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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルム基材と、第１の粘着剤層と、該第１の粘着剤層を覆って剥離可能に積層された
剥離ライナーとをこの順に備える、医療用粘着テープであって、
　該剥離ライナーが、第１の分割片および第２の分割片に分割され、
　該第１の分割片が、該第１の粘着剤層の一部を覆うようにして、該第１の粘着剤層の一
方の側の幅方向端部に配置され、
　該第１の分割片が、幅方向の少なくとも一方において、該フィルム基材より外側まで延
びる第１の分割片の延出部を有し、
　該第２の分割片が、該第１の粘着剤層の第１の分割片に覆われていない部分を覆うよう
にして配置され、
　該第２の分割片が、幅方向端部に向かって延びる折り返し部を有し、
　該第１の分割片の延出部が、該第２の分割片の幅方向両端部より外側まで延びる、
　医療用粘着テープ。
【請求項２】
　フィルム基材と、第１の粘着剤層と、該第１の粘着剤層を覆って剥離可能に積層された
剥離ライナーとをこの順に備える、医療用粘着テープであって、
　該剥離ライナーが、第１の分割片、第２の分割片および第３の分割片に分割され、
　該第２の分割片が、該第１の粘着剤層の一部を覆うようにして、該第１の粘着剤層の一
方の側の幅方向端部に配置され、



(2) JP 5527885 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　該第３の分割片が、該第１の粘着剤層の一部を覆うようにして、該第１の粘着剤層の他
方の側の幅方向端部に配置され、
　該第１の分割片が、該第１の粘着剤層の該第２の分割片および該第３分割片に覆われて
いない部分を覆うようにして、幅方向において該第２の分割片と該第３分割片との間に配
置され、
　該第１の分割片が、幅方向の少なくとも一方において、前記フィルム基材より外側まで
延びる第１の分割片の延出部を有し、
　該第２の分割片および該第３分割片が、幅方向端部に向かって延びる折り返し部を有し
、
　該第１の分割片の延出部が、該第２の分割片の幅方向両端部および／または第３の分割
片の幅方向両端部より外側まで延びる、
　医療用粘着テープ。
【請求項３】
　前記第１の分割片が、さらに前記第３の分割片の少なくとも一部を覆う、請求項２に記
載の医療用粘着テープ。
【請求項４】
　前記第２の分割片の折り返し部が、前記フィルム基材より外側まで延びる第２の分割片
の延出部を有する、請求項１から３のいずれかに記載の医療用粘着テープ。
【請求項５】
　前記第３の分割片の折り返し部が、前記フィルム基材より外側まで延びる第３の分割片
の延出部を有する、請求項２に記載の医療用粘着テープ。
【請求項６】
　前記第１の分割片が、さらに前記第２の分割片の少なくとも一部を覆う、請求項１から
５のいずれかに記載の医療用粘着テープ。
【請求項７】
　支持体および第２の粘着剤層をさらに備え、
　該支持体が、前記フィルム基材の前記第１の粘着剤層とは反対側に配置され、
　該第２の粘着剤層が、該支持体と前記フィルム基材との間に配置される、
　請求項１から６のいずれかに記載の医療用粘着テープ。
【請求項８】
　前記支持体が、窓部を有する、請求項７に記載の医療用粘着テープ。
【請求項９】
　窓部を有する支持体および第２の粘着剤層をさらに備え、
　該窓部を有する支持体が、前記フィルム基材と前記第１の粘着剤層との間に配置され、
　該第２の粘着剤層が、前記フィルム基材と該窓部を有する支持体との間に配置される、
　請求項１から６のいずれかに記載の医療用粘着テープ。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の医療用粘着テープを用いて作製された、フィルムド
レッシング。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれかに記載の医療用粘着テープを用いて作製された、絆創膏。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれかに記載の医療用粘着テープを用いて作製された、経皮吸収テ
ープ製剤。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用粘着テープに関する。より詳細には、本発明は、操作性に優れ、しわ
の発生がなく生体表面に貼り付けることのできる医療用粘着テープに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　生体表面（例えば、皮膚）患部の保護、生体表面へのガーゼ、医療器具（例えば、カテ
ーテル）等の固定、薬物の経皮吸収を目的として、医療用粘着テープが広く用いられてい
る。通常、このような医療用粘着テープは、剥離ライナーとともに提供され、当該剥離ラ
イナーを剥離した後、生体表面に適用される。剥離ライナー剥離後の医療用粘着テープは
、薄く柔軟性を有するので、しわが発生しやすい。しわが発生した状態で貼り付けられた
医療用粘着テープは、密着性が不十分であるという問題、しわによる浮きや剥がれの部分
が細菌感染ルートとなる問題、および薬物の経皮吸収を目的とする場合は所望の薬物吸収
量が得られないという問題がある。また、しわの発生を防いで貼り付けようとすると、作
業効率が悪くなるので、操作性よく貼り付けることのできる医療用粘着テープが求められ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用開昭５８－１２４１２３号公報
【特許文献２】特開２００８－２９５５６８号公報
【特許文献３】特開２００９－１３６５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、操作性に優れ、しわの発生がなく生体表面に貼り付けることのできる医療用粘着テー
プを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の医療用粘着テープは、フィルム基材と、第１の粘着剤層と、該第１の粘着剤層
を覆って剥離可能に積層された剥離ライナーとをこの順に備える、医療用粘着テープであ
って、該剥離ライナーが、第１の分割片および第２の分割片に分割され、該第１の分割片
が、該第１の粘着剤層の一部を覆うようにして、該第１の粘着剤層の一方の側の幅方向端
部に配置され、該第２の分割片が、該第１の粘着剤層の第１の分割片に覆われていない部
分を覆うようにして配置され、該第２の分割片が、幅方向端部に向かって延びる折り返し
部を有する。
　別の実施形態においては、本発明の医療用粘着テープは、フィルム基材と、第１の粘着
剤層と、該第１の粘着剤層を覆って剥離可能に積層された剥離ライナーとをこの順に備え
