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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】創傷用器具を用いて創傷の治療を行う際、流体
の流路を確保することができる新規技術を提供すること
。
【解決手段】創傷を密閉状態で覆い流体の吸引及び／又
は供給を行う創傷用器具に挿入するシート体１ａであっ
て、少なくとも1以上の壁で区画された密閉室１１と、
該密閉室により画定されシート体の面方向に連通する流
路１２と、を備え、前記流路は、前記創傷用器具の流体
吸引時及び／又は前記創傷用器具への流体供給時に、流
体が通流可能に維持される創傷用器具用シート体を提供
する。本発明に係る創傷用器具用シート体を用いれば、
創傷用器具を用いて吸引等を行う際、流体の流路を確保
することができ、創傷治療を効率的かつ効果的に行うこ
とができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷を密閉状態で覆い流体の吸引及び／又は供給を行う創傷用器具に挿入するシート体
であって、
　少なくとも1以上の壁で区画された密閉室と、
　該密閉室により画定されシート体の面方向に連通する流路と、を備え、
　前記流路は、前記創傷用器具の流体吸引時及び／又は前記創傷用器具への流体供給時に
、流体が通流可能に維持される創傷用器具用シート体。
【請求項２】
　前記流路幅が、０．２～２０ｍｍである請求項１記載の創傷用器具用シート体。
【請求項３】
　前記密閉室には、流体又はゲル状体が封入されている請求項１又は２に記載の創傷用器
具用シート体。
【請求項４】
　前記密閉室には、気体が封入されている請求項３に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項５】
　前記密閉室は、流体又はゲル状体を前記密閉室内に注入及び／又は前記密閉室外へ排出
するための１以上の口を備える請求項３又は４に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項６】
　流体又はゲル状体を前記密閉室内で移動又は循環させることが可能な請求項３から５の
いずれか一項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項７】
　前記シート体の少なくとも一方の面側に凸状部を複数備え、前記凸状部間が前記流路と
して機能する請求項１から６のいずれか一項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項８】
　前記凸状部の高さが、０．５～２０ｍｍである請求項７に記載の創傷用器具用シート体
。
【請求項９】
　前記凸状部が、前記シート体４．０ｃｍ２あたり１～１００個配置されている請求項７
又は８に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項１０】
　前記凸状部が、複数の独立した密閉室により形成されている請求項７から９のいずれか
一項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項１１】
　前記流路は、前記シート体の少なくとも一方の面側に開口している請求項１から１０の
いずれか一項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項１２】
　前記シート体の少なくとも一方の面側に、繊維状材料及び／又は連続気泡発泡体からな
るパッドを積層した請求項１から１１のいずれか一項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項１３】
　透視性を有する請求項１から１２項に記載の創傷用器具用シート体。
【請求項１４】
　創傷を密閉状態で覆い得るカバーと、
　該カバー内部からの流体の吸引及び／又は前記カバー内部への流体の供給に用いられ、
前記カバー内部と外部を連通させるために前記カバーに設けられた１以上の連通口と、
　前記カバーと前記創傷との間の前記カバー内部に配置される請求項１から１３のいずれ
か一項に記載のシート体と、
　を少なくとも備える創傷用器具。
【請求項１５】
　前記シート体が、前記カバーの内側に固定された請求項１４記載の創傷用器具。
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【請求項１６】
　前記カバーは、略袋状又は略スリーブ状を呈する請求項１４又は１５に記載の創傷用器
具。
【請求項１７】
　創傷を密閉状態で覆い得るカバーと、
　該カバー内部からの流体の吸引及び／又は前記カバー内部への流体の供給に用いられ、
前記カバー内部と外部を連通させるために前記カバーに設けられた１以上の連通口と、
　該連通口に接続する流体吸引源又は流体供給源の少なくとも一方と、
　前記カバーと前記創傷との間の前記カバー内部に配置される請求項１から１３のいずれ
か一項に記載のシート体と、
