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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織部位を治療するためのマニホールド部材において、
　複数の柔軟繊維でフロック加工され及び織られて第１の側面および第２の側面を有する
ガーゼを形成する複数の絡み合い状の合成繊維であって、前記複数の柔軟繊維が、前記複
数の合成繊維の素材とは異なる素材を具える、複数の絡み合い状の合成繊維と；
　前記ガーゼの少なくとも前記第１の側面または前記第２の側面に形成された複数の隆起
であって、少なくとも１つの寸法が約１０μｍ～約２０μｍであり、硬さが約４０～約６
０Ｓｈｏｒｅ　Ａであり、ドーム形、正方形、矩形、又は三角形のうちの少なくとも１つ
の形状を有し、前記組織部位での組織の肉芽形成を促すよう構成された複数の隆起と
を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項２】
　請求項１に記載のマニホールド部材において、前記ガーゼの密度が、１平方メートル当
たり約２０～２００グラム（約２０～２００ｇｓｍ）の範囲であることを特徴とする、マ
ニホールド部材。
【請求項３】
　請求項１または２の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記複数の絡み合
い状の合成繊維の平均直径が１５μｍ超および２５μｍ未満であることを特徴とする、マ
ニホールド部材。
【請求項４】
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　請求項１または請求項２乃至３の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
少なくとも１つの寸法の長さが平均有効長であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項５】
　請求項１または請求項２乃至４の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の隆起の各々がポリマー粒子を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項６】
　請求項１または請求項２乃至５の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が親水性であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項７】
　請求項１または請求項２乃至５の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前複
数の記絡み合い状の合成繊維が疎水性であることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項８】
　請求項１または請求項２乃至７の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が、ポリエステル、ポリアミド、およびポリオレフィンのう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項９】
　請求項１または請求項２乃至８の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が顔料を含むことを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１０】
　請求項１または請求項２乃至９の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が、円形断面を有する繊維を含むことを特徴とする、マニホ
ールド部材。
【請求項１１】
　請求項１または請求項２乃至９の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前記
複数の絡み合い状の合成繊維が、耳たぶ状の断面を有する繊維を含むことを特徴とする、
マニホールド部材。
【請求項１２】
　請求項１または請求項２乃至１１の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維が、澱粉または感水ポリマーを含み、濡れているときより
も乾いているときにより硬度が高くなることを特徴とする、マニホールド部材。
【請求項１３】
　請求項１または請求項２乃至１２の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の絡み合い状の合成繊維がＸ線不透過性マーカを含むことを特徴とする、マニホー
ルド部材。
【請求項１４】
