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(57)【要約】
　２段階式創傷包帯アセンブリは、創傷被覆体と、支持
体とを有する。創傷被覆体は、高さ（又は厚さ）よりも
大幅に大きい長さ及び幅と、第１の主面と、ポリウレタ
ンフィルムを含む、第１の主面の反対側の第２の主面と
、を有する。第１の主面の上には、コロイド状吸収剤を
含む創傷被覆体感圧接着剤が配置され、創傷被覆体感圧
接着剤は、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置
及び構成されている。支持体は、高さ（又は厚さ）より
も大幅に大きい長さ及び幅と、第１の主面と、第１の主
面の反対側の第２の主面と、を有する。支持体は、約２
００～約５００μｍの高さを有する発泡ポリマーウェブ
で形成される。支持体の第１の主面は、創傷被覆体の第
２の主面と対向関係にあり、かつ第２の主面に剥離可能
に付着され、少なくとも１つの感圧接着剤が上に配置さ
れる。使用のために創傷被覆体を皮膚に適用した後、創
傷被覆体が皮膚に粘着した状態で残置されるように支持
体を創傷被覆体から剥がすことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２段階式創傷包帯アセンブリであって、
　ａ．創傷被覆体であって、
　　ｉ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　ｉｉ．コロイド状吸収剤を含み、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構
成された創傷被覆体感圧接着剤が上に配置された第１の主面と、
　　ｉｉｉ．ポリウレタンフィルムを含む、前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を
有する、創傷被覆体と、
　ｂ．発泡ポリマーウェブを含む支持体であって、前記発泡ポリマーウェブが、
　　ｉ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　ｉｉ．前記創傷被覆体の前記第２の主面と対向関係にあり、かつ前記第２の主面に剥
離可能に付着された第１の主面であって、少なくとも１つの感圧接着剤が上に配置された
、支持体の第１の主面と、
　　ｉｉｉ．前記支持体の前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を有する、支持体と
、を備え、
　前記発泡ポリマーウェブの高さが約２００～約５００μｍであり、使用のために前記創
傷被覆体を皮膚に適用した後、前記創傷被覆体が前記皮膚に粘着した状態で残置されるよ
うに前記支持体を前記創傷被覆体から剥がすことができる、２段階式創傷包帯アセンブリ
。
【請求項２】
　前記創傷被覆体と前記支持体とがほぼ同じ広がりを有する、請求項１に記載の２段階式
創傷包帯アセンブリ。
【請求項３】
　前記支持体が前記創傷被覆体の少なくとも一部に重ね合わされ、これを超えて延びる、
請求項１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【請求項４】
　前記創傷被覆体の前記第２の主面が、前記第２の主面からの前記支持体感圧接着剤の分
離を促すための剥離剤を含む、請求項１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【請求項５】
　前記創傷被覆体の前記第２の主面が体液を実質的に通さない、請求項１に記載の２段階
式創傷包帯アセンブリ。
【請求項６】
　前記支持体がほぼ不透明である、請求項１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【請求項７】
　前記創傷被覆体の前記第２の主面が装飾されている、請求項６に記載の２段階式創傷包
帯アセンブリ。
【請求項８】
　前記創傷被覆体がほぼ透明である、請求項１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【請求項９】
　前記創傷被覆体が約８０～約３００μｍの厚さを有する、請求項１に記載の２段階式創
傷包帯アセンブリ。
【請求項１０】
　前記創傷被覆体が約１００～約２００μｍの厚さを有する、請求項９に記載の２段階式
創傷包帯アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚に使用するための２段階式創傷包帯に関する。より詳細には、本発明は
剥離可能要素を備えた創傷包帯である。
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【背景技術】
【０００２】
　テープ並びに創傷包帯及び絆創膏などの粘着性物品は当該技術分野では周知のものであ
り、ヒト及び他の哺乳類用並びにスポーツ時に人を保護するための様々な医療用途で使用
されている。創傷包帯の場合、パッドなどの滅菌された創傷被覆要素が創傷と接触し、感
圧接着剤でコーティングされた裏材層又は支持体が、創傷に隣接した素肌に包帯をしっか
りと付着させる。
【０００３】
　絆創膏などの創傷包帯は、創傷被覆要素と裏材層とが互いにしっかりと付着されるよう
に一般的に構成されている。使用者が例えば包帯を交換する目的などで包帯を剥がしたい
場合、創傷被覆要素と裏材層は使用者の皮膚から同時に引き剥がされる。これにより、創
傷は露出して周囲環境から保護されなくなる。例えば美容上の理由又は初期の治癒期間の
後などの他の場合では、使用者はより制限及び／又は煩わしさの少ない保護を望む場合が
ある。すなわち、使用者は裏材／クッション部分のみを剥がして創傷被覆要素は創傷と接
触させて残置することを望む場合がある。
【０００４】
　あるいは、一部の創傷包帯は柔軟性が極めて高く、すなわち皺がよらないように、又は
包帯同士がくっつかないように扱うことが困難である。このため、創傷包帯要素とアプリ
ケータ要素とで作製される創傷包帯アプリケータが用いられている。これらの場合では、
包帯／アプリケータシステムを使用者の皮膚の創傷部位に配置する。次いで、アプリケー
タ要素を剥がすと包帯が創傷部位に残置される。これらのシステムでは、絆創膏要素、創
傷被覆要素、及び裏材層が互いにしっかりと付着されている。かかるシステムの例として
は、Ｓｏｎｎｅｎｂｏｒｇらによる米国特許出願公開第２０１２／０３２３１０５号、及
びＳｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐｈｅｗ　ＰＬＣによる国際公開第９４／１２１３４号が挙げら
れる。
【０００５】
　他のシステムは、粘着性創傷閉鎖体を皮膚に適用するものであるが、かかる閉鎖体は創
傷滲出物を吸収する吸収能力を有していない。このため、滲出が止まるまで更なる滲出物
吸収パッドを必要とし、さもなければこうした滲出物が創傷と閉鎖体との間に貯留する恐
れがある。かかるシステムの例としては以下のものがある。