　を少なくとも備える創傷用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、創傷の治癒のために用いる創傷用器具に挿入するシート体に関する。より詳
しくは、創傷を密閉状態で覆い、創傷面の排液を吸引したり、洗浄等を行ったりすること
により創傷の治療を行うために用いる創傷用器具に挿入するシート体、並びに該シート体
を用いた創傷用器具及び創傷用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱傷、褥瘡、糖尿病性潰瘍、静脈瘤性潰瘍、術創、及びその他の損傷（以下、これらを
総称して「創傷」と称する。）の治癒においては、壊死組織やバクテリアの除去、適度な
湿潤環境の維持、感染や汚染の予防等が必要である。創傷の治療においては、従来から、
軟膏ガーゼ等を用いた方法、創傷を液体不透過性の包帯で密閉する方法等が行われてきた
。
【０００３】
　最も古くから行われている軟膏ガーゼ等を用いた方法は、ガーゼ内へのバクテリアの侵
入、ガーゼ内でのバクテリアの繁殖、創傷の乾燥によるドレナージの妨げ等の問題があっ
た。液体不透過性の包帯で密閉する方法は、ガーゼ等によるバクテリアの侵入、創傷の乾
燥、ドレナージの妨げ等の問題は解決できたが、滲出液の多い創傷では剥離しやすくなる
ため包帯の頻回交換が必要であったり、一旦、包帯内にバクテリアが進入すると、バクテ
リアの増殖により感染を引き起こしやすかったりする等の問題を生じていた。
【０００４】
　そこで、近年では、創傷を治療するために、創傷を密閉状態で被覆し、創傷からの血液
や滲出液等の排液を吸引により除去したり、液体を供給して創傷を洗浄したりする治療方
法が開発されつつある。この方法は、壊死組織やバクテリアの除去、適度な湿潤環境の維
持が可能となるため、従来のガーゼや包帯等のように単に創傷を被覆するものより、創傷
の治療を促進できる場合があることが知られている。
【０００５】
　この創傷治療では、連続気泡発泡体や繊維等からなるパッドを創傷に被覆し、さらにそ
の上から不透過性フィルムからなるカバーを被覆し、その後にカバーに設けられた連通口
を通して吸引したり、流体を供給したりするこができる器具を使用することが多い。
【０００６】
　吸引を行うことにより創傷を治療する方法に用いる器具として、例えば、特許文献１で
は、創傷を含み且つその創傷を囲む皮膚上を密閉する密閉手段と、創傷等に０．０１～０
．９９気圧の負圧を生成する真空手段と、創傷上に配置される多孔性スクリーン手段とを
有する器具が開示されている。
【０００７】
　特許文献２では、体の患部を収納するための外被（カバー）を備え、このカバー内に創
傷部の表面に接触するように設けられた多孔性パッドと、外被の内部を負圧源に接続する
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ための接続手段と、を備えた創傷部の治療を促進するための装置が開示されている。
【０００８】
　特許文献３では、透明で空気不透過性の素材で構成された、手足を挿入して腕又は脚に
気密的に装着される包袋と、一端が包袋内に挿入されて他端が吸排気装置に接続される吸
引チューブと、を備えた陰圧療法用器具が開示されている。
【０００９】
　また、流体の供給等を行うことにより創傷を治療する方法に用いる器具として、例えば
、特許文献４には、開放細孔を有する少なくとも一つのセル材料からなる多孔質性材料と
、液体不浸透性の外被もしくは層と、液体供給用の連結部分と、液体除去用の連結部分と
、を備える組織の処理用器具が開示されている。
【００１０】
　特許文献５には、高さおよび角度が調節可能であって、酵素性溶液を供給するための複
数の人工チューブと、少なくとも１個の出口チューブと、皮膚病変部の周りで閉塞性シー
ルを形成する手段と、を備える酵素的壊死組織除去用装置が開示されている。
【００１１】
　これらの器具を用いて創傷治療を行う方法は、吸引や洗浄により滲出液を創傷上から除
去するため、バクテリアの繁殖を抑制し、感染等を予防することができる。また、創傷表
面を湿潤環境又は陰圧に保つことで、創傷部及びその周囲の血行が改善される等の効果に
より、結果として肉芽組織の形成の促進に繋がると考えられ、非常に有効な治療方法であ
ると注目されている。
【００１２】
　しかし、滲出液を除去したり、創傷表面を陰圧に保ったりするために吸引等を行う際、
吸引等に伴って、カバーと創傷との空間が狭くなり、ついにはカバーと創傷とが密着した
状態になると、液体や気体の流路を確保することが物理的に難しくなる。
【００１３】
　この状況を少しでも改善するために、前記の器具には、多孔質性のパッドを用いること
が頻繁に行われている。このパッドは、創傷を保護したり、創傷を適度に圧迫・引張した
り、吸引により創傷に均一に負圧を適用したり、流体供給により創傷に均一に液体又は気
体を適用したりする等の目的をもち、創傷の治癒促進には重要な要素の１つといえる。
【００１４】
　しかし、このパッドもまた、滲出液等を除去したり、創傷表面を陰圧に保ったりするた
めに吸引等を行う際、吸引等に伴って、パッド自体が陰圧により押し潰された状態に変形
