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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧を組織部位にかけるシステムであって、当該システムが、
　源圧を供給するのに動作可能な減圧源と、
　前記減圧源と流体連通する多孔質パッドであって、間に平行な複数のチャネルを形成す
る平行な複数のチャネル壁を有し、前記チャネル壁は気体透過性であって、減圧が前記組
織部位にかけられると、前記チャネル壁を通る気体の移動が可能となり、前記チャネル壁
は液体不透過性であって、前記チャネル壁を通る液体の移動が防止され、前記チャネル壁
の液体不透過性および減圧の適用が、前記複数のチャネルを通る液体の流れを生じさせる
多孔質パッドと、
　減圧が前記組織部位に保持されるよう前記組織部位で前記多孔質パッドを密閉するため
に前記多孔質パッド上に配置可能なドレープと、を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムがさらに、前記減圧源とラミナ層との間で減圧を伝達可能な
送達管を含むことを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムがさらに、
　減圧をかけている間、前記複数のチャネルの少なくとも１がつぶれるのを防ぐため前記
複数のチャネル壁の少なくとも２の間に配置されるバイアス部材を含むことを特徴とする
システム。
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【請求項４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記多孔質パッドが、連続気泡の網状発泡体を含み、かつ
　当該連続気泡の網状発泡体が、前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている
間、前記複数のチャネルがつぶれるのを防ぐことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記多孔質パッドが、連続気泡の網状発泡体を含
むことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の液体不透
過性が、前記複数のチャネルを通して液体を引き込ませることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルが、互いに平行であることを
特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位の近くの
皮膚表面に対して角度をなすことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面と、２０度乃至９０度
の角度を形成することを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面に対して、４５度の角
度を形成することを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍより
大きいか、等しいことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と、隣接するチャネル壁との間の間隔が、１ｍｍ
乃至２ｍｍであることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、０．２５
ｍｍ乃至０．５ｍｍの間であることを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテトラフルオ
ロエチレンを含むことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が、正方形
、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つのチャネル
が、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするシステム。
【請求項１７】
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　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数のチャネ
ルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネル壁を共有することを特徴
とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前記複数の
チャネルの各々の幅を超えることを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記多孔質パッドが、前記組織部位と接触するこ
とを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１に記載のシステムがさらに、前記多孔質パッドに隣接する吸収層を含み、当該
吸収層が、前記複数のチャネルを介して前記組織部位からの液体を吸収することを特徴と
するシステム。
【請求項２１】
　請求項１に記載のシステムがさらに、前記組織部位と前記第１の多孔質パッドとの間に
配置される第２の多孔質パッドを含むことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　組織部位に減圧をかけるシステムであって、当該システムが、
　減圧を供給するよう動作可能な減圧源と、
　前記減圧源と流体連通するラミナ層であって、液体が引き込まれる複数のチャネルを形
成する、気体透過性かつ液体不透過性の複数のチャネル壁を有し、前記複数のチャネル壁
を通して減圧を前記組織部位に伝達可能なラミナ層と、
　前記ラミナ層の少なくとも一部を覆うシーリング部材と、を含むことを特徴とするシス
テム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のシステムがさらに、前記減圧源と前記ラミナ層との間で減圧を伝達
可能な送達管を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項２２に記載のシステムがさらに、
　前記複数のチャネル壁の少なくとも２つの間に配置され、減圧をかけている間、前記複
数のチャネルの少なくとも１つがつぶれるのを防ぐバイアス部材を具えることを特徴とす
るシステム。
【請求項２５】
　請求項２２に記載のシステムがさらに、
　前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている間、前記複数のチャネルがつぶ
れるのを防ぐ多孔質発泡体を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のシステムにおいて、前記多孔質発泡体が、連続気泡の網状発泡体で
あることを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、気体が、前記複数の気体透過性のチャネル壁を
通して引き込まれることを特徴とするシステム。
【請求項２８】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位からの
滲出液に対して不透過性であることを特徴とするシステム。
【請求項２９】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の液体不
透過性が、前記複数のチャネルを通して液体を引き込ませることを特徴とするシステム。
【請求項３０】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルが、互いに平行であること
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を特徴とするシステム。
【請求項３１】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位の近く
の皮膚表面に対して角度をなすことを特徴とするシステム。
【請求項３２】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネルの各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面に対して２０度乃至９０
度の角度を形成することを特徴とするシステム。
【請求項３３】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
前記組織部位の近くの皮膚表面に対して４５度の角度を形成することを特徴とするシステ
ム。
【請求項３４】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
前記複数のチャネル壁の各々のチャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、２３ｍｍ
より大きいか、等しいことを特徴とするシステム。
