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(57)【要約】
【課題】排泄物の改良管理を提供する排泄物を受け入れ
るために適した使い捨て排泄物処置装置を提供すること
。
【解決手段】 製品内に堆積する可能性のある糞便もし
くはその他の排泄物の物理的特性を変性させるように作
用する１種以上の有効量の薬剤を含むことによって、ま
たは製品の装着者の皮膚から糞便のような排泄物の除去
性を強化する上記の１種以上の組成物を含むことによっ
て、排泄物の改良管理を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ウエスト領域、第１ウエスト領域に対向する第２ウエスト領域、第１ウエスト領域
と第２ウエスト領域との間に配置された股領域を有する吸収性製品であって、さらに
　トップシート、
　トップシートの少なくとも１部分に接合されたバックシート、
　トップシートの少なくとも１部分とバックシートとの間に配置された吸収性コア、およ
び
　有効量の糞便変性剤
を備える吸収性製品。
【請求項２】
　糞便変性剤が粘度低下剤である請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項３】
　糞便変性剤が糞便水遊離剤である請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項４】
　糞便水遊離剤が凝集剤である請求項３に記載の吸収性製品。
【請求項５】
　糞便水遊離剤が無機凝集剤を含む請求項３に記載の吸収性製品。
【請求項６】
　無機凝集剤が二価および三価金属塩類を含む群から選択される請求項５に記載の吸収性
製品。
【請求項７】
　金属塩類が、鉄、アルミニウム、カルシウム、およびナトリウム塩類およびそれらの混
合物類からなる群から選択される請求項６に記載の吸収性製品。
【請求項８】
　金属塩類が、塩化第１鉄、塩化第２鉄、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウム
、アルミン酸ナトリウム、硫酸鉄、塩化アルミニウム水酸化物、およびポリケイ酸硫酸ア
ルミニウムからなる群から選択される請求項６に記載の吸収性製品。
【請求項９】
　糞便水遊離剤が有機凝集剤を含む請求項３に記載の吸収性製品。
【請求項１０】
　有機凝集剤が水溶性ポリアミド類および誘導体類、ポリアクリル類および誘導体類、ポ
リアミン類、およびポリビニルピロリドンからなる群から選択される請求項９に記載の吸
収性製品。
【請求項１１】
　糞便水遊離剤が粘度増加剤を含む請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項１２】
　粘度増加剤が増粘剤を含む請求項１１に記載の吸収性製品。
【請求項１３】
　増粘剤が、カルボキシメチルセルロース、キサンタンガム、ポリアクリル酸およびそれ
の塩類、ポリアクリルアミド、およびポリエチレンイミン類からなる群から選択される請
求項１２に記載の吸収性製品。
【請求項１４】
　粘度増加剤が無機錯化剤を含む請求項１１に記載の吸収性製品。
【請求項１５】
　イオン性錯化剤が、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＣａＯ、水酸化カルシウム、エタノール
アミン類、第四級アンモニウム塩類、およびＡｌ２Ｏ３、アルギン酸塩類、亜鉛塩類、ア
ルミニウム塩類およびそれらの組み合わせからなる群から選択される請求項１４に記載の
吸収性製品。
【請求項１６】
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　イオン性錯化剤が架橋剤を含む請求項１４に記載の吸収性製品。
【請求項１７】
　糞便変性剤が約０．５重量パーセント以下の濃度で糞便の硬さを少なくとも約２５％低
下させる請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項１８】
　糞便変性剤が約０．５重量パーセント以下の濃度で糞便の硬さを約１００％以上増加さ
せる請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項１９】
　糞便変性剤が製品の重量で約０．０１％以上の濃度で存在する請求項１に記載の吸収性
製品。
【請求項２０】
　さらに吸収性製品の１つの要素に接合されている、もしくはそれから伸長している少な
くとも１つの三次元構造を含み、その三次元構造が糞便変性剤を備えており、このときそ
の三次元構造が薬剤と糞便との接触を促進する請求項１に記載の吸収性製品。
【請求項２１】
　三次元構造の少なくとも一部がループ構造およびプリントされたヘアーを備える構造か
らなる群から選択される請求項２０に記載の吸収性製品。
【請求項２２】
　第１ウエスト領域、第１ウエスト領域に対向する第２ウエスト領域、第１ウエスト領域
と第２ウエスト領域との間に配置された股領域を有する吸収性製品であって、さらに
　液体透過性トップシート、
　トップシートの少なくとも１部分に接合された液体不透過性バックシート、
　トップシートの少なくとも１部分とバックシートとの間に配置された吸収性コア、
　１ミリジュールのエネルギー入力当たり１インチの排泄物管理要素当たり約０．０５を
超える粘性液状排泄物の圧力下受け入れ量を有する排泄物管理要素、および
　有効濃度の糞便変性剤
を備える吸収製品。
【請求項２３】
　装着者の衣類内に配置されるインサートであって、
　第１端領域、
　前記第１端領域に対向する第２端領域、
　前記第１端領域と前記第２端領域とを分離する中央領域、および
　有効量の糞便変性剤
を備えるインサート。
【請求項２４】
　糞便変性剤が粘度低下剤である請求項２３に記載のインサート。
【請求項２５】
　糞便変性剤が糞便水遊離剤である請求項２３に記載のインサート。
【請求項２６】
　糞便変性剤が粘度増加剤を含む請求項２３に記載のインサート。
【請求項２７】
　さらにインサートの１つの要素に接合されている、もしくはそれから伸長している少な
くとも１つの三次元構造を含み、その三次元構造が糞便変性剤を備えており、このときそ
の三次元構造が薬剤と糞便との接触を促進する請求項２３に記載のインサート。
【請求項２８】
　装着者によって装着されるのに適した使い捨て製品において、
　装着者の皮膚から糞便排泄物の除去性を強化するための１種以上の組成物であって、前
記糞便排泄物の１つの少なくとも１部分および前記装着者の前記皮膚に利用可能である前
記１種以上の組成物を備え、
　前記１種以上の組成物は、本明細書において説明されている試験方法によって測定され
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る、
　ａ）約１５ｃｍ２未満の排泄物汚染面積、および
　ｂ）約１４質量単位未満の排泄物汚染質量
を提供する使い捨て製品。
【請求項２９】
　前記１種以上の組成物が約１２ｃｍ２未満の排泄物汚染面積を提供する請求項２８に記
載の使い捨て製品。
【請求項３０】
　前記１種以上の組成物が約１０ｃｍ２未満の排泄物汚染面積を提供する請求項２９に記
載の使い捨て製品。
【請求項３１】
　前記１種以上の組成物が約１０質量単位未満の排泄物汚染質量を提供する請求項２９に
記載の使い捨て製品。
【請求項３２】
　前記１種以上の組成物が約８質量単位未満の排泄物汚染質量を提供する請求項３１に記
載の使い捨て製品。
【請求項３３】
　前記１種以上の組成物が約１２ｃｍ２未満の排泄物汚染面積および約１０質量単位未満
の排泄物汚染質量を提供する請求項３１に記載の使い捨て製品。
【請求項３４】
　前記組成物の少なくとも１種が有効量の糞便変性剤を備える請求項２８に記載の使い捨
て製品。
【請求項３５】
　前記組成物の少なくとも１種がスキンケア組成物を備える請求項３４に記載の使い捨て
製品。
【請求項３６】
　装着者に接触する表面上にスキンケア組成物を備える請求項２８に記載の使い捨て製品
。
【請求項３７】
　前記スキンケア組成物が、石油、石油蝋、シリコーン油、およびシリコーンワックスか
らなる群から選択される材料を備える請求項３５もしくは３６に記載の使い捨て製品。
【請求項３８】
　糞便変性剤が粘度低下剤である請求項３４に記載の使い捨て製品。
【請求項３９】
　糞便変性剤が糞便水遊離剤である請求項３４に記載の使い捨て製品。
【請求項４０】
　糞便変性剤が粘度増加剤を含む請求項３４に記載の使い捨て製品。
【請求項４１】
　粘度増加剤が増粘剤を含む請求項４０に記載の使い捨て製品。
【請求項４２】
　増粘剤が、カルボキシメチルセルロース、キサンタンガム、ポリアクリル酸およびそれ
の塩類、ポリアクリルアミド、およびポリエチレンイミン類からなる群から選択される請
求項４１に記載の吸収性製品。
【請求項４３】
　粘度増加剤がイオン性錯化剤を含む請求項４０に記載の吸収性製品。
【請求項４４】
　イオン性錯化剤が、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＣａＯ、水酸化カルシウム、エタノール
アミン類、第四級アンモニウム塩類、およびＡｌ２Ｏ３、アルギン酸塩類、亜鉛塩類、ア
ルミニウム塩類およびそれらの組み合わせからなる群から選択される請求項４３に記載の
吸収性製品。
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【請求項４５】
　糞便変性剤が約０．５重量パーセント以下の濃度で糞便の硬さを少なくとも約２５％低
下させる請求項３４に記載の吸収性製品。
【請求項４６】
　糞便変性剤が約０．５重量パーセント以下の濃度で糞便の硬さを約１００％以上増加さ
せる請求項３４に記載の吸収性製品。
【請求項４７】
　前記糞便変性剤が個々の個別要素として製品内に配置される請求項３４に記載の使い捨
て製品。
【請求項４８】
　前記糞便変性剤が、材料のウェブ、フィルム、繊維構造、ループ材料、ブラシ構造、お
よび前記糞便変性剤を放出可能に被包している構造からなる群から選択される構成要素を
含む担体構造と組合わされている請求項３４に記載の使い捨て製品。
【請求項４９】
　さらに製品に操作可能に接続されている入力を検出するために適したセンサー、および
センサーが入力を検出したときに前記装着者から排泄された前記糞便排泄物の少なくとも
１部分に前記１以上の組成物を送達するために適したアクチュエーターを含む反応システ
ムを備えている請求項２８に記載の使い捨て製品。
【請求項５０】
　装着者から排泄物を受け入れるための使い捨て製品であって、
　開口部を含むバッグ、
　装着者にバッグを接合するための手段、および
　有効量の糞便変性剤
を含む使い捨て製品。
【請求項５１】
　糞便変性剤が粘度低下剤である請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５２】
　糞便変性剤が糞便水遊離剤である請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５３】
　糞便変性剤がカルシウムを基剤とする編成剤である請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５４】
　糞便変性剤が粘度増加剤を含む請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５５】
　糞便変性剤が約０．５重量パーセント以下の濃度で糞便の硬さを少なくとも約２５％低
下させる請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５６】
　製品が人工肛門用バッグもしくは排泄物用バッグから選択される請求項５０に記載の使
い捨て製品。
【請求項５７】
　接合手段が身体適合性感圧接着剤を備える請求項５０に記載の使い捨て製品。
【請求項５８】
　使い捨て製品の装着者の皮膚からの排泄物の除去性を強化する方法であって、
　装着者によって装着されるために適した使い捨て製品を提供する工程、
　前記１種以上の組成物が前記排泄物および前記装着者の前記皮膚の１つの少なくとも１
部分に利用可能となるように装着者の皮膚から糞便排泄物の除去性を強化するために１種
以上の組成物を前記使い捨て製品と組合わせる工程、および
　前記１種以上の組成物が本明細書において説明されている試験方法によって決定される
下記の１つ以上を提供する工程
　ａ）約１５ｃｍ２未満の排泄物汚染面積、および
　ｂ）約１４質量単位未満の排泄物汚染質量
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を具備する方法。
【請求項５９】
　前記組成物の少なくとも１種が有効量の糞便変性剤を備える請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記組成物の少なくとも１種がスキンケア組成物を備える請求項５９に記載の使い捨て
製品。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
【０００１】
　本発明は、おむつ、成人用尿失禁製品、生理用ナプキン、排泄物用もしくは人工肛門用
バッグのような使い捨て排泄物収容製品その他のような使い捨て吸収性製品を含む、排泄
物を収容（すなわち、吸収および／または含有）する使い捨て製品に関する。より詳細に
は、本発明は製品内に堆積する可能性のある糞便もしくはその他の排泄物の物理的特性を
変性させるように作用する１種以上の薬剤を含むことによって、または製品の装着者の皮
膚から糞便のような排泄物の除去性を強化する上記の薬剤のような１種以上の組成物を含
むことによって排泄物の改良管理を提供する使い捨て製品に関する。
【従来の技術】
【０００２】
　おむつ、成人用尿失禁パンツ、生理用ナプキンおよびその他の排泄物を収容するための
使い捨て製品のような吸収性製品の主要機能は、そうした排泄物が衣類または装着者と接
触する可能性のある寝具類のような他の製品を汚したり、濡らしたり、さもなければ汚染
させたりすることを防止することである。近年、例えばＢｕｅｌｌらへ発行された米国特
許第５，１５１，０９２号に開示されているもののような使い捨ておむつは極めて人気が
高く、それらの利便性および確実性のために耐久性の布製吸収性製品に取って代わってき
た。しかし、そうした使い捨て吸収性製品の有効性にもかかわらず、排泄物はしばしばそ
れでもまだ漏れたり、あるいは装着者の皮膚を汚すおよび／または刺激するような方法で
製品内に貯蔵されている。さらに、排泄物はしばしば皮膚に攻撃的に付着し、皮膚を清浄
化する難しさを増加させ、慢性的残留汚染の可能性を増加させる。これらの基本的原因、
および現行吸収性製品に関わるその他の重要な問題は、加えられた剪断応力下での移動性
および糞便の粘着性にある。
【０００３】
　漏れおよび／または不適切な封じ込め、困難な皮膚の手入れ、および／または残留皮膚
汚染の望ましくない作用は、製品内に堆積した糞便に関して特に明白である。装着者と接
触する、または手入れが試みられた後に皮膚上に残されている製品内に含まれる糞便は、
時間の経過に伴って装着者の皮膚を傷つけることがある。製品から漏れ出る糞便はほとん
ど常に、装着者だけではなく装着者と接触する可能性のある衣類もしくはその他の物体を
きれいにする作業が不快で汚いことを示している。そこで、糞便がトップシートを越えて
移動するのを制限するためおよび／または製品内に糞便をより上手に閉じ込めるために、
例えばバリヤー、ポケット、スペーサー、横断バリヤー、開口トップシートその他のよう
な装備を吸収性製品に付け加える幾つもの試みがなされてきた。
【０００４】
　しかし、これらの問題の基本的原因（すなわち、糞便の特性）を解決するための努力が
なされていないこと、そしてそれらの費用および複雑さのためにそうした試みは概して不
成功に終わっている。さらに、糞便を隔離もしくは含有するための手段の多くは、一定の
物理的特性（例、粘度、自由水含量および粒径）を有する糞便に向けられており、極めて
狭い範囲外の物理的特性を備えた排泄物には有効ではない。
【０００５】
　米国特許第４，７９０，８３６号は、吸収性コアと水溶性フィルムとの間に配置された
薬用パウダーの層を含むおむつを開示している。薬用パウダーは、装着者がおむつを濡ら
した後に乳幼児の皮膚の乾燥を促進するために使用される。しかし、下記の表ＩＩおよび
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ＶＩＩＩに示されているように、この特許で開示される実施形態は本特許の糞便管理の利
点を提供するようには機能しない。さらにまた、米国特許第５，６０７，７６０号、第５
，６０９，５８７号、第５，６３５，１９１号および第５，６４３，５８８号において開
示されているように、装着者の皮膚に移動できるローション組成物を使い捨て吸収性製品
のトップシートに被覆することも知られている。しかし、そうしたローション組成物単独
では、本発明の強化糞便除去性／清浄化の利益を提供することはできない可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、例えば望ましい糞便の変性および／または強化糞便除去性を提供する使い捨て
製品のような改良排泄物管理特性を備えた使い捨て製品を提供することは望ましいであろ
う。さらに、装着者または養護者に糞便もしくはその他の粘性排泄物が及ぼすマイナスの
影響を最小限に抑える能力を備えた経済的な使い捨て製品を提供することは有益であろう
。また、製品内への糞便の受け入れ量および／または製品内での糞便の不動化を改良する
ためおよび／または糞便による装着者の皮膚の残留汚染を減少させるために、糞便と化学
的もしくは物理的に相互作用するようにおよび糞便の特性を変化させるように設計されて
いる製品を提供することも有益であろう。同様に、予想使用期間を通して物理的もしくは
化学的に変性させた糞便を装着者の皮膚および／または衣類から安全かつ清潔に隔離して
貯蔵するために十分な有効容量および保持能力を有する製品を提供することも望ましいで
あろう。さらにまた、装着者の皮膚から糞便の効果的な清浄化を強化する製品を提供する
ことも望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記およびさもなければ先行技術の吸収性製品において所見される問題の少なくとも一
部を解決するのに役立つために、本発明は製品内もしくは装着者の皮膚上に堆積した糞便
もしくはその他の排泄物の一部もしくは全部を物理的もしくは化学的に変性させるために
有効濃度で利用可能な薬剤を含むことによって排泄物の改良管理を提供する、または装着
者の皮膚からの糞便もしくはその他の排泄物の除去性および清浄化を強化するために、例
えば糞便変性剤のような１種以上の組成物を含んでいる製品を提供する。糞便の変性は、
おむつ内で糞便が広がることを減少させるためおよび／または糞便が装着者の皮膚に付着
する傾向を減少させるために、製品内での排泄物の受け入れおよび／または保持を改良す
る可能性がある。
【０００８】
本発明はさらにまた、いったん排泄物が製品に吸収されると、排泄物が装着者の皮膚に向
かって逆移動する可能性を減少させるために、それらの修正された形状内に排泄物を受け
入れる、貯蔵するおよび／または不動化することのできる吸収性製品を提供することがで
きる。従って、本発明の吸収性製品は、排便もしくは他の排泄物の排出と通常結び付いて
いる装着者の皮膚にとって有害である可能性および／または養護者にとっての不便さを減
少させることができる。
【０００９】
　本明細書において使用される「吸収性製品」なる語は、排泄物を吸収かつ含有するデバ
イスのことを言うが、さらにより詳細には、身体から排出された様々な排泄物を吸収かつ
含有するために装着者の身体に接触させて、もしくは近くに置かれるデバイスのことを言
う。本明細書において、「使い捨て」なる語は、吸収性製品として洗濯さもなければ復元
もしくは再使用することが概して意図されていない（すなわち、それらは使用後に廃棄さ
れる、および好ましくはリサイクルされる、堆肥にされるさもなければ環境に適合する方
法で廃棄されることが意図されている）吸収性製品を説明するために使用される。
【００１０】
　本明細書において使用される「配置された」なる語は、おむつの要素がおむつの他の要
素との一体型構造として、またはおむつの別の要素に接合された個別要素として特定の場
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所もしくは位置に形成された（接合および配置された）ことを意味するために使用される
。本明細書において使用された「接合された」なる語は、それにより１つの要素をもう１
つの要素に直接に付着させることによってその要素が他の要素に直接的に固定されている
形状、およびそれによりその要素を他の要素に順に付着させられる中間部材に付着させる
ことによってその要素が他の要素に間接的に固定されている形状を包含する。「一体型」
吸収性製品は、個別のホルダーおよびライナーのような別個に操作可能なパーツを必要と
しないように１つの調和した実体を形成するために一緒に結合された個別パーツから形成
される吸収性製品を意味する。
【発明の実施の形態】
【００１１】
　本発明の吸収性製品のある好ましい実施形態は、図１に示されているおむつ２０のよう
な一体型使い捨て吸収性製品である。ここで使用するように「おむつ」は、乳幼児および
尿失禁者によって概して下方胴部の周囲に装着される吸収性製品を意味する。しかし、本
発明はまた例えば尿失禁用パンツ、尿失禁用下着、吸収性インサートを含むインサート、
おむつホルダーおよびライナー、女性生理用衣料品、拭き取りティッシュー、モップ、包
帯類およびその他のような他の吸収性製品にも適用可能である。本発明はさらにまた、例
えば排泄物用バッグもしくは人工肛門用バッグのような、装着者の肛門周囲領域に個別に
適用することのできる吸収性もしくは非吸収性糞便収集装置にも適用可能である。
【００１２】
　図１は、おむつ２０の構成をより明確に示すために切り取られている構造の部分を伴っ
て平たく広げられた状態にある本発明のおむつ２０の平面図である。装着者に面するおむ
つ２０の部分は図を見ている人に向けられている。図１に示されているように、おむつ２
０は好ましくは液体透過性トップシート２４；液体不透過性バックシート２６；好ましく
はトップシート２４の少なくとも１部分とバックシート２６との間に配置されている吸収
性コア２８；サイドパネル３０；弾性化レッグカフ３２；弾性ウエスト装備３４；および
概して４０と指定された留め具システムを備える。おむつ２０は、第１ウエスト領域３６
、第１ウエスト領域３６に対向する第２ウエスト領域および第１ウエスト領域と第２ウエ
スト領域との間に位置する股領域３７を有するように図１に示されている。おむつ２０の
周囲はおむつ２０の外縁によって限定されており、そこでは長手方向縁５０が概しておむ
つ２０の長手方向中心線１００に平行に走っており、端縁５２がおむつ２０の側方中心線
１１０に概して平行な長手方向縁５０間を走っている。
【００１３】
　おむつ２０のシャーシ２２は、おむつ２０の本体を備える。シャーシ２２は、吸収性コ
ア２８の少なくとも１部分ならびに好ましくはトップシート２４およびバックシート２６
を含む外側カバー層を備える。吸収性製品が個別のホルダーおよびライナーを備える場合
は、シャーシ２２が概してホルダーおよびライナーを備える。（例えば、ホルダーは製品
の外側カバーを形成するために１つ以上の材料層を備えることができ、ライナーはトップ
シート、バックシート、および吸収性コアを含む吸収性組立体を備えることができる。そ
うした場合には、ホルダーおよび／またはライナーは使用時間を通して適所にライナーを
保持するために使用される留め具要素を含むことができる。）
一体型吸収性製品については、シャーシ２２は複合おむつ構造を形成するために追加され
た他の装備を伴うおむつの主要構造を備える。
【００１４】
　トップシート２４、バックシート２６、および吸収性コア２８は様々なよく知られてい
る形状で組み立てられてよいが、好ましいおむつ形状は概して１９７５年１月１４日にＫ
ｅｎｎｅｔｈ Ｂ．Ｂｕｅｌｌへ発行された「使い捨ておむつのための収縮性サイド部分
（Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌｅ Ｓｉｄｅ Ｐｏｒｔｉｏｎｓ Ｆｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ
 Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８６０，００３号；１９９２年９月９日にＢ
ｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，１５１，０９２号；および１９９３年６月２２日に
Ｂｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，２２１，２７４号；および１９９６年９月１０日
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にＲｏｅらへ発行された「複数区域構造的ゴム様フィルムウエブ製伸張性ウエスト装備を
備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｗｉｔｈ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｚ
ｏｎｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ Ｅｌａｓｔｉｃ－Ｌｉｋｅ Ｆｉｌｍ Ｗｅｂ Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｂｌｅ Ｗａｉｓｔ Ｆｅａｔｕｒｅ）」と題する米国特許第５，５５４，１４５号；
１９９６年１０月２９日にＢｕｅｌｌらへ発行された「使い捨て引き上げ装着型パンツ（
Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｐｕｌｌ－Ｏｎ Ｐａｎｔ）」と題する米国特許第５，５６９，２
３４号；１２月３日にＮｅａｓｅらへ発行された「吸収性製品のためのサイドパネルを製
造するためのゼロスクラップ法（Ｚｅｒｏ Ｓｃｒａｐ Ｍｅｔｈｏｄ Ｆｏｒ Ｍａｎｕｆ
ａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｉｄｅ Ｐａｎｅｌｓ Ｆｏｒ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ
ｓ）」と題する米国特許第５，５８０，４１１号に記載されており、それらは各々、本明
細書の一部をなす。
【００１５】
　トップシート２６は一般に、吸収かつ含有された排泄物が例えばベッドシーツおよび下
着類のようなおむつ２０に接触する可能性のある製品を汚すことを防止する、吸収性コア
２８の衣類に面する表面４５に隣接して配置されるおむつ２０の部分である。好ましい実
施形態では、バックシート２６は液体（例、尿）にとって不透過性であり、例えば約０．
０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．０５１ｍｍ（２．０ミル）の厚さを有する熱可塑性フ
ィルムのような薄いプラスチックフィルムを備える。適切なバックシートフィルムには、
インディアナ州テレホートに所在のＴｒｅｄｅｇａｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｉｎｃ．に
よって製造され、商標名Ｘ１５３０６、Ｘ１０９６２およびＸ１０９６４を付けて販売さ
れているものが含まれる。その他の適切なバックシート材料には、蒸気がおむつ２０から
漏れ出るのを許容しながら、それでも排泄物がバックシート２６を通過することを防止す
る通気性材料が含まれる。
【００１６】
　代表的通気性材料には、織布ウェブ、不織布ウェブ、例えばフィルムコーティング不織
