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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷部位における新組織成長及び／又は創傷の治癒を促進するために使用するドレッシ
ングの製造方法であって、溶剤中に一またはそれ以上の生体再吸収性ポリマーを溶解させ
、前記溶剤中で当該一またはそれ以上の生体再吸収性ポリマーとポロゲンシステムを混合
させ、一またはそれ以上の可塑剤を前記溶剤に加え、前記溶剤を除去することで前記ドレ
ッシングの前駆体として混合物が形成される、製造方法において、
　　前記ポロゲンシステムが前記前駆体に微細孔を形成するように前記前駆体を液体に接
触させるステップと、
　　前記ドレッシングが前記創傷部位に接触するように、前記前駆体をハンドモールディ
ングすることで前記ドレッシングを形成するステップとを含み、
　　前記ドレッシングが前記創傷部位に位置決めされ、
　　前記マニフォールドが前記ドレッシングの外面に接するように位置決めされ、
　　前記マニフォールドがドレープでカバーされ、
　　前記ドレープが前記創傷部位周辺部で皮膚表面に固定され、
　　前記ドレッシングとマニフォールドを通して前記創傷部位に減圧が適用されることを
特徴とするドレッシングの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のドレッシングの製造方法において、前記ポロゲンシステムが重炭酸ナ
トリウムと少なくとも一の酸であることを特徴とするドレッシングの製造方法。
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【請求項３】
　請求項２に記載のドレッシングの製造方法において、前記酸がクエン酸であることを特
徴とするドレッシングの製造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のドレッシングの製造方法において、前記ポロゲンシステムが塩である
ことを特徴とするドレッシングの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、様々なポーラス状生体再吸収性ドレッシングの製造方法、これを
使用したシステム、及び組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　創傷の治癒は、大まかに言えば、炎症、増殖、成熟と云うオーバーラップした三つの基
本段階に分けることができる。炎症段階は、鬱血および炎症で特徴付けられる。次の段階
は主に、上皮形成・血管形成・肉芽組織形成そしてコラーゲン沈積から成る。最終段階は
成熟と再成形を含む。この三段階の創傷治癒プロセスは、局所貧血や浮腫、感染などによ
る局所的要因に加えて、糖尿病、加齢、甲状腺機能低下、栄養不良、及び肥満などの全身
性要因の影響によって複雑さが増す。しかしながら創傷治癒の律速段階は、しばしば血管
形成である。創傷の血管形成は、内皮細胞遊走と毛細血管形成によって特徴付けられ、創
傷床へ入る毛細血管の発芽能が、組織再生を助けるうえで決定的に重要な意味を持つ。肉
芽組織形成段階と組織沈着には、毛細血管によって運ばれる栄養素を必要とする。従って
、創傷部での血管形成機能の阻害は、慢性的な創傷トラブルを誘発し得る。
【０００３】
　血管由来の表現型の発現は、シーケンシャルなステップに発生する多くの細胞的および
分子的事象を必要とする複合的なプロセスである。これらの活性のいくつかは、内皮細胞
増殖、周辺基部細胞膜の分解、結合間質組織を通る内皮細胞の移動、チューブ状構造の形
成、及び新生血管に入る内細胞列管の成熟を含む。血管形成は、正の調節因子と低減した
調節因子によって制御される。内皮細胞以外にも、血小板、単核白血球、マクロファージ
などの組織修復に関係する細胞は、血管形成を開始している損傷部位に、血管内皮増殖因
子（ＶＥＧＦ）のような血管由来の成長因子を放出する。
【０００４】
　現在のところ、毒素やバクテリアを除去するための創傷の洗浄、局所的および全身的な
抗生物質や麻酔、及び成長要因の局所的適用を含めて、創傷治癒の補強に用いられる様々
な方法が存在する。治癒が遅い、あるいは治癒しない軟部組織での創傷を促進するうえで
最も上手く行く方法の一つは、減圧療法である。減圧療法は一般的に、周辺圧力よりも低
い圧力を創傷部位に適用することを意味し、減圧治療の強度と時間が、治癒の促進に充分
である。減圧適用に使用される装置の具体例には、テキサス州サン・アントニオ所在のキ
ネティック・コンセプツ社で実用化され、ＶＡＣＵＵＭ　ＡＳＳＩＳＴＥＤ　ＣＬＯＳＵ
ＲＥ（登録商標）、あるいはＶ．Ａ．Ｃ．（登録商標）として製品化されている装置が含
まれる。治癒プロセスに導入されている減圧については、米国特許第５，６３６，６４３
号および第５，６４５，０８１号に記載されており、その開示内容は参照によって全体が
組み込まれている。
【特許文献１】米国特許第５，６３６，６４３号
【特許文献２】米国特許第５，６４５，０８１号
【０００５】
　減圧は、上皮組織と皮下組織の健康な組織から創傷部位に向けての移動を促進するよう
作用する。典型的な減圧治療は、減圧を送達するマニフォールドとして機能するドレッシ
ングを通じて創傷部位に減圧を適用することを含む。このドレッシングは、対象となる傷
にフィットする寸法であり、創傷に当てがって、傷が治り始めて小さくなって行くに従っ
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て小さなサイズのドレッシングに取替える。ドレッシングを用いた減圧治療の利用は非常
に効果的である一方、このプロセスにはなお様々な課題も残っている。例えば、創傷にフ
ィットするよう適切な幅や長さあるいは厚みのあるドレッシングを入手することが難しい
。また、ドレッシングをはずす際に健康な組織も剥がしてしまうこともあり、これによっ
て創傷部位に更に外傷ができることがある。
【０００６】
　生分解性素材を用いてドレッシングを製造することが提案されており、創傷部位から剥
がす必要の無いドレッシングとなる。しかしながら、これらのドレッシングの多くでは、
生分解性ポリマーが予め特定の形状に形成されている。しかし、個々の創傷の形状や大き
さは一様ではない。
【０００７】
　そこで、製造が容易で、個々の患者の創傷にフィットするような形状と寸法のドレッシ
ングが求められている。また、創傷部位から剥がす必要の無いドレッシングも求められて
いる。更に、微細孔を具え、創傷部位における治癒と健康な組織の成長を促進することが
できるようにしたドレッシングも求められている。
【０００８】