【請求項３５】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々のチャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、２３ｍ
ｍ乃至２ｍｍであることを特徴とするシステム。
【請求項３６】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、０．２
５ｍｍ乃至０．５ｍｍであることを特徴とするシステム。
【請求項３７】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテトラフル
オロエチレンを含むことを特徴とするシステム。
【請求項３８】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が、正方
形、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするシステム。
【請求項３９】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つのチャネ
ルが、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするシステム。
【請求項４０】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数のチャ
ネルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネル壁を共有することを特
徴とするシステム。
【請求項４１】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前記複数
のチャネルの各々の幅を超えることを特徴とするシステム。
【請求項４２】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記ラミナ層が、前記組織部位と接触すること
を特徴とするシステム。
【請求項４３】
　請求項２２に記載のシステムがさらに、前記ラミナ層に隣接する吸収層を含み、当該吸
収層が、前記複数のチャネルを介して、前記組織部位からの液体を吸収することを特徴と
するシステム。
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【請求項４４】
　請求項２２に記載のシステムがさらに、前記組織部位と前記ラミナ層との間に配置され
る多孔質パッドを含むことを特徴とするシステム。
【請求項４５】
　組織部位に減圧をかけるシステムであって、当該システムが、
　減圧を供給するよう動作可能な減圧源と、
　前記減圧源と流体連通するラミナ層であって、間に複数のチャネルを形成するための複
数のチャネル壁を有し、前記チャネル壁が、液体不透過性かつ気体透過性であり、前記チ
ャネル壁が互いに平行であり、かつ前記組織部位の近くの皮膚表面と２０度乃至９０度の
角度を形成するラミナ層と、
　減圧が前記組織部位に保持されるよう前記組織部位で前記ラミナ層を密閉するよう前記
ラミナ層上に配置可能なドレープと、を含むことを特徴とするシステム。
【請求項４６】
　請求項４５に記載のシステムがさらに、前記減圧源と前記ラミナ層との間に減圧を伝達
可能な送達管を含むことを特徴とするシステム。
【請求項４７】
　請求項４５に記載のシステムがさらに、
　前記複数のチャネル壁の少なくとも２つの間に配置され、減圧をかけている間、前記複
数のチャネルの少なくとも１つがつぶれるのを防ぐバイアス部材を含むことを特徴とする
システム。
【請求項４８】
　請求項４５に記載のシステムがさらに、
　前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている間、前記複数のチャネルがつぶ
れるのを防ぐ多孔質発泡体を含むことを特徴とするシステム。
【請求項４９】
　請求項４８に記載のシステムにおいて、前記多孔質発泡体が、連続気泡の網状発泡体で
あることを特徴とするシステム。
【請求項５０】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、気体が、気体透過性のチャネル壁を通して引き
込まれることを特徴とするシステム。
【請求項５１】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位からの
滲出液が前記複数のチャネル壁を通り移動することを防ぐことを特徴とするシステム。
【請求項５２】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の液体不
透過性により、前記複数のチャネルを通して、滲出液が前記組織部位から引き込まれるこ
とを特徴とするシステム。
【請求項５３】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記角度が４５度であることを特徴とするシス
テム。
【請求項５４】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁の各々のチャネル壁と、
隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍより大きいか、等しいことを特徴とするシステム
。
【請求項５５】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁の各々のチャネル壁と、
隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍ乃至２ｍｍであることを特徴とするシステム。
【請求項５６】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、０．２
５ｍｍ乃至０．５ｍｍであることを特徴とするシステム。
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【請求項５７】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテトラフル
オロエチレンを含むことを特徴とするシステム。
【請求項５８】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が、正方
形、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするシステム。
【請求項５９】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つのチャネ
ルが、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするシステム。
【請求項６０】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数のチャ
ネルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネルを共有することを特徴
とするシステム。
【請求項６１】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前記複数
のチャネルの各々の幅を超えることを特徴とするシステム。
【請求項６２】
　請求項４５に記載のシステムにおいて、前記ラミナ層が、前記組織部位と接触すること
を特徴とするシステム。
【請求項６３】
　請求項４５に記載のシステムがさらに、前記ラミナ層に隣接する吸収層を含み、当該吸
収層が、前記複数のチャネルを介して前記組織部位からの液体を吸収することを特徴とす
るシステム。
【請求項６４】
　請求項４５に記載のシステムがさらに、前記組織部位と前記ラミナ層との間に配置され
る多孔質パッドを含むことを特徴とするシステム。
【請求項６５】
　組織部位に減圧をかけるドレッシングであって、当該ドレッシングが、
　液体が吸い込まれる複数のチャネルを形成する、気体透過性かつ液体不透過性の複数の
チャネル壁を有するラミナ層であって、前記複数のチャネル壁を通して、減圧を前記組織
部位に伝達可能なラミナ層と、
　前記組織部位上に密閉を設けるために前記ラミナ層の少なくとも一部を覆うシーリング
部材と、を含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項６６】
　請求項６５に記載のドレッシングがさらに、
　前記複数のチャネル壁間の少なくとも２つの間に配置され、減圧をかけている間、前記
複数のチャネルの少なくとも１つがつぶれるのを防ぐバイアス部材を含むことを特徴とす
るドレッシング。
【請求項６７】
　請求項６５に記載のドレッシングがさらに、
　前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている間、前記複数のチャネルがつぶ
れるのを防ぐ多孔質発泡体を含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項６８】
　請求項６７に記載のドレッシングにおいて、前記多孔質発泡体が、連続気泡の網状発泡
体であることを特徴とするドレッシング。
