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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷部位に対して吸引を行うための装置であって、
　液体不浸透性材料から作られる上部層と、
　液体不浸透性材料から作られる底部層と、
　前記上部層と前記底部層との間に配置されている３Ｄ編物または３Ｄ織物と、
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物と流体的に連通する前記底部層内の開口と、
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物を含む前記上部層と前記底部層との間に延在する細長
い流路であって、前記上部層、前記底部層、および前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物は、
拡大遠位端を備え、前記流路が前記拡大遠位端から離れて近位方向へ延在する、細長い流
路と、
　エアーリークとを備え、
　前記細長い流路は、陰圧源と流体的に連通する下側流体通路と、前記エアーリークに接
続された上側流体通路と、を備えており、陰圧を創傷に印加することで、前記エアーリー
クを介して空気を創傷に流し込むことができる装置。
【請求項２】
　前記上側流体通路は発泡体を収容する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記上部層および前記底部層の前記拡大端部は、矩形または正方形である請求項１に記
載の装置。
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【請求項４】
　前記上部層および前記底部層の前記拡大端部は、涙滴形状を形成する請求項１に記載の
装置。
【請求項５】
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物は、円形拡大端部を有する請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物は、ポンプによって実現される陰圧源と流体的に連通
する請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記底部層は、ドレープに取り付けられるように構成される請求項１から６のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記底部層は、アプリケータに取り付けられる請求項１から７のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項９】
　前記エアーリークは、前記拡大遠位端から離れて近位方向に延在し前記細長い流路から
隔てられている導管を通る前記創傷部位と流体的に連通するように構成される請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記導管は、ループ部分を形成する請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記導管は、コンプライアント性のあるスペーサー材料を備える請求項９に記載の装置
。
【請求項１２】
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物は、その近位部分において前記エアーリークを組み込
んだ二腔チューブと流体的に連通する請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記エアーリークは、複数の個別空気流路を備える請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記エアーリークは、前記上部層の前記拡大遠位端上に配置される請求項１に記載の装
置。
【請求項１５】
　前記底部層の創傷に面する側に配設された接着剤をさらに備える請求項１から１４のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記３Ｄ編物または前記３Ｄ織物は、扁平遠位端を有する請求項１から１５のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記底部層は、複数の開口を備える請求項１から１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　陰圧創傷治療システムであって、請求項１から１７のいずれか一項に記載の前記装置と
、創傷の上に位置し、前記創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された柔軟なドレー
プとを備える吸引アダプタを備え、前記吸引アダプタは、前記ドレープに取り付け、前記
ドレープ内に形成された少なくとも１つの開口を囲むように構成される陰圧創傷治療シス
テム。
【請求項１９】
　少なくとも１つの導管によって前記吸引アダプタに接続された真空ポンプをさらに備え
る請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　陰圧で創傷部位を治療するのに適している吸引アダプタであって、
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　上面と下面とを有するアプリケータと、
　近位端と遠位端とを有するブリッジであって、前記ブリッジの前記遠位端は前記アプリ
ケータの前記上面に接続され、
　　エアーリークに接続された上側流体通路と、
　　陰圧源と流体的に連通する、３Ｄ編物を備える下側流体通路とを備える、ブリッジと
を具備し、
　陰圧を創傷に印加することで、前記エアーリークを介して空気を創傷に流し込むことが
できる吸引アダプタ。
【請求項２１】
　前記上側流体通路は発泡体を収容する請求項２０に記載の吸引アダプタ。
【請求項２２】
　前記ブリッジは、上部層、底部層、および中間層をさらに備え、前記層のそれぞれは近
位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、前記上側流体通路は、前記上
部層と中間層との間に延在し、前記下側流体通路は、前記中間層と底部層との間に延在す
る請求項２０または２１のいずれか一項に記載の吸引アダプタ。
【請求項２３】
　前記ブリッジの近位端に配設されたエアーリークをさらに備える請求項２０から２２の
いずれか一項に記載の吸引アダプタ。
【請求項２４】
　前記３Ｄ編物は、１．５ｍｍから６ｍｍまでの範囲の厚さを有する織物層を備える請求
項２０から２３のいずれか一項に記載の吸引アダプタ。
【請求項２５】
　前記３Ｄ編物は、上部編物層、底部編物層、および垂直方向に延在する繊維を含む中間
領域を備える請求項２０から２４のいずれか一項に記載の吸引アダプタ。
【請求項２６】
　前記ブリッジの前記遠位端は、拡大形状を有する請求項２０から２５のいずれか一項に
記載の吸引アダプタ。
【請求項２７】
　前記３Ｄ編物を備える前記下側流体通路は、１５ｐｓｉの荷重に曝されたときにその元
の厚さの半分未満の圧縮に抵抗することができる請求項２０から２６のいずれか一項に記
載の吸引アダプタ。
【請求項２８】
　陰圧創傷治療システムであって、請求項２０から２７のいずれか一項に記載の前記吸引
アダプタと、創傷の上に位置し、前記創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された柔
軟なドレープとを備え、前記吸引アダプタは、前記ドレープに取り付け、前記ドレープ内
に形成された少なくとも１つの開口を囲むように構成される陰圧創傷治療システム。
【請求項２９】
　少なくとも１つの導管によって前記吸引アダプタに接続された真空ポンプをさらに備え
る請求項２８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２００９年１２月２２日に出願した米国仮出願第６１／２８９，３５８号、
２０１０年５月７日に出願した米国仮出願第６１／３３２，４４０号、および２０１０年
７月２９日に出願した米国仮出願第６１／３６９，００８号の利益を主張するものであり
、それぞれの全体は参照により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般的に、陰圧閉鎖療法（ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ
　ｗｏｕｎｄ　ｔｈｅｒａｐｙ）を使用する創傷の治療に関するものであり、より具体的
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には、その改善された装置および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　陰圧を創傷部位に印加する手段によって自然に閉じるには大きすぎるか、または他の何
らかの形で治癒できない開放または慢性創傷の治療が当技術分野でよく知られている。当
技術分野で現在知られている陰圧創傷治療システム（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　ｗｏｕｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍｓ）は、一般に、創傷の上に液体不
浸透性の被覆体を被せる段階、さまざまな手段を用いてその被覆体を創傷の周りの患者の
組織に封止する段階、および創傷の領域内の被覆材の下に陰圧の領域が形成されるように
陰圧源（真空ポンプなど）を被覆体に接続する段階を伴う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本明細書で開示されている本発明の実施形態は、陰圧の印加および陰圧器具を使用した
治療方法を対象とし、陰圧を使用する創傷の治療に有用であるものとしてよい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態では、創傷部位の上に位置する被覆材に陰圧源を接続する
ための流体コネクタおよび／または吸引アダプタを使用する。これらの流体コネクタおよ
び／または吸引アダプタは、従来技術に勝る利点を有する。例えば、例示することのみを
目的として、これらの実施形態のうちのいくつかは、創傷部位を治療のため陰圧源に接続
するためのより柔らかい、よじれを生じない流体コネクタを形成することができる。この
ような流体コネクタおよび／または吸引アダプタは、従来技術のコネクタと比べて、適用
が高速であり必要な段階が少なくて済み、また軟質であり、形状適合しやすいことで患者
の快適さと安全性が向上し、そのため、コネクタが硬いと引き起こされる褥瘡および他の
合併症が回避される。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、創傷部位に位置するように構成された創傷パッキング材料、
創傷および創傷パッキング材料の上に位置し、創傷の周りの皮膚に封止されるように構成
された柔軟なドレープを備え、ドレープ内の開口を通じて創傷に、また創傷パッキング材
料を通じて創傷に陰圧をかけるように構成された導管をさらに備える陰圧創傷治療システ
ムを実現する。これらの実施形態は、開口を囲み、導管を柔軟なドレープに接続するよう
に構成された、導管から開口を通して陰圧を伝えるための柔軟な吸引アダプタをさらに備
える。
【０００７】
　一実施形態では、創傷の上に位置し、創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された
柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムが実現される。導管は、陰圧を創傷にかけ
るように構成され、陰圧は、ドレープ内の開口を通して伝えられる。柔軟な吸引アダプタ
は、開口を囲み、導管を柔軟なドレープに接続するように構成され、柔軟な吸引アダプタ
は近位端と遠位端とを有する細長い内部流路を形成する上層と下層とを備え、近位端は導
管と流体的に連通するように構成され、下層はドレープ内の開口と連通するための少なく
とも１つの開口を備える。細長い発泡スペーサーが近位端と遠位端との間に延在する内部
流路内にある。
【０００８】
　別の実施形態では、陰圧創傷治療システムは、創傷の上に位置し、創傷の周りの皮膚に
封止されるように構成された柔軟なドレープを備える。柔軟なドレープは、柔軟なドレー
プの上側部分と下側部分との間に延在する細長い流路を画成し、この流路は、柔軟なドレ
ープの縁からその内側部分まで延在する。柔軟なドレープの下側部分は、流路を通じて、
また開口を通じて陰圧を伝えるために細長い流路と連通する少なくとも１つの開口を備え
る。導管は、陰圧を創傷にかけるように構成され、この導管は、流路および下層内の少な
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くとも１つの開口を通じて陰圧を伝えるために流路に接続されている。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、陰圧創傷治療システムは、上部層、底部層、および中間層が
上部および底部の流路を挟装するブリッジを備え、上部流路は、エアーリークを備え、底
部流路は、創傷部位から浸出液を引き出すのに適している陰圧源に接続されている。ブリ
ッジは、少なくとも１つの開口を備え、創傷部位の上に配置するのに適しているアプリケ
ータ部分に取り付けられ、創傷部位の視覚化のために視覚化用窓も備えることができる。
【００１０】
　陰圧で創傷を治療する方法も説明する。陰圧で創傷を治療する方法は、柔軟なドレープ
を創傷部位の上に施し、柔軟な吸引アダプタを創傷部位の上に施す段階を含むことができ
、柔軟なアダプタは、アプリケータ、およびエアーリークを備えるブリッジ部分を具備す
る。次いで、吸引アダプタを陰圧源に接続し、陰圧を、所望の治癒レベルに達するまで創
傷に印加し続ける。
【００１１】
　また本明細書では、３Ｄ編物または３Ｄ織物が上部層と底部層との間に配置された液体
浸透性材料から構成されている上部層および底部層を備える創傷部位に対して吸引を行う
ための装置の実施形態も開示される。底部層内の開口は、３Ｄ編物または３Ｄ織物と流体
的に連通している。細長い流路は、３Ｄ編物または３Ｄ織物を含む上部層と底部層との間
に延在する。上部層、底部層、および３Ｄ編物または３Ｄ織物は拡大遠位端を備え、細長
い流路が拡大遠位端から離れて近位方向へ延在する。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、細長い流路は、下側流体通路を含み、装置は、エアーリーク
に接続された３Ｄ編物または３Ｄ織物の上に配設され、そこから隔てられている上側流体
通路を備える。いくつかの場合において、上側流体通路は、発泡体または別のコンプライ
アント性（ｃｏｍｐｌｉａｎｔ）のあるスペーサー材料を含むものとしてよい。他の実施
形態では、エアーリークは、拡大遠位端から離れて近位方向に延在する導管を通じて創傷
部位と連通し、いくつかの場合において、ループ部分を備えることができる。上部層およ
び底部層の拡大端部は、矩形もしくは正方形であるか、または涙滴形状をなすものとして
よく、３Ｄ編物または３Ｄ織物は円形拡大端部を有するものとしてよい。３Ｄ編物または
３Ｄ織物は、ポンプなどの陰圧源と流体的に連通していてもよい。底部層は、ドレープに
取り付けられるように構成されうるか、またはアプリケータに取り付けられうる。底部層
は、創傷に面する側に配設された接着剤も含むことができ、また場合によっては、複数の
開口を備えることもできる。いくつかの実施形態では、３Ｄ編物または３Ｄ織物は、その
近位部分においてエアーリークを組み込んだ二腔チューブと流体的に連通するものとして
よい。エアーリークは、いくつかの場合において、複数の分離した空気流路を備え、上部
層の拡大遠位端上に配置されうる。３Ｄ編物または３Ｄ織物は、扁平遠位端を備えること
ができる。
【００１３】
　上で開示されている吸引アダプタの実施形態を使用し、陰圧を使用して創傷を治療する
ためのシステムの実施形態も開示される。これらのシステムは前述のような吸引アダプタ
、創傷の上に位置し、創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された柔軟なドレープを
備えることができ、吸引アダプタは、ドレープ内に形成された開口を囲むようにドレープ
に取り付けられるように構成される。少なくとも１つの導管によって真空ポンプを吸引ア
ダプタに接続することができる。
【００１４】
　吸引アダプタの別の実施形態では、このアダプタは、上面と下面を持つアプリケータを
有し、上面はブリッジの遠位端に接続される。ブリッジは、近位端と遠位端とを有し、ま
たエアーリークに接続された上側流体通路および陰圧源と流体的に連通する下側流体通路
を有し、下側流体通路は３Ｄ編物または３Ｄ織物を備える。
【００１５】
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　吸引アダプタのいくつかの実施形態では、上側流体通路は発泡体を備えることができる