【０００６】
　Ｓｔｅｎｖａｌｌによる米国特許第３，８８８，２４７号は、吸収性パッドが取り付け
られた、柔軟な、接着剤コーティングされた裏材と、吸収性パッドの上に重ね合わされた
微多孔性通気性外科用テープのストリップとを有する救急絆創膏を開示すると主張してい
る。これにより、救急絆創膏を適用する際の絆創膏の皮膚側表面の全体は粘着性であり、
使用時には創傷は外科用テープの接着剤層によって覆われ、また、外科用テープは絆創膏
の吸収性パッドによって少なくとも一部が覆われる。最後に、柔軟な、接着剤コーティン
グされた裏材が絆創膏の全体を保護する。出血が止まり血液凝固が生じるのに充分な時間
が経過した後、裏材層及びパッドを剥がすことができ、これにより、微多孔性通気性外科
用テープのより小さいストリップが創傷を覆って残置される。これにより、血液が染みた
外科用テープが創傷部位に残置され得る。
【０００７】
　Ｌｅｅによる米国特許第５，７８０，０４８号は、使用前に気密性又は真空パッケージ
内に保管されるシアノアクリレート創傷結合層を組み込んだ救急絆創膏包帯システムを開
示すると主張している。シアノアクリレート創傷結合層は、空気中の水分及び酸素への曝
露によっていったん硬化するとこれを定位置に保持するための更なるテープを必要とする
ことなく封鎖性及び粘着性を示すものとして記載されている。創傷滲出物を収容するため
の吸収能力については開示されておらず、創傷結合層が不適切に適用された場合には創傷
滲出物がその下に貯留する恐れがある。
【０００８】
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　Ｌｏｗｅによる米国特許出願公開第２００８／００５１６８８（Ａ１）号は、皮膚に粘
着性によって付着させるための一連の孔が穿孔された下層と、創傷を環境から封鎖し、皮
膚の近くに水分を保持して治癒を促すために極めて低い水蒸気透過率を有する上層とを有
する２層型創傷包帯を開示するものと主張している。初期の治癒の後、上層を剥がすと孔
によって皮膚と環境との間の１００％近い水蒸気及び酸素透過率がもたらされる。この場
合もやはり、このシステムにおいて吸収能力は開示されておらず、血液及び他の滲出物は
下層の孔の領域に貯留する可能性がある。
【０００９】
　これらの創傷閉鎖システムはいずれも吸収能力を欠いており、血液が染みた包帯が結果
として生じる。したがって、治癒しつつある創傷を効果的に保護することができる創傷閉
鎖粘着特性及び充分な滲出物吸収能力を兼ね備えた２段階式創傷包帯が求められている。
更に、上記の解決策は、支持体のみを剥がして創傷被覆要素を創傷と接触させて残置し、
創傷を周囲環境から保護するという課題を完全には解決していない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　驚くべきことに、本発明者らは、創傷が治癒する際に創傷を効果的に保護することがで
きる、創傷閉鎖粘着特性と充分な滲出物吸収能力と創傷クッション性とを兼ね備えた２段
階式創傷包帯アセンブリをもたらす新たな方法を発見した。
【００１１】
　本発明の一態様では、２段階式創傷包帯アセンブリは、創傷被覆体と、支持体とを有す
る。創傷被覆体は、高さ（又は厚さ）よりも大幅に大きい長さ及び幅と、第１の主面と、
ポリウレタンフィルムを含む、第１の主面の反対側の第２の主面と、を有する。第１の主
面の上には、コロイド状吸収剤を含む創傷被覆体感圧接着剤が配置され、創傷被覆体感圧
接着剤は、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成されている。支持体は、
高さ（又は厚さ）よりも大幅に大きい長さ及び幅と、第１の主面と、第１の主面の反対側
の第２の主面と、を有する。支持体は、約２００～約５００μｍの高さを有する発泡ポリ
マーウェブで形成される。支持体の第１の主面は、創傷被覆体の第２の主面と対向関係に
あり、かつ第２の主面に剥離可能に付着され、少なくとも１つの感圧接着剤が上に配置さ
れる。使用のために創傷被覆体を皮膚に適用した後、創傷被覆体が皮膚に粘着した状態で
残置されるように支持体を創傷被覆体から剥がすことができる。
【００１２】
　本発明の別の態様では、上記の２段階式創傷包帯アセンブリを哺乳動物皮膚に適用し、
所望の時間にわたって皮膚上に残置する。この後、支持体を創傷被覆体から剥がして創傷
被覆体が哺乳動物皮膚に粘着した状態で残置する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　以下に、本発明の実施形態をあくまで例示の目的で添付図面を参照しながら更に詳細に
説明する。
【図１】本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第１の実施形態の平面図である。
【図２】２－２平面に沿った、図１の２段階式創傷包帯アセンブリの断面図である。
【図３】本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第２の実施形態の平面図である。
【図４】４－４平面に沿った、図３の２段階式創傷包帯アセンブリの断面図である。
【図５】本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第３の実施形態の平面図である。
【図６】６－６平面に沿った、図５の２段階式創傷包帯アセンブリの断面図である。
【図７】アセンブリが使用者の手に最初に適用される、２段階式創傷包帯アセンブリの使
用の第１の工程を示す。
【図８】物品の裏材が剥がされ、透明な創傷被覆体が使用者の手の上に残置される、２段
階式創傷包帯アセンブリの使用の第２の工程を示す図である。
【図９】物品の裏材が剥がされ、装飾を有する創傷被覆体が使用者の手の上に残置される



(5) JP 2017-522137 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

、２段階式創傷包帯アセンブリの使用の別の第２の工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　繰り返しになるが、創傷包帯は一般的に、創傷被覆要素と裏材層又は支持体とが互いに
しっかりと付着されるように構成されている。包帯が剥がされる際、創傷被覆要素と裏材
層は使用者の皮膚から同時に引き剥がされ、創傷は露出して周囲環境から保護されない状
態となる。使用者が、美容上の理由で、又は初期の治癒期間の後に裏材層を剥がして創傷
被覆要素を創傷と接触させて残置したい場合、従来の包帯を用いることはできない。した
がって、本発明者らは、支持体が哺乳動物皮膚から容易に剥離可能であり、皮膚上に創傷
被覆体が残置される新規な創傷包帯を提供したものである。
【００１５】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用するところの「剥離ライナ」なる用語及びそ
の変化形は、少なくとも１つの表面がそこに接触した感圧接着剤表面から剥離可能である
