈降挙動の観点からエアロゾル化された散剤を説明するために使用されており
、一般的に空気中において粒子と同じ沈降速度を有する単位密度球体の直径である。空気
動力学的直径は、粒子形状、粒子の密度および物理的サイズを包含している。本明細書で
使用される際、ＭＭＡＤは、カスケードインパクションによって決定されたエアロゾル化
された粉末の空気動力学的粒子サイズ分布の中央点または中央値に言及する。
【０１６３】
　一つ以上のバージョンにおいて、本発明で使用される粉末製剤または液体製剤は、肺胞
に透過可能なように選択される粒子または液滴サイズを有するエアロゾルを含み、それは
、一般的に７．５μｍ未満または５μｍ未満などの約１０μｍ質量中央径（ＭＭＤ）未満
であり、通常は、直径が０．１μｍから５μｍの範囲内である。乾燥粉末形状の場合、製
剤処方は、約５ｗｔ％未満または約３ｗｔ％未満などの約１０ｗｔ％未満の含水量を有し
てもよい。このような粉末は、ＷＯ９５／２４１８３、ＷＯ９６／３２１４９、ＷＯ９９
／１６４１９、およびＷＯ９９／１６４２２に記載され、その全ては、参照することによ
ってその全体が本明細書に組み込まれる。
【０１６４】
　本発明のバルブ、アダプター、システム、器具、部品、および回路は、さまざまなシス
テム、デバイス、装置、工程、または方法において使用されてもよく、そのようなバルブ
、アダプター、システム、器具、部品、または回路は、結果的に利益をもたらすことがで
きる。例えば、バルブは、逆止めバルブが有用である場合、特に、バルブが、最小の流れ
抵抗、高信頼性、低動作圧、および非付着性動作のうちの少なくとも一つを提供する場合
に、いかなる動作においても有用であってもよい。したがって、本発明のバルブ、アダプ
ター、システム、器具、部品、および回路は、それらの適用に特に限定されない。
【０１６５】
　例として、本発明のバルブは、エアロゾル化装置からの製剤処方の送達を容易にするた
めのアダプターと共に使用されても良い。本発明のバルブは、上述のいかなる製剤処方と
も使用されてもよい。
【０１６６】
　活性薬剤は、同時に、いくつかの好適な順番で送達されてもよく、および／または肺の
一領域を対象とするように一定のサイズのエアロゾルである薬剤を提供し、一方、別の領
域を対象とするように別のサイズで別のものを提供する。したがって、エアロゾルサイズ
を意図的に変動させることにより、気管内チューブのより近位にエアロゾルを沈着させて
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その範囲を治療することが可能であり、一方、小さいエアロゾルでの送達は、より深部に
浸透することが可能である。
【０１６７】
　例えば、本発明は、動物、特にヒトの院内感染をはじめとする肺感染を治療または予防
するための方法を提供する。その方法は、通常、予防的または治療的に有効な量の構成物
資、または薬理学的に容認可能なその塩類を、エアロゾルとして、それを必要とする被験
動物またはヒト患者に投与することを伴う。本発明に基づき、いくつかの抗生剤が組み合
わせて、あるいは、順次に送達されてもよい。好ましくは、気道に送達される量は、その
量で全身的に送達される場合は、治療的に有効であるには不十分であり、毒性を誘発する
には確実に十分とは言えないものである。同時に、その量は、最小阻止濃度（「ＭＩＣ」
）の約１０～１００倍の抗生剤のレベルの痰をもたらす。
【０１６８】
　一つ以上の側面において、水中に被包される粒子が内部チャネルまたは表面の壁に凝結
する傾向にあるため、エアロゾル化された粒子は、大幅な吸湿膨張が阻止されている。こ
の方法は、水がエアロゾル化された粒子と接触する機会を最小限に留めることを含んでも
よく、あるいは、吸湿性をあまり有さない粒子を生成することを含んでもよく、またはそ
の両方であってもよい。いくつかの実施形態において、その方法は、噴霧化が開始する前
に、人工呼吸器回路における湿度を既定量だけ軽減することを伴ってもよい。いくつかの
実施形態において、湿度は、約３μｍ未満または約１．５μｍ未満のＭＭＡＤに有益に働
くことができる。その他の実施形態において、各エアロゾル粒子は、エンベロープまたは
カプセルなどの十分非吸湿性の材料にカプセル化または被包化されるように、接触して送
達される。
【０１６９】
　当然ながら、直径がさらに大きい実施形態も使用されることができる。さらに、本発明
は、場合により、粒子または壁の表面電荷に対する調節を意図する。例えば、デバイスに
おける表面電荷が重要である場合、本発明は、コネクタまたはＹ字形の部品が金属（また
は少なくとも金属で被覆されたもの）により形成される実施形態を意図する。あるいは、
プラスチックのコネクタおよび／またはＹ字形の部品は、表面電荷を調節するために、薬
剤（例えば、湿潤剤、洗剤、せっけん）で処理可能である。
【０１７０】
　一つ以上の側面において、その方法は、デバイスを位置付けるためにデバイスのエアロ
ゾル送達端部を該患者の気管に挿入すること、ならびに、処方がデバイスの該エアロゾル
送達端部を介して患者に送達される条件下で製剤処方をエアロゾル化することを含み、そ