。ブリッジ部分は、上部層、底部層、および中間層をさらに備えるものとしてよく、これ
らの層のそれぞれは近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、上側流
体通路は、上部層と中間層との間に延在し、下側流体通路は、中間層と底部層との間に延
在する。ブリッジの遠位端は拡大形状を有することもできる。エアーリークは、ブリッジ
の近位端に配設されうる。３Ｄ編物または３Ｄ織物は、上部編物層、底部編物層、および
繊維が垂直に延在する中間領域を備えることができ、厚さは約１．５から６ｍｍであるも
のとしてよい。３Ｄ編物または３Ｄ織物は、１５ｐｓｉの荷重に曝されたときに元の厚さ
の半分未満の圧縮に抵抗するように形成することができる。
【００１６】
　上述の吸引アダプタの実施形態は、創傷の上に位置し、創傷の周りの皮膚に封止される
ように構成された柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの実施形態において使用
することができ、吸引アダプタは、ドレープ内に形成された少なくとも１つの開口を囲む
ようにドレープに取り付けられるように構成される。真空ポンプは、好ましくは、少なく
とも１つの導管によって吸引アダプタに接続される。
【００１７】
　本明細書で説明されている陰圧創傷治療システムのさらなる実施形態は、創傷の上に位
置し、創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された柔軟なドレープと、陰圧を創傷に
かけるように構成され、陰圧はドレープ内の開口を通じて伝えられる、導管と、ドレープ
上の開口を囲み、導管を柔軟なドレープに接続するように構成されている柔軟な吸引アダ
プタとを備えることができる。柔軟な吸引アダプタは、近位端と遠位端とを有する細長い
内部流路を形成する上層と下層とを備えることができ、近位端は、導管と流体的に連通す
るように構成され、下層は、ドレープ内の開口と連通するための少なくとも１つの開口を
有する。近位端と遠位端との間に延在する細長いスペーサーも、内部流路内に配置するこ
とができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、細長いスペーサーは、遠位端に向かうにつれ次第に大きくな
るものとしてよい。内部流路は、下層内の少なくとも１つの開口に向かい、そこから離れ
るようにして延在するループ部分を組み込むことができ、スペーサーも同様に構成するこ
とができる。吸引アダプタ内の流路は、エアーリークも備えることができ、エアーリーク
は、流路の近位端と遠位端との間に配設されるものとしてよく、フィルターを組み込むこ
ともできる。吸引アダプタの下層は、複数の開口、例えば、４つの開口を備えることがで
きる。創傷に、柔軟なドレープの下に置かれている創傷パッキング材料を詰めることもで
きる。
【００１９】
　本明細書で説明されている陰圧創傷治療システムの別の実施形態は、創傷部位に位置す
るように構成された創傷パッキング材料と、創傷パッキング材料の上に、また創傷の上に
位置し、創傷の周りの皮膚に封止されるように構成された柔軟なドレープと、ドレープ内
の開口を通じて、また創傷内に置かれた創傷パッキング材料を通じて創傷に陰圧をかける
ように構成された導管と、開口を囲み、導管を柔軟なドレープに接続するように構成され
た、開口を通じて導管から陰圧を伝えるための柔軟な吸引アダプタとを備える。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、吸引アダプタは、開口の周りを柔軟なドレープで封止するよ
うに構成された遠位端と導管の周りを封止するように構成された近位端とを有する柔軟な
シュラウドとすることができ、この導管は、柔軟なシュラウドを通じて開口内に貫入する
ように構成される。吸引アダプタは、環状上側支持円板と環状下側支持円板との間に挟装
された封止円板であってもよく、下側支持円板は、開口の周りで柔軟なドレープに接着す
るように構成され、導管は、封止円板ならびに上側および下側支持円板内の開口部を通り
開口内に貫入するように構成される。他の場合には、柔軟な吸引アダプタは、ドレープ内
の開口と一体化された封止リングであってよく、導管は封止リングと封止接触するような
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サイズおよび構成をとる。柔軟な吸引アダプタは、導管のループ部分を挟装する上側およ
び下側支持層も備えることができ、下層は少なくとも１つの開口を備え、導管は複数の開
口を備え、これにより、陰圧を下層の少なくとも１つの開口を通る導管内の複数の開口に
通し、柔軟なドレープ内の開口を通して伝えることができる。柔軟な吸引アダプタは、細
長い発泡スペーサーを挟装する上側および下側支持層も備えることができ、下層は、発泡
スペーサーから陰圧を柔軟なドレープ内の開口に伝えるための少なくとも１つの開口を備
え、細長い発泡スペーサーは、導管の遠位端に接続するように構成されている近位端を備
える。吸引アダプタは、細長い平行な流路がその上に一体化され、創傷浸出液を流路で導
くために開口の周りの柔軟なドレープの上に位置するように構成されている、膜も備える
ことができる。別の実施形態では、柔軟なドレープは、下層を画成することができ、上層
と下層との間に柔軟な吸引アダプタを挟装する上層をさらに備え、柔軟な吸引アダプタは
、発泡スペーサーを備えることができる。
【００２１】
　陰圧創傷治療システムのなおも別の実施形態は、創傷の上に位置し、創傷の周りの皮膚
に封止されるように構成された柔軟なドレープを備え、柔軟なドレープは柔軟なドレープ
の上側部分と下側部分との間に延在する細長い流路を画成し、この流路は、柔軟なドレー
プの縁から柔軟なドレープの内側部分まで延在し、柔軟なドレープの下側部分は、流路を
通じて、また開口を通じて陰圧を伝えるために細長い流路と連通する少なくとも１つの開
口を備える。導管は、陰圧を創傷にかけるように構成され、この導管は、流路および下層
内の少なくとも１つの開口を通じて陰圧を伝えるために流路に接続されている。いくつか
の実施形態では、発泡スペーサーは、流路内に貫入し、突起を備えるスペーサーは、流路
の内側部分内にも存在しうる。
【００２２】
　本明細書で説明されている吸引アダプタの実施形態は、上面と下面とを有するアプリケ
ータ、近位端と遠位端とを有するブリッジを備えることができ、ブリッジの遠位端は、ア
プリケータの上面に接続され、ブリッジは、上部層、底部層、および中間層を備え、これ
らの層のそれぞれは近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有する。次い
で、第１の流路層は、上部層と中間層との間に延在し、第１の流路層は、近位端と遠位端
とそれらの間に延在する細長い部分とを有する。第２の流路層は、中間層と底部層との間
に延在し、流路層は、近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有する。エ
アーリークが、空気経路を第１の流路層内に形成するように構成されている上部層の近位
端に配設される。
【００２３】
　本明細書で説明されている別の実施形態は、上面と下面とを有するアプリケータ、近位
端と遠位端とを有するブリッジを備える陰圧で創傷部位を治療するのに適した吸引アダプ
タを備え、ブリッジの遠位端は、アプリケータの上面に接続されている。ブリッジは、上
部層、底部層、および中間層を備え、それぞれの層は近位端と遠位端とそれらの間に延在
する細長い部分とを有し、上部層と中間層との間に第１の流路層が延在し、第１の流路層
は近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、中間層と底部層との間に
第２の流路層が延在し、第２の流路層は近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部
分とを有する。エアーリークは上部層の近位端に配設されており、このエアーリークは空
気経路を第１の流路層内に形成するように構成される。第１および第２の流路層のうちの
一方は発泡体を含み、第１および第２の流路層のうちの他方は織物を含む。
【００２４】
　陰圧で創傷を治療する方法も本明細書で開示されている。陰圧で創傷部位を治療する方
法は、柔軟なドレープを創傷部位の上に施す段階と、柔軟な吸引アダプタを柔軟なドレー
プ内の開口部の上に施す段階であって、柔軟な吸引アダプタは、液体不浸透性の材料から
形成された上部層と底部層とを備え、上部層と底部層との間に３Ｄ編物または３Ｄ織物が
配置され、底部層内の開口は開口部および３Ｄ編物または３Ｄ織物を通じて創傷部位と流
体的に連通する、段階と、陰圧を創傷に印加する段階であって、陰圧は陰圧源と柔軟な吸
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引アダプタとの間に接続されている少なくとも１つの導管を通じて創傷に伝えられ、底部
層内の開口を通じて３Ｄ編物または３Ｄ織物を通り、柔軟なドレープ内の開口部内に入る
、段階とを含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、陰圧を創傷に印加することで、空気を柔軟な吸引アダプタ上
に配設されているエアーリークを介して創傷に流し込むことができる。空気の流量は、い
くつかの実施形態では、陰圧が吸引アダプタに印加されたときに少なくとも０．０８リッ
トル／分であってよく、この流量は、吸引アダプタ上に重さがかかっている間、例えば、
４．７５ｋｇの重さがかかっている間、維持されうる。アダプタをドレープに接着すると
きに接着剤を吸引アダプタに塗布することができるか、またはドレープに事前に取り付け
た状態でアダプタを用意することができる。さもなければ、上記の方法は、ドレープを切
って開口部を形成する段階を含んでいてもよい。創傷接触材料も、ドレープを施す前に創
傷部位に置くことができる。類似の方法により、陰圧源と柔軟な吸引アダプタとの間に接
続され、３Ｄ編物を通り柔軟なドレープの開口部内に入る少なくとも１つの導管を通じて
陰圧を創傷に伝えることができる。
【００２６】
　陰圧で創傷部位を治療するさらに別の方法が、本明細書で開示されている。この方法は
、柔軟なドレープを創傷部位の上に施す段階と、柔軟な吸引アダプタを柔軟なドレープ内
に形成されている開口部の上に施す段階を含み、柔軟な吸引アダプタは上面と下面とを有
するアプリケータおよび近位端と遠位端とを有するブリッジを備え、ブリッジの遠位端は
、アプリケータの上面に接続され、ブリッジは、上部層、底部層、および中間層を備え、
これらの層のそれぞれは近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、上
部層と中間層との間に第１の流路層が延在し、第１の流路層は、近位端と遠位端とそれら
の間に延在する細長い部分とを有し、中間層と底部層との間に第２の流路層が延在し、こ
の流路層は近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、空気経路を第１
の流路層内に形成するように構成されている上部層の近位端にエアーリークが配設される
。柔軟な吸引アダプタは、陰圧源に接続され、陰圧が創傷に印加され、陰圧は第２の流路
層を通じて伝えられ、第１の流路層を通じてエアーリークから空気を引き込む。
【００２７】
　陰圧で創傷を治療するためのさらなる方法が、本明細書で説明されている。この方法は
、柔軟なドレープを創傷部位の上に施す段階と、柔軟な吸引アダプタを柔軟なドレープ内
に形成されている開口部の上に施す段階と、柔軟な吸引アダプタを陰圧源に接続する段階
と、陰圧を創傷に印加する段階であって、陰圧は第２の流路層を通じて伝えられ、第１の
流路層を通じてエアーリークから空気を引き込む、段階とを含む。使用される柔軟な吸引
アダプタは、上面と下面とを有するアプリケータおよび近位端と遠位端とを有するブリッ
ジを備え、ブリッジの遠位端はアプリケータの上面に接続されている。ブリッジは、上部
層、底部層、および中間層を備え、これらの層のそれぞれは近位端と遠位端とそれらの間
に延在する細長い部分とを有し、上部層と中間層との間に第１の流路層が延在し、第１の
流路層は近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長い部分とを有し、中間層と底部層と
の間に第２の流路層が延在し、この流路層は近位端と遠位端とそれらの間に延在する細長
い部分とを有し、空気経路を第１の流路層内に形成するように構成されている上部層の近
位端にエアーリークが配設され、第１および第２の流路層のうちの一方は発泡体を含み、
第１および第２の流路層のうちの他方は織物を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】創傷の治療で使用することができる陰圧システムを例示する図である。
【図２Ａ】柔軟なシュラウドが柔軟なドレープの上に施されている陰圧創傷治療システム
の一実施形態を例示する図である。
【図２Ｂ】シュラウドが柔軟なドレープに施されている図２Ａのシステムを例示する図で
ある。
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【図２Ｃ】図２Ａおよび２Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図２Ｄ】図２Ａおよび２Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図２Ｅ】図２Ａおよび２Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図２Ｆ】図２Ａおよび２Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図３Ａ】封止円板が柔軟なドレープの上に施されている陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３Ｂ】図３Ａの封止円板の分解図である。
【図３Ｃ】封止円板が柔軟なドレープに施されている図３Ａのシステムを例示する図であ
る。
【図３Ｄ】図３Ａ～３Ｃの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図３Ｅ】図３Ａ～３Ｃの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図３Ｆ】図３Ａ～３Ｃの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図３Ｇ】図３Ａ～３Ｃの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図３Ｈ】図３Ａ～３Ｃの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図４Ａ】一体化された封止リングを有する柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図４Ｂ】導管が封止リングに挿入され通されている図４Ａのシステムを例示する図であ
る。
【図５Ａ】エアーリークを持つ吸引アダプタを使用する陰圧創傷治療システムの一実施形
態を例示する図である。
【図５Ｂ】図５Ａの吸引アダプタの分解図である。
【図５Ｃ】図５Ａ～５Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図５Ｄ】図５Ａ～５Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図５Ｅ】図５Ａ～５Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図５Ｆ】図５Ａ～５Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図６Ａ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図
である。
【図６Ｂ】図６Ａの柔軟な吸引アダプタの分解図である。
【図６Ｃ】図６Ａ～６Ｂの柔軟な吸引アダプタの代替的実施形態の図である。
【図６Ｄ】図６Ａ～６Ｂの柔軟な吸引アダプタの代替的実施形態の図である。
【図６Ｅ】図６Ａ～６Ｄの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図６Ｆ】図６Ａ～６Ｄの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図６Ｇ】図６Ａ～６Ｄの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
る。
【図６Ｈ】図６Ａ～６Ｄの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図であ
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る。