る、医療用粘着テープであって、　該剥離ライナーが、第１の分割片、第２の分割片およ
び第３の分割片に分割され、該第２の分割片が、該第１の粘着剤層の一部を覆うようにし
て、該第１の粘着剤層の一方の側の幅方向端部に配置され、該第３の分割片が、該第１の
粘着剤層の一部を覆うようにして、該第１の粘着剤層の他方の側の幅方向端部に配置され
、該第１の分割片が、該第１の粘着剤層の該第２の分割片および該第３分割片に覆われて
いない部分を覆うようにして、幅方向において該第２の分割片と該第３分割片との間に配
置され、該第２の分割片および該第３分割片が、幅方向端部に向かって延びる折り返し部
を有する。
　好ましい実施形態においては、上記第２の分割片の折り返し部が、上記フィルム基材よ
り外側まで延びる第２の分割片の延出部を有する。
　好ましい実施形態においては、上記第３の分割片の折り返し部が、上記フィルム基材よ
り外側まで延びる第３の分割片の延出部を有する。
　好ましい実施形態においては、上記第１の分割片が、上記第２の分割片の少なくとも一
部を覆う。
　好ましい実施形態においては、上記第１の分割片が、上記第３の分割片の少なくとも一
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部を覆う。
　好ましい実施形態においては、上記第１の分割片が、幅方向の少なくとも一方において
、上記フィルム基材より外側まで延びる第１の分割片の延出部を有する。
　好ましい実施形態においては、上記第１の分割片の延出部が、上記第２の分割片および
第３の分割片より外側まで延びる。
　好ましい実施形態においては、支持体および第２の粘着剤層をさらに備え、該支持体が
、上記フィルム基材の上記第１の粘着剤層とは反対側に配置され、該第２の粘着剤層が、
該支持体と上記フィルム基材との間に配置される。
　好ましい実施形態においては、上記支持体が、窓部を有する。
　好ましい実施形態においては、本発明の医療用粘着テープは、窓部を有する支持体およ
び第２の粘着剤層をさらに備え、該窓部を有する支持体が、上記フィルム基材と上記第１
の粘着剤層との間に配置され、　該第２の粘着剤層が、上記フィルム基材と該窓部を有す
る支持体との間に配置される。
　本発明の別の局面によれば、上記医療用粘着テープを用いて作製されたフィルムドレッ
シングが提供される。
　本発明の別の局面によれば、上記医療用粘着テープを用いて作製された絆創膏が提供さ
れる。
　本発明の別の局面によれば、上記医療用粘着テープを用いて作製された経皮吸収テープ
製剤が提供される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、特定形状に分割された剥離ライナーを備えることにより、操作性に優
れ、しわの発生がなく生体表面に貼り付けることのできる医療用粘着テープを提供するこ
とができる。具体的には、分割された剥離ライナーの一部を最初に剥離して、医療用粘着
テープ本体の粘着面（粘着剤層）の一部を生体表面に貼り付けることにより、医療用粘着
テープ本体を仮どめして貼り付け位置を決めた後、残りの剥離ライナーを剥離して医療用
粘着テープ本体の粘着面全体を貼り付けることができるので、医療用粘着テープ本体をし
わの発生がなく、かつ、操作性よく生体表面に貼り付けることができる。また、これらの
操作は、操作者が粘着面に触れることなく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は、本発明の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略平面図であ
り、（ｂ）は（ａ）の医療用粘着テープのＩｂ－Ｉｂ線による概略断面図である。
【図２】（ａ）は、本発明の別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略平面図
であり、（ｂ）は、図２（ａ）の医療用粘着テープのＩＩｂ－ＩＩｂ線による概略断面図
である。
【図３】本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略断面図であ
る。
【図４】本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略断面図であ
る。
【図５】（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略
平面図であり、（ｂ）は（ａ）の医療用粘着テープのＶｂ－Ｖｂ線による概略断面図であ
る。
【図６】（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略
平面図であり、（ｂ）は（ａ）の医療用粘着テープのＶＩｂ－ＶＩｂ線による概略断面図
である。
【図７】（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略
平面図であり、（ｂ）は（ａ）の医療用粘着テープのＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ線による概略断
面図である。
【図８】（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略
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平面図であり、（ｂ）は（ａ）の医療用粘着テープのＶＩＩＩｂ－ＶＩＩＩｂ線による概
略断面図である。
【図９】本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープを説明する分解斜
視図である。
【図１０】本発明の医療用粘着テープの具体的な貼り付け手順を説明するための概略図で
ある。
【図１１】本発明の医療用粘着テープの具体的な貼り付け手順を説明するための概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこ
れらの具体的な実施形態には限定されない。
【０００９】
Ａ．医療用粘着テープの全体構成
　図１（ａ）は、本発明の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略平面図であり
、図１（ｂ）は、図１（ａ）の医療用粘着テープのＩｂ－Ｉｂ線による概略断面図である
。なお、見やすくするために、図示例における各層および各部分の縦、横および厚みの比
率は実際とは異なって記載されていることに留意されたい。医療用粘着テープ１００は、
フィルム基材１１０と、第１の粘着剤層１２０と、第１の粘着剤層１２０を覆って剥離可
能に積層された剥離ライナー１３０とをこの順に備える。なお、図１（ａ）は、医療用粘
着テープ１００を剥離ライナー１３０側から見た概略平面図である。また、本明細書にお