　請求項１または請求項２乃至１３の何れか一項に記載のマニホールド部材において、前
記複数の隆起が、成形されたポリマーの小塊を含むことを特徴とする、マニホールド部材
。
【請求項１５】
　減圧を用いて組織部位を治療するシステムにおいて、前記システムが：
　前記組織部位に近接して配置されたマニホールド部材と；
　前記マニホールド部材を被覆して、前記組織部位の周りに密閉空間を形成するように適
合されたシール部材と；
　前記マニホールド部材に流体的に結合された減圧源と
を含み、および
　前記マニホールド部材が、
　　複数の柔軟繊維でフロック加工され及び織られて第１の側面および第２の側面を有す
るガーゼを形成する複数の絡み合い状の合成繊維であって、前記複数の柔軟繊維が、前記
複数の合成繊維の素材とは異なる素材を具える、複数の絡み合い状の合成繊維と、
　　前記ガーゼの少なくとも前記第１の側面または前記第２の側面に形成された複数の隆
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起であって、少なくとも１つの寸法が約１０μｍ～約２０μｍであり、硬さが約４０～約
６０Ｓｈｏｒｅ　Ａであり、ドーム形、正方形、矩形、又は三角形のうちの少なくとも１
つの形状を有し、前記組織部位での組織の肉芽形成を促すよう構成された複数の隆起と
を含むことを特徴とする、システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のシステムにおいて、前記ガーゼの密度が、１平方メートル当たり約
２０～２００グラム（約２０～２００ｇｓｍ）の範囲であることを特徴とする、システム
。
【請求項１７】
　請求項１５または１６に記載のシステムにおいて、前記複数の絡み合い状の合成繊維の
平均直径が、１５μｍ超、および２５μｍ未満であることを特徴とする、システム。
【請求項１８】
　請求項１５または請求項１６乃至１７の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記少
なくとも１つの寸法の長さが平均有効長であることを特徴とする、システム。
【請求項１９】
　請求項１５または請求項１６乃至１８の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起の各々がポリマー粒子を含むことを特徴とする、システム。
【請求項２０】
　請求項１５または請求項１６乃至１９の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が親水性であることを特徴とする、システム。
【請求項２１】
　請求項１５または請求項１６乃至１９の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が疎水性であることを特徴とする、システム。
【請求項２２】
　請求項１５または請求項１６乃至２１の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、ポリエステル、ポリアミド、およびポリオレフィンのうち
の少なくとも１つを含むことを特徴とする、システム。
【請求項２３】
　請求項１５または請求項１６乃至２２の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が顔料を含むことを特徴とする、システム。
【請求項２４】
　請求項１５または請求項１７乃至２３の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、円形断面を有する繊維を含むことを特徴とする、システム
。
【請求項２５】
　請求項１５または請求項１６乃至２３の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、耳たぶ状の断面を有する繊維を含むことを特徴とする、シ
ステム。
【請求項２６】
　請求項１５または請求項１６乃至２５の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維が、澱粉または感水ポリマーを含み、濡れているときよりも乾
いているときに硬度が高くなることを特徴とする、システム。
【請求項２７】
　請求項１５または請求項１６乃至２６の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の絡み合い状の合成繊維がＸ線不透過性マーカを含むことを特徴とする、システム。
【請求項２８】
　請求項１５または請求項１７乃至２７の何れか一項に記載のシステムにおいて、前記複
数の隆起が、成形されたポリマーの小塊を含むことを特徴とする、システム。
　
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年１２月７日出願の米国仮特許出願第６１／５６７，９９８号（Ｓ