【図７Ａ】柔軟な吸引アダプタの他の実施形態を例示する図である。
【図７Ｂ】柔軟な吸引アダプタの他の実施形態を例示する図である。
【図７Ｃ】柔軟な吸引アダプタを使用する陰圧創傷治療システムを例示する図である。
【図８Ａ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する
図である。
【図８Ｂ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する
図である。
【図９Ａ】吸引流路を中に一体化した柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの一
実施形態を例示する図である。
【図９Ｂ】図９Ａの柔軟なドレープの分解図である。
【図９Ｃ】図９Ａおよび９Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図９Ｄ】図９Ａおよび９Ｂの陰圧創傷治療システムを患者に適用する方法を例示する図
である。
【図１０Ａ】吸引流路を中に一体化した柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの
別の実施形態を例示する図である。
【図１０Ｂ】吸引流路を中に一体化した柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの
別の実施形態を例示する図である。
【図１１Ａ】吸引流路および突起を有するスペーサーを中に一体化した柔軟なドレープを
備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する図である。
【図１１Ｂ】吸引流路および突起を有するスペーサーを中に一体化した柔軟なドレープを
備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する図である。
【図１２Ａ】柔軟な一体型吸引アダプタの一実施形態を例示する図である。
【図１２Ｂ】柔軟な一体型吸引アダプタの一実施形態を例示する図である。
【図１３Ａ】ドレープ穿孔吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図１３Ｂ】ドレープ穿孔吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図１４Ａ】一体化したドレープおよび創傷パッキング材料を備える陰圧創傷治療システ
ムの別の実施形態を例示する図である。
【図１４Ｂ】一体化したドレープおよび創傷パッキング材料を備える陰圧創傷治療システ
ムの別の実施形態を例示する図である。
【図１５Ａ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示す
る図である。
【図１５Ｂ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示す
る図である。
【図１５Ｃ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示す
る図である。
【図１５Ｄ】柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示す
る図である。
【図１６Ａ】吸引流路を中に一体化した柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの
別の実施形態を例示する図である。
【図１６Ｂ】吸引流路を中に一体化した柔軟なドレープを備える陰圧創傷治療システムの
別の実施形態を例示する図である。
【図１７Ａ】ロープロフィルの側部ドレーンを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態
を例示する図である。
【図１７Ｂ】ロープロフィルの側部ドレーンを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態
を例示する図である。
【図１８Ａ】ウィッキング層を備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図で
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ある。
【図１８Ｂ】ウィッキング層を備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図で
ある。
【図１９Ａ】扁平なドレーン部分を組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図１９Ｂ】扁平なドレーン部分を組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図１９Ｃ】扁平なドレーン部分を組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図１９Ｄ】扁平なドレーン部分を組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図２０Ａ】トリミング可能な吸引ポートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形
態を例示する図である。
【図２０Ｂ】トリミング可能な吸引ポートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形
態を例示する図である。
【図２１Ａ】封止リングを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する図
である。
【図２１Ｂ】封止リングを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例示する図
である。
【図２２Ａ】ポートとともに使用する穿孔アタッチメントを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの一実施形態を例示する図である。
【図２２Ｂ】ポートとともに使用する穿孔アタッチメントを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの一実施形態を例示する図である。
【図２３Ａ】ポートとともに使用する穿孔アタッチメントを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの異なる一実施形態を例示する図である。
【図２３Ｂ】ポートとともに使用する穿孔アタッチメントを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの異なる一実施形態を例示する図である。
【図２４Ａ】穿孔コネクタおよび制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの実施形態を例示する図である。
【図２４Ｂ】穿孔コネクタおよび制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療シス
テムの実施形態を例示する図である。
【図２５Ａ】マニホールドおよび中心制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療
システムの実施形態を例示する図である。
【図２５Ｂ】マニホールドおよび中心制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療
システムの実施形態を例示する図である。
【図２６Ａ】２つのマニホールドを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を例示す
る図である。
【図２６Ｂ】２つのマニホールドを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を例示す
る図である。
【図２７Ａ】個別の制御されたエアーリーク経路を持つ柔軟な吸引アダプタを備える陰圧
創傷治療システムの実施形態を例示する図である。
【図２７Ｂ】個別の制御されたエアーリーク経路を持つ柔軟な吸引アダプタを備える陰圧
創傷治療システムの実施形態を例示する図である。
【図２７Ｃ】個別の制御されたエアーリーク経路を持つ柔軟な吸引アダプタを備える陰圧
創傷治療システムの実施形態を例示する図である。
【図２８Ａ】吸引ヘッド内に制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療システム
の一実施形態を例示する図である。
【図２８Ｂ】吸引ヘッド内に制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創傷治療システム
の一実施形態を例示する図である。
【図２９Ａ】星形陰圧分配マニホールドおよび中心制御されたエアーリークを組み込んだ
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陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図２９Ｂ】星形陰圧分配マニホールドおよび中心制御されたエアーリークを組み込んだ
陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図３０Ａ】穿孔ノズルを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である
。
【図３０Ｂ】穿孔ノズルを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である
。
【図３１Ａ】ポート、穿孔コネクタ、および制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創
傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図３１Ｂ】ポート、穿孔コネクタ、および制御されたエアーリークを組み込んだ陰圧創
傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図３２Ａ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｂ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｃ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｄ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｅ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｆ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｇ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｈ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｉ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｊ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３２Ｋ】ポートおよび穿孔ツールを備える陰圧創傷治療システムの別の実施形態を例
示する図である。
【図３３Ａ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｂ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｃ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｄ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｅ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｆ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｇ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３３Ｈ】カッティングテンプレートを組み込んだ陰圧創傷治療システムの実施形態を
例示する図である。
【図３４Ａ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの別の実
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施形態を例示する図である。
【図３４Ｂ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｃ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｄ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｅ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｆ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｇ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３４Ｈ】突き出た流路を持つ柔らかいポートを備える陰圧創傷治療システムの実施形
態を例示する図である。
【図３５Ａ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｂ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｃ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｄ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｅ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｆ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｇ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３５Ｈ】ポートを備えるドレープストリップを有する陰圧創傷治療システムの一実施
形態を例示する図である。
【図３６Ａ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｂ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｃ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｄ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｅ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｆ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｇ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｈ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３６Ｉ】一体化された排液流路を持つドレープを備える陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図３７Ａ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
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形態を例示する図である。
【図３７Ｂ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３７Ｃ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３７Ｄ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３７Ｅ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３７Ｆ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３７Ｇ】小型の開口部を持つドレープを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の実施
形態を例示する図である。