して、パッドの気泡や空隙が潰れてしまうため、液体や気体の流路を確保するためには、
更なる技術の改良が期待されている。
【００１５】
【特許文献１】特表平７－５０１９５８号公報
【特許文献２】特表２００２－５４１９７８号公報
【特許文献３】特開２００７－９７８６０号公報
【特許文献４】特表昭５５－５００９３０号公報
【特許文献５】特表２００７－５１９４６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上記のように、創傷を密閉状態で覆い流体の吸引及び／又は供給を行う創傷用器具では
、創傷の治癒促進のために、流体の流路を確保することが非常に重要である。
【００１７】
　そこで、本発明では、前記創傷用器具を用いて創傷の治療を行う際、流体の流路を確保
することができる新規技術を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
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　本願発明者は、前記課題を解決するために鋭意研究した結果、流体の流路を確保し得る
全く新規な構造のシート体を創傷用器具に挿入する技術を見出し、本発明を完成させるに
至った。
【００１９】
　即ち、本発明では、まず、創傷を密閉状態で覆い流体の吸引及び／又は供給を行う創傷
用器具に挿入するシート体であって、
　少なくとも1以上の壁で区画された密閉室と、
　該密閉室により画定されシート体の面方向に連通する流路と、を備え、
　前記流路は、前記創傷用器具の流体吸引時及び／又は前記創傷用器具への流体供給時に
、流体が通流可能に維持される創傷用器具用シート体を提供する。
　本発明に係る創傷用器具用シート体が挿入される創傷用器具の形態は特に限定されない
が、例えば、創傷を密閉状態で覆い得るカバーを備え、該カバー内部からの流体の吸引及
び／又は前記カバー内部への流体の供給を行うものであればよく、本発明に係る創傷用器
具用シート体はこの創傷用器具のカバー内部に挿入することが可能である。
　本発明に係る創傷用器具用シート体の流路は、創傷治療時に流体の通流が確保できれば
その流路幅は特に限定されないが、０．２～２０ｍｍであると好ましい。
　前記密閉室は、創傷治療時に流体の通流を確保し得る流路を画定できれば、その内部に
は、流体又はゲル状体を封入してもよい。そして、これらの流体又はゲル状体を注入及び
／又は排出するための１以上の口を、密閉室に備えていてもよい。
　前記密閉室は、流体又はゲル状体を、前記密閉室内で移動又は循環させることが可能な
構成にすることもできる。
　本発明に係るシート体には、少なくとも一方の面側に凸状部を複数備え、前記凸状部間
を前記流路として機能させることも可能である。
　この場合の前記凸状部の高さは特に限定されないが、０．５～２０ｍｍとすることが好
ましい。
　また、前記凸状部の個数も特に限定されないが、前記シート体４．０ｃｍ２あたり１～
１００個配置することが好ましい。
　更に、前記凸状部は、複数の独立した密閉室により形成することも可能である。
　なお、密閉室及び凸状部は、創傷治療時に前記流路を画定する形態に形成できれば、市
場での流通過程における形態は特に限定されず、潰れた状態のまま市場流通させ、創傷治
療時等の適当な段階で、流体、ゲル状体等を注入して、前記流路を画定する形態を形成し
て用いるものも本発明の範囲に包含する。
　本発明に係る創傷用器具用シート体の前記流路は、流体の通流が確保されていればその
構造は特に限定されないが、前記シート体の少なくとも一方の面側に開口させることもで
きる。
　以上説明した創傷用器具用シート体には、その少なくとも一方の面側に、繊維状材料及
び／又は連続気泡発泡体からなるパッドを積層して用いることが可能である。
　また、本発明に係る創傷用器具用シート体は、それを通して創傷が視認できる透視性を
有することが好ましい。
【００２０】
　本発明では、次に、創傷を密閉状態で覆い得るカバーと、
　該カバー内部からの流体の吸引及び／又は前記カバー内部への流体の供給に用いられ、
前記カバー内部と外部を連通させるために前記カバーに設けられた１以上の連通口と、
　前記カバーと前記創傷との間の前記カバー内部に配置される前記シート体と、
　を少なくとも備える創傷用器具を提供する。
　本発明に係る創傷用器具には、本発明に係るシート体を用いるが、前記シート体が、前
記カバーの内側に固定されていることが好ましい。
　本発明に係る創傷用器具の形態は特に限定されないが、例えば、略袋状又は略スリーブ
状に形成することも可能である。
【００２１】
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　本発明では、更に、創傷を密閉状態で覆い得るカバーと、
　該カバー内部からの流体の吸引及び／又は前記カバー内部への流体の供給に用いられ、
前記カバー内部と外部を連通させるために前記カバーに設けられた１以上の連通口と、
　該連通口に接続する流体吸引源又は流体供給源の少なくとも一方と、