布ウェブのような複合材料、例えばＥＳＰＯＩＲ ＮＯの名称を付けて日本のＭｉｔｓｕ
ｉ Ｔｏａｔｓｕ Ｃｏ．によっておよびＥＸＸＡＩＲＥの名称を付けてテキサス州ベイシ
ティ所在のＥＸＸＯＮ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．によって製造されているようなマイクロ
ポーラス（微小細孔）フィルム、およびＨＹＴＲＥＬブレンドＰ１８－３０９７の名称を
付けてオハイオ州シンシナティに所在のＣｌｏｐａｙ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって
製造されているようなモノリシックフィルムのような材料を含むことができる。一部の通
気性複合材料は、Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ社の名前で１９９５年６月２２日に発行されたＰ
ＣＴ出願第ＷＯ９５／１６７４６号、Ｃｕｒｒｏの名前で１９９９年２月２日に発行され
た米国特許第５，８６５，８２３号、および１９９６年１１月５日にＤｏｂｒｉｎらへ発
行された米国特許第５，５７１，０９６号の中で極めて詳細に記載されている。これらの
参考文献各々は、本明細書の一部をなす。
【００１７】
　バックシート２６、またはそれのいずれかの部分は、１つ以上の方向において弾性的に
伸張性であってよい。ある実施形態では、バックシート２６は、本明細書の一部をなす１
９９６年５月２１日にＣｈａｐｐｅｌｌらへ発行された「ゴム様行動を示すウェブ材料（
Ｗｅｂ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｈｇ Ｅｌａｓｔｉｃ－Ｌｉｋｅ Ｂｅｈａ
ｖｉｏｒ）」と題する米国特許第５，５１８，８０１号により完全に記載されているよう
に構造的ゴム様フィルム（「ＳＥＬＦ」）ウェブを備えることができる。また別の実施形
態では、バックシート２６はエラストマーフィルム、フォーム、ストランド、またはこれ
らもしくはその他の適切な材料と不織布もしくは合成フィルムとの組み合わせを備えるこ
とができる。
【００１８】
　バックシート２６は、この技術分野において知られているいずれかの取り付け手段によ
ってトップシート２４、吸収性コア２８、またはおむつ２０の他のいずれかの要素に接合
されてよい。例えば、取り付け手段は接着剤の均一連続層、接着剤のパターン付き層、ま
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たは接着剤の別々の線、らせん、もしくは斑点の配列を含むことができる。あるいはまた
、取り付け手段は、熱接着法、圧力接着法、超音波接着法、動的機械的接着法、または他
のいずれかの適切な取り付け手段もしくは技術において知られているこれらの取り付け手
段の組み合わせを備えることもできる。
【００１９】
　トップシート２４は、好ましくはコンプライアントで、感触が柔らかで、さらに装着者
の皮膚に非刺激性である。さらに、トップシート２４の少なくとも１部分は液体透過性で
あり、その全厚を通して液体が容易に浸透するのを許容する。適切なトップシート２４は
、例えばポーラスフォーム；網状フォーム；開口プラスチックフィルム；または天然繊維
（例、木材もしくは綿繊維）、合成繊維（例、ポリエステルもしくはポリプロピレン繊維
）、もしくは天然繊維と合成繊維との組み合わせの織布ウェブまたは不織布ウェブのよう
な広範囲の材料から製造することができる。
【００２０】
　トップシートが繊維を含む場合は、繊維はスパンボンド加工、カード加工、ウェットレ
イ加工、メルトブロウン加工、ハイドロエンタングル加工、またはさもなければこの技術
分野において知られている別の方法で加工処理されてよい。ステープルポリプロピレン繊
維のウェブを備える１つの適切なトップシート２４は、名称Ｐ－８を付けてマサチューセ
ッツ州ウォルポールに所在のＶｅｒａｔｅｃ．Ｉｎｃ．のＤｉｖｉｓｉｏｎ ｏｆ Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｐｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙによって製造されている。
【００２１】
　適切な成形フィルムトップシートは、１９７５年１２月３０日にＴｈｏｍｐｓｏｎへ発
行された「先細毛管を有する吸収性構造（Ａｂｓｏｒｐｔｉｖｅ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ 
Ｈａｖｉｎｇ Ｔａｐｅｒｅｄ Ｃａｐｉｌｌａｒｉｅｓ）」と題する米国特許第３，９２
９，１３５号；１９８２年４月１３日にＭｕｌｌａｎｅらへ発行された「汚れ抵抗性トッ
プシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒ
ｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｓｔａｉｎ Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と
題する米国特許第４，３２４，２４６号；１９８２年８月３日にＲａｄｅｌらへ発行され
た「繊維様特性を示す弾力性プラスチックウェブ（Ｒｅｓｉｌｉｅｎｔ Ｐｌａｓｔｉｃ 
Ｗｅｂ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ Ｆｉｂｅｒ－Ｌｉｋｅ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）」と題す
る米国特許第４，３４２，３１４号；１９８４年７月３１日にＡｈｒらへ発行された「非
光沢可視表面および布様触感を示す肉眼的に拡張させた三次元プラスチックウェブ（Ｍａ
ｃｒｏｓｃｏｐｉｃａｌｌｙ Ｅｘｐａｎｄｅｄ Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ 
Ｐｌａｓｔｉｃ Ｗｅｂ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｎｇ Ｎｏｎ－Ｇｌｏｓｓｙ Ｖｉｓｉｂｌｅ 
Ｓｕｒｆａｃｅ ａｎｄ Ｃｌｏｔｈ－Ｌｉｋｅ Ｔａｃｔｉｌｅ Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）
」と題する米国特許第４，４６３，０４５号；および１９９１年４月９日にＢａｉｒｄへ
発行された「多層ポリマーフィルム（Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ Ｆｉｌ
ｍ）」と題する米国特許第５，００６，３９４号に記載されている。
【００２２】
　その他の適切なトップシート３０は、いずれも本明細書の一部をなす各々１９８６年９
月２日および１９８６年１２月１６日にＣｕｒｒｏらへ発行された米国特許第４，６０９
，５１８号および第４，６２９，６４３号に従って製造される。そのような成形フィルム
は「ドリウィーブ（ＤＲＩ－ＷＥＡＶＥ）」としてオハイオ州シンシナティに所在のＴｈ
ｅ Ｐｒｏｃｔｅｒ ＆ Ｇａｍｂｌｅ Ｃｏｍｐａｎｙから、および「クリフ－Ｔ（ＣＬＩ
ＦＦ－Ｔ）」としてインディアナ州テレホートに所在のＴｒｅｄｅｇａｒ Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから入手可能である。
【００２３】
　トップシート２４は、吸収性コア２８に含まれた液体から装着者の皮膚を隔離するため
に疎水性材料から作られる、または疎水性にするために処理される。トップシート２４が
疎水性材料から作られている場合は、好ましくはトップシート２４の少なくとも上面は液
体がトップシートを通ってより急速に移動するように親水性にするために処理されている
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。これは排泄物がトップシート２４を通って引き出されて吸収性コア２８によって吸収さ
れるよりむしろトップシート２４から流出する可能性を減少させる。
【００２４】
　トップシート２４は、それを界面活性剤処理することによって、またはトップシートに
界面活性剤を組み込むことによって親水性にすることができる。トップシート２４を界面
活性剤処理する、またはトップシート内に界面活性剤を組み込むための方法は、１９９１
年１月２９日にＲｅｉｓｉｎｇらへ発行された「多層吸収性層を備えた吸収性製品（Ａｂ
ｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ ｗｉｔｈ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｌａｙｅｒ Ａｂｓｏｒ
ｂｅｎｔ Ｌａｙｅｒｓ）」と題する米国特許第４，９８８，３４４号および１９９１年
１月２９日にＲｅｉｓｉｎｇへ発行された「急速収集性吸収性コアを備えた吸収性製品（
Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ ｗｉｔｈ Ｒａｐｉｄ Ａｃｑｕｉｒｉｎｇ Ａｂ
ｓｏｒｂｅｎｔ Ｃｏｒｅｓ）」と題する米国特許第４，９８８，３４５号、およびＡｚ
ｉｚらの名前で１９９７年７月１日に発行された米国ＳＩＲ（法定発明登録）第Ｈ１６７
０号の中で記載されている。これらの参考文献各々は、本明細書の一部をなす。
【００２５】
　これは、例えば製造プロセスおよび／または下記で説明されるようなＳＣＯＴＣＨＧＵ
ＡＲＤのようなポリテトラフルオロエチレン化合物または疎水性ローション組成物のよう
なトップシート２４に疎水性化処理を適用する工程から親水化化処理工程を除去すること
によって達成できる。そうした実施形態では、アパーチャーは重大な抵抗を伴わずに尿の
ような水性液体の浸透を許容するのに十分な大きさであることが好ましい。
【００２６】
　トップシート２４のいずれかの部分は、この技術分野において知られているようなロー
ションでコーティングされてよい。適切なローションの例には、１９９７年３月４日にＲ
ｏｅへ発行された「皮膚軟化剤および多価アルコール系ポリエステル固定剤を含有するロ
ーション含有トップシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓ
ｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｌｏｔｉｏｎｅｄ Ｔｏｐｓｈｅｅｔ Ｃ
ｏｎｔａｉｎｉｎｇ ａｎ Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ ａｎｄ Ｐｏｌｙｏｌ Ｐｏｌｙｅｓｔｅ
ｒ Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｉｎｇ Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６０７，７６０号
；１９９７年３月１１日にＲｏｅへ発行された「液体多価アルコール系ポリエステル皮膚
軟化剤および不動化剤を備えるローショントップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ 
Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｌｏｔｉｏｎ Ｔｏｐｓｈｅｅｔ Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ Ａ Ｌｉｑｕｉ
ｄ Ｐｏｌｙｏｌ Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ Ａｎｄ Ａｎ Ｉｍｍｏｂｉｌ
ｉｚｉｎｇ Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許第５，６０９，５８７号；１９９７年６月
３日にＲｏｅらへ発行された「ポリシロキサン系皮膚軟化剤を含有するローション含有ト
ップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｌｏｔｉｏｎｅｄ Ｔｏｐｓ
ｈｅｅｔ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ａ Ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ Ｅｍｏｌｌｉｅｎｔ）」
と題する米国特許第５，６３５，１９１号；および１９９７年７月１日にＲｏｅらへ発行
された「ローション含有トップシートを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ Ｈａｖｉｎｇ Ａ 
Ｌｏｔｉｏｎｅｄ Ｔｏｐｓｈｅｅｔ）」と題する米国特許第５，６４３，５８８号に記
載されているものが含まれる。ローションは、上記の疎水性化処理として単独もしくは他
の薬剤と結合して機能することができる。
【００２７】
　トップシートはさらにまた抗菌剤を含むことができる、または抗菌剤を用いて処理する
ことができるが、それらの一部の例はＴｈｅｒｅｓａ Ｊｏｈｎｓｏｎの名前で１９９５
年９月１４日に発行された「臭気制御のためにトップシート中に抗菌剤を含有する吸収性
製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ａｎｔｉｂａｃｔ
ｅｒｉａｌ Ａｇｅｎｔｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｔｏｐｓｈｅｅｔ Ｆｏｒ Ｏｄｏｒ Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）」と題するＰＣＴ国際公開第ＷＯ９５／２４１７３号に開示されている。さらに、
トップシート２４、バックシート２６またはトップシートもしくはバックシートのいずれ
かの部分はより布様外観を提供するためにエンボス加工および／またはマット仕上げ加工
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されてもよい。
【００２８】
　トップシート２４およびバックシート２６は、この技術分野において知られている取り
付け手段によって相互に、吸収性コア２８に、またはおむつ２０の他のいずれかの要素に
接合されてよい。例えば、取り付け手段は接着剤の均一連続層、接着剤のパターン層、ま
たは接着剤の個別の線、らせんもしくは斑点の配列を含むことができる。あるいはまた、
取り付け手段は熱接着法、圧力接着法、超音波接着法、動的機械的接着法、または他のい
ずれかの適切な取り付け手段もしくは技術において知られているこれらの取り付け手段の
組み合わせを備えることもできる。
【００２９】
　吸収性コア２８は技術において知られているいずれかの吸収性材料を備えることができ
る。吸収性コア２８は、吸収性コア２８は極めて様々なサイズおよび形状（例、長方形、
砂時計形、「Ｔ」字形、非対称形等）で製造されてよく、さらに使い捨ておむつやその他
の吸収性製品で一般に使用される概してエアフェルトと呼ばれる微粉砕木材パルプのよう
な極めて様々な液体吸収性材料を備えていてよい。
【００３０】
　その他の適切な吸収性材料の例には、クレープセルロースワッディング；コフォームを
含むメルトブロウンポリマー類；化学的剛性、変性もしくは架橋結合セルロース繊維；テ
ィッシューラップおよびティッシューラミネートを含むティッシュー；吸収性フォーム；
吸収性スポンジ；超吸収性ポリマー；吸収性ゲル化材料；またはその他の既知の吸収性材
料または材料の組み合わせが含まれる。
【００３１】
　吸収性コア２８の形状および構成はさらにまた様々であってよい（例えば、吸収性コア
またはその他の吸収性構造は様々な厚みの区域、親水性勾配、超吸収性勾配、または低平
均密度および低平均坪量収集区域を有していてよい；または１つ以上の層もしくは構造を
備えていてよい。）しかし、吸収性コア２８の全吸収能力は、おむつ２０の設計負荷およ
び用途と適合しなければならない。
【００３２】
　吸収性コアとして使用するための代表的吸収性構造は、１９８６年９月９日にＷｅｓｉ
ｍａｎらへ発行された「高密度吸収性構造（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｎｓｉｔｙ Ａｂｓｏｒｂｅ
ｎｔ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）」と題する米国特許第４，６１０，６７８号；１９８７年
６月１６日にＷｅｓｉｍａｎらへ発行された「２重層構造を備えた吸収性製品（Ａｂｓｏ
ｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｗｉｔｈ Ｄｕａｌ－Ｌａｙｅｒｅｄ Ｃｏｒｅｓ）」と題
する米国特許第４，６７３，４０２号；１９８９年５月３０日にＡｌｅｍａｎｙらへ発行
された「低密度および低坪量収集性区域を有する高密度吸収性部材（Ｈｉｇｈ Ｄｅｎｓ
ｉｔｙ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｈａｖｉｎｇ Ｌｏｗｅｒ Ｄｅｎｓｉｔｙ 
ａｎｄ Ｌｏｗｅｒ Ｂａｓｉｓ Ｗｅｉｇｈｔ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｚｏｎｅｓ）」
と題する米国特許第４，８３４，７３５号；１９８９年１２月１９日にＡｎｇｓｔａｄｔ
へ発行された「ダスティング層を有する吸収性コア（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｃｏｒｅ Ｈａ
ｖｉｎｇ Ａ Ｄｕｓｔｉｎｇ Ｌａｙｅｒ）」と題する米国特許第４，８８８，２３１号
；１９９２年８月１１日にＨｅｒｒｏｎらへ発行された「個別化されたポリカルボキシル
酸架橋結合木材パルプセルロース繊維を含有する吸収性構造（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｚｅｄ，Ｐｏｌｙｃａｒ
ｂｏｘｙｌｉｃ Ａｃｉｄ Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋｅｄ Ｗｏｏｄ Ｐｕｌｐ Ｃｅｌｌｕｌｏ
ｓｅ Ｆｉｂｅｒｓ）」と題する米国特許第５，１３７，５３７号；１９９２年９月１５
日にＹｏｕｎｇらへ発行された「尿失禁管理のための高効率吸収性製品（Ｈｉｇｈ Ｅｆ
ｆｉｃｉｅｎｃｙ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｆｏｒ Ｉｎｃｏｎｔｉｎｅｎ
ｃｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」と題する米国特許第５，１４７，３４５号；１９９４年
８月３０日にＲｏｅへ発行された「低粘度糞便のための使い捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏ
ｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｆｏｒ Ｌｏｗ－Ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ 
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Ｆｅｃａｌ Ｍａｔｅｒｉａｌ）」と題する米国特許第５，３４２，３３８号；１９９３
年１１月９日にＤｅｓＭａｒａｉｓらへ発行された「水性排泄物のための吸収性フォーム
材料およびそうした材料を含有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｆｏａｍ Ｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ Ｆｏｒ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｂｏｄｙ Ｆｌｕｉｄｓ ａｎｄ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ
 Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ｓｕｃｈ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）」と題する米
国特許第５，２６０，３４５号；１９９５年２月７日にＤｙｅｒらへ発行された「水性排
泄物のための湿潤するまでは薄い吸収性フォーム材料およびこれを製造するためのプロセ
ス（Ｔｈｉｎ－Ｕｎｔｉｌ－Ｗｅｔ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｆｏａｍ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 
Ｆｏｒ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｂｏｄｙ Ｆｌｕｉｄｓ Ａｎｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ｆｏｒ Ｍａｋ
ｉｎｇ Ｓａｍｅ）」と題する米国特許第５，３８７，２０７号；および１９９７年７月
２２日にＤｅｓＭａｒａｉｓらへ発行された「極めて高い水－油比を有する高内相エマル
ジョンから製造された水性液体のための吸収性フォーム材料（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ｆｏ
ａｍ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｆｏｒ Ａｑｕｅｏｕｓ Ｆｌｕｉｄｓ Ｍａｄｅ Ｆｒｏｍ Ｈ
ｉｇｈｔ Ｉｎｔｅｒｎａｌ Ｐｈａｓｅ Ｅｍｕｌｓｉｏｎｓ Ｈａｖｉｎｇ Ｖｅｒｙ Ｈ
ｉｇｈｔ Ｗａｔｅｒ－Ｔｏ－Ｏｉｌ Ｒａｔｉｏｓ）」と題する米国特許第５，６２５，
２２２号に記載されている。これらの特許各々は、本明細書の一部をなす。
【００３３】
　おむつ２０はさらにまた、改良フィットおよび封じ込めを提供するのに役立つ１つ以上
の弾性ウエスト装備３４を備えることができる。弾性ウエスト装備３４は、１９８５年５
月７日にＫｉｅｖｉｔらへ発行された米国特許第４，５１５，５９５号；１９８７年１２
月１日にＬａｓｈへ発行された米国特許第４，７１０，１８９号；１９９２年９月９日に
Ｂｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，１５１，０９２号；および１９９３年６月２２日
にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，２２１，２７４号に開示されているものを含む
数多くの相違する形状で構成することができる。
【００３４】
　その他の適切なウエスト形状は、１９９１年６月２５日にＲｏｂｅｒｔｓｏｎへ発行さ
れた米国特許第５，０２６，３６４号および１９８９年３月２８日にＦｏｒｅｍａｎへ発
行された米国特許第４，８１６，０２５号に記載されているもののようなウエストキャッ
プ装備を含むことができる。上記の参考文献は全て、本明細書の一部をなす。
【００３５】
　おむつ２０はさらにまた留め具システム４０を含むことができる。留め具システム４０
は、好ましくは装着者上におむつ２０を保持するためにおむつ２０の周囲の周りで側方張
力を提供できるように重複構成で第１ウエスト領域３６および第２ウエスト領域３８を維
持する。留め具システム４０は、好ましくはテープタブおよび／またはフックおよびロー
プ留め具構成要素を備えるが、他のいずれかの既知の留め具手段も概して容認できる。
【００３６】
　一部の代表的留め具システムは、１９７４年１１月１９日にＢｕｅｌｌへ発行された「
使い捨てオムツのためのテープ留め具システム（Ｔａｐｅ Ｆａｓｔｅｎｉｎｇ Ｓｙｓｔ
ｅｍ ｆｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｄｉａｐｅｒ）」と題する米国特許第３，８４８，
５９４号；１９８７年５月５日にＨｉｒｏｔｓｕらへ発行された「吸収性製品（Ａｂｓｏ
ｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ）」と題する米国特許第Ｂ１ ４，６６２，８７５号；１９８
９年７月１１日にＳｃｒｉｐｐｓへ発行された「改良留め具装置を有する使い捨ておむつ
（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｄｉａｐｅｒ Ｈａｖｉｎｇ Ａｎ Ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｆａｓｔ
ｅｎｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）」と題する米国特許第４，８４６，８１５号；１９９０年１
月１６日にＮｅｓｔｅｇａｒｄへ発行された「改良フック留め具を備えた使い捨ておむつ
（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｄｉａｐｅｒ Ｗｉｔｈ Ｉｍｐｒｏｖｅｄ Ｈｏｏｋ Ｆａｓｔ
ｅｎｅｒ Ｐｏｒｔｉｏｎ）」と題する米国特許第４，８９４，０６０号；１９９０年８
月７日にＢａｔｔｒｅｌｌへ発行された「感圧接着剤留め具およびこれの製造方法（Ｐｒ
ｅｓｓｕｒｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ Ａｄｈｅｓｉｖｅ Ｆａｓｔｅｎｅｒ Ａｎｄ Ｍｅｔ
ｈｏｄ ｏｆ Ｍａｋｉｎｇ Ｓａｍｅ）」と題する米国特許第４，９４６，５２７号；な
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らびにここで上記で参照された１９９２年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第
５，１５１，０９２号；および１９９３年６月２２日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許
第５，２２１，２７４号において開示されている。留め具システムはさらに１９９０年１
０月１６日にＲｏｂｅｒｔｓｏｎらへ発行された米国特許第４，９６３，１４０号に開示
されているような使い捨て形状で製品を保持するための手段を用意することもできる。こ
れらの特許各々は、本明細書の一部をなす。
【００３７】
　一部の代表的フックは、商標９６０Ｅおよび９６０Ｄを付されており、Ａｐｌｉｘ社か
ら入手できる。代表的な適切なループは、商標ＥＢＬを付されて３Ｍからおよび商品番号
１８９０４を付されてＧｕｉｆｏｒｄ社から入手できる。また別の実施形態では、製品を
例えばトレーニングパンツのような引き上げ装着型おむつとして使用できるようにパンツ
を形成するために衣料品の対向する側が継ぎ合わされても、溶接されてもよい。
【００３８】
　おむつ２０は、さらにまたいずれか適切な形状で形成されてシャーシに接合されたサイ
ドパネル３０を含むことができる。弾性化サイドパネルを備えたおむつの例は、１９８９
年８月１５日にＷｏｏｄらへ発行された「シャーリング付き耳を有する使い捨ておむつ（
Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｄｉａｐｅｒ Ｈａｖｉｎｇ Ｓｈｉｒｒｅｄ Ｅａｒｓ）」と題す
る米国特許第４，８５７，０６７号；１９８３年５月３日にＳｃｉａｒａｆｆａらへ発行
された米国特許第４，３８１，７８１号；１９９０年７月３日にＶａｎ Ｇｏｍｐｅｌら
へ発行された米国特許第４，９３８，７５３号；ならびにここで上記で引用した１９９２
年９月９日にＢｕｅｌｌへ発行された米国特許第５，１５１，０９２号；および１９９３
年６月２２日にＢｅｌｌへ発行された米国特許第５，２２１，２７４号；１９９７年９月
２３日にＬａＶｏｎらへ発行された「持続性動的フィットを提供する吸収性製品（Ａｂｓ
ｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ Ｄｙｎａｍｉ
ｃ Ｆｉｔ）」と題する米国特許第５，６６９，８９７号； １９９５年５月２６日に公開