【図３８Ａ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｂ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｃ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｄ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｅ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｆ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｇ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｈ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３８Ｉ】リングとポートとの間にバイオネットコネクタを備える陰圧創傷治療システ
ムの一実施形態を例示する図である。
【図３９Ａ】ドレープに取り付けられている弁に取り付けるように構成されたロープロフ
ァイルのポートを備える陰圧創傷治療システムを例示する図である。
【図３９Ｂ】ドレープに取り付けられている弁に取り付けるように構成されたロープロフ
ァイルのポートを備える陰圧創傷治療システムを例示する図である。
【図４０】ロープロフィルの流体コネクタを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を
例示する図である。
【図４１Ａ】複数の吸引チューブを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する
図である。
【図４１Ｂ】複数の吸引チューブを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する
図である。
【図４２Ａ】予め作っておいた開口をドレープ上に組み込んだ陰圧創傷治療システムの一
実施形態を例示する図である。
【図４２Ｂ】予め作っておいた開口をドレープ上に組み込んだ陰圧創傷治療システムの一
実施形態を例示する図である。
【図４３Ａ】穿孔コネクタを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図
である。
【図４３Ｂ】穿孔コネクタを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図
である。
【図４４Ａ】一体化した吸引ポートを組み込んだドレープを備える陰圧創傷治療システム
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の一実施形態を例示する図である。
【図４４Ｂ】一体化した吸引ポートを組み込んだドレープを備える陰圧創傷治療システム
の一実施形態を例示する図である。
【図４５Ａ】交差結合された空気流路およびポートが一体化されたドレープを組み込んだ
陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図４５Ｂ】交差結合された空気流路およびポートが一体化されたドレープを組み込んだ
陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図４５Ｃ】交差結合された空気流路およびポートが一体化されたドレープを組み込んだ
陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図４６Ａ】創傷被覆体内に一体化された吸引流路を備える陰圧創傷治療システムの一実
施形態を例示する図である。
【図４６Ｂ】創傷被覆体内に一体化された吸引流路を備える陰圧創傷治療システムの一実
施形態を例示する図である。
【図４７Ａ】ロープロファイルの吸引ユニットを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実
施形態を例示する図である。
【図４７Ｂ】ロープロファイルの吸引ユニットを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実
施形態を例示する図である。
【図４８Ａ】柔軟な吸引アダプタシートを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４８Ｂ】柔軟な吸引アダプタシートを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４８Ｃ】柔軟な吸引アダプタシートを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４８Ｄ】柔軟な吸引アダプタシートを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４８Ｅ】柔軟な吸引アダプタシートを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４９Ａ】創傷パッキングパウチを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図４９Ｂ】創傷パッキングパウチを組み込んだ陰圧創傷治療システムの一実施形態を例
示する図である。
【図５０Ａ】封止リングを備えるポートを具備する陰圧創傷治療システムの別の実施形態
を例示する図である。
【図５０Ｂ】封止リングを備えるポートを具備する陰圧創傷治療システムの別の実施形態
を例示する図である。
【図５０Ｃ】封止リングを備えるポートを具備する陰圧創傷治療システムの別の実施形態
を例示する図である。
【図５１Ａ】ロープロファイルの吸引アダプタを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図５１Ｂ】ロープロファイルの吸引アダプタを組み込んだ陰圧創傷治療システムの別の
実施形態を例示する図である。
【図５２Ａ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図５２Ｂ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する図である。
【図５３Ａ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの異なる一実施形態を例示する図で
ある。
【図５３Ｂ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの異なる一実施形態を例示する図で
ある。
【図５３Ｃ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの異なる一実施形態を例示する図で
ある。
【図５３Ｄ】ブラダーを備える陰圧創傷治療システムの異なる一実施形態を例示する図で
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ある。
【図５４Ａ】個別創傷パッキング材料部分を使用する陰圧創傷治療システムの一実施形態
を例示する図である。
【図５４Ｂ】個別創傷パッキング材料部分を使用する陰圧創傷治療システムの一実施形態
を例示する図である。
【図５５Ａ】ポンプを備える陰圧創傷治療システムの一実施形態を例示する、柔軟な吸引
アダプタが創傷に施されていることを例示する図である。
【図５５Ｂ】柔軟な吸引アダプタが創傷の上に配置されている、図５５Ａの実施形態を例
示する図である。
【図５５Ｃ】陰圧創傷治療システムで使用することができる柔軟な吸引アダプタの等軸測
視図である。
【図５５Ｄ】図５５Ｃの柔軟な吸引アダプタの分解図である。
【図５５Ｅ】図５５Ｄの柔軟な吸引アダプタの近位端のクローズアップ図である。
【図５５Ｆ】図５５Ｃの柔軟な吸引アダプタの近位端のクローズアップ切欠図である。
【図５５Ｇ】図５５Ｃの柔軟な吸引アダプタの上面図である。
【図５５Ｈ】図５５Ｃの柔軟な吸引アダプタの側面図である。
【図５５Ｉ】図５５Ｃの柔軟な吸引アダプタの底面図である。
【図５５Ｊ】代替的な柔軟な吸引アダプタの分解図である。
【図５６Ａ】陰圧創傷治療システムで使用することができる３Ｄ織物の上面図である。
【図５６Ｂ】図５６Ａの３Ｄ織物の底面図である。
【図５６Ｃ】図５６Ａの３Ｄ織物の側面切欠図である。
【図５７Ａ】２つまたはそれ以上の突出部を備え、図５５に例示されている吸引アダプタ
に接続されうるコネクタの一実施形態を例示する図である。
【図５７Ｂ】２つまたはそれ以上の突出部を備え、図５５に例示されている吸引アダプタ
に接続されうるコネクタの一実施形態を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本明細書で開示されている好ましい実施形態は、人体または動物体の創傷治療に関係す
る。したがって、本明細書で創傷に言及した場合、これは、人体または動物体の創傷を指
すものとしてよく、本明細書で生体に言及した場合、これは、人または動物を指すものと
してよい。本明細書で使用されているような「創傷」という用語は、その広い従来の意味
を有することに加えて、陰圧を使用して治療することができる患者の生体部分を含む。創
傷は、限定はしないが、開放創傷、床ずれ、潰瘍、およびやけどを含む。そのような創傷
の治療は、陰圧閉鎖療法を使用して実施することができ、そこでは減圧または陰圧を創傷
に印加して、創傷の治癒を助長し、促進することができる。本明細書で開示されている陰
圧システムおよび方法は、生体の他の部分にも適用することができ、必ずしも創傷の治療
に限定されるわけではないことも理解されるであろう。
【００３０】
　最初に図１を参照すると、本出願のいくつかの実施形態における陰圧を用いた創傷の治
療では、概略が例示されているようにシステムが使用されることがわかる。一実施形態で
は、創傷１０１は、発泡体、ガーゼ、または任意の他の好適な材料などの創傷パッキング
材料１０２で部分的に、または完全に充填されうる。あるいは、創傷パッキング材料を一
切使用しないこともできる。次いで、少なくとも部分的に流体不浸透性であり、好ましく
は液体不浸透性である柔軟なドレープ１０３を創傷パッキング材料１０２の上に置き、好
ましくは創傷の周りの周囲の健康な皮膚の少なくとも一部の上に置くことができる。ドレ
ープ１０３は、柔軟なチューブなどの導管１０４を介してポンプなどの陰圧源に接続され
うる。この導管１０４は、いくつかの実施形態において、１つまたは複数のチューブを含
むことができる。好適な陰圧源は、真空ポンプなどの電動式陰圧源、および吸引器などの
手動式陰圧源の両方を含む。導管１０４を通して、また創傷パッキング材料１０２を通し
て陰圧が創傷に印加され、創傷浸出液および他の分泌物が創傷から、創傷パッキング材料
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を通して引き出され、キャニスタまたは他の捕集ユニット１０５内に送られる。捕集ユニ
ット１０５は、陰圧源の前の導管に沿って配置されるか、または陰圧源に関して別の場所
に配置されうる。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のフィルター１０７を真空経
路に沿って、例えば、ポンプの出口のところに設けることができる。このフィルター１０
７は、臭気を吸収するために役立つものであるか、または細菌ろ過器であってもよい。上
記の方法で創傷を治療するための好適なシステムとして、Ｓｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐｈｅｗ
社から市販されているＲＥＮＡＳＹＳ－Ｆシステム、ＲＥＮＡＳＹＳ－Ｇシステム、ＲＥ
ＮＡＳＹＳ　ＥＺシステム、およびＲＥＮＡＳＹＳ　ＧＯシステムが挙げられる。
【００３１】
　創傷に対して上記の方法での減圧または陰圧の印加は、とりわけ、より迅速な治癒を促
し、血流を増大し、細菌の生体への負担を軽減し、肉芽組織形成速度を高め、創傷から浸
出液およびかさぶたを除去し、間質浮腫を軽減し、線維芽細胞の増殖を刺激し、内皮細胞
の増殖を刺激し、慢性開放創傷を閉鎖し、熱傷浸透を抑制し、皮弁および移植片付着を高
めるために使用されうる。陰圧の印加による治療に対して陽性反応を示した創傷は、感染
開放創傷、褥瘡性潰瘍、裂開切開、中間層熱傷、および皮弁または移植片が付着している
さまざまな病変を含むことも報告されている。
【００３２】
　本明細書で説明されている実施形態で使用されるような好適なドレープは、好ましくは
液密であり、少なくとも部分的な陰圧を創傷部位において保持することができる。ドレー
プは、例えば、ポリウレタンなどの透明軟質プラスチックから作ることができる。他の好
適な材料としては、限定はしないが、ポリエチレンおよびポリプロピレン、ポリシロキサ
ン、ポリアミド、ポリエステル、および他の共重合体、ならびにその混合物などのポリオ
レフィンを含む、水性流体を吸収しない合成高分子材料が挙げられる。ドレープで使用さ
れる材料は、疎水性または親水性とすることができる。好適な材料の例としては、ＤｅＲ
ｏｙａｌ社から市販されているＴｒａｎｓｅａｌ（登録商標）およびＳｍｉｔｈ　＆　Ｎ
ｅｐｈｅｗ社から市販されているＯｐＳｉｔｅ（登録商標）が挙げられる。患者の快適さ
を助長し、皮膚のふやけを回避するために、いくつかの実施形態におけるドレープは、少
なくとも部分的に通気性があり、残留物が被覆材の下に捕捉されることなく水蒸気を通す
ことができる。最後に、本明細書に例示されているいくつかの実施形態は、手術者が手動
で開口をドレープ内に切り込むことを示しているけれども、本明細書で開示されている実
施形態で使用されるドレープは、１つまたは複数の予め切られている開口を備えることも
できる。
【００３３】
　創傷は、適宜、創傷パッキング材料で充填される。好ましくは、この創傷パッキング材
料は、創傷床に形状適合しやすい。この材料は、好ましくは、軟質かつ弾力的に曲げやす
い。このような創傷充填材の好適な形態の例は、好適な物質、例えば、弾力性がある熱可
塑性物質で形成された発泡体である。本発明の創傷被覆材用の好ましい材料は、小さな開
口または微細孔を有する網状ポリウレタン発泡体、および連続気泡発泡体を含む。他の好
適な材料としてはガーゼが挙げられる。好ましくは、そのような創傷パッキング材料は、
陰圧が創傷に印加されたときに創傷浸出液および他の流体をその中に通して導くことがで
きる。いくつかの創傷パッキング材料は、そのような目的のための予成形流路または開口
部を含みうる。
【００３４】
　典型的には、陰圧創傷治療システムは、創傷が医師によって認められる治癒レベルに達
するまで動作し続ける。この治療システムは、好ましくは、約４０から２００ｍｍ　Ｈｇ
までの範囲の陰圧もしくは減圧を使用して操作されるが、その量は、医師の好みに応じて
加減されうる。創傷に創傷治療装置を使用する期間は、医師によって選択される。陰圧が
印加される期間中、被覆材の交換および治療に対する他の一時的中断が発生しうる。好ま
しくは、陰圧創傷治療システムは、少なくとも１日当たり１Ｌすなわち０．６９４ｍｌ／
分の創傷浸出液または他の流体を処理することができる。いくつかの実施形態では、１日
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当たり１０Ｌを超える創傷浸出液を処理することができる。
【００３５】
　本明細書で説明されている実施形態による治療のため創傷部位の準備を行う際に、典型
的には医学的に許容される方法で創傷を洗浄し、創傷清拭を行い、乾燥させる。適宜、創
傷部位は、例えば、限定はしないが、ガーゼまたは発泡体を含む図１に示されているよう
な創傷パッキング材料１０２で部分的にまたは完全に充填されうる。この創傷パッキング
材料は、創傷空間に嵌合するようにトリミングすることができる。次に、ドレープ１０３
を、創傷の周りの健康な皮膚上に重ねながら創傷部位を覆うように置き、場合によっては
、ドレープをサイズに合わせてトリミングする必要がある場合もある。ドレープの種類に
応じて、ドレープが皮膚に接着しうるようにドレープを置く前に創傷の周りの皮膚に皮膚
封止剤を塗布する必要がある場合もある。好ましくは、ドレープ１０３は、その創傷に面
する側に接着剤層を有する。皮膚に接着した後、ドレープは、皮膚に対して気密シールを
形成すべきである。陰圧を使用して創傷を治療するために、本明細書で開示されているい
くつかの実施形態では、ドレープを穿孔し（例えば、後述のように導管を挿入するか、ま
たは吸引アダプタと連通する）創傷部位に至る開口を形成することが必要になる場合があ
る。明らかに、いくつかのドレープは、ドレープ内にすでに事前切断または予成形されて
いる１つまたは複数の開口を有することができ、本明細書で開示されているいくつかの実
施形態では、開口を形成することを必要としない場合がある（図１に示されているように
）。陰圧を創傷部位に印加した後、創傷浸出液および他の流体を創傷部位から引き離して
、好適な容器１０５に入れることができ、これは好ましくは創傷部位と陰圧源１０６との
間に差し挟まれる。陰圧の印加は、創傷が所望の治癒レベルに達するまで（必要ならば、
間に入る被覆材を交換しつつ）継続される。
【００３６】
　図２Ａおよび２Ｂを参照すると、陰圧創傷治療システム２０１の一実施形態では、柔軟
なドレープ２０３と導管２０４との間の界面のところに柔軟なシュラウド２０２を使用す
る。陰圧を使用して治療すべき創傷に被覆材をあてがう際に、上述のような創傷パッキン