ように配置及び構成された材料のウェブに関する。一般的に、剥離ライナは、使用前に環
境から感圧接着剤を隔離してその粘着性を維持するために用いられる。剥離ライナが剥が
されると感圧接着剤が曝露されて使用できるようになる。
【００１６】
　本明細書及び特許請求の範囲において使用するところの「剥離剤」なる用語及びその変
化形は、表面と接触している感圧接着剤表面からの表面の剥離性を高めるためのコーティ
ング又は他の表面処理に関する。
【００１７】
　図１及び図２は、本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第１の実施形態を示している
。絆創膏（adhesive bandage）又は絆創膏（sticking plaster）とも呼ばれる２段階式創
傷包帯アセンブリ１０は、創傷被覆体２０及び支持体３０から構成されている。
【００１８】
　創傷被覆体２０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面２２と、
第１の主面２２の反対側の第２の主面２４とを有している。第１の主面２２の上には使用
時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成された創傷被覆体感圧接着剤２６が配置
されている。
【００１９】
　支持体３０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面３２と、第１
の主面３２の反対側の第２の主面３４とを有している。第１の主面３２の上には使用時に
哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成された少なくとも１つの感圧接着剤３８が配
置されている。
【００２０】
　創傷被覆体２０の第１の主面２２は、２段階式創傷包帯アセンブリ１０の適用部位に面
し、創傷被覆体２０の第２の主面２４は適用部位から遠ざかる方向に面している。同様に
、支持体３０の第１の主面３２は、２段階式創傷包帯アセンブリ１０の適用部位に面し、
支持体３０の第２の主面３４は適用部位から遠ざかる方向に面している。
【００２１】
　支持体３０の第１の主面３２は創傷被覆体２０の第２の主面２４と対向関係にあり、第
２の主面２４に剥離可能に付着されている。
【００２２】
　２段階式創傷包帯アセンブリ１０の特定の実施形態では、創傷被覆体２０と支持体３０
とは実質的に同じ広がりを有する。図１及び図２に示されるような他の実施形態では、支
持体３０は創傷被覆体２０の少なくとも一部と重ね合わされ、これを超えて延在する。
【００２３】
　任意選択であるが、２段階式創傷包帯アセンブリ１０はまた一実施形態において、創傷
被覆体感圧接着剤２６及び支持体感圧接着剤３８に適用される４２ａ及び４２ｂのような
剥離ライナを有してもよい。剥離ライナ４２ａ及び４２ｂは、使用者による適用に先立っ
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て２段階式創傷包帯アセンブリ１０から剥がされる。
【００２４】
　創傷被覆体２０は、いくつかの機能を有している。創傷被覆体２０は、創傷被覆体感圧
接着剤２６と支持体感圧接着剤３８との間のバリアとして機能する。創傷被覆体２０はま
た、下記に述べるように、支持体３０が使用者によって創傷部位から剥がされた後に創傷
部位の保護も行う。
【００２５】
　創傷被覆体２０は、薄く、柔軟性若しくは変形性が高く、水を通さないか、又は実質的
に体液は通さないが通気性を有するものである。特定の実施形態では、創傷被覆体２０の
第２の主面２４は水を通さないか、又は実質的に体液を通さないものである。一般的に、
創傷被覆体２０の厚さは、所望の成形及び曲げ特性を実現するためには約８０～約３００
ミクロン（μｍ）、好ましくは約１００～約２００μｍ、最も好ましくは約１５０μｍで
ある。
【００２６】
　好ましくは、創傷被覆体２０に使用される材料は、２段階式創傷包帯アセンブリ１０を
装用した身体部分の自由な運動を可能とするために身体の外形に適合し、かつ柔軟なもの
である。創傷被覆体２０は、極めて軽量でその性質が弾性（エラストマー性）のものとす
ることができる。創傷被覆体２０は、織布若しくは不織布、フィルム、又は発泡材とする
ことができる。創傷被覆体２０を形成するうえで有用な好ましいポリマー材料としては、
ポリオレフィン（ポリエチレンなど）、ポリウレタン、及びポリ塩化ビニルが挙げられる
。裏材の他の例としては、これらに限定されるものではないが、綿、ポリエステル、ポリ
ウレタン、レーヨンなどの不織布、織布又は編布を含む。
【００２７】
　ポリエチレンフィルムを創傷被覆体２０として使用することができる。しかしながら、
特に有効な結果は、気体（水蒸気を含む）透過性という更なる利点を有する、ポリウレタ
ンで形成された伸縮性のエラストマーフィルムによって実現することができる。好ましい
フィルムは、Ｍｏｃｏｎ　ＰＥＲＭＥＴＲＡＮ－Ｗ　ＭＯＤＥＬ　１０１Ｋ試験装置を使
用して測定することができる水蒸気透過率（ＭＶＴＲ）が約３００ｇ／ｍ２／２４ｈ（Ａ
ＳＴＭ　Ｄ６７０１（２００１）よりも大きいものである。しかしながら、当該技術分野
では周知の他の可撓性非水溶性ポリマーフィルムを使用してもよいことが理解される。更
に、特定の用途では、溶解性フィルムを使用することができる。更に、創傷被覆体２０は
、独立気泡型ポリマー発泡材、特に使用者の皮膚から遠ざかる方向に面する面を覆う一体
型表皮層を有するもので形成することができる。ポリウレタン又はポリエチレンで形成さ
れた発泡材層が好適であるが、同様の特性を有する他のポリマー発泡材を使用することも
できる。更に、創傷被覆体２０は、他のポリオレフィン類、ポリエチレン酢酸ビニル、不
織布、ゴム、ティッシュペーパー、プラスチックネット材、吸収性パッド、又は粘着物品
の技術分野では周知の他の材料で作製することができる。かかる材料の１つに、Ｄｅｌｓ
ｔａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（Ｍｉｄｄｌｅｔｏｗｎ，ＤＥ）よりＤＥＬＮＥＴ（
登録商標）の商品名で販売されるプラスチックネット材がある。
【００２８】
　好ましい一実施形態では、創傷被覆体２０はほぼ透明である。これは、目立ちやすい絆
創膏を使用することなく、非出血性の切り傷などの小さい創傷を保護するうえで特に有用
となり得る。他の実施形態では、創傷被覆体２０はほぼ半透明である。更に他の実施形態
では、創傷被覆体２０はほぼ不透明である。不透明な創傷被覆体２０は、支持体３０が使
用者の皮膚から剥がされた後、創傷が見えないように隠す機能を果たすことができる。小
児用の創傷包帯アセンブリ１０に使用するためなどの他の実施形態では、創傷被覆体２０
の第２の主面２４を装飾することができる。装飾には、単色若しくは複数の色、デカール
、印刷されたメッセージ、又は漫画などが挙げられる。かかる装飾は、創傷部位が見えな