【請求項６９】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、気体が、前記複数の気体透過性のチャネル
壁を通して引き込まれることを特徴とするドレッシング。
【請求項７０】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位か
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らの滲出液に対して不透過性であることを特徴とするドレッシング。
【請求項７１】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の液
体不透過性が、前記複数のチャネルを通して前記液体を引き込ませることを特徴とするド
レッシング。
【請求項７２】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルが、互いに平行である
ことを特徴とするドレッシング。
【請求項７３】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位の
近くの皮膚表面に対して角度をなすことを特徴とするドレッシング。
【請求項７４】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面と、２０度乃至９０度
の角度を形成することを特徴とするドレッシング。
【請求項７５】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面と、４５度の角度を形
成することを特徴とするドレッシング。
【請求項７６】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、７０ｍｍよ
り大きいか、等しいことを特徴とするドレッシング。
【請求項７７】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々のチャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、７０ｍ
ｍ乃至２ｍｍであることを特徴とするドレッシング。
【請求項７８】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、０
．２５ｍｍ乃至０．５ｍｍであることを特徴とするドレッシング。
【請求項７９】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテトラ
フルオロエチレンを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項８０】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が、
正方形、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするドレッシング。
【請求項８１】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つのチ
ャネルが、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするドレッ
シング。
【請求項８２】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数の
チャネルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネル壁を共有すること
を特徴とするドレッシング。
【請求項８３】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前記
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複数のチャネルの各々の幅を超えることを特徴とするドレッシング。
【請求項８４】
　請求項６５に記載のドレッシングにおいて、前記ラミナ層が、前記組織部位と接触する
ことを特徴とするドレッシング。
【請求項８５】
　請求項６５に記載のドレッシングがさらに、前記ラミナ層に隣接する吸収層を含み、当
該吸収層が、前記複数のチャネルを介して前記組織部位からの液体を吸収することを特徴
とするドレッシング。
【請求項８６】
　請求項６５に記載のドレッシングがさらに、前記組織部位と前記ラミナ層との間に配置
される多孔質パッドを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項８７】
　組織部位に減圧をかけるドレッシングであって、当該ドレッシングが、
　間に複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有する多孔質パッドであって、前記
組織部位に減圧をかけると、前記チャネル壁を通る気体の移動が可能となるよう前記チャ
ネル壁は気体透過性であり、前記チャネル壁を通る液体の移動を防ぐよう前記チャネル壁
は液体不透過性であり、前記チャネル壁の液体不透過性および減圧の適用が、前記複数の
チャネルを通る液体の流れを生じさせる多孔質パッドと、
　減圧が前記組織部位に保持されるよう前記組織部位で前記多孔質パッドを密閉するため
に前記多孔質パッド上に配置可能なドレープと、を含むことを特徴とするシステム。
【請求項８８】
　請求項８７に記載のドレッシングがさらに、
　前記複数のチャネル壁の少なくとも２つの間に配置され、減圧をかけている間、前記複
数のチャネルの少なくとも１つがつぶれることを防ぐことを特徴とするドレッシング。
【請求項８９】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、
　前記多孔質パッドが、連続発泡の網状発泡体を含み、かつ
当該連続気泡の網状発泡体が、前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている間
、前記複数のチャネルがつぶれるのを防ぐことを特徴とするドレッシング。
【請求項９０】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記多孔質パッドが、連続気泡の網状発泡
体を含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項９１】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の液
体不透過性が、前記複数のチャネルを通して液体を引き込むことを特徴とするドレッシン
グ。
【請求項９２】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルが、互いに平行である
ことを特徴とするドレッシング。
【請求項９３】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、前記組織部位の
近くの皮膚表面に対して角度をなすことを特徴とするドレッシング。
【請求項９４】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面と、２０度乃至９０度
の角度を形成することを特徴とするドレッシング。
【請求項９５】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
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　前記複数のチャネル壁の各々が、前記組織部位の近くの皮膚表面と、４５度の角度を形
成することを特徴とするドレッシング。
【請求項９６】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍより
大きいか、等しいことを特徴とするドレッシング。
【請求項９７】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、
　前記複数のチャネル壁が互いに平行であり、かつ
　前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と、隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍ乃至
２ｍｍであることを特徴とするドレッシング。
【請求項９８】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、０
．２５ｍｍ乃至０．５ｍｍであることを特徴とするドレッシング。
【請求項９９】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテトラ
フルオロエチレンを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１００】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が、
正方形、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするドレッシング。
【請求項１０１】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つのチ