　ここでの引用文献は全て、法的に認められる最大限の範囲で引用により組み込まれる。
ここに完全に組み込まれていない引用に関しては、技術的なバックグラウンドを目的とし
た説明や通常のスキルを持った当業者の知識が示すところによって、組み込まれる。
【発明の概要】
【０００９】
　創傷部位の大きさと形状に容易に合うように設計されたオープンセル状のポーラスを具
える生体再吸収性のドレッシングを用いることによって、これらのまたその他の要求が満
たされる。このように、最広義において本発明は、ポーラス状の生体再吸収性ドレッシン
グを様々な形状で製造する方法、これを使用する方法、およびシステム、そしてその組成
を提供するものである。
【００１０】
　本発明の一実施例は、減圧療法を施す際に創傷部位で使用するポーラス状生体再吸収性
ドレッシングの製造方法およびその装置であり、インサイチューで微細孔の形成がなされ
る。この実施例において、生体再吸収性ポリマーは、適宜の溶剤中に溶解され、化学量論
量のポロゲンと混合される。残余の溶剤は除去する。次いで、結果物であるドレッシング
を、その創傷の形状と大きさを満たすようにハンド・モールディングによって創傷に配置
する。代替的に、結果物であるドレッシングをロープ状にして、創傷の形状と大きさに合
うように、創傷部位中あるいはその上にコイル状に巻いてもよい。創傷液はドレッシング
中のポロゲンと反応し、そのままドレッシング内部に微細孔をインサイチューで形成する
。ドレッシングをシールするドレープが、創傷部位でドレッシングの上に配置される。減
圧送達チューブは、ドレッシングと流体連結しており、創傷部位に減圧を送達する。
【００１１】
　本発明による別の実施例は、減圧療法を施す際に創傷部位にて使用されるポーラス状の
生体再吸収性ドレッシングの製造方法およびその装置である。この実施例において、生体
再吸収性ポリマーは適宜の溶剤中に溶解して、化学量論量のポロゲンと混合される。残余
の溶剤は取除く。次いで、ドレッシングを液体中に入れ、これによってこの液体がドレッ
シング中のポロゲンと反応してドレッシング内部に微細孔を形成する。次いで、得られた
ドレッシングを乾燥させ、創傷の形状と大きさに合うようにハンド・モールディングして
創傷部位の中に入れる。代替的に、得られたドレッシングをロープ状に成形し、次いで創
傷の形状と大きさに合うように、創傷の中でコイル状に巻くようにしてもよい。ドレッシ
ングをシールするドレープは、創傷部位でドレッシングの上に配置する。減圧送達チュー
ブは、ドレッシングと流体連結して、創傷部位に減圧を送達する。
【００１２】
　本発明による別の実施例は、減圧療法を施す際に創傷部位にて使用されるポーラス状の
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生体再吸収性ドレッシングの製造方法およびその装置であり、微細孔がインサイチューで
形成される。この実施例において、生体再吸収性ポリマーと可塑剤が、適宜の溶剤中に溶
解して、ポロゲンと混合される。得られた混合物は非溶媒と接触させて、混合物全体が一
のドレッシングとして溶液から凝結する。残余の非溶媒は取除く。得られたドレッシング
は、創傷の形状と大きさに合うようにハンド・モールディングして、創傷部位の中に入れ
る。代替的に、得られたドレッシングをロープ状に成形して、創傷の形状と大きさに合う
ように、創傷中でコイル状に巻いてもよい。創傷液がドレッシング中のポロゲンと反応し
、インサイチューでドレッシング内部に微細孔を形成する。ドレッシングをシールするド
レープは、創傷部位でドレッシングの上に配置する。減圧送達チューブは、ドレッシング
と流体連結されて、創傷部位に減圧を送達する。
【００１３】
　本発明による別の実施例は、減圧療法を施す際に創傷部位にて使用されるポーラス状の
生体再吸収性ドレッシングの製造方法およびその装置である。この実施例では、生体再吸
収性ポリマーと可塑剤を適宜の溶剤中に溶解させて、ポロゲンと混合する。次いで、得ら
れた混合物を非溶媒の中に入れる。この非溶媒は、ポリマー、可塑剤及び溶液から凝結す
るポロゲンをもたらすものである。残余の非溶媒は取除く。これによって得られる凝結物
すなわちドレッシングを液体の中に入れ、この液体がドレッシング中のポロゲンと反応し
、ドレッシング内部に微細孔を形成する。次いで、得られたドレッシングを乾燥させて、
創傷部位の形状と大きさに合うようにハンド・モールディングして、創傷の中に入れる。
代替的に、得られたドレッシングをロープ状に成形して、創傷部位の形状と大きさに合う
ように、創傷中あるいは上でコイル状に巻いてもよい。ドレッシングをシールするドレー
プは、創傷部位でドレッシングの上に配置する。減圧送達チューブは、ドレッシングと流
体連結して創傷部位に減圧を送達する。
【００１４】
　本発明による別の実施例は、減圧療法を施す際に創傷部位にて使用されるポーラス状の
生体再吸収性ドレッシングの製造方法およびその装置であり、そこではドレッシングが組
織の成長及び／又は治癒を促進する要素も内包している。この実施例では、生体再吸収性
ポリマーを適宜の溶剤中に溶解させ、化学量論量のポロゲンと混合する。残余の溶剤は取
除く。得られたドレッシングを液体中に入れて、この液体がドレッシング中のポロゲンと
反応して、ドレッシング内部に微細孔を形成する。反応が完了すると、ドレッシングを液
体から取り出して、乾燥させる。この時点で、得られたポーラス状ドレッシングを、限定
するものではないが、細胞、成長因子、又は細胞の成長及び／又は治癒を促進する栄養素
などを含む、さまざまな物質でコーティングしてもよい。次いで、ポーラス状ドレッシン
グを、創傷の形状と大きさに合うようにハンド・モールディングして創傷部位の中に入れ
る。代替的に、得られたドレッシングをロープ状に成形して、創傷部位の形状と大きさに
フィットするように創傷中あるいは創傷上でコイル状に巻くようにしてもよい。ドレッシ
ングをシールするドレープは、創傷部位でドレッシングの上に配置する。減圧送達チュー
ブは、ドレッシングと流体連結して創傷部位に減圧を送達する。
【００１５】
　本発明のその他の目的、特徴、及び利点は、以下に続く図面ならびに詳細な説明によっ
て明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の幾つかの実施例のフローチャートを示し、重炭酸ナトリウムと
酸性ポロゲンシステムで生体再吸収性ポリマーを製造するプロセスと、減圧療法における
その使用を示す。
【図２】図２は、本発明の幾つかの実施例に則ったフローチャートを示し、塩ポロゲンシ
ステムで生体再吸収性ポリマーを製造するプロセスと、減圧療法におけるその使用を示す
。
【図３】図３は、本発明の幾つかの実施例に則ったフローチャートを示し、生体再吸収性