グ材料２０５のサイズを適宜決めて、創腔内に入れることができる。図２Ａに示されてい
るように、創傷パッキング材料２０５は、導管２０４を受け入れるための細長い溝もしく
は流路２０７を有する発泡体とすることができる。ドレープ２０３を、創傷の上に、また
創傷パッキング材料２０５の上に置くことができ、１つまたは複数の開口２０６がドレー
プを貫通するように形成され、これにより、チューブ２０４を通して創傷から創傷浸出液
を排出することができ、これが陰圧源となる。創傷から創傷浸出液を効果的に排出するた
めに、これらのドレープの開口は、好ましくは流体密封にされる。図２Ａおよび２Ｂの例
示されている実施形態では、柔軟なシュラウド２０２は、ドレープ内の開口の上に、さら
にチューブ２０４の周りに置かれ、これにより、面倒なテープ、ペースト、または通常使
用される他のそのような封止材料を使用せずに流体密封接続を行うことができる。
【００３７】
　図２Ａに示されているように、柔軟なシュラウド２０２は、創傷の方に面する遠位端２
１０および創傷から離れる方向に面する近位端２１１を有する。遠位端は、開口２０６を
囲むように近位端に比べて大きく、シュラウドに一実施形態ではスカートの形状を付与す
る。遠位端２１０は、好ましくは、平坦な遠位方向に面する表面を有し、接着剤層２１２
および剥離層２１３が柔軟なシュラウドの遠位端上に配設されている。接着剤は、シリコ
ーン接着剤などの感圧接着剤を含む、流体密封シールを形成できる接着剤のうちから選択
されうる。いくつかの実施形態では、接着剤層は必要でなく、柔軟なシュラウド２０２は
、例えば吸引が使用されるときにドレープに対して自己封止する。導管２０４に対して柔
軟なシュラウド２０２を封止するために、柔軟なグロメット２１４を近位端２１１のとこ
ろに設けることができるが、いくつかの実施形態では、グロメットを使用せずに柔軟なシ
ュラウドを導管２０４に封止または成形させることができる。柔軟なシュラウド２０２は
、導管２０４上の単一の場所に固定されるか、またはそれに沿って自由に摺動するように
できる。柔軟なシュラウド２０２が導管２０４上の単一の場所に固定される場合、これは
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、シアノアクリレート、光活性接着剤、または溶着剤などの接着剤を含む、好適な手段で
導管に接着することができる。
【００３８】
　好ましい実施形態では、柔軟なシュラウド２０２は、ポリウレタンなどの曲げやすいプ
ラスチック材料から作られる。好ましくは、柔軟なシュラウド２０２用に選択された材料
は軟質であり、患者の皮膚に少なくとも部分的に形状適合しやすく、患者の皮膚または創
傷部位に圧力が長期間かかることによる褥瘡または他の合併症の発生を回避する。
【００３９】
　図２Ａおよび２Ｂの陰圧治療システムを使用するための一方法は、図２Ｃ～２Ｆに例示
されている。手術者は、最初に、当技術分野の医療専門家に知られている典型的な方法で
創傷清拭および創傷の洗浄を行うものとしてよい。次いで、図２Ｃに示されているように
、すでに説明したように、創傷パッキング材料２０５を創傷内に置き、場合によっては、
創傷パッキング材料は創傷の皮膚のレベルより上に延在してもよい。図２Ｃにも例示され
ているように、ドレープ２０３を創傷および創傷パッキング材料２０５の上に置き、好ま
しくは創傷に隣接する健康な皮膚上に重ねることができる。好ましくは、ドレープを、皮
膚および／または創傷パッキング材料に接着する。次いで、開口２０６を、図２Ｄに示さ
れているようにドレープ内に、好ましくは創傷パッキング材料２０５の近くに、創傷パッ
キング材料２０５内に形成された溝２０７に沿って形成する。図２Ｄは鋏を使ってドレー
プ２０３内に開口２０６を形成することを示しているけれども、開口は、任意の好適な手
段によって形成することができ、いくつかの実施形態では、ドレープ２０３は、ドレープ
内に予め切り込んだ開口を備えることができる。図２Ｅに示されているように、上で説明
されているような導管２０４を開口２０６に通し、溝２０７内に挿入する。場合によって
は、チューブのトリミングまたは切断が必要になることもある。
【００４０】
　柔軟なシュラウド２０２を施すために、図２Ｆに例示されているように、剥離シート２
１３を取り除いて、柔軟なシュラウドの接着剤層２１２を露出させ、次いで、柔軟なシュ
ラウドを開口２０６の上、および周りに接着して、流体密封シールを形成する。いくつか
の実施形態では、シュラウド２０２は、導管２０４上を自由に摺動することができ、その
ような場合、シュラウド２０２は、下方へ摺動され、開口２０６の周りに接着される。シ
ュラウド２０２が導管２０４内に取り付けられ、導管２０４の上で自由に摺動しない他の
実施形態では、導管２０４は、ドレープ２０３の下の創傷空間内に嵌合するように必要に
応じてトリミングする必要がある場合がある。好ましくは、導管２０４は、創傷パッキン
グ材料２０５内の溝２０７内に摺動して入る。その後、導管２０４を陰圧源に接続するこ
とができる。陰圧源は、活性化されると、柔軟なシュラウド２０２をつぶし（図２Ｂに示
されているように）、創傷浸出液および他の流体を創傷領域から引き出す。
【００４１】
　図３Ａ～３Ｃを参照すると、陰圧創傷治療システム３０１の別の実施形態は、封止円板
３０２を使用して、上で説明されているのと同様にして、ドレープ３０３と導管３０４と
の間の界面を封止することがわかる。この実施形態では、封止円板３０２は、中心を通る
孔を有する、ポリウレタン層などの、少なくとも部分的に柔軟な材料から好ましくは形成
された環状下側支持円板３１０を備える。下側支持円板３１０の底部側に、接着剤層３１
２を、接着剤層を覆うオプションの保護剥離層３１３とともに配設することができ、この
保護剥離層は、使用前に取り除くことができる。この接着剤層３１２は、封止円板３０２
をドレープ３０３に接着するために使用することができる。
【００４２】
　好ましくは、封止円板３０２は、下側支持円板３１０の上に置かれているシール３１１
をさらに備え、シールは、それ自体と導管３０４との間に流体密封シールを形成すること
ができる。シール３１１は、好ましくは、シリコーンなどの柔軟な形状適合しやすい材料
から作られ、好ましくは支持円板内の中心孔より小さい中心孔３１６を備える。シールが
それ自体と導管３０４との間に流体密封シールを形成することができる限り、シール３１
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１の正確なサイズ、および支持円板に対するそのサイズ面の関係は重要でない。いくつか
の実施形態は、中心のシール３１１が封止円板３１０の真ん中に（その上にではなく）組
み込まれている下側支持円板３１０を備え、一体化ユニット構成を形成することができる
。
【００４３】
　好ましくは、封止円板３０２は、封止円板の他のコンポーネントの上に置かれている上
側支持円板３１５も備え、これにより、シール３１１は上側支持円板３１５と下側支持円
板３１０との間に挟装される。上部円板は、支持円板と同じ材料で作られるか、または異
なる材質のものであってもよい。好ましくは、上部円板、シール、および支持円板は、例
えば接着剤または溶着などの手段を使用して、一緒に固定され単一の封止円板３０２を形
成する。
【００４４】
　上で説明されている吸引円板３０２を使用するために、図３Ｄ～３Ｈを参照しつつ、手
術者は典型的にはすでに説明されているように創傷に対する準備を行う。創傷の準備が行
われ、ドレープ３０３が創傷の上に置かれた後（図３Ｄ）、ドレープ３０３を穿孔し（図
３Ｅ）、封止円板の接着剤保護層３１３を取り除き（図３Ｆ）、その結果得られる開口３
０６の上に置く（図３Ｇ）。好ましくは、ドレープ３０３を通じて形成される開口３０６
と中心孔３１６との位置を合わせた状態で封止円板３０２を配置する。次いで、図３Ｈに
示されているように、サイズに合わせて切断できる導管３０４を封止円板３０２に通して
ドレープ３０３内に挿入し、陰圧源に接続する。いくつかの実施形態では、流路３０７は
、創傷パッキング材料３０５内に形成することができ、これにより、導管３０４を摺動し
てこの流路３０７内に入れることができる。必要ならば、テープの一片または他の接着剤
３１８を使用して、導管３０４をドレープ３０３に固定し、導管３０４が望ましくない移
動をするのを防ぐことができる。次いで、創傷を、所望の治癒レベルに達するまで治療し
続ける。
【００４５】
　図４Ａ～４Ｂは、陰圧創傷治療システム４０１の別の実施形態を例示している。例示さ
れているように、柔軟なドレープ４０３は、柔軟なドレープ内の予め作っておいた開口４
０６を囲む一体化された封止リング４０２を備える。一体化された封止リング４０２（図
３Ａ～Ｃで説明されている実施形態と類似のものとしてよい）は、導管４０４を通せるほ
どに大きく、導管４０４が中に挿入された後実質的に流体密封のシールを維持できるくら
いに小さい直径を有するべきである。封止リング４０２は、好ましくは、シリコーンもし
くはウレタンなどのコンプライアント性のある材料から作られる。ここで、接着剤層を使
用して図３Ａ～Ｃに示されているように封止円板をドレープに取り付けるのではなく、封
止リング４０２を、例えばリング４０２をドレープ４０３上に成形することによってドレ
ープ４０３に予め取り付けておく。
【００４６】
　使用時に、またすでに説明されているように創傷の準備をした後、図４Ｂを参照しつつ
、ドレープ４０３を必要ならばトリミングし、創傷パッキング材料４０５で適宜充填され
た創傷部位の上に封止する。導管４０４は、一体化された封止リング４０２の開口４０６
に通して挿入される。サイズに合わせて切断できるチューブ４０４を陰圧源に接続し、創
傷を、所望の治癒レベルに達するまで治療し続ける。
【００４７】
　図５Ａおよび５Ｂにおいて、一体化されたエアーリークを備える吸引アダプタ５０２を
使用する陰圧創傷治療システム５０１の別の実施形態が例示されている。吸引アダプタ５
０２は、図示されているように環状および／または円板形状であってよく、また柔軟なプ
ラスチック材料で形成されうる、上層５１１および下層５１０を備える。図５Ｂに例示さ
れているように、導管５０４は、好ましくは上層５１１と下層５１０との間に挟装され、
上層５１１および下層５１０内にループを形成する。導管５０４は、ループ部分内に複数
の開口５１５を備え、下層５１０は、１つまたは複数の開口５１６を備え、これにより、
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開口を、ドレープの１つまたは複数の開口５０６を通して創傷浸出液を創傷から取り出し
て吸引アダプタ５０２内に挟装されている導管５０４の開口５１５内に送り込むための導
管として使用することができる。好ましくは、接着剤５１２の層を下側部分５１０に置き
、吸引アダプタをドレープに固定できるようにする。手術者によって取り除くことができ
る保護剥離層５１３も、取り扱い時に接着剤層を保護するために接着剤層上に配置するこ
とができる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、導管５０４は、例えば、絆創膏、クリップ、または他の固定
手段５１７を使用して上層５１１および／または下層５１０に固定することができる。い
くつかの実施形態では、固定手段５１７は、開口５０６の上に吸引アダプタ５０２を配置
するのを補助するために目標となる、または視覚的なインジケータとして使用されうる。
好ましくは、吸引アダプタの上層５１１および下層５１０を導管５０４と一緒に封止し、
実質的に流体密封される吸引アダプタ５０２を形成する。封止は、接着剤または溶着など
の適切な手段を通じて行うことができる。
【００４９】
　導管５０４は、陰圧源の方へ導かれる近位端５１８および制御されたエアーリーク５２
０を形成するために遠位端５１９がループを越えて延在する吸引アダプタ内に挿入される
遠位部分を有する。このエアーリーク５２０は、吸引アダプタ５０２内に入る空気の一定
した供給源となり、創傷浸出液の除去を補助しうる。それに加えて、このエアーリーク５
２０は、空気が陰圧システム内に入る速度が一定であるため、ポンプ制御回路へのフィー
ドバック機構内で使用することができ、システム内、例えば、導管５０４内に発生する閉
塞を検出するのに役立ちうる。好ましくは、フィルター５２１をエアーリーク５２０の端
部に配置し、微生物、ほこり、または他の異物などの外来汚染物質が創傷領域内に入り込
むのを防ぐ。いくつかの実施形態では、患者がエアーリーク５２０を閉塞させることなく
シャワーまたは他の類似の環境内でシステム５０１を使用することができるようにフィル
ター５２１を設計することができる。フィルターは、疎水性および／または親油性である
ものとしてよい。好ましくは、エアーリーク５２０は、少なくとも０．０８Ｌ／分の空気
流量に対応できる。いくつかの実施形態は、少なくとも０．１６Ｌ／分のエアーリークに
対応できる。
【００５０】
　使用時に、図５Ｃ～５Ｆに例示されているように、手術者は、前の方で説明したような
許容可能な方式で創傷部位の準備を行う。次いで、図５Ｃに示されているように、オプシ
ョンの創傷パッキング材料５０５を創傷部位内に置き、次いで、適切にサイズが決められ
封止したドレープ５０３で覆う。ドレープ５０３を穿孔した後（図５Ｄ）、接着剤保護層
５１３を吸引アダプタ５０２から取り除き（図５Ｅ）、ドレープの開口５０６の上に置き
（図５Ｆ）、陰圧源（図示せず）に接続する。次いで、創傷を実質的に前の方で説明した
ように治療する。この実施形態では、導管５０４をドレープ５０３に通して挿入する必要
はないため、この吸引アダプタ５０２を使用する際には、創傷パッキング材料５０５（本
明細書で開示されている他のいくつかの実施形態に好ましくは含まれていた）内に溝もし
くは流路を必要としない。
【００５１】
　図６Ａ～６Ｄは、陰圧創傷治療システム６０１の別の実施形態を例示している。システ
ムは、上述のような創傷パッキング材料６０５および柔軟なドレープ６０３を備える。柔
軟な吸引アダプタ６０２は、ドレープ内の開口６０６を導管６０４に接続するためにさら
に設けられる。ここで、吸引アダプタ６０２は、床ずれまたは潰瘍形成を含む、患者に不
快感を与えたり怪我をさせることを回避するために、比較的コンプライアンス性の高い、
曲げやすい材料で形成される。吸引アダプタ６０２は、コネクタ６１４、６１５を介して
導管６０４を通して陰圧源に接続される。コネクタ６１４、６１５は、例えば限定するこ
となくアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）などのプラスチックを含む、半剛
体材料で形成することができる。いくつかの実施形態では、エンドキャップ（図示せず）
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を設けて、互いに切断されたときにコネクタ６１４、６１５のうちの１つまたは複数を密
封し、創傷浸出液がシステムから漏出するのを防ぐことができる。
【００５２】
　柔軟な吸引アダプタ６０２は、上層もしくは上側シート６１１、下層もしくは下側シー
ト６１０、および近位端６１６と遠位端６１７とを有する上側シートと下側シートとの間
に延在する細長い流路６０８を備える。例示されているように、流路は好ましくはその遠
位端に向かうにつれ大きくなり、導管６０４と接続するために近位端６１６のところでよ
り小さなサイズを維持しながら陰圧を遠位端６１７のところのより大きな創傷領域に印加
できるような細長い涙滴形を形成しうる。それに加えて、涙滴形は、吸引アダプタ６０２
が創傷の異なるサイズおよび形状に適合するのを助ける。例示されているような流路６０
８は、近位端と遠位端との間に延在するスペーサー６０９を備え、遠位端６１７の近くの
下側シート上に流体を創傷領域から排出することを可能にする少なくとも１つの開口６１
８が形成される（前の方で説明されているのと同様の方法で）。いくつかの実施形態では
、創傷から流体を効率よく移動することを可能にするために、複数の開口６１８を設ける
とよい。例えば、１つのより大きな開口の代わりに、４つの小さな開口を備えるとよい。
スペーサー６０９は、好ましくは、柔軟であり、スペーサーがよじれたり、または折り畳
まれた場合に流体を通すことを可能にするコンプライアント性のある材料から作られる。
好ましくは、スペーサー６１９を、例えば接着剤または熱融着を使用して、上層６１１と
下層６１０との間に挟装する。吸引アダプタ６０２をドレープ上の開口６０６の上に固定
するために、下層６１０はその下側に配設されている接着剤の層６１２を備え、またオプ
ションの保護剥離層６１３を備えることができる。
【００５３】
　スペーサー６０９用に好適な材料は、限定はしないが、ポリエチレンまたはポリウレタ
ン発泡体などの連続気泡発泡体を含む発泡体、メッシュ、３Ｄ編物、不織布、および流路
を含む。有利には、スペーサー６０９で使用されるそのような材料は、患者の快適さを増
すだけでなく、よじれに対する抵抗を高めることができ、したがって、スペーサー６０９
は、まだ、よじれていたり曲げられたりしていても創傷から陰圧源に向けて流体を移動す