ＹＮＴＨＥＴＩＣ　ＧＲＡＮＵＬＡＴＩＮＧ　ＧＡＵＺＥ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　
ＲＥＤＵＣＥＤ－ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＳＹＳＴＥＭＳ）の優先権を
主張し、この開示全体を、参照することにより本明細書に援用する。
【０００２】
　本開示は、概して、創傷を治療するための治療システムに関し、より詳細には、限定さ
れるものではないが、減圧治療システム、減圧システム、および方法と使用するための肉
芽形成用合成ガーゼに関する。
【背景技術】
【０００３】
　臨床試験および実習から、組織部位に近接して減圧をもたらすことによって、組織部位
における新しい組織の成長を増強および加速することが示されている。この現象の適用は
多数あるが、減圧を行うことは、創傷の治療において特に成功している。この治療（医学
界では「陰圧閉鎖療法」、「減圧療法」、または「真空療法」と呼ばれることが多い）は
いくつもの利点を提供し、それら利点には、迅速な治癒や肉芽組織の形成加速化が含まれ
る。減圧療法の適用では、一般に、創傷に近接して発泡体パッドが位置決めされ、ドレー
プで被覆されて、減圧が行われる。
【発明の概要】
【０００４】
　例示的実施形態によれば、減圧治療システムにおいて使用するためのマニホールド部材
は、第１の側面および第２の側面を有するパッドを形成する複数の絡み合い状の（ｉｎｔ
ｅｒｌｏｃｋｉｎｇ）合成繊維を含む。マニホールド部材はさらに、パッドの少なくとも
第１または第２の側面に形成された複数の隆起を含む。複数の隆起は、組織部位での組織
の肉芽形成を促す。
【０００５】
　別の例示的実施形態によれば、減圧を用いて患者の組織部位を治療するためのシステム
は、組織部位に近接して配置されるように適合されたマニホールド部材と、マニホールド
部材を被覆して密閉空間を形成するように適合されたシール部材と、密閉空間に流体的に
結合された減圧源とを含む。マニホールド部材は、第１の側面および第２の側面を有する
パッドを形成する複数の絡み合い状の合成繊維を含む。マニホールド部材は、さらに、パ
ッドの少なくとも第１または第２の側面に形成された複数の隆起を含む。
【０００６】
　別の例示的実施形態によれば、組織部位を治療する減圧治療システムにおいて使用する
ためのマニホールド部材の製造方法は、複数の合成繊維を形成するステップと、複数の合
成繊維から、第１の側面および第２の側面を有するパッドを形成するステップと、パッド
の少なくとも一部分に複数の隆起を結合するステップとを含む。複数の隆起は、接合によ
って結合され得るか、または複数の合成繊維の態様として成形され得る。
【０００７】
　別の例示的実施形態によれば、減圧治療システムにおいて使用するためのマニホールド
部材は、第１の側面および第２の側面を有する連続気泡発泡体の層を含む。マニホールド
部材はまた、連続気泡発泡体の層に結合された複数の絡み合い状の繊維を含む。
【０００８】
　例示的実施形態の他の態様の目的、特徴、および利点は、以下の図面および詳細な説明
を参照することから明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、マニホールド部材の例示的実施形態を含む減圧を用いて患者の組織部位
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を治療するためのシステムの例示的実施形態の概略的な断面図である。
【図２】図２は、パッドを形成するマニホールド部材の例示的実施形態の（一部分を断面
にした）概略的な斜視図である。
【図３】図３は、パッドを形成するマニホールド部材の例示的実施形態の概略的な平面図
である。
【図４】図４は、図３のマニホールド部材の概略的な断面図である。
【図５】図５は、複数の結び目を備えて形成された合成繊維の概略的な立面図である。
【図６】図６は、マニホールド部材の例示的実施形態の概略的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の例示的非限定的な実施形態の詳細な説明において、本明細書の一部をなす添付図
面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施できるようにするのに十分な
程度、詳細に説明し、および本発明の趣旨または範囲から逸脱せずに、他の実施形態を使
用し得ること、および論理的な構造上の、機械的な、電気的な、および化学的な変更がな
され得ることが理解される。当業者が、本明細書で説明する実施形態を実施できるように
するのに必要ではない詳細に関する説明を避けるために、当業者に公知の特定の情報に関
する説明を省略し得る。それゆえ、以下の詳細な説明は、限定的ととられるべきではなく