いては、剥離ライナーを除いた積層体（図１においては、フィルム基材１１０と第１の粘
着剤層１２０との積層体）をまとめて医療用粘着テープ本体と称する場合もある。医療用
粘着テープの平面視形状については、図示例に限定されず、目的に応じて任意の適切な形
状（例えば、円形、正方形、長方形、台形）が採用され得ることは言うまでもない。平面
視形状として正方形または長方形が採用される場合、医療用粘着テープは、長さ方向（す
なわち、図１（ａ）の紙面の上下方向、図１（ｂ）の紙面の垂直方向）に巻回されたロー
ル形状で提供され得、必要に応じて任意の長さにカットして使用され得る。
【００１０】
　剥離ライナー１３０は、第１の分割片１３１および第２の分割片１３２に分割される。
第１の分割片１３１および第２の分割片１３２により、第１の粘着剤層１２０全体が覆わ
れている。第１の分割片１３１は、第１の粘着剤層１２０の一部を覆うようにして、第１
の粘着剤層１２０の一方の側の幅方向端部（すなわち、図１（ａ）および（ｂ）の紙面の
右側の端部）に配置されている。第２の分割片１３２は、第１の粘着剤層１２０の第１の
分割片１３１に覆われていない部分を覆うようにして配置されている。剥離ライナー１３
０が、このように分割されていれば、最初に第１の分割片１３１を剥離し、第１の粘着剤
層１２０の第１の分割片１３１に対応する部分を生体表面（例えば、皮膚）に貼り付けて
、医療用粘着テープ本体を仮どめした後、第２の分割片１３２を剥離して、第１の粘着剤
層１２０の第２の分割片１３２に対応する部分を生体表面に貼り付けることができるので
、所望の位置に、操作性よく、かつ、しわが発生することなく、医療用粘着テープ本体の
貼り付けを完了することができる。また、本発明の医療用粘着テープ１００は、第１の分
割片１３１に対応する部分を貼り付ける際には第２の分割片１３２を持って貼り付けるこ
とができ、第２の分割片１３２を剥離する際には第１の分割片１３１に対応する部分が生
体表面に貼り付いた状態であるため、第１の粘着剤層１２０に触れることなく、貼り付け
ることができる。
【００１１】
　第１の分割片１３１により覆われる第１の粘着剤層１２０の幅（すなわち、第１の粘着
剤層１２０が、第１の分割片１３１と直接接する部分の幅）は、第１の粘着剤層１２０の
全幅に対して、好ましくは１０％～８０％、さらに好ましくは２０％～６０％、特に好ま
しくは２０％～４０％である。
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【００１２】
　第２の分割片１３２は、幅方向端部に向かって延びる折り返し部１３２ａを有する。好
ましくは、第１の分割片の折り返し部１３２ａは、フィルム基材１１０より外側まで延び
る第１の分割片の延出部１３２ｂを有する。このような構成とすることにより、仮どめさ
れた医療用粘着テープ本体からの第２の分割片１３２の剥離の操作性が格段に向上し得る
。その結果、医療用粘着テープ本体を、簡便な操作で生体表面に良好に密着させることが
できる。
【００１３】
　第１の分割片１３１は、好ましくは、幅方向端部の辺と略平行に折り目またはミシン目
を有する（図示せず）。第１の分割片１３１が折り目またはミシン目を有していれば、第
１の分割片の剥離の操作性が向上する。また、仮どめ時、第１の分割片１３１を折り目ま
たはミシン目から折り返して第１の分割片１３１の一部を第１の粘着剤層１２０から剥離
し、露出した第１の粘着剤層１２０を生体表面に貼り付けた後、第１の分割片１３１全体
を剥離することができる。したがって、第１の分割片１３１が折り目またはミシン目を有
していれば、第１の分割片１３１を段階的に剥離することができるので、第１の分割片の
剥離時および医療用粘着テープ本体の仮どめ時の操作性が向上する。
【００１４】
　図２（ａ）は、本発明の別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略平面図で
あり、図２（ｂ）は、図２（ａ）の医療用粘着テープのＩＩｂ－ＩＩｂ線による概略断面
図である。医療用粘着テープ２００の剥離ライナー２３０は、第１の分割片２３１、第２
の分割片２３２および第３の分割片２３３に分割される。第１の分割片２３１、第２の分
割片２３２および第３の分割片２３３により、第１の粘着剤層２２０全体が覆われている
。第２の分割片２３２は、第１の粘着剤層２２０の一部を覆うようにして、第１の粘着剤
層２２０の一方の側の幅方向端部（すなわち、図２（ａ）および（ｂ）の紙面の左側の端
部）に配置されている。第３の分割片２３３は、第１の粘着剤層２２０の一部を覆うよう
にして、第１の粘着剤層２２０の他方の側の幅方向端部（すなわち、図２（ａ）および（
ｂ）の紙面の右側の端部）に配置されている。第１の分割片２３１は、第１の粘着剤層２
２０の第２の分割片２３２および第３の分割片２３３に覆われていない部分を覆うように
して、幅方向において、第２の分割片２３２と第３の分割片２３３との間に配置されてい
る。剥離ライナー２３０が、このように分割されていれば、最初に第１の分割片２３１を
剥離し、第１の粘着剤層２２０の第１の分割片２３１に対応する部分を生体表面（例えば
、皮膚）に貼り付けて、医療用粘着テープ本体を仮どめした後、第２の分割片２３２およ
び第３の分割片２３３を剥離して、第１の粘着剤層２２０の第２の分割片２３２および第
３の分割片２３３に対応する部分を生体表面に貼り付けることができるので、所望の位置
に、操作性よく、かつ、しわが発生することなく、医療用粘着テープ本体の貼り付けを完
了することができる。また、本発明の医療用粘着テープ２００は、第１の分割片２３１に
対応する部分を貼り付ける際には第２の分割片２３２および／または第３の分割片２３３
を持って貼り付けることができ、第２の分割片２３２および第３の分割片２３３を剥離す
る際には第１の分割片２３１に対応する部分が生体表面に貼り付いた状態であるため、第
１の粘着剤層２２０に触れることなく、貼り付けることができる。
【００１５】
　第１の分割片２３１、第２の分割片２３２および第３の分割片２３３の幅は、任意の適
切な長さに設定され得る。第１の分割片２３１により覆われる第１の粘着剤層２２０の幅
（すなわち、第１の粘着剤層２２０が、第１の分割片２３１と直接接する部分の幅）は、
第１の粘着剤層２２０の全幅に対して、好ましくは１０％～８０％、さらに好ましくは２
０％～６０％、特に好ましくは２０％～４０％である。また、第２の分割片２３２により
覆われる第１の粘着剤層２２０の幅と第３の分割片２３３により覆われる第１の粘着剤層
２２０の幅とは、同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００１６】