された「他方向伸張性サイドパネルを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉ
ｃｌｅ Ｗｉｔｈ Ｍｕｌｔｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｓｉｄｅ
 Ｐａｎｅｌｓ）」と題するＥＰＯ公開第ＷＯ９５／１３７７５ Ａ１号において開示され
ており、これらは各々、本明細書の一部をなす。
【００３９】
　おむつ２０は、好ましくはさらに液体およびその他の排泄物の改良封じ込めを提供する
レッグカフ３２を含む。レッグカフはさらにまたレッグバンド、サイドフラップ、バリヤ
ーカフ、または弾性カフとも呼ばれることがある。米国特許第３，８６０，００３号は、
弾性化レッグカフ（ガスケッチングカフ）を提供するためにサイドフラップおよび１つ以
上の弾性部材を有する収縮性レッグ（脚の付け根）開口部を提供する使い捨ておむつを記
載している。各々１９８９年２月２８日および１９９０年３月２０日にＡｚｉｚらへ発行
された米国特許第４，８０８，１７８号および第４，９０９，８０３号は、レッグ領域の
封じ込めを改良する「直立型（ｓｔａｎｄ－ｕｐ）」弾性化フラップ（バリヤーカフ）を
有する使い捨ておむつを記載している。各々１９８７年９月２２日にＬａｗｓｏｎおよび
１９８９年１月３日にＤｒａｇｏｏへ発行された米国特許第４，６９５，２７８号および
第４，７９５，４５４号は、ガスケッチングカフおよびバリヤーカフを含む二重カフを有
する使い捨ておむつを記載している。一部の実施形態では、レッグカフの全部または１部
分を上記のようなローションを用いて処理することが望ましい場合がある。
【００４０】
　本発明の実施形態は、さらに排泄物を受け入れて含有するためのポケット、排泄物のた
めの空間を提供するスペーサー、排泄物の移動を製品内に限定するためのバリヤー、おむ
つ内に配置された排泄物を受け入れて含有する区画もしくは空間等、またはそれらのいず
れかの組み合わせを含むこともできる。
【００４１】
　吸収性製品において使用するためのポケットおよびスペーサーの例は、１９９６年５月
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７日にＲｏｅらへ発行された「排出性スペーサーを有するおむつ（Ｄｉａｐｅｒ Ｈａｖ
ｉｎｇ Ｅｘｐｕｌｓｉｖｅ Ｓｐａｃｅｒ）」と題する米国特許第５，５１４，１２１号
；１９９２年１２月１５日にＤｒｅｉｅｒらへ発行された「コアスペーサーを有する使い
捨て吸収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉ
ｎｇ Ｃｏｒｅ Ｓｐａｃｅｒ）」と題する米国特許第５，１７１，２３６号；１９９５年
３月１４日にＤｒｅｉｅｒへ発行された「ポケットカフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒ
ｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｐｏｃｋｅｔ Ｃｕｆｆ）」と題する米国特
許第５，３９７，３１８号；１９９６年７月３０日にＤｒｅｉｅｒへ発行された「尖端を
備えたポケットカフを有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉ
ｎｇ Ａ Ｐｏｃｋｅｔ Ｃｕｆｆ Ｗｉｔｈ Ａｎ Ａｐｅｘ）」と題する米国特許第５，５
４０，６７１号；および１９９３年１２月３日に公開された「衛生吸収性製品において使
用するためのスペーサーおよびそうしたスペーサーを有する使い捨て吸収性製品（Ｓｐａ
ｃｅｒｓ Ｆｏｒ Ｕｓｅ Ｉｎ Ｈｙｇｉｅｎｉｃ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ
 Ａｎｄ Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｈａｖｉｎｇ Ｓ
ｕｃｈ Ｓｐａｃｅｒ）」と題するＰＣＴ国際出願第ＷＯ９３／２５１７２号；および１
９９４年４月２６日にＦｒｅｅｌａｎｄへ発行された「使い捨て吸収性製品において使用
するための柔軟性スペーサー（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｓｐａｃｅｒｓ Ｆｏｒ Ｕｓｅ Ｉｎ 
Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ）」と題する米国特許第５
，３０６，２６６号に記載されている。
【００４２】
　区画または空間の例は、１９９０年１１月６日にＫｈａｎへ発行された「使い捨て糞便
区画化おむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｆｅｃａｌ Ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔｉｎｇ Ｄｉ
ａｐｅｒ）」と題する米国特許第４，９６８，３１２号；１９９１年２月５日にＦｒｅｅ
ｌａｎｄへ発行された「排泄物隔離のための弾性ライナーを備えた吸収性製品（Ａｂｓｏ
ｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｗｉｔｈ Ｅｌａｓｔｉｃ Ｌｉｎｅｒ Ｆｏｒ Ｗａｓｔｅ 
Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）」と題する米国特許第４，９９０，１４７号；
１９９１年１１月５日にＨｏｌｔらへ発行された「使い捨ておむつ（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌ
ｅ Ｄｉａｐｅｒｓ）」と題する米国特許第５，６２，４８０号；１９９３年１２月１４
日にＦｒｅｅｌａｎｄらへ発行された「使い捨て吸収性製品のための三等分トップシート
およびそうした三等分トップシートを有する使い捨て吸収性製品（Ｔｒｉｓｅｃｔｉｏｎ
 Ｔｏｐｓｈｅｅｔｓ Ｆｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌ
ｅｓ Ａｎｄ Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｈａｖｉｎ
ｇ Ｓｕｃｈ Ｔｒｉｓｅｃｔｉｏｎ Ｔｏｐｓｈｅｅｔｓ）」と題する米国特許第５，２
６９，７５５号に記載されている。
【００４３】
　適切な横断バリヤーの例は、Ｄｒｅｉｅｒらの名前で１９９６年９月１０日に発行され
た「複数の実効高横断区分を有する吸収性製品（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈ
ａｖｉｎｇ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｈｅｉｇｈｔ Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ
 Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と題する米国特許第５，５５４，１４２号；Ｆｒｅｅｌａｎｄ
らの名前で１９９４年７月７日に公開された「直立横断区分を有する吸収性製品（Ａｂｓ
ｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａｎ Ｕｐｓｔａｎｄｉｎｇ Ｔｒａｎｓｖ
ｅｒｓｅ Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と題するＰＣＴ国際特許第ＷＯ９４／１４３９５号；
およびＲｏｅらへ１９９７年８月５日に発行された「角直立横断区分を有する吸収性製品
（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａｎｇｕｌａｒ Ｕｐｓｔａｎｄｉ
ｎｇ Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ）」と題する米国特許第５，６５３，７
０３号に記載されている。上記に引用した参考文献は全て、本明細書の一部をなす。
【００４４】
　本発明の実施形態はさらにまた図２１に示されているような排泄物処置装置１１０を含
むことができる。排泄物処置装置１１０は、糞便、尿またはその両方を収集するための排
泄物バッグ１１１を含むことができる。排泄物バッグ１１１は、装着者の肛門周囲領域に
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好ましくは粘着取り付けするための開口部１２１および開口部を取り囲むフランジ１１２
を有することができる。さらに、排泄物処置装置１１０は、衣料品、またはおむつ、好ま
しくは使い捨ておむつと一緒に使用した場合に特に有用かつ有益であることが発見されて
いる。排泄物バッグ１１１を含むおむつ１２０のような吸収性製品の１つの例は図２２に
示されている。おむつ１２０または他の衣料品と結び付けた場合は、排泄物バッグ１１１
は製品上に配置されても、または製品のいずれかの表面に接合されてもよい。ある実施形
態では、排泄物バッグ１１１はおむつ１２０のトップシート１２４に接合することができ
る。
【００４５】
　排泄物バッグ１１１は、好ましくは排泄された糞便または尿の封じ込めのための柔軟性
容器である。従って、排泄物バッグ１１１は好ましくは液体不透過性であるが、それでも
なお通気性であってよい。さらに、排泄物バッグ１１１は座ったりするような典型的な装
着状態に抵抗するために十分な強さを備えて設計されている。
【００４６】
　排泄物バッグ１１１は、１つまたは複数の層を備えることができる。ある実施形態では
、排泄物バッグ１１１は、好ましくは１つがフィルム層で２つが不織布層である３つの層
を備えることができる。いずれかのフィルム層のために適切なフィルム材料は、好ましく
は熱可塑性材料を備える。熱可塑性材料は、あらゆるタイプのホットメルト接着剤、特に
ポリエチレン、ポリプロピレン、無定形ポリオレフィンその他のようなポリオレフィン類
；セルロース木材パルプ、綿、ジュート麻のような天然繊維；ガラスファイバー、レーヨ
ン、ポリエステル、ポリオレフィン、アクリル、ポリアミド、アラミド、ポリテトラフル
オロエチレン金属、ポリイミドのような合成繊維を含む繊維もしくはポリマー結合剤を備
える溶融可能な成分を含有する材料；一部の成分材料が溶融できない混合物を備える材料
である、二成分ハイメルト／ローメルトポリマー、コポリマーポリエステル、ポリ塩化ビ
ニル、ポリ酢酸ビニル／ポリ塩化ビニルコポリマー、コポリマーポリアミドのような結合
剤；バックシートに関して上記で説明されたようなマイクロポーラスフィルムを含む空気
および蒸気透過性材料並びにＤｕＰｏｎｔ社から入手可能なＨＹＴＲＥＬ（登録商標）よ
びフランスのＥＬＦ Ａｔｏｃｈｅｍ社から入手可能なＰｅｂａｘ（登録商標）ようなモ
ノリシック通気性材料から選択することができる。
【００４７】
　排泄物バッグ１１１はいずれかの形状またはサイズを有することができる。好ましい形
状は、平坦な環状形バッグ、円錐形バッグ、切頭円錐形バッグおよびピラミッド形もしく
は切頭ピラミッド形バッグおよび平坦なＴ字形バッグを含む。さらに、排泄物バッグ１１
１は同一であっても相違していてもよく、それらの各々の周囲で密閉することのできる単
一材料片または多数の個別材料片から用意することができる。
【００４８】
　排泄物バッグ１１１はさらにまた吸収性材料を含有することができる。吸収性材料は、
液体を吸収かつ保持することのできるいずれかの吸収性材料を備えることができる。吸収
性材料は、使い捨ておむつおよびその他の吸収性製品に一般に使用される広範囲の液体吸
収性材料を備えていてよい。一部の例は吸収性コアに関連してここで記載されている。
【００４９】
　排泄物バッグ１１１には、バッグ空洞内に貯蔵される前にそれによって糞便または尿が
身体から受け取られる開口部１２１が備えられる。開口部１２１は、好ましくはフランジ
１１２によって取り囲まれており、例えば円形、長楕円形のようないずれかの形状または
サイズで用意され、対称性であっても非対称性であってもよいが、好ましくは開口部は長
手方向または横断方向のいずれかに長楕円形の形状を有する。フランジは装着者の会陰、
生殖器および／または尾骨領域に適合するように設計された張り出し部を備えることがで
きる。
【００５０】
　フランジ１１２は、肛門周囲または泌尿生殖器領域にフランジ１１２を容易に配置でき
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るように柔らかく柔軟性で適応性がある材料から作られなければならない。典型的な材料
は、不織布材料、織布、オープンセル熱可塑性フォーム、クローズドセル熱可塑性フォー
ム、オープンセルフォームと伸縮性不織布のコンポジット、およびフィルムを含む。
【００５１】
　排泄物バッグ１１１は、好ましくはさらに装置を装着者に接合するための手段を備える
。そうした手段には、ここで記載された、または技術において知られている接合／取り付
け機構のいずれかを備えることができ、さらに例えばストラップ、ベルト、ひも、テープ
、フック（もしくはフックとループ）構造、および／または排泄物バッグ１１１もしくは
フランジの装着者に面する部分に適用される身体適合性感圧接着剤を備えることができる
。装着者の肛門周囲または泌尿生殖器領域に装置を取り付けるためには、例えば親水コロ
イド接着剤およびヒドロゲル接着剤のようなあらゆる皮膚に優しい防水性感圧接着剤を使
用することができる。比較的に無痛の適用および取り外しを可能にしながらフランジを敏
感な肛門周囲領域で装着者の皮膚に固定するために望ましい粘着特性を提供することに特
に有効な接着剤は、三次元基質を形成するためにポリマーと可塑剤を架橋結合させること
から形成される。
【００５２】
　本発明の製品は、さらにまた例えば糞便および月経のような粘性排泄物の化学的もしく
は物理的特性（例、付着性）を変性させることのできる１種以上の糞便変性剤（「ＦＭＡ
」、「粘性排泄物変性剤」、「変性剤」もしくは「薬剤」）を有効濃度で含むこともでき
る。ここで使用するように、「糞便変性剤」（もしくはＦＭＡ）は、下記のように硬さ試
験法（Ｈａｒｄｎｅｓｓ Ｍｅｔｈｏｄ）により測定したときに所定の糞便類似体、また
は好ましくは実際の糞便の硬さを少なくとも約１００％増加させる、または少なくとも約
２５％低下させることのできるいずれかの化学組成物を意味する。しかし、特定製品の設
計および糞便のタイプに依存して、糞便の有効粘度を増加もしくは減少させる、糞便の脱
水の容易さを増加もしくは減少させる、糞便の粘着性を低下させる、糞便の粘着特性を減
少させる、または上記のいずれかの組み合わせである実施形態は予想されている。
　本発明の糞便変性剤は、固形糞便の特性を変性させられる可能性があるが、ＦＭＡは一
般に制御応力流動計上の平行プレートを使用した制御応力流動度測定試験において、剪断
速度が概して１ｌ／ｓｅｃ（約３５℃で）のときに約１０ｃＰより大きく約１０７ｃＰよ
り小さい粘度、およびより好ましくは剪断速度が１ｌ／ｓｅｃのときに約１０２ｃＰ～１
０７ｃＰの粘度を有する粘性流動性糞便の特性を変化させることに最も有効である。（参
考のために、水は２０℃で１．０ｃＰであり、Ｊｉｆ Ｃｒｅａｍｙ ピーナッツバター（
オハイオ州シンシナティ州に所在のＰｒｏｃｔｅｒ ＆ Ｇａｍｂｌｅ Ｃｏ．から入手可
能）はこの同一剪断速度で２５℃のときにおよそ４×１０５ｃＰである。）ここで使用す
るような粘度を測定する方法は、下記の試験方法の部で詳細に説明されている。
【００５３】
　糞便への化学薬品の特定作用とは無関係に、化学薬品は、その機能を実行するためには
糞便にとって利用可能でなければならない。ここで使用するように、ＦＭＡ、もしくは糞
便除去性を強化するための他の組成物の関連において、用語「利用可能」は、製品内もし
くは装着者の皮膚上に堆積した糞便の少なくとも１部分に直接に接触するように、または
薬品もしくは組成物を糞便の少なくとも１部分に移せるように、装着者の皮膚の少なくと
も１部分に接触させられるように、製品の通常の装着の経過中に組成物／薬剤が製品内に
配置されている、または製品もしくは製品の構成要素によって与えられることを意味して
いる。組成物／薬剤が開口部内（例、トップシート下の吸収性層内）に配置されている場
合は、その構造は実質的に糞便によって透過性でなければならない。そうした場合には、
その構造が下記の方法の部で詳細に記載される受け入れ量測定法によって測定したときに
約０．５０ｇ／ｃｍ２／Ｊより大きい圧力下受け入れ量（Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄ
ｅｒ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）を有する場合、および好ましくは約１．０ｇ／ｃｍ２／Ｊより
大きい圧力下受け入れ量を有する場合に、薬剤は「利用可能」である。薬剤が被包されて
いる場合は、糞便が製品内に噴出した時点もしくはほぼその時点に製品によって放出され
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なければならない。例えば、ＦＭＡは尿もしくは糞便水と接触するとＦＭＡを溶解かつ放
出して糞便および／または皮膚に接触させる水溶性フィルムによって保持されてよい。
【００５４】
　本明細書において使用されている、ＦＭＡの「有効濃度」なる語は、製品内もしくは装
着者の皮膚上で糞便の少なくとも１部分の硬さ（下記で記載される硬さ試験法で測定され
るような）に測定可能な作用を有するために必要とされる薬剤の相対量のことを言う。「
有効濃度」を例示するデータは、下記に提供されている。好ましくは、処理される糞便の
少なくとも約０．０１重量パーセントのＦＭＡ濃度が望ましく、さらにより典型的にはＦ
ＭＡの約０．１と約５０重量パーセントの間が糞便に利用可能である。例えば、５重量パ
ーセントレベルでおむつ内の全２５ｇの糞便負荷を処理（すなわち、「バルク」処理）す
るためには、糞便塊に１．２５ｇのＦＭＡ（糞便の比重を１．０と仮定して）が利用可能
でなければならない。従って、ＦＭＡは、好ましくは製品内において製品の重量で約０．
００１％～約５０％の範囲内の濃度で存在する。しかし、典型的には、濃度は製品の重量
で約０．０１％～約２０％である。
【００５５】
　ＦＭＡは、好ましくは室温（２０～２５℃）で処理される糞便の約２０重量パーセント
以下の濃度で糞便類似体、および好ましくは実際の糞便の硬さを約２５％低下させること
ができる、または、硬さを約１００％増加させることができる。より好ましくは、ＦＭＡ
は処理される糞便の約１０重量パーセント以下の濃度で糞便類似体もしくは実際の糞便の
硬さを約２５％低下させることができる、または、硬さを約１００％増加させることがで
きる。いっそうより好ましくは、ＦＭＡは処理される糞便の約５重量パーセント以下の濃
度で糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを約２５％低下させることができる、または、
硬さを約１００％増加させることができる。別の好ましい実施形態では、ＦＭＡは処理さ
れる糞便の約１重量パーセント以下の濃度で糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを約２
５％低下させることができる、または、硬さを約１００％増加させることができる。さら
にまた別の好ましい実施形態では、ＦＭＡは処理される糞便の約０．５重量パーセント以
下の濃度で糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを約２５％低下させることができる、ま
たは硬さを約１００％増加させることができる。典型的には、ＦＭＡは処理される糞便の
約０．１～約１０重量パーセントの濃度で糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを約２５
％低下させることができる、または硬さを約１００％増加させることができる。
【００５６】
　好ましくは、硬さにおける明確な低下もしくは増加は、糞便との接触後の約３０分間以
内、より好ましくは約１５分間以内、いっそう好ましくは約５分間以内、よりいっそう好
ましくは約３分間以内の範囲内、および最も好ましくは約１分間後に引き起こされる。典
型的には、望ましい硬さの変化は約１分間～約１０分間の範囲内で引き起こされる。より
好ましい実施形態では、硬さにおける明確な低下もしくは増加は、処理される糞便の重量
で約５パーセント以下のＦＭＡ濃度で約３分間以内に、または処理される糞便の重量で約
１．５パーセントのＦＭＡ濃度で３分間以内に引き起こされる。別の好ましい実施形態で
は、ＦＭＡは約５％以下の濃度で約３分間以内に糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを
約２００％増加させることができる。さらに別の好ましい実施形態では、ＦＭＡは約５％
以下の濃度で約３分間以内に糞便類似体もしくは実際の糞便の硬さを約４００％増加させ
ることができる。
【００５７】
　別の好ましい実施形態では、ＦＭＡは約５％以下の濃度で約３分間以内に糞便類似体も
しくは実際の糞便の硬さを約５０％低下させることができる。
【００５８】
　２種類の合成糞便類似体材料の基準硬さ値は表Ｉに示されている。（硬さは、糞便の複
素弾性率に極めて密接に関連していることが発見されている。）類似体Ａは典型的な「柔
らかな液状（ｒｕｎｎｙ）」糞便の含水量、硬さ、および粘着特性を表しており、他方類
似体Ｂは典型的な「かゆ状（ｐａｓｔｙ）」糞便を表している。これら２種の糞便の濃度
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は、ＦＭＡの活性をより明確に例示できるようにシミュレートされている。類似体Ａおよ
びＢを調製する方法は、下記の試験方法の部で記載されている。
【００５９】
【表１】

【００６０】
　糞便類似体ＡおよびＢは、ＦＭＡの性能を評価するためのしっかりした繰り返し可能な
手段を提供する。しかし、実際の糞便は極めて複雑な物質である。一定の化学的処理に対
して、実際の糞便に対するＦＭＡの作用は上記の類似体のいずれに対する作用よりも大き
い可能性がある。評価された薬剤の１種について、硬さ試験データは処理に対する相対反
応における類似性を証明するために糞便類似体および実際の糞便についての硬さの変化に
関して提示されている。これらの実験で使用された実際の糞便は、複合「柔らかな液状」
糞便サンプルと複合「かゆ状」糞便サンプルの両方から構成された。
複合「柔らかな液状」糞便サンプルは、２人の米国の母乳栄養の生後４ヵ月の男児によっ
て生じた数回の排便（尿によって汚染されていない）を使用してプールされた。複合「か
ゆ状」サンプルは、２人の米国の乳児－生後４ヵ月の調合乳栄養男児および母乳から食卓
での食事への「移行」食を摂っている生後１２ヵ月の男児－によって生じた数回の排便（
尿によって汚染されていない）を使用してプールされた。糞便のプーリングは、英国ロン
ドンに所在のＳｅｗａｒｄ Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｌｔｄ．によるＳｅｗａｒｄ Ｓｔｏｍａｃ
ｈｅｒ ４００ Ｌａｂ Ｓｙｓｔｅｍによって遂行された。参考のために、未処理（すな
わち、収集されたまま）でプールされた「柔らかな液状」糞便サンプルの硬さは２８グラ
ムであり、未処理でプールされた「かゆ状」糞便サンプルの硬さは２９７グラムであった
。
【００６１】
　数種の比較サンプルと糞便類似体を混合する作用は下記の表ＩＩに例示されている。全
ての比較材料は、下記のサンプル調製方法の部に記載されているように糞便類似体と混合
された。上記のデータにおいて明白であるように、硬さにおける望ましい変化は比較材料
によっては達成されなかった。
【００６２】



(20) JP 2010-194342 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

【表２】

【００６３】
　本発明の糞便変性剤は、糞便の固体構造から糞便の液体部分（すなわち、水）を分離す
ることができるおよび／または固体糞便成分への糞便水の「結合」度を低下させることが
できる１種以上の「水遊離」剤を含むことができる。理論によって結び付けることを望ま
なくとも、糞便は数種類の状態で水を備えると考えられる。例えば、糞便は遊離水、結合
水（結合水はポリマー「ゲル」構造内に組織化された、または糞便基質中の他の荷電素子
と結び付けられている粒子の表面上の電気的二重層によって「コロイド状」構造内に保持
される可能性がある）、および閉じ込め水（例えば、細菌の内側に）を含んでいる。さら
にまた、糞便の固体およびポリマー成分は遊離水もしくは「非結合」水と比較して結合水
をより高いエネルギー状態（即ち、基質から水を分離するためにはより多くのエネルギー
が必要とされる）へ組織化するように作用すると考えられる。
（糞便（可溶性および不溶性）の固体成分は、一般に下記のうちの１種以上を含んでいる
；未消化食物（例、繊維）、細菌、長鎖多糖類、脂肪、石鹸類、たんぱく質小球その他）
。糞便のような粘性排泄物の含水量は相当に高く、一般には重量で５０％より高く、さら
にしばしば約６０％～約９５％の間である。しかし、従来型吸収性製品は糞便基質からほ
とんどの水分を分離することはできない。（ここで使用するように、用語「糞便基質」は
生体高分子のような何らかの固体もしくは可溶性成分を含む、全体としての糞便を意味す
る。）従って、適正に含有できるように実際に吸収されるのは極めて僅かな糞便（一般に
は遊離水のほんの１部分）に過ぎない。
【００６４】
　本発明のＦＭＡもしくはその他の組成物中に糞便基質から結合水および／または閉じ込
め水を分離するように作用する「水遊離」剤を含めると、糞便に関する吸収性構造の有効
性および／または装着者の皮膚からの糞便の除去性を改良することができる。糞便もしく
は類似体中の「遊離した水」は糞便粘度の低下を生じさせながら糞便塊内に留まることが
できる、または水と残りの糞便の２つの別個の層を形成して糞便から完全に分離すること
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ができる。水が完全に分離した場合は、残りの糞便は有意により硬くなり、粘着性がより
低くなる。糞便と接触している吸収性材料が存在しない場合には、糞便基質からの水の遊
離は糞便の液体部分がより自由に流れることを許容することによって糞便塊全体の粘度を
低下させる。しかし、遊離した水が完全に糞便塊から分離させられると、残りの糞便の粘
度もしくは硬さは上昇させられるであろう。さらに、水の除去は糞便固体を基質内に維持
されていたときより概して相互により強度に結び付いているよりバラバラの固体粒子に凝
塊形成させるために役立つ（粒子間斥力の減少は粒子の凝塊形成を惹起してそれらの間に
保持されていた水を遊離させると考えられる）。糞便の粘度の低下は一般に皮膚への付着
を減少させ、吸収性構造内への浸透を促進する。従って、吸収性製品の総合的性能は重大
に改良される可能性がある。
【００６５】
　糞便のコロイド状もしくはゲル状の性質の不安定化によって惹起される水の遊離は、好
ましくは糞便の粘度および付着を低下させ、さらに糞便が吸収性構造内へ流入する能力を
増加させるが、これはさらに処理された糞便と接触しているいずれかの吸収性材料が脱水
して糞便を不動化する能力を増強する可能性がある。しかし、一部の実施形態では吸収性
構造の表面上で不動化を発生させることが望ましくない場合があるが、それは糞便の固体
分画がまだ使用者に接近できる可能性があるためである。そこで、糞便が使用者から離れ
て不動化されるためにその構造の望ましい深さもしくは場所へ浸透するまでは粘性排泄物
が吸収性媒体と接触することを制限することがおそらく好ましいであろう。そうした実施