ャネルが、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするドレッ
シング。
【請求項１０２】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数の
チャネルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネル壁を共有すること
を特徴とするドレッシング。
【請求項１０３】
　請求項８７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前記
複数のチャネルの各々の幅を超えることを特徴とするドレッシング。
【請求項１０４】
　請求項８７に記載のドレシングにおいて、前記多孔質パッドが、前記組織部位と接触す
ることを特徴とするドレッシング。
【請求項１０５】
　請求項８７に記載のドレッシングがさらに、前記多孔質パッドに隣接する吸収層を含み
、当該吸収層が、前記複数のチャネルを介して前記組織部位からの液体を吸収することを
特徴とするドレッシング。
【請求項１０６】
　請求項８７に記載のドレッシングがさらに、前記組織部位と前記第１の多孔質パッドと
の間に配置される第２の多孔質パッドを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１０７】
　組織部位に減圧をかけるドレッシングであって、当該ドレッシングが、
　間に複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有するラミナ層であって、前記チャ
ネル壁が、液体不透過性および気体透過性であり、前記チャネル壁が互いに平行であり、
かつ前記組織部位の近くの皮膚表面と２０度乃至９０度の角度を形成するラミナ層と、
　減圧が前記組織部位に保持されるように、前記組織部位に前記ラミナ層を密閉する前記
ラミナ層上に配置可能なドレープと、を含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１０８】
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　請求項１０７に記載のドレッシングがさらに、
　前記複数のチャネル壁の少なくとも２つの間に配置され、減圧をかけている間、前記複
数のチャネルの少なくとも１つがつぶれるのを防ぐバイアス部材を含むことを特徴とする
ドレッシング。
【請求項１０９】
　請求項１０７のドレッシングがさらに、
　前記複数のチャネル壁間に配置され、減圧をかけている間、前記複数のチャネルがつぶ
れるのを防ぐ多孔質パッドを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１１０】
　請求項１０９に記載のドレッシングにおいて、前記多孔質発泡体が、連続気泡の網状発
泡体であることを特徴とするドレッシング。
【請求項１１１】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、気体が、前記複数の気体透過性チャネル
壁を通して引き込まれることを特徴とするドレッシング。
【請求項１１２】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁により、前記組織
部位からの滲出液が、前記複数のチャネル壁を通り移動することを防ぐことを特徴とする
ドレッシング。
【請求項１１３】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記減圧の適用および前記チャネル壁の
液体不透過性が、前記組織部位からの滲出液を、前記複数のチャネルを通して引き込ませ
ることを特徴とするドレッシング。
【請求項１１４】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記角度が４５度であることを特徴とす
るドレッシング。
【請求項１１５】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と
、隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍより大きいか、等しいことを特徴とするドレッ
シング。
【請求項１１６】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁の各チャネル壁と
、隣接するチャネル壁との間隔が、１ｍｍ乃至２ｍｍであることを特徴とするドレッシン
グ。
【請求項１１７】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁の各々の厚さが、
０．２５ｍｍ乃至０．５ｍｍであることを特徴とするドレッシング。
【請求項１１８】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネル壁が、発泡ポリテト
ラフルオロエチレンを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１１９】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の断面形状が
、正方形、三角形、または円形のうちの１つであることを特徴とするドレッシング。
【請求項１２０】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの少なくとも２つの
チャネルが、前記複数のチャネル壁の共通のチャネル壁を共有することを特徴とするドレ
ッシング。
【請求項１２１】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々が、前記複数
のチャネルの別のチャネルと、前記複数のチャネル壁の各共通のチャネル壁を共有するこ
とを特徴とするドレッシング。
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【請求項１２２】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記複数のチャネルの各々の長さが、前
記複数のチャネルの各々の幅を超えることを特徴とするドレッシング。
【請求項１２３】
　請求項１０７に記載のドレッシングにおいて、前記ラミナ層が、前記組織部位と接触す
ることを特徴とするドレッシング。
【請求項１２４】
　請求項１０７に記載のドレッシングがさらに、前記ラミナ層に隣接する吸収層を含み、
当該吸収層が、前記複数のチャネルを介して前記組織部位からの液体を吸収することを特
徴とするドレッシング。
【請求項１２５】
　請求項１０７に記載のドレッシングがさらに、前記組織部位と前記ラミナ層との間に配
置される多孔質パッドを含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項１２６】
　組織部位に減圧をかけるドレッシングを製造する方法であって、当該方法が、
　液体が引き込まれる複数のチャネルを形成する、気体透過性かつ液体不透過性の複数の
チャネル壁を有するラミナ層を形成するステップであって、前記ラミナ層が、前記複数の
チャネル壁を通して、減圧を伝達可能である、ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２７】
　請求項１２６に記載の方法がさらに、
　前記ラミナ層の少なくとも一部をシーリング部材で覆うステップを含むことを特徴とす
る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[関連出願の相互参照]
　本発明は、２００８年９月１８日に出願された米国仮特許出願第６１／０９８，０００
号および２００８年９月１８日に出願された米国仮特許出願第６１／０９８，０１５号の
利益を主張するものである。これら出願はともに参照により本書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　組織部位の近傍に減圧をかけると、組織部位における新しい組織の成長を増強かつ促進
させることが、臨床研究および臨床診療によって明らかにされてきた。この現象の適用例
は数多くあるが、減圧に関する具体的な用途の１つは創傷治療を含む。この治療法（医学
界では「負圧創傷療法」、「減圧療法」または「真空療法」と呼ばれることが多い）は、
創傷部位における上皮組織および皮下組織の流動、血流の向上、および組織の微小変形を
含む多くの利点を提供する。これらの利点は、肉芽組織の形成の向上および治療時間の促
進をもたらす。通常、減圧は多孔質パッドまたは他のマニホルド装置を介して組織にかけ
られる。多くの場合、組織部位からの創傷滲出液および他の液体はキャニスタ内に集めら
れ、液体が減圧源に達するのを防ぐ。
【発明の概要】
【０００３】
　既存の減圧システムおよび減圧ドレッシングによって生じる問題は、本明細書に記載す
る例示的な実施形態のシステムおよび方法によって解決される。例示的な一実施形態では
、組織部位に減圧をかけるシステムが提供される。このシステムは減圧を供給するよう動
作可能な減圧源とこの減圧源と流体連通する多孔質パッドとを含む。この多孔質パッドは