　第２の分割片２３２および第３の分割片２３３は、幅方向端部に向かって延びる折り返
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し部２３２ａ、２３３ａを有する。好ましくは、第２の分割片の折り返し部２３２ａは、
フィルム基材２１０より外側まで延びる第２の分割片の延出部２３２ｂを有し、第３の分
割片の折り返し部２３３ａは、フィルム基材２１０より外側まで延びる第３の分割片の延
出部２３３ｂを有する。このような構成とすることにより、仮どめされた医療用粘着テー
プ本体からの第２の分割片２３２および第３の分割片２３３の剥離の操作性が格段に向上
し得る。その結果、医療用粘着テープを、簡便な操作で生体表面に良好に密着させること
ができる。
【００１７】
　図３は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略断面図で
ある。図３は、図１における第１の分割片が、さらに第２の分割片の少なくとも一部を覆
うようにして配置された医療用粘着テープ３００を示す。この医療用粘着テープ３００に
おいては、第１の分割片３３１が第１の粘着剤層３２０の第２の分割片に覆われていない
部分および第２の分割片３３２の少なくとも一部を覆うようにして、第１の粘着剤層３２
０の基材フィルム３１０とは反対側および第２の分割片３３２の第１の粘着剤層３２０と
は反対側に配置される。このような構成であれば、医療用粘着テープ本体からの第１の分
割片３３１の剥離の操作性が向上し得る。
【００１８】
　好ましくは、第１の分割片３３１は、フィルム基材３１０より幅方向に外側まで延びる
第１の分割片の延出部３３１ｂを有する。さらに好ましくは、第１の分割片の延出部３３
１ｂは、第２の分割片３３２より外側まで延びる。したがって、最も好ましくは、図３に
示すように、第２の分割片３３２は折り返し部３３２ａおよび延出部３３２ｂが設けられ
、かつ、第１の分割片の延出部３３１ｂが第２の分割片の延出部３３２ｂより外側まで延
びる。このような構成であれば、医療用粘着テープの貼り付け時に最初に剥離される第１
の分割片の延出部３３１ｂが最も外側まで延びているので、第１の分割片の延出部３３１
ｂが掴みしろとしてより有効に機能し得、医療用粘着テープ本体からの第１の分割片３３
１の剥離の操作性が格段に向上し得る。また、図示しないが、第１の分割片３３１は、幅
方向両側に延出部を有していてもよい（すなわち、図３の紙面の左側にさらに延出部を有
していてもよい）。
【００１９】
　図４は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの概略断面図で
ある。図４は、図２おける第１の分割片が、さらに第２の分割片の少なくとも一部および
／または第３の分割片の少なくとも一部を覆うように配置された医療用粘着テープ４００
を示す。この医療用粘着テープ４００においては、第１の分割片４３１が、第１の粘着剤
層４２０の第２の分割片４３２および第３の分割片４３３に覆われていない部分ならびに
第２の分割片４３２の少なくとも一部および／または第３の分割片４３３の少なくとも一
部を覆うようにして、第１の粘着剤層４２０の基材フィルム４１０とは反対側および第２
の分割片４３２および／または第３の分割片４３３の第１の粘着剤層４２０とは反対側に
配置される。このような構成であれば、医療用粘着テープ本体からの第１の分割片４３１
の剥離の操作性が向上し得る。
【００２０】
　好ましくは、第１の分割片４３１は、フィルム基材４１０より幅方向に外側まで延びる
第１の分割片の延出部４３１ｂ、４３１ｂ’を有する。さらに好ましくは、第１の分割片
の延出部４３１ｂ、４３１ｂ’は、第２の分割片４３２および／または第３の分割片４３
３より外側まで延びる。したがって、最も好ましくは、第２の分割片４３２および第３の
分割片４３３はそれぞれ、折り返し部４３２ａ、４３３ａおよび延出部４３２ｂ、４３３
ｂが設けられ、かつ、第１の分割片の延出部４３１ｂ、４３１ｂ’が第２の分割片の延出
部４３２ｂおよび／または第３の分割片の延出部４３３ｂより外側まで延びる。このよう
な構成であれば、医療用粘着テープの貼り付け時に最初に剥離される第１の分割片の延出
部４３１ｂ、４３１ｂ’が最も外側まで延びているので、第１の分割片の延出部４３１ｂ
、４３１ｂ’が掴みしろとしてより有効に機能し得、医療用粘着テープ本体からの第１の
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分割片４３１の剥離の操作性が格段に向上し得る。
【００２１】
　図５（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの剥離ラ
イナー側とは反対側から見た概略平面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）の医療用粘着
テープのＶｂ－Ｖｂ線による概略断面図である。この医療用粘着テープ５００は、図１に
示す構成に加えて、さらに支持体５４０を備える。支持体５４０は第２の粘着剤層５５０
を介して、基材フィルム５１０の第１の粘着剤層５２０とは反対側に配置される。医療用
粘着テープ５００が、支持体５４０を備えていれば、医療用粘着テープ本体に剛性および
形状保持性を与え、取り扱い性を改善することができる。好ましくは、支持体５４０は、
窓部５６０が設けられる。支持体５４０が窓部５６０を有していれば、医療用粘着テープ
が、生体表面の患部を覆う、医療器具の穿刺部を覆う等の場合に、患部または穿刺部を観
察しながら、医療用粘着テープの貼り付けを行うことができる。
【００２２】
　図６（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの剥離ラ
イナー側とは反対側から見た概略平面図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）の医療用粘着
テープのＶＩｂ－ＶＩｂ線による概略断面図である。この医療用粘着テープ６００は、支
持体６４０がフィルム基材６１０と第１の粘着剤層６２０との間に配置されている。第２
の粘着剤層６５０はフィルム基材６１０と支持体６４０との間に配置されている。
【００２３】
　図７（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの剥離ラ
イナー側とは反対側から見た概略平面図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）の医療用粘着
テープのＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ線による概略断面図である。この医療用粘着テープ７００は