　前記カバーと前記創傷との間の前記カバー内部に配置される前記シート体と、
　を少なくとも備える創傷用装置を提供する。
【００２２】
　ここで、本発明で用いる技術用語を定義する。本発明において、シート体の「面方向」
とは、シート体の面に平行な方向、又は、ほぼ平行な方向を意味する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る創傷用器具用シート体を用いれば、創傷を密閉状態で覆い、流体の吸引及
び／又は供給を行うことにより創傷の治療を行う場合において、流体が通流するための流
路を確保することができ、創傷治療をより効率的に、より効果的に行うことが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための好適な形態について説明する。なお、以下に説明する実
施形態は、本発明の代表的な実施形態の一例を示したものであり、これにより本発明の範
囲が狭く解釈されることはない。
【００２５】
　＜創傷用器具用シート体＞
　図１は、本発明に係る創傷用器具用シート体１ａの一実施形態を模式的に示す斜視模式
図であり、図２は、断面から視た図１に示す創傷用器具用シート体１ａのＩ－Ｉ矢視断面
模式図である。本発明に係る創傷用器具用シート体１ａは、大別して、密閉室１１と、流
路１２と、を備える。
【００２６】
　本発明に係る創傷用器具用シート体１ａの形態は、シート状になっていれば特に限定さ
れず、自由に設計することができる。例えば、三角形、四角形、菱形等の多角形、円形、
楕円形、又はこれらの形状を適宜組み合わせたシート状の形態、特定の方向に連続的に形
成したテープ状、ロール状の形態等に作成し、使用時に切断して用いることも可能である
。
【００２７】
　密閉室１１は、少なくとも１以上の壁で区画されていれば、特に限定されず、自由に設
計することができる。図１に示す実施形態では、側壁１３と、底壁１４と、上壁１５とで
区画された密閉室１１を一例として挙げている。より具体的には、本実施形態では、３枚
の合成樹脂フィルムを用いて密閉室１１を区画している。
【００２８】
　本発明に係る創傷用器具用シート体１ａの密閉室１１の壁は、気体非透過性かつ液体非
透過性の合成樹脂フィルムから形成することが好ましいが、創傷用器具の流体吸引時又は
流体供給時でも密閉室１１の体積を実質的に維持し得るものであれば多少の気体又は液体
透過性があるものを使用することもできる。密閉室１１の壁を構成する合成樹脂フィルム
の素材は特に限定されず、公知のあらゆる材料を１種又は２種以上自由に選択することが
できる。例えば、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、アクリル系重合体、オレフィン系共重合体、シリコーン等の合成樹脂を挙げること
ができる。
【００２９】
　また、密閉室１１の壁を構成する合成樹脂フィルムは、創傷の観察や、創傷への密着性
を向上させるために、透明で可撓性を有するものが好ましい。なお、密閉室１１の壁を２
種以上の合成樹脂フィルムや布帛をラミネートしてなる積層体で形成することも可能であ
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る。また、同一又は異なる種類の形態のシート体１ａをラミネートした積層構造のシート
体１ａとすることもできる。
【００３０】
　この密閉室１１には、シート体１ａに用いる前記材料を充填させることも可能であるが
、気体、液体、ゾル体等の流体やハイドロゲル、オルガノゲル等のゲル状体を封入するこ
とが望ましい。シート体の柔軟性、緩衝性を向上させて、創傷への刺激の軽減、及び、創
傷への密着性を高めるためである。
【００３１】
　密閉室１１には、図１では図示しないが、流体、ゲル状体等を注入及び／又は排出する
ための１以上の口を備えることが好ましい。該口を備えることにより、創傷治療時等に、
密閉室１１への流体、ゲル状体等の封入を行うことが可能となる。即ち、本発明に係るシ
ート体１ａは、創傷治療時等に、密閉室１１へ流体、ゲル状体等を封入することにより、
後述する流路１２が確保できるように設計されていれば、市場の流通過程においては、密
閉室１１が潰れた状態になっているものでも本発明の範囲に含まれる。
【００３２】
　このように、創傷治療時に、密閉室１１への流体、ゲル状体等の封入を可能とする構造
にすれば、シート体１ａが市場流通する際、軽量化、省スペース化が図れ、使用前の取り
扱い性が向上し、流通コストの軽減にも繋がる。また、創傷治療に用いるシート体１ａは
、使用する前に、滅菌処理することが多いと考えられるが、滅菌処理後に密閉室１１へ流
体、ゲル状体等を封入するように設計すれば、滅菌処理中に密閉室１１が破裂してしまう
のを防止することができる。
【００３３】
　さらに、創傷治療時に、密閉室１１への流体、ゲル状体等の封入を可能とする構造にす
れば、創傷の状態に合わせて、創傷を冷やしたり温めたりすることが可能となる。例えば
、熱傷の場合には冷水や冷やしたゲル状体等を封入したり、肉芽組織の形成に関与する生
体酵素の至適温度に近づくように温水や温めたゲル状体等を封入したりすることで、効率