、例示的実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定義される。
【００１１】
　ここで図面を、初めに図１を参照すると、減圧を用いて患者１０４の組織部位１０２を
治療するシステム１００の例示的実施形態が示されている。システム１００は、複数の合
成繊維１０８と、複数の隆起１１０（例えば、図２の隆起１１０を参照）とを用いて形成
されたマニホールド部材１０６の例示的実施形態を含む。マニホールド部材１０６は合成
のものとし得るが、医療用綿ガーゼの見た目や感触を有するように適合されている。マニ
ホールド部材１０６は隆起１１０を含む。隆起１１０は、組織部位１０２の肉芽形成を増
進させることも、流れ経路を提供して減圧の多岐的な分配（ｍａｎｉｆｏｌｄｉｎｇ）を
促すこともできる。本明細書全体において、「または」は相互排他性である必要はない。
複数の隆起１１０が肉芽形成を増進させるため、マニホールド部材１０６は、肉芽形成用
合成ガーゼと称し得る。マニホールド部材１０６は、下記でさらに詳細に説明する。
【００１２】
　組織部位１０２は、骨組織、脂肪組織、筋組織、皮膚組織、脈管組織、結合組織、軟骨
、腱、靭帯、または任意の他の組織を含む、任意のヒト、動物、または他の生物の体の組
織とし得る。組織部位１０２の治療は、肉芽形成を促す、または流体、例えば滲出液や腹
水の除去を促す減圧療法を含み得る。図１の例示的例では、組織部位１０２は、患者１０
４の創傷にある。創傷は、表皮１１４を通り、真皮１１６を通って、皮下組織１１８まで
延在する。
【００１３】
　マニホールド部材１０６は、組織部位１０２に近接して配置され、かつシール部材１２
０によって被覆されて、密閉空間１２１を形成する。シール部材１２０は、流体シールを
もたらす任意の材料とし得る。流体シールは、特定の減圧源または関連のサブシステムか
ら与えられた減圧を所望の部位に維持するのに適切なシールである。シール部材１２０は
、例えば、不透過性または半透過性のエラストマー材料とし得る。半透過性材料に関し、
透過性は、所与の減圧源に対して所望の減圧を維持し得る程度に、十分に低い必要がある
。
【００１４】
　取付装置１２２は、患者の表皮１１４の一部分に、またはガスケットや追加的なシール
部材などの別の層に、シール部材１２０を保持するために使用し得る。取付装置１２２は
多数の形態を取り得る。例えば、取付装置１２２は、シール部材１２０の周囲または全体
に延在する医学的に容認できる感圧接着剤；両面ドレープテープ；糊；親水コロイド；ヒ
ドロゲル；シリコーンゲル；オルガノゲル；または他のシール装置または要素とし得る。
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【００１５】
　シール部材１２０には減圧インターフェース１２４が適用されて、密閉空間１２１への
流体連通をもたらす。減圧インターフェース１２４は、そのような流体連通または流体結
合をもたらす任意の装置とし得る。例示的一実施形態では、減圧インターフェース１２４
は、ＫＣＩ（Ｓａｎ　Ａｎｔｏｎｉｏ、Ｔｅｘａｓ）から入手可能なＴ．Ｒ．Ａ．Ｃ．（
登録商標）ＰａｄまたはＳｅｎｓａ　Ｔ．Ｒ．Ａ．Ｃ．（登録商標）Ｐａｄとし得る。例
示的一実施形態では、減圧インターフェース１２４は、シール部材１２０を通って延在す
る導管の一部分とし得る。
【００１６】
　減圧インターフェース１２４の第１の端部１２８には、減圧供給導管１２６が流体的に
結合されている。減圧供給導管１２６の第２の端部１３０は、減圧源１３２に流体的に結
合されている。減圧供給導管１２６は、一般に、医療用チューブ、または流体を運ぶ手段
とし得る。
【００１７】
　減圧源１３２は、減圧を供給するための任意の装置、例えば真空ポンプ、壁面吸い込み
、または他の減圧源とし得る。組織部位に行われる減圧の量および性質は、一般に適用に
応じて変動するが、減圧は、一般に、－５ｍｍ　Ｈｇ（－６６７Ｐａ）～－５００ｍｍ　
Ｈｇ（－６６．７ｋＰａ）、より典型的には－７５ｍｍ　Ｈｇ（－９．９ｋＰａ）～－３
００ｍｍ　Ｈｇ（－３９．９ｋＰａ）とし得る。
【００１８】
　減圧は、一般的に、治療が施されている組織部位における周囲圧力を下回る圧力を指す
。ほとんどの場合、この減圧は、患者１０４がいる場所の気圧を下回る。あるいは、減圧
は、組織部位１０２の静水圧を下回り得る。他に指定のない限り、本明細書で述べる圧力
の定量値は、ゲージ圧である。送達される減圧は、一定であってもまたは変動しても（パ
ターン化またはランダム）よく、連続的にまたは断続的に送達され得る。用語「真空」お
よび「負圧」を、組織部位に適用される圧力を説明するために使用し得るが、組織部位で
行われる実際の圧力は、通常完全な真空に関連付けられる圧力を上回り得る。本明細書で