、図２に示す構成に加えて、さらに支持体７４０を備える。支持体７４０は第２の粘着剤
層７５０を介して、基材フィルム７１０の第１の粘着剤層７２０とは反対側に配置される
。好ましくは、支持体７４０は、窓部７６０が設けられる。
【００２４】
　図８（ａ）は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープの剥離ラ
イナー側とは反対側から見た概略平面図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）の医療用粘着
テープのＶＩＩＩｂ－ＶＩＩＩｂ線による概略断面図である。。この医療用粘着テープ８
００は、支持体８４０がフィルム基材８１０と第１の粘着剤層８２０との間に配置されて
いる。第２の粘着剤層８５０はフィルム基材８１０と支持体８４０との間に配置されてい
る。
【００２５】
　図９は、本発明のさらに別の好ましい実施形態による医療用粘着テープを説明する分解
斜視図である。図９は、図５における第１の分割片が、さらに第２の分割片を覆い、かつ
、第１の分割片より外側まで延びる延出部を有する医療用粘着テープ９００を示す。この
医療用粘着テープ９００は、支持体９４０が窓部９６０を有し、かつ、第２の分割片が窓
部９３２ｃを有する。なお、図９においては、説明をわかりやすくするため、フィルム基
材、第１の粘着剤層および第２の粘着剤層の図示は省略している。医療用粘着テープ９０
０においては、第２の分割片９３２の窓部９３２ｃが支持体の窓部９６０に対応する位置
に設けられ、第２の分割片９３２は第１の粘着剤層の窓部９６０に対応する部分を覆わな
い。すなわち、当該実施形態においては、第２の分割片９３２は、第１の粘着剤層の支持
体９４０の枠部分に対応する部分のみを覆うように配置されている。また、第２の分割片
９３２の折り返し部９３２ａも第１の粘着剤層の窓部９６０に対応する部分は覆わない。
このような実施形態によれば、第１の分割片９３１は、少なくとも第１の粘着剤層の第２
の分割片に覆われていない部分を覆うようにして配置される。なお、剥離ライナーが第１
の分割片、第２の分割片および第３の分割片に３分割されている場合は、第２の分割片と
第３の分割片（およびこれれらの折り返し部）とが第１の粘着剤層の窓部に対応する部分
を覆わないようにして配置され、かつ、第１の分割片が少なくとも第１の粘着剤層の第２
の分割片および第３の分割片に覆われていない部分を覆うようにして配置され得る。この
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ような構成とすることで、医療用粘着テープが生体表面の患部を覆う場合、患部を観察し
ながら、医療用粘着テープの貼り付けを行うことができる。また、医療用粘着テープが医
療器具の穿刺部を覆う場合、医療用粘着テープの貼り付け位置決めおよび第２の分割片の
剥離操作が容易となり、かつ、穿刺部を観察しながら医療用粘着テープの貼り付けを行う
ことができる。さらに、第１の分割片を剥離した状態における剛直性と柔軟性のバランス
が優れ、凹凸のある生体表面に対しても、容易に医療用粘着テープ本体の貼り付けを行う
ことができる。
【００２６】
　本発明の医療用粘着テープは、本発明の効果が得られる限りにおいて、上記で説明した
実施形態を適宜組み合わせ得る。
【００２７】
Ｂ．各構成部分の説明
Ｂ－１．フィルム基材
　上記フィルム基材としては、医療用粘着テープに使用可能である限りにおいて、任意の
適切なフィルムが採用され得る。代表的には、可撓性を有し、皮膚などの生体表面に障害
を与えないフィルムが採用され得る。そのようなフィルムの材料の具体例としては、アク
リル重合体、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリウレタン、ポリエーテ
ルポリエステルおよびポリアミド誘導体が挙げられる。アクリル重合体、ポリウレタン、
ポリエーテルポリエステルおよびポリアミド誘導体が好ましい。フィルムの水蒸気透過性
に優れているので、被覆した皮膚の呼吸を妨げることが少なく、かつ、皮膚の白化現象を
抑制することができ、さらには、優れた透明性を有しているので貼付場所を見ながら（例
えば、穿刺されたカテーテルを固定する際には、カテーテル挿入部を観察しながら）貼付
することができるからである。
【００２８】
　上記フィルム基材の厚みとしては、目的や用途に応じて任意の適切な厚みが採用され得
る。フィルム基材の厚みは、好ましくは１μｍ～１５０μｍであり、さらに好ましくは５
μｍ～７５μｍであり、特に好ましくは１０μｍ～５０μｍである。このような厚みであ
れば、生体表面の凹凸への追従性に優れ、医療用粘着テープの基材として良好に機能し得
る。また、本発明の医療用粘着テープは、フィルム基材がこのように非常に薄くても、操
作性よく、かつ、しわが発生することなく、生体表面に貼り付けることができる。
【００２９】
Ｂ－２．粘着剤層
　上記第１の粘着剤層を構成する粘着剤としては、生体表面に貼り付けて使用可能である
限りにおいて任意の適切な粘着剤が採用され得る。このような粘着剤の具体例としては、
天然ゴム系、合成ゴム系、アクリル系、シリコーン系、ホットメルト系等の感圧性粘着剤
が挙げられる。アクリル系感圧性粘着剤が好ましい。医療用粘着テープの透明性をより高
め、皮膚に与える刺激をより抑えることができるからである。アクリル系感圧性粘着剤の
中でも、油性ゲル状のアクリル系感圧性粘着剤が特に好ましい。瘢痕部や縫合創、ならび
に光過敏症や光アレルギーの皮膚に対しても低刺激だからである。油性ゲル状のアクリル
系感圧性粘着剤の詳細は、例えば特開平６－３１９７９３号公報に記載されており、その
記載は本明細書に参考として援用される。
【００３０】
　上記第１の粘着剤層は、必要に応じて、任意の適切な経皮吸収性薬物を含有していても
よい。上記第１の粘着剤層に経皮吸収性薬物を含有させた医療用粘着テープは、経皮吸収
テープ製剤として好適に用いられ得る。当該経皮吸収性薬物としては、例えば、コルチコ
ステロイド類、鎮痛消炎剤、催眠鎮静剤、精神安定剤、抗高血圧剤、降圧利尿剤、抗生物
質、麻酔剤、抗菌剤、抗真菌剤、ビタミン剤、冠血管拡張剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、
性ホルモン、抗鬱剤、脳循環改善剤、制吐剤、抗腫瘍剤、生体医薬等であって、経皮吸収
可能な薬物が挙げられる。これらの経皮吸収性薬物は、単独で、または２種以上組み合わ
せて用いてもよい。
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【００３１】
　上記経皮吸収性薬物の含有量は、必要に応じて（例えば、経皮吸収性薬物の種類、投与
目的に応じて）任意の適切な含有量に設定され得る。上記経皮吸収性薬物の含有量は、上