形態では、吸収性構造の表面上で、または吸収性構造と接触する前に糞便粘度は好ましく
は低下させられ、それが十分に構造内に浸透したら脱水および／または不動化させられる
。
【００６６】
　上記のように糞便の粘度を低下させるように作用する糞便変性剤には次のものが含まれ
るが、それらに限定されない：有機および無機凝集剤類、およびその他。無機凝集剤には
、鉄、アルミニウム、カルシウム、ナトリウム、およびそれらの混合物の塩類を含むがそ
れらに限定されない二価および三価金属塩が含まれるがそれらに限定されない。そうした
塩類は、糞便コロイド構造において粒子状物質の荷電表面と結合した結果として凝集（す
なわち、上記の機序のいずれかによる凝集）を生じさせる加水分解産物を形成と考えられ
る。一部の例には、塩化第１鉄、塩化第２鉄、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム水酸
化物、アルミン酸ナトリウム、硫酸カルシウム、ポリケイ酸硫酸アルミニウム（商標ＰＡ
ＳＳを付けてケベックに所在のＨａｎｄｙ Ｃｈｅｍｉｃａｌ社から入手できる）、硫酸
鉄、炭酸カルシウム、およびその他が含まれる。
【００６７】
　有機凝集剤には、アルブミン、キサンタンゴム、およびグアールゴムのような天然物質
が含まれるが、それらに限定されない。合成凝集剤は、概して非架橋結合水溶性分子もし
くはポリマーであり、アクリルおよびアクリルアミドポリマー類ならびにそれらの誘導体
類（極めて低濃度（１重量パーセントの数百分の１）で）、ポリビニルピロリドン、ポリ
メタクリレート類、ポリアミド類、ポリ酸化エチレン、およびアリルアミンポリマー類を
含むことができる。好ましくは、これらはカチオン性ポリマー種である。（出願人は理論
によって結び付けられることを望んでいないが、これらの物質は糞便粒子分画の負に荷電
した領域と結び付き、さらに正味粒子間反発荷電を減少させることによって機能すると考
えられる。）一部の合成凝集剤は高濃度で使用されると水溶液の粘度を増加させるように
作用し、下記では糞便増粘剤として考察される。さらに、一部の有機凝集剤は高過ぎる濃
度で使用されると、それらの作用が逆転させられる可能性があることを言及しておくこと
も重要である。従って、これらの薬剤が荷電粒子と結び付くために必要な量を超えて使用
された場合はゲルを形成する傾向を有するので、水が糞便によってより緊密に保持される
可能性がある。
【００６８】
　理論によって結び付けられることを望まなくとも、凝集剤は電荷の中和、架橋、および
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静電パッチングを含む多数の機序のいずれかによって基質内での構成粒子の凝集を増強す
ることによってコロイドを不安定化させると考えられる。電荷の中和によるコロイド系の
凝集は、薬剤が構成粒子の表面に吸着して電気的二重層ポテンシャルを低下させたときに
発生する。薬剤は理論的には粒子の荷電界面で累積して粒子が凝集するのを許容すること
によって基質の固体粒子の表面上での安定化反発表面電荷を低下させるように機能する。
こうして、基質内に「結合されて」保持された（すなわち、粒子間に保持された）水は、
構造がつぶれるにつれて遊離させられる。「架橋」は、長鎖高分子電解質がコロイド状基
質内の粒子に吸着して基質のバルク内に伸長し、そこで基質内の他の粒子の最も近い近接
距離に及ぶことができたときに発生すると考えられる。これは結果として粒子の凝集およ
び結合水の遊離を生じさせる。「静電パッチング」は、凝集ポリマーが完全に粒子に吸着
するにつれて幾何学的制限が完全な電荷の中和を妨害する場合に発生する可能性がある。
これは、衝突すると他の粒子上の負のパッチに攻撃する粒子上で正の「パッチ」もしくは
領域の形成を生じさせる可能性がある。これはさらにまた、粒子間の電気的反発における
正味減少を原因とする粒子の凝集を生じさせる。
【００６９】
　合成有機凝集剤（例、ポリアクリレート類）の一部の架橋結合誘導体類またはそれらの
誘導体類は、この技術分野において超吸収性ポリマー類として知られており、例えば尿お
よび月経のような極めて低粘性水性排泄物に接触すると水に不溶性のゲルを形成するよう
に機能する。しかし、これらの架橋結合種は容易には解離（すなわち、溶解）することも
糞便基質内の粒子状物質種に吸着することもできないので、それらは凝集剤としては機能
しない。
【００７０】
　数種の代表的な水遊離剤の粘度低下性能は、表ＩＩＩに記載されたデータに例示されて
いる。この物質と糞便類似体もしくは糞便との混合については下記のサンプル調製方法の
部で記載されている。
【００７１】
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【表３】

【００７２】
　上記のような糞便の粘度および／または付着を低下させるように作用する糞便変性剤は
、さらにまた還元剤を含むこともできる。例えば、結腸粘液（コロミン酸粘液は概してジ
スルフィド結合によって結合された高分子糖たんぱく質類を備える）中で発見されるよう
なジスルフィド結合（－Ｓ－Ｓ－結合）を還元する物質は、高粘液含量を有する糞便中で
重大な粘度低下を引き起こすことができる。理論によって結合されることを望まなくとも
、ムチンジスルフィド結合（ムチンポリマー鎖間の架橋として機能する）の還元は「柔ら
かな液状」糞便のような糞便中の糖タンパク質構造の平均分子量をムチンの「ゲル点」よ
りはるかに下のレベルまで大きく低下させる（すなわち、糖タンパク質のサイズが相当に
小さいために長距離構造が不可能になる）。代表的還元剤には、亜硫酸水素ナトリウム、
亜硫酸ナトリウムのような亜硫酸塩類および亜ジオチン酸ナトリウム、チオール類および
チオールアルコール類（例、２－メルカプトエタノール、ジチオトレイトール、およびジ
チオエリトリトール）、メルカプト酢酸、チオグリコール酸ナトリウム、チオ乳酸、チオ
グリコールアミド、モノチオグリコール酸グリセロール、ホウ化水素類（例、ホウ化水素
ナトリウム）、第３級アミン類、チオシアン酸ナトリウムのようなチオシアン酸塩類、チ
オ硫酸ナトリウムのようなチオ硫酸塩類、チオリン酸ナトリウムのようなチオリン酸塩類
、亜ヒ酸ナトリウムのような亜ヒ酸塩類、チフェニルホスフィンのようなホスフィン類、
チオフェノールおよびｐ－ニトロフェノールのようなフェノール類、ベタイン類、ならび
に水素化アルミニウムリチウム、塩化アルミニウム、塩酸グアニジン、塩化スズ、ヒドロ
キシルアミンおよびＬｉＨＢ（Ｃ２Ｈ５）３を含むがそれらに限定されないその他のもの
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【００７３】
　代表的還元剤（下記の試験方法の部におけるサンプル調製方法に記載されている糞便類
似体および実際の糞便と混合した場合における）の粘度低下性能は表ＩＶに記載のデータ
に例示されている。
【００７４】
【表４】

【００７５】
　本発明の他の特に好ましい実施形態では、糞便の粘度を増加させて付着および移動性を
低下させるために、一般に水結合度を増加させることによって糞便の構造を増加させる変
性剤が使用される。これは増粘剤を適切な濃度で使用することによって遂行できる。増粘
剤は天然であっても合成でってもよく、例えばＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）、
ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリル酸お
よびその誘導体類、カラゲナン、ポリアクリルアミドおよびその誘導体類、（ポリエチレ
ン）イミン類、ゴム類（キサンタン、グアール、カラヤ、アーガー、イナゴマメゴム、ペ
クチン、およびガッチゴム（インドゴム）、もしくはそれらの混合物）およびその他の類
似材料のような一般に水溶性の（典型的には非架橋結合）ポリマー類である。
カチオン性ポリマー類は、糞便細菌およびバイオポリマーの表面がアニオン性であるため
に好ましい。増粘剤は、糞便中に遊離水を溶解させ、浸透圧的に水を「結合し」、それに
よって糞便の固体「構造」を増加させることによって糞便の粘度を増加させる。一般に、
従来型超吸収体のような大きな不溶性の高分子電解質性ポリマー粒子は糞便遊離水中に溶
解して分子レベルで糞便内に基質を作り出すことができない。一部のＦＭＡは様々なタイ
プの糞便に相違する方法で遂行することができる（例、１つのタイプの糞便上では凝集剤
として作用するＦＭＡが、特定タイプの糞便の構造的特徴における変動のために別のタイ
プには増粘剤として作用できる場合がある）。これの１つの例は、柔らかな液状糞便類似
体に対しては凝集剤として機能するが、かゆ上糞便類似体に対しては同一濃度で増粘剤と
して機能する水酸化カルシウムである。
【００７６】
　表Ｖは、糞便類似体および／または糞便上に増粘剤として作用する様々なＦＭＡの濃度
の作用を示している。薬剤と糞便類似体または糞便との混合については、下記のサンプル
調製方法の部で記載されている。
【００７７】
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【表５】

【００７８】
　さらにまた別の好ましい実施形態では、変性剤はイオン性錯化剤を備える。イオン性錯
化剤は、糞便内で構造および剛性の高い領域を形成するためにそれ自体もしくは水もしく
は糞便中の他の化学的実体と合成する何らかの単一成分を含むことができる。結果として
生じる錯体は、安定化させるため、または糞便内で水とより緊密に結合するために作用す
る。代表的なイオン性錯化剤には、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＣａＯ、水酸化カルシウム
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、Ａｌ２Ｏ３、アルミニウム塩、酢酸亜鉛およびグルコン酸亜鉛のような亜鉛塩、ゼラチ
ン、第四級アンモニウム塩、エタノールアミン類、アルギン酸、臭化アンモニウムセチル
トリメチルおよびその他が含まれる）。
あるいはまた、イオン性錯化剤は２種（もしくはそれ以上）の成分系を備えることができ
るが、このとき錯体（すなわち、長距離構造）は２種の添加された成分（例、アルミニウ
ム、カルシウム、または亜鉛塩類＋アルギン酸および／またはそれらの塩類）の相互作用
によって作り出される。イオン性錯化剤は、水と合成したときに結晶水化物を形成する場
合がある。一般に、カルシウム含有化合物もしくは系（例、ＣａＯ、水酸化カルシウム、
およびアルギン酸カルシウム等）は最も有効な糞便変性剤の一部である。
【００７９】
　表ＶＩは、様々なイオン性錯化剤が糞便類似体もしくは糞便の硬さに及ぼす作用を示し
ている。（糞便類似体および／または糞便の混合は、下記のサンプル調製方法で既定され
ている通りに実施された。）
【表６】
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【００８０】
　さらにまた別の好ましい実施形態では、ＦＭＡは糞便の成分上の官能基もしくはそれ自
体と反応して糞便基質内で長距離構造を形成することのできる架橋剤を含んでいる。この
架橋作用は、長距離ネットワーク構造を形成するために糞便成分を多官能（例、二官能）
変性剤によって一緒に結合される「モノマー類」として使用する。そうした変性剤は、ア
ミン基類（例、ジアルデヒド類、アルデヒドジスターチ類）、ヒドロキシル基類（例、エ
ピクロロヒドリン）、および／またはカルボキシル基類（例、ジアミン類）を標的とする
場合がある。その他の代表的ＦＭＡ架橋剤は、Ｋｙｍｅｎｅ ５５７－Ｈ、５５７－ＬＸ
、および２０６４（デラウェア州ウィルミントンに所在のＨｅｒｃｕｌｅｓ，Ｉｎｃ．か
ら入手可能）である。表ＶＩＩは、代表的架橋剤が１５分後に糞便類似体の硬さに及ぼす
作用を示している（下記のサンプル調製方法の部で記載されているように、ｔ＝攪拌プロ
セスの開始後１５分間）。
【００８１】
【表７】

【００８２】
　一定の実施形態では製品内の糞便の塊全体を処理することが望ましいが（すなわち「バ
ルク」処理）、一部の好ましい実施形態では糞便の１部分だけがＦＭＡを用いて処理され
る。これらの実施形態では、ＦＭＡは糞便内に比較的に短距離しか浸透せず、それによっ
て相当に硬く非粘着性（すなわち、有意に低接着性）である変性外層を形成する。これは
ＦＭＡ利用の観点から、またはＦＭＡを糞便塊内に混合する必要性を排除するために好ま
しい可能性がある。変性外層は、糞便塊の残りの部分とは相違する物理的特性を備えた糞
便塊の表面もしくは近くの１つの領域もしくは層である。好ましくは、変性層は残りの糞
便に比較してより硬い（すなわち、より高い降伏応力を有する）、より低粘着性である、
および／または糞便中に含まれる揮発性分子の拡散に対するより高い抵抗性を有しており
、その結果糞便塊の低い拡延性／運動性および／または装着者の皮膚への糞便塊の低い付
着および／または低い糞便臭を生じさせる。好ましくは、変性外層領域は厚さが約１と約
１，０００ミクロンの間であり、糞便塊の全部もしくはいずれかの部分を被覆することが
できる。例えば、皮膚／糞便界面にある糞便だけを処理することが適切な場合がある（例
、付着を低下させるおよび／または清浄化を促進するまたは装着者の皮膚全体への拡延を
低下させるまたは製品内への吸収を促進または拡延を低下させる）。従って、皮膚もしく
は製品トップシートの３０ｃｍ２に渡って１０重量％レベルで厚さ１ｍｍの糞便塊の層を
処理するためには、糞便と接触する領域において０．３０ｇのＦＭＡが糞便に利用可能で
なければならない（糞便の比重を１．０と仮定して）。
【００８３】
　様々の実施形態で、ＦＭＡは本質的に有機もしくは無機の低分子量分子もしくはポリマ
ーであってよく、および／または液状、固体（例、粉末、繊維、フィルム、ウェブ）、ま
たは半固体、もしくはそれらの組み合わせであってよい。ＦＭＡは、例えばＴＥＦＬＯＮ
微粒子のような技術において知られているあらゆる付着防止剤を含んでいても、またはそ
れらと組み合わされてもよい。ＦＭＡは、水／油もしくは油／水エマルジョン、懸濁液、
または混合物中に存在していてもよい。ＦＭＡは、個々の個別要素として製品内に配置さ
れても（例、製品内もしくは製品に取り付けられた繊維芯もしくは層として）、またはロ
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ーションもしくはスキンケア組成物（下記で説明される）のような担体賦形剤、ウェブ、
フィルム、ブラシのような繊維構造、上記のようなループ留め具構成要素のために使用さ
れるようなループ構造と一緒に、またはＦＭＡを放出可能に被包するパケット、セルもし
くはエンベロープ（外皮）中で結び付けられてもよい（例、少なくとも一時的にその中も
しくは上に保持される）。
【００８４】
　ＦＭＡがスキンケア組成物によって糞便および／または皮膚に送達される実施形態では
、ＦＭＡはスキンケア組成物中で可溶性であっても、または懸濁液中に保持されても，も
しくは単純混合物として保持されていてもよい。大きなＦＭＡ粒子（例、好ましくは最大
寸法で約２５０ミクロンより大きい）は、スキンケア組成物によって少なくとも部分的に
包埋されても、または粘着性に保持されてもよい。本発明の実施形態で使用することので
きるスキンケア組成物において有用な一部の代表的材料は、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）
のヒトに使用するための店頭販売用皮膚保護薬物製品に関する暫定的最終モノグラフ（Ｕ
．Ｓ．Ｆｅｄｅｒａｌ Ｆｏｏｄ ａｎｄ Ｄｒｕｇ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ‘ｓ 
Ｔｅｎｔａｔｉｖｅ Ｆｉｎａｌ Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ ｏｎ Ｓｋｉｎ Ｐｒｏｔｅｃｔａ
ｎｔ Ｄｒｕｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｆｏｒ Ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｈｕｍａ
ｎ Ｕｓｅ）によって定義されているカテゴリーＩ活性剤を含むが、それらには現在次の
ものが含まれている：アラントイン、水酸化アルミニウムゲル、カラミン、カカオバター
、ジメチコーン、タラ肝油（組み合わせて）、グリセリン、カオリン、ワセリン、ラノリ
ン、鉱油、サメ肝油、白色ワセリン、タルク、膏薬デンプン、酢酸亜鉛、炭酸亜鉛、酸化
亜鉛、およびその他。その他の有用な可能性のある材料は、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）
のヒトに使用するための店頭販売用皮膚保護薬物製品に関する暫定的最終モノグラフ（Ｕ
．Ｓ．Ｆｅｄｅｒａｌ Ｆｏｏｄ ａｎｄ Ｄｒｕｇ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ’ｓ 
Ｔｅｎｔａｔｉｖｅ Ｆｉｎａｌ Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ ｏｎ Ｓｋｉｎ Ｐｒｏｔｅｃｔａ
ｎｔ Ｄｒｕｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｆｏｒ Ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｈｕｍａ
ｎ Ｕｓｅ）によって定義されているカテゴリーＩＩＩ活性剤を含むが、それらには現在
次のものが含まれている：生きている酵母菌細胞誘導体類、アルジオキサ、酢酸アルミニ
ウム、マイクロポーラスセルロース、コレカルシフェロール、コロイド状オートミール、
塩酸システイン、デクスパンタノール、ペルーバルサム油、タンパク質加水分解物、ラセ
メチオニン、重炭酸ナトリウム、ビタミンＡ、およびその他。ＦＤＡモノグラフに記載さ
れているスキンケア成分の多くは現在、例えばＡ ａｎｄ Ｄ（登録商標）Ｏｉｎｔｍｅｎ
ｔ（軟膏）、ＶＡＳＥＬＩＮＥ（登録商標）Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ Ｊｅｌｌｙ（ワセリン
ゼリー）、ＤＥＳＩＴＩＮ（登録商標）Ｄｉａｐｅｒ Ｒａｓｈ Ｏｉｎｔｍｅｎｔ（おむ
つかぶれ用軟膏）およびＤａｉｌｙ Ｃａｒｅ Ｏｉｎｔｍｅｎｔ（日常のケア用軟膏）、
ＧＯＬＤ ＢＯＮＤ（登録商標）Ｍｅｄｉｃａｔｅｄ Ｂａｂｙ Ｐｏｗｄｅｒ（薬用ベビ
ーパウダー）、ＡＱＵＡＰＨＯＲ（登録商標）Ｈｅａｌｉｎｇ Ｏｉｎｔｍｅｎｔ（膏薬
）、ＢＡＢＹ ＭＡＧＩＣ（登録商標）Ｂａｂｙ Ｌｏｔｉｏｎ（ベビーローション）、Ｊ
ＯＨＮＳＯＮ’Ｓ ＵＬＴＲＡ ＳＥＮＳＩＴＩＶＥ（登録商標）Ｂａｂｙ Ｃｒｅａｍ（
ベビークリーム）、Ｊｏｈｎｓｏｎ‘ｓ ベビーローション、リップクリーム等のような
市販で入手可能なスキンケア製品において利用されている。その他の適切なスキンケア組
成物は、米国特許第５，６４３，５８８号、米国特許第５，６０７，７６０号、米国特許
第５，６０９，５８７号、および米国特許第５，６３５，１９１号に記載されている。こ
れらの特許各々の開示は、本明細書の一部をなす。
【００８５】
　本発明において有用なスキンケア組成物は、好ましくはそれらが室温で相当に不動性で
あって製品の装着者に接触する表面上に位置し、体温で装着者に容易に移動可能であり、
さらにそれでも極端な貯蔵条件下で完全には液状とはならないような溶融プロフィールを
有する。好ましくは，これらの組成物は通常の接触、装着者の運動、および／または体温
によって皮膚に容易に移動することができる。
【００８６】
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　好ましい実施形態では、ここで有用なスキンケア組成物は２０℃、すなわち周囲温度で
固体である、またはよりしばしば半固体である。「半固体」とは、その組成物が偽塑性も
しくは塑性液体に典型的なレオロジーを有することが意味される。剪断が全く適用されな
いときには、それらの組成物は半固体の外観を有するが、剪断速度が上昇するに従って流
れるようにさせることができる。これは、それらの組成物が主として固体成分を有してい
る可能性があるが、それらは一部の僅かな液体成分も含んでいる可能性があると言う事実
のためである。好ましくは、本発明の組成物は約１．０×１０６センチポアズと約１．０
×１０８センチポアズの間のゼロ剪断粘度を有する。より好ましくは、ゼロ剪断粘度が約
５×１０６センチポアズと約５×１０７センチポアズの間である。ここで使用するように
用語「ゼロ剪断粘度」は、プレート・アンド・コーン粘度計（適切な器械は型番号ＣＳＬ
１００としてデラウェア州ニューキャッスルに所在のＴＡ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社か
ら入手可能である）を使用して極めて低い剪断速度（例、ｌ／秒）で測定された粘度を意
味する。当業者であれば、匹敵する粘度を生じさせるために高融点成分以外の手段を使用
することも可能であることを認識するであろう。例えば、ローションに高ゼロ剪断粘度を
有する構造を備えさせることができるであろうが、剪断が適用されるとそうした構造はつ
ぶれて結果として粘度低下を生じる（このタイプの組成物は降伏値を有すると言われてい
る）。
そうした構造は、例えばベントナイト粘度もしくはモンモリロナイト粘度のような一定の
粘度材料、およびヒュームドシリカによって用意することができる。特に好ましいのはＧ
ＡＢ－Ｏ－ＳＩＬとしてイリノイ州タスコラに所在のＣａｂｏｔ Ｃｏｒｐ．，Ｃａｂ－
Ｏ－Ｓｉｌ Ｄｉｖ．から入手可能であるようなヒュームドシリカである。当業者であれ
ば同様にそうした組成物のゼロ剪断粘度は粘度対剪断速度のプロットをゼロの剪断速度へ
外挿することによって測定できることも認識するであろう。そうした粘度測定は、約２０
℃の温度で実施されなければならない。
【００８７】
　スキンケア組成物担体賦形剤は、１種以上の皮膚保護剤または皮膚軟化剤のような有用
な活性成分を含むことができる。ここで使用するように、用語「皮膚軟化剤」は、皮膚を
湿潤もしくは刺激から保護する、軟化する、鎮静する、柔軟にする、被覆する、潤滑する
、水分補給する、保護および／または清浄化する材料を意味する。（上記に列挙したモノ
グラフに記載された活性剤の数種は、その用語がここで使用されているように、「皮膚軟
化剤」である。）好ましい実施形態では、皮膚軟化剤は周囲温度、すなわち約２０℃で可
塑性もしくは液状いずれかの粘稠度を有するであろう。そうした粘稠度は組成物に柔らか
く、ツルツルしたローション様感触を与えることができる。
【００８８】
　本発明において有用な代表的皮膚軟化剤には、石油および／または蝋のような石油を基
剤とする皮膚軟化剤；ショ糖脂肪酸エステル；ポリエチレングリコールおよびそれの誘導
体類；湿潤剤類；脂肪酸エステル型；アルキルエトキシレート型；脂肪酸エステルエトキ
シレート；脂肪アルコール型；シリコーン油および／または蝋のようなポリシロキサン型
；プロピレングリコールおよびその誘導体類；グリセリド、アセトグリセリド類、および
Ｃ１２－Ｃ２８脂肪酸のエトキシル化グリセリド類のようなグリセリンおよびその誘導体
類；トリエチレングリコールおよびその誘導体類；鯨蝋もしくはその他の蝋類；脂肪酸類
；例えばステアリン酸のような特にそれらの脂肪鎖内に１２～２８個の炭素原子を有する
脂肪アルコールエーテル類；プロポキシル化脂肪アルコール類；その他のポリヒドロキシ
アルコール類の脂肪エステル類；ラノリンおよびその誘導体類；カオリンおよびその誘導
体類；上記に列挙されたモノグラフに記載されたスキンケア剤のいずれか；またはこれら
の皮膚軟化剤の混合物類が含まれるが、それらに限定されない。
【００８９】
　本発明において有用なスキンケア組成物担体賦形剤の別の好ましい成分は、処理される
製品内もしくは上における望ましい位置に組成物（好ましい皮膚軟化剤および／またはそ
の他の皮膚のコンディショニング剤、治療剤もしくは保護剤および／または組成物中に存
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在するＦＭＡ）を不動化することのできる物質である。不動化剤は、組成物が適用される
製品の表面上もしくは領域内に主として置かれた皮膚軟化剤を維持することによって皮膚
軟化剤が移動もしくは流動する傾向を妨害することができる。これは、一部には不動化剤
が組成物の融点および／または粘度を皮膚軟化剤の融点および／または粘度より上方に上
昇させるという事実のためであると考えられている。不動化剤は好ましくは皮膚軟化剤と
混和可能である（または適切な乳化剤を用いて皮膚軟化剤中に溶解させられる、またはそ
の中で分散させられる）ので、不動化剤は皮膚軟化剤を製品の装着者に接触する表面上ま
たはそれが適用される領域内に閉じ込める。
【００９０】
　さらにまた、製品の装着者に接触する表面上またはそれが適用される領域内に不動化剤
を「固定する」ことも有益である。これは製品に適用されると急速に硬化する（すなわち
、固化する）不動化剤を使用することによって遂行できる。さらに、処理された製品の送
風機、ファン、常温ロール等による外部の冷却は不動化剤の結晶化をスピードアップする
。
【００９１】
　皮膚軟化剤と混和性である（またはその中に溶解される）ことに加えて、不動化剤は好
ましくは周囲温度で固体もしくは半固体である組成物を提供する溶融プロフィールを有す
る。この点について、好ましい不動化剤は少なくとも約３５℃の融点を有する。これは不
動化剤が移動もしくは流動する傾向を有することを防止する。好ましい不動化剤は、少な
くとも約４０℃、およびより典型的には約５０℃～約１５０℃の範囲内の融点を有するで
あろう。
【００９２】
　本発明において使用するために適切な不動化剤は、スキンケア組成物の好ましい特性が
ここで記載される皮膚にとっての利点を提供する限りにおいて、多数の薬剤のいずれかか
ら選択することができる。好ましい不動化剤は、一般にＣ１４－Ｃ２２脂肪アルコール類
、Ｃ１２－Ｃ２２脂肪酸類、および２～約３０の範囲内の平均エトキシル化度を有するＣ
１２－Ｃ２２脂肪アルコールエトキシレート類、およびそれらの混合物からなる群から選
択される部材を備える。好ましい不動化剤には、好ましくはセチルアルコール、ステアリ
ルアルコール、ベヘニルアルコール、およびそれらの混合物から選択された結晶状高融点
材料であるＣ１６－Ｃ１８脂肪アルコール類が含まれる。（これらの材料の線形構造は処
理された吸収性製品上の固化をスピードアップすることができる。）その他の好ましい不
動化剤には、好ましくはパルミチン酸、ステアリン酸、およびそれらの混合物からなる群
から選択されるＣ１６－Ｃ１８脂肪酸類が含まれる。さらにまた別の好ましい不動化剤に
は、約５～約２０の範囲内の平均エトキシル化度を有するＣ１６－Ｃ１８脂肪アルコール
エトキシレート類が含まれる。好ましくは、脂肪アルコール類、脂肪酸類および脂肪アル
コール類は線形である。重要なことに、例えばＣ１６－Ｃ１８脂肪アルコールのようなこ
れらの好ましい不動化剤は組成物が基質の表面上で迅速に結晶化することを惹起すること
で組成物の結晶化の速度を増加させる。単独で、または上記の不動化剤と組み合わせての
いずれかで不動化剤として使用するために適切なさらにまた別のタイプの成分には、ブラ
ジルロウヤシ、オゾケライト、蜜蝋、カンデリラ、パラフィン、セレシン、アフリカハネ
ガヤ、オーリクリー、レゾ蝋、イソパラフィン、およびその他の既知の地蝋および鉱蝋の
ような蝋類が含まれる。
【００９３】
　糞便変性剤は、糞便へのＦＭＡの移動によって直接に糞便に送達されてもよいが、また
は糞便に移動させられる前に最初に装着者の皮膚もしくは製品の他の要素へ移動させられ
てもよい。単体賦形剤は使い捨て製品と統合されていても、またはおむつ、トレーニング
パンツ、下着、もしくはその他の製品の前に、またはその代わりに装着者に（好ましくは