ることができる。いくつかの実施形態では、流路は、上側シートが下側シートより広いと
きに、またはその逆のときに、形成される折り畳みを単純に含むことができ、したがって
、陰圧を印加すると、より広いシートはつぶれ、創傷から陰圧源に流体を導くのに適した
折り畳みまたはひだを形成する。このような実施形態の例は、以下で説明されている図８
Ａに例示されており、そこでは、吸引アダプタはフィルムなどの柔軟な、非剛体材料で作
ることができる。
【００５４】
　他の実施形態では、図６Ｃに例示されているように、流路は、１つまたは複数の中身の
詰まった流路６１９を含むことができ、上述のスペーサー６０９を使用する必要はない場
合がある。いくつかの実施形態では、これらの中身の詰まった流路は、上側シートおよび
下側シートのいずれかもしくは両方の中に成形され、あるいは、これらは別々に形成され
、上側シートと下側シートとの間の空間内に挿入されうる。可能であれば、そのような流
路は少なくとも部分的にはコンプライアント性を有し、半剛体であり、これにより、患者
の不快症状および他の合併症を回避する。図６Ｄは、スペーサー６０９が薄いメッシュ６
２０を備える別の実施形態を例示している。
【００５５】
　図６Ｅ～６Ｈは、上述の吸引アダプタ６０２を使用し、適用する方法を例示している。
上述のような許容可能な方法で創傷の準備を行い、ドレープ６０３を創傷部位の上にあて
がい、封止する（これはオプションの創傷パッキング材料６０５を含みうる）（図６Ｅ）
。次いで、ドレープ６０３を切断して開口６０６を形成する（いくつドレープは、すでに
予め切断された開口６０６を備えていてもよい）（図６Ｆ）。剥離層６１３は、もし存在
すれば、取り除いて、吸引アダプタ６０２の下側の接着剤層６１２を露出させる（図６Ｇ
）。次いで、吸引アダプタ６０２を、その下側の開口６１８がドレープ６０３上の開口６



(23) JP 5805659 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

０６と実質的に揃うように配置する。次いで、吸引アダプタ６０２を陰圧源に接続し、創
傷が許容可能な治癒レベルに達するまで治療し続ける。
【００５６】
　図７Ａ～７Ｂは、エアーリークが設けられている創傷治療システム７０１の実施形態を
例示しており、図５Ａ～Ｈにおいて使用される導管は、コンプライアント性のある材料、
例えば、発泡体で置き換えられる。これら２つの実施形態のコンプライアント性のある材
料の態様について、以下でさらに詳しく説明する。図７Ａは、図５Ａに類似の設計である
が、コンプライアント性のある材料を使用している吸引アダプタ７０２を示している。こ
こで、好ましくは流体を中に通せる発泡体などのコンプライアント性のある材料から作ら
れている、コンプライアント性を有するスペーサー流路７０７を、導管７０４にその近位
端７１８のところで接続し、次いで陰圧源に直接的または間接的に接続する。遠位端７１
９に、エアーリーク７２０が設けられ、適宜フィルター７２１を備える。このエアーリー
クは、吸引アダプタ７０２内に入る空気の一定した供給源となり、（図５Ａ～Ｂですでに
説明されているように）システム（例えば、導管７０４）内の閉塞を検出するのに役立ち
、創傷浸出液の除去を補助しうる。好ましくは、フィルター７２１は、疎水性または親油
性とすることができる、薄膜から作られる。フィルター７２１は、好ましくは、微生物お
よび異物粒子が創傷部位に入らないよう濾過することができる。いくつかの実施形態では
、フィルター７２１は、例えば患者がシャワーを浴びるときに濡らすことができる。フィ
ルター７２１は、膜ストックから打ち抜き、溶着または接着剤などの好適な手段によって
エアーリーク７２０に取り付けることができる。このコンプライアント性のあるスペーサ
ー流路７０７は、上層７１１と下層７１０との間に挟装され、下層７１０は好ましくは図
５Ａ～Ｂに例示されている実施形態と同様にして剥離層で適宜覆われている接着剤層を備
える。下層７１０は、１つまたは複数の開口を有し、これにより、創傷（図示せず）を覆
うために使用されるドレープ上の開口に流体的に接続することができる。下層７１０の開
口も、コンプライアント性を有するスペーサー流路７０７に流体的に接続され、これによ
り、陰圧を印加した後、創傷浸出液および他のそのような流体は、創傷部位から、ドレー
プ内の開口を通り、下層７１０内の開口を通り、コンプライアント性のあるスペーサー流
路７０７内に排出されうる。好ましくは、下層７１０内の開口の上に配置されているコン
プライアント性のあるスペーサー流路７０７の部分は、創傷部位から創傷浸出液をより効
果的に取り除けるように大きくしてあり、細長い涙滴形状をなすものとしてよい。
【００５７】
　これらの実施形態のエアーリークの態様に注目する。図７Ｂには、上述のように遠位端
に設ける代わりに、コンプライアント性のあるスペーサー流路７０７の近位端７１８に設
けられている吸引アダプタ７０２上の制御されたエアーリーク７２０を備える一実施形態
が示されている。フィルター７２１は、適宜エアーリーク部位に設けられる。近位端７１
８は、導管７０４に連結される。近位のエアーリーク設計では、エアーリークは、陰圧源
に接続されたスペーサー流路７０７の遠位端および近位端の近くの開口と開口の間の「Ｔ
」字形接合部に配設されうる。もちろん、図７Ｂは発泡体流体移動材料を使用する近位の
エアーリークを例示しているけれども、そのような実施形態は、他の材料、例えば、図５
Ａで使用されている導管を使用して実現することも可能であろう。
【００５８】
　図７Ｃは、近位部分７１８でエアーリーク７２０を組み込んだ二腔チューブ７０４に接
続された、コンプライアント性のある吸引アダプタ７０２および短いコンプライアント性
のあるスペーサー流路７０７を連結する一実施形態を例示している。ここで、チューブ７
０４内の１つの腔は、コネクタ７３０を通じて陰圧源７３１にその近位端７１８のところ
で流体的に接続され、他の腔は、近位端７１８のところで開放されており、エアーリーク
７２０を形成する。この開放端は、適宜エアーフィルター７２１を備えることができる。
二腔チューブの遠位端において、両方の腔はコンプライアント性のあるスペーサー流路７
０７に流体的に接続され、これにより、上述の他の実施形態と同様にして、吸引ヘッド７
０２を通じて陰圧を創傷部位に印加することができる。いくつかの実施形態では、コンプ
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ライアント性のスペーサー流路７０７は、必要というわけではなく、二腔チューブ７０４
を吸引ヘッドに直接接続することができる。
【００５９】
　図８Ａ～Ｂは、図６Ａ～Ｈで説明されている実施形態と類似の設計の吸引アダプタ８０
２を例示している。しかし、ここで、吸引アダプタ８０２は材料を充填されず、その代わ
りに、吸引アダプタ８０２の下側に一体化されている細長い平行流路８１０を備える扁平
な部分を備える。これらの流路８１０は、吸引アダプタ８０２上に一体成形されるか、ま
たは個別に取り付けることができる。吸引アダプタ８０２は、好ましくは、ドレープ８０
３内に形成されている開口８０６の間に流体接続部を形成することを可能にする１つまた
は複数の開口８１６を備え、創傷部位からの創傷浸出液は、オプションの創傷パッキング
手段８０５を通り、開口８０６を通り、吸引アダプタ８０２内にその開口８１６を通って
引き込まれるようにできる。次いで、創傷浸出液を導管８０４に通して排出する。接着剤
層８１２は、好ましくは、ドレープ８０３に固定できるように吸引アダプタ８０２の下側
に設けられ、好ましくは、吸引アダプタ８０２の接着前に取り除かれる剥離層８１３を備
える。
【００６０】
　図９Ａおよび９Ｂは、吸引流路９０２を中に一体化したドレープ９０３を使用する創傷
治療システム９０１の一実施形態を例示している。この実施形態では、典型的には創傷と
創傷内に配設されうるオプションの創傷パッキング材料９０５とを覆うために使用される
ドレープ９０３は、導管９０４を通じてドレープ９０３に接続されている陰圧源を使用し
て創傷浸出液などの流体を創傷から移動させる吸引流路９０２としても使用される。ドレ
ープ９０３は、創傷浸出液を通すのに適した少なくとも１つの開口９１６を備える。スペ
ーサー９０７は、好ましくは、開口９１６の上に配置され、スペーサー９０７は好ましく
は発泡体などの図６Ａで使用されているスペーサー６０９と同じ種類の材料で構成される
。ドレープ９０３は、上部層９１１および底部層９１０を備える。流体密封シールを形成
するために、上部層９１１を底部層９１０に取り付けて、その間にスペーサー９０７を挟
装する。この上部層９１１は、少なくともスペーサー９０７を覆うべきであり、その下に
配置された底部層９１０と同じか、またはそれよりも大きい寸法にすることができる。底
部層９１０および上部層９１１は、好適な手段、例えば、接着剤または溶着を使用して１
つに接合することができる。
【００６１】
　オプションの剥離シート９１３を備える接着剤層９１２は、好ましくは、底部層９１０
の創傷に面する側に、さらには上部シートがドレープより大きい場合に上部シート９１１
の創傷に面する側に配設される。接着剤層９１２は、好ましくは、ドレープ９０３の創傷
に面する側全体を覆い、いくつかの実施形態では、単一の剥離シート９１３ではなく複数
の部分からなる剥離シート９１３を組み込むことができる。この場合、剥離シート９１３
は、複数の部分に分けて取り除くことが可能であるものとしてよく、例えば、創傷部位に
最初に配置するために接着剤の一部のみを露出させ、その後、ドレープの配置が終了して
から剥離シート９１３の別の部分を取り除くことができる。ドレープそれ自体、スペーサ
ー、および上部層を含む、組み立てられたドレープ９０３のコンポーネントも、ドレープ
の位置合わせ、位置決め、および配備を行う手術者を補助するために、視覚的または触覚
的インジケータを含む、マーキングまたは他のインジケータを備えることができる。
【００６２】
　上で説明され、図９Ｃ～Ｄに例示されている創傷治療システム９０１を使用するために
、医療専門家は、創傷部位の準備を行い、実質的に前に説明されている方法で適宜創傷パ
ッキング材料９０５を創傷の内側に配置する。有利には、そのときにドレープを創傷部位
の上に置き、ドレープ内に開口を形成する代わりに、ドレープ９０３を一体化された吸引
流路とともに使用する医療専門家は、ドレープを創傷部位の上に位置決めし、ドレープ９
０３をトリミングし（必要ならば）、接着剤剥離層９１３を取り除き（図９Ｃ）、ドレー
プ９０３を創傷部位の上に取り付けることによって創傷を封止する（図９Ｄ）だけでよい
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。次いで、ドレープ９０３を導管９０４に接続する。このドレープ９０３があれば、時間
が節約され、従来技術および他の実施形態のうちのいくつかが現在採用しているドレープ
で孔のサイズを決め、孔をあけなければならない面倒さ、および難しさが回避される。
【００６３】
　図１０Ａおよび１０Ｂに例示されているいくつかの実施形態では（図９Ａに例示されて
いる実施形態と類似の）、創傷治療システム１００１は、個別のスペーサーなしでドレー
プを組み込む。その代わりに、吸引流路１００２は、吸引流路１００２の下側に存在する
１つまたは複数の尾根または折り曲げ部１０１０を備えるものとしてよく、尾根１０１０
は創傷から陰圧源の陰圧接続の開放性を維持するために使用される。いくつかの場合にお
いて、尾根１０１０は、ドレープ１００３の上部層または底部層のいずれかに成形されう
る。好ましくは、そのような尾根１０１０は、患者の不快感および他の合併症を引き起こ
すことを回避するために実質的にコンプライアント性を有し、曲げやすい。
【００６４】
　図１１Ａ～Ｂは図９Ａに例示されている実施形態の一変更形態を示しており、創傷治療
システム１１０１は、ドレープ１１０３の上部層１１１１と底部層１１１０とを離れた状
態に保ち、開口１１１６のところで創傷部位から創傷浸出液を除去する吸引流路１１０２
を形成するために使用される突起１１０７からなるスペーサーを組み込んだドレープ１１
０３を使用する。これらの突起１１０７は、ドレープ１１０３の上部層または底部層内に
成形するか、さもなければ別々に形成してそれに取り付けることができる。いくつかの実
施態様では、突起１１０７は中身が詰まっており、他の実施形態では、これらは中空であ
ってもよい。好ましくは、突起１１０７は、少なくとも部分的にコンプライアント性を有
し、柔軟であり、ポリウレタンを含む軟質プラスチックなどの好適な材料から形成するこ
とができる。底部層１１１０は、適宜、接着剤層および剥離シートを含む。
【００６５】
　図１２Ａ～Ｂは、柔軟な一体型吸引アダプタを備える創傷治療システム１２０１を例示
している。ここで、吸引アダプタ１２０２は、例えば、シリコーンを含む、プラスチック
などのコンプライアント性を有する柔軟な材料から製造することができ、近位部分１２１
８と遠位部分１２１９とを備え、遠位部分１２１９は、創傷部位の周りに配置するための
中心開口１２１６を備える。吸引アダプタの縁は、創傷部位の縁に対して吸引アダプタを
封止しやすくし、吸引アダプタが他のチューブ、被覆材、または創傷部位に近い位置にあ
る可能性のある他の材料に絡まったり、または引っ掛かったりする危険性を最小限度に抑
えるために面取りするとよい（例えば、面取り面１２０６）。吸引流路１２１０も設けて
、流体を創傷部位から引き出して導管１２０４に通し、それに接続されている陰圧源に送
るために使用される。図１２Ｂに例示されている、いくつかの実施形態では、吸引流路１
２１０は吸引ヘッドの近位部分１２１９を通るように形成され、そうして陰圧源に接続さ
れる。図１２Ａに例示されている、他の実施形態では、吸引流路１２１０は、皮膚に面す
る部分の全部または一部で封入されないものとしてよい。適宜、接着剤層１２１２が、吸
引ヘッドの創傷に面する側に存在するが、いくつかの実施形態は、その代わりに、例えば
、吸引ヘッド全体または一部がシリコーンから作られる場合に、自己封止型であってもよ
い。
【００６６】
　使用時に、創傷部位を洗浄し、典型的な医学的手続きに則って準備し、適宜創傷パッキ
ング材料で充填した後、第１のドレープを創傷の上に配置し、開口をその上に形成する。
次に、吸引アダプタ１２０２をドレープの開口の上に配置し、中心開口１２１６をドレー
プの開口の上に配置する。その後、第２のドレープを創傷部位および吸引アダプタ１２０
２の上に配置する。吸引アダプタを導管１２０４を通して陰圧源に接続した後、創傷浸出
液を創傷から取り除くと、創傷は所望の治癒段階に進行することができる。
【００６７】
　図１３Ａおよび１３Ｂは、穿孔キャップ１３０２を使用する創傷治療システム１３０１
の別の実施形態を例示している。ここで、穿孔キャップ１３０２は、創傷部位の上に配置
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されたドレープ１３０３を穿孔するのに適したバイオネットまたは他の穿孔要素１３１０
を備える。ドレープの創傷に面する側に、典型的にはドレープ１３０３を間に入れた、穿
孔キャップ１３０２と嵌合するように適合された吸引基部１３０７がある。吸引基部１３
０７は、創傷部位の上に配置される中心開口１３１１を備える。嵌合させるために、穿孔
キャップ１３０２および吸引基部１３０７は、好ましくはそれぞれ例えば固定タブまたは
ネジに似た係合機構１３０８および１３０９を係止し、嵌合する部分を備える。いくつか
の好ましい実施形態（図１３Ｂに例示されている）では、穿孔キャップ１３０２は、吸引
基部１３０７と回転係合し、これにより創傷に印加される力が最小になる。いくつかの実
施形態は、穿孔キャップ１３０２の界面と吸引基部１３０７との間のエアーリークを防ぐ
ために封止ガスケットも備えることができるが、ドレープ１３０３はいくつかの場合にお
いて十分なシールを形成することができる。
【００６８】
　使用時に、創傷部位は、実質的に上ですでに説明されている方法で準備されるが、吸引
基部１３０７は流体的接続がなされる部位の、ドレープの下のところに設けられる。ドレ
ープ１３０３が創傷部位の上に封止された後（適宜創傷パッキング材料１３０５を含むこ
とができる）、穿孔キャップ１３０２が、ドレープを穿孔し、吸引基部１３０７に付着し
、これにより、創傷浸出液を創傷部位から導管１３０４を通じて陰圧源に送ることを可能
にする流体的接続が形成される。次いで、創傷部位を、所望の治癒段階に達するまで維持
し続けることができる。
【００６９】
　図１４Ａ～Ｂは、一体化された創傷パッキング材料１４０５を備えるドレープ１４０３
を具備する創傷治療システム１４０１の一実施形態を例示している。この実施形態では、
本明細書で説明されている他の実施形態で使用されているのと実質的に同じ材料のドレー
プ１４０３は、ドレープ１４０３の創傷に面する側に取り付けられた創傷パッキング材料
１４０５、例えば、発泡体を備える。好ましくは、接着剤では、創傷パッキング材料の部
分全体をドレープの創傷に面する側に取り付けず、したがって、これにより、医療専門家
はドレープを使用して創傷パッキング材料をサイズに合わせて容易にトリミングすること