記粘着剤層中、好ましくは１重量％～４０重量％、さらに好ましくは３重量％～３０重量
％である。このような範囲であれば、本発明の医療用粘着テープは、治療に有効かつ十分
な量の薬物を放出することができる。
【００３２】
　上記第１の粘着剤層の厚みとしては、目的や用途に応じて任意の適切な厚みが採用され
得る。上記第１の粘着剤層の厚みは、好ましくは５μｍ～４００μｍであり、さらに好ま
しくは１０μｍ～３００μｍであり、特に好ましくは３０μｍ～２００μｍである。上記
粘着剤層の厚みがこのような範囲であれば、生体表面への密着性に優れるので、貼り付け
られた医療用粘着テープの浮きや剥がれが良好に防止され得る。また、医療用粘着テープ
を長期間貼り付けた場合の医療用粘着テープ端部のめくれも良好に防止され得る。
【００３３】
　上記第２の粘着剤層を構成する粘着剤としては、上記第１の粘着剤層を構成する粘着剤
と同様の粘着剤が用いられ得る。
【００３４】
　上記第２の粘着剤層の厚みとしては、目的や用途に応じて任意の適切な厚みが採用され
得る。上記第１の粘着剤層の厚みは、好ましくは５μｍ～１００μｍであり、さらに好ま
しくは１０μｍ～７０μｍであり、特に好ましくは３０μｍ～７０μｍである。
【００３５】
　上記第１の粘着剤層および第２の粘着剤層を設ける方法としては、任意の適切な方法が
採用され得る。具体例としては、粘着剤組成物を粘着剤層配置面に塗布し乾燥させる方法
、粘着剤組成物を所定の形状に成形した粘着剤層を粘着剤層配置面上に転写積層する方法
が挙げられる。
【００３６】
Ｂ－３．剥離ライナー
　上記剥離ライナーとしては、本発明に用いられ粘着剤層と良好に剥離し得る限りにおい
て任意の適切な剥離ライナーが採用され得る。代表的には、剥離ライナーは、基体と、当
該基体表面に形成された剥離処理層とを有する。基体の具体例としては、プラスチックフ
ィルム（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、またはこれらの積層複
合体）、紙（例えば、上質紙、クラフト紙等）が挙げられる。剥離処理層は、基体表面に
シリコーン系樹脂処理やフッ素系樹脂処理等を施すことによって形成され得る。本発明に
おいては、剥離処理層は、好ましくは、基体の両面に形成されている。
【００３７】
　上記剥離ライナーの厚みは、目的に応じて適切に設定され得る。剥離ライナーの厚みは
、好ましくは５０μｍ～２５０μｍであり、さらに好ましくは７５μｍ～２００μｍであ
る。
【００３８】
Ｂ－４．支持体
　上記支持体としては、本発明の効果が得られる限りにおいて任意の適切な材料が用いら
れ得る。支持体の材料の具体例としては、コットン、レーヨン、ナイロン、ウレタン、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、パルプ等が挙げられる。このような材料で
あれば、適度な強度と柔軟性を有するので、良好な形状保持性を有し、かつ、生体表面の
凹凸への追従性に優れる医療用粘着テープを得ることができる。上記支持体のより具体的
な形態としては、例えば、スパンレース不織布、スパンボンド不織布、メルトブローン不
織布、ウレタン不織布、ウレタン発泡シート、ポリエチレン発泡シート、ポリプロピレン
発泡シート、パルプとアクリルエステルとの混合不織布等が挙げられる。上記支持体は、
単層構造であってもよく、２層以上の積層構造であってもよい。積層構造の場合は、各層
は、同一であってもよく、異なっていてもよい。
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【００３９】
　上記支持体の厚みは、目的に応じて任意の適切な厚みに設定され得る。上記支持体の厚
みは、好ましくは１００μｍ～５００μｍであり、さらに好ましくは２００μｍ～４００
μｍである。上記支持体の厚みがこのような範囲であれば、強度と柔軟性とのバランスに
優れ、良好な形状保持性を有し、かつ、生体表面の凹凸への追従性に優れる医療用粘着テ
ープを得ることができる
【００４０】
　上記支持体は、好ましくは、例えば図（５）に示すように、窓部を有する。上記支持体
が窓部を有すれば、カテーテル等の医療器具の固定位置を観察しながら、貼付することが
できる。上記窓部の形状およびサイズは、カテーテル等の医療器具の固定位置が観察し得
る限りにおいて任意の適切な形状およびサイズが採用され得る。
【００４１】
Ｃ．医療用粘着テープの貼り付けの具体的手順
　図１０は、図４に示される実施形態の医療用粘着テープ４００の具体的な貼り付け手順
を説明するための概略図である。図１１は、図９に示される実施形態の医療用粘着テープ
９００の具体的な貼り付け手順を説明するための概略図である。これらの実施形態を代表
として、本発明の医療用粘着の貼り付け手順を具体的に説明する。
【００４２】
　本発明の医療用粘着テープ４００の貼り付けにおいては、（ａ）最初に、剥離ライナー
の第１の分割片４３１が医療用粘着テープ本体から剥離される。このとき、第１の分割片
４３１が延出部を有していれば、第１の分割片４３１は、延出部を掴みしろとして（図示
例では延出部４３１ｂを掴みしろとして）、医療用粘着テープ４００の幅方向（すなわち
図１０の紙面の右方向）に剥離される。次いで、（ｂ）第１の分割片４３１が剥離されて
露出した第１の粘着剤層４２０の一部が生体表面１に貼り付けられる。その後、（ｃ）剥
離ライナーの第２の分割片４３２および第３の分割片４３３が医療用粘着テープ本体から
剥離される。このとき、剥離ライナーの第２の分割片４３２および第３の分割片４３３は
、折り返し部４３２ａ、４３３ａ（図２のように、折り返し部に延出部が設けられている
場合は、延出部４３２ｂ、４３３ｂ）を掴みしろとして、医療用粘着テープ４００の幅方
向（すなわち図１０の紙面の左右方向）に剥離される。（ｄ）このように第２の分割片４
３２および第３の分割片４３３が剥離されて露出した粘着剤層４２０が生体表面１に貼り
付けられて、医療用粘着テープ本体（フィルム基材４１０および第１の粘着剤層４２０の
積層体）の貼り付けが完了する。本発明の医療用粘着テープは、このように段階的に医療
用粘着テープ本体の貼り付けを行うことができるので、操作性に優れ、しわが発生するこ
となく生体表面に貼り付けることができる。
【００４３】
　本発明の医療用粘着テープ９００の貼り付けにおいては、（ａ）最初に、剥離ライナー
の第１の分割片９３１が医療用粘着テープ本体から剥離される。このとき、第１の分割片
９３１が延出部を有していれば、第１の分割片９３１は、延出部を掴みしろとして、医療
用粘着テープ９００の幅方向（すなわち図１１の紙面の右方向）に剥離される。次いで、
（ｂ）第１の分割片９３１が剥離されて露出した第１の粘着剤層の一部（すなわち、第１