少なくとも肛門周囲領域に渡って）適用される個別製品の構成要素を構成していても、構
成要素であってもよい。
【００９４】
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　ＦＭＡを担体賦形剤に接合させる手段には、例えば接着剤（特に水溶性接着剤）、水素
結合、放出可能な被包化、噴霧法、コーティング法、およびその他のような技術において
知られているいずれかの手段を含むことができる。基質へのＦＭＡの水素結合は、ＦＭＡ
または基質の少なくとも１部分のいずれかを水で僅かに湿潤させることによって実施する
ことができる。乾燥すると、ＦＭＡは放出可能に基質に付着させられている（すなわち、
引続いて水と接触すると結合を壊すであろう）。この作用は、湿潤すると「ゲル化」して
粘着性になるＦＭＡ（例、ＣＭＣ、ヒドロキシプロピルセルロース、アルギン酸および誘
導体類等）について強化される。湿潤は、接触させる前もしくは接触の時点にＦＭＡおよ
び基質のどちらか、またはその両方を高湿度環境（例、８０％ＲＨ［相対湿度］以上）に
暴露させることによって遂行できる。あるいはまた、それらの接触の前もしくは接触の時
点に薬剤もしくは基質のいずれかの少なくとも１部分の上に水をスプレーしても、霧吹き
しても、または噴霧してもよい。そうした場合には、この構造は好ましくは製品内に組み
込まれる前に乾燥させられる。
【００９５】
　ＦＭＡは、製品の表面もしくは表面の近くで（例、トップシート／糞便界面で）、製品
内で（下記で説明されるように排泄物管理要素１２０内でのように）、または糞便塊の体
側表面（すなわち、最初は皮膚または製品の平面の上方の他の表面に移動させられる）で
糞便に接触することができる。典型的には、ＦＭＡは装着者の肛門と結び付いている製品
の領域（例、おむつの状況では股領域）において糞便と接触するであろう。糞便はあるい
はまた、それが開口部、フランジ、弁もしくはその他を通過するにつれて装着者の肛門も
しくはその近くでＦＭＡに接触する場合もある。そうした場合には、ＦＭＡは糞便が身体
から出てくるにつれて糞便の通過圧によって開口部もしくは弁から（例、リザーバーから
）絞り出されるもしくは引き出されてよい。開口部は、身体からの糞便の出口点の近くに
配置されたＦＭＡもしくはＦＭＡを備える組成物を含有するシート、エンベロープ、パケ
ットもしくはその他の構造内にスリット、スロット、もしくは穿孔部を備えることができ
る。開口部は、糞便との接触によって溶解されて薬剤もしくは組成物を遊離させる可溶性
フィルムによって最初は密封されていてよい。あるいはまた開口部は、その構造が糞便の
通過もしくは圧力によって変形させられるにつれて開口させられてもよい。ＦＭＡが開口
部を通って糞便へ絞り出されるためには身体の圧力および運動に加えて、糞便圧力が役立
つ可能性がある。
【００９６】
　他の好ましい実施形態では、ＦＭＡはレッグカフ、ウエストバリヤー、ウエストバンド
、排泄物ポケットのようなガスケットまたは糞便スペーサー要素と結び付けることができ
る。ＦＭＡがレッグカフ、ウエストバリヤー、またはウエストポケットのようなガスケッ
チング要素と結び付けられている実施形態では、ＦＭＡは装着者からの排泄物の出口点（
例、糞便の出る肛門）の最も近くに配置されたガスケットの部分と結び付けられるのが好
ましい。一定の好ましい実施形態では、ＦＭＡは糞便の処理および／または皮膚とガスケ
ットとの接触を促進できるようにガスケット材料の表面に放出可能に取り付けられる。Ｆ
ＭＡは、上記の手段のいずれかまたは技術において知られている他のいずれかの手段によ
ってガスケット表面に放出可能に取り付けることができる。
他の実施形態では、ＦＭＡはガスケット表面の少なくとも１部分もしくはその近くで放出
可能に被包化されている。糞便スペーサー要素を含む実施形態では、スペーサー要素のい
ずれかの部分は１種以上のＦＭＡを備えることができる。スペーサー要素は、上記のよう
に薬剤で放出可能にコーティングされてもよい、または少なくとも部分的に水溶性もしく
は糞便可溶性フィルムを用いて被覆された（上記のように）薬剤のセル、パケット、また
はパウチを備えていてもよい。
【００９７】
　ＦＭＡは、受動的に（例、糞便が通常の装着条件中に流動してそれに接触する、または
ＦＭＡが通常の装着者の運動および／または圧力の結果として糞便および／または皮膚に
放出される）、能動的に（例、製品内の１要素が信号に反応して糞便にＦＭＡを送達／放
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出する）、または二次担体（例、最初に装着者の皮膚に移動させられたパウダーもしくは
その他のスキンケア組成物）によって送達することができる。糞便へのＦＭＡの送達は、
糞便の押出圧力、重量、温度、酵素活性、含水量、および／またはｐＨ；尿の存在（例、
尿が排便に反応してもしくは排便を予想して薬剤の放出を誘発する）；身体の運動、圧力
、もしくは体温；または製品の装着周期中の他のいずれかの誘発因子もしくはイベントの
結果として発生する可能性がある。
【００９８】
　ＦＭＡは、最初は製品もしくはそれのいずれかの部分内もしくは上に貯蔵され、引続い
てここで記載される誘発イベントのいずれかによって放出されてもよい。一定の好ましい
実施形態では、ＦＭＡは製品が糞便による噴出を受ける前に薬剤の移動および／または消
失を防止できるように、および／または使用中に糞便と接触させるためにＦＭＡを配置す
るのに役立つようにフィルムの下、セル、パケット、エンベロープその他の中に放出可能
に被包化されている。薬剤のためのフィルムカバー、セル、パケットもしくはその他の「
容器類」は少なくとも容器の糞便接触表面領域の上に水溶性フィルムを備えることができ
る。尿、糞便またはその他の糞便からの水は、薬剤を糞便に接触させて糞便を処理するた
めにフィルムを溶解させて薬剤を放出させる（すなわち、放出を誘発する）。本発明にお
いて有用な水溶性フィルムの例は、イリノイ州サウスホランドに所在のＣｈｒｉｓ Ｃｒ
ａｆｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社からＭＯＮＯＳＯＬ Ｍ７０３１とし
て入手可能なポリビニルアルコールフィルム、またはミネソタ州セントポールに所在のＨ
．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ Ｃｏ．からのＨＬ １６３６として入手可能なポリビニルアルコール
フィルムである。あるいはまた、フィルムは一定の糞便酵素類（例、トリプシン）が存在
する場合または一定のｐＨ範囲内においてのみ可溶性であってよい。
【００９９】
　薬剤の放出は、糞便をその薬剤で包埋もしくは被覆するために急速であってよい（尿も
しくは糞便水をガス発生組成物に接触させることによって作り出される爆発性ガス放出を
用いた場合のように）。ガス発生組成物は、水と混合された場合もしくは水が一緒に存在
した場合にガスを発生する１種以上の物質の粒子、小球その他を備えることができる（例
、重炭酸ナトリウムまたは重炭酸ナトリウムとクエン酸）。粒子は水溶性基質（例、ＰＶ
Ａ［ポリ酢酸ビニル］）中に包埋されてよい。ＦＭＡは、フィルムの排泄物接触表面上に
配置もしくは付着させられても、またはガス発生組成物と糞便接触表面との間で水溶性フ
ィルム内に包埋されてもよい。従って、例えば糞便中に存在する水が水溶性フィルムを溶
解させたときに、ガス発生組成物が活性化され（すなわち、成分が水と混合する）てガス
が急速に発生し、ＦＭＡと糞便との混合を強制する。粒子は、水と混合されたときに急速
に二酸化炭素ガスを遊離させるクエン酸と重炭酸ナトリウムのような組み合わせを備える
ことができる。あるいはまた、ガス発生組成物は圧縮ガスとＦＭＡを含有する水溶性カプ
セルを備えることもできる。カプセルと接触する糞便からの水はフィルムを溶解させてガ
スを爆発的に放出させるように作用することができ、同様に糞便と薬剤との混合または糞
便中への薬剤の包埋を強制する。その他の組成物およびガス発生もしくは放出系は、本発
明の範囲内に予定されており、従って含まれている。
【０１００】
　本発明の製品はさらにまたセンサー６６、アクチュエーター６７、および糞便にＦＭＡ
を輸送するため、薬剤と糞便を混合するため、または薬剤が糞便と接触するために絞り出
されることを惹起するために使用される貯蔵エネルギーを備える反応システム６５を含む
ことができる。１つの好ましい実施形態は、図８に示されているような水溶性ポリビニル
アルコールフィルム下に圧縮されて保持されている例えばオハイオ州ハミルトンに所在の
ＰＣＦ Ｆｏａｍ ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからＰＧ１４８４８Ｔ２０として入手可能で、
１平方インチ当たり２０個の孔を有する網状ポリウレタンフォームのような成形圧縮マク
ロポーラスフォーム６８を備えている。フォーム６８は追加してＦＭＡ７５を備える。糞
便水との接触は、ＰＶＡフィルムの少なくとも１部分の溶解を生じさせ、その結果として
フォーム６８内の貯蔵機械的エネルギーが放出され、さらに薬剤が糞便塊の内部へ向かっ
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て機械的に輸送される。一定の実施形態では、混合はより多くの比率の糞便塊の処理を容
易にするために、上記のように製品内に組み込まれた機構（例、反応システム）、装着者
の体重および／または運動からの機械的作用、および／または排便中もしくは排便の作用
に引続いての糞便の流動（特に低粘性糞便）によって発生する可能性がある。その他の反
応システムについては、１９９８年６月２８日にＲｏｅらの名前で出願された「Ｄｉｓｐ
ｏｓａｂｌｅ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ａ Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｉｖｅ Ｓｙｓｔｅｍ（不連続反応システムを有する使い捨て製品）」（Ｐ＆Ｇ事
件７１９７）と題する同時係属出願の米国特許出願第０９／１０６，４２４号の中に詳細
に記載されている；これはこれにより参照してここに組み込まれる。
【０１０１】
　また別の実施形態では、ＦＭＡは吸収性製品の他の要素に接合された、またはそれらか
ら分離された三次元構造上に配置するもしくはそれらに結び付けることができる。例えば
、吸収性製品は糞便に接触させてＦＭＡを利用可能にするために役立つ突出部、隆起部、
ループその他を備えた要素を含むことができる。ある好ましい実施形態では、糞便変性剤
を含むホットメルト樹脂の「ヘアー」もしくはストランドを基質８２上にプリントするこ
とができる。（ＦＭＡを備えるヘアーを含む基質の例は図７に示されている。）薬剤は、
ヘアーの表面に移動して糞便に利用可能になるように樹脂内に組み込むことができる。あ
るいはまた、薬剤は上記の技術のいずれかによって放出可能にヘアーに接合することもで
きる。適切なヘアーおよびフックの例は、１９９１年１０月２２日にＴｈｏｍａｓらへ発
行された米国特許第５，０５８，２４７号；１９９２年５月２６日にＴｈｏｍａｓらへ発
行された米国特許第５，１１６，５６３号；１９９４年７月５日にＴｈｏｍａｓらへ発行
された米国特許第５，３２６，４１５号；および１９９８年６月９日にＰｅｃｋらへ発行
された米国特許第５，７６２，６４５号により詳細に記載されている。これらの特許各々
は参照してここに組み込まれる。
【０１０２】
　さらにまた別の実施形態では、ＦＭＡはブラシ構造６０によって糞便および／または皮
膚に送達することができるが、その１つの実施例は図６に示されている。ブラシ構造は、
複数の実質的に整列したストランド、繊維、撚糸、ストリング、または基質に付着させら
れたその他のフィラメント状材料を含むことができる。基質は、平面状、曲線状、リボン
様であっても、または複合湾曲部を有していても、さらに多孔質（ポーラス）であっても
非多孔質（ノンポーラス）であってもよい。ブラシフィラメント６２は、糞便がフィラメ
ント６２の中もしくは間を容易に通過できるように排泄中に糞便が発揮する力を受けて好
ましくは容易に折れ曲がることができる。ブラシフィラメント６２は、永続的もしくは放
出可能に基質に付加させられていてよい。フィラメント６２は、植物もしくは動物起源（
例、綿等）、セルロース系もしくは合成系でのものであってよく、さらに相違する長さも
しくは類似の長さを有していてよい。ＦＭＡは、糞便がブラシフィラメント６２を押しの
けて進むにつれて薬剤が放出されて糞便と混合されるように、ブラシ構造６０のフィラメ
ント６２に放出可能に付着させられている。ブラシ構造６０は、製品と統合されていても
、装着者の肛門周囲領域に個別に適用されてもよく、さらに任意で装着者もしくは製品に
付着させるために接着剤もしくはその他の接合手段を備えていてもよい。ブラシ構造６０
は、処理された糞便が占めるためのスペースを提供できるようにフィラメント６２の下に
ボイドを有するスペーサーの上方に取り付けられてもよい（上記のように）。
【０１０３】
　ＦＭＡはさらにまたｐＨ、含水量における一定の変化および／または一部の他のトリガ
ーに反応して相転移または形状もしくは容積の変化を経験する「スマート」ゲルの使用に
よって送達されてもよい。適切な温度変化を前提に薬剤を糞便と接触もしくは混合する位
置に移動させるために、形状記憶材料（すなわち、温度が既定閾値に到達したときに前も
って設定された形状もしくは外形へ復帰する金属合金もしくはプラスチック）も使用する
ことができる。さらに、糞便がＦＭＡと接触するのを促進するために、例えば超吸収性ポ
リマーもしくはフォームのような膨潤可能な材料も使用することができる。そうした膨潤
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可能な材料を含有する構造が糞便からであろうと尿からであろうと水を吸収すると、その
膨潤可能な材料はその構造の体側表面と結び付けられているＦＭＡを糞便塊に向かって輸
送する、および／または糞便との混合を促進する。フォーム形成材料は、さらにまたＦＭ
Ａを輸送して製品内の糞便との接触を促進することができる。この場合には、フォーム形
成材料はＦＭＡを備えており（または薬剤と結び付けられており）、フォームが発生させ
られてその容積が増加するにつれて糞便塊を被覆する。
【０１０４】
　ＦＭＡはさらにまた、下記で説明されるように、マクロ粒子要素１７０上もしくは内に
保持されてもよい。これらのマクロ粒子要素１７０は、排泄物管理要素１２０内に含有さ
れても、製品のトップシート、カフ、もしくはその他の装備（放出可能に、または放出不
能に）に、または身体に独立して取り付けられる別個の製品内に緩やかに取り付けられて
もよい。一部の代表的マクロ粒子構造は図２～４に示されている。さらに、ＦＭＡを保持
、運搬、送達、もしくは混合する構造のいずれかはＦＭＡと糞便の接触領域を増加させる
および／または混合を促進するために設計された突出部もしくはその他の三次元形状を備
えることができる。
【０１０５】
　好ましい実施形態では、ＦＭＡは吸収性構造もしくは製品のトップシートと結び付けら
れている。しかし、ＦＭＡは例えば収集層のようなトップシートの下の層と結び付けられ
てもよい。排泄物管理要素１２０におけるようにＦＭＡがトップシートの下の層に配置さ
れている実施形態では、糞便はトップシート、下層、および薬剤を有効量で利用可能にさ
せるための他のいずれかの上に乗っている構造に容易に浸透しなければならない。そこで
、そうした構造は下記の試験方法の部で記載されるように少なくとも約０．５０ｇ／ｃｍ
２／Ｊ、および好ましくは少なくとも約１．０ｇ／ｃｍ２／Ｊの圧力下受け入れ量（Ａｃ
ｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）を有することが好ましい。いずれの場
合においても、薬剤は好ましくは装着者の肛門周囲領域と概して結び付けられた製品の領
域の近くに配置される。
【０１０６】
　図２に示されているように、本発明は排泄物管理要素１２０を含む場合がある。排泄物
管理要素１２０は、粘性液状排泄物の受け入れ、貯蔵および／または不動化を管理するの
に役立つように設計されている。排泄物管理要素１２０は、股領域もしくはウエスト領域
のいずれかを含む製品内のどこかへ配置することができる、または例えばコア２８、レッ
グカフ等のようないずれかの構造もしくは要素と結び付ける、もしくはその中に含めるこ
とができる。好ましい実施形態では、排泄物管理要素１２０は装着されたときに装着者の
肛門周囲領域に近い製品の領域に置かれている。これは、排泄された排泄物が排泄物管理
要素１２０上もしくはその近くに堆積することを保証するのに役立つ。
【０１０７】
　粘性液状排泄物を受け入れる、貯蔵するおよび不動化する構造が好ましいが、本発明の
一定の実施形態では、排泄物管理要素１２０は受け入れ要素、貯蔵要素もしくは不動化要
素のいずれか１つだけを備える場合がある、またはそれらの要素の内の２種の要素の組み
合わせを含むが第３の要素を含まない場合がある。同様に、一定の実施形態では１つの要
素が２種以上の機能を実行する（例えば、貯蔵要素が貯蔵および不動化の両方の機能を実
行する）場合がある。例えば、本発明の吸収性製品は本質的に別個の不動化要素を含まず
に粘性排泄物を管理するための受け入れ要素および貯蔵要素を含む場合がある。
【０１０８】
　受け入れ要素１５０は、排泄物を受け入れることのできる何らかの材料もしくは構造で
あってよい。（ここで使用するように、用語「受け入れる」もしくは「受け入れ」は、そ
の上に配置された材料による構造への浸透を意味する。浸透は、その上に材料が配置され
た構造の表面を通る材料の通過であると定義されている。非均一構造の浸透は、その上に
材料が配置された構造の表面を限定する平面を通る材料の通過であると定義されている。
）受け入れ要素１５０は、単一材料もしくは相互に操作可能に結び付けられた多数の材料
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を含む場合がある。さらに、受け入れ要素１５０はおむつ２０の他の要素と統合されてい
ても、またはおむつ２０の１種以上の要素と直接的もしくは間接的に接合された１種以上
の個別要素であってもよい。さらに、受け入れ要素１５０のいずれかもしくは全部が、望
ましい場合に個別廃棄のために吸収性製品から取り外し可能であってもよい。
【０１０９】
　受け入れ要素１５０は、好ましくはコア２８の体側表面４７に隣接するおむつ２０の股
領域３７に少なくとも部分的に配置されるが、一部の別の実施形態では、受け入れ要素１
５０はレッグカフ、ウエストバンド、糞便排泄物封じ込めポケットその他の少なくとも１
部分を含んでいても、またはいずれかのそうした装備と操作可能に結び付けられていても
よい。好ましくは、少なくとも使用中に装着者の肛門に近いおむつ２０の領域に置かれる
受け入れ要素１５０の部分は、例えばトップシート２４のような構造の上に乗っている層
によって遮られない。こうして、装着者の肛門の近くに置かれてその領域において身体側
ライナーとしての受け入れ要素１５０を提供することが意図される製品の領域においては
トップシート２４の１部分を切り抜くことが望ましい場合がある。あるいはまた、トップ
シート２４のいずれかもしくは全部が受け入れ要素１５０として機能するように作成もし
くは処理されてもよい。ある実施形態では、図２に示されているように、受け入れ要素１
５０はトップシート２４の少なくとも１部分を含む。他の実施形態では、受け入れ要素１
５０は例えば吸収性コア２８もしくは貯蔵要素のようなおむつの他の要素の少なくとも１
部分を含むことができる（下記で説明される）。
【０１１０】
　一部の実施形態では、おむつの相違する部分において相違する受け入れ能力を備えたお
むつ２０を提供することが望ましい場合がある。これはおむつ２０の相違する領域におい
て相違する受け入れ要素を提供することによって、または相違する受け入れ特性の領域を
有するように製造もしくは処理されている単一受け入れ要素１５０を提供することによっ
て達成できる。さらに、受け入れ要素１５０は、粘性液状排泄物をより良好に制御できる
ように製品の体側表面の平面より上方に持ち上げることもできる。一部の実施形態では、
受け入れ要素１５０を粘性排泄物減の近く（例、肛門周囲領域）で装着者の皮膚と接触さ
せることが望ましい場合さえある。
【０１１１】
　受け入れ要素１５０として使用するために適切な材料および構造は吸収性もしくは非吸
収性であってよく、さらに開口不織布ウェブ、開口フィルム、開口成形フィルム、スクリ
ム、織布ウェブ、スクリム、ネット製品、マクロポーラス薄層フォーム、およびその他を
含むことができる。１つの特に好ましい材料は、約２７．３ｇ／ｍ２の坪量、約６０％の
有効開口面積および約５．０ｍｍ２の一次アパーチャーサイズを有する織布ナイロンネッ
ト製品である（有効開口面積および一次アパーチャーサイズは、これにより参照してここ
に組み込まれる米国特許第５，３４２，３３８号に記載されているように測定される）。
１つのそうした材料は、ヴァージニア州ノーフォークに所在のＤｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ Ｄ
ｉｓｔ．社からＴｏｙ Ｔｕｂ Ｂａｇとして入手できる。さらに、受け入れ要素１５０、
またはそれのいずれかの部分は要素の性能もしくはその他の特性を添加する、強化するも
しくは変化させるためにローションもしくはその他の既知の物質で被覆することができる
。例えば、受け入れ要素１５０は疎水性であっても親水性であっても、またはそのいずれ
かにするために処理されてもよい。
【０１１２】
　上記のように、ＦＭＡは好ましくは装着者の肛門周囲領域で受け入れ要素と結び付ける
ことができる。一定の好ましい実施形態では、ＦＭＡは上記の手段によって受け入れ要素
に放出可能に取り付けられている。また別の実施形態では、薬剤は受け入れ要素１５０の
少なくとも１部分と結び付けられた構造に放出可能に被包されている。薬剤は、水、熱、
もしくは圧力／装着者の運動と接触すると糞便へ放出される可能性がある。薬剤は、ある
いはまた糞便上に配置される前に最初に装着者の皮膚もしくは製品の別の部分に移動させ
ることもできる。例えば、尿は放出可能に被包された薬剤もしくは組成物の放出を実施さ
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せることができる。薬剤は、身体の接触および／または圧力によって装着者の皮膚に移動
させられる場合がある。引続いて糞便と接触すると、薬剤は皮膚から糞便の表面に移動す
るであろう。
【０１１３】
　粘性排泄物がいったん排泄物管理要素１２０に浸透すると、装着周期の残りの期間は排
泄物を装着者から隔離して、および交換プロセス中は養護者から隔離して貯蔵もしくは保
持することが望ましい。ここで使用するように、用語「貯蔵する」はおむつに堆積した物
質が装着者の皮膚と直ちに接触しないもしくは近づかないようにおむつに堆積した物質の
製品の体側表面からの物理的隔離に関する。適正な貯蔵能力は、貯蔵された粘性排泄物が
漏れおよび製品内での移動のために構造の体側表面に利用可能になることがありそうもな
いように漏れの可能性および粘性排泄物で汚染された皮膚の面積を低下させるために不可
欠である。
【０１１４】
　貯蔵要素１５２はおむつ２０内のいずれかにおくことができる。しかし、貯蔵要素１５
２は、できれば受け入れ要素１５０によって受け入れられた粘性排泄物が貯蔵要素１５２
内に入るように、受け入れ要素１５０および／またはトップシート２４と操作可能に結び
付けられていることが好ましい。（おむつ２０がトップシート２４も受け入れ要素１５０
も有していない実施形態が予期されている。そうした場合には、排泄物はいずれかの上に
乗っている構造を通過することなく貯蔵要素１５２内に直接に入ることができる。）いず
れの場合においても、おむつ２０が装着された場合には貯蔵要素１５２が装着者の肛門の
近くに位置するおむつ２０の領域に置かれていることが好ましい。従って、貯蔵要素１５
２の少なくとも１部分が吸収性製品の股領域３７に配置されることが好ましい。しかし、
一部の別の実施形態では、貯蔵要素１５２はウエスト領域、レッグカフ、ウエストバンド
、糞便排泄物封じ込めポケットまたはその他のいずれかの少なくとも１部分を含んでいて
よい、またはいずれかのそうした装備と操作可能に結び付けられてよい。さらに、貯蔵要
素１５２は粘性排泄物をより良好に管理できるように製品の体側表面の平面より上方に持
ち上げられてもよい。一部の実施形態では、貯蔵要素１５２を粘性排泄物減の近く（例、
肛門周囲領域）で装着者の皮膚と接触させることがいっそう望ましい場合がある。
【０１１５】
　貯蔵要素１５２の貯蔵能力は均一であっても、またはおむつ２０の全体を通して変化し
てもよい。そうした変化は、おむつ２０において複数の貯蔵要素１５２を使用することに
よって、または相違する貯蔵特性の領域を備えた単一貯蔵要素１５２を提供することによ
って達成できる。さらに、貯蔵要素１５２のいずれかもしくは全部は、望ましい場合には
個別に廃棄するために吸収性製品から取り外し可能であってよい。
【０１１６】
　貯蔵要素１５２は、上記のように排泄物を貯蔵することのできる材料もしくは構造であ
ってよい。従って、貯蔵要素１５２は単一材料、または相互に操作可能に結び付けられた
多数の材料を含むことができる。さらに、貯蔵要素１５２はおむつ２０の別の要素と統合
されていても、またはおむつ２０の１種以上の要素と直接的もしくは間接的に接合された
１種以上の個別要素であってもよい。ある実施形態では、図２に示されているように、貯
蔵要素１５２はコア２８から離れている構造を含む。しかし、その中で貯蔵要素１５２が
コア２８の少なくとも１部分を含む実施形態が予期されている。
【０１１７】
　貯蔵要素１５２として使用するために適切な材料は、ラージセルオープンフォーム、マ
クロポーラス圧縮抵抗性不織布ハイロフト、オープンセルおよびクローズドセルフォーム
の大きなサイズの粒子状フォーム（マクロポーラスおよび／またはマイクロポーラス）、
ハイロフト不織布、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリウレタンフォームもしくは粒子
、複数の垂直に方向付けられたループ状繊維ストランドを備える構造、パンチ孔もしくは
凹部を有する上記の吸収性コア構造およびその他を含むことができる。（ここで使用する
ように、用語「マイクロポーラス」は、毛細管作用によって液体を輸送することのできる
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材料に関する。用語「マクロポーラス」は、液体の毛細管輸送を実行するためには大き過
ぎる孔を有する、一般に径が約０．５ｍｍより大きい孔を有する、より詳細には径が約１
．０ｍｍより大きい孔を有する材料に関する。
【０１１８】
　ある実施形態は、ミネソタ州ミネアポリスに所在の３Ｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
ＸＰＬ－７１２４として入手できる約１．５ｍｍの非圧縮厚さを有する機械的留め具ルー
プ巻立要素を含んでいる。別の実施形態は、ジョージア州レンズに所在のＧｌｉｔ Ｃｏ
ｍｐａｎｙから入手可能な１平方メートル当たり１１０ｇの坪量および７．９ｍｍの非圧
縮厚さを有する６デニールのクリンプ加工されて樹脂接着された不織布ハイロフトを含ん
でいる。貯蔵要素１５２、またはそのいずれかの部分は要素の性能もしくはその他の特性
を添加する、強化するもしくは変化させるためにローションもしくはその他の既知の物質
を含むことができる、もしくはそれらでコーティングすることができる。
【０１１９】
　貯蔵要素１５２の別の実施形態は、複数の個別粒子１７２を備えるマクロ粒子状構造１