いように隠すとともに、２段階式創傷包帯アセンブリ１０の装用者に娯楽を与えるという
二重の目的を果たすものである。
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【００２９】
　この場合もやはり、創傷被覆体２０の第１の主面２２の上には使用時に哺乳動物皮膚に
粘着するように配置及び構成された創傷被覆体感圧接着剤２６が配置されている。接着剤
２６中には少なくとも１種類のコロイド状吸収剤成分が分散されている。使用されるコロ
イド状吸収剤成分は、この用途で高い性能を有するあらゆる物質であってよい。好ましい
コロイド状吸収剤成分としては、特に例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、
ペクチン、キサンタンガム、多糖類、アルギン酸ナトリウム若しくはカルシウム、キトサ
ン、海草抽出物（カラギーナン）、ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸、ヒアルロン
酸、又はこれらの塩及び誘導体などのヒドロコロイドが挙げられる。
【００３０】
　中でもカルボキシメチルセルロールナトリウム及びペクチンなどのヒドロコロイドは創
傷からの体液と接触すると直ちにゲルを形成する物質である。絆創膏で使用される場合、
これらのヒドロコロイドは、エラストマー及び／又は接着剤と組み合わされる。好ましく
は、創傷被覆体は湿潤環境を与えることができるが、飽和、瘢痕形成を伴わず、これは治
癒を加速させるのに適した条件である。
【００３１】
　接着剤２６は特に、例えばアクリル系感圧接着剤などのかかる用途で知られるいずれの
従来の接着剤であってもよい。更に、かかる接着剤は、粘着性を高めるための樹脂、凝集
強化剤、吸収剤（好ましくは、ポリアクリレート超吸収体、ポリアクリレート塩超吸収体
、又はこれらの混合物）、可塑剤、及び必要に応じて顔料を含有してもよい。接着剤２６
は更に、エラストマー基材から作製される、線状、スクリーン、スプレー、又は当業者に
よれば不連続であると理解される任意の他の形態で配置された不連続パターンとして構成
することができる。
【００３２】
　この場合もやはり、創傷被覆体２０の第１の主面２２の上には創傷被覆体感圧接着剤２
６が配置され、支持体３０の第１の主面３２の上には少なくとも１種類の感圧接着剤３８
が配置されている。創傷被覆体感圧接着剤２６は、創傷被覆体２０の第１の主面２２に対
する粘着力を有するとともに哺乳動物皮膚に対して粘着力を有する。異なる感圧接着剤の
相対的な粘着力は、使用者の皮膚又は試験用皮膚試料に適用し、支持体を皮膚／創傷被覆
体から剥がすことによって測定することができる。すなわち、支持体３０の第１の主面３
２上に配置された支持体感圧接着剤３８の、創傷被覆体２０の第２の主面２４に対する粘
着力は、使用者の皮膚に対する創傷被覆体感圧接着剤２６の粘着力よりも低くなっている
。
【００３３】
　創傷被覆体及び支持体の接着剤は同じか又は同様であってもよいが（創傷被覆材の第２
の主面の適当な剥離剤処理を伴う）、創傷被覆体感圧接着剤は、ヒドロコロイド接着剤（
上記に述べたようなヒドロコロイド又はヒドロゲルを含む接着剤マトリクス）であること
が好ましい。これにより、創傷被覆体は周知の繊維質の吸収性構造を避けることができ、
ほぼ透明でありながら少量の創傷滲出物を受容するのに充分な吸収能力を得ることができ
る。
【００３４】
　創傷被覆体の第２の主面の剥離剤処理は、皮膚及び創傷被覆体からの支持体の容易な剥
離を可能とすることで、支持体を剥がす際に創傷部位の保護を維持することができる。当
業者であれば、これらに限定されるものではないが、シリコーンベース（シロキサンを含
む）のコーティング、ポリビニルオクタデシルカーボネートベースのコーティング（ＰＶ
ＯＤＣ）、及び他の表面処理などのコーティングを含む、適当な剥離剤が認識されるであ
ろう。
【００３５】
　支持体３０は、これらに限定されるものではないが、矩形、楕円形、卵形、又は長円形
を含む様々な形状を有することができる。２段階式創傷包帯アセンブリ１０の形状は、支
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持体３０の形状によって規定される。支持体３０は、薄く、柔軟性又は変形性が高く、か
つ水を通さないか又は実質的に体液を通さないものとすることができる。一般的に、支持
体３０の厚さは、所望の成形及び曲げ特性を実現するためには約５０～約５００μｍであ
る。支持体は、よりしっかりした創傷クッション材が望ましい場合にはより厚くする（例
えば約２００～約５００μｍ）が、薄い支持体ほど一般的により柔軟である。
【００３６】
　支持体３０に使用される材料は、製品が装用される身体部位の自由な運動を可能とする
ために身体の外形に適合し、かつ柔軟なものであることが望ましい。更に、支持体３０は
、軽量で、性質が弾性（エラストマー性）のものとすることができる。支持体３０は、織
布若しくは不織布、フィルム、又は発泡材とすることができる。支持体３０を形成するう
えで有用なポリマー材料としては、ポリオレフィン（ポリエチレンなど）、ポリウレタン
及びポリ塩化ビニルが挙げられる。裏材の他の例としては、これらに限定されるものでは
ないが、綿、ポリエステル、ポリウレタン、レーヨンなどの不織布、織布又は編布を含む
。
【００３７】
　ポリエチレンフィルムを支持体３０として使用することができるが、特に有効な結果は
、気体（水蒸気を含む）透過性という更なる利点を有する、ポリウレタンで形成された伸
縮性のエラストマーフィルムによって実現することができる。しかしながら、当該技術分
野では周知の他の可撓性非水溶性ポリマーフィルムを使用してもよいことが理解される。
更に、支持体３０は、独立気泡型ポリマー発泡材、特に使用者の皮膚から遠ざかる方向に
面する面を覆う一体型表皮層を有するもので形成することができる。ポリウレタン又はポ
リエチレンで形成された発泡材層が好適であるが、同様の特性を有する他のポリマー発泡
材を使用することもできる。更に、支持体３０は、他のポリオレフィン類、ポリエチレン
酢酸ビニル、不織布、ゴム、又は粘着物品の技術分野では周知の他の材料で形成すること
ができる。本発明の絆創膏において使用される支持体３０を作製するために使用されるポ
リマーは、約１９０℃の温度で約５００～５００，０００センチポアズ、又は約１９０℃
の温度で約１，０００～３０，０００センチポアズ、又は約１９０℃の温度で３，０００
～１５，０００センチポアズの粘度を示し得る。支持体３０は、液体に対しては不透過性
であるが気体に対しては透過性であってよく、これにより本発明の長尺状の２段階式創傷
包帯アセンブリ１０が粘着される創傷及び皮膚は呼吸することができる。一実施形態では
、支持体３０は、極めて小さいサイズの分子を有する気体の通過のみを許容するサイズの
孔を有し得る。最後に、皮膚の更なる通気のために穿孔された裏材層も想到される。穿孔
は領域が円形であってもよく、例えば、約０．１～約０．８ミリメートルといった範囲の