ができる。適宜、創傷パッキング材料の予め切断されているか、または予形成された着脱
可能な部分１４０６を備えることができる。ドレープをドレープ１４０３の中心に配設さ
れている接着剤１４１２のパッチによって創傷に面する材料に固定することができる。い
くつかの実施形態では、流路１４０７は、創傷パッキング材料１４０５を通り、好ましく
は中心を通るようにすることができ、これにより、導管１４０４を創傷治療システム１４
０１内に配置するのが容易になる。適宜、創傷治療システム１４０１は、流路１４０７に
予め取り付けられるか、または接着されたそのような導管１４０４を備えることができる
。そのような配置構成は、導管１４０４を通じて創傷部位に陰圧を最適に印加するうえで
有利なものといえる。適宜、シールブリッジ１４０８を、導管１４０４がドレープ１４０
３を出る接合部に設けて、これによって創傷部位を封止し、創傷部位への陰圧の印加に影
響を及ぼす可能性のあるエアーリークを防ぐことができる。好ましくは、ドレープ１４０
３は、接着剤パッチ１４１２を囲み、好ましくは剥離シート（ここでは図示せず）で覆わ
れている、ドレープ１４０３の縁に延在するさらなる接着剤層（ここでは図示せず）を備
える。このような構成により、手術者は、ドレープ１４０３および創傷パッキング材料１
４０５がしかるべく位置決めされサイズが決められた後剥離シートを取り除くことによっ
て、創傷治療システム１４０１を創傷部位の上に正確に配置し、創傷部位の周りの皮膚に
対してドレープ１４０３を封止することができる。いくつかの実施形態では、追加の接着
剤、例えば封止テープを、ドレープ１４０３を患者の皮膚に封止するのを補助するために
用意することができる。
【００７０】
　上述の創傷治療システム１４０１を使用するために、創傷部位を洗浄し、好適な方法で
準備をする。次に、創傷パッキング材料をトリミングすることによって、および／または
必要に応じて予め切断されているか、または予形成されている部分１４０６（そのように
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用意されている場合）を取り除くことによって、さらには必要ならばドレープ１４０３を
トリミングすることによって、ドレープ１４０３に取り付けられている創傷パッキング材
料１４０５を創傷部位に嵌合する。次いで、導管１４０４を流路１４０７内に挿入し、ド
レープ１４０３をトリミングし（必要な場合）、患者の皮膚に対してドレープ１４０３を
封止した後、導管１４０４を陰圧源に接続し、創傷を所望の治癒レベルに達するまで治療
し続ける。いくつかの実施形態では、導管１４０４は、流路１４０７内に予め挿入された
状態で備えられる。
【００７１】
　図１５Ａ～Ｄは、柔軟な吸引アダプタを備える陰圧創傷治療システム１５０１の一実施
形態を例示している。このシステムは、本出願の別のところで説明されているような他の
コンポーネント、例えば、図７Ｃに例示されているコンポーネント、および特に、陰圧源
７３１、配管、およびコネクタ７３０と組み合わせることができる。ここで、システム１
５０１は、近位端１５０３および遠位端１５０５を有するブリッジ１５０２ならびにブリ
ッジ１５０２の遠位端１５０５のところにアプリケータ１５２０を備えることができる。
いくつかの実施形態では、ブリッジ１５０２は、上層１５１０と中間層１５１４との間に
挟装された上側流路層１５１２を備えることができ、下側流路層１５１６は中間層１５１
４と底部層１５１８との間に挟装されている。好ましくは、層１５１０、１５１４、およ
び１５１８は、近位端と遠位端との間に延在する細長い部分を有し、流体不浸透性の材料
、例えばポリウレタンなどのポリマーで構成されうる。もちろん、層１５１０、１５１４
、および１５１６はそれぞれ、半透性材料を含む、異なる材料から作ることができること
は理解されるであろう。スペーサー６０９に関して図６で説明されている実施形態と同様
に、上側流路層１５１２および下側流路層１５１６は、好ましくは、近位端１５０３から
遠位端１５０５へ延在する細長い層であり、それぞれ、好ましくは、例えばポリエチレン
またはポリウレタンなどの連続気泡発泡体を含む、多孔質材料を含むものとしてよい。い
くつかの実施形態では、上側流路層１５１２および下側流路層１５１６の１つまたは複数
は、ウィッキングファブリック、例えば、編んだ、もしくは織ったスペーサー織物（編ん
だポリエステル３Ｄ織物、Ｂａｌｔｅｘ　７９７０（登録商標）、またはＧｅｈｒｉｎｇ
　８７９（登録商標））または不織布で形成されうる。選択されたこれらの材料は、好ま
しくは、創傷から出る創傷浸出液を流路に導き、陰圧および／または通気を創傷部位に伝
えるのに適したものであり、流路層１５１２および１５１６に、よじれまたは閉塞に対す
るある程度の抵抗力を付けることもできる。いくつかの実施形態では、ウィッキングファ
ブリックは、三次元構造を有するものとしてよく、場合によっては、流体の灯心現象をも
たらすか、または陰圧を伝えるのを補助することができる。システム１５０１内に入れら
れている間に流路１５１２および／または１５１６が変位したり、または捻れたりする－
陰圧下で各流路の性能を損なう可能性がある－のを防ぐために、いくつかの実施形態では
、流路１５１２および／または１５１６を層１５１０、１５１４、および１５１８のうち
の１つまたは複数に接着または他の何らかの方法で固定するのが好ましい場合がある。ウ
ィッキングファブリックを含む、いくつかの実施形態では、これらの材料は、開放された
ままであり、陰圧療法で使用される典型的な圧力、例えば、８０から１５０ｍｍＨｇまで
の範囲の圧力の下で陰圧を創傷領域に伝えることができる。いくつかの実施形態では、ウ
ィッキングファブリックは、互いの上に積み重ねられた、または層化された材料の複数の
層を備えることができ、場合によっては、流路１５１６が陰圧の印加の下でつぶれるのを
防ぐのに役立ちうる。他の実施形態では、流路１５１６内で使用されるウィッキングファ
ブリックは、１．５ｍｍから６ｍｍまでの範囲とすることができ、より好ましくは、ウィ
ッキングファブリックは、３ｍｍから６ｍｍまでの範囲の厚さとすることができ、ウィッ
キングファブリックの１つまたは複数のいずれかの個別の層からなるものとしてよい。他
の実施形態では、流路１５１２は、１．２～３ｍｍの厚さとすることができ、好ましくは
１．５ｍｍを超える厚さとしてよい。それに加えて、すでに説明されているように、シス
テム１５０１で使用される材料は、好ましくは、形状適合性を有し、軟質であり、創傷治
療システムが患者の皮膚を圧迫することで生じうる褥瘡および他の合併症を回避するのに
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役立ちうる。
【００７２】
　好ましくは、層１５１０、１５１４、および１５１８の遠位端ならびに流路１５１２お
よび１５１６は、遠位端（創傷部位の上に置かれる）のところで大きくなっており、「涙
滴」または他の拡大形状を形成するものとしてよい。好ましくは、また図１５Ｃをさらに
参照すると、下側流路層１５１６を陰圧源に接続するために使用することができるコネク
タ１５０４が近位端１５０３のところに設けられていることがわかる。コネクタ１５０４
は、例えば、下側流路層１５１６内に埋め込むことができ、好ましくは、組み立てられた
ブリッジ１５０２から十分に離れて延在し、これにより、流体コネクタ、例えば、チュー
ブをそれに接続して創傷浸出液を創傷から吸引し、陰圧を創傷部位に印加することができ
る。上層１５１０は、下方に、好ましくはブリッジ１５０２の少なくとも厚さ分だけ延在
する追加の材料を備えることができる。組み立て時に、上層１５１０は、好ましくは、例
えば融解、溶着によって、または接着剤を使って、下層１５１８に取り付けられ、流体密
封シール（遠位端と近位端の開口を除く）を形成する。好ましくは、中間層１５１４を上
部層１５１０および底部層１５１８に取り付ける。図１５Ｃは、近位端１５０３のところ
のさまざまな材料およびコンポーネントを例示することを意図されており、またしかるべ
く製作されたシステム１５０１は好ましくは近位端１５０３を開放された未封止の状態に
しないことに留意されたい。いくつかの実施形態では、コネクタ１５０４を層１５１０、
１５１４、１５１８のうちの少なくとも１つに取り付けるか、または接着して流体密封接
続部を形成することが好ましい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、制御されたエアーリーク１５２４をブリッジ部分１５０２、
例えば、その近位端に配設することができる。このエアーリーク１５２４は、上層１５１
０を貫通する開口部または流路を備えることができ、したがって、エアーリーク１５２４
は、上側流路１５１２と流体的に連通する。システム１５０１に吸引を印加した後、空気
がエアーリーク１５２４を通って入り込み、近位端１５０３から上側流路１５１２に沿っ
て遠位端１５０５に移動する。次いで、空気が、層１５１２、１５１４、１５１６、およ
び１５１８の遠位端を通る開口を通過することによって下側流路１５１６内に吸引される
。エアーリーク１５２４は、好ましくは、図５Ａに例示されているフィルター５２１と機
能が似ているものとしてよい、フィルター（図示せず）を備える。好ましくは、エアーリ
ーク１５２４は、創傷浸出液または他の流体がエアーリーク１５２４またはそのフィルタ
ーと接触し、場合によっては閉塞させるか、または干渉する可能性を最小にするようにブ
リッジ部分１５０２の近位端に配置される。いくつかの実施形態では、このフィルターは
、微生物および細菌を除去することができる微多孔膜であり、４５μｍを超える大きさの
粒子を濾過することができるものとしてよい。有利には、いくつかの実施形態は、例えば
水、シャンプーなどの一般的な家庭で使う液体、および他の界面活性剤に対して少なくと
も部分的に化学的耐性のあるフィルターを実現することができる。いくつかの実施形態で
は、システム１５０１に真空を再度印加し、および／またはフィルターの外側部分を拭き
取ることで、フィルターを詰まらせる異物を十分に取り除ける。フィルターは、アクリル
、ポリエーテルスルホン、またはポリテトラフルオロエチレンなどの適切な耐性を有する
ポリマーで形成することができ、親油性および／または疎水性であるものとしてよい。い
くつかの実施形態では、フィルターは、支持バッキング層、例えば、ポリエステル不織布
支持体も備えることができる。好ましくは、エアーリーク１５２４は、追加の陰圧がシス
テム１５０１に印加されても目立って増大しない比較的一定した空気流を供給する。追加
の陰圧が印加されるとエアーリーク１５２４を通る空気流が増大するシステム１５０１の
実施形態では、好ましくは、この増大した空気流は最小にされ、それに印加される陰圧に
比例して増大することはない。
【００７４】
　システム１５０１は、好ましくは、システム１５０１がよじれたり、または重さで下が
っても一貫した流体流を供給するように製作される。例えば、患者に使用したときに、ブ
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リッジ部分１５０２が折り重なるか、さもなければ患者が寝返りを打ち、それにより、患
者の体重がシステム１５０１の少なくとも一部にかかる可能性がある。典型的には、従来
技術の被覆材および流体コネクタは、そのような状況では閉塞したり、または役立たなく
なったりする。しかし、ここでは、いくつかの実施形態により、よじれたり、または重さ
で下がっても閉塞に対する抵抗力が改善される。好ましくは、システム１５０１は、陰圧
源を通して陰圧が印加されている間、エアーリーク１５２４を通る流量を少なくとも０．
０８Ｌ／分に、好ましくは０．１２Ｌ／分に維持することができる。さらなる実施形態で
も、少なくとも１０Ｌ／日、または６．９ｍｌ／分の下側流路１５１６を通る創傷部位か
らの流体浸出液の排出を処理することができるシステム１５０１を実現する。いくつかの
実施形態では、ある重量、例えば直径１インチの棒を通じてブリッジ部分を圧し下げる１
２ｋｇの重量の下で、これらの流量を維持するシステム１５０１を実現する。いくつかの
実施形態では、これらの流量は、ブリッジ部分１５０２が同じ重量で、または例えば折り
畳まれた領域上に直接かかる４．７５ｋｇの重量で、よじれてこぶができている間も維持
される。システム１５０１は、長時間にわたって、例えば、４０時間にわたったとしても
、折り畳まれたり、よじれたりすることに耐えられることが好ましい。好ましくは、シス
テム１５０１の実施形態は、陰圧源での陰圧レベルに近い陰圧を創傷のところでも伝え、
維持することができる。例えば、創傷のところで維持される圧力の許容可能なレベルは、
陰圧源で設定されている陰圧の±２５ｍｍＨｇ以内とすることができ、この圧力は好まし
くはシステム１５０１が創傷に陰圧を印加した時間の例えば９５％以内においてこのレベ
ルに維持される。許容可能な圧力レベルは、４０～１２０ｍｍＨｇの圧力範囲とすること
ができるが、２００ｍｍＨｇのレベルでも正常に使用できている。
【００７５】
　図１５Ｄをさらに参照すると、システム１５０１は、創傷部位の上に置くように設計さ
れたアプリケータ１５２０も備える。好ましくは、アプリケータ１５２０は、柔軟な層１
５３０、例えば、ポリエチレンまたはポリウレタンの層を備え、接着剤層をその下（創傷
に面する）側に配置している。適宜、保護剥離層１５３２を接着剤層上に置くことができ
、これは使用前に取り除くことができる。いくつかの実施形態では、より剛性の高い取り
除くことができるバッキング層１５３４を備え、接着剤バッキング層１５３０が柔軟であ
ることによりアプリケータ１５２０の処理を円滑にすることができる。アプリケータ１５
２０は、好ましくは、例えば両面接着テープ１５２８の一部分を使用する、遠位端１５０
５のところのブリッジ１５０２用の取付点を備える。両面接着テープ１５２８は、追加の
保護剥離層１５２９によって保護することができ、これはブリッジ１５０２をアプリケー
タ１５２０に接着する前に取り除かれる。異なる取付方法、例えば、ヒートシール、溶着
、または好適な接着剤も企図されることは理解されるであろう。いくつかの実施形態では
、ブリッジ１５０２およびアプリケータ１５２０を、個別の取り付け手段を必要としない
単一ユニットとして製造することを可能にすることもできる。アプリケータ１５２０は、
好ましくは、このアプリケータを貫通する、創傷部位の上に置くように設計されている少
なくとも１つの開口１５２６を備え、これは、創傷部位を陰圧源およびエアーリークに流
体的に接続するために使用され、また創傷部位から創傷部位浸出液を排出するための導管
としても使用されうる。それに加えて、いくつかの実施形態は、後述の視界窓１５２２で
使用される開口１５２６を形成することができる。
【００７６】
　引き続き図１５Ａ～Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、システム１５０１を配
置する前に創傷部位の目標を定め、視覚化すること、さらには治療過程において創傷部位
を監視することを可能にする視界窓１５２２も形成することができる。好ましくは、アプ
リケータ１５２０を通る開口１５２６と位置を合わせた層１５１０、１５１２、１５１４
、１５１６、および１５１８の遠位部分を貫通する一組の開口を作成または形成する。図
１５Ｂ　に円形の断面を有する一組の開口が例示されているけれども、他の断面も可能で
あり、例えば、多角形もしくは矩形の断面を使用することができる。好ましくは、少なく
とも部分的に透明である視界窓１５２２を設けて、上部層１５１０を貫通する第１の開口
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を覆い、創傷が汚染されないよう遮蔽する。
【００７７】
　いくつかの実施形態における制御されたエアーリーク１５２４内に設けられたフィルタ
ーは、比較的歩行可能で活発な患者の場合に使用するシステム１５０１に使用できるもの
としてよい。例えば、化学的耐性のあるフィルターを使用すれば、患者は陰圧源に再接続
したときにフィルターの機能性を損なうことなく入浴したり、またはシャワーを浴びたり
することが可能である。次いで、エアーリーク１５２４を遮る閉塞物または流体は、例え
ば、フィルターの汚れをぬぐい取るか、または陰圧をシステム１５０１に再度印加するこ
とで取り除くことが可能である。そのようなシステムでは、患者が陰圧源から外される必
要がある場合、例えば入浴に付随する状況において、システム１５０１およびさまざまな
創傷被覆材を、もしこれらが存在している場合、取り除き、次いで再度印加する必要はな
いという利点を有する。これは、本発明の治療システムの費用効果を改善し、使い勝手を
向上させるという大きな利点を伴う。
【００７８】
　使用時に、システム１５０１は、すでに本明細書で開示されている他の実施形態と同様
に使用することができる。創傷部位は、好ましくは好適な方法で洗浄され、また準備され
、創傷パッキング材料を必要ならば創傷部位に、次いでドレープを配置する。その後、ド
レープを通り創傷部位に至る開口部を形成するが、いくつかの実施形態では予め作ってお