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ポリマーとポロゲンシステムを用いてポーラス状ドレッシングを製造するプロセスと、減
圧療法におけるこのポーラス状ドレッシングの使用を示す。
【図４】図４は、本発明の幾つかの実施例に則ったフローチャートを示し、生体再吸収性
ポリマーとポロゲンシステムを用いてポーラス状のドレッシングを製造するプロセスと、
減圧療法におけるこのポーラス状ドレッシングの使用を示す。
【図５】図５は、本発明の幾つかの実施例に則ったフローチャートを示し、ロープ形状の
ポーラス状ドレッシングの製造プロセスと、減圧療法におけるこのポーラス状ドレッシン
グの使用を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に述べる好ましい実施例の詳細な説明において、その一部をなす添付図面を参照す
る。ここでは、本発明を実施するのに特に好ましい実施例が説明されている。これらの実
施例は、当業者がこの発明を実施できるように充分詳細に記載されており、他の実施例も
利用することができ、本発明の本旨あるいはその範囲から外れること無く、理論構造的、
機械的、電気的そして化学的な変更をなすことができると解される。本発明を当業者が実
施するうえで必要でない詳細を避けるために、当業者において既に知られている一定の情
報は割愛されている。従って、以下の詳細な説明は限定的なものと捉えるべきではなく、
また、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ定められる。
【００１８】
　本発明の実施例は全て、創傷部位治療のための減圧療法に関連して用いられる生体再吸
収性ドレッシングの使用を含む。本発明は、創傷部位の具体的な位置はもとより、減圧療
法のターゲットである組織のタイプによって限定されるべきものではない。そこで、本発
明によって治療される創傷部位は、組織の成長及び／又は治癒の促進が望まれる身体上あ
るいは身体中のいずれの部位であってもよい。
【００１９】
　本発明による第１実施例は、図１に示すとおり、生体再吸収性のポーラス状ポリマーで
できたドレッシングを用意して、当該ドレッシングを減圧療法において使用する方法およ
び装置に関する。
【００２０】
　まず、一又はそれ以上の生体再吸収性ポリマーを適宜の溶剤（１０１）中に溶解させる
。使用する溶剤のタイプは、選択した生体再吸収性ポリマー（複数でもよい）に依存する
。生体再吸収性ポリマーは生体適合力の有る素材であり、その分解副産物は、身体中の自
然な経路を経て生理的に同化吸収もしくは分泌され得る。このような生体再吸収性ポリマ
ーは、限定されるものではないが、ラクチド、ポリ（ラクチド）（ＰＬＡ）、グリコライ
ドポリマー、ポリ（グリコール酸）（ＰＧＡ）、ポリ（ラクチド－コグリコライド）（Ｐ
ＬＧＡ）、エチレングリコール／ラクチドコポリマー、ポリカプロラクトン、ポリハイド
ロキシブチラート、ポリウレタン、ポリホスファゼン、ポリ（エチレングリコール）－ポ
リ（ラクチド－コグリコライド）コポリマー、ポリハイドロキシアシド、ポリカーボネー
ト、ポリアミド、ポリアンハイドライド、ポリアミノ酸、ポリオルトエステル、ポリアセ
タール、分解性ポリシアノアクリレート、ポリカーボネート、ポリフマラート、分解性ポ
リウレタン、アルブミン、コラーゲン、フィブリン、合成あるいは天然ポリアミノ酸等の
プロテイン、アルギネート、ヘパリン等のポリサッカライド、その他の天然由来の多糖類
の生分解性ポリマーを含む。更に、一の好ましい実施例においては、このポリマーはＰＬ
Ａ：ＰＣＬ共重合体であり、ＰＬＡからＰＣＬの比率が１００：０から０：１００の範囲
にあってもよい。幾つかの好ましい実施例では、ＰＬＡ：ＰＣＬ共重合体比が概ね９０：
１０である。他の実施例においてはＰＬＡ：ＰＣＬ共重合体比が概ね８０：２０である。
更に別の実施例では、ＰＬＡ：ＰＣＬ共重合体比が概ね７０：３０である。
【００２１】
　重炭酸ナトリウムと酸でできたポロゲンシステムも、生体再吸収ポリマー混合物（１０
２）に添加する。この酸は、液体もしくは気体でない、従って固形もしくは結晶状態のい
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ずれの酸でもよい。ここで使用される適宜の酸の例は、これに限定されるものではないが
、クエン酸を含む。使用する重炭酸ナトリウムと酸の量は、化学量論量の値を用いる。重
炭酸ナトリウムを非化学量論量の値で用いることも予想され得る。更に、使用するポロゲ
ンの量は、創傷液が排出され、減圧状態を損なうことなく維持されるよう、充分な数のオ
ープンセルあるいはチャンネルを作り出す量でなくてはならない。
【００２２】
　溶剤は、得られたドレッシング（１０３）から取除く。溶剤を取除く方法の例は、限定
されるものではないが、蒸発、オーブンでの乾燥、真空乾燥、手による混練その他の方法
を含む。一の実施例において、溶剤は約４８時間に亘って蒸発する。
【００２３】
　一の実施例において、ドレッシングを加圧下で加熱して圧縮し、残存している泡を取除
くことができる。ホットプレス用のプレートは、プレートにドレッシングが付着すること
を防ぐ素材によって覆う、あるいはコーティングすることが望ましい。適当な材料例とし
ては、例えばテフロン（登録商標）がある。ドレッシングの多孔率をあげるために、熟達
者がホットプレス用のトッププレート及び／又はボトムプレートを追加の重炭酸ナトリウ
ムおよび酸で覆うこともある。一の望ましい実施例においては、ドレッシングのボトム表
面を約５００μｍより大きい粒子サイズの重炭酸ナトリウムと酸でコーティングし、及び
／又はドレッシングのトップ表面を約９０μｍ乃至約２５０μｍのサイズの重炭酸ナトリ
ウムと酸でコーティングしている。代替的に、トップ及び／又はボトムプレートとして微
細孔やラインあるいは他のデザインをドレッシングのトップとボトムに刻み込むために、
インプリント・ウェハを用いてもよい。ドレッシングは所定の温度と圧力にヒートプレス
され、それから冷却される。
【００２４】
　この段階で、ドレッシングは順応性がなくてはならない。このように、ドレッシングは
例えば創傷部位（１０４）の形状と大きさにフィットするようにハンド・モールディング
して、創傷部位に配置する。
【００２５】
　次いで、減圧療法装置を創傷部位（１０５）と流体的に連結する。ここでは、創傷部位
とドレッシングは柔軟性ある物質で作られたドレープによって覆う。このドレープは不浸
透性であり、液体あるいは気体のいずれの浸透もブロックするあるいは遅らせることが望
ましい。好ましくは、このドレープは、減圧療法が行なわれる際に水蒸気は拡散させるが