チャネル壁間に複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を含み、このチャネル壁は気
体透過性であり、減圧が組織部位にかけられると、チャネル壁を通る気体の動きが可能と
なる。チャネル壁は実質的に液体不透過性であり、液体のチャネル壁の透過を防ぐ。この
チャネルの液体不透過性および減圧の適用は、複数のチャネルを通る液体の流れを生じさ
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せる。システムはさらに、減圧を組織部位に保持するよう組織部位に多孔質パッドを密閉
するために多孔質パッド上に配置可能であるドレープを含む。
【０００４】
　別の実施形態において、減圧を組織部位にかけるためのシステムは、減圧を供給するよ
う動作可能な減圧源と、減圧源と流体連通するラミナ層とを含む。シーリング部材はラミ
ナ層の少なくとも一部を覆う。ラミナ層は液体が引き込まれる複数のチャネルを形成する
複数のチャネル壁を含む。このラミナ層は、複数のチャネル壁を通る組織部位に減圧を伝
達可能である。
【０００５】
　さらに別の実施形態において、組織部位に減圧をかけるシステムは、減圧を供給するよ
う動作可能な減圧源と、減圧源と流体連通するラミナ層とを含む。ドレープは減圧を組織
部位に保持するために、組織部位にラミナ層を密閉するようラミナ層上に配置可能である
。このラミナ層は、チャネル壁間に複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を含む。
このチャネル壁は実質的に液体不透過性かつ気体透過性である。このチャネル壁は互いに
平行であり、組織部位の近くの皮膚表面と約２０度乃至９０度の角度を形成する。
【０００６】
　さらに別の実施例において、組織部位に減圧をかけるドレッシングは、液体が引き込ま
れる複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有するラミナ層を含む。このラミナ層
は複数のチャネル壁を通り、減圧を組織部位に伝達可能である。シーリング部材は組織部
位上に密閉を設けるラミナ層の少なくとも一部を覆う。
【０００７】
　別の実施形態において、組織部位に減圧をかけるドレッシングは、チャネル壁間に複数
のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有する多孔質パッドを含む。このチャネル壁は
気体透過性であり、減圧が組織部位にかけられると、チャネル壁を通る気体の動きが可能
となる。チャネル壁は実質的に液体不透過性であり、チャネル壁を通る液体の動きを防ぐ
。チャネル壁の液体不透過性および減圧の適用は、複数のチャネルを通る液体の流れを生
じさせる。ドレープは減圧を組織部位に保持するために、組織部位に多孔質パッドを密閉
するよう多孔質パッド上に配置可能である。
【０００８】
　さらに別の実施形態において、減圧を組織部位に提供するドレッシングは、チャネル壁
間に複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有するラミナ層を含む。チャネル壁は
実質的に液体不透過性かつ気体透過性である。このチャネル壁は互いに平行であり、組織
部位の近くの皮膚表面と約２０度乃至約９０度の角度を形成する。ドレープは減圧を組織
部位に保持するために、組織部位でラミナ層を密閉するようラミナ層上に配置可能である
。
【０００９】
　別の実施例において、減圧治療の組織部位への適用中、組織部位に隣接する組織を保護
する方法が提供される。この方法は組織部位に実質的に液体不透過性かつ気体透過性のチ
ャネル壁を有するドレッシングを適用するステップを含む。チャネル壁を通して組織部位
から気体を取り去り、チャネル壁間の組織部位から液体を取り去る。
【００１０】
　別の実施形態において、組織部位に減圧をかける方法はラミナ層を組織部位に適用する
ステップを含む。このラミナ層は、液体が引き込まれる複数のチャネルを形成する複数の
チャネル壁を含む。このラミナ層は、減圧下で配置されると、複数のチャネル壁を通して
、減圧を組織部位に伝達可能である。この方法はさらに組織部位上に密閉を設けるシール
部材を有するラミナ層の少なくとも一部を覆うステップを含む。
【００１１】
　別の実施形態において、組織部位に減圧をかけるドレッシングを製造する方法が提供さ
れる。この方法は、液体が引き込まれる複数のチャネルを形成する複数のチャネル壁を有
するラミナ層を形成するステップを含む。このラミナ層は、複数のチャネル壁を通り減圧
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を組織部位に伝達可能である。
【００１２】
　例示的な実施形態の別の特徴と利点は、以下の図面と詳細な説明を参照して明らかとな
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、組織部位に減圧をかける例示的なシステムの断面の一部の概略図である
。
【図２】図２は、ドレッシングとして用いられる例示的なラミナ層の概略斜視図である。
【図３】図３は、図２の例示的なラミナ層の概略断面図である。
【図４】図４は、ドレッシングとして用いられる例示的なラミナ層の概略斜視図である。
【図５】図５は、組織部位に減圧をかけるための例示的なシステムの概略断面図を示す。
【図６】図６は、組織部位に減圧をかけるための例示的なシステムの概略断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　いくつかの例示的な実施形態の以下の詳細な説明において、本出願の一部を構成する添
付図面が参照され、本発明が実施される具体的な好適な実施形態により示される。これら
実施形態は、当業者が本発明を実施できる程度に十分詳細に記載され、その他の実施形態
が利用可能で、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、論理構造的、機械的、電気
的および化学的な変更が可能であることを理解されたい。記載の実施形態を当業者が実施
可能とするのに必要のない細部説明を避けるために、当業者に既知の一部の情報を説明か
ら省略する可能性がある。したがって、以下の詳細な説明は、限定の意味で捉えるべきで
はなく、例示的な実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定義される。
【００１５】
　ここで図１を参照すると、層状ドレッシング１０２、またはラミナ層を含み、かつ組織
部位１０４に減圧をかける例示的な減圧治療システム１００が示される。層状ドレッシン
グ１０２はさらに、シーリング部材１０８および減圧接続器１１０、または接続部材を含
んでもよい。層状ドレッシング１０２は皮膚１１８のような組織部位１０４の近くの組織
の解離を低減させたり、あるいは避けたりする助けとなりうる。
【００１６】
　層状ドレッシング１０２は減圧を分配するマニホルドとして設ける。用語「マニホルド
」は組織部位に減圧をかけたり、組織部位に流体を送達したり、あるいは組織部位から流
体を取り除いたりする際の助けとなるよう設けられる。マニホルドは一般に組織部位に設
けられ、かつ組織部位から取り除かれた流体の分配を向上させる複数のフローチャネルあ
るいは経路を含む。マニホルドとして供給する層状ドレッシング１０２は、以下にさらに
詳細が述べられるいくらかの層を含む。
【００１７】
　組織部位１０４は、骨組織、脂肪組織、筋組織、神経組織、皮膚組織、血管組織、結合
組織、軟骨、腱、靭帯または他の組織を含む任意の人、動物、または他の生物体の組織部
位であってもよい。組織部位１０４は創傷、病気にかかった組織、または欠損組織を含ん
でもよいが、組織部位１０４はまた、創傷、病気にかかった組織、または欠損組織ではな
い健康な組織であってもよい。
【００１８】
　組織部位１０４に減圧をかけることは、さらなる組織の成長を促すだけでなく、組織部
位１０４からの滲出液および他の液体の排出を促進するよう用いられてもよい。組織部位
１０４が創傷部位である場合、肉芽組織の成長および滲出液やバクテリアの除去は創傷の
治癒を促進する。健康な組織を含む創傷ではない、あるいは損傷していない組織に減圧を
かけることは、組織の成長を促すよう用いられてもよく、これは別の組織に取り入れられ
、移植されてもよい。
【００１９】
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　本書に用いられるように、一般に「減圧」は治療を受ける組織部位の雰囲気圧より低い
圧力をいう。多くの場合、この減圧は患者がおかれる雰囲気圧よりも低いであろう。若し
くは、減圧は組織部位の組織に関する静水圧より低くてもよい。送達される減圧は、静止
していても、あるいは変化していてもよい（パターン化されていてもランダムであっても
よい）し、連続していても、中断していてもよい。「減圧」および「負圧」という用語は
、組織部位にかけられる圧力を記載するよう用いられてもよいし、組織部位にかけられる
実際の減圧は完全な真空に関して一般に減圧よりもかなり低くてもよい。減圧ははじめに