的且つ効果的な治療を行うことが可能となる。さらに、後述するように密閉室１１に封入
した流体、ゲル状体を、密閉室内で移動又は循環させる構造にすれば、創傷の持続的な温
度調整が可能となる。
【００３４】
　流路１２は、密閉室１１により画定され、本発明に係るシート体１ａの面方向に連通す
る。従来から創傷用器具２に用いられている連続気泡発泡体や繊維等からなる多孔質性の
パッドは、その気泡や空隙が流路の役目を果たしているが、吸引を行った場合には、多孔
質性のパッドの気泡や空隙が潰れてしまい、流路を確保することが困難であった。しかし
、本発明に係るシート体１ａでは、流路１２が密閉室１１により画定されているため、吸
引を行った場合にもシート体１ａ自体の厚さはほぼ一定に保たれ、流路１２を確保したま
ま、創傷治療を行うことが可能である。
【００３５】
　また、従来の多孔質性のパッドを用いる場合には、吸引によりパッド自体が圧縮されて
硬くなり、創傷に過度な圧迫を加え、肉芽組織増殖や血流に悪影響を及ぼす可能性があっ
たが、本発明に係るシート体１ａでは、吸引時にも密閉室１１の体積はほぼ一定に保たれ
るため、柔軟性と緩衝性が損なわれること無く、また、密閉室１１が創傷へ接触する場合
であっても、創傷への過度な圧迫を軽減することが可能である。
【００３６】
　流路１２は、密閉室１１により画定され、吸引時においても、流体が通流可能に維持さ
れる構造であれば、その流路幅は特に限定されないが、創傷治療時の流路幅が０．２～２
０ｍｍであることが好ましい。創傷治療時に、流体の通流をより効率的に行うためである
。
【００３７】
　図３は、本発明に係る創傷用器具用シート体１ｂの図１とは異なる実施形態を模式的に
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示す斜視模式図であり、図４は、断面から視た図３に示す創傷用器具用シート体１ｂのＪ
－Ｊ矢視断面模式図である。
【００３８】
　本実施形態では、シート体１ｂの一方の面側に凸状部１１１を複数備えている。そして
、この凸状部１１１間が前記流路１２として機能する。本実施形態では、高さと大きさの
異なる２種類の凸状部１１１を複数配置したもので、この実施形態のように凸状部の高さ
、大きさ等の形態や配置を創傷の深さや形状に合わせて適宜設定することができる。
【００３９】
　本実施形態の各凸状部１１１は、図４の断面図に示す通り、全て底面部１１２で連通し
ている。そして、各凸状部１１１の内部を、流体が循環できるように構成している（図４
中符号Ｆ参照）。底面部１１２には、流体の注入口１１３及び排出口１１４を備え（図３
参照）、創傷治療時に、流体の注入及び排出を行うことができるように設計されている。
　このように、本実施形態では、各凸状部１１１と底面部１１２が、前記密閉室１１の役
割を担っている。
【００４０】
　本実施形態のように、密閉室１１（凸状部１１１及び底面部１１２）内を、流体が移動
又は循環できるように構成することで、創傷部の温度を一定に保つことができる。例えば
、冷水や冷風を循環させれば、創傷部を常に冷やすことができ、熱傷治療等の治療効率を
向上させることができる。逆に、温水や温風等を循環させれば、創傷部を肉芽組織の形成
に関与する生体酵素の至適温度域等に保ち、肉芽組織形成をより促進させることが可能で
ある。
【００４１】
　凸状部１１１の形状は、吸引時において、流路１２が確保されれば特に限定されないが
、その高さは０．５～２０ｍｍとすることが好ましい。この範囲の高さに設計すれば、創
傷用器具への挿入に影響を与えず、且つ、吸引時に確実に流路１２を確保することができ
、緩衝性および柔軟性を維持しつつ、持続的な排液及び流体の供給が可能となる。
【００４２】
　また前記凸状部１１１のシート体１ｂの面積あたりの個数は、吸引時において、流路１
２が確保されれば特に限定されないが、シート体１ｂ４．０ｃｍ２あたり１～１００個配
置されていることが好ましい。多すぎると、流路１２幅を確保することができなくなり、
少なすぎると創傷全面における均一な流体の吸引又は流体の供給が難しくなるからである
。
【００４３】
　以上説明した凸状部１１１は、図４に示すように、底面部１１２で連通した１つの独立
した密閉室１１により形成される構造に限らず、図５の斜視模式図および図６の断面模式
図に示すように、複数の独立した密閉室１１により形成することも可能である。
【００４４】
　なお、図５および図６に示す実施形態では、２枚のシートを部分的に結合し、流体、ゲ
ル状体等を封入することによりシート体１ｃを形成しているが、これに限定されず、例え
ば、図示しないが、複数の独立した密閉室１１をそれぞれ形成し、１枚のシート上にそれ
ぞれ固定することでシート体を形成することも可能である。
【００４５】
　本実施形態では、流路１２がシート体１ｃの一方の面側に開口した構造（図５及び図６
中符号Ｏ参照）になっている。この流路１２が開口した面を、創傷部へ対向するようにし
て創傷治療に用いることにより、創傷部からの均一な排液及び創傷部への流体の均一な供
給が可能となる。