創傷部位を気密にシールする材料でできている。ドレープは創傷部位の表面とドレッシン
グの上に延在し、創傷のエッジを越えて広がる。このドレープは創傷周辺の皮膚表面に、
例えば粘着性材料によって固定される。少なくとも一本の減圧送達チューブがドレープの
下方に配置され、ドレープの下部から延出する。減圧送達チューブは、限定するものでは
ないが、パラリン（ｐａｒａｌｙｅ）で被覆したシリコーンあるいはウレタンを含む、医
療用グレードのチューブ素材で作られている。更に、このチューブは創傷へのチューブの
付着を防ぐ物質で被覆しても良い。例えば、このチューブは、ヘパリン、抗凝固剤、抗繊
維化剤、抗付着剤、抗トロムビノゲン生成剤、あるいは親水性物質でコーティングしても
よい。減圧送達チューブは減圧源と流体連通された状態で設置され、減圧源との流体連通
結を介して真空下で安全設置しキャニスタを具えることが望ましい。このように、本実施
例においては、ドレッシングが減圧を送達するマニフォールドとして作用し、減圧の創傷
部位への適用、液体の創傷部位への送達、又は創傷部位からの液体の除去をアシストする
。
【００２６】
　代替の実施例においては、生体再吸収性ドレッシングが創傷部位内に配置されており、
マニフォールドがドレッシングの上に配置されている。このマニフォールドは、むしろ創
傷部位全体に亘る減圧の送達を促進している。創傷部位、ドレッシング、及びマニフォー
ルドは、柔軟な、不浸透性材料で作られたドレープで覆われている。このドレープは、創
傷の端部の上に延びて、創傷部位の表面、ドレッシング及びマニフォールドの上に延在し
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、好ましくは、皮膚表面に固定されている。少なくとも一本の減圧送達チューブが、マニ
フォールドと流体連通している。減圧送達チューブはまた、減圧源と流体連通して配置さ
れており、好ましくは減圧源と流体連通して真空下で安全に設置されたキャニスタを具え
る。
【００２７】
　次いで、創傷部位からの創傷液が、重炭酸ナトリウムと酸の間で酸塩基反応を開始して
、二酸化炭素ガスを生成する（１０６）。この二酸化炭素ガスの発生はドレッシングをイ
ンサイチューで、連通した微細孔あるいは「骨格」を持つ三次元構造に変形させる。更に
、水などの液体を加えて、ポロゲンシステム反応を支援するようにしてもよい。代替の実
施例においては、ステップ（１０６）がステップ（１０５）の前に生じても良い。
【００２８】
　典型的な例では、この二酸化炭素ガスの生成によって生じる微細孔のサイズは約５０乃
至約１，５００ミクロンである。一実施例では、微細孔のサイズは約１００ミクロンから
約５００ミクロンの間である。別の実施例では、微細孔のサイズは約１００ミクロンから
約２５０ミクロンの間である。結果として得られる微細孔のサイズは、重炭酸ナトリウム
粒子と酸の粒子のサイズと、生成されたガスの量に依存すると解される。限定するもので
はないが、篩や遠心分離を含む、重炭酸ナトリウム粒子と酸の粒子の大きさをコントロー
ルする何らかの方法を用いることができる。一実施例では、重炭酸ナトリウムと酸を、一
またはそれ以上のスクリーンを介して篩にかけて、ある大きさの粒子を作る。このように
、微細孔のサイズは、最小で、篩によって作られる粒子の大きさとなる。ドレッシングに
充分な順応性があれば、発生した二酸化炭素ガスが微細孔のサイズを更に大きくするであ
ろう。
【００２９】
　更に、使用するポロゲンシステムの量と、そのポロゲンシステムの粒子サイズが、結果
物としてのポーラス状ドレッシングの多孔率をコントロールすることになる。熟達者に好
ましい多孔率は、ドレッシング中に用いられる材料の機械的特性や、生体再吸収性ポリマ
ー、所望の細胞の浸透度、創傷治癒物質や組織治療物質の有無、その他といった、要因に
依拠すると解される。一の望ましい実施例では、この多孔率は少なくとも約５０％である
。別の望ましい実施例では、この多孔率が約７０％である。
【００３０】
　次いで、減圧療法が創傷に適用される（１０７）。減圧治療の頻度は、身体上の位置、
創傷部位の大きさと形状、適確なドレッシングあるいは使用されるドレッシング、何らか
の助剤を使用するのであれば、その部位に適用する各種助剤のタイプに依存すると解され
る。更に、治療チームによっては、減圧療法をほぼ連続的に適用してもよく、あるいは徐
々に圧力が変わるような循環的な適用であっても良い。創傷が治ると、ポーラス状ドレッ
シングが身体に再吸収され、肉芽組織が取って代わる。
【００３１】
　代替の実施例においては、一またはそれ以上の可塑剤を、溶剤中の生体再吸収性ポリマ
ーに添加している（１０２）。可塑剤は、高分子化合物の変形能を強化するいずれかの物
質であり、化合物を軟化させ、柔軟にする。この可塑剤は、限定するものではないが、セ
チルアルコールエステル、グリセロール、グリセロールエステル、アセチル化グリセリド
、グリセロールモノステアレート、グリセリルトリアセテート、グリセロールトリブチレ
ート、フタル酸エステル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フ
タル酸ジオクチル、クエン酸、クエン酸アセチルトリブチル、クエン酸アセチルトリエチ
ル、クエン酸トリブチル、クエン酸トリエチル、セバシン酸塩、セバシン酸ジエチル、セ
バシン酸ジブチル、アジピン酸塩、アゼライン酸、安息香酸エステル、ベジタブルオイル
、フマル酸塩、フマル酸ジエチル、リンゴ酸塩、リンゴ酸ジエチル、蓚酸塩、蓚酸ジエチ
ル、コハク酸塩、コハク酸ジブチル、ブチレート、セチルアルコールエステル、サリチル
酸、トリアセチン、マロン酸塩、マロン酸ジエチル、ひまし油、トリエチレングリコール
、及び、ポロキサマ（ｐｏｌｏｘａｍｅｒ）を含む。一またはそれ以上の可塑剤がポリマ
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ーに含まれている場合は、使用する条件が可塑剤の揮発に役立つものでない限り、残余の
溶剤をオーブンによる乾燥あるいは真空乾燥などの方法で除去する（１０３）。
【００３２】
　本発明による第２実施例は、図２に示すとおり、生体再吸収性のポーラス状ポリマード
レッシングを提供する方法及び装置、及び当該ポーラス状ドレッシングの減圧療法への使
用に関する。
【００３３】
　生体再吸収性ポリマーを、適宜の溶剤の中に溶解させる（２０１）。生体再吸収性ポリ
マーは、一つあるいはそれ以上の生体再吸収性ポリマーでできている。好適なポリマーは
、本発明の他の実施例において開示されたポリマーを含む。代替の実施例では、この生体
再吸収性ポリマーに一又はそれ以上の可塑剤も加える。
【００３４】