７０を含んでおり、それらの非限定的実施例は図２～４として示されている。マクロ粒子
１７２は、好ましくは、約１．０ｍｍと約２５．４ｍｍの間、およびより好ましくは約２
ｍｍと約１６ｍｍの間の公称サイズを有する。しかし、０．５ｍｍ以下のような小さい粒
子および約２５．４ｍｍを超える粒子は予期されている。約１．０ｍｍ以上の公称サイズ
を有する粒子は、一般に米国標準第１８番メッシュふるいの表面上に保持される粒子であ
る。約２５．４ｍｍ未満の公称サイズを有する粒子は、一般に米国標準２５．４ｍｍふる
いを通過する粒子である。１６ｍｍ以上の公称サイズを有する粒子は、一般に米国標準第
１６番メッシュふるいの表面上に保持される粒子である。公称粒子寸法は、それらの粒子
を試験もしくは使用するために貯蔵要素１５２内へ組み込む前に測定される。８ｍｍ以上
の公称サイズを有する粒子は、一般に米国標準８ｍｍふるいの表面上に保持される粒子で
ある。
【０１２０】
　マクロ粒子構造１７０は、いずれかの数の粒子１７２を含むことができる。さらに、粒
子１７２は構造１７０に接合されずにその中へ自由に移動できても、または既知の手段に
よって相互に接合されていてもよい。あるいはまた、構造１７０は例えばメルトブロウン
ホットメルト糊、ウェブ、ネット製品、スクリム、糸またはその他の接着性もしくは非接
着性エンタングル加工サポートのような外部サポートを含んでいてもよい。粒子１７２の
いずれかは、例えばトップシートもしくはコアのようなおむつ構造の他のいずれかの部分
と一緒に接合されていてもよい。粒子１７２はさらにまた、例えばプリーツ、「ピロー」
、およびポケットのようなパターン付き三次元領域に拘束されていてもよい。
【０１２１】
　個別粒子１７２は、吸収性コア１８もしくは貯蔵要素１５２に関して上記の材料を含む
吸収性製品において使用するために適切ないずれかの材料から作ることができる。粒子１
７２において使用される材料は、吸収性、非吸収性、マイクロポーラス、マクロポーラス
、弾力性、非弾力性等であってよい、または他のいずれかの望ましい特性を有していてよ
い。粒子１７２に使用するために適切なマクロポーラス吸収性材料の実施例には、ハイロ
フト不織布、オープンセルフォーム、繊維の束、スポンジおよびその他が含まれる。その
他の吸収性材料には、セルロース芯、毛管路繊維、超吸収性ポリマー等のような浸透圧性
貯蔵材料が含まれる。非吸収性粒子１７２は、プラスチック、金属、セラミック、ガラス
、クローズドセルフォーム、カラム充填材料、合成繊維、ゲル、封入ガス、液体およびそ
の他を備えることができる。さらに、粒子１７２のいずれかもしくは全部は臭気吸収剤、
ローション、スキンケア調製物、抗菌剤、ｐＨ緩衝剤、酵素阻害剤、およびその他を備え
ることができる。
【０１２２】
　貯蔵要素１５２は単一タイプの粒子１７２（サイズ、形状、材料等）を備えることがで
きる、または相違する粒子の混合物１７２を含むことができる。混合物は均質であっても
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；相違する特性を有する粒子１７２が貯蔵要素１５２の一定領域に配置されたときのよう
に異質であっても；層状であっても；または他のいずれかの望ましい構成であってもよい
。一部の実施形態では、２種以上の混合物を使用することができる（例、１つの層の中に
マクロポーラスかつ非吸収性粒子１７２を均質に混合することができ、他の層は吸収性粒
子だけを含有する）。相違する粒子の層は相互に直接に隣接させてもよいし、または例え
ばネット製品、スクリム、不織布もしくは織布ウェブ、フィルム、フォーム、接着剤およ
びその他のような１種以上の材料によって隔離されてもよい。
【０１２３】
　マクロ粒子構造１７０は、好ましくは粒子１７２間のスペースによって限定される連続
的隙間ボイドスペース１７４を含む。隙間ボイドスペース１７４は、粒子１７２のサイズ
および／または形状を変化させることによって制御することができる。粒子は、球、扁球
、長方形および多角形固体およびその他を含むいずれかの既知の形状であってよい。
【０１２４】
　貯蔵要素１５２は、貯蔵機能に加えて、吸収性製品２０内の粘性排泄物を概してバック
シート２６の平面に平行な方向で輸送することができる。この輸送は、毛管もしくはその
他の力が粘性排泄物もしくはその成分（例、自由水）の移動を生じさせるように活性であ
ってよい。他の実施形態では、輸送はそれによって粘性排泄物もしくはそれの成分が例え
ば重力、装着者の圧迫もしくは装着者の運動のような外部から適用された力の影響下で構
造を通って移動するように受動性であってよい。受動的輸送の場合には、貯蔵要素１５２
は、粘性排泄物が最小エネルギー入力で構造を通って容易に移動できるように、相当に大
きい相互連絡経路を有していなければならない。
【０１２５】
　本発明のＦＭＡは、マクロ粒子構造を含む貯蔵要素１５２のいずれかの部分と結び付け
られてよい。貯蔵要素１５２が持ち上げられた領域を有する一定の好ましい実施形態では
、ＦＭＡは要素の持ち上げられた領域と結び付けられている。受け入れ要素に浸透する粘
性排泄物は、ＦＭＡと接触してそれを貯蔵要素１５２の「下方」領域へ輸送して強化混合
を提供することができる。例えば、ループタイプの貯蔵要素の持ち上げられた上部は、Ｆ
ＭＡを持ち上げられた部分に放出可能に付着させるために僅かに湿潤もしくは湿らされ、
引続きＦＭＡと接触させられ、さらにその後乾燥させられる。放出可能な取り付けは、水
溶性接着剤によって実行することができる。マクロ粒子実施形態では、薬剤はマクロポー
ラス粒子内に保持することができる。また別の実施形態では、薬剤は粒子要素の外面に放
出可能に付着させることができる。ＦＭＡとの糞便接触は、好ましくは貯蔵要素からの薬
剤の放出を実行させ、糞便との混合を可能にする。
【０１２６】
　吸収性製品によって受け入れられる、または吸収性製品に浸透する粘性排泄物は、好ま
しくはおむつの中で装着者から隔離して保持される。排泄物、特に粘性排泄物を保持する
ための１つの好ましい方法は、排泄物を装着者から離れた場所で不動化することである。
ここで使用するように、用語「不動化する」は、貯蔵された粘性排泄物を適用圧力および
／または重力の影響下で保持するための材料もしくは構造に関する。
【０１２７】
　不動化要素１５４は、不動化要素１５４に浸透した粘性排泄物が構造を離れる傾向を低
下させることのできるいずれかの材料もしくは構造であってよい。従って、不動化要素１
５４は単一材料または相互に操作可能に結び付けられた多数の材料を含むことができる。
さらに、不動化要素１５４はおむつ２０の他の要素と統合されていても、またはおむつ２
０の１種以上の要素と直接的もしくは間接的に接合された１種以上の個別要素であっても
よい。例えば、不動化要素１５４は貯蔵要素１５２下に配置された材料の非接合層であっ
てもよいし、または上記のような粘性排泄物を不動化および保持することのできる貯蔵要
素１５２の全部もしくは１部分を含んでいてもよい。いずれの場合にも、不動化要素１５
４は貯蔵要素１５２および受け入れ要素１５０と操作可能に結び付けられることが好まし
い。これは、製品によって受け入れられたおよび／または貯蔵された粘性排泄物が不動化
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要素１５４内に通過するもしくは接触することを保証するために必要である。従って、不
動化要素１５４は、少なくとも製品の股領域の１部分では貯蔵要素１５２および受け入れ
要素１５０の下方に配置することが望ましい。しかし、上記のように貯蔵要素１５２が輸
送能力を有している場合、不動化要素１５４は受け入れられたおよび／または貯蔵された
粘性排泄物を不動化要素１５４へ輸送できるようにおむつ２０のいずれかに置くことがで
きる。さらに、受け入れ要素および貯蔵要素１５０および１５２を用いた場合と同様に、
おむつ２０は均一もしくは非均一不動化能力を有することができる。従って、１種以上の
不動化要素１５４を相違する不動化および／または保持性能の領域を有する製品内に組み
込むことができる。さらに、不動化要素１５４のいずれかもしくは全部は、望ましい場合
には個別に廃棄するために吸収性製品から取り外すことができる。
【０１２８】
　不動化要素１５４において使用するために適切な材料には、マイクロポーラスフォーム
、超吸収性ポリマー粒子もしくは繊維、セルロース繊維、毛管路繊維、エンタングル加工
合成繊維芯およびその他が含まれる。一部の好ましい材料には、例えば米国特許第５，２
６０，３４５号；第５，３８７，２０７号；および第５，６２５，２２２号に記載されて
いるもののようなフォーム吸収性材料が含まれる。その他の好ましい材料には、例えば１
９９２年９月１５日にＹｏｕｎｇらへ発行された「尿失禁管理のための高効率吸収性製品
（Ｈｉｇｈ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅｓ Ｆｏｒ Ｉｎ
ｃｏｎｔｉｎｅｎｃｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）」と題する米国特許第５，１４７，３４
５号に記載されているもののような吸収性ゲル化材料が含まれる。これらの特許各々はこ
れにより参照してここに組み込まれる。
【０１２９】
　ＦＭＡは、不動化要素１５４と結び付けられてよい。これらの実施形態では、変性剤は
糞便からの水の除去を容易にし、さらにそれによって不動化プロセスの速度を増加させる
および／または糞便の残っている固形分画の最終運動性を低下させることによって不動化
要素１５４の有効性および効率を強化するために作用することができる。ＦＭＡは、ある
いはまた直接的増粘機序によって不動化の範囲内で糞便の粘度を増加させるために役立つ
こともできる。ＦＭＡは、不動化要素と緩やかに結び付けられても、不動化要素１５４２
放出可能に付着させられてもよい（すなわち、糞便水がその遊離を実行できるように）。
【０１３０】
　本発明の製品は、装着者の皮膚からの糞便もしくはその他の排泄物の除去性を向上させ
、さらに従って排泄後の皮膚を清浄化することの有効性を強化することができる。一般に
、極めて柔らかもしくは液状である（すなわち、低い硬さ値を有する）糞便は、低い粘度
および高含水量を有するので皮膚から取り除くことが比較的に容易である。高い硬さ値を
有する（すなわち、固体である）糞便もまた、固体様であるので皮膚に攻撃的に付着しな
いために比較的に取り除くのが容易である。しかし、かゆ状糞便（すなわち、しばしば約
２５～約８００ｇの範囲内の中間硬さ値を有するもの）は、皮膚から取り除くのが相当に
困難である。
【０１３１】
　ここで使用するように、「かゆ状糞便」は一般に重力下では自然に流動することはない
が、しかしおむつの上に座っている乳幼児によって加えられる圧力に類似する圧力に対す
る容易に可塑性の流動反応を特徴とする相当に広範囲の粘稠度に関しており、さらにここ
で記載されるように下記で説明される清浄化の有効性測定において使用される類似体Ｂお
よびＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂによって密接に表される。かゆ状糞便は一般に、内
凝集力がかゆ状糞便の皮膚への接着力より小さいので、装着者の皮膚から取り除くことが
困難である。これは、養護者が例えば使い捨てウェットティッシューを用いた場合のよう
に糞便を取り除こうと試みたときに「剪断」作用（すなわち、糞便の凝集性が不足し、皮
膚上に残りの糞便を残す）を生じさせる。このため養護者はより完全な清浄化を実行する
ためには拭き取りプロセスを繰り返さなければならなくなる。乳幼児用おむつの場合、大
多数の親たちは乳幼児の皮膚上にも使用された最後のウェットティッシュー上のどちらに
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も目に見える残留物がなくなるまで拭き取りを続けるであろう。このプロセスは極めて冗
漫でかつ時間を消費し、多数のウェットティッシューの使用を必要とし、清浄化するため
の費用を増大させる可能性がある。
【０１３２】
　さらに、残留糞便酵素および大腸菌によって検出されるような残留している目に見えな
い「ミクロレベル」の汚染が糞便を清浄化した後に実質的に全部の乳幼児上に残っている
ことが発見されている。測定可能な残留糞便汚染は、使い捨てウェットティッシュー、ウ
ェットペーパータオルおよびコットンボール、および水および／または石鹸を用いての入
浴を含む様々な清浄化するプロトコルおよび補助具を用いて清浄化した後に乳幼児の皮膚
上で発見されている。残留糞便汚染は、一般に酵素（例、トリプシン、キモトリプシン、
ロイシンアミノペプチターゼ、およびリパーゼ）、胆汁酸、およびそれらの多くは発赤、
おむつ皮膚炎およびカンジダ症に関係している微生物（例、Ｃａｎｄｉｄａ ａｌｂｉｃ
ａｎｓ（カンジダ・アルビカンス）およびＥ．ｃｏｌｉを含む糞便大腸菌類）を含む糞便
の全部もしくはほとんどの成分を備える。さらに、高濃度の残留糞便汚染がおむつが装着
された皮膚の炎症領域において発見されている。そこで、皮膚の健康、便利性および費用
便益性を入手するために強化されたレベルの皮膚からの糞便除去性を提供することが高度
に望ましい。
【０１３３】
　例えば、これまで説明されたように受け入れ製品においてＦＭＡを使用することによっ
てその硬さを重大に増加もしくは低下させるのいずれかによってかゆ状糞便を変性させる
ことは、一般に糞便除去性の改良および清浄化の有効性の強化を生じさせるであろう。製
品は、さらに好ましくは装着者の皮膚に接触してローションもしくはその他のスキンケア
組成物の少なくとも１部分の皮膚への移動を実行できる製品の１種以上の要素上に配置さ
れたローションもしくはその他のスキンケア組成物を個別に、もしくはＦＭＡのための担
体としてのどちらかで含むが、そうした移動は理想的には排泄物の排泄の前に発生する。
例えば、おむつ、尿失禁パンツ、または生理用ナプキンに関して、ローションもしくはそ
の他のスキンケア組成物は、装着者の肛門周囲領域の近くに配置されてそこへ移動するよ
うに、好ましくはトップシート、カフ、排泄物受け入れポケット（存在する場合）、また
は製品の股領域におけるその他の要素の１部分上に配置されるであろう。適切なローショ
ンもしくはその他のスキンケア組成物の例はここで説明されている。
【０１３４】
　清浄化レジメンの状況においてマクロおよびミクロレベルの糞便除去性をシミュレート
するために、下記の試験方法の部で詳細に説明されるｉｎ ｖｉｔｒｏ試験方法が開発さ
れてきた。糞便除去性は、装着者の皮膚上の残留糞便（すなわち、残留汚染）の程度もし
くは量に関して特徴付けることができる。強化レベルの除去性は、残留糞便汚染の面積お
よび／または質量を含むレベルの低下を生じさせ、さらにそれによって定量することがで
きる。本試験は、実際の乳幼児のかゆ状糞便を代表する粘性、弾性、および粘着特性を有
する合成糞便類似体を使用する。本試験は、追加して糞便類似体、合成皮膚類似体、およ
び拭き取り装置内に組み込まれた蛍光マーカーを含む。明確な拭き取りプロトコール後に
皮膚類似体上に残っている糞便は、紫外線光線下の皮膚類似体上の蛍光の面積および強度
（すなわち、皮膚の単位面積当たりの残留糞便類似体の相対量）に関して報告される。こ
こで使用するように、用語「廃棄物汚染面積」は明確な拭き取りプロトコール後に測定さ
れた皮膚類似体の汚染面積を意味する。さらにここで使用するように、用語「廃棄物汚染
質量」は、「廃棄物汚染面積」および皮膚の単位面積当たりの残留糞便の量を使用して計
算される、皮膚類似体上に残っている糞便の相対質量を意味する。代表的データは表ＶＩ
ＩＩに示されている。
【０１３５】
　本発明の好ましい使い捨て製品は、約１５ｃｍ２未満の廃棄物汚染面積によって測定さ
れる皮膚からの糞便の除去性を強化する１種以上の組成物を含んでいる。本発明のより好
ましい使い捨て製品は、約１２ｃｍ２未満の廃棄物汚染面積によって測定される皮膚から
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の糞便の除去性を強化する１種以上の組成物を含んでいる。本発明のさらにいっそうより
好ましい使い捨て製品は、約１０ｃｍ２未満の廃棄物汚染面積によって測定される皮膚か
らの糞便の除去性を強化する１種以上の組成物を含んでいる。
【０１３６】
　本発明の好ましい使い捨て製品は、約１４質量単位未満の排泄物汚染質量を生じさせる
糞便の除去性を強化する１種以上の組成物を含んでいる。より好ましくは、使い捨て製品
は約１０質量単位未満の排泄物汚染質量を生じさせる糞便の除去性を強化する１種以上の
組成物を含んでいる。さらにいっそうより好ましくは、使い捨て製品は約８質量単位未満
の排泄物汚染質量を生じさせる糞便の除去性を強化する１種以上の組成物を含んでいる。
【０１３７】
　糞便除去性における改良（装着者の皮膚からの糞便の清浄化する可能性および残留汚染
における低下を強化することにおける製品の有効性に関連する）は、下記の表ＶＩＩＩに
おいていくつかの実施例を用いて例示されている。表ＶＩＩＩにおいて参照に挙げられて
いるローション組成物は、米国特許第５，６４３，５８８号の実施例５に従って、表ＶＩ
ＩＩに記載されているものと一致するようにローション組成物の重量パーセンテージ／成
分を変化させて調製することができる。
【０１３８】
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【表８】

【０１３９】
　上記の表ＶＩＩＩから容易に読み取ることができるように、ローション組成物およびベ
ビーパウダーは未処理の皮膚に対してせいぜい控え目な除去性／清浄化の利益しか提供し
ない。他方、製品がローション組成物に加えて糞便および／または皮膚にＦＭＡ組成物を
送達する実施例（Ｅ）では、はるかに多くの重大かつ予想外の利益レベルが達成された。
これは例えば糞便および周囲の皮膚領域に接触させるためにトップシートの装着者に面す
る側に適用されて、即時であろうと長時間に渡ってであろうと引続いてＦＭＡが放出させ
られる、例えばここで説明されるローションを備えるトップシートによって装着者の皮膚
に移動させられるローションのようなスキンケア組成物をシミュレートしている。表ＶＩ
ＩＩの実施例（Ｆ）および（Ｇ）は、本発明の利点がローションを含まないＦＭＡ組成物
の使用を通しても入手できることを例示している。
【０１４０】
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好ましい実施形態
　上記のように、本発明は例えばおむつ、トレーニングパンツ、尿失禁用パンツ、尿失禁
用下着もしくはパッド、吸収性インサートを含むインサート類、おむつホルダーおよびラ
イナー、女性用生理用衣類、拭き取りティッシュー、使い捨てモップ、包帯類およびその
他のような多数のタイプの吸収性製品および例えば人工肛門用バッグのような肛門周囲領
域の上方で装着者に取り付けられる個別製品に適用可能である。従って、本発明の好まし
い実施形態の下記の実施例は、本発明の範囲を限定すると解釈すべきではない。
【０１４１】
　本発明の１つの好ましい実施形態は、図２に示されているおむつ２０の形での吸収性製
品である。おむつ２０は、第１ウエスト領域３６、第２ウエスト領域３８および第１ウエ
スト領域３６と第２ウエスト領域３８との間に置かれた股領域３７を有する。おむつ２０
は、トップシート２４、バックシート２６およびトップシート２４とバックシート２６と
の間に配置された吸収性コア２８を含む。トップシート２４は、コア２８の体側表面４７
に隣接する第１ウエスト領域３６の少なくとも１部分に配置されている。おむつ２０はさ
らにまた、トップシート２４と接合されていて股領域３７の少なくとも１部分および第２
ウエスト領域３８の少なくとも１部分を通ってトップシート２４から長手方向に伸長して
いる受け入れ要素１５０を含んでいる。受け入れ要素１５０は、バージニア州ノーフォー
クに所在のＤｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ Ｄｉｓｔ．からＴｕｂ Ｔｏｙ Ｂａｇとして入手可能
な織布ネット製品を含む。
【０１４２】
　おむつ２０は、好ましくはさらに受け入れ要素１５０とバックシート２６との間に置か
れた貯蔵要素１５２を含んでいる。貯蔵要素１５２は股領域３７の少なくとも１部分およ
び第２ウエスト領域の少なくとも１部分に置かれる。この実施形態では、貯蔵要素１５２
は粒子１７２を備えるマクロ粒子構造１７０を含んでいる。詳細には、マクロ粒子構造１
７０は、米国特許第５，２６０，３４５号に記載されているように１平方メートル当たり
４５ｇの坪量を有するフォーム吸収性材料の約０．３５ｇのストリップと混合された約２
ｇのスクラバー粒子を含む。（スクラバー粒子は、スクラビングパッド（例、イリノイ州
アーコラに所在のＬｉｂｍａｎ ＣｏｍｐａｎｙからＬｉｇｈｔ Ｄｕｔｙ Ｓｃｒｕｂｂ
ｅｒｓ ＃０００６５として入手可能）の研磨性不織布ハイロフト側を約８ｍｍ×約７ｍ
ｍ×約５ｍｍの粒子に切り刻むことによって製造することができる。）ストリップは長さ
約１９ｍｍ、幅６．４ｍｍ、および厚さ２ｍｍの寸法を有する。
【０１４３】
　スクラバー粒子は、１平方メートル当たり１２６ｇの坪量を有する厚さ約０．８ｍｍの
「湿潤するまでは薄い」フォーム吸収性材料の製品（参照してここに組み込まれる米国特
許第５，３８７，２０７号に記載されている）の長手方向軸に沿って配置された２．５イ
ンチ×６．４インチ（１６平方インチ）に渡って分布させられる。スクラバー粒子は、吸
収性フォームストリップと相当均質に混合させられ、「湿潤するまでは薄い」フォーム吸
収性材料の層によって取り囲まれた領域内へ自由に移動させられる。粒子およびストリッ
プは、好ましくは織布ネット製品トップシートもしくは他のいずれかの層には結合させら
れない。ＦＭＡは、好ましくは上記のいずれかの手段によって貯蔵層の粒子状要素と結び
付けられている。受け入れ要素１５０は、「湿潤するまでは薄い」フォーム吸収性材料の
層の周囲の外側で下に置かれている層に結合させられる。
【０１４４】
　本発明の別の好ましい実施形態は、図１１に示されているおむつ２００の形状である吸
収性製品である。この実施形態のトップシートの装着者に面する表面は上記の表ＶＩＩＩ
に参照されているローション組成物（５７％ワセリン、４２％ステアリルアルコール、１
％アロエエキス）を備える。ローション１８６は、ここでローション含有トップシートに
関して参照され、さらに参照してここに組み込まれる米国特許第５，６４３，５８８号の
実施例５と結び付けて記載されるようにトップシート２４に適用することができる。
【０１４５】
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　図１１および１２に示されているように、おむつ２００はさらにまた担体１８０に適用
されるＦＭＡのような表ＶＩおよびＶＩＩＩと結び付けて上記で説明された有効量（約３
．５ｇ）のアルギン酸、アンモニウム－カルシウム塩組成物１９０（ミズーリ州セントル
イスに所在のＳｉｇｍａ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．から入手可能なＳｉｇｍａ Ａ－７２
５３）を含んでいる。担体１８０は、例えばポリプロピレンから作られる任意の熱可塑性
基材１８４へ結合させることのできる装着者に面する繊維ループ材料１８２を備えている
。この性質の材料は、本明細書の一部をなす米国特許出願（Ｐ＆Ｇ事件ＣＭ１６４２ＦＱ
）に対応する、１９９７年１１月１４日に出願された「糞便管理部材を有する使い捨て吸
収性製品（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｈａｖｉｎｇ Ｆ
ｅｃａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｍｅｍｂｅｒ）」と題するＰＣＴ特許出願第ＵＳ９７／
２０８４０号の中に記載されている。アルギン酸、アンモニウム－カルシウム塩組成物１
９０は、水素結合によってループ材料１８２に放出可能に付着させられている。
【０１４６】
　さらにまた別の実施形態では、アルギン酸、アンモニウムカルシウム塩は密封されたエ
ンベロープ内に被包されており、それの身体に面する側の少なくとも１部分は可溶性フィ
ルム（例、上記のＭＯＮＯＳＯＬ７０３１）を備える。アルギン酸塩を含有するエンベロ
ープは上記のおむつ実施例のトップシート表面上に付着させられても、または十分なサイ
ズ（例、最長寸法が少なくとも約１ｍｍ）の開口部を備えるトップシート２４の１部分の
下に配置されてもよい。水（例えば、排尿からの）もしくは排泄物の他の成分がエンベロ
ープの可溶性領域の少なくとも１部分を溶解させ、アルギン酸をトップシート２４の装着
者に面する側へ、そして引続いて皮膚および／または糞便へ遊離させるであろう。あるい
はまた、アルギン酸、アンモニウム－カルシウム塩（もしくはその他のＦＭＡ組成物）／
担体構造は、その少なくとも１部分が可溶性フィルム（例、ＭＯＮＯＳＯＬ ７０３１）
を備えているバッグ内において真空下で前記弾力性要素の装着者に面する側もしくはその
近くで保持されたＦＭＡを備える圧縮弾力性要素（例、上記で参照した米国特許第５，２
６０，３４５号および第５，６２５，２２２号に記載されているマクロポーラスフォーム
もしくは高内層エマルジョンフォーム）を備える上記でより詳細に記載された反応システ
ムを含むことができる。水（例、尿中の）と接触すると、可溶性フィルムは溶解し、真空
を解放して圧縮弾力性要素が拡張してＦＭＡを皮膚および／または糞便に送達することを
可能にするであろう。
【０１４７】
　さらにまた別の実施形態では、図５に示されているように、本発明の吸収性製品はイン
サート２１、生理用ナプキン、または装着者に個別に適用されるもしくは装着者の下着、
外側カバーもしくはその他に配置されることが意図される他の吸収性製品であってよい。
従って、インサート２１は一般にパンツの形を取ることは意図されておらず、むしろ装着
者の周囲でインサート２１を適所に保持するパンツもしくはその他の構造と一緒に使用さ
れる予定である。吸収性インサート２１は中央領域１３７によって分離される１対の対向
する端領域１３５を有しており、吸収性コア２８、受け入れ要素１５０、貯蔵要素１５２
、不動化要素１５４および／または上記のようなアルギン酸、アンモニウム－カルシウム
塩／ループ担体構造を含むことのできる吸収性組立体２７を含んでいる。取り付け要素４
１は、接着剤、粘着剤、フック、スナップ、バックル、ボタン、ひも、磁石、電子器具お
よび／または吸収性製品を下着類に取り付けるための他のいずれか既知の手段を備えるこ
とができる。
【０１４８】
試験方法
粘度
　粘度は、制御応力流動計によって測定できる。適切な流動計は、型番号ＳＣ２１００と
して、デラウェア州ニューキャッスルに所在のＴ．Ａ．Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社から入
手できる。流動計はステンレススチール製平行プレート固定具を利用する。この流動計は
、第２プレートの軸が第１プレートに垂直であるように、その上にサンプルが置かれる剛
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性水平第１プレートと第１プレートの上方に取り付けられた第２プレートとを有する。第
２プレートは径が２もしくは４ｃｍである。硬い、かゆ状、もしくは高度に粘液状サンプ
ルに対しては２ｃｍ平行プレートが使用されるが、他方極めて柔らかな液状もしくは「水
様」糞便サンプルに対しては４ｃｍ平行プレートが使用される。第１および第２プレート
は、測定プロセス中は２，０００ミクロンまで間隔が空けられる。第２プレートは軸回転
するために駆動軸に接続されている。駆動軸には、駆動モーターおよび歪みセンサーもま
た取り付けられている。
【０１４９】
　試験される類似体の適切なサンプル（典型的には２～３ｇ）は第１プレート上の中央に