【００４６】
　流路１２が開口した構造のシート体としては、図５および図６に示す実施形態に限らず
、例えば、図７～９のような構造のシート体１ｄ～１ｆでも、本発明の目的を達成するこ
とが可能である。
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【００４７】
　図７に示すシート体１ｄは、合成樹脂を用いて底壁１４と、上壁１５とを形成し、その
間に複数の側壁１３を備えることで、略ハニカム構造のシートを形成し、側壁１３間が面
方向に連通する流路１２として機能する構造を呈している。そして、上壁１５に開口部Ｏ
を備えている。この開口部Ｏは、両面（底壁１４および上壁１５）に備えることも可能で
ある。
【００４８】
　なお、本実施形態では、側壁１３、底壁１４、および上壁１５が全て前記密閉室１１の
役割を担い、この密閉室１１内は合成樹脂材料を充填させた構造になっているが、これに
限定されず、側壁１３、底壁１４、および上壁１５を中空構造となるように形成して、内
部に流体、ゲル状体等を封入することも自由である。
【００４９】
　図８（Ｉ）は、本発明に係る創傷用器具用シート体１ｅの全体を模式的に示す斜視模式
図であり、図８（II）は、（Ｉ）に示すシート体１ｅを部分的に拡大した拡大斜視模式図
である。
【００５０】
　図８に示すシート体１ｅは、密閉室１１が網目構造を形成し、密閉室１１に複数の貫通
部１２１を設けることにより、この貫通部１２１がシート体１ｅの面方向に連通する流路
１２の機能を果たすように設計している。この密閉室１１で形成された網目部分が、開口
部Ｏとして機能する。なお、図７の実施形態と同様に、本実施形態では、密閉室１１内は
合成樹脂材料を充填させた構造になっているが、これに限定されず、密閉室１１を中空構
造となるように形成して、内部に流体、ゲル状体等を封入することも自由である。
【００５１】
　図９に示すシート体１ｆは、密閉室１１を略直方体に形成し、密閉室１１に、上下左右
に交わるような複数の貫通部１２１を設けることにより、この貫通部１２１がシート体１
ｆの面方向に連通する流路１２の機能を果たすように設計している。そして、図面向かっ
て上下方向へ向かう貫通部１２１が、開口部Ｏとして機能する。なお、図７および図８の
実施形態と同様に、本実施形態では、密閉室１１内は合成樹脂材料を充填させた構造にな
っているが、これに限定されず、密閉室１１を中空構造となるように形成して、内部に流
体、ゲル状体等を封入することも自由である。
【００５２】
　図１０は、本発明に係る創傷用器具用シート体の図１、図３、図５、および図７～図９
とは異なる一実施形態を模式的に示す断面模式図である。本実施形態に係る創傷用器具用
シート体１ｇは、前記シート体１ｃに繊維状材料及び／又は連続気泡発泡体からなるパッ
ド１６を積層したシート体である。
【００５３】
　このように、繊維状材料及び／又は連続気泡発泡体からなるパッド１６を積層し、この
パッド１６側を創傷に接触させて創傷治療に用いることにより、微細空隙や微細孔を有す
る繊維状材料又は連続気泡発泡体の毛細管現象により、創傷面からの排液を均一かつ速や
かに除去することができる。また、繊維状材料又は連続気泡発泡体からなるパッド１６が
吸引により多少圧縮された場合であっても、シート体１ｃにより流体流路は確実に確保さ
れるので、効果的な流体の吸引又は供給を行うことが可能である。
【００５４】
　パッド１６の創傷と対向する側の表面には、図示しないが、シリコーンゲル、ハイドロ
ゲルのようなゲル層を形成することも可能である。このようなゲル層を形成することで、
パッド１６と創傷とを分離する際に、剥離刺激を低減し、創傷用器具を用いることによる
二次的傷害を防止することができる。
【００５５】
　シート体１ｃとパッド１６は、接着、粘着、溶着等により予め結合させておいても良い
が、シート体１ｃとパッド１６とを別々に形成し、創傷治療に用いる際に、シート体１ｃ
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とパッド１６とを積層させて用いてもよい。また、パッド１６は、シート体１ｃと同一の
大きさに限らず、シート体１ｃより大きくても小さくてもよく、創傷の大きさに合わせて
自由に設計することができる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、パッド１６にシート体１ｃを積層させているが、シート体１ｃ
に限らず、前述した各実施例に係るシート体１ａ～ｆのいずれを用いても本発明の目的を
達成することができる。
【００５７】
　以上説明した本発明に係る創傷用器具用シート体１ａ～ｇは、透視性を有することが好
ましい。感染の兆候や創傷の治癒の状態を簡単に観察できるようにするためである。具体
的には、シート体１ａ～ｆを透明な合成樹脂フィルム等で形成することにより、シート体
１ａ～ｆを通して創傷の状態等を観察することができる。
【００５８】
　また、シート体１ｇのように、繊維状及び／又は連続気泡発泡体からなるパッド１６を
積層させたシート体の場合には、図示しないが、パッド１６の片面から反対面に貫通する
