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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透水性弾性体から成る母材が複数の部分塊に区分され、前記部分塊よりも断面積の小さい
前記母材からなる連結部を介して、前記複数の部分塊が相互に連なっており、前記母材の
形状を前記創傷の深さ、表面積の広さ、又は形状に合うように調整するために、前記母材
に張力を加えて破断するべき対象の前記連結部を切断することにより、前記母材から部分
魂を切り離し、前記母材の形状が前記創傷の固有の形状に整形されることを特徴とする陰
圧治療用装填材。
【請求項２】
前記連結部は、前記部分魂が互いに相対する面の略中央部を含む状態で配置され、前記部
分魂と前記連結部の断面積の比が１／１０～１／５０又は前記連結部の肉厚が１．５～０
．３ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載の陰圧治療用装填材。
【請求項３】
前記複数の部分塊は、互いに直交する前記母材の厚み方向、幅方向、及び長手方向に配列
されていることを特徴とする請求項１または２に記載の陰圧治療用装填材。
【請求項４】
前記部分塊にホースの端部を没入させる嵌入孔を形成したことを特徴とする請求項１乃至
３の何れかに記載の陰圧治療用装填材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 5761966 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

【０００１】
 本発明は、創傷に陰圧を付与する陰圧治療において、創傷を密封する被覆フィルムの内
側に装填される陰圧治療用装填材に関する。
【背景技術】
【０００２】
 従来、創傷の陰圧治療は、創傷を被覆フィルムで密封し、その内側を陰圧に保ちながら
創傷に薬剤、又は洗浄液を供給することにより行われている。また、創傷に薬剤、又は洗
浄液を導くための透水性材料が被覆フィルムの内側に装填される。これらの例が下記の特
許文献に開示されている。ここに述べた陰圧治療には、薬剤、又は洗浄液を創傷に供給す
る一方で、これを被覆フィルムの内側から吸引する方法と、薬剤等を用いることなく創傷
の滲出液等を吸引するだけの方法が含まれる。
【０００３】
しかしながら、創傷の全域に透水性材料を一様に馴染ませるには、透水性材料が創傷の形
状に倣うように、鋏等の刃物を使用して透水性材料を整形しなければならない。この場合
、作業者が鋏等の刃物を何度も透水性材料に切り込ませると、透水性材料が細切れになり
屑の発生する原因となる。また、創傷の大きさに合わせて透水性材料を裁断するときも刃
物の使用が不可欠である。このため、医療の現場で透水性材料を所望の形状、又は大きさ
に仕上げるのに手間を強いられる。また、人手で透水性材料を引っ張る等して、透水性材
料を無理に裂くと、その切り口が粗雑になり、創傷に浸入する恐れのある屑が発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５１７６９０号公報
【特許文献２】特表２００６－５２８０３８号公報
【特許文献３】特表２００９－５２５０８７号公報
【特許文献４】特表２００９－５０６８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
 本発明は、上記の実情に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、刃物を
用いることなく容易に整形、又は裁断できる陰圧治療用装填材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　 本発明は、透水性弾性体から成る母材が複数の部分塊に区分され、前記部分塊よりも
断面積の小さい前記母材からなる連結部を介して、前記複数の部分塊が相互に連なってお
り、前記母材の形状を前記創傷の深さ、表面積の広さ、又は形状に合うように調整するた
めに、前記母材に張力を加えて破断するべき対象の前記連結部を切断することにより、前
記母材から部分魂を切り離し、前記母材の形状が前記創傷の固有の形状に整形されること
を特徴とする。
【０００７】
また、本発明は、前記連結部は、前期部分魂が互いに相対する面の略中央部を含む状態で