の使用に一致して、他に指定のない限り、減圧または真空圧の上昇は、一般に、絶対圧の
低下を指す。
【００１９】
　ここで主に図１～５を参照すると、マニホールド部材１０６は、一般に、医療用綿ガー
ゼのような見た目や感触に形成される。医療用綿ガーゼの見た目や感触は、一部の医療従
事者が望む特徴である。マニホールド部材１０６は、医療用綿ガーゼのような見た目や感
触である一方、減圧治療に関する性能が改善されている。マニホールド部材１０６は、ど
のガーゼもそうであるように、創傷床上にまたは組織部位１０２に接して配置され、さら
に、マニホールド部材１０６の性能は向上されている。
【００２０】
　マニホールド部材１０６は、複数の合成繊維１０８を用いて形成され得る。合成繊維１
０８は、織られて、または組み合わせられて、絡み合った状態の複数の合成繊維１３４を
形成でき、これが、パッド１３６などの多孔質パッドを形成する。パッド１３６の細孔は
、パッド１３６を通る流路または流れ経路を形成し、これら流路または流れ経路は、組織
部位に減圧を分配するように適合されている。パッド１３６は第１の側面１３８および第
２の側面１４０を有する。複数の隆起１１０は、パッド１３６の側面１３８、１４０の一
方または双方に形成され、かつ複数の合成繊維１０８の一部に取り付けられ得るか、また
はその一部として形成され得る。
【００２１】
　複数の合成繊維１０８は、例えば、以下のうちの１つまたは複数から形成され得る：不
織レーヨン、セルロース配合のレーヨン、ポリエステル、ポリアミド、ポリオレフィン、
ポリアクリル酸、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコールおよびコポリマー、ポリウレタ
ン、または他のポリマー。合成繊維１０８は、例えば、円形断面または不規則な断面（例
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えば、耳たぶ形状）を有し得る。複数の合成繊維１０８は、スピン形成プロセスまたはブ
ロー形成プロセスによって形成され、天然の綿の見た目や感触を模倣し得る。合成繊維１
０８は、親水性または疎水性となるように形成し得る。合成繊維１０８を形成する材料に
顔料を加え得る。例示的一実施形態では、合成繊維１０８は、有効径が２０μｍ未満の繊
維から形成されるが、繊維の直径が約２００μｍまたはそれらの間の任意の寸法である、
より粗いメッシュも使用し得る。複数の絡み合い状の合成繊維１０８の平均的な有効径は
、一般に、１５μｍ超、かつ２５μｍ未満である。パッド１３６の密度の範囲は、１平方
メートル当たり約２０～２００グラム（約２０～２００ｇｓｍ）を可能とし得る。マニホ
ールド部材１０６の圧縮剛性は、医療用綿ガーゼを上回り、かつ５０％の圧縮で８ｋＰａ
の範囲とし得る。合成繊維１０８を組み合わせて複数の絡み合い状の合成繊維１３４を形
成し、それでパッド１３６を形成する。
 
【００２２】
　複数の合成繊維１０８に多数の材料を追加し得る。例えば、多数の色のうちのいずれか
の顔料が複数の合成繊維１０８に含まれ、容易に視覚認識できるようにする。抗菌剤（例
えば、銀）を複数の合成繊維１０８に加え得る。さらに別の例として、Ｘ線不透過性物質
を複数の合成繊維１０８に加え得る。後者の例では、Ｘ線撮影を使用して、ドレッシング
の変更後に創傷床に残った、いずれのＸ線不透過性物質の位置も突き止め得る。さらに別
の例として、補強用材料、例えば、澱粉、またはポリビニルアルコールなどの感水ポリマ
ーを加えて、マニホールド部材１０６に比較的高い硬度を与え、かつ補強用材料が濡れる
ときの硬度を低下させ得る。
【００２３】
　複数の隆起１１０は、組織部位１０２に微小歪みまたは比較的より大きな微小歪みをも
たらすことによって、肉芽形成を増進させ得る。複数の隆起１１０はまた、マニホールド
部材１０６を通る流路を提供するのを支援し得る。複数の隆起１１０は、パッド１３６ま
たは複数の合成繊維１１０に成形または接合され得るか、または他の方法で形成され得る
。複数の隆起１１０は、例えば、ポリウレタン、シリコーン、ＴＰＥ、ポリエーテルブロ
ックポリアミド（ＰＥＢＡＸ）、またはポリオレフィンエラストマーなどのポリマーから
形成し得る。複数の隆起１１０の硬度は、４０～６０Ｓｈｏｒｅ　Ａデュロメータである
。複数の隆起１１０の平均体積は、約０．１２５ｍｍ３～約８ｍｍ３である。
【００２４】
　隆起１１０は、少なくとも１つの寸法が１０μｍを上回るポリマー粒子または小塊を含
み得る。複数の隆起１１０は、顔料、または抗菌剤などの他の添加剤が加えられ得る。複
数の隆起１１０は、小塊として、任意の形状、例えば、不規則な形、ドーム形、正方形、
矩形、三角形、または他の形状に形成し得る。複数の隆起１１０は、間隙および特徴を生
じる任意の表面のむらとし得る。複数の隆起１１０の形状は、構造への内方成長を制限し