　次いで、この生体再吸収性ポリマーを、ポロゲンシステム（２０２）として作用する結
晶状あるいは固体の塩と混合する。本発明は、塩が適度な粒子サイズであり、溶剤中に溶
解する限りは、塩のタイプ、すなわち、ガス状、液状、限定するものではないが、コロイ
ド、ドレッシング、液体、スラリー、懸濁液、粘性ジェル、ペースト、パテ、及び粒子状
固体を含む流動性を有する材料、によって限定されるものではない。ここで用いられる適
宜の塩の例には、限定されるものではないが、塩化ナトリウムと塩化カリウムが含まれる
。使用される塩の量は、化学量論量が用いられる。塩は、化学量論量でなくともよい。
【００３５】
　次いで、溶剤を取除く（２０３）。溶剤を除去する方法の例には、限定するものではな
いが、蒸発、オーブン乾燥、真空乾燥、手による混練その他が含まれる。一の実施例では
、溶剤を約４８時間掛けて蒸発させる。
【００３６】
　代替の一実施例においては、得られたドレッシングをヒートプレスして圧縮し、残存す
る泡を取除く。ホットプレス用のプレートは、ドレッシングがプレートに付着することを
防ぐ素材によってカバーされ、あるいはコーティングされていることが望ましい。それに
好適な素材の例には、例えばテフロン（登録商標）が含まれる。ドレッシングを後で、よ
りポーラス状のドレッシングにするため、熟達者がホットプレス用のトッププレート及び
／又はボトムプレートを、塩、すなわちポロゲンシステムの追加の粒子でカバーするよう
にしてもよい。一の好ましい実施例では、ドレッシングのボトム表面を約５００μｍより
大きい粒子サイズの塩でコーティングして、ドレッシングのトップ表面を約９０μｍ乃至
約２５０μｍのサイズの塩粒子でコーティングしている。代替的に、微細孔やラインある
いは他のデザインをドレッシングのトップとボトムに刻み込むために、トッププレート及
び／又はボトムプレートとして、インプリントウェハを使用してもよい。ドレッシングは
所定の温度と圧力でプレスして、次いで冷却する。
【００３７】
　この段階で、ドレッシングは順応性がなくてはならない。このように、ドレッシングは
、例えばハンド・モールディングによって創傷部位の形状と大きさにフィットさせて、創
傷部位に配置する（２０４）。
【００３８】
　次いで、減圧装置を創傷部位に流体連通させる（２０５）。このステップでは、創傷部
位とドレッシングは、柔軟で不浸透性の材料で作られたドレープによってカバーされてい
る。ドレープは、水蒸気は拡散するが、気密なエンクロージャを提供する材料でできてい
ることが望ましい。ドレープは創傷部位の表面とドレッシングの上に延在し、創傷の淵に
亘って広がる。ドレープは創傷周辺の皮膚表面に、例えば粘着材料によって固定される。
少なくとも一本の減圧送達チューブがドレープの下に配置されており、ドレープの下部か
ら延出している。減圧送達チューブは、限定するものではないが、パラリンで被覆したシ
リコーン又はウレタンを含む、医療用グレードのチューブ素材で作られている。更に、チ
ューブは創傷への付着を防ぐ物質でコーティングされている。例えばチューブは、ヘパリ
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ン、抗凝固剤、抗繊維成長剤、抗付着剤、抗トロンビン生成剤、又は親水性物質でコーテ
ィングする。このように、本実施例では、ドレッシングが減圧送達用マニフォールドとし
て作用している。
【００３９】
　代替の実施例においては、生体再吸収性のドレッシングを創傷部位の内部に配置し、マ
ニフォールドをこのドレッシングの上に配置している。マニフォールドは、創傷部位全体
に亘る減圧送達にも役に立っている。創傷部位、ドレッシング、及びマニフォールドは、
柔軟な不浸透性の材料でできているドレープによってカバーされている。このドレープは
、創傷部位表面、ドレッシング、マニフォールドの上に延在し、創傷の淵の上に延びて、
好ましくは皮膚表面に固定されている。少なくとも一本の減圧送達チューブが、マニフォ
ールドと流体連通している。減圧送達チューブはまた、減圧源と流体連通しており、好ま
しくは、減圧源との流体連通を介して、真空下で安全に設置されたキャニスタを具えてい
る。
【００４０】
　次いで、細胞組織の間質液、もしくは、組織または創傷部位の毛細血管からの滲出液を
含む創傷液がポロゲンシステムと反応して、塩粒子を溶かし、これによってドレッシング
内部にインサイチューで微細孔を作る(２０６)。更に、水などの液体を創傷部位に加えて
、ポロゲンシステム中で反応を助けるようにしてもよい。溶けた塩によってできた空間は
、連続した微細孔を持つドレッシングとなる。得られた微細孔のサイズは、使用した塩粒
子のサイズに依存する。このように、塩粒子のサイズのコントロールに様々な方法を用い
ることができる。例えば、塩粒子は、一またはそれ以上のスクリーンを通して篩にかけて
、特定のサイズの粒子を作るようにしてもよい。塩粒子が溶けると、残った微細孔はほぼ
塩粒子のサイズとなる。溶けた塩によってできた微細孔のサイズは、約５０ミクロン乃至
約５００ミクロンである。別の実施例では、微細孔のサイズは約１００ミクロンから約４
００ミクロンの間である。別の実施例では、微細孔のサイズは約１００ミクロンから約２
５０ミクロンの間である。
【００４１】
　更に、使用するポロゲンシステムの量とその粒子サイズは、多孔率をコントロールする
ことになる。好ましい多孔率は、ドレッシングを作るのに用いる材料の物理的特性や、所
望の細胞の浸透度、あるいはドレッシング内に捕捉された、または、ドレッシングに結合
されている創傷治癒剤または組織治療剤の有無、その他といった、様々な要因に依存する
と解される。創傷治癒剤または組織治療剤は、例えば架橋剤の使用、ソリッド・サポート
か分子あるいは双方への特定の反応基の包含、静電相互作用、親水性相互作用、疎水性相
互作用、ストレプトアビジンのような分子を用いた付加、及び共有結合および非共有結合
の相互作用の組合せの使用、などによって、ドレッシングに共有結合的あるいは非共有結
合的に結合される。
【００４２】
　一の好ましい実施例においては、多孔率が少なくとも約５０％である。別の好ましい実
施例においては、多孔率が約７０％である。
【００４３】
　代替の実施例においては、ステップ２０６がステップ２０５の前に生じる。
【００４４】
　減圧療法は創傷に適用される（２０７）。創傷が治ると、ドレッシングは身体に再吸収
され、肉芽組織に置き換わる。
【００４５】
　代替の実施例では、一またはそれ以上の可塑剤を溶剤中の生体再吸収性ポリマーに添加
する（２０２）。一またはそれ以上の可塑剤がポリマー中に含まれると、使用した条件が
可塑剤の蒸発に役立たない限り、残余の溶剤をオーブン乾燥あるいは真空乾燥などの方法
によって取除く（２０３）。