配置され、前記部分魂と前記連結部の断面積の比が１／１０～１／５０又は前記連結部の
肉厚が１．５～０．３ｍｍであることを特徴とする。
【０００８】
また、本発明は、前記複数の部分塊は、互いに直交する前記母材の厚み方向、幅方向、及
び長手方向に配列されていることを特徴とする。
【０００９】
また、本発明は、前記部分塊にホースの端部を没入させる嵌入孔を形成したことを特徴と
する。
【発明の効果】
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【００１０】
 本発明に係る陰圧治療用装填材は、透水性弾性体から成る母材に張力が加えられると、
その応力が部分塊よりも断面積の小さな連結部に集中するので、連結部を直ちに切断する
ことができる。当該陰圧治療用装填材の整形、又は裁断を行うとき、総ての連結部の中か
ら破断するべき対象の連結部を選択し、この連結部で連結された隣合う部分塊を人手によ
り互いに引き離すだけで、母材を容易に切り分けることができる。このため、本発明によ
れば、医療の現場で鋏等の刃物を準備する手間を省略し、透水性弾性体の母材を創傷の固
有の形状に適合するよう整形し、又は適正な寸法に裁断する作業を迅速に行うことができ
る。
【００１１】
 上記の応力は、連結部が切断された直後に残留し、連結部の切り口を収縮させる力とし
て作用するので、連結部が断片化するのを抑止し、透水性弾性体の屑が飛散するのを予防
することができる。また、上記のように切断された連結部以外の連結部によって母材の連
結が保たれる。このため、本発明に係る陰圧治療用装填材は、創傷に装着される前に不用
意に分散するようなことがなく、或いは個々の部分塊が母材から脱落しないという利点が
ある。
【００１２】
 更に、複数の部分塊の配列される方向が母材の厚み方向、幅方向、及び長手方向である
場合、本発明に係る陰圧治療用装填材によれば、創傷の形状、表面積の広さ、又は深さに
合うように、母材の厚み方向、幅方向、及び長手方向の寸法をそれぞれ自在に調整するこ
とができる。
【００１３】
 更に、本発明に係る陰圧治療用装填材は、透水性弾性体の母材に形成された切欠を境に
複数の部分塊が互いに隣接しているので、母材を整形、又は裁断する作業者は、切欠を目
印にして母材を切り分ける箇所を認識できるので、母材の仕上がりを予測するのが容易で
ある。更に、連結部が糸状である場合、連結部に上記の応力を顕著に集中させられるので
、連結部の切断は一層容易なものとなる。
【００１４】
 更に、本発明に係る陰圧治療用装填材は、例えば被覆シートを貫くホースによって創傷
から薬剤等が吸引される場合、ホースを不要に曲げる等することなく、被覆シートの内側
にホースを収めることができる。また、ホースを被覆シートの内側に収めるための余地を
確保するのに、部分塊に切欠を形成するような余計な手間を省くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材を整形した例を示す斜視図。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材の要部を示す断面図。
【図３】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材の要部の側面図、（ｂ
）はそれを切り分ける工程を示す側面図。
【図４】（ａ），（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材に適用できる
部分塊の変形例の斜視図、（ｃ）は母材から切り分けられた単一の部分塊の斜視図。
【図５】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材を装填する工程を示す
断面図、（ｂ）はその使用例を示す断面図。
【図６】（ａ）は本発明の第２の実施形態に係る陰圧治療用装填材の要部を示す斜視図、
（ｂ）はそれを湾曲させた形態を示す斜視図。
【図７】（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る陰圧治療用装填材の要部を示す斜視図、
（ｂ）はその変形例を示す斜視図。
【図８】（ａ）は本発明の第４の実施形態に係る陰圧治療用装填材の使用例を示す断面図