の方法において、エアロゾルはまず患者の気管（口腔咽頭を回避）に接触する。その方法
は、抗生剤の混合を投与することを伴ってもよく、挿管された患者に特に適している。
【０１７１】
　一側面において、具体的には「定量」人工呼吸器に関して、本発明は、送達事象を人工
呼吸器周期の吸息相、可能であれば、低流速に正確に限定することを意図する。したがっ
て、一実施形態において、エアロゾル化は、呼吸周期の吸気相の間（またはそれに固定的
に関連して）に作動される。
【０１７２】
　本発明は、特定の投与量に限定されること意図しない。反対に、本明細書に記載のエア
ロゾルシステムおよび方法の効率により、全身的投与の場合に通常は有効であるには少な
すぎるが、それでも適切かつ薬理学的に容認可能な処方を直接気道に投与する場合に有効
な量である量を送達することが可能になる。重要なことは、効率を向上させるのは可能で
あるが、いくつかの実施形態において、効率は、投与量の制御と引き換えに向上させるは
ない。したがって、効率が低いことは、送達がより再現可能になるなら、好ましいと考え
られる。
【０１７３】
　本発明は、特定の生物を殺滅または抑制するだけの抗菌剤に限定されることを意図しな
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い。本発明は、多種多様の生物によってもたらされる多種多様の状態に対処する薬剤およ
び薬剤の組み合わせを意図する。一つ以上の実施形態において、本発明は、緑膿菌、黄色
ブドウ球菌、インフルエンザ桿菌、および肺炎連鎖球菌、アシネトバクター属、および／
またはメチシリン耐性の黄色ブドウ球菌などのバクテリアの抗生物質耐性菌株などのうち
の一つ以上による感染治療に効果的である薬剤または薬剤の組み合わせを意図する。
【０１７４】
　当然ながら、抗ウイルス剤も、本発明の抗生剤の処方の方法においてエアロゾル化され
て投入されることができる。これは、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の発生を考慮す
ると、特に重要である。
【０１７５】
　本発明の特定の実施形態が感染に対処する一方、本発明は、改善されたエアロゾルシス
テムおよび方法が、気管および／または肺の深部にエアロゾルを必要とするいかなる患者
、人または動物にも適用可能であることを意図する。したがって、その他の薬剤または薬
物（例えば、ステロイド、プロテイン、ペプチド、核酸、気管支拡張剤、界面活性剤、リ
ドカイン、および同様なもの）がエアロゾルとして考えられる。さらに、その他のタイプ
の患者（例えば、嚢胞性線維症、肺癌、ＣＯＰＨ、ＡＲＤＳ、ＳＡＩＤ、細胞性肺気腫、
呼吸器感染症、ぜんそく、気管支けいれん、および同様なもの）が考えられる。
【０１７６】
　さらに、本発明の特定の実施形態は、挿管された患者の状況において提供されるが、挿
管の有無に関係なく、感染のリスクのあるその他の患者も、本発明の方法およびデバイス
で治療可能であると考えられる。高齢者（具体的には、老人ホームに入居する者）、馬、
競争用の犬および猫（ショーおよび競争動物）、頻繁に移動する動物（例えば、サーカス
の動物）、狭い場所で飼育される動物（例えば、動物園または農場）、および一般に肺感
染の危険性があるヒトおよび動物が例として挙げられる。本発明は、予防的（症状前）お
よび急性の病態下（症状後）の両方において、そのような者に対する気管および／または
肺の深部へのエアロゾルの送達を意図し、その場合、該エアロゾルは、抗菌剤、具体的に
は、上記の抗生剤の混合を含む。
【０１７７】
　一つ以上の実施形態において、本発明は、ＡＲＤＳ、ＩＲＤＳ、または慢性閉塞性肺疾
患（ＣＯＰＤ）と診断される患者に適切な薬物を投与することを意図する。
【０１７８】
　本発明は、上述の組成、デバイス、および方法を使用する場合、いかなる正確な所望の
結果にも限定されない。しかしながら、本発明の組成、デバイス、および方法により、挿
管された患者の死亡率減少、全身性抗生物質暴露の減少による耐性の発生率の減少（また
は、少なくとも耐性の増加がない）、および局所投入による肺の対象とする粘膜面への高
暴露がもたらされる可能性があることが考えられる。上述のように、本発明の組成、デバ
イス、および方法は、肺炎の治療に有用である（ならびに、全身的治療よりもより効果的
、あるいは少なくとも、有用な補助となりうる）。関連の感染症は、予防または削減され
得ることが考えられる（例えば、敗血症の予防、尿管感染の抑制など）。
【０１７９】
　当然ながら、本発明の組成、デバイス、および方法の効率による抗生剤の全身投与使用
の減少により、費用の削減、静脈ラインの時間の削減、および／または中心ラインの時間
の削減がもたらされ得る。さらに、そのような削減は、抗生剤の毒性を削減するであろう
（下痢およびクロストリジウムディフィシル感染の発生率の減少、より良い栄養などによ
り測定されるように）。
【０１８０】
　本発明の組成、デバイス、および方法は、ＥＴ／Ｔｒａｃｈチューブ生体膜の削減を局
所的にもたらすことが考えられる。これにより、次に、分泌物が排除され、気道抵抗が減