貫通開口をパッド１６に設けておくことにより、創傷の状態を観察することができる。こ
の時、貫通開口の開口率は、本発明の目的を損なわない限り特に限定されないが、透視性
を確保する観点から３０～９０％の範囲とすることが好ましく、４０～８５％の範囲とす
ることがさらに好ましい。
【００５９】
　＜創傷用器具＞　
　図１１は、本発明に係る創傷用器具２ａの一実施形態を模式的に示す上方視平面模式図
であり、図１２は、断面から視た図１１に示す創傷用器具２のＬ－Ｌ矢視断面模式図であ
る。
【００６０】
　本発明に係る創傷用器具２ａは、大別すると、カバー２１と、連通口２１１と、シート
体１ｇと、を少なくとも備える。
【００６１】
　カバー２１は、創傷Ｗを密閉状態で覆うために、気体非透過性かつ液体非透過性の材料
から形成することが好ましい。また、創傷への刺激の軽減や、創傷への密着性を向上させ
るために可撓性を有し、創傷の状態等を観察するために透明性を有する材料が好ましい。
なお、皮膚の蒸れを防ぎ、創傷を適度な湿潤状態に保つために、水蒸気透過性（透湿性）
を有するものを用いてもよい。このようなカバー２１の材料としては、合成樹脂フィルム
が好適である。カバー２１に用いることができる合成樹脂フィルムの材料は、特に限定さ
れず、公知のものを１種又は２種以上自由に選択して用いることができる。例えば、ポリ
ウレタン、ポリエステル、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル系重合
体、オレフィン系共重合体、シリコーン等の合成樹脂を挙げることができる。また、カバ
ー２１を２種以上の合成樹脂フィルムや布帛をラミネートしてなる積層体で形成すること
も可能である。
【００６２】
　カバー２１の形態は、創傷Ｗを密閉状態で覆い得るものであれば特に限定されず、略袋
状、略スリーブ状、シート状（後述の図１３参照）のものを利用できる。四肢の創傷を被
覆する場合は、本実施形態の様に略袋状、又は略スリーブ状が好ましい。
【００６３】
　カバー２１を略袋状又は略スリーブ状の形態にする場合は、袋又はスリーブの患部挿入
口２１２に粘着剤などのシール手段を設けることで、創傷を密閉状態で覆うことができる
。
【００６４】
　カバー２１には、カバー２１内部からの流体の吸引及び/又はカバー２１内部への流体
の供給に用いるために、連通口２１１を備える。この連通口２１１は、吸引と供給のため
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に複数備えることも自由である。
【００６５】
　連通口２１１は、創傷治療時には、流体吸引源及び／又は流体供給源に接続して用いる
。流体吸引源及び流体供給源を同一の連通口２１１に接続する場合には、流体調整弁など
を設けて流体の流れを適宜制御してもよい。
【００６６】
　カバー２１上に設けられる連通口２１１の位置は特に限定されないが、流体の吸引又は
供給が均一に行えるように、後述するシート体１ｇの外周縁の近傍に配置することが好ま
しい。
【００６７】
　シート体１ｇは、カバー２１と創傷Ｗとの間のカバー２１内部に配置する。シート体１
ｇは、創傷治療時にカバー２１内部に挿入してもよいが、予め、カバー２１内部に、粘着
、接着、溶着などの固定方法により固定しておくことも可能である。固定する場合には、
例えば、粘着による固定方法等を用いて、カバー２１とシート体１ｇとが着脱自在に固定
することが好ましい。シート体１ｇの位置調節や交換が必要になった場合に、操作を簡便
にするためである。
【００６８】
　また、シート体１ｇのように、シート体１ｃとパッド１６とが積層されたシート体１ｇ
の場合、シート体１ｃのみをカバー２１に固定し、パッド１６は、創傷治療時に挿入する
ように構成してもよい。パッド１６を分離可能に構成しておけば、パッド１６の位置調節
や交換を簡単に行うことができ、常に清潔なパッド１６に交換することができるため、感
染等の防止にもつながる。
【００６９】
　シート体１ｇは、カバー２１の内部全面に設けても良いし、創傷の大きさに合わせて部
分的に設けることも自由である。
【００７０】
　図１３は、本発明に係る創傷用器具の図１１とは異なる実施形態を模式的に示す上方視
平面模式図である。本実施形態に係る創傷用器具２ｂは、カバー２１をシート状に形成し
ている。
【００７１】
　本実施形態では、カバー２１の周縁部２１３に粘着剤などのシール手段を設けている。
このシール手段で創傷を囲繞することで、創傷を密閉状態に覆うことが可能である。
　また、本実施形態では、カバー２１に、連通口２１１を２つ設けている。連通口２１１
を２つ設けることで、一方を流体吸引源へ、もう一方を流体供給源へ接続して用いること
ができる。
【００７２】
　以上説明した創傷用器具２ａ、２ｂには、シート体１ｇを用いているが、シート体１ｇ
に限らず、前述した本発明に係るシート体１ａ～ｆのいずれを用いても本発明の目的を達
成することができる。
【００７３】
　＜創傷用装置＞
　図１４は、本発明に係る創傷用装置３の一実施形態を模式的に示す模式図である。本発