、（ｂ），（ｃ）はその部分塊の変形例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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図１，２に示すように、本発明の第１の実施形態に係る陰圧治療用装填材１は、透水性弾
性体から成る母材３が複数の部分塊５に区分され、個々の部分塊５よりも断面積の小さい
連結部７を介して、複数の部分塊５が相互に連なるものである。例えばポリウレタンフォ
ーム、ポリエステル系ウレタンフォーム、又はポリエーテル系ウレタンフォームのように
、連続気孔を有する発泡樹脂（スポンジ）を透水性弾性体として適用するのが好ましい。
上記の断面積の比率は、部分塊５に対して連結部７が１／１０～１／５０であることが好
ましい。連結部７の肉厚は１．５～０．３ｍｍであることが好ましい。
【００１７】
図２は、連結部７を表すために隣合う部分塊５の間を空隙としているが、図１に示すよう
に隣合う部分塊５は密接していても良い。個々の部分塊５は、その厚み方向、幅方向、及
び長手方向の一辺の長さをそれぞれ約１～４ｃｍとした立方体である。部分塊５の一辺の
長さは４ｃｍを超えても良く１ｃｍ未満であっても良い。部分塊５の形状、及び個数が限
定されることはなく、個々の部分塊５が、多面体、球体、又は図４（ａ），（ｂ）に示す
ような錐体であっても良い。また、総ての部分塊５のそれぞれの形状、又は寸法が互いに
同じである必要はない。
【００１８】
 次に、陰圧治療用装填材１を使用する手順について説明する。作業者は総ての連結部７
の中から破断するべき対象の連結部を選択する。例えば、図３（ａ）にドットを付した３
つの部分塊５を切り分けるには、これらの部分塊５を作業者が把持し、三者が互いに離れ
るような力を母材３に加える。これにより母材３に発生する応力は、切断する対象となる
連結部７に集中し、これらの連結部７が図３（ｂ）に示すように伸長する。そして、連結
部７が伸長できる限度を超えると直ちに破断するので、この時点で母材３が切り分けられ
る。図４（ｃ）は、母材３から切り離された部分塊５の連結部７の切り口９を表している
。
【００１９】
 以上に述べた要領で、作業者は、陰圧治療用装填材１を創傷の固有の形状に適合するよ
う容易に整形することができ、或いは適正な寸法に裁断することができる。また、作業者
は、母材３を切り分けるのに刃物を使用しなくて済むので、医療の現場における手間が大
幅に軽減されることになる。上記の応力は、連結部７の破断した直後に残留し、連結部７
の切り口９を収縮させる力として作用するので、連結部７が断片化するのを抑止し、透水
性弾性体の屑が飛散するのを予防することができる。
【００２０】
図５（ａ）は創傷１１に倣う形状に整形された陰圧治療用装填材１が装填される工程を表
している。図５（ｂ）は被覆シート１３の内側に装填された陰圧治療用装填材１が大気圧
で圧縮され創傷１１に密接した例を示している。被覆シート１３の内側に陰圧を導くホー
スは同図で省略されている。上記のように切断された連結部以外の連結部７によって図５
（ａ）に示した陰圧治療用装填材１の母材３の連結が保たれる。このため、創傷１１に装
着される前に陰圧治療用装填材１が不用意に分散するようなことはなく、或いは個々の部
分塊５が母材３から脱落しないという利点がある。
【００２１】
 更に、複数の部分塊５の配列されている方向は、図１に示すように母材３の厚み方向、
幅方向、及び長手方向の三方向に一致するので、創傷１１の深さ、表面積の広さ、又は形
状に合うように、作業者は母材３の三方向の寸法をそれぞれ自在に調整することができる
。例えば、創傷１１が比較的浅いときは、母材３の厚み方向に並ぶ部分塊５の個数が少な
くなるように母材３から幾つかの部分塊５を切り離し、創傷１１が深いほど母材３の厚み
方向に並ぶ部分塊５を母材３から切り離す個数を少なくすれば良い。
【００２２】
図６（ａ）に示すように、本発明の第２の実施形態に係る陰圧治療用装填材１５は、棒状
の母材３に複数の切欠１７が形成され、複数の部分塊５が互いに切欠１７を境に隣接する
ものである。複数の切欠１７は、母材３の長手方向に等間隔で並び、これらが母材３に切
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り込む向きは、母材３の長手方向に切欠１７の並ぶ順で交互に反対向きである。