置かれ、さらに概して第２プレートの軸の下の中央に置かれる。試験前に、未消化食物材
料（例、種子類）の大きな部分は取り除かれる。第１プレートが所定位置へ上昇させられ
る。第２プレートの径を越えて外れている過剰量のサンプルは、スパチュラを用いて取り
除かれる。その後測定プロセス中の水分消失を原因とするエッジ効果を防止するために、
サンプルの縁の周囲に水が噴霧される。かゆ状および硬いサンプルに対しては流動計によ
って５０～５０，０００ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２のプログラミングされた剪断応力がサンプル
へ適用される。柔らかな液状および水様サンプルに対しては、その代わりに５～５，００
０ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２の範囲内の剪断応力が使用された。データは指数法則関数へ適合さ
せられるが、このとき見かけの粘度＝ｋｊ（ｎ－１）であり、ｋ＝粘稠度（単位：ｃＰ×
ｓｅｃ（ｎ－１））、ｊ＝剪断速度（単位：ｌ／秒）、およびｎ＝剪断指数（無次元）で
ある。このため、ｊ＝１ｌ／秒であるとき、粘度＝ｋである。（プレートは試験を通して
３５℃で維持される。）
【０１５０】
硬さ試験法
　硬さは、Ｓｔｅｖｅｎｓ－Ｆａｒｎｅｌｌ ＱＴＳ－２５ Ｔｅｘｔｕｒｅ Ａｎａｌｙ
ｚｅｒ（テクスチャー分析計）、７１１３－５ｋｇ型および４８６プロセッサー以上を有
するＩｎｔｅｌを搭載したマシン上で関連ソフトウエアを使用して測定される。１／２イ
ンチのステンレススチール製球形プローブおよび類似体容器が用意される。適切なプロー
ブは、英国ハットフィールドに所在のＬｅｏｎａｒｄ Ｆａｒｎｅｌｌ Ｃｏ．から入手で
きるＴＡ１８プローブである。類似体容器は、７ｍｍ線形低密度ポリエチレン製シンチレ
ーション用バイアル（０．５５インチ±０．００５インチの内径を有する）を長さ約１６
ｍｍへカットすることによって作製することができる。適切なバイアルは、＃５８５０３
－７としてニュージャージー州バインランドに所在のＫｉｍｂｌｅ Ｇｌａｓｓ Ｃｏｍｐ
ａｎｙから入手できる。類似体容器には、試験される類似体（下記で説明されるような類
似体ＡもしくはＢ）または糞便が上縁（レベル）まで充填される。変性剤を評価する場合
、サンプルは下記で説明されるサンプル調製方法によって調製される。バイアルは１／２
インチ球形ステンレススチール製プローブの下の中央に置かれる。プローブは、バイアル
内の類似体の表面にちょうど接触するように下げられる。プローブ１６２は、１分当たり
約１００ｍｍの速度で７ｍｍ下方へ動かされ、そこで停止させられる。（部屋および類似
体の温度は、測定経過中は華氏約６５～７５度でなければならない。）参考のために、硬
さは、材料の粘性率と弾性率の組み合わせである材料の複素弾性率に強度に関連している
ことが発見されている。
【０１５１】
類似体Ａの製造方法
　１．５ｇのＵｌｔｒａ Ｄａｗｎ食器用洗剤（オハイオ州シンシナティに所在のＰｒｏ
ｃｔｅｒ ＆ Ｇａｍｂｌｅ Ｃｏ．から入手可能）が空の金属製ミキシングボウルに添加
される。Ｄａｗｎを含有するボウルに各１０ｇずつのＦｅｃｌｏｎｅ ＦＰＳ－２および
Ｆｅｃｌｏｎｅ ＦＰＳ－４が添加される。（どちらのＦｅｃｌｏｎｅ材料もペンシルバ
ニア州バレーフォージに所在のＳｉｌｉｃｌｏｎｅ Ｓｔｕｄｉｏｓから入手可能である
。）その後２００°Ｆに加熱された２００ｍｌの蒸留水がミキシングボウルに添加される
。結果として生じた混合物は、その後均質となるまでゴム製もしくはプラスチック製スパ
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チュラを使用して、混合物内に気泡が入るのを避けるために手で注意深く攪拌される（通
常は約３～５分間）。適正に調製された場合、類似体Ａは上記の硬さ試験法によって測定
したときに約７～１０ｇの硬さを有する。
【０１５２】
類似体Ｂの製造方法
　各５ｇずつのＦＥＣＬＯＮＥ ＢＦＰＳ－４、ＦＥＣＬＯＮＥ ＢＦＰＳ－６、およびＦ
ＥＣＬＯＮＥ ＢＦＰＳ－７が空の金属製ミキシングボウルに添加される。（ＦＥＣＬＯ
ＮＥ材料はペンシルバニア州バレーフォージに所在のＳｉｌｉｃｌｏｎｅ Ｓｔｕｄｉｏ
ｓから入手可能である。）その後０．６７ｇのＣａｒｂｏｐｏｌ ９４１（オハイオ州ブ
レックスビルに所在のＢ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ Ｃｏｒｐ．から入手可能である）がボ
ウル内に添加され、これら４種の成分はその後、水中に混合すると粉末材料の適正な分散
を保証するために均質に混合されるまでゴム製もしくはプラスチック製スパチュラを使用
して攪拌される。次に２００°Ｆに加熱された６０ｍｌの水がミキシングボウルに添加さ
れる。結果として生じた混合物はその後均質になるまでゴム製もしくはプラスチック製ス
パチュラを使用して手で混合され、混合物内に気泡が入るのを避けるために注意深く攪拌
される（通常は約３～５分間）。適正に調製された場合、類似体Ｂは上記の硬さ試験法に
よって測定したときに約６００～６５０ｇの硬さを有する。
【０１５３】
Ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂの製造方法
　下記の排泄物汚染試験法において使用される類似体Ｂのｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇバージ
ョンは、上記の類似体Ｂに関連して記載されているように水が添加される前に、ノースカ
ロライナ州ハイポイントに所在のＣｉｂａ Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ Ｃ
ｏｒｐ．から入手可能なＢｒｉｇｈｔｅｒｎｅｒ ４９ － Ｔｉｎｏｐａｌ ＣＢＳ－Ｘで
ある０．４０ｇのｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ剤が添加され、乾燥ＦｅＣｌｏｎｅ混合物およ
びＣａｒｂｏｐｏｌ ９４１と一緒に混合されること以外は上記の類似体Ｂについて記載
された方法に従って製造される。
【０１５４】
類似体Ｃの製造方法
　類似体Ｃは、オハイオ州ブレックスビルに所在のＢ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈ Ｃｏｒｐ
．から入手可能である１０ｇのＣａｒｂｏｐｏｌ ９４１または等価のアクリル系ポリマ
ーを９００ｍｌの蒸留水中で混合することによって製造される糞便類似体である。Ｃａｒ
ｐｏｂｏｌ ９４１および蒸留水は、個別に計量され、測定される。蒸留水を攪拌するた
めには、２インチ径のパドルを有する３枚刃の船用プロペラ（オハイオ州シンシナティに
所在のＶＷＲ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏｒｐ．から、製品番号＃Ｂ
Ｒ４５５３－６４として入手可能、３／８”攪拌軸ＢＲ４５５３－５２に取り付けられて
いる）が使用される。プロペラの回転速度は、混合中は４５０ｒｐｍで一定でなければな
らない。ミキサーは跳ねを上げずに渦を形成しなければならない。Ｃａｒｂｏｐｏｌは、
渦の中に引き込まれて白色の塊、もしくは「フィッシュアイ（白点）」を形成せずに混合
されるように、水中にゆっくりとふるいにかけて添加されなければならない。この混合物
は、Ｃａｒｂｏｐｏｌ全部が添加されるまで、およびその後２分間に渡って攪拌されなけ
ればならない。混合物を含有しているボウルの側面は擦り落とされなければならず、ボウ
ルは均質な混合物を達成するための必要に応じて回転させられなければならない。（混合
物は気泡によって僅かにぼやけて見えるであろう。）ニュージャージー州フィリップスバ
ーグに所在のＪ．Ｔ．Ｂａｋｅｒ Ｃｏ．から入手可能な１．０Ｎ容積のＮａＯＨ液がそ
の後混合物内にゆっくりと量り入れられ、混合物は均質になるまで攪拌される。混合物は
濃くかつ透明にならなければならない。混合物はアルカリ液の添加後２分間は攪拌されな
ければならない。中和化された混合液は少なくとも１２時間に渡って平衡するに任され、
圧力下受け入れ量（Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）試験のために
その後９６時間以内に使用されなければならない。Ｃａｒｂｏｐｏｌ混合物が使用される
前には、混合物が均質であることを保証するために容器内で約１分間低速（約５０ｒｐｍ
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）で攪拌されなければならない。
【０１５５】
　類似体Ｃは、正確に調製された場合は、５５と６５ｇの間の「硬さ」値を有する。硬さ
は、Ｓｔｅｖｅｎｓ－Ｆａｒｎｅｌｌ ＱＴＳ－２５ Ｔｅｘｔｕｒｅ Ａｎａｌｙｚｅｒ
（テクスチャー分析計）、７１１３－５ｋｇ型および４８６プロセッサー以上を有するＩ
ｎｔｅｌを搭載したマシン上の関連ソフトウエアを使用して測定される。１／２インチの
ステンレススチール製球形プローブおよび類似体容器が用意される。適切なプローブは英
国ハットフィールドに所在のＬｅｏｎａｒｄ Ｆａｒｎｅｌｌ Ｃｏ．から入手できるＴＡ
１８プローブである。類似体容器は、７ｍｍ線形低密度ポリエチレン製シンチレーション
用バイアル（０．５５インチ±０．００５インチの内径を有する）を長さ約１５ｍｍへカ
ットすることによって作製することができる。適切なバイアルは、＃５８５０３－７とし
てニュージャージー州バインランドに所在のＫｉｍｂｌｅ Ｇｌａｓｓ Ｃｏｍｐａｎｙか
ら入手できる。類似体容器には、試験される類似体が上縁から２ｍｍ以内まで充填される
。バイアルは１／２インチ球形ステンレススチール製プローブの下の中央に置かれる。プ
ローブは、バイアル内の類似体の表面から約１ｍｍの距離まで下げられる。プローブ１６
２は、１分当たり約１００ｍｍの速度で７ｍｍ下方へ動かされ、そこで停止させられる。
硬さは、７ｍｍのストロークでプローブが経験した最高記録抵抗力である。（部屋および
類似体の温度は、測定経過中は華氏約６５～７５度でなければならない。）
【０１５６】
サンプル調製方法
　２５０ｍＬのＰｒｅｃｌｅａｎｅｄ ＶＷＲｂｒａｎｄ ＴｒａｃｅＣｌｅａｎ Ｊａｒ
（ＶＷＲ＃１５９００－１９６）が秤上に置かれ、風袋が計量される。望ましい量の化学
薬品がカップ内に量り入れられ、その正確な重量が記録される。化学重量が記録された後
に、再び秤の風袋が計量される。望ましい量の糞便もしくは糞便類似体が化学薬品を含有
するカップ内に量り入れられる。糞便もしくは糞便類似体の正確な量が記録され、化学薬
品および糞便もしくは糞便類似体が均質となるまでＳｔａｎｄａｒｄ Ａｙｒｅ Ｃｅｒｖ
ｉ－Ｓｃｒａｐｅｒ（ＶＷＲ＃１５６２０－００９）のスパチュラ端を使用して力強く攪
拌される（総攪拌時間は一般に約２分間である）。本方法のために、攪拌プロセスの開始
はｔ＝０分間と定義される。サンプルが混合された後、サンプルは望ましい反応時間の残
りの時間放置される。ここで提示されるデータについては、この反応時間はｔ＝攪拌プロ
セスの開始から経過した３分間と設定される。サンプルにはその後、Ｓｔａｎｄａｒｄ 
Ａｙｒｅ Ｃｅｒｖｉ－Ｓｃｒａｐｅｒのスパチュラ端を用いて上記の硬さ試験法で記載
された１６ｍｍ容器内に負荷され、硬さ試験が実行される（上記のように、ｔ＝攪拌プロ
セスの開始から経過した３分間で開始する）。
【０１５７】
圧力下受け入れ量（Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）試験
　圧力下受け入れ量（Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）は、図９に
示されている装置１３９を使用する下記の試験によって測定される。厚さ約９．５ｍｍの
ステンレススチール製プレート１４２上に取り付けられた中空プレキシガラス製シリンダ
ー１４０が用意される。プレート１４２は、約１０．１６ｃｍ×１０．１６ｃｍ（約４イ
ンチ×４インチ）の正方形である。シリンダー１４０とプレートの組み合わせは、７．６
ｃｍ（約３．０インチ）の高さ、５．０８ｃｍの内径（約２．００インチ）および６．３
ｃｍ（約２．４８インチ）の外径を有する。シリンダー１４０の底部は、プレート１４２
の下方に約３．５ｍｍの距離だけ伸長している。リップ１４３は、試験液１６６が指定試
験領域の外へ漏れることを防止する。２個の６２５ｇの重り１５６もまた用意されており
、これらは各々５．０８ｃｍ（約２．０インチ）の径を有する。
【０１５８】
　円筒形の２４．６ｇプレキシガラス製重り１４４が用意される。重り１４４は５．０８
ｃｍの径（約２．０インチ）を有するので、重り１４４はシリンダー１４０内に精密許容
差で適合するが、シリンダー１４０内の穴１４１を通して自由にスライドすることができ
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る。この配列は、約１１９パスカル（Ｐａ）（１平方インチ当たり約０．０１７ポンド）
の圧力および約２０．２７平方ｃｍ（約３．１４２平方インチ）の試験面積を提供する。
望ましい場合は、重り１４４はそれをシリンダー１４０内に容易に挿入したり取り出した
りできるように取っ手１４５を有することができる。そうした場合には、取っ手１４５と
円筒形重り１４４の結合質量が２４．６ｇでなければならない。
【０１５９】
　圧力下受け入れ量特性について試験される構造のサンプル１４６が用意される。サンプ
ル１４６は、存在するおむつから切断されても、またはおむつに成形されていない材料か
ら構成されてもよい。サンプル１４６は、製品内で使用することが意図されている全構造
またはトップ層１６１を含む評価される製品の全構造を含んでいる。（上記の受け入れ要
素の項で記載されたように、個別受け入れ要素の圧力下受け入れ量性能を測定するために
は、いずれかの下にある構造もしくは層の代わりに標準貯蔵要素１４７を使用して圧力下
受け入れ量試験が実行される。ここで使用される標準貯蔵要素１４７は、図１０に示され
ているように、１５３個の規則的に間隔をあけた４．３ｍｍ径の穴１６８のパターンを有
する４平方インチ、厚さ１．６ｍｍのアルミニウムプレートを含む。これらの穴は、１平
方インチ当たり約２６個の穴があるように配列されている。）サンプル１４６は、１０．
１６ｃｍ×１０．１６ｃｍ（約４インチ×４インチ）のサイズの正方形にカットされなけ
ればならない。
【０１６０】
　サイズが４インチ×４インチの５層の高坪量吸い取り紙１４９が用意される。サンプル
１４６の上層１６１は取り除かれ、サンプル１４６の残りの成分、もしくは層（複数の成
分もしくは層がある場合）および５枚の吸い取り紙材料１４９が０．０１ｇの単位まで計
量される。従って、サンプル１４６がおむつから切り取られている場合、トップシート、
第２トップシート、収集層、吸収性コア等のようなおむつの層は計量する前に分離されな
ければならない。（一部の場合には、単一層が２種以上の永続的に接着された成分を備え
る場合がある。）そのように行うときには、サンプル１４６を破壊しないように、または
サンプル１４６のいずれかの部分の目に見える変形を故意ではなく惹起しないように注意
を払わなければならない。サンプル１４６の層は、サンプル１４６の隣接層からの分離に
役立つように冷凍されてもよい。冷凍は、マサチューセッツ州ウォルサムに所在のＰｈｉ
ｌｉｐｓ ＥＣＧ，Ｉｎｃ．によって製造されたＰＨ１００－１５循環冷却剤を使用して
遂行することができる。
【０１６１】
　サンプル１４６は、装着者に面することが意図されるサンプル１４６の側を上に向けて
吸い取り紙材料１４９からそらすように配置して吸い取り紙材料１４９の５枚の積み重ね
層の一番上で最初に構成されていたように再組立てされなければならない。吸い取り紙材
料１４９は、好ましくは１平方メートル当たり約９０ｇの坪量を有する、＃６３２－０２
５としてペンシルバニア州マウントホリースプリングスに所在のＡｈｌｓｔｒｏｍ Ｆｉ
ｌｔｒａｔｉｏｎから入手可能な濾過紙である。
【０１６２】
　サンプル１４６と吸い取り紙材料１４９との結合組立体は、プローブ１６２の下方で、
Ｓｔｅｖｅｎｓ－Ｆａｒｎｅｌｌ ＱＴＳ－２５ ７１１３－５ｋｇ型 Ｔｅｘｔｕｒｅ Ａ
ｎａｌｙｚｅｒ（英国ハットフィールドに所在のＬｅｏｎａｒｄ Ｆａｒｎｅｌｌ Ｃｏ．
から入手できる）の作業表面１６４上の中央に置かれる。適切なプローブ１６２は、英国
ハットフィールドに所在のＬｅｏｎａｒｄ Ｆａｒｎｅｌｌ Ｃｏ．から入手できる１００
ｃｍ平面円筒形アルミニウム製延長ロッド「ＱＴＳＭ３１００」である。シリンダー１４
０は、サンプル１４６上の中央に置かれる。２個の６２５ｇの重り１５６はプレート１４
２を安定化させるためにそれの対向する隅（対角線上）に配置される。約４～６ｍｍの開
口部を有するシリンジを使用して、サンプル１４６の上部のシリンダー１４０内の穴１４
１を通して約１０立方ｃｍの粘性液状排泄物類似体１６６（下記で説明される類似体Ｃ）
が小分けされる。
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【０１６３】
　適正量の糞便類似体１６６（類似体Ｃ）がシリンダー１４０内に量り入れられたら、２
４．６ｇの重り１４４が類似体の表面上に静止するまでシリンダー１４０内の穴１４０内
にゆっくりと静かに挿入され、さらに引続いて静かに時計回りに１回回転させられ、その
後反時計方向に１回回転させられるが、どちらの回転もおもりの上に下向きの力が適用さ
れないように注意しながら実行される。テクスチャーアナライザー１６０は、約１４４．
６ｇの抵抗力に達するまでプローブ１６２が円筒形重り１４４を１分間当たり１０ｍｍの
速度で押すように作動させられる。テクスチャーアナライザー１６０は、１４４．６ｇの
抵抗力に達すると下向きのストロークを停止させるように設定される。記録装置は、５ｇ
の抵抗力で作動するように設定される。（１４４．６ｇの最高抵抗力は、１平方インチ当
たり７００パスカルもしくは０．１ポンドの適用圧力に相当する。）１４４．６ｇの抵抗
力に達すると、プローブ１６２は開始位置へ引き戻される。
【０１６４】
　重り１４４はシリンダー１４０から取り外され、その後シリンダー１４０は、シリンダ
ー１４０内に残っている類似体Ｃがサンプル上に滴下しないように注意を払いながらサン
プル１４６の表面から取り除かれる。サンプル１４６の上層１６１はその後、できれば吸
い取り紙上に類似体Ｃが滴下しないように注意を払いながら、下になっている層の表面に
対して平行に上層１６１を引きずることによってサンプル１４６の下になっている層から
取り除かれる。上層１６１が下になっている層の表面に対して平行に引きずることによっ
て取り除くのが困難である一定の構造に対しては、上層１６１はサンプル１４６の下にな
っている層から引き剥がされても、または持ち上げられてもよい。サンプル１４６が単一
層しか備えていない場合は、下記で説明される標準受け入れ要素１５１がサンプル１４６
の上層１６１として利用される。その後サンプル１４６の下になっている層および吸い取
り紙材料１４９が計量される。サンプル１４６によって受け入れられる試験類似体Ｃの量
は単位面積ベースで実施される単位作業（ミリジュールで）当たりのサンプル１４６の最
上表面層を通して浸透する試験類似体Ｃによって惹起されるサンプル１４６の下になって
いる層と吸い取り紙材料１４９の結合重量における増加に等しい。単位作業を計算すると
きに使用される力対距離曲線下面積は、最高力１４４．６ｇが記録されるまで進行する総
距離に渡ってその下向きのストローク上のプローブに抵抗する力を積算することによって
計算される。単位作業は、下記の方程式を使用して計算される： 
　単位作業（ｍＪ）＝力対距離曲線下面積（ｇ／ｍｍ）（９．８１ｍ／ｓ２）／（１，０
００ｍｍ／ｍ）
【０１６５】
排泄物汚染面積および質量試験法
　排泄物汚染面積および質量は、下記の方法、図１３～２０に示されている方法で使用さ
れる一定の組立体および装置によって測定される。
【０１６６】
皮膚組立体の調製
　図１３に示されているように、皮膚組立体２０１は皮膚類似体２０３および裏紙２０５
から調製される。皮膚類似体は、テキサス州アーリントンに所在のＪｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊ
ｏｈｎｓｏｎ Ｍｅｄｉｃａｌから入手できる１０．２×１２．７ｃｍ（４×５インチ）
のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥ自己接着性透明ドレッシング材（これ以後は、ＢＩＯＣＬＵＳＩ
ＶＥフィルムと言う）である。裏紙は、黒色背景紙（オハイオ州シンシナティに所在のＪ
ｏｈｎｓｔｏｎ Ｐａｐｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙから入手できるＥｐｉｃ ＢＬＡＣＫ ＣＬＡ
ＳＳＩＣリンネル紙）から切り取られた１５．２×２０．３ｃｍ（６×８インチ）の部分
である。皮膚組立体は、ＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルムから外側包装紙および剥離紙を注
意深く取り除き、そのフィルムを裏紙上の中央に置き（各長手方向縁を平行にして）、さ
らにその後フィルムの接着剤を使用してフィルムを裏紙に付着させることによって形成さ
れる。フィルムを裏紙に付着させるときにはできる限りフィルムの皺を残さないように注
意を払わなければならない。付着させた後に裸眼で累積長さが約２ｃｍを超えるフィルム



(50) JP 2010-194342 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

の皺が見える場合は、その皮膚組立体を廃棄して、新しい皮膚組立体を調製しなければな
らない。
【０１６７】
　本発明の製品が上記で説明されたように製品から（例えばおむつのローション含有トッ
プシートから）装着者の皮膚の１部分に移動するローションもしくはその他のスキンケア
組成物を含有する場合には、皮膚組立体はｉｎ ｖｉｖｏで発生するように装着者の皮膚
へのそうした組成物の移動をシミュレートするために皮膚組立体へのローションもしくは
その他のスキンケア組成物の薄層コーティングを適用することによって修正されなければ
ならない。ローションもしくはその他のスキンケア組成物が例えばＦＭＡのような薬剤を
含む追加の組成物のための担体として機能する場合には、この追加の組成物／薬剤はそれ
が薄層コーティングが適用される前に製品内に存在するようにローションもしくはその他
のスキンケア組成物と結合されなければならない。さもなければ、直ぐ下記の段落で記載
される皮膚組立体を修正するための手順は実行される必要はなく、次のステップは皮膚組
立体へのＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体Ｂの適用となるであろう。
【０１６８】
　ローションもしくはその他のスキンケア組成物を用いて皮膚組立体２０１を修正するた
めには、皮膚組立体２０１はまず最初に０．０００１ｇの単位まで計量され、この初期重
量が記録される。皮膚組立体は、例えばテーブルのような平坦な表面上のペーパータオル
上に黒色裏紙がタオルに面するように置かれる。図１４に示されているように、上記で記
載された黒色背景紙から７．６×２０．３ｃｍ（３×８インチ）の紙区間を切断し、その
後その紙区間の中央に５×１３ｃｍ（２×５インチ）の長方形の開口部を切断することに
よって作られたテンプレート２０７が中心に配置され、皮膚組立体２０１のＢＩＯＣＬＵ
ＳＩＶＥフィルム２０３上に置かれる。ローションもしくはその他のスキンケア組成物の
薄層２０９（ローションもしくはその他のスキンケア組成物が追加の組成物／薬剤のため
の担体として機能する場合には、追加の組成物／薬剤と結合された）が、実質的にフィル
ムの全露出部分を被覆している実質的に均一なローションもしくはその他のスキンケア組
成物層を作り出せるようにテンプレート２０７における開口部を通して露出している皮膚
組立体２０１のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルム２０３の部分上に配置される。そうした薄
層は、例えば指先を用いてローションもしくはその他のスキンケア組成物のサンプルをこ
することによって、およびその後指先をＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルムの露出部分上に擦
り付けることによって配置することができる。テンプレート２０７が取り外され、ローシ
ョンもしくはその他のスキンケア組成物が適用された修正皮膚組立体が計量される。修正
皮膚組立体重量と初期重量との差は、皮膚組立体上に存在するローションもしくはその他
のスキンケア組成物の重量を表す。この量が０．００４５ｇより下である場合は、テンプ
レート２０７は上記のように再び皮膚組立体上に配置され、追加のローションもしくはそ
の他のスキンケア組成物が適用され、さらにその量が０．００４５ｇ～０．００６５ｇに
なるまで修正皮膚組立体が再計量されなければならない。その量が０．００６５ｇを超え
た場合は、その皮膚組立体は廃棄され、既定範囲内のローションもしくはその他のスキン
ケア組成物の量を有する組立体が入手されるまで上記の手順が再開されなければならない
。皮膚組立体２０１はその後、ローションが組立体から移動しない方法で、組立体をヒト
の体温にするために３８～３９℃のインキュベーター（例、イリノイ州メルローズパーク
に所在のＬａｂｅｌｉｎｅ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｉｎｃ．から入手できるＬａｂｅｌ
ｉｎｅ Ｍｏｄｅｌ １２０）で１時間貯蔵される。これはローションもしくはその他のス
キンケア組成物の粘度を低下させる可能性があり、さらにＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルム
上でさらにもう１層のローションもしくはその他のスキンケア組成物の形成を可能にする
可能性がある。下記で説明されるようなｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体の適用前に、
皮膚組立体２０１はインキュベーターから取り出される。
【０１６９】
　図１５に示されているように、Ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体２１１は、テキサス州ダ
ラスに所在のＣｕＤｅｒｍ Ｃｏｒｐ．から入手できるＲＥＰＬＩＣＡ Ｒ１２０自己接着
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性位置決めリング２１３を使用して皮膚組立体２０１の露出したＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフ
ィルム２０３（先行段落で説明された薄層２０９を含む場合がある）の１部分上に配置さ
れる。その剥離紙が取り除かれ、位置決めリング２１３は、リングの外縁がフィルムの露
出した横断縁２１５と接するように整列させて接着剤側を下に向けて皮膚組立体２０１の
露出したＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルム２０３上に配置される。木製もしくは金属製スパ
チュラを用いて、位置決めリング２１３の内部にＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂが溢れ
んばかりに充填される。過剰な類似体は、類似体のいずれかがリング内部の外側にあるフ
ィルム上に堆積しないように注意を払いながら、位置決めリング２１３の上部と類似体を
水平にするために擦り落とされる。位置決めリング２１３は、およそ径１９ｍｍおよび高