少し、および／または呼吸作用が減少する。後者により、患者から人工呼吸器を外すプロ
セスが簡単になる。
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【０１８１】
　本発明は、人工呼吸器システムの通常使用される要素をおきかえることができる特定の
実施形態を意図する。一つ以上の実施形態において、本発明は、人工呼吸器および気管内
チューブに装着可能であるＹ字形のモジュールを意図し、その場合、そのＹ字形のモジュ
ールは、エアロゾル発生器をさらに備える。一つ以上の実施形態において、Ｙ字形のモジ
ュールの下部アーム［手段］は、エアロゾル発生器を備える。いかなる正確な所望の結果
だけに限定されないが、発生器と一体となったＹ字形のモジュールは、全ての従来のエア
ロゾルシステム（ジェット、超音波、およびＭＤＩ）に対する人工呼吸器の影響を低減さ
せ、同時に、ＡｅｒｏｇｅｎTM噴霧器のような噴霧デバイスの良い性質を向上させる。ま
た、いかなる正確な所望の結果にも限定されないが、発生器と一体型のＹ字形のモジュー
ルは、（１）同一の送達を達成するために（どのような市販の人工呼吸器システムが使用
されるかどうかに関わらず）、送達における変動（加湿の影響、バイアス流れ、連続的か
呼吸作動か）を削減し、（２）呼吸作動の最大の効果を可能にし、そして（３）死容積が
ない噴霧器を使用して、強化された噴霧器の効率に対する最大の効果を可能にすることが
考えられる。
【０１８２】
　本発明は、回路の正確な構成または性質に限定されない。一つ以上の実施形態において
、該回路は閉回路である。その他の実施形態において、該回路は、開回路である。
【０１８３】
　また、本発明は、特定の人工呼吸器の構成に限定されず、あるいはさらに人工呼吸器を
必要とするように限定されない。一つ以上の実施形態において、該吸気および該呼気ライ
ンは、人工呼吸器に接続される。一つ以上の実施形態において、該人工呼吸器は、呼吸周
期、吸気相を含む該周期を制御する。一つ以上の実施形態において、エアロゾルは、呼吸
周期の吸気相の間に投入される。その他の実施形態において、エアロゾルは、エアロゾル
発生器、適切なアダプター、および患者インターフェース（口または鼻）、および任意で
一つ以上のバルブを介して投入される。
【０１８４】
　本発明は、その特定のバージョンに関してかなり詳細に説明されたが、その他のバージ
ョンも可能で、示されたバージョンの変更、置換、および相当物が、明細書を読み、図面
を参照することにより、当技術分野に精通する者にとって明らかになるであろう。例えば
、エアロゾル化デバイスの構成要素の相対位置は変更されてもよく、柔軟性のある部分が
、ヒンジで取付けられたまたは移動可能なより剛体の部分と取り替えられて、柔軟性のあ
る部分の作用を再現してもよい。さらに、通路は、図面に示されるように必ずしも実質的
に線形である必要はなく、例えば、曲線状または角度があってもよい。また、本明細書の
バージョンのさまざまな機能は、本発明の追加のバージョンを提供するために、さまざま
な方法で組み合わされることが可能である。さらに、特定の専門用語は、明確に記述する
目的で使用されたが、本発明を限定するために使用されていない。ゆえに、付随の請求項
は、本明細書に含まれる好適なバージョンの説明に限定されるべきではなく、本発明の忠
実な精神および範囲内にある全てのそのような変更、置換、および相当物を含むべきであ
る。
【０１８５】
　本発明について完全に説明したので、当技術分野において通常の技術を有する者にとっ
て、本発明の方法が、本発明またはそのいかなる実施形態の範囲も逸脱することなく、幅
広いおよび同等の範囲の状況、処方、およびその他のパラメータで実行可能であることが
理解されたい。
【０１８６】
　本明細書に引用された全ての特許および公報は、参照することによりその全体が完全に
本明細書に組み込まれる。いかなる公報の引用も、出願日前の開示であり、その公報が従
来技術であるということを承認したと解釈されるべきではなく、あるいは、本発明が従来
の発明によりそのような公報に先行する権利がないと解釈されるべきではない。
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【図面の簡単な説明】
【０１８７】
　本発明は、以下の本発明の説明において、上述の複数の限定されない図面を参照してさ
らに説明される。
【図１】図１は、閉鎖位置における本発明のバルブの第一の実例の側面図である。
【図２】図２は、開放位置における本発明のバルブの第一の実例の側面図である。
【図３】図３は、閉鎖位置における本発明のバルブの第一の実例の断面図である。
【図４】図４は、開放位置における本発明のバルブの第一の実例の断面図である。
【図５】図５は、本発明のバルブの第一の実例の外縁の断面図である。
【図６】図６は、本発明の第一の実例のバルブの支持体の上面図である。
【図７】図７は、本発明の第一の実例のバルブのフラップの上面図である。
【図８】図８は、本発明のバルブの第二の実例の上面図であり、その例は、支持体にチャ