直径を有してもよい。しかしながら、支持体３０は、必要な場合は気体に対して完全に不
透過性であってもよい。
【００３８】
　支持体３０の寸法は、２段階式創傷包帯アセンブリ１０の提案される用途によって決ま
る。一般的に、小さな創傷にはその最小の寸法が約１５ｍｍである包帯を使用する。大き
な創傷には、一般的に、その最大の寸法が約１００ｍｍである包帯を使用する。
【００３９】
　特定の実施形態では、支持体３０はほぼ透明である。他の実施形態では、支持体３０は
ほぼ半透明である。更に他の実施形態では、支持体３０はほぼ不透明である。小児用の創
傷包帯アセンブリ１０に使用するためなどの他の実施形態では、支持体３０の第２の主面
３４を装飾することができる。装飾には、単色若しくは複数の色、デカール、印刷された
メッセージ、又は漫画などが挙げられる。かかる装飾は、創傷部位が見えないように隠す
とともに、２段階式創傷包帯アセンブリ１０の装用者に娯楽を与えるという二重の目的を
果たすものである。
【００４０】
　支持体３０の第１の主面３２の上には使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び
構成された少なくとも１つの感圧接着剤３８が配置されている。一般に、様々な感圧接着
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剤の任意のものを接着剤３８として利用することができる。具体的には、ヒトの皮膚に対
して生体適合性を有する感圧接着剤が一般的には利用される。特定の実施形態では、本発
明の接着剤はまた、概ね水溶性、若しくは概ね非水溶性、又は水性環境中に分散性のいず
れかであってもよい。例えば、市販の分散性感圧接着剤は、商品名ＨＬ－９４１５－Ｘで
販売されており、Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である。別の好適
な接着剤としては、約１０～７５重量％のポリアルキルオキサゾリンポリマー、ヒドロキ
シ化合物又はカルボン酸化合物を含む１０～７５重量％の官能性希釈剤、及び５～５０重
量％の粘着付与剤が挙げられる。
【００４１】
　接着剤３８は、ヒドロコロイドを含むことができる。使用されるヒドロコロイド成分は
、特に例えば、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ペクチン、キサンタンガム、多
糖類、アルギン酸ナトリウム若しくはカルシウム、キトサン、海草抽出物（カラギーナン
）、ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸、ヒアルロン酸、又はそれらの塩及び誘導体
などの、この用途において良好な性能を有するいずれの物質であってもよい。
【００４２】
　中でもカルボキシメチルセルロールナトリウム及びペクチンなどのヒドロコロイドは創
傷からの体液と接触すると直ちにゲルを形成する物質である。絆創膏で使用される場合、
これらのヒドロコロイドは、エラストマー及び／又は接着剤と組み合わされる。好ましく
は、絆創膏は、治癒を加速させるのに適した条件である、飽和、瘢痕形成を伴わない湿潤
環境を与えるべきである。
【００４３】
　接着剤３８は特に、例えばアクリル系感圧接着剤などのかかる用途で知られるいずれの
従来の接着剤であってもよい。更に、かかる接着剤は、粘着性を高めるための樹脂、凝集
強化剤、吸収剤（好ましくは、ポリアクリレート超吸収体、ポリアクリレート塩超吸収体
、又はこれらの混合物）、可塑剤、及び必要に応じて顔料を含有してもよい。接着剤３８
は更に、エラストマー基材から作製される、線状、スクリーン、スプレー、又は当業者に
よれば不連続であると理解される任意の他の形態で配置された不連続パターンとして構成
することができる。
【００４４】
　更に、支持体３０の第１の主面３２は創傷被覆体２０の第２の主面２４と対向関係にあ
り、第２の主面２４に剥離可能に付着されている。
【００４５】
　２段階式創傷包帯アセンブリ１０は、使用者の皮膚への創傷被覆体２０の適用後、支持
体３０を、創傷被覆体２０が哺乳動物皮膚に粘着した状態で残置されるよう創傷被覆体２
０から剥がすことができるように構成されている。これが可能であるためには、創傷被覆
体２０の第２の主面２４に対する感圧接着剤３８の粘着力が、創傷被覆体２０の第２の主
面２４及び哺乳動物皮膚の両方に対する創傷被覆体感圧接着剤２６の粘着力よりも低くな
ければならない。その結果、支持体３０を創傷被覆体２０及び哺乳動物皮膚から剥がすこ
とができるのに対して、創傷被覆体２０は哺乳動物皮膚に粘着したままとなる。
【００４６】
　図３及び図４は、本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第２の実施形態を示している
。２段階式創傷包帯アセンブリ１１０は、創傷被覆体１２０及び支持体１３０を有してい
る。
【００４７】
　図１及び図２の実施形態と同様、創傷被覆体１２０はその高さよりも大幅に大きい長さ
及び幅を有し、第１の主面１２２と、第１の主面１２２の反対側の第２の主面１２４とを
有している。第１の主面１２２の上には使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び
構成された創傷被覆体感圧接着剤１２６が配置されている。
【００４８】
　支持体１３０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面１３２と、
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第１の主面１３２の反対側の第２の主面１３４とを有している。支持体１３０の第１の主
面１３２は、複数の区域、すなわち、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構
成された第１区域感圧接着剤１３６が上に配置された第１の区域１３１、及び使用時に哺
乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成された第２区域感圧接着剤１３８が上に配置さ
れた第２の区域１３３を有している。第１の区域１３１は創傷被覆体１２０と同じ広がり
を有してもよいが、創傷被覆体１２０とほぼ同じ広がりを有してもよく、又は図３及び図
４に示されるように創傷被覆体１２０の第２の主面１２４よりも大きな面積を有してもよ
い。第２の区域１３３は、第１の区域１３１を少なくとも部分的に包囲している。
【００４９】
　創傷被覆体１２０の第１の主面１２２は、２段階式創傷包帯アセンブリ１１０の適用部
位に面し、創傷被覆体１２０の第２の主面１２４は適用部位から遠ざかる方向に面してい
る。同様に、支持体１３０の第１の主面１３２は、２段階式創傷包帯アセンブリ１１０の
適用部位に面し、支持体１３０の第２の主面１３４は適用部位から遠ざかる方向に面して
いる。
【００５０】