さ１．１ｍｍのＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂ ２１１の水平円柱を残して注意深く皮
膚組立体から取り出される。
【０１７０】
　本発明の製品が、いずれかのローションもしくはその他のスキンケア組成物担体とは独
立した手段を通して装着者の皮膚もしくは排泄物へ移動することのできる例えばＦＭＡの
ような薬剤を含む組成物を含有している場合は、上記のＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂ
２１１を用いて皮膚組立体２０１へそうした組成物／薬剤を添加するための直ぐ下の段落
で説明される方法が実施されなければならない。そうした独立組成物／薬剤が存在しない
場合は、直ぐ下の段落で説明される方法は実施されるべきではなく、次のステップは拭き
取り試験の遂行になるであろう。
【０１７１】
　例えばＦＭＡのような組成物を皮膚組立体２０１へ添加するためには、皮膚組立体は例
えばテーブルのような平坦な表面上のペーパータオル上に黒色裏紙がタオルに面するよう
に置かれる。上記で記載された黒色背景紙から１５．２×２０．３ｃｍ（６×８インチ）
の紙区間をカットし、その後その紙区間の中央に５×１３ｃｍ（２×５インチ）の長方形
の開口部を切断することによって作られた薬剤テンプレート２１７が中心に配置され、皮
膚組立体２０１のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルム２０３上に置かれる。図１６における要
素２１９として示されている質量０．５ｇの組成物／薬剤が、実質的にフィルムおよびｆ
ｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体の全露出部分を被覆できるように薬剤テンプレート２１７に
おける開口部を通して露出している皮膚組立体２０１のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルム２
０３の部分上、並びにＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂ２１１上に実質的に均一に分布さ
せられる。組成物／薬剤の形状に依存して、組成物／薬剤は当業者に知られている適切な
手段を使用して均一に分布させることができる。例えば、および制限なしに、粉末形の組
成物／薬剤はストレーナーを通してフィルム上に移動させることができる；液体形を有す
る組成物／薬剤はフィルム上にスプレーすることができる；および高粘度を有する組成物
／薬剤は上記のようにローションもしくはその他のスキンケア組成物と結び付けてフィル
ム上に手で擦り付けることができる。組成物／薬剤の分布後には、薬剤テンプレート２１
７は注意深く取り除かれる。
【０１７２】
　上記の方法は単一皮膚組立体の調製と結び付けて説明されているが、これらの方法は追
加の皮膚組立体を調製するために繰り返すことができる。下記で説明されるように、確実
なデータが入手されることを保証するためには同一組成物の少なくとも６つの組立体が調
製されて分析されなければならない。
【０１７３】
拭き取り試験
　上記の通りに１つもしくは複数の適切な皮膚組立体が調製されたら直ぐに、皮膚組立体
は拭き取り試験を受ける。拭き取り試験は、図１７～１９に示されているように拭き取り
スレッド（そり）２２１を利用する。スレッド２２１は、１２．７ｃｍ（５インチ）の横
断寸法Ｔを有する平坦滑走面２２３、１２．７ｃｍ（５インチ）伸長している長手方向寸
法Ｌを有するサイド縁２２５を有する。図１７に示されているように、スレッド２２１の
正面２２７は平坦滑走面２２３から上向きに湾曲しており、その湾曲は１．６ｃｍ（０．
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６２インチ）の半径を有し、スレッドのサイド縁からサイド縁へ伸びている。図１８に示
されているように、スレッド２２１の正面２２７はさらにまた１２．７ｃｍ（５インチ）
の半径を有する横断方向に伸長している陥凹部２２９を含んでいる。スレッド２２１は、
例えばテーブル面のような平坦な水平面上に置かれたときにスレッドの平坦滑走面（スレ
ッドが下記で説明される取り付け棒およびワイパーを含む場合）が実質的に均一な０．３
２４ｋＰａ（０．０４７ｐｓｉ）の下向き圧力を適用するようにアルミニウムもしくはそ
の他の適切な材料から製造することができる。当業者には認識されるであろうように、規
定均一圧力が適用されるように１つ以上のおもりをスレッド２２１に適切に追加すること
ができる。引きひも２３１が、スレッド２２１の各サイド縁２２５に取り付けられたハー
ネス２３３に取り付けられる。引きひも２３１は、スレッド２２１を１秒当たり１７ｃｍ
の実質的定速で皮膚組立体２０１の上方を直線的に引っ張る（下記で説明されるワイパー
と一緒に）ことのできるいずれかの適切な引っ張り装置２３５（例えば、引きひもを巻き
取る伝導装置）まで伸びている。
【０１７４】
　拭き取り試験はさらにまた、１パッケージのＰＡＭＰＥＲＳ ＢＡＢＹ ＦＲＥＳＨ拭き
取りティッシュー（無香、アルコール無含有、モイスチャーピロー付き；オハイオ州シン
シナティに所在のＰｒｏｃｔｅｒ ＆ Ｇａｍｂｌｅ Ｃｏｐａｍｙから入手可能）もしく
は同等の拭き取りティッシューを利用する。そうしたＰＡＭＰＥＲＳ ＢＡＢＹ ＦＲＥＳ
Ｈ拭き取りティッシューの製造方法は、その出願が参照してここに組み込まれるＧｏｒｅ
ｌｙの名前で１９９７年８月２２日に出願された「不透明薬剤を有する使い捨て前湿潤化
拭き取りティッシュー（Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ Ｐｒｅｍｏｉｓｔｅｎｅｄ Ｗｉｐｅ Ｈ
ａｖｉｎｇ Ｏｐａｃｉｔｙ Ａｇｅｎｔ）」と題する米国特許出願第０８／９１５，３４
９号の実施例の部に開示されており、下記で説明されるように変更されている。上記の特
許出願における実施例は、基質ウェブ中に約７６．４％セルロース繊維、１２．９％ポリ
エステル繊維、および１０．７％粘着性結合剤（結合剤は二酸化チタンを含有していない
）を含めることによって上記に参照したＰＡＭＰＥＲＳ ＢＡＢＹ ＦＲＥＳＨ拭き取りテ
ィッシューを製造するように変更される。ウェブは、約１８％のランドエリアを有するエ
ンボシングロールを使用して、下記で説明されるパターンを用いてエンボス加工される。
ウェブ上にスプレーされる粘着性結合剤の量は、固体の乾燥重量結合剤で約１０．７％を
有する乾燥ウェブを提供するために充分である。上記の実施例において指摘されたように
、ウェブは、約９７％の水と残り３％のその他の列挙された僅かな成分とを備える液体組
成物を用いて前湿潤化させられる。ＰＡＭＰＥＲＳ ＢＡＢＹ ＦＲＥＳＨ拭き取りティッ
シューのためのエンボス加工パターンは、同様に参照してここに組み込まれる１９９８年
１１月１０日に発行された米国意匠特許第４００，７１６号に描出されており、その拭き
取りティッシューは１６．０ｃｍ（６．３インチ）のエンボスパターンの繰り返しを有し
、ハイライト線の太さは０．０８１ｃｍ（０．０３２インチ）であり、さらに楕円は０．
２８ｃｍ（０．１１インチ）の大径および０．１４ｃｍ（０．０５５インチ）の小計を有
する。
【０１７５】
　上記の拭き取りティッシューは、およそ幅１０．８ｃｍ×長さ１７．８ｃｍ（４．２５
×７インチ）の拭き取りティッシュー区間２３７に長手方向軸に沿ってカットされる。図
１９に示されているように、拭き取りティッシュー区間２３７は、拭き取りティッシュー
区間がスレッド２２１の横断方向の中央にあり、取り付け棒２３９から伸びてスレッド後
縁２４１で終了するように横断方向に延びているプラスチック製取り付け棒２３９（固定
ネジ２４０によって所定位置に保持することができる）を用いてスレッド２２１に付着さ
せられる。
【０１７６】
　さらに図１９に示されているように、皮膚組立体２０１は、裏紙が下に面してスレッド
２２１の正面の中央にあるように、テーブル面のような平坦な水平面２４３に取り付けら
れる。その上にＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂ２１１が配置されている皮膚組立体の端
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はスレッド２２１の正面２２７に向けて方向付けられ、さらに皮膚組立体の横断縁はスレ
ッドが引っ張られる方向に対して垂直に方向付けられる。下記で説明されるようにスレッ
ドを引っ張る前に、スレッド正面２２７と類似体２１１との距離は、拭き取りティッシュ
ー区間２３７が類似体２１１２接触する前に引っ張り中に過度の水分を失わないことを保
証するために、約１５ｃｍ（５．９インチ）を超えてはならない。平坦面２４３への皮膚
組立体２０１の取り付けは、拭き取り試験中の皮膚組立体の位置ずれを防止するために十
分なものでなければならない。適切な取り付けは、テープ幅の半分が裏紙にしっかりと付
着しており、残り半分が平坦面にしっかりと付着しているように、スレッド２２１に最も
近い皮膚組立体の縁の上方で横断方向に伸びているマスキングテープを用いて行われる。
【０１７７】
　拭き取り試験は、引っ張り中にスレッド２２１の横断中心線を皮膚組立体２０１の横断
中心線と整列させて、１秒当たり１７ｃｍの実質的に定速で皮膚組立体２０１の上方でス
レッド２２１および固定された拭き取りティッシュー区間２３７を直線的に引っ張るため
に引っ張り装置２３５、引っ張りひも２３１およびハーネス２３３を使用して実施される
。スレッド２２１は、それが皮膚組立体を清浄化した後に停止させられる。拭き取り済み
皮膚組立体は適切に表示され、下記で説明される画像収集および解析方法を用いて解析さ
れる前に、約２１℃および約５３％相対湿度で８時間乾燥させられる。
【０１７８】
画像収集および解析装置
　画像収集および解析装置には、付属のＦｕｊｉ ７．５－１０５ｍｍズームビデオレン
ズＶＣＬ７１４ＢＣＥＡ型付きＳｏｎｙ ３－ＣＣＤ ＤＸＣ－９０００モデル順次走査カ
ラーカメラが含まれる。このカメラは、レンズを下に向け、コピースタンドベース上にマ
ーキングされたグリッド上で中央に配置されて、ニュージャージー州リンデンに所在のＢ
ｅｓｅｌｅｒ Ｃｏ．から入手可能なＢｅｓｅｌｅｒ ＢＥＣＳ－２１に取り付けられる。
カメラからのビデオ出力は、Ｉｎｔｅｌ ４８６演算処理装置以上を有するＩＢＭ－ＰＣ
互換性コンピューターシステムに設置されたＶＣＲ（ビデオカセットレコーダー）／ＶＣ
Ｒモニター（例、Ｐａｎａｓｏｎｉｃ ＰＶ－Ｍ２０４８ＶＣＲ／ニュージャージー州セ
コーカスに所在のＰａｎａｓｏｎｉｃ Ｃｏ．から入手可能なモニター）およびビデオイ
ンターフェース（カナダのケベック州に所在のＣＯＲＥＣＯ社から入手可能な、２ＭＢデ
ィスプレイ制御装置および画像緩衝装置、並びにＲＧＢ収集モジュールを有するＵｌｔｒ
ａ ＩＩフレームグラバー）の両方に伝送される。このコンピューターシステムには、さ
らにメリーランド州シルバースプリングスに所在のＭｅｄｉａ Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ
社から入手できるＯＰＴＩＭＡＳバージョン６．２１．１９画像解析ソフトウエア、およ
びワシントン州オリンピアに所在のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入
手できるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ＥＸＣＥＬバージョン７．０ａスプレッドシートソフトウ
エアもまたインストールされる。
【０１７９】
　画像収集および解析装置はさらにまた、紫外線（ＵＶ）照射システムも含んでいる。Ｕ
Ｖ照射システムは、ニューハンプシャー州セーレムに所在のＳｔｏｃｋｅｒ ａｎｄ Ｙａ
ｌｅ Ｉｎｃ．からの２５ｋＨｚ安定器を備えた２基の３５．６ｃｍ（１４インチ）Ｆ８
Ｔ５線形照明設備（ディフューザーを取り外して）を備えているが、これらの設備は各々
２個のＳｙｌｖａｎｉａ ８Ｗ ＢｌａｃｋｌｉｇｈｔＢｌｕｅ ＦＢＷ／ＢＬＢ電球（ピ
ーク波長３５６ｎｍ）を含有しており、フレームに取り付けられている。フレームは、コ
ピースタンドベースのグリッド上の中央に置かれた皮膚組立体がＵＶ電球に対して横断方
向および長手方向において中央に位置するようにコピースタンドベース上に配置される。
フレームは、電球をコピースタンドベースの約１０ｃｍ（４インチ）上方に配置でき、さ
らに照明設備を相互におよそ２０ｃｍ（８インチ）横断方向に離れさせるように構成され
ている。各照明設備は、各設備が光線をコピースタンドベースの中央に向かって集束させ
るようにその長軸の周囲で回転させられる（約４５度の角度で）。
【０１８０】
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カメラのピント合わせおよび明るさの校正
　それを使用してカメラの焦点およびズームを設定するベースライン画像を生じさせるた
めには、ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体を含有する乾燥皮膚組立体が使用される。皮
膚組立体は、裏紙を下に向け、作動させたＵＶ光線下で、さらに室内を暗くしてコピース
タンドグリッド上の中央に置かれる。カメラ、コンピューターおよびＴＶモニターのスイ
ッチが入れられ、明るい画像を生み出すためにカメラの絞りは最高度に開かれる。カメラ
はその後ピント合わせされ、ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ部分にピントが合うようにして皮膚
組立体のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥフィルムの最大画像をＶＣＲモニターおよびコンピュータ
ースクリーン上で見ることができるまでレンズのズームが調整される。その後皮膚組立体
が取り外される。カメラのピントおよびズームは、画像収集セッションの残りの間これら
の設定のままで維持される。
【０１８１】
　その後、ＵＶ光線が望ましい照明を生じさせることを検証するためにＵＶ校正が行われ
る。Ｈｅａｖｙ Ｄｕｔｙ Ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ Ｌｉｇｈｔ Ｍｅｔｅｒ Ｍｏｄｅｌ 
Ｎｏ．４０７３６Ａ（ＵＶＡ）（マサチューセッツ州ウォルサムに所在のＥｘｔｅｃｈ 
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社から入手可能）を使用して、ＵＶ読み取り値はコピースタンド
グリッドの中央、およびグリッド中心から各照明設備に向かって各々直接約２．５インチ
であるグリッド上の他の２ヵ所（すなわち、中心の両側上で各１つの読み取り値）で読み
取られる。読み取り値のいずれかが約０．２５ミリワット／ｃｍ２より下の場合は、ＵＶ
電球の１個以上を取り替えなければならない。
【０１８２】
皮膚組立体の画像収集
　図２０に示されているように、上記で記載された黒色背景紙から７．６×２０．３ｃｍ
（３×８インチ）の紙区間をカットし、さらにその後その紙区間の中央に３×１３ｃｍ（
１．２×５インチ）の長方形の開口部をカットすることによって作成されたＲＯＩ（関心
領域）テンプレート２４５が用意される。マークが収集された画像内に現われ、一貫した
サイズのＲＯＩを確立するために使用されるように、テンプレート上の長方形の開口部の
直接に隣接する各隅に白色マーク２４７が付けられる。解析される各皮膚組立体は、裏紙
を下に向け、ＵＶ照明システムを作動させてコピースタンドグリッド上の中央に置かれる
。図２０に示されているように、ＲＯＩテンプレート２４５は、塗抹標本が長方形開口部
の横断方向の中央に置かれ、さらに長方形開口部の横断縁２５３がＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥ
フィルムの縁２１５と整列する（すなわち、先に適用されたｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便
類似体円柱に縁が隣接する）ようにＦｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ類似体Ｂ２１１の塗抹標本２
５１の上方に置かれる。ＯＰＴＩＭＡＳを用いて、この配列の画像が収集され、コンピュ
ーターに適切に識別されたＴＩＦＦファイルとして保存される。このプロセスが解析され
る各皮膚組立体について繰り返される。
【０１８３】
全部の皮膚組立体の画像が収集かつ保存された後に、ＵＶ照明のスイッチが切られ、室内
の照明は再び通常に戻される。コピースタンドグリッドの中央にあるコピースタンド上に
定規が置かれ、画像は８ビットＴＩＦＦ ＲＧＢフォーマットで距離校正参照画像として
収集かつ保存される（全画像はこのＴＩＦＦフォーマットで保存される）。
【０１８４】
画像解析
　ＯＰＴＩＭＡＳを使用して、皮膚組立体画像に対する距離校正を展開させるために距離
校正参照画像が開かれる。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＥＸＣＥＬがその後実行され、新規のス
プレッドシートが開かれる。ＯＰＴＩＭＡＳに戻って、領域形態計測データ収集セット（
Ａｒｅａ Ｍｏｒｐｈｏｍｅｔｒｙ Ｄａｔａ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｓｅｔ）が選択され
る。このセットは、必要な場合にはｍＡｒＡｒｅａ（領域対象の方形校正単位での面積）
を除く全測定値を取り除くこと、および測定値ｍＡｒＧＶを加えること（領域境界内のピ
クセルの平均尺度の輝度）によって編集される。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ＥＸＣＥＬは、エ
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クスポートデータファイルとして選択され、［ブック１］シート１と呼ばれる新規スプレ
ッドシートにリンクされる。ＯＰＴＩＭＡＳでは、その後に望ましい皮膚組立体画像ファ
イルが開かれ、長方形開口部の各コーナーを配置するための補助具としてＲＯＩテンプレ
ート参照マークを使用して、その皮膚組立体画像に現われたＲＯＩテンプレートの長方形
開口部に対応させるために長方形ＲＯＩが引き出される。その後、蛍光類似体塗抹標本と
背景との間のコントラストを最大化する青色チャンネルが選択される。上方平均輝度閾値
は１７４に設定される。その後、領域サンプリングパラメーターは、最小境界長を２へ、
穴処理を「全穴を無視する」へ、そして境界を「周囲ピクセル中心上」へ変化させること
によって調整される。ＯＰＴＩＭＡＳソフトウエアはその後、上方平均輝度閾値を超える
平均輝度を有するｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体の領域を識別するように指示される
。距離校正は、その後距離校正参照画像に基づいた校正に変更される。ＯＰＴＩＭＡＳは
その後、皮膚組立体画像からｍＡｒＡｒｅａおよびｍＡｒＧＶ測定値を作成するように指
示され、それらは実行中のスプレッドシート［ブック１］シート１へエクスポートされる
。測定値セットスプレッドシートはその後、測定された皮膚組立体と一致させてＭｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ ＥＸＣＥＬで名前が付けられ、さらにスプレッドシートはコンピューター上
で保存される。解析される各皮膚組立体画像に対して上記のプロセスが繰り返される。
【０１８５】
計算
　拭き取り後に皮膚組立体上に残っているｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体の面積は、
単位ｃｍ２での各ｍＡｒＡｒｅａの測定値から決定される。排泄物汚染面積は、解析され
る特定皮膚組立体についての全ｍＡｒＡｒｅａ値を合計し、さらにその後同一組成物を含
む解析された皮膚組立体から入手された合計の算術平均を計算することによって計算され
る。上記のように、少なくとも６個の皮膚組立体が解析されなければならない。
【０１８６】
　拭き取り後に皮膚組立体上に残っているｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ糞便類似体の質量は、
方程式（ｍＡｒＡｒｅａ×ｍＡｒＧＶ）／２５５から計算されるが、式中ｍＡｒＧＶは各
領域によって境界が付けられたピクセルの平均輝度（すなわち、各ｍＡｒＡｒｅａに残っ
ている残留糞便類似体の蛍光の強度）であり、最小輝度値は０および最大輝度値は２５５
である。１つの領域内に残っている糞便類似体が一定以上の濃さを有する場合、２５５の
輝度値が常に測定され、残っている類似体の濃い領域の質量は実際より薄いものとして計
算されるであろう。質量単位で表される排泄物汚染質量は、解析される特定皮膚組立体に
ついての全（ｍＡｒＡｒｅａ × ｍＡｒＧＶ）／２５５値を合計し、さらにその後後同一
組成物を含む解析された皮膚組立体から入手された合計の算術平均を計算することによっ
て計算される。
【０１８７】
　下記は、計算欄を備えたＥＸＣＥＬスプレッドシートで、特定皮膚組立体を解析するス
テップから入手されたＯＰＴＩＭＡＳ測定値のサンプル表である。
【０１８８】
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【表９】

【０１８９】
　本発明の特定の非限定的実施形態および／または個別の特徴が例示かつ説明されてきた
が、当業者には本発明の精神および範囲から逸脱することなく他の様々な変更および修飾
を加えることが可能であることは明白であろう。さらに、そうした実施形態および特徴の
全ての組み合わせが可能であり、本発明の好ましい履行を生じさせ得ることは明白である
。このため、添付のクレームにおいては本発明の範囲内にある全てのそうした変更および
修飾を含むことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
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【図１】おむつの体側表面が図を見ている人に面している、基底構造を明らかにするため
に切り取られた部分を有する本発明の吸収性製品実施形態の平面図。
【図２】おむつの体側表面が図を見ている人に面している、基底構造を明らかにするため
に切り取られた部分を有する本発明の吸収性製品実施形態の平面図。
【図３】本発明の吸収性製品実施形態の線３－３に沿った断面図。
【図４】本発明の吸収性製品のまた別の実施形態の断面図。
【図５】基底構造を調べるために切り取られた部分を有する本発明の生理用ナプキン実施
形態の平面図。
【図６】本発明のまた別の実施形態の平面図。
【図７】本発明のある実施形態の拡大断面図。
【図８】おむつの体側表面が図を見ている人に面している、基底構造を明らかにするため
に切り取られた部分を有する本発明の吸収性製品実施形態の平面図。
【図９】一定構造の圧力下受け入れ量（Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ Ｕｎｄｅｒ Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅ）特性を測定するために使用できる装置の略正面図。
【図１０】図９に示されている装置の一部の平面図。
【図１１】おむつの体側表面が図を見ている人に面している、基底構造を明らかにするた
めに切り取られた部分を有する本発明の吸収性製品実施形態の平面図。
【図１２】製品の追加部分が取り除かれている、本発明の吸収性製品実施形態の１部分の
図１１の切断線１２－１２を通る断面図。
【図１３】排泄物汚染面積（Ｗａｓｔｅ Ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｉｏｎ Ａｒｅａ）および
排泄物汚染質量（Ｗａｓｔｅ Ｃｏｎｔａｍｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｓｓ）の特性を測定する
ときに使用できる組立体の平面図。
【図１４】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる組立
体および装置の平面図。
【図１５】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる組立
体および装置の平面図。
【図１６】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる組立
体および装置の平面図。
【図１７】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる装置
の平面図。
【図１８】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる装置
の側面図。
【図１９】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる組立
体および装置の斜視図。
【図２０】排泄物汚染面積および排泄物汚染質量の特性を測定するときに使用できる組立
体および装置の平面図。
【図２１】本発明の排泄物バッグ実施形態の斜視図。
【図２２】排泄物バッグを含む吸収性製品の斜視図。
【符号の説明】
【０１９１】
　２０…おむつ
　２２…シャーシ
　２４…トップシート
　２６…バックシート
　２８…吸収性コア
　３０…サイドパネル
　３２…レッグカフス
　３４…ウエスト
　３６…第１ウエスト領域
　３７…股領域
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　３８…第２ウエスト領域
　４０…留め具システム
　５０…長手方向エッジ
　５２…端部エッジ
　１００…長手方向中心線
　１１０…側方中心線

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２１】

【図２２】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月16日(2010.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ウエスト領域、第１ウエスト領域に対向する第２ウエスト領域、第１ウエスト領域
と第２ウエスト領域との間に配置された股領域を有する吸収性製品であって、さらに
　液体透過性トップシート、
　トップシートの少なくとも１部分に接合された液体不透過性バックシート、
　トップシートの少なくとも１部分とバックシートとの間に配置された吸収性コア、
　１ミリジュールのエネルギー入力当たり１インチの排泄物管理要素当たり約０．０５を
超える粘性液状排泄物の圧力下受け入れ量を有する排泄物管理要素、および
　有効濃度の糞便変性剤
を備える吸収製品。
【請求項２】
　装着者の衣類内に配置されるインサートであって、
　第１端領域、
　前記第１端領域に対向する第２端領域、
　前記第１端領域と前記第２端領域とを分離する中央領域、および
　有効量の糞便変性剤
を備えるインサート。
【請求項３】
　糞便変性剤が粘度低下剤である請求項２に記載のインサート。
【請求項４】
　糞便変性剤が糞便水遊離剤である請求項２に記載のインサート。
【請求項５】
　糞便変性剤が粘度増加剤を含む請求項２に記載のインサート。
【請求項６】
　さらにインサートの１つの要素に接合されている、もしくはそれから伸長している少な
くとも１つの三次元構造を含み、その三次元構造が糞便変性剤を備えており、このときそ
の三次元構造が薬剤と糞便との接触を促進する請求項２に記載のインサート。
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