組織部位の領域に流体流を生じさせる。組織部位周りの静水圧は所望の減圧に近づき、流
れは鎮静してもよく、次いで減圧が維持される。記載されない限り、本書に述べられる圧
力の値はゲージ圧である。本書と一貫して、減圧または負圧における増加は一般に絶対圧
力における相対的な減少をいい、他方、減圧における減少は一般に絶対圧力における増加
をいう。
【００２０】
　示されない限り、本書に用いられる「ｏｒ」は相互排他性を必要としない。
【００２１】
　減圧は減圧送達管１１２によって減圧接続器１１０に提供される。減圧送達管１１２は
減圧源１１４からの減圧を受ける。この減圧源１１４は、操作されたポンプ、電力を与え
られた真空ポンプ、壁真空源、または減圧を供給できる任意の他の装置またはシステムを
含む減圧を供給するための任意の装置またはサブシステムであってもよいが、それらに限
定されない。部位にかけられる減圧の量と性質は、本明細書により一般に変化するが、一
般的に減圧は約－５ｍｍＨｇ乃至約－５００ｍｍＨｇであり、より一般的には約－１００
ｍｍＨｇ乃至－２００ｍｍＨｇである。一例示的な実施形態において、減圧源１１４はバ
ッテリ駆動された真空ポンプであってもよい。この例において、ポンプは低電力量を用い
てもよいし、バッテリの単一電荷に関して延長時間動作することができる。
【００２２】
　１またはそれ以上の装置は減圧接続器１１０と減圧源１１４との間に流体接続されても
よい。例えば、代表的な装置１１６は減圧送達管１１２の一部に流体連結されるよう示さ
れる。代表的な装置１１６は滲出液および取り除かれた他の流体を保持する流体リザーバ
であってもよいし、収集部材であってもよい。減圧送達管１１２に含まれてもよい、ある
いは減圧送達間１１２に流体接続されてもよい装置１１６の別の例示的な、非限定的な例
は、限定ではないが、感圧またはフィードバック装置、容量検出システム、血液検出シス
テム、感染検出システム、流れ監視システム、または温度監視システムを含む。これらの
装置のいくつかは、減圧源１１４またはシステム１００の他の形態と一体関連されてもよ
い。
【００２３】
　層状ドレッシング１０２は治療される組織部位１０４に接触またはそれを覆うよう適合
される。本書に用いられるように、用語「覆うこと」は、部分的または完全に覆うことを
含む。また、第２の物体を包含する第１の物体は、第２の物体と直接的または間接的に触
れてもよいし、まったく触れなくてもよい。
【００２４】
　層状ドレッシング１０２はシーリング部材１０８によって完全に、または部分的に覆わ
れてもよい。シーリング部材１０８は、層状ドレッシング１０２上に流体シールを提供す
る任意の材料や患者の表皮１１８の一部であってもよいし、組織部位１０４周りの組織で
あってもよい。シーリング部材１０８は、例えば、不透過性、または半透過性の弾性的な
材料であってもよい。「弾性的な」はエラストマの性質を有することを意味する。一般に
、エラストマはゴムのような性質を有するポリマ材料である。さらに具体的には、大抵の
エラストマは１００％以上の伸び率およびかなりの量の弾性である。材料の弾性は弾性変
形から回復する材料の能力をいう。シーリング部材に用いられてもよいエラストマの例は
、天然ゴム、ポリイソプレン、スチレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ポリブタジ
エン、ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレンプロピレンジエン
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モノマ、クロロスルフォネートポリエチレン、ポリスルフィドゴム、ポリウレタン、ＥＶ
Ａフィルム、コポリエステル、およびシリコーンを含むが、これらに限定されない。例示
的な実施形態において、シーリング部材１０８は外科的および他の医療処置を用いるこれ
らのドレープのようなドレープであってもよい。ドレープの特定の例は、シリコーンドレ
ープ、３Ｍ社のＴｅｇａｄｅｒｍ（登録商標）ドレープ、ＡｖｅｒｙＤｅｎｎｉｓｏｎか
ら入手可能なアクリルドレープ、または他のドレープまたはカバーを含んでもよい。
【００２５】
　シーリング部材１０８は「シート」形状で提供されてもよいし、組織部位１０４に隣接
または接触する層状ドレッシング１０２の配置後、層状ドレッシング１０２上にかけられ
る流出可能または噴射可能な形状で提供されてもよい。同様に、シーリング部材１０８は
、層状ドレッシング１０２および組織部位１０４の上に配置される装置および、吸着カッ
プ、鋳物、またはガラス鐘を含むが、これらに限定されない。シーリング部材１０８は第
１の側１２０と第２の、組織に面する側１２２とを有する。
【００２６】
　取付装置１２４は患者の表皮１１８、またはガスケットやさらなるシーリング部材のよ
うな別の層に対してシーリング部材１０８を保持するよう用いられてもよい。取付装置１
２４は多くの形態をとりうる。例えば、取付装置１２４は、シーリング部材１０８の周囲
または周辺１２８に延在する医療的に容認可能な感圧接着剤１２６であってもよい。
【００２７】
　一例示的な実施形態において、シーリング部材１０８は表皮１１８、または層状ドレッ
シング１０２および組織部位１０４周りの組織との密閉接続を設けるよう構成されている
。密閉接続は接着剤１２６により、シーリング部材１０８の周辺１２８、またはシーリン
グ部材１０８の任意の部分上に設けられてもよく、シーリング部材１０８を層状ドレッシ
ング１０２または組織部位１０４周りの組織に固定されてもよい。接着剤１２６はシーリ
ング部材１０８上に予め配置されてもよいし、シーリング部材１０８を設置する直前にシ
ーリング部材１０８に適用されてもよい。シーリング部材１０８の組織部位１０４への適
用前に、接着剤１２６はまた接着剤支持層または除去可能な裏装によって覆われてもよい
。接着剤支持層は適用前にシーリング部材１０８に剛性を設けてもよいし、組織部位１０
４または組織部位１０４近くの組織上にシーリング部材１０８の実際の適用の際の助けと
なってもよい。この接着剤支持層ははがされてもよいし、適用前に除去されてもよい。
【００２８】
　減圧接続器１１０は減圧源１１４と、シーリング部材１０８の第２の、組織に面する側
１２２と組織側１０４との間に形成される内側空間１３０との間の流体連通を可能とする
。一実施形態において、減圧接続器１１０はシーリング部材１０８の開口１１１の通過を
可能としてもよいし、シーリング部材１０８に連結されてもよい。別の実施形態において
、減圧送達管１１２は、減圧源１１４を層状ドレッシング１０２に直接連結してもよい。
【００２９】
　減圧送達管１１２は、気体、液体、ゲル、または他の流体を流すことができる任意の管
、導管、または流路であってもよい。減圧送達管１１２の潜在的な実施形態は、以下の多
くかつ非限定的な例である。減圧送達管１１２は円形、楕円形、多角形、または任意の他
の形状といった任意の断面形状を有してもよい。さらに、減圧送達管１１２は任意の材料
から形成されてもよいし、柔軟または非柔軟な材料から形成されてもよい。図１において
、減圧接続器１１０は、減圧送達管１１２を代表的な装置１１６、および減圧源１１４に
接続する。しかしながら、減圧送達管１１２は、代わりに減圧源１１４を層状ドレッシン
グ１０２に直接接続してもよい。また、減圧送達管１１２は流体を通すことができる１ま
たはそれ以上の経路またはルーメンを含んでもよい。例えば、減圧送達管１１２は組織部
位１０４にかけられる減圧の量を検出するために、減圧を監視するのに用いられる１つの
ルーメンを有する２つのルーメンを含んでもよい。他のルーメンが、空気、抗菌剤、抗ウ
ィルス物質、細胞成長保護剤、灌漑用流体、または他の化学的な活性剤の組織部位１０４
への送達に用いられてもよい。これらの流体が生じうる流体源は図１に示されていない。
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【００３０】
　減圧接続器１１０は層状ドレッシング１０２からの（例えば、滲出物、空気のような）
流体の減圧送達導管１１２へ、および逆の場合も同様の通過を容認する。（図示しない）
別の例示的な実施形態において、減圧治療システム１００は減圧接続器１１０を含まない
。この例示的な実施形態において、減圧送達管１１２は減圧の送達を可能とする方法で、
減圧送達管１１２の端部がシーリング部材１０８または任意の層状ドレッシング１０２と
隣接または接触するように、シール部材１０８または層状ドレッシング１０２に直接挿入
されてもよい。
【００３１】
　減圧接続器１１０は層状ドレッシング１０２に関してどこに配置されてもよい。例えば
、図１は、減圧接続器１１０および減圧接続器１１０が層状ドレッシング１０２に関して
中央に配置されるとき延在するシーリング部材１０８の開口または孔１１１を示し、減圧
接続器１１０および開口１１１または孔１１１は層状ドレッシング１０２の端部に隣接し
て配置されてもよい。望ましくはないが、減圧接続器１１０または減圧送達管１１２は周
辺部１２８のシーリング部材１０８の下に挿入されてもよい。
【００３２】
　運転中、層状ドレッシング１０２は組織部位１０４上に展開され、減圧が組織部位１０