【００４６】
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　本発明による第３の実施例は、図３に示すように、生体再吸収性のポーラス状ポリマー
のドレッシングを提供する方法及び装置、及び当該ドレッシングの減圧療法用への使用に
関する。
【００４７】
　一又はそれ以上の生体再吸収性ポリマーを、適宜の溶剤中に溶解させる（３０１）。好
適な生体再吸収性ポリマーは、本発明の他の実施例で検討したどのポリマーを含むもので
もよい。代替の実施例においては、少なくとも一の可塑剤をこの生体再吸収性ポリマーに
添加する。
【００４８】
　次いで、生体再吸収性ポリマーをポロゲンシステムと混合する。これは、ドレッシング
内部に微細孔を作る一又はそれ以上の化合物を含む（３０２）。ポロゲンシステムのタイ
プは限定されるものではなく、液体と接触したときに分解する化合物を含む。ポロゲンシ
ステムのタイプは、酸化ナトリウム、サッカロース結晶体、又はゼラチン球ｓｐｈｅｒｅ
ｓなどの無機塩を含み、水等の溶液に溶ける。別のタイプのポロゲンシステムは、重炭酸
ナトリウムおよび酸の混合物である。重炭酸ナトリウムおよび酸は、液体と接触すると、
二酸化炭素ガスを出して炭酸ナトリウムと酸になる。このガスが微細孔のサイズを大きく
する。
【００４９】
　次いで、溶剤を除去して、ドレッシングを残す（３０３）。溶剤を除去する方法の例に
は、限定するものではないが、蒸発、オーブン乾燥、真空乾燥、手による混練などが含ま
れる。
【００５０】
　代替の一実施例では、ドレッシングをヒートプレスして圧縮し、存在することがある泡
を取除く。ホットプレス用プレートは、例えば、テフロン（登録商標）といった、ドレッ
シングがプレートに付着することを防ぐ材質で覆うか、コーティングすることが好ましい
。後にドレッシングをより多孔性となったものにするため、熟達者はホットプレス用のト
ッププレート 及び／又はボトムプレートを、追加のポロゲンシステム粒子で覆ってもよ
い。好適な一実施例では、ドレッシングのボトム表面が、約５００μmより大きい粒子サ
イズのポロゲンシステム粒子でコーティングされており、ドレッシングのトップ表面は約
９０μｍ乃至約２５０μｍのサイズのポロゲンシステム粒子でコーティングされている。
代替的に、トッププレート及び／又はボトムプレートとしてインプリントウェハーを使っ
て、微細孔、ライン、あるいは他のデザインをドレッシングのトップおよびボトムに刻み
込むようにしてもよい。ドレッシングは所定の温度と圧力でヒートプレスして、次いで冷
却する。
【００５１】
　次いで、ドレッシングを温水に入れて、その順応性を上げて、ポロゲンシステムと反応
させ、これによって微細孔の形成が開始する（３０４）。ポロゲンシステムによってでき
たスペースは、連続した微細孔を有するドレッシングとなる。得られた微細孔のサイズは
、使用したポロゲン粒子の大きさに依存する。このように、例えば粒子を複数スクリーン
で篩にかけてポロゲン粒子のサイズをコントロールする手段を使うことができる。更に、
使用するポロゲンシステムの量とポロゲンシステムの粒子サイズは、多孔率をコントロー
ルする。一の好ましい実施例においては、多孔率は少なくとも約５０％である。別の好ま
しい実施例においては、多孔率が約７０％である。
【００５２】
　代替の実施例では、一又はそれ以上の物質を用いて、ポーラス状ドレッシングをコーテ
ィングする、あるいはこの物質をポーラス状ドレッシングに結合させる。例えばこのドレ
ッシングは、コラーゲン、ヒアルロン酸、ゼラチンキトサン、抗菌剤、治療剤、抗ウィル
ス剤、成長ファクタ、生体活性剤、及びその他の治癒及び／又は組織の成長を促進する物
質でコーティングしてもよい。更に、ドレッシングは、ドレッシングをX線不透過性にす
る物質でコーティングしてもよい。
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【００５３】
　一実施例においては、ドレッシングを、コラーゲンを含有する溶液に含浸させる。次い
で、ドレッシングの過剰な溶液を排水させて、ドレッシングの凍結乾燥を行う。
【００５４】
　代替の実施例においては、ドレッシングをコラーゲンを含有する溶液に含浸させ、過剰
な溶液を排出して、コラーゲンをドレッシング上に架橋させる。
【００５５】
　次いで、ハンドモールディングを用いてドレッシングを創傷部位内に配置して、創傷の
形状と大きさを満たす（３０５）。別の実施例においては、ドレッシングを傷の大きさと
形状に合うようにカットする。創傷部位からの創傷液は、残留しているポロゲンシステム
と反応して、更なる微細孔を作り出す。
【００５６】
 次いで、減圧装置を創傷部位と流体連通させる（３０６）。創傷部位とドレッシングは
、柔軟な不浸透性材料でできたドレープで覆われている。ドレープは、好ましくは水蒸気
は拡散させるが気密なエンクロージャを提供する材料でできている。ドレープは創傷部位
とドレッシングの表面に延在して、創傷の淵に亘って広がる。ドレープは創傷周辺の皮膚
表面に、例えば粘着性材料によって固定される。少なくとも一本の減圧送達チューブが、
ドレープの下に配置されて、ドレープの下部から延出している。減圧送達チューブは、限
定するものではないが、医療用グレードのチューブ材料でできており、これは、パラリン
で被覆したされたシリコーンあるいはウレタンを含む。更に、チューブは、チューブの創
傷への付着を防ぐための物質でコーティングしてもよい。減圧送達チューブは、減圧源と
流体連通しており、好ましくは、減圧源との流体連通を通して真空下で安全に設置された
キャニスタを具えている。このように、本実施例においては、ドレッシングが減圧送達の
マニフォールドとしての役も果たしている。
【００５７】
　一つの実施例では、マニフォールドは生体再吸収性のドレッシングの上に位置している
。マニフォールドは、むしろ創傷部位全体に亘る減圧送達を容易にする。次いで、減圧送
達チューブをマニフォールドに流体連通させる。
【００５８】
　次いで、減圧療法を創傷に適用する（３０７）。創傷が治ると、ドレッシングは身体に
再吸収され、肉芽組織が取って代わる。
【００５９】
　本発明による第４の実施例は、図４に示すように、生体再吸収性のポーラス状ポリマー
を提供する方法及び装置と、当該ポリマーの減圧療法用ドレッシングとしての使用に関す
る。
【００６０】
　生体再吸収性ポリマーを、適宜の溶剤中に溶解させる（４０１）。好適な生体再吸収性
ポリマーは、限定するものではないが、本発明の他の実施例で開示したポリマーを含む。
【００６１】
　次いで、生体再吸収性ポリマーを一又はそれ以上の可塑剤と、ポロゲンシステムとに混