明に係る創傷用装置３は、大別して、カバー２１と、連通口２１１と、流体吸引源３１又
は流体供給源３２の少なくとも一方と、シート体１ｇと、を少なくとも備える。なお、カ
バー２１、連通口２１１、およびシート体１ｇについては、前述の通りであるため、ここ
では説明を割愛する。
【００７４】
　流体吸引源３１又は流体供給源３２は、少なくとも一方を備えていれば、本発明に係る
創傷用装置の範囲内に包含されるが、本実施形態に係る創傷用装置３のように、流体吸引
源３１および流体供給源３２を両方備えていると好ましい。創傷に対して単に吸引だけ行
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った場合、高粘度の排液や付着性の壊死組織の除去が困難で、吸引機構が閉塞したり、脆
弱な新生肉芽組織を損傷させたりする場合があるが、流体供給源３２から流体を供給しな
がら吸引することで、排液や壊死組織の除去効果が高まり、吸引時の疼痛も緩和されるか
らである。
【００７５】
　流体吸引源３１としては、流体を吸引できれば公知のあらゆる形態の流体吸引源を用い
ることが可能である。例えば、電動式又は手動式の吸引ポンプ、シリンジ、スポイト等が
挙げられる。
【００７６】
　流体吸引源３１を用いる場合、その吸引力等は特に限定されず、創傷の状態や排液量等
に応じて、適宜調整することができる。特に本発明に係る創傷用装置を用いて吸引を行う
場合には、２０～３００ｍｍＨｇの陰圧で行うことが好ましく、４０～２００ｍｍＨｇの
陰圧で行うことが更に好ましい。壊死組織、細菌、排液等の創傷治癒の遅延因子を創傷か
ら積極的に除去するためである。
【００７７】
　流体供給源３２としては、流体を供給できれば公知のあらゆる形態の流体供給源を用い
ることが可能である。たとえば、電動式又は手動式のポンプ、噴霧器等が挙げられる。ま
た、液体を供給する場合には、重力を利用して自然落下式の供給源を用いることも可能で
ある。
【００７８】
　流体供給源３２を用いる場合、供給する流体の種類は特に限定されず、創傷の治療に用
い得る流体であれば、自由に選択して供給することができる。例えば、水、生理食塩水、
酵素、洗浄剤、生理活性物質、成長因子などの各種薬剤を含有した溶液等が挙げられる。
【００７９】
　また、これらの流体の温度を適宜調節して供給することにより、創傷治療を効率的且つ
効果的に行うことが可能である。
【００８０】
　流体供給源３２から供給する流体量は、特に限定されないが、1時間あたり１５～３０
０ｍｌが好ましく、３０～２００ｍｌが更に好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係る創傷用器具用シート体の一実施形態を模式的に示す斜視模式図であ
る。
【図２】断面から視た図１に示す創傷用器具用シート体１ａのＩ－Ｉ矢視断面模式図であ
る。
【図３】本発明に係る創傷用器具用シート体の図１とは異なる一実施形態を模式的に示す
斜視模式図である。
【図４】断面から視た図３に示す創傷用器具用シート体１ｂのＪ－Ｊ矢視断面模式図であ
る。
【図５】本発明に係る創傷用器具用シート体の図１および図３とは異なる一実施形態を模
式的に示す斜視模式図である。
【図６】断面から視た図５に示す創傷用器具用シート体１ｃのＫ－Ｋ矢視断面模式図であ
る。
【図７】本発明に係る創傷用器具用シート体の図１、図３、および図５とは異なる一実施
形態を模式的に示す斜視模式図である。
【図８】符号（Ｉ）で示す図は、本発明に係る創傷用器具用シート体の図１、図３、図５
、および図７とは異なる一実施形態の全体を模式的に示す斜視模式図であり、符号（II）
で示す図は、（Ｉ）に示すシート体１ｅを部分的に拡大した拡大斜視模式図である。
【図９】本発明に係る創傷用器具用シート体の図１、図３、図５、図７および図８とは異
なる一実施形態を模式的に示す斜視模式図である。
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【図１０】本発明に係る創傷用器具用シート体の図１、図３、図５、および図７～図９と
は異なる一実施形態を模式的に示す断面模式図である。
【図１１】本発明に係る創傷用器具２ａの一実施形態を模式的に示す上方視模式図である
。
【図１２】断面から視た図１１に示す創傷用器具２ａのＬ－Ｌ矢視断面模式図である
【図１３】本発明に係る創傷用器具の図１１とは異なる実施形態を模式的に示す上方視模
式図である。
【図１４】本発明に係る創傷用装置３の一実施形態を模式的に示す模式図である。
【符号の説明】
【００８２】
１ａ～ｇ　創傷用器具用シート体
２ａ、ｂ　創傷用器具
３　創傷用装置
１１　密閉室
１２　流路
１３　側壁
１４　底壁
１５　上壁
１１１　凸部
１６　パッド
２１　カバー
２１１　連通口
３１　流体吸引源
３２　流体供給源

【図１】
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【図４】
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