４に送達される。さらに具体的には、層状ドレッシング１０２は、治療が望まれる組織部
位１０４に近接して配置される。シーリング部材１０８は層状ドレッシング１０２および
患者の表皮１１８の少なくとも一部の上に配置され、密閉空間１３０を形成する。まだシ
ーリング部材１０８に設けられていない場合、開口１１１はシーリング部材１０８および
適用された減圧接続器１１０に形成されてもよい。減圧送達管１１２は減圧接続器１１０
および減圧源１１４に流体接続される。減圧源１１４が活性化され、減圧が組織部位１０
４に送達される。
【００３３】
　ここで主に図２および図３を参照すると、例示的なラミナ層２００が示され、これはド
レッシングに含まれてもよいし、ドレッシングとして用いられてもよい。一例示的な例に
おいて、ラミナ層２００はドレッシングにおける唯一の層である。
【００３４】
　ラミナ層２００は第１の側と、第２の、組織に面する側２０４とを有する。ラミナ層２
００は複数のチャネル２０８を形成する複数のチャネル壁２０６を含む。図２の例示的な
例において、チャネル壁２０６は実質的に互いに平行であり、矢印２１０に示される軸に
平行な一方向に縦に延在する。しかしながら、一実施例において、チャネル壁２０６は任
意のいくつかの方向に沿って延在してもよいし、ラミナ層２００の様々な点で互いに交差
してもよい。チャネル壁が交差するラミナ層の一例示的な実施形態は以下の図４に提供さ
れる。
【００３５】
　図２および図３の例示的な実施形態において、チャネル２０８はまた、面２１２に関し
て角度をなすか、あるいは傾斜し、組織部位２１６またはその近くの表皮２１４または他
の組織の平面であってもよい。複数のチャネル２０８の少なくとも２チャネルは複数のチ
ャネル壁２０６の共通のチャネル壁を共有する。例えば、複数のチャネル２０８の第１の
チャネル２１８および第２のチャネル２２０は各々、複数のチャネル壁２０６の共通のチ
ャネル壁２２２を共有する。一実施例において、チャネル２０８の各々は、複数のチャネ
ル２０８において、別のチャネルを有する複数のチャネル壁２０６の各共通のチャネル壁
を共有する。別の実施例において、チャネル２０８は共通のチャネル壁を共有しなくても
よい。
【００３６】
　一例示的な実施形態において、チャネル壁２０６は気体透過性および実質的に液体不透
過性の材料から形成されてもよいし、それを含んでもよい。一例において、チャネル壁２
０６はＧｏｒｅ－Ｔｅｘ（登録商標）材のような発泡ポリ（テトラフルオロエチレン）か
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らなる。別の例において、チャネル壁２０６はポリ（テトラフルオロエチレン）からなる
。材料またはラミナ層２００が構成される材料はまた、組織部位２１６の表面の形状およ
び位相とうまく合致できるよう弾性であってもよい。
【００３７】
　チャネル２０８は、組織部位２１６から離れる液体を分離させ、液体を方向づけるよう
作用するが、ラミナ層２００を通る液体の横方向の移動を減少させたり、実質的に防いだ
りする。さらに具体的には、ラミナ層２００はラミナ層２００と組織部位２１６との間の
界面に沿って、滲出液のような液体が広がるのを低減させたり、実質的に防いだりするこ
とができる。ラミナ層のこの利点は、ラミナ層が減圧を倍増させるとさらに増大する。
【００３８】
　ここで図３を主に参照すると、ラミナ層２００の断面図が示されている。ラミナ層２０
０の断面図は、液体および気体の流れの方向を例示し、図１の減圧源１１４のような減圧
源を用いて減圧がラミナ層２００に提供される場合、液体および気体の流れの方向が異な
ってもよいこと示す。気体の流れの方向２２６は、例えば、組織部位２１６近くの表皮２
１４のような組織の平面２１２に対して実質的に垂直であるように、例示的な実施例に示
されている。液体の流れの方向２２４はチャネル２０８内に流れる。
【００３９】
　液体の流れ２２４および気体の流れ２２６間の異なる流れの方向は、少なくとも一部に
おいて、チャネル壁２０６から形成される材料によって生じる。図３の例示的な実施形態
において、チャネル壁２０６は空気のような気体がチャネル壁２０６を通って引き込まれ
てもよいように、チャネル壁２０６は気体透過性であっても、実質的に液体不透過性であ
ってもよく、一方で、組織部位２１６からの液体（例えば、滲出液）が制限されたり、チ
ャネル壁２０６を通ることができなかったりする。この方法において、図１の減圧源１１
４のような減圧源からの減圧は、気体がチャネル壁２０６を通り引き込まれるようチャネ
ル壁２０６を通り分配されてもよい。結果として、減圧がチャネル壁２０６を通り組織部
位２１６に移される。また、組織部位２１６からの滲出液のような液体はチャネル２０８
の少なくとも一部を通り、ドレッシングの別の層による潜在的な貯蔵を含む、治療または
貯蔵のために所望の位置に引き込まれる。気体や液体の分離した流れの方向は、減圧の効
果的な適用を可能にし、ラミナ層２００を通る液体の望ましくない移動を実質的に防いだ
り、低減したりし、表皮２１４の浸軟を防いだり、低減したりする際の助けとなる。
【００４０】
　別の実施形態において、気体および液の双方は、液体流の矢印２２４により示される方
向にチャネル２０８を通り流れてもよい。このような実施形態において、チャネル壁２０
６は実質的に気体および液体不透過性であってもよい。
【００４１】
　チャネル壁２０６は、組織部位２１６およびその近傍での表面２１２と角度２３０を形
成してもよい。図２および図３の一例示的な実施形態において、チャネル２０８の各々は
また、面２１２に対して同じ角度２３０を形成する。一例において、角度２３０は鋭角で
ある。別の例において、角度２３０は約２０度乃至約９０度である。さらに別の実施形態
において、角度２３０は約４５度である。チャネル壁２０６およびチャネル２０８の各々
が面２１２に対して同じ角度を形成するよう示され、チャネル壁２０６およびチャネル２
０８は面２１２に対する角度と互いに異なってもよい。チャネル壁２０６が面２１２と形
成する角度は０度より大きく９０度（すなわち、実質的に面２１２に垂直である）の角度
まで変化してもよく、角度２３０の値は、減圧が適用されると、ラミナ層２００の適合性
を判定することができる。例えば、面２１２に垂直に配置されるチャネル壁２０６を有す
るラミナ層２００は、４５度で配向されるチャネル壁２０６を含むものとあまり両立でき
ないラミナ層２００となる。しかしながら、チャネル壁２０６がラミナ層２００を通る液
体の横方向の移動をあまり防ぐことができないので、角度２３０が０度に近づき、チャネ
ル壁２０６によって与えられる利益はあまりないかもしれない。
【００４２】
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　チャネル２０８は長さ２３２および幅２３４を有してもよい。任意の２つのチャネル２
０８の長さ２３２は互いに異なってもよいし、同じでもよい。チャネル２０８の一部はま
た、同じ長さであってもよいし、異なる長さであってもよい。一例において、チャネル２
０８の大部分はまた、幅２３４を超える長さ２３２を有する。別の例において、チャネル
２０８のすべてはそれらの幅２３４を超える長さ２３２を有する。図３の例において、チ
ャネル２０８の各々は同じ幅２３４であってもよい。しかしながら、別の実施形態におい
て、チャネル２０８の各々の幅２３４はまた互いに変化してもよい。例示的な例において
、チャネルの幅２３４、ひいてはチャネル壁２０６間の距離は、約１ｍｍ乃至約２ｍｍで
ある。さらに別の実施例において、幅２３４は１ｍｍより大きいか、等しい。
【００４３】
　チャネル壁２０６の厚さは、壁が構成される材料によって異なってもよい。各チャネル
壁２０６の厚さは一様であってもよいし、具体的なラミナ層２００における他のチャネル
壁２０６に関して変化してもよい。一例示的な実施形態において、複数のチャネル壁２０
６の各々の厚みは約０．２５ｍｍ乃至約０．５ｍｍである。
【００４４】
　ラミナ層２００が方形断面形状を有して示され、このラミナ層２００は任意の断面形状
を有してもよい。例えば、ラミナ層２００の何れかまたはすべての角または端部には丸み
が付けられている。このような丸みが付けられた構成は、図１のシーリング部材１２０の
ようなラミナ層２００とシーリング部材との間でうまく嵌合できるようになる。ラミナ層
２００の断面形状は、ラミナ層２００が減圧を分配可能となる正方形、円形、楕円形、多
角形、または任意の他の形状であってもよい。
【００４５】
　バイアス部材２４４は、ラミナ層２００が減圧の適用により生じる圧縮力を受ける場合
、チャネル２０８がつぶれるのを実質的に防ぐためにチャネル壁２０６間に配置されても
よい。このバイアス部材２４４は、チャネル２０８を通る連続した液体の流れを可能とす
るラミナ層２００の圧縮中、チャネル壁２０６にバイアス力を作用させてもよい。図２お
よび図３における例示的な例において、バイアス部材２４４はチャネル壁２０６間に配置
される多孔質発泡体であってもよい。一実施形態において、多孔質発泡体は、例えばポリ
ウレタン発泡体またはポリビニルアルコール（ＰＶＡ）発泡体のような連続気泡の網状の
発泡体であってもよい。別の実施形態において、バイアス部材２４４は、波形の材料、ば