ネルを含む。
【図９】図９は、本発明のバルブの第三の実例の上面図であり、その例は、フラップにチ
ャネルを含む。
【図１０Ａ】図１０Ａ～１０Ｂは、本発明のフラップの実例の上面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａ～１０Ｂは、本発明のフラップの実例の上面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａ～１１Ｂは、本発明のフラップの実例の断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａ～１１Ｂは、本発明のフラップの実例の断面図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明のフラップの別の実例の上面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本実例の断面図である。
【図１３】図１３は、本発明のバルブの第二の実例の断面図である。
【図１４】図１４は、本発明のバルブの第二の実例の支持体の上面図である。
【図１５】図１５は、本発明のバルブの第三の実例の側面図である。
【図１６】図１６は、本発明のバルブの第三の実例の支持体の上面図である。
【図１７】図１７は、本発明のエアロゾル化された薬剤の送達システムの概略図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、本発明のアダプターの第一の実例の斜視図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、本発明のアダプターの第一の実例の部分的な断面図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、本発明のアダプターの第一の実例の部分的な断面図である。
【図１９】図１９は、本発明のアダプターの第二の実例の部分的な断面図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、流体流れを示す本発明のアダプターの断面図である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、フロープロファイル図である。
【図２１】図２１は、エアロゾル化装置を収容するための延長部を備える、本発明のアダ
プターの一部の斜視図である。
【図２２】図２２は、図２１の実施形態の断面図である。
【図２３】図２３は、より短い延長部を備える、本発明のアダプターの一部の斜視図であ
る。
【図２４】図２４は、図２３の実施形態の断面図である。
【図２５】図２５は、チャネルを有する延長部を備える、本発明のアダプターの断面図で
ある。
【図２６】図２６は、円錐形のシースを備える、本発明の延長部の断面図である。
【図２７】図２７は、反転した延長部を備える、本発明のアダプターの断面図である。
【図２８】図２８は、本発明のアダプターと共に使用するための噴霧システムの斜視図で
ある。
【図２９】図２９は、蓋が開放された状態である図２８の実施形態の斜視図である。
【図３０】図３０は、容器が振動メッシュ要素および圧電要素を含む、本発明の噴霧シス
テムの斜視図である。
【図３１】図３１は、本発明のバイアル破裂要素を示す斜視図である。
【図３２】図３２は、圧電要素が、バイアル収容部の中またはその付近における振動メッ
シュ噴霧器の構造内に含まれ、機械的接触を介して振動メッシュ要素に適切な周波数の振
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動を送信する、本発明の噴霧システムを示す斜視図である。
【図３３】図３３は、容器がバイアル収容部を必要としない、本発明の噴霧器システムを
示す斜視図である。
【図３４】図３４は、本発明のアダプターと共に使用される噴霧システムを示す斜視図で
ある。
【図３５】図３５は、人工呼吸器回路のチューブに連結される本発明のアダプターを示す
概略図である。
【図３６】図３６は、熱／水分交換（ＨＭＥ）フィルターと使用される本発明のアダプタ
ーを示す概略図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８Ａ】
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【図１８Ｂ】 【図１８Ｃ】

【図１９】 【図２０Ａ】
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【図２０Ｂ】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】
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【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】
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