【００２３】
 陰圧治療用装填材１５を整形、又は裁断する作業者は、切欠１７を目印にして母材３を
切り分けるべき箇所を認識できるので、母材３を切り分けた後のその仕上がりを容易に予
測することができる。符号１０は連結部７の切り口を指している。図６（ｂ）に示すよう
に、陰圧治療用装填材１５を湾曲させた形態で被覆シートの内側に装填することができる
。このとき、複数の切欠１７のうち母材３の湾曲する内側の切欠１７が閉じ、母材３の湾
曲する外側の切欠１７が開くように、陰圧治療用装填材１５が変形するので、陰圧治療用
装填材１５の母材３に不要な力を加えることなく、陰圧治療用装填材１５を滑らかな円弧
状に湾曲させることができる。
【００２４】
 複数の切欠１７の個数、又はそれらの間隔は何ら限定されるものではなく、総ての切欠
１７が母材３に切り込む向きを一方に揃えてもよい。この他の陰圧治療用装填材１５の構
成、及び陰圧治療用装填材１５による効果は陰圧治療用装填材１と同様である。
【００２５】
図７（ａ）に示すように、本発明の第３の実施形態に係る陰圧治療用装填材１９は、連結
部７を糸状としたものである。図７（ｂ）に示すように、複数の部分塊５にナイロン等の
合成樹脂製の糸２０を貫通させ、複数の部分塊５を糸２０によって連結するようにしても
良い。互いに交差する複数条の糸２０によって複数の部分塊５を連結しても良い。陰圧治
療用装填材１９によれば、上記の応力を連結部７に顕著に集中させることができるので、
連結部７、又は糸２０の切断が一層容易なものとなる。この他の陰圧治療用装填材１９の
構成、及び陰圧治療用装填材１９による効果は陰圧治療用装填材１と同様である。
【００２６】
図８（ａ）に示すように、本発明の第４の実施形態に係る陰圧治療用装填材２１は、部分
塊５にホース２３の端部を没入させる嵌入孔２５を形成したものである。ホース２３は、
創傷１１に薬剤等を供給する経路、創傷１１から薬剤等を吸引する経路、又は被覆シート
１３の内側を圧力センサに接続する経路を担うものである。図８（ｂ），（ｃ）に示すよ
うに、嵌入孔２５は十字形、星形に切り込んだスリットでも良く、ホース２３よりも直径
の小さなピンホールであっても良い。また、嵌入孔２５は部分塊５を貫通していても良い
が、嵌入孔２５の奥端２７が部分塊５の内方に位置するようにしても良い。
【００２７】
 陰圧治療用装填材２１によれば、被覆シート１３を貫いたホース２３を不要に曲げる等
することなく、ホース２３の端部を被覆シート１３の内側に収めることができる。また、
ホース２３の端部を被覆シート１３の内側に収めるための余地を確保するのに、部分塊５
に切欠を形成するような余計な手間を省くことができる。この他の陰圧治療用装填材２１
の構成、及び陰圧治療用装填材２１による効果は陰圧治療用装填材１と同様である。
【００２８】
 尚、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づいて種々なる改良、修
正、又は変形を加えた態様でも実施することができる。図５（ａ），図８（ａ）は一つの
陰圧治療用装填材１，２１を一箇所の創傷１１に装着する例を示しているが、個別の母材
３に由来する複数の陰圧治療用装填材１，１５，１９，２１を組み合わせ、これらを一つ
の創傷１１に装着しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
 本発明に係る陰圧治療用装填材は、創傷の滲出液を吸引し、創傷を灌注し、又は洗浄す
る等の陰圧治療に適用できる。陰圧治療は、薬剤、又は洗浄液を創傷に供給する一方で、
これを被覆フィルムの内側から吸引する方法と、薬剤等を用いることなく創傷の滲出液等
を吸引するだけの方法の何れでも良い。
【符号の説明】
【００３０】
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 １，１５，１９，２１...陰圧治療用装填材、３...母材、５...部分塊、７...連結部、
９，１０...切り口、１１...創傷、１３...被覆シート、１７...切欠、２０...糸、２３.
..ホース、２５...嵌入孔、２７...奥端。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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