ね、または他の任意の材料またはチャネル２０８が全体的につぶれるのを防ぐことができ
、チャネル２０８を通る連続した液体の流れを可能とする装置であってもよい。
【００４６】
　ラミナ層２００が、バイアス部材２４４をチャネル壁２０６間のチャネル２０８内に配
置されるバイアス部材２４４を有する複数のチャネル壁２０６を有するよう記載されてき
たが、ラミナ層２００は複数のチャネル壁２０６およびチャネル２０８を含む多孔質パッ
ドとして代替的に記載されてもよい。この実施形態において、多孔質パッドの多孔質材は
、チャネル２０８が全体的につぶれるのを防ぐためにバイアス部材として供給される。多
孔質パッドの多孔質材は、例えばポリウレタン、ポリビニルアルコールのような連続気泡
の網状の発泡体であってもよいし、任意の他の好適な材料であってもよい。
【００４７】
　ここで図４を参照すると、例示的なラミナ層３００が示される。図２および図３のラミ
ナ層２００には多くの類似性があるが、ラミナ層３００は第１の複数のチャネル壁３０２
を含むだけでなく、第１の複数のチャネル壁３０２に実質的に垂直な方向に沿って延在す
る第２の複数のチャネル壁３０４も含む。本例示的な実施形態において、第２のチャネル
壁３０４は、第１のチャネル壁３０２に対して垂直であるが、第２のチャネル壁３０４は
第１のチャネル壁３０２と任意の角度を形成してもよい。また、チャネル壁３０２および
チャネル壁３０４はまっすぐであるよう示されるが、チャネル壁３０２およびチャネル壁
３０４は円形または楕円形を含む湾曲した形状であってもよい。
【００４８】
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　ラミナ層３００におけるチャネル壁３０２およびチャネル壁３０４は、方形形状のチャ
ネル３０６を形成する。しかしながら、チャネル壁３０２およびチャネル壁３０４によっ
て形成されたチャネル３０６は、多角形、三角形、円形、楕円形、または任意の形状を含
む任意の形状を有してもよい。組織部位からの液体は減圧を用いてチャネル３０６を通し
て引き込まれてもよい。
【００４９】
　主に図５を参照すると、ラミナ層４００を含むドレッシング４１５は、例示的な実施形
態により示される。ドレッシング４１５はラミナ層４００を覆うシーリング部材４２５を
含む。図５に示された例において、ラミナ層４００はシーリング部材４２５により覆われ
るドレッシング材における唯一の層である。減圧は、図１の減圧源１１４のような減圧源
から、接続部材４４５を介してのようなラミナ層４００を介して組織部位４０４に移され
る。
【００５０】
　接続部材４４５は、シーリング部材４２５およびラミナ層４００間に配置されるフラン
ジ部分４６６を有する。接続部材４４５のフランジ部分４６６は、実質的にラミナ層４０
０の幅全体にわたって延在してもよい。フランジ部分４６６の組織に面する側４６７はラ
ミナ層４００に隣接してもよく、フランジ部分４６６はラミナ層４００に面する開口を有
してもよい。ラミナ層４００の幅全体にわたるフランジ部分４６６の延在は、ラミナ層４
００をわたる減圧のより均等な分配とラミナ層４００から接続部材４４５への液体のより
よい受領を実現させてもよい。しかしながら、フランジ部分４６６はラミナ層４００に関
する任意の幅を有してもよい。
【００５１】
　また、シーリング部材４２５はラミナ層４００の形状に合致してもよい。空間がシーリ
ング部材４２５とラミナ層４００の側４８０との間に示されているが、シーリング部材４
２５はまたラミナ層４００の側４８０に接触してもよい。
【００５２】
　一例において、創傷部位４０７からの滲出液のような液体は、ラミナ層４００のチャネ
ル４１０を通して引き込まれもよい。液体はラミナ層４００のチャネル壁４０５を通り分
配される減圧を用いて、ラミナ層４００のチャネル４１０を通して引き込まれてもよい。
チャネル４１０を過ぎると、液体は接続部材４４５に引き込まれてもよい。液体は次いで
、図１の減圧送達管１１２のような送達管に移されてもよい。
【００５３】
　主に図６を参照すると、ラミナ層５００を含むドレッシング５１５は、例示的な実施形
態により示される。ドレッシング５１５はさらに、フランジ部分５６６、シーリング部材
５２５、および吸収層５９９を有する接続部材５６５を含む。吸収層５９９はラミナ層５
００に隣接して配置される。吸収層５９９はドレッシング５１５に移される減圧を分配し
、ラミナ層５００を介して組織部位１０５から液体を吸収する。
【００５４】
　吸収層５９９は液体を吸収する１またはそれ以上の層であってもよい。吸収層５９９は
第１の側５９７と第２の、組織に面する側５９８とを有する。吸収層５９９の第２の、組
織に面する側５９８の少なくとも一部はラミナ層５００に当接する。吸収層５９９はラミ
ナ層５００に関して任意の厚さを有してもよい。一実施形態において、吸収層５９９はラ
ミナ層５００より厚くてもよいが、代替的に、吸収層５９９はラミナ層５００より薄くて
もよい。
【００５５】
　シーリング部材５２５は吸収層５９９とラミナ層５００の形状に合致してもよい。例え
ば、空間はシーリング部材５２５とラミナ層５００の側５８０との間に示されるが、シー
リング部材はまたラミナ層５００の側５８０に接触してもよい。
【００５６】
　一例において、創傷部位５０７からの滲出液のような液体は、ラミナ層５００のチャネ
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ル５１０を通して引き込まれてもよい。液体はラミナ層５００のチャネル壁５０５を通り
分配される減圧を用いるラミナ層５００のチャネル５１０を通して引き込こまれてもよい
。減圧は送達管を介してドレッシング５１５に移されてもよく、この送達管は接続部材５
６５におけるスロット５６８を用いて接続部材５６５に挿入されてもよい。チャネル５１
０を過ぎると、組織部位５０４からの液体は吸収層５９９に引き込まれてもよい。この液
体は吸収層５９９に蓄えられることができ、これにより外部の流体収集装置が不要となる
。
【００５７】
　本書に記載されるラミナ層２００、３００、４００、５００は、各々が上記のように配
置されているが、組織部位とは接触していない。いくつかの実施例において、これはラミ
ナ層の好ましい配置であるが、組織部位と直接接触するラミナ層の少なくとも一部を配置
することが望まれるかもしれない。さらに別の実施形態において、別個の多孔質パッドま
たは他のマニホルドを組織部位とラミナ層との間に配置することが好ましいかもしれない
。
【００５８】
　本書に用いられるラミナ層が複数のチャネル壁を形成する多孔性発泡体を含む一方、ラ
ミナ層は代替的に、実質的に液体不透過性および気体透過性のシート状の材料から形成さ
れうる。このシート状の材料は、減圧によってラミナ層を通り吸い込まれる液体用のチャ
ネルとして機能するようシート状の材料に配置される、孔、開口、スリット、または他の
開口を好適に含んでもよい。液体不透過性、気体透過性はチャネル壁として作用し、減圧
の適用中は、気体のより良い伝達が可能となる。一例示的な実施形態において、ラミナ層
が形成される材料は膨張ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）であってもよいし、
実施的に液体不透過性かつ気体透過性の任意の他の材料であってもよい。
【００５９】
　本書に記載されるドレッシングおよびラミナ層は、組織部位への減圧治療の適用の間、
浸軟および他の損傷から、組織部位に隣接する組織を保護するプロセスまたは方法の一部
として用いられてもよい。方法は、実質的に液体不透過性かつ気体透過性のチャネル壁を
有するドレッシングを組織部位に適用するステップを含んでもよい。チャネル壁を通して
組織部位から気体を取り去り、チャネル壁間の組織部位から液体を取り去る。このチャネ
ル壁は、液体がドレッシングおよび組織部位に隣接する組織間の界面に沿って広がるのを
実質的に防ぐ。
【００６０】
　別の実施形態において、組織部位に減圧を適用する方法が、ラミナ層を組織に適用する
ステップを含んでもよく、ラミナ層はそこから液体が引き込まれる複数のチャネルを形成
する複数のチャネル壁を有する。ラミナ層は減圧下におかれると、複数のチャネル壁を通
して減圧を組織部位に伝達可能である。ラミナ層の一部はシーリング部材で覆われ、組織
部位の上に密閉を設け、減圧がラミナ層にかけられる。
【００６１】
　さらにいくつかの別の実施形態において、減圧を組織部位に適用するためのドレッシン
グが提供される。方法は、液体が引き込まれる複数のチャネルを形成する複数のチャネル
壁を有するラミナ層を形成するステップを含む。ラミナ層は複数のチャネル壁を通る組織
部位に減圧を伝達可能である。ラミナ層の少なくとも一部はシーリング部材で覆われてい
る。
【００６２】
　いくつかの例示的な実施形態および利点が本書に開示されてきたが、様々な変更、代替
、置換、変更が、添付のクレームにより規定されるように、発明の範囲から逸脱すること
なくなされてもよい。任意の一実施形態に関して記載される任意の特徴がまた、任意の他
の実施形態に適用可能である。
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