てまたは妨げて、ドレッシングの変更時にマニホールド部材１０６を除去するのを容易に
し得る。
【００２５】
　合成繊維１０８および隆起１１０は、多数の方法で形成し得る。ここで主に図２を参照
すると、一実施形態では、複数の隆起１１０はパッド１３６に結合される。例えば、複数
の隆起１１０はパッド１３６に接合される。接合は、非水溶性接着材被覆プロセス、例え
ば、アクリル、ポリウレタン、ケイ素、またはエラストマーベースの医療グレードの接着
剤を使用して形成し得る。接合はまた、熱接着または火炎貼合せを使用して形成し得る。
【００２６】
　例示的一実施形態では、パッド１３６を形成する複数の合成繊維１０８と、複数の隆起
１１０とは、ポリマー繊維のマットを形成してから、ポリマー繊維のマットの表面に形体
または物体をスパッタコーティングすることによって、形成し得る。隆起１１０は、好適
な接合性を備える別のポリマーまたは任意の他の好適な材料から形成し得る。別の例示的
実施形態では、複数の隆起１１０は澱粉を含み、澱粉は、創傷に残っても安全とし得る。
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隆起１１０には、後続の撮像のためにタグをつけられてもよい。
【００２７】
　マニホールド部材１０６は、穿孔または引裂き経路１４４を有する縦長の条片として形
成し得る。完成品のマニホールド部材１０６をリール上に巻き付け得るか、またはエンド
ユーザに条片形状で提供され得る。マニホールド部材１０６の厚さ１４５は、一般に、約
１ｍｍ～約５ｍｍの範囲であり、および幅１４６は、一般に約１ｃｍ～約３０ｃｍの範囲
である。当然のことながら、他の寸法も可能である。
【００２８】
　ここで主に図３および図４を参照すると、別の例示的実施形態では、複数の隆起１１０
は、複数の合成繊維１０８自体に形成される。例えば、複数の合成繊維１０８および複数
の隆起１１０は、成形、押出し、カレンダー加工、印刷、吹き付け、または他の手段によ
って形成し得る。
【００２９】
　ここで主に図５を参照すると、別の例示的実施形態では、複数の合成繊維１０８は、各
合成繊維１０８に沿って縦方向に形成された複数の結び目１４２または結び目のような構
造を備えて形成され得る。合成繊維１０８は、レース編みおよび製網（ｎｅｔ　ｍａｋｉ
ｎｇ）において使用された技術および方法を用いて形成された織り、編み、編組、乾式、
メルトブローンであるか、または他の方法で絡み合うように組まれて、複数の絡み合い状
の合成繊維１３４を形成して、パッド１３６を形成する。
【００３０】
　マニホールド部材１０６を形成する様々な方法の場合、マニホールド部材１０６の機械
的特性は、ポリマーまたはポリマーブレンド、断面（例えば、形成された繊維の断面が、
鋭い先を備えるかまたは滑らかな円であるか）、および繊維ストランドの幾何学的形状（
跳ね返りを最小にする）の選択によって、制御し得ることに留意されたい。例えば、場合
によっては小径の繊維を使用し得る。なぜなら、より小径の繊維は、より直径の大きな繊
維から形成された構造と比較して、より柔らかく柔軟な構造を形成する傾向があるためで
ある。耳たぶ状および縦方向に溝付の繊維を使用して、マニホールド部材１０６のウィッ
キング性質を高め得る。
【００３１】
　マニホールド部材１０６は、材料のシートとして形成し得る－シートは、複数の絡み合
い状の合成繊維１３４および複数の隆起１１０を含む。異なる適用では、追加的な層をパ
ッド１３６に貼りあわせ得る。例えば、ヒドロゲル、シリコーンゲル、有孔フィルム、お
よび抗菌剤層をパッド１３６に貼り合わせ得る。
【００３２】
　再度、主に図２を参照すると、他の実施形態にも適用可能ではあるが、パッド１３６は
、穿孔されるかまたは部分的にカッティングされて引裂き経路１４４を形成し、引裂きを
容易にし得る。パッド１３６は、一般にロール上に配置される。引裂き経路１４４は、縦
方向に変位され、かつ幅１４６にわたって横方向に延在する。引裂き経路１４４は、隙間
のない穿孔すなわち穴から、またはセグメント化された穿孔から、またはわずかな切り込
みすなわちキスカット（ｋｉｓｓ－ｃｕｔｓ）から形成して、引裂き経路を制御し得る。
各引裂き経路１４４の各側に封じ込め接合部１４８が形成されて、引裂き後も、繊維１０
８を引裂き経路１４４に沿って一緒に保持し得る。マニホールド部材１０６は、引裂き経
路１４４に沿って引き裂かれるかまたはカッティング具によってカッティングされない限
り、手で分離されないように構成し得る。
【００３３】
　全ての実施形態に関し、マニホールド部材１０６は、別の細繊維材料を用いてフロック
加工する（ｆｌｏｃｋｅｄ）かまたは被覆されて、マニホールド部材１０６の柔軟性を高
め得るかまたは嵩を増やし得る。フロックは、マニホールド部材１０６に疎水性または親