　支持体１３０の第１の主面１３２は創傷被覆体１２０の第２の主面１２４と対向関係に
あり、第２の主面１２４に剥離可能に付着されている。
【００５１】
　任意選択であるが、２段階式創傷包帯アセンブリ１１０はまた一実施形態において、創
傷被覆体感圧接着剤１２６、第１区域感圧接着剤１３６、及び第２区域感圧接着剤１３８
に適用される１４２ａ及び１４２ｂのような剥離ライナを有してもよい。剥離ライナ１４
２ａ及び１４２ｂは、使用者による適用に先立って２段階式創傷包帯アセンブリ１１０か
ら剥がされる。
【００５２】
　支持体３０と同様、支持体１３０は様々な形状を有することができ、薄く、柔軟性若し
くは変形性が高く、水を通さないか、又は実質的に体液は通さないものであってよく、か
つ所望の成形及び曲げ特性を実現するために約０．０５～０．２ミリメートル（ｍｍ）の
厚さを有するものである。支持体１３０において使用するための他の特性、寸法、及び材
料は支持体３０について上記に述べたものである。
【００５３】
　この場合もやはり、創傷被覆体１２０の第２の主面１２４は支持体１３０の第１の主面
１３２と対向関係にあり、第１の主面１３２に剥離可能に付着されている。創傷被覆体１
２０は、いくつかの機能を有している。創傷被覆体２０は、創傷被覆体感圧接着剤１２６
と第１区域感圧接着剤１３６との間のバリアとして機能する。創傷被覆体１２０はまた、
下記に述べるように、支持体１３０が使用者によって創傷部位から剥がされた後に創傷部
位の保護も行う。創傷被覆体１２０において使用するための他の特性、寸法、及び材料は
創傷被覆体２０について上記に述べたものである。
【００５４】
　この場合もやはり、創傷被覆体１２０の第１の主面１２２の上には使用時に哺乳動物皮
膚に粘着するように配置及び構成された創傷被覆体感圧接着剤１２６が配置されている。
支持体１３０の第１の主面１３２は、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構
成された第１区域感圧接着剤１３６が上に配置された第１の区域１３１、及び使用時に哺
乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成された第２区域感圧接着剤１３８が上に配置さ
れた第２の区域１３３を有している。接着剤１２６、１３６、及び１３８に使用するため
の特性及び材料は、接着剤２６及び３８について上記に述べたものである。第１区域感圧
接着剤１３８は、支持体１３０の第１の区域１３１をかかる第１区域感圧接着剤１３８で
コーティングすることによって用意するか、又は第１区域感圧接着剤１３８を有する中間
層を創傷被覆体１２０に面する表面上に粘着することによって用意することができる。
【００５５】
　この場合もやはり、創傷被覆体１２０の第１の主面１２２の上には創傷被覆体感圧接着
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剤１２６が配置され、支持体１３０の第１の主面１３２は第１区域感圧接着剤１３６が上
に配置された第１の区域１３１を有している。創傷被覆体感圧接着剤１２６は、創傷被覆
体１２０の第１の主面１２２に対する粘着力を有するとともに哺乳動物皮膚に対して粘着
力を有する。異なる感圧接着剤の相対的な粘着力は、使用者の皮膚又は試験用皮膚試料に
適用し、支持体を皮膚／創傷被覆体から剥がすことによって測定することができる。すな
わち、支持体１３０の第１の主面１３２上に配置された第１区域感圧接着剤１３６の、創
傷被覆体１２０の第２の主面１２４に対する粘着力は、使用者の皮膚に対する創傷被覆体
感圧接着剤２６の粘着力よりも低くなっている。
【００５６】
　図５及び図６は、本発明の２段階式創傷包帯アセンブリの第３の実施形態を示している
。２段階式創傷包帯アセンブリ２１０は、創傷被覆体２２０、支持体２３０、及び剥離可
能要素２５０を有している。
【００５７】
　創傷被覆体２２０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面２２２
と、第１の主面２２２の反対側の第２の主面２２４とを有している。第１の主面２２２の
上には使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構成された創傷被覆体感圧接着剤
２２６が配置されている。第２の主面２２４の上には剥離可能要素２５０が配置されてい
る。
【００５８】
　支持体２３０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面２３２と、
第１の主面２３２の反対側の第２の主面２３４とを有している。支持体２３０の第１の主
面２３２の上には使用時に哺乳動物の皮膚に粘着するように配置及び構成された少なくと
も１つの感圧接着剤２３８が配置されている。
【００５９】
　剥離可能要素２５０はその高さよりも大幅に大きい長さ及び幅を有し、第１の主面２５
２と、第１の主面２５２の反対側の第２の主面２５４とを有している。剥離可能要素２５
０の第２の主面２５４の上には、第１区域感圧接着剤２５６が配置されている。剥離可能
要素２５０は図５及び図６に示されるように創傷被覆体２２０と同じ広がりを有するか、
又は創傷被覆体２２０よりもわずかに小さいことが好ましい。
【００６０】
　創傷被覆体２２０の第１の主面２２２は、２段階式創傷包帯アセンブリ２１０の適用部
位に面し、創傷被覆体２２０の第２の主面２２４は適用部位から遠ざかる方向に面してい
る。剥離可能要素２５０の第１の主面２５２は適用部位から遠ざかる方向に面しており、
剥離可能要素２５０の第２の主面２５４は２段階式創傷包帯アセンブリ２１０の適用部位
に面している。支持体２３０の第１の主面２３２は、２段階式創傷包帯アセンブリ２１０
の適用部位に面し、支持体２３０の第２の主面２３４は適用部位から遠ざかる方向に面し
ている。
【００６１】
　支持体２３０の第１の主面２３２は剥離可能要素２５０の第１の主面２５２と対向関係
にあり、第１の主面２５２に付着されている。剥離可能要素２５０の第２の主面２５４は
創傷被覆体２２０の第２の主面２２４と対向関係にあり、第２の主面２２４に剥離可能に
付着されている。
【００６２】
　任意選択であるが、２段階式創傷包帯アセンブリ２１０はまた一実施形態において、支
持体感圧接着剤２３８及び創傷被覆体感圧接着剤２２６に適用される２４２ａ及び２４２
ｂのような剥離ライナを有してもよい。剥離ライナ２４２ａ及び２４２ｂは、使用者によ
る適用に先立って２段階式創傷包帯アセンブリ２１０から剥がされる。
【００６３】
　支持体３０と同様、支持体２３０は様々な形状を有することができ、薄く、柔軟性若し
くは変形性が高く、水を通さないか、又は実質的に体液は通さないものであってよく、か
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つ所望の成形及び曲げ特性を実現するために約０．０５～０．２ミリメートル（ｍｍ）の
厚さを有するものである。支持体２３０において使用するための他の特性、寸法、及び材