の粘着剤層の、窓部９６０に対応する部分を含む、第２の分割片９３２に覆われていない
部分）が生体表面１に貼り付けられる。その後、（ｃ）剥離ライナーの第２の分割片９３
２が医療用粘着テープ本体から剥離される。このとき、剥離ライナーの第２の分割片９３
２は、折り返し部９３２ａ（折り返し部に延出部が設けられている場合は、延出部）を掴
みしろとして、医療用粘着テープ９００の幅方向（すなわち図１１の紙面の右方向）に剥
離される。（ｄ）このように第２の分割片９３２が剥離されて露出した粘着剤層（すなわ
ち、第２の分割片９３２に覆われていた支持体９４０の枠部分に対応する粘着剤層）が生
体表面１に貼り付けられて、医療用粘着テープ本体の貼り付けが完了する。なお、図示し
ないが、上記（ａ）の操作において第１の分割片９３１の一部を医療用粘着テープ本体か
ら剥離し、上記（ｂ）の操作において露出した第１の粘着剤層を生体表面１に貼り付けた
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後、上記（ｃ）の操作において第１の分割片９３１全体および第２の分割片９３２を剥離
してもよい。
【００４４】
Ｄ．用途
　本発明の医療用粘着テープは、例えば、フィルムドレッシング、絆創膏、経皮吸収テー
プ製剤等に用いられ得る。
【００４５】
　本発明の医療用粘着テープは、上記第１の粘着剤層の上記剥離ライナー側の表面の一部
または全部に、生体表面の創傷部を保護するためのパッドを設けて、絆創膏として用いら
れ得る。上記パッドに用いられる材料としては、吸液性を示す材料が好ましい。上記パッ
ドに用いられる材料の具体例としては、ガーゼ、吸液性フォーム、綿布、不織布、脱脂綿
と不織布との複合品、脱脂綿と編ネットとの複合品等が挙げられる。
【００４６】
　本発明の医療用粘着テープは、上記第１の粘着剤層にを含有させて、経皮吸収テープ剤
として用いられ得る。経皮吸収性薬物としては、Ｂ－２項で説明した薬物が挙げられる。
【実施例】
【００４７】
［実施例１］
　１．フィルム基材と第１の粘着剤層との積層
　フィルム基材として、厚さ３０μｍのポリウレタンフィルムを用いた。
　このフィルム基材表面にアクリル系粘着剤よりなる粘着剤層（第１の粘着剤層）を厚さ
３０μｍとなるように設けて、フィルム基材および第１の粘着剤層の積層体１を得た。こ
の積層体１のサイズは８０ｍｍ×８０ｍｍとした。
２．支持体と第２の粘着剤層との積層
　支持体として、厚さ３００μｍのスパンレース不織布を用いた。支持体には、ゼンマイ
刃を用いて、幅方向両端部から１０ｍｍ、長さ方向両端部から５ｍｍの位置に６０ｍｍ（
幅方向）×７０ｍｍ（長さ方向）の窓部を設けた。この支持体表面に、アクリル系粘着剤
よりなる粘着剤層（第２の粘着剤層）を厚さ５０μｍとなるように設けて、支持体および
第２の粘着層の積層体２を得た。この積層体２のサイズは８０ｍｍ×８０ｍｍとした。
３．積層体１、積層体２および剥離ライナーの貼り合わせ
　厚さ１００μｍの紙の片面にシリコーン樹脂処理を施し、剥離ライナーを得た。得られ
た剥離ライナーを第１の分割片および第２の分割片に分割した。
　第２の分割片のサイズは１５０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向）とした。第２の
分割片は、上記積層体１の第１の粘着剤層の一方の幅方向端部７０ｍｍ幅を覆うようにし
て積層体１に貼り付け、幅方向に８０ｍｍの折り返し部を設けた（すなわち、延出部は１
０ｍｍ）。このとき、第２の分割片には窓部を設け、第２の分割片が第１の粘着剤層の窓
部に対応する部分を覆わないようにした。
　第１の分割片のサイズは、１００ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向）とした。第１
の分割片は、第１の粘着剤層の上記第２の分割片に覆われていない部分（第１の粘着剤層
のもう一方の幅方向端部１０ｍｍ幅の部分）を覆うようにして、積層体１に貼り付け、さ
らに、幅方向に９０ｍｍの延出部を設けた。当該延出部は第２の分割片および第１の粘着
剤層の窓部に対応する部分を覆うように配置した。このとき、第１の分割片の延出部は、
第２の分割片の延出部の外側より１０ｍｍ延びていた。なお、第１の分割片には、第１の
粘着剤層のもう一方の幅方向端部から２５ｍｍの位置に、幅方向端部の辺と略平行にミシ
ン目を設けた。
　次いで、上記のようにして剥離ライナーが貼り付けられた積層体１の基材フィルムと、
上記積層体２の第２の粘着剤層とを貼り合わせた。
　このようにして、支持体、第２の粘着剤層、基材フィルム、第１の粘着剤層、剥離ライ
ナー（第１の分割片、第２の分割片）をこの順に有する医療用粘着テープを得た。
【００４８】



(13) JP 5527885 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

［実施例２］
１．フィルム基材と粘着剤層との積層
　フィルム基材として、厚さ３０μｍのポリウレタンフィルムを用いた。
　このフィルム基材表面にアクリル系粘着剤よりなる粘着剤層（第１の粘着剤層）を厚さ
３０μｍとなるように設けて、フィルム基材および第１の粘着剤層の積層体３を得た。こ
の積層体３のサイズは８０ｍｍ×８０ｍｍとした。
２．積層体３と剥離ライナーとの積層
　厚さ１００μｍの紙の片面にシリコーン樹脂処理を施し、剥離ライナーを得た。得られ
た剥離ライナーを第１の分割片、第２の分割片および第３の分割片に分割した。
　第２の分割片および第３の分割片のサイズは５０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向
）とした。第２の分割片は、上記積層体３の粘着剤層の一方の幅方向端部２５ｍｍを覆う
ようにして積層体３に貼り付け、幅方向に２５ｍｍの折り返し部を設けた（すなわち、延
出部は設けなかった）。第３の分割片は、上記積層体３の粘着剤層のもう一方の幅方向端
部２５ｍｍを覆うようにして積層体３に貼り付け、幅方向に２５ｍｍの折り返し部を設け
た（すなわち、延出部は設けなかった）。
　第１の分割片のサイズは、３０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向）とした。第１の
分割片は、粘着剤層の上記第２の分割片および第３の分割片に覆われていない部分を覆う
ようにして、積層体３に貼り付けた。
　このようにして、フィルム基材、粘着剤層、剥離ライナー（第１の分割片、第２の分割
片、第３の分割片）をこの順に備える医療用粘着テープを得た。
【００４９】
［実施例３］
　第２の分割片および第３の分割片のサイズを５５ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向