水性を与え得る。細繊維はまた、液体を吸収するとゲルになる超吸収性ポリマーから形成
し得る。細繊維の例は、ポリエステル、ポリアミド、ポリアクリル、ポリビニルアルコー
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ルおよびコポリマー繊維を含む。
【００３４】
　ここで主に図１～５を参照すると、動作時、例示的一実施形態によれば、使用者は、図
１に示すように、それ自体を折り返し得るかまたは詰込み得るマニホールド部材１０６の
条片を選択することによって、マニホールド部材１０６をある大きさにし、または適切な
引裂き経路１４４を引き裂いてまたはカッティングして、組織部位１０２を適切に被覆す
るマニホールド部材１０６の１つまたは複数の部片を提供し得る。マニホールド部材１０
６は、単に引裂くのではなく、引裂き経路１４４またはカッティング具を使用し得ること
を除いて、医療用綿ガーゼのように組織部位１０２に実質的に適用され得る。
【００３５】
　マニホールド部材１０６の展開後、組織部位１０２は、シール部材１２０によって被覆
され得る。減圧インターフェース１２４を適用して、マニホールド部材１０６を含む密閉
空間１２１に流体連通をもたらす。減圧インターフェース１２４は、減圧供給導管１２６
によって減圧源１３２に流体的に結合される。あるいは、アパーチャを備えるシール部材
１２０にマイクロポンプ（明示せず）を直接適用し、密閉空間１２１への流体通路をもた
らす。減圧源１３２を作動させて、マニホールド部材１０６を通して組織部位１０２まで
減圧を分配し得る。
【００３６】
　マニホールド部材１０６は、創傷に迅速に配置し得る。マニホールド部材１０６は、綿
ガーゼの見た目や感触をもたらすが、親水性の吸収性ではなく、減圧用の疎水性の多岐的
な分配（ｍａｎｉｆｏｌｄｉｎｇ）をもたらすことができる。マニホールド部材１０６は
また、陰圧閉鎖療法で使用されるとき、肉芽形成または流体の流れを改善する。
【００３７】
　ここで主に図６を参照すると、減圧システム（図１の１００参照）において使用するた
めの例示的なマニホールド部材２０６の代替的な実施形態が示されている。マニホールド
部材２０６は、第１の側面２５２および第２の側面２５４を有する連続気泡発泡体２５０
の層を含む。マニホールド部材２０６は、さらに、複数の絡み合い状の繊維２５６を含む
。絡み合い状の繊維２５６は、合成物質、例えば、ポリマー、またはセルロース繊維から
形成し得る。例示的一例では、連続気泡発泡体２５０は、医療用綿ガーゼの一方の側面に
適用され得る。複数の絡み合い状の繊維２５６は、接合部２５８によって連続気泡発泡体
２５０の層に結合される。接合部２５８は、接着剤、溶接、機械的な絡み合わせ、または
他の取付手段とし得る。連続気泡発泡体２５０の層の厚さ２６０は３ミリメートル未満で
あり、および複数の絡み合い状の繊維２５６の厚さ２６２は３ミリメートル未満である。
使用時、連続気泡発泡体２５０は、組織部位に隣接して展開され、かつ図１に関連して説
明したように使用する。
【００３８】
　本発明およびその利点を、例示的非限定的な実施形態に照らして開示したが、添付の特
許請求の範囲から逸脱せずに、様々な変更、代替、置換、および修正をなし得ることを理
解されたい。いずれか一つの実施形態に関連して説明された任意の特徴はまた、任意の他
の実施形態にも適用可能であり得ることを理解されたい。
【００３９】
　上述の利益および利点は、一実施形態に関連し得ること、またはいくつかの実施形態に
関連し得ることを理解されたい。「１つの（ａｎ）」品目への言及は、１つまたは複数の
それら品目を指すことをさらに理解されたい。
【００４０】
　本明細書で説明した方法のステップは、任意の好適な順序で、または適切な場合には同
時に実施し得る。
【００４１】
　適切な場合には、上述の実施形態のいずれかの態様を、説明の任意の他の実施形態の態
様と組み合わせて、類似のまたは異なる特性を有しかつ同じまたは異なる問題に対処する
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別の例を形成する。
【００４２】
　好ましい実施形態の上述の説明は例示にすぎず、当業者は様々な修正をなし得ることを
理解されたい。上述の明細書、例およびデータは、本発明の例示的な実施形態の構造およ
び使用の完全な説明を提供する。本発明の様々な実施形態を、ある程度詳細に、または１
つまたは複数の個々の実施形態を参照して上記で説明したが、当業者は、特許請求の範囲
から逸脱せずに、開示の実施形態に多数の修正をなすことができる。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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