料は支持体３０について上記に述べたものである。
【００６４】
　ここでもやはり、支持体２３０の第１の主面２３２は剥離可能要素２５０の第１の主面
２５２と対向関係にあり、第１の主面２５２に付着されている。剥離可能要素２５０は、
支持体２３０からの創傷被覆体２２０の分離を助け、かかる分離の後、創傷被覆体２２０
と係合したままとなる。
【００６５】
　剥離可能要素２５０は、薄く、柔軟性又は変形性が高く、水を通さないか又は実質的に
体液を通さないものとすることができる。一般的に、創傷被覆体２０の厚さは、皮膚上に
残置される創傷被覆体／剥離可能要素の組み合わせの特性への影響を最小とするためにで
きるだけ薄くされることによって所望の成形及び曲げ特性が維持される。
【００６６】
　剥離可能要素２５０に使用される材料は、創傷被覆体２２０及び支持体２３０に使用さ
れる材料と挙動が似ているものであることが望ましい。これらの材料はいずれも、２段階
式創傷包帯アセンブリ２１０を装用した身体部分の自由な運動を可能とするために身体の
外形に適合し、かつ柔軟なものでなければならない。剥離可能要素２５０は、軽量でその
性質が弾性（エラストマー性）のものとすることができる。剥離可能要素２５０は、織布
若しくは不織布、フィルム、又は発泡材とすることができる。剥離可能要素２５０を形成
するうえで有用なポリマー材料としては、ポリオレフィン（ポリエチレンなど）、ポリウ
レタン及びポリ塩化ビニルが挙げられる。裏材の他の例としては、これらに限定されるも
のではないが、綿、ポリエステル、ポリウレタン、レーヨンなどの不織布、織布又は編布
を含む。
【００６７】
　ポリエチレンフィルムを剥離可能要素２５０として使用することができるが、特に有効
な結果は、気体（水蒸気を含む）透過性という更なる利点を有する、ポリウレタンで形成
された伸縮性のエラストマーフィルムによって実現することができる。しかしながら、当
該技術分野では周知の他の可撓性非水溶性ポリマーフィルムを使用してもよいことが理解
される。
【００６８】
　この場合もやはり、創傷被覆体２２０の第２の主面２２４は剥離可能要素２５０の第２
の主面２５４と対向関係にあり、第２の主面２５４に剥離可能に付着されている。創傷被
覆体２２０は、下記に述べるように、支持体２３０が使用者によって創傷部位から剥がさ
れた後に創傷部位の保護を行う。他の特性、寸法、及び創傷被覆体２２０において使用す
るための材料は創傷被覆体２０について上記に述べたものである。
【００６９】
　この場合もやはり、創傷被覆体２２０の第１の主面２２２の上には使用時に哺乳動物皮
膚に粘着するように配置及び構成された創傷被覆体感圧接着剤２２６が配置されている。
剥離可能要素２５０の第２の主面２５４の上には、第１区域感圧接着剤２５６が配置され
ている。支持体２３０の第１の主面２３２の上には使用時に哺乳動物の皮膚に粘着するよ
うに配置及び構成された支持体感圧接着剤２３８が配置されている。接着剤２２６、２３
８、及び２５６に使用するための特性及び材料は、接着剤２６及び３８について上記に述
べたものである。
【００７０】
　この場合もやはり、創傷被覆体２２０の第１の主面２２２の上には創傷被覆体感圧接着
剤２２６が配置され、剥離可能要素２５０の第２の主面２５４の上には第１区域感圧接着
剤２５６が配置され、支持体２３０の第１の主面２３２の上には支持体感圧接着剤２３８
が配置されている。創傷被覆体感圧接着剤２２６は、創傷被覆体２２０の第１の主面２２
２に対する粘着力を有するとともに哺乳動物皮膚に対して粘着力を有する。異なる感圧接
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着剤の相対的な粘着力は、使用者の皮膚又は試験用皮膚試料に適用し、支持体を皮膚／創
傷被覆体から剥がすことによって測定することができる。すなわち、第１区域感圧接着剤
２５６は剥離可能要素２５０の第２の主面２５４に対して粘着力を有するとともに、創傷
被覆体２２０の第２の主面２２４に対して粘着力を有している。また、支持体感圧接着剤
２３８は支持体２３０の第１の主面２３２に対して粘着力を有するとともに、剥離可能要
素２５０の第１の主面２５２に対して粘着力を有している。これらの層の相対的な粘着力
は上記に述べたようにして測定することができる。基本的に、支持体２３０及びこれに関
連する感圧接着剤は、創傷被覆体２２０及び付随する剥離可能要素２５０を皮膚に粘着し
た状態に残置したまま、剥離可能要素から剥離可能でなければならない。
【００７１】
　創傷被覆体２２０の哺乳動物皮膚に対する粘着力と、剥離可能要素２５０の創傷被覆体
２２０に対する粘着力との差は、多くの方法で実現することができる。この差は、創傷被
覆体感圧接着剤２２６に使用されるものよりも粘着力の低い接着剤を第１区域感圧接着剤
２５６に使用することによって実現することができる。あるいは、同じ接着剤、又は同程
度の粘着力を有する接着剤を第１区域感圧接着剤２５６と創傷被覆体感圧接着剤２２６と
に使用することもできる。これらの実施形態では、第１区域感圧接着剤２５６を剥離可能
要素２５０の第２の主面２５４上に不連続的なパターンで構成し、創傷被覆体２２０の第
１の主面２２２上よりも少ない接着剤を剥離可能要素２５０の第２の主面２５４上に適用
することができる。
【００７２】
　２段階式創傷包帯アセンブリ１０は、創傷上に創傷被覆体２０が配置されるように、使
用時に最初に使用者によって物品が創傷部位に適用されるように構成されている。次いで
、使用者によって決定される所定の時間の後、支持体３０が創傷部位から剥がされ、創傷
被覆体２０は創傷部位上に残置されたままとなる。２段階式創傷包帯アセンブリ１０の創
傷部位への適用から支持体３０の創傷部位からの剥離までの時間の長さは、例えば、約１
時間超、又は約６時間超、又は約１２時間超、又は約２４時間超、又は約７２時間超とす
ることができる。
【００７３】
　図７～図９は、本発明の２段階式創傷包帯アセンブリ１０を使用者の手６０から使用す
る方法を表したものである。図７は、２段階式創傷包帯アセンブリ１０が上に配置された
使用者の手６０を示している。図８は、支持体３０の剥離後、使用者の手６０に残された
創傷被覆体２０を示している。この第１の実施形態では、創傷被覆体２０は創傷が見えな
いよう隠すために不透明なものである。図９は、創傷被覆体２０の第２の主面２４上に漫
画７２が印刷されている第２の実施形態の創傷被覆体２０を示している。この実施形態も
また、創傷が見えないように隠すことができる。
【００７４】
　上記に述べた創傷包帯物品を製造するプロセスは、絆創膏を製造するための従来周知の
もののいずれであってもよい。支持体及び接着剤層は現在用いることのできるいずれの方
法によっても得ることができる。例えば、支持体を得るために押出プロセスを使用するこ
とができる。同様に、接着剤層も、任意の周知の方法で製造することができる。本明細書
に記載される支持体を得て、本明細書に記載される接着剤層を支持体の第１の表面に適用