）とし、第２の分割片および第３の分割片の折り返し部をそれぞれ３０ｍｍ（すなわち、
延出部は５ｍｍ）とした以外は、実施例２と同様にして医療用粘着テープを得た。
【００５０】
［実施例４］
　第２の分割片および第３の分割片のサイズを５５ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向
）として第２の分割片および第３の分割片の折り返し部をそれぞれ３０ｍｍ（すなわち、
延出部は５ｍｍ）とし、第１の分割片のサイズを９０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方
向）として第１の分割片の幅方向両側にそれぞれ３０ｍｍ幅の延出部を設けた以外は、実
施例１と同様にして医療用粘着テープを得た。このとき、第１の分割片の延出部は第２の
分割片および第３の分割片の延出部より外側には延びていなかった。
【００５１】
［実施例５］
　第２の分割片および第３の分割片のサイズを５５ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向
）として第２の分割片および第３の分割片の折り返し部をそれぞれ３０ｍｍ（すなわち、
延出部は５ｍｍ）とし、第１の分割片のサイズを１００ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ
方向）として第１の分割片の幅方向両側にそれぞれ３５ｍｍ幅の延出部を設けた以外は、
実施例１と同様にして医療用粘着テープを得た。このとき第１の分割片の延出部は第２の
分割片および第３の分割片の延出部より５ｍｍ外側に延びていた。
【００５２】
［比較例１］
１．フィルム基材と粘着剤層との積層
　フィルム基材として、厚さ３０μｍのポリウレタンフィルムを用いた。
　このフィルム基材表面にアクリル系粘着剤よりなる粘着剤層を厚さ３０μｍとなるよう
に設けて、フィルム基材および粘着剤層の積層体４を得た。
２．積層体４と剥離ライナーとの積層
　厚さ１００μｍの紙の片面にシリコーン樹脂処理を施し、剥離ライナーを得た。上記積
層体４の粘着剤層全体を覆うようにして当該剥離ライナーを貼り合わせ、８０ｍｍ（幅方
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向）×８０ｍｍ（長さ方向）の医療用粘着テープを得た。
【００５３】
［比較例２］
　剥離ライナーを第１の分割片（４０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向））および第
２の分割片（４０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向））に分割した以外は、比較例１
と同様にして医療用粘着テープを得た。
【００５４】
［比較例３］
　剥離ライナーを第１の分割片（３０ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向））、第２の
分割片（２５ｍｍ（幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向））および第３の分割片（２５ｍｍ（
幅方向）×８０ｍｍ（長さ方向））に分割した以外は、比較例１と同様にして医療用粘着
テープを得た。
【００５５】
＜評価方法＞
　上記で得られた医療用粘着テープを、実施例１および比較例２は図１１に示す手順に準
じて、実施例２～５および比較例３は図１０に示す手順に準じて、比較例１は剥離ライナ
ーを剥離した後医療用粘着テープ本体を貼り付けるという手順にて、直径７６ｍｍ×長さ
３００ｍｍの円柱形状のプラスチック管に貼り付け、貼り付け時の操作性および貼り付け
後の状態を以下のようにして評価した。評価結果を表１に示す。
（１）操作性
　（ｉ）実施例１～５および比較例２～３の第１の分割片の剥離時および比較例１の剥離
ライナー剥離の剥離時（図１０および図１１における（ａ）の操作）、（ｉｉ）第１の分
割片剥離後、医療用粘着テープ本体の仮どめ時（図１０および図１１における（ｂ）の操
作）、および（ｉｉｉ）第２の分割片および第３の分割片の剥離時（図１０および図１１
における（ｃ）の操作）の操作性を以下の基準で評価した。
　　◎：良好な操作性
　　○：問題ない操作性
　　△：やや操作しにくい
　　×：操作困難
（２）シワ、浮き
　医療用粘着テープ貼り付け後の状態を目視にてシワおよび浮きの有無を確認した。
【００５６】
【表１】

【００５７】
　第２の分割片および第３の分割片が延出部を有する場合（実施例１、３～５）、当該延
出部をつかんで操作できるので、貼り付け操作開始から仮どめ（ｉｉ）までの一連の操作
をより良好に行うことができた。
【００５８】
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　実施例１～５に示すように、本発明の医療用粘着テープは、剥離ライナー剥離が３分割
または２分割され、第２の分割片および第３の分割片が折り返し部を有することにより、
（ｉ）第１の分割片を剥離した後、（ｉｉ）医療用粘着テープを生体表面に貼り付け、次
いで、（ｉｉｉ）第２の分割片および第３の分割片を剥離するという手順で医療用粘着テ
ープ本体を生体表面に貼り付けることができ、その結果、（ｉ）～（ｉｉｉ）の各操作を
操作性よく行うことができる。また、本発明の医療用粘着テープは、シワおよび浮きが抑
えられた状態で貼り付けることができる。
【００５９】
　第１の分割片の剥離は、第１の分割片の延出部が第２の分割片および第３の分割片の外
側まで延びている場合（実施例１および５）において、特に良好に行うことができる。
【００６０】
　第２の分割片および第３の分割片の剥離は、第２の分割片および第３の分割片の延出部
が基材フィルムの外側まで延びている場合（実施例１および３～５）において、特に良好
に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の医療用粘着テープは、フィルムドレッシングおよび絆創膏として生体表面の創
傷部等の保護、フィルムドレッシングとしてカテーテル等の医療器具の固定、経皮吸収テ
ープ製剤に特に好適に利用され得る。
【符号の説明】
【００６２】
　１１０、２１０　フィルム基材
　１２０、２２０　第１の粘着剤層
　１３０　　　　　剥離ライナー
　１３１、２３１　第１の分割片
　１３２、２３２　第２の分割片
　２３３　　　　　第３の分割片
　１３２ａ、２３２ａ、２３３ａ　　折り返し部
　１３２ｂ、２３２ｂ、２３３ｂ、３３１ｂ、３３２ｂ　　延出部
　５４０、６４０　支持体
　５５０、６５０　第２の粘着剤層
　５６０、６６０　窓部
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