合して、液状あるいはスラリー状の非固形混合物を形成する（４０２）。ポロゲンシステ
ムは、限定するものではないが、溶解性の塩、あるいは重炭酸ナトリウムと酸の組み合わ
せを含む。使用するポロゲンシステムの量は、化学量論量で使用するが、ポロゲンシステ
ムを非化学量論量で用いることも想定される。
【００６２】
 　次いで、得られた混合物を、ポリマー用非溶剤、可塑剤、及びポロゲンに加えて、当
該混合物が非溶剤と接触したときに、混合物を溶液から沈殿させる（４０３）。次いで、
過剰な非溶剤を得られた沈殿物から取除く（４０４）。非溶剤を取り除く方法の例は、限
定するものではないが、蒸発や手による混練などを含む。残余の溶剤は、使用される条件
が可塑剤の蒸発に役立たない限り、オーブンによる乾燥、又は真空乾燥などいずれかの方
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法によって取り除く。得られたドレッシングはヒートプレスを行って、存在することがあ
る泡を取除く。
【００６３】
　得られたドレッシングは順応性がなくてはならない。このように、ドレッシングは、例
えばハンドモールディングによって創傷部位の中に配置して、創傷の形状と大きさを満た
すようにする（４０５）。代替的に、創傷の形状と大きさを満たすようにドレッシングを
モールドすることも可能である。別の実施例においては、所望の厚さのシート状に圧延さ
れ、所望の創傷の形状と大きさになるようカットして、ドレッシングを形成する。
【００６４】
　次いで、減圧装置を創傷部位と流体連通させる（４０６）。このステップでは、創傷部
位とドレッシングは、柔軟な不浸透性の物質でできたドレープによってカバーされている
。ドレープは、好ましくは水蒸気は拡散させるが、気密なエンクロージャを提供する素材
でできている。ドレープは創傷部位とドレッシングの表面に延在し、創傷の淵に亘って広
がって、そこで創傷周辺の皮膚表面に例えば粘着性の材料によって固定される。少なくと
も一本の減圧送達チューブがドレープの下に配置され、ドレープの下部から延出している
。減圧送達チューブは、医療用グレードのチューブ素材でできており、チューブが創傷へ
付着するのを防ぐ物質でコーティングされている。また、減圧送達チューブは、減圧源と
流体連通しており、好ましくは、減圧源との流体連通を介して真空下で安全に設置された
キャニスタを具えている。このように、本実施例では、ドレッシングが、減圧送達用のマ
ニフォールドとしても作用している。
【００６５】
　代替の実施例では、生体再吸収性のドレッシングが創傷部位の内部に配置されており、
マニフォールドがドレッシングの上に配置されている。マニフォールドは、むしろ創傷部
位全体に亘って減圧を送達している。創傷部位、ドレッシング、及びマニフォールドは、
柔軟な不浸透性の材質で作られたドレープによって覆われている。ドレープは、創傷部位
表面、ドレッシング、及びマニフォールドの上に延在し、創傷の淵に渡って広がって、望
ましくは皮膚表面に固定されている。少なくとも一本の減圧送達チューブは、マニフォー
ルドと流体連通している。減圧送達チューブは、減圧源とも流体連通しており、好ましく
は減圧源との流体連通を介して真空下で安全に設置されたキャニスタを具えている。
【００６６】
　次いで、創傷部位からの創傷液がポロゲンシステムと反応して、インサイチューで微細
孔を形成する（４０７）。ポロゲンシステムによってできた空間は、「骨格」すなわち連
続した微細孔を持ったドレッシングとなる。得られた微細孔のサイズは、使用したポロゲ
ン粒子のサイズに依存する。このように、ポロゲン粒子のサイズを、例えばスクリーンで
粒子を篩にかけることによってコントロールする手段を用いることができる。更に、使用
するポロゲンシステムの量とその粒子サイズは、多孔率をコントロールする。好ましい一
実施例においては、多孔率は少なくとも約５０％である。別の望ましい実施例においては
、多孔率が約７０％である。
【００６７】
　代替の実施例では、ステップ（４０６）の前にポロゲンシステムが液体に接触して、ド
レッシングすなわち「骨格」を創傷部位に配置する前にポロゲンシステムが液体に反応し
て連続した微細孔を形成する。
【００６８】
　次いで、減圧療法を創傷に適用する（４０８）。傷が治ると、ドレッシングは身体で再
吸収され、肉芽組織が取って代わる。
【００６９】
　本発明による第５の実施例は、図５に示すように、如何なる大きさや形状あるいは深さ
の創傷でも入れることが可能で、そのロープ状の構成とフレキシビリティによって、創傷
を完全に満たすことができる生体再吸収性でロープ状ドレッシングあるいはドレッシング
を提供する。ロープの形状は、不織物あるいは織物、編んだ、ブレードしたポリマー繊維
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その他であってもよい。これら様々な形状は、追加の空気チャンネルあるいはポケットを
導入し、ポリマー繊維の形状とその織り合わされた性状の度合いに基づく。
【００７０】
　生体再吸収性ポリマーを、適宜の溶剤中に溶解させる（５０１）。好適なポリマーは、
限定するものではないが、本発明の他の実施例開示したポリマーを含む。生体再吸収性ポ
リマーは、一またはそれ以上の可塑剤ならびにポロゲンシステムと混合して、液体又はス
ラリーなどの非固体混合物を形成する（５０２）。ポロゲンシステムは、限定するもので
はないが、溶解性の塩または重炭酸ナトリウムと、酸との組み合わせを含む。使用するポ
ロゲンシステムの量は、化学量論量または非化学量論量で用いられる。
【００７１】
　次いで、得られた混合物は、所望の先端径の注射器あるいは他のデバイスを用いて、ポ
リマー、可塑剤及びポロゲン用の非溶剤の中に押出して、混合物を溶液から糸あるいはロ
ープ状の形状に凝結させる（５０３）。代替の実施例では、得られた混合物を巻いて所望
の厚さのシートにし、ドレッシングをロープ形状に切断することによって、ロープを形成
するようにしている。
【００７２】
　次いで、ロープ状ドレッシングを水など水性の媒体に移して、ポロゲンシステムと反応
させて、ポーラス状ドレッシングを形成する（５０４）。ポロゲンシステムによってでき
たスペースは、連続した微細孔を持つドレッシングとなる。得られた微細孔のサイズは、
使用したポロゲン粒子のサイズに依存する。このように、例えばスクリーンで粒子を篩に
かけることによって、ポロゲン粒子のサイズをコントロールする手段を用いることができ
る。更に、使用するポロゲンシステムの量とその粒子サイズは、多孔率をコントロールす
る。一つの望ましい実施例では、多孔率は少なくとも約５０％である。別の望ましい実施
例では、多孔率が約７０％である。
【００７３】