する。接着剤層を第１の表面に適用した後、創傷被覆体を接着剤層と係合させることによ
り、創傷被覆体を裏材層と結合させる。必要に応じて、剥離ライナを接着剤層に適用する
ことができる。剥離ライナは、使用者による適用に先立って粘着性物品から剥がされる。
【００７５】
　上記に述べた２段階式創傷包帯アセンブリ１０はまた、治療薬などの１種類又は２種類
以上の有効成分を皮膚の表面に供給するように理想的に適合させることもできる。アセン
ブリ１０に含有される場合、１種類又は２種類以上の有効成分は、これを主成分として、
又はこの成分のみを、アセンブリ１０の創傷被覆体２０に含有させることができる。本発
明の２段階式創傷包帯アセンブリ１０によって皮膚に供給することができる有効成分の例
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示的な部類としては、これらに限定されるものではないが、抗生物質、鎮痛剤、解熱剤、
抗菌剤、消毒剤、抗アレルギー剤、抗ニキビ剤、麻酔剤、抗炎症薬、止血剤、化粧品、ビ
タミン、血管拡張剤、皮膚軟化剤、ｐＨ調整剤、かゆみ止め薬、反対刺激剤、抗ヒスタミ
ン剤、及びステロイドが挙げられる。本発明の包帯によって皮膚に供給することができる
特定の有効成分としては、クロルヘキシジン、硫酸ネオマイシン、硫酸ポリミキシン－Ｂ
、亜鉛バシトラシン、塩化ベンザルコニウム、塩化セチルピリジニウム、ブピバカイン、
テトラカイン、シンカイン、リドカイン、ベンゾカイン、スルファジアジン銀、ヒドロコ
ルチゾン、メタンジエノン、トリプシン、トラゾリン、ヘパリン、プラモキシン、アロエ
ベラ、トレチノイン、レチノール、レチンアルデヒド、メントール、カプサイシン、αヒ
ドロキシ酸、及びビタミンＥなどのビタミン類が挙げられる。
【００７６】
　上記の明細書及び実施形態は、本明細書で開示される本発明の完全かつ非限定的な理解
を助けるために提示されるものである。本発明の多くの変形形態及び実施形態が、本発明
の趣旨及び範囲から逸脱することなく可能となるため、本発明は、以下に添付する特許請
求の範囲に含まれるものである。
【００７７】
〔実施の態様〕
（１）　２段階式創傷包帯アセンブリであって、
　ａ．創傷被覆体であって、
　　ｉ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　ｉｉ．コロイド状吸収剤を含み、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構
成された創傷被覆体感圧接着剤が上に配置された第１の主面と、
　　ｉｉｉ．ポリウレタンフィルムを含む、前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を
有する、創傷被覆体と、
　ｂ．発泡ポリマーウェブを含む支持体であって、前記発泡ポリマーウェブが、
　　ｉ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　ｉｉ．前記創傷被覆体の前記第２の主面と対向関係にあり、かつ前記第２の主面に剥
離可能に付着された第１の主面であって、少なくとも１つの感圧接着剤が上に配置された
、支持体の第１の主面と、
　　ｉｉｉ．前記支持体の前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を有する、支持体と
、を備え、
　前記発泡ポリマーウェブの高さが約２００～約５００μｍであり、使用のために前記創
傷被覆体を皮膚に適用した後、前記創傷被覆体が前記皮膚に粘着した状態で残置されるよ
うに前記支持体を前記創傷被覆体から剥がすことができる、２段階式創傷包帯アセンブリ
。
（２）　前記創傷被覆体と前記支持体とがほぼ同じ広がりを有する、実施態様１に記載の
２段階式創傷包帯アセンブリ。
（３）　前記支持体が前記創傷被覆体の少なくとも一部に重ね合わされ、これを超えて延
びる、実施態様１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
（４）　前記創傷被覆体の前記第２の主面が、前記第２の主面からの前記支持体感圧接着
剤の分離を促すための剥離剤を含む、実施態様１に記載の２段階式創傷包帯アセンブリ。
（５）　前記創傷被覆体の前記第２の主面が体液を実質的に通さない、実施態様１に記載
の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【００７８】
（６）　前記支持体がほぼ不透明である、実施態様１に記載の２段階式創傷包帯アセンブ
リ。
（７）　前記創傷被覆体の前記第２の主面が装飾されている、実施態様６に記載の２段階
式創傷包帯アセンブリ。
（８）　前記創傷被覆体がほぼ透明である、実施態様１に記載の２段階式創傷包帯アセン
ブリ。
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（９）　前記創傷被覆体が約８０～約３００μｍの厚さを有する、実施態様１に記載の２
段階式創傷包帯アセンブリ。
（１０）　前記創傷被覆体が約１００～約２００μｍの厚さを有する、実施態様９に記載
の２段階式創傷包帯アセンブリ。
【００７９】
（１１）　哺乳動物皮膚に創傷包帯を適用する方法であって、
　ａ．前記哺乳動物皮膚に、創傷包帯アセンブリを適用する工程であって、前記創傷包帯
アセンブリが、
　　ｉ．創傷被覆体であって、
　　　Ａ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　　Ｂ．コロイド状吸収剤を含み、使用時に哺乳動物皮膚に粘着するように配置及び構
成された創傷被覆体感圧接着剤が上に配置された第１の主面と、
　　　Ｃ．ポリウレタンフィルムを含む、前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を有
する、創傷被覆体と、
　　ｉｉ．発泡ポリマーウェブを含む支持体であって、前記発泡ポリマーウェブが、
　　　Ａ．高さよりも大幅に大きい長さ及び幅と、
　　　Ｂ．前記創傷被覆体の前記第２の主面と対向関係にあり、かつ前記第２の主面に剥
離可能に粘着された第１の主面であって、使用者の皮膚に粘着することが可能な支持体感
圧接着剤が上に配置された、支持体の第１の主面と、
　　　Ｃ．前記支持体の前記第１の主面の反対側の第２の主面と、を有する、支持体と、
を備え、
　前記発泡ポリマーウェブの高さが約２００～約５００μｍであり、前記創傷被覆体が前
記哺乳動物皮膚に粘着する、工程と、
　ｂ．前記支持体を前記創傷被覆体から剥がして前記創傷被覆体を前記哺乳動物皮膚に粘
着した状態で残置する工程と、を含む、方法。
（１２）　前記支持体が、約１時間よりも長い時間の後で前記創傷被覆体から剥がされる
、実施態様１１に記載の方法。
（１３）　前記支持体が、約６時間よりも長い時間の後で前記創傷被覆体から剥がされる
、実施態様１１に記載の方法。
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