　次いで、過剰な媒体を、限定するものではないが、蒸発や手による混練その他を含む手
段によって取除く（５０５）。更に、使用する条件が可塑剤の蒸発に役立たない限り、オ
ーブン乾燥、又は真空乾燥を用いることもできる。必要であれば、ロープ状ドレッシング
もヒートプレスして、存在し得る泡を取除くことができる。
【００７４】
　得られたドレッシングは順応性がなくてはならない。このように、ロープ状ドレッシン
グは、創傷部位にコイル状に巻いて創傷の形状とサイズを満たすことが可能である（５０
６）。別の実施例においては、二本あるいはそれ以上のロープ状ドレッシングを編む、あ
るいはねじってより太い直径のロープとして、創傷部位にコイル状に巻いて入れるように
してもよい。
【００７５】
　次いで、減圧装置を創傷部位と流体連通させる（５０７）。このステップでは、創傷部
位とドレッシングは、柔軟な、不浸透性の物質でできたドレープによってカバーされてい
る。好ましくは、ドレープは、水蒸気は拡散させるが気密であるエンクロージャを提供す
る材料でできている。ドレープは創傷部位とドレッシングの表面に延在し、創傷の淵に亘
って広がる。ドレープは創傷周辺の皮膚表面に、例えば粘着性の材料によって固定される
。少なくとも一本の減圧送達チューブがドレープの下に配置され、ドレープの下部から延
出している。この減圧送達チューブは、医療用グレードのチューブ素材でできており、チ
ューブが創傷へ付着するのを防ぐ物質でコーティングされている。減圧送達チューブはま
た、減圧源と流体連通しており、好ましくは減圧源との流体連通を介して真空下で安全に
設置されたキャニスタを具えている。この実施例では、このようにドレッシングが減圧を
送達するように作用している。
【００７６】
　代替の実施例においては、生体再吸収性のドレッシングを創傷部位の内に配置して、マ
ニフォールドをドレッシングの上に配置している。マニフォールドは、むしろ創傷部位全
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体に亘る減圧の送達を行う。創傷部位、ドレッシング、及びマニフォールドは、柔軟な、
不浸透性の物質でできたドレープによってカバーされている。ドレープは、創傷部位表面
、ドレッシング、及びマニフォールドの上に延在し、創傷の淵に広がって、好ましくは、
皮膚表面に固定されている。少なくとも一本の減圧送達チューブが、マニフォールドと流
体連通している。減圧送達チューブは、減圧源とも流体連通しており、好ましくは、減圧
源との流体連通を介して真空下で安全に設置されたキャニスタを具える。
【００７７】
　次いで、創傷部位からの創傷液がポロゲンシステムと反応して、インサイチューで追加
の微細孔を形成する（５０８）。次いで、減圧療法を創傷に適用する（５０９）。傷が治
ると、ドレッシングは身体で再吸収され、肉芽組織が取って代わる。ロープの直径は様々
であるが、約２ｍｍから約７ｍｍの間であることが望ましい。
【００７８】
　生体再吸収性のドレッシングは、熟達者に適した手段によって形成することができると
解される。例えば、第６実施例では、ポーラス状の生体再吸収性ドレッシングを、一又は
それ以上の生体再吸収性のポリマーをそのガラス転移温度以上に加熱して該ポリマーを流
動化して、提供する。好適なポリマーは、限定するものではないが、本発明の他の実施例
において開示されたポリマーを含む。次いで、生体再吸収性のポリマーをポロゲンシステ
ムと混合する。別の実施例では、一またはそれ以上の可塑剤も生体再吸収性のポリマーに
加える。得られた混合物は、更に加熱し、あるいは加熱することなく、生分解性ポリマー
がポロゲンシステムと混合されるまで攪拌する。次いで、混合物をシート状に形成し、あ
るいはモールドして、冷却する。得られた混合物は、限定するものではないが、ハンド・
モールディング、レーザーカッティング、その他を含む何らかの手段によって、創傷部位
にフィットする所望の形状と大きさのドレッシングに形成される。
【００７９】
　ポーラス状の生体再吸収性界面層を、９０：１０のＰＬＡ：ＰＣＬ２．３６ｇと１２ｍ
ｌのジクロロメタン中のクエン酸トリエチル０．２６ｇの溶液を、１．６５ｇのクエン酸
と粒子サイズ９０～２５０μｍに篩掛けした重炭酸ナトリウム２．７３ｇとの混合物と、
混合して用意した。この懸濁液をテフロン（登録商標）コーティングされた鋳型に流し込
んで、乾燥させた。次いで、得られたシートをホットプレスして、ポロゲンを除去するた
めに１２時間水の中に浸漬させたのち乾燥させた。Ｖ．Ａ．Ｃ．（登録商標）セラピーを
、複数の液体ポートと圧力センサを具えるグリッドと、生理食塩水注入率５００ｍｌ／日
を用いて、圧力５０ｍｍＨｇ，１２５ｍｍＨｇおよび２００ｍｍＨｇの三段階でシミュレ
ートした。テスト（ｎ＝３）は、４×６インチ大のポーラス状の生体再吸収性界面層につ
いて、４８時間行われた。液体を回収して、予め設定された時間毎に圧力をモニタした。
ドレッシングへの細胞の内方成長を、径５ｃｍの全層生検切除した豚の創傷モデルを用い
て評価した。対照創傷（ｎ＝３）に、網目状オープンセル型のドレッシングを用い、一方
、テスト創傷（ｎ＝３）は網目状オープンセル型ドレッシングと共にポーラス状生体再吸
収性界面層でカバーした。次いで、１２５ｍｍＨｇで、連続Ｖ．Ａ．Ｃ．（登録商標）セ
ラピーを開始した。各圧力設定条件における、網目状オープンセル型のドレッシングと、
オープンセル型網目状ドレッシングを伴うポーラス状生体再吸収性の界面層と差異は、最
小（０．５～１．６ｍｍＨｇ）であった。７日後、ドレッシングと組織をまとめて切除し
、固定して、Ｈ＆Ｅ染色を行った。
【００８０】
　この結果は、オープンセル型網目状ドレッシング下でのポーラス状生体再吸収性の界面
層は、ドレッシングを通る液流を妨げなかったことを示している。網目状オープンセル型
ドレッシングへの内方成長は、創傷に直接付与されたときに広範囲に亘った。これに対し
て、ポーラス状生体再吸収性の界面層が創傷床の間に配置された場合は、オープンセル型
網目状ドレッシングへの内方成長は観察されなかった。内方成長は界面層においてのみ認
められた。このように、生体再吸収性の界面層を用いれば、網目状オープンセル型のドレ
ッシングの除去は、新しい組織成長を崩壊させなかったであろう。
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【００８１】
　上記より、有意な利点のある発明が提供されたことが明らかである。本発明は幾つかの
態様でのみ示されているが、これに限定されるものではなく、その本旨にもとることなく
様々な変更や改変を行うことができる。

【図１】 【図２】
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