いた開口を有していてもよい。その後、手術者は、アプリケータ部分１５２０を開口の上
に、適宜視界窓１５２２を位置決め補助手段として使用して配置することができる。アプ
リケータ部分１５２０の下側にある接着剤層からバッキング層（存在する場合）を取り除
いた後、アプリケータをドレープに封止し、支持層（存在する場合）もアプリケータ部分
１５２０から取り除く。次いで、チューブなどの流体導管をコネクタ１５０４に接続する
ことができる。流体導管を陰圧源に接続した後、好ましくは創傷浸出液を収納するのに適
している容器をそれらの間に差し入れて、創傷部位が所望の治癒レベルに進行するまで陰
圧を創傷部位にかけ続けるものとしてよい。
【００７９】
　システム１５０１を使用しているときに、創傷浸出液は、下側流路層１５１６を通る陰
圧によって引き出される。エアーリーク１５２４は、空気を上側流路層１５１２に通し、
層１５１２、１５１４、１５１６、および１５１８の遠位端を通じて開口内に送ることが
できる。陰圧は、上側流路層を通り下側流路層１５１６に入る空気を陰圧源またはポンプ
に向けて引き戻す。いくつかの実施形態では、制御されたエアーリーク１５２４は、シス
テム１５０１内を流れる空気を一定に保ち、次いで、これは閉塞または漏出が存在してい
るかどうかを判定するために使用できる。閉塞の原因としては、例えば、下側流路１５１
６が創傷異物で塞がる状況が挙げられる。漏出の原因としては、例えば、創傷部位の上へ
のドレープの封止が不適切であること、またはシステム１５０１に物理的損傷が生じ過剰
な空気がシステムに流れ込むことが挙げられる。閉塞または漏出は、いくつかの実施形態
では、ポンプが一定の陰圧を維持して動作している間にポンプの速度を測定することによ
って決定されうる。ポンプ速度も、ポンプに送られる電圧または信号の量を測定すること
によって間接的に測定されうる。
【００８０】
　図１６Ａは、図９で説明されている実施形態に類似の創傷治療システム１６０１を例示
している。ここで、上部層１６０３（正方形または矩形で例示されている）は、好ましく
は、液体不浸透性材料から作られるが、好ましくは少なくとも部分的にガスおよび水蒸気
に対する透過性を有する。次いで、例えば、接着剤もしくは溶着を使用して、底部層１６
０７（正方形または矩形で例示されている）を上部層１６０３に、これら２つの層の間に
ウィッキング層１６０５を挟装している間に、取り付けるか、または接着することができ
る。底部層は、好ましくは、オプションの保護層１６０８（図１６Ｂに例示されている）
で保護されうる創傷に面する側の少なくとも一部に配設されている接着剤層（図示せず）
を有する。好ましくは、少なくとも層１６０３、１６０７、および１６０８は、例えば鋏
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で簡単に切れる材料で作られ、したがってシステム１６０１は、創傷部位の上に配置する
のに適したサイズにすることができる。
【００８１】
　底部層１６０７は、好ましくは、開口の下に配設されている創傷部位とウィッキング層
１６０５との間に流体的接続を形成することができる少なくとも１つの開口１６０６を有
する。このウィッキング層１６０５は、好ましくは、特に吸引がなされている間に、創傷
部位から流体の灯心現象を引き起こすか、または流体を輸送することができる材料で作ら
れた、層１６０３と１６０７との間に配置された細長い層である。好適な材料として、限
定はしないが、上述のような発泡体、織布、３Ｄ編物、親水性材料（木綿など）、疎水性
材料（ポリエチレンなど）のいずれかもしくは両方、または両方の混合物からなる材料が
挙げられる。上部層または底部層のいずれかまたは両方は、ウィッキング層１６０５を収
容するのに適した流路１６１２を有することができ、この流路およびウィッキング層は、
好ましくは、開口１６０６に最も近い遠位端のところで大きい。例示されているように、
ウィッキング層１６０５は、開口１６０６の上に配置された円形の大きい端部を有する。
好ましくは、流体コネクタ１６１０を上部層１６０３に取り付けて、吸引チューブまたは
他の導管１６０４が創傷空間、創傷治療システム１６０１、および陰圧源の間に流体的接
続を形成することができるようにする。
【００８２】
　図１６Ｂは、システム１６０１を使用する方法を例示しており、システム１６０１は創
傷のサイズに合わせて切断され、創傷に固定される。いくつかの実施形態では、テープ片
または他の固定具を使用して、チューブ１６０４をコネクタ１６１０に固定することがで
きる。
【００８３】
　図１７Ａは、陰圧創傷治療システム１７０１の一実施形態を例示している。システム１
７０１は、好ましくは、ドレープ１７０３（正方形または矩形で例示されている）内に一
体化されたロープロファイルのポート１７１２を有し、ポート１７１２は、好ましくは、
ドレープ１７０３の片側に沿って配置される。ポート１７１２は、好ましくは、流体コネ
クタ１７１０の片側をそれに接続できるようなサイズである。コネクタ１７１０の他方の
側は、好ましくは、導管またはチューブ１７０４を接続できるようなサイズであるが、い
くつかの実施形態では、コネクタ１７１０を使用せずに導管１７０４をポート１７１２に
直接接続することが許容されうる。好ましくは、ポート１７１２は、ドレープ１７０３を
通して開口の上に取り付けられ、これにより、創傷部位からポート１７１２を通り、流体
コネクタ１７１０を通り、好ましくは、陰圧源に接続される、導管１７０４に入る流体的
接続を形成することができる。接着剤層も、ドレープ１７０３の創傷に面する側の全部ま
たは一部に設けることができ、これは、剥離層１７０８で保護されうる。
【００８４】
　図１７Ｂは、上述のシステム１７０１を使用する方法を例示しており、ドレープ１７０
３は創傷のサイズに合わせて切断され、創傷に施される。
【００８５】
　図１８Ａは、図６Ａに類似している陰圧治療システム１８０１の一実施形態を例示して
いる。好ましい一実施形態では、柔軟なウィッキング層１８０５は、上部層１８０３と底
部層１８０８との間に挟装され、底部層１８０８は、好ましくは、少なくとも１つの開口
１８０６を備え、これにより、ウィッキング層を創傷部位に露出させる。他の実施形態と
同様に、接着剤層およびオプション保護層は、底部層１８０８の創傷に面する側に配設さ
れうる。流体コネクタ１８１０は、導管１７０４を通じて創傷部位と陰圧源との間に流体
的接続を形成するようにシステム１８０１の近位端に配設されうる。好ましくは、システ
ム１８０１、および特に層１８０３、１８０５、および１８０８は、例えば、踵などの体
の扁平でない、またはアクセスしにくい領域に位置する創傷部位の上に配置するのを補助
するために柔軟で、形状適合性を有する。
【００８６】
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　図１８Ｂは、システム１８０１を使用する方法を例示している。例示されているように
、システム１８０１は、ドレープを貫通する切開部または孔を有するドレープに施される
。いくつかの実施形態では、テープ片または他の固定具を使用して、チューブ１８０４を
コネクタ１８１０に固定することができる。
【００８７】
　図１９Ａ～Ｂは、陰圧治療システム１９０１の実施形態を例示している。図１９Ａを参
照すると、システム１９０１は、扁平なドレーン部分１９０３から延在する露出されたウ
ィッキング層１９０５を備える。ドレーン部分１９０３は、好ましくは、チューブもしく
は導管１９０４と一体化され、下方に向かってテーパーが付けられておりその遠端部では
より広く、より扁平になっている。好ましくは、ドレーン部分１９０３および導管１９０
４は、単一ユニットとして一緒に形成される。ドレーン部分１９０３も、例えば、シリコ
ーン、ポリウレタン、ポリエチレン、および／またはポリ塩化ビニルを含む、軟質エラス
トマー材料から作られ、創傷部位に形状適合し、より大きな領域の上に圧力を広げること
ができる。ウィッキング部分１９０５は、好ましくは、それ自体、不織布、隙間のある繊
維材料（コットンガーゼまたはＸＤスペーサー織物（Ｂａｌｔｅｘ（登録商標））など）
に沿って流体を送ることができる軟質材料から作られ、これにより、創傷部位の上、また
は中に入れて創傷浸出液を排出し、陰圧を創傷部位に伝えることができる。システム１９
０１のいくつかの実施形態では、図１５Ａで説明されているエアーリーク１５２４に類似
している、制御されたエアーリーク１９１６も構成することができる。いくつかの実施形
態では、このエアーリーク１９１６は、高い陰圧が印加されたときに開いて、空気をシス
テムに流し込む一方向弁の形態をとるものであってもよい。
【００８８】
　図１９Ｂは、陰圧治療システム１９０１の別の実施形態を例示している。ここで、ドレ
ーン部分１９０３は、部分的に分岐してもよく、これにより、制御されたエアーリーク１
９１６に取り付けられている内腔１９１８が創傷部位に近い領域に達するようにできる。
このエアーリーク１９１６は、好ましくは、微粒子および他の汚染物質が創傷部位に入る
のを防ぐためのフィルター要素１９１７を備える。ドレーン１９０３は、好ましくは、創
傷上でロープロファイルとなるように扁平で、テーパーが付いており、好ましくは上述の
種類の軟質エラストマー材料で作られたものである。創傷からの浸出液の排出を円滑にす
るために、１つまたは複数の開口１９０６をドレーンの創傷に面する部分に沿って設ける
とよい。エアーリーク１９１６を再び参照すると、いくつかの実施形態では、エアーリー
ク１９１６の近位端（エアーフィルター１９１７に最も近い）が吸引アダプタ１９１０上
に、例えば、アダプタ１９１０内に形成された切欠１９２０内に収容される構成を実現し
ている。吸引アダプタ１９１０は、好ましくは、チューブまたは導管１９０４を受け入れ
、それをドレーン１９０３に接続するように設計されている。
【００８９】
　図１９Ｃ～Ｄは、上述のシステム１９０１の実施形態を使用する方法を例示している。
【００９０】
図２０Ａは、トリミング可能な吸引ポートを備える陰圧創傷治療システム２００１の一実
施形態を例示している。吸引ヘッド２００６は、テール２００８に取り付けられ（ただし
、ヘッド２００６およびテール２００８は、単一ユニットとして形成されうる）、テール
２００８は、創傷部位から、吸引ヘッド２００６の創傷に面する側に配設された少なくと
も１つの開口２０１２を通り、陰圧源に至る流路を形成するために縦方向内側に配設され
ている流路２００９を備える。好ましくは、この流路２００９は、吸引アダプタ２０１０
および／または導管もしくはチューブ２００４の挿入または取り付けに対応できるような
サイズを有する。ヘッド２００６は、丸いものとして例示されているけれども、任意の形
状であってよく、好ましくは、ドレープに取り付けるために創傷に面する側に配設された
接着剤層を備える。前述の実施形態と同様に、この接着剤層は、好ましくは、取り除き可
能なバッキング層によって保護される。
【００９１】
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　吸引アダプタ２０１０は、流路２００９内に挿入されるその遠位端におけるより短くよ
り広い断面からチューブ２００４の挿入または取り付けを可能にするその近位端における
より丸い外形へテーパーが付けられるようなサイズのものとしてよい。いくつかの実施形
態は、前に示されている他の例と設計面で類似している制御されたエアーリーク２０１６
を備えることができる。
【００９２】
　テール２００８は、好ましくは、例えば創傷部位の上に配置するためにシステム２００
１のサイズを決定する際に、トリミングまたは切断することができる柔軟で形状適合性の
ある材料から作られる。したがって、手術者は、創傷部位のサイズおよび配置に合わせて
テール２００８を適切にトリミングし、その後、好ましくは吸引アダプタ２０１０を流路
２００９に挿入することができるが、いくつかの実施形態では、吸引アダプタ２０１０を
使用しなくてもチューブ２００４を流路２００９内に直接挿入することができる。
【００９３】
　図２０Ｂは、上述のシステム２００１を使用する方法を例示している。
【００９４】
　図２１Ａは、図３Ａに例示されているシステム３０１と似た封止リングを備える陰圧創
傷治療システム２１０１の別の実施形態を例示している。ここで、封止円板２１０３は、
好ましくは、流体密封シールを形成するために封止円板２１０３の中心開口２１０６を通
して挿入されるチューブまたは導管２１０４を封止することができる柔軟な弾力材から作
られる。好ましい材料としては、シリコーンまたはポリウレタンが挙げられるが、ヒドロ
ゲルも同様に使用することができる。好ましくは、接着剤層２１０８を円板２１０３の創
傷に面する側に配設し、適宜取り除き可能なバッキング層で保護する。
【００９５】
　使用時には、図２１Ｂをさらに参照すると、封止円板２１０３が創傷部位を覆うドレー
プの上に位置決めされ、円板の接着剤層がドレープに接着される。チューブ２１０４に対
する追加の封止手段としての使用に加えて、ドレープに孔をあけるためのテンプレートま
たは切断ガイドを形成するためにフラップ２１１０も備えることができる。いくつかの実
施形態では、フラップ２１１０は、例えば、十字形または「Ｘ」字形を形成するように配
列され、これにより、下にあるドレープ内に対応するサイズの開口を形成するために外科
用メスなどの切断用具を使用できる。その後、導管２１０４をドレープを通り抜けるよう
に形成された開口に押し通すことができる。導管２１０４が流体密封シールを円板２１０
３および／またはフラップ２１１０に対して形成したことを確認した後、創傷が所望の治
癒段階に達するまで陰圧療法を施し続けることができる。
【００９６】
　図２２Ａは、穿孔アタッチメントを備える吸引ポートを組み込んだ陰圧創傷治療システ
ム２２０１の一実施形態を例示している。システム２２０１は、創傷部位の上に、より好
ましくはすでに説明されているのと実質的に同じ方法で準備された創傷部位の上に置かれ
たドレープの上に配置するように適合されたポート２２０３を備える。ポート２２０３は
、好ましくは、創傷部位の上に配置するための開口２２１８を備え、ポート２２０３のこ
の側は、好ましくは、バッキング層で適宜保護され、ドレープまたは患者の皮膚に接着す
るように適合された、接着剤層２２１６を備える。ポート２２０３は、好ましくは、流体
コネクタ２２１０をそれに接続できるようなサイズの側部開口２２０６も備える。有利に
は、いくつかの実施形態では、ポート２２０３を比較的小さいサイズのものとすることが
でき、したがってより小さい創傷を効果的に治療することができる。いくつかの実施形態
では、コネクタ２２１０は穿孔端部２２１２を備えることができ、この穿孔先端部２２１
２は、先端部２２１２が下側開口２２１８を通り過ぎて延在するように開口２２０６に押
し通したときに創傷部位の上に位置するドレープを穿孔するように鋭利になっているか、
または他の何らかの形で適合されている。この先端部２２１２は、それに接続されている
チューブまたは導管２２０４の間の流体的接続を形成するようにも適合されうる。流体コ
ネクタ２２１０の他方の側は、好ましくは、尖っていない、より短い端部２２１４である
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。この端部２２１４は、好ましくは、流体コネクタ２２１０と開口２２０６との間に流体
密封シールを形成することができ、好ましくは、開口２２０６内に挿入されたときに開口
２２１８を通り過ぎることはない。好ましくは、ポート２２０３は、すでに説明されてい
る実施形態と似た制御されたエアーリーク２２１６も備え、これは、フィルター２２１７
を備えることができる。
【００９７】
　使用時に、図２２Ｂをさらに参照すると、創傷部位は、実質的に前述の方法で準備され
、ドレープで封止されうることがわかる。次いで、ポート２２０３をドレープの上の適切
な位置の上に置き、次いで、ドレープに接着することができる。次いで、創傷部位の上に
位置するドレープ内に開口を形成するために、流体コネクタ２２１０の穿孔先端部２２１
２を、底部開口２２１８を通り過ぎるまで側部開口２２０６に押し通すことができる。次
いで、コネクタ２２１０を創傷部位から引き出し、尖っていない端部２２１４がその後開
口２２０６への流体密封シールを形成するように逆転させることができる。次いで、穿孔
先端部２２１２を、例えばチューブ２２０４の端部を端部２２１２の上に滑らせることに
よって、チューブ２２０４に接続することができるが、他の接続手段も可能である。次い
で、吸引源を作動させると、陰圧が創傷に印加され、創傷が所望の治癒レベルに達するま
で創傷部位から創傷浸出液および他の物質を吸引し続ける。
【００９８】
　図２３Ａは、陰圧創傷治療システム２３０１で使用される流体コネクタを例示している
。このシステム２３０１は、好ましくは、ポート２３０３を備え、これは扁平な側が創傷
部位に当たるロープロファイルのブリッジの形状であってよい。ポート２３０３は、好ま
しくは、ドレープの下に配置され、ドレープはその上で封止される。好ましくは、ポート
２３０３は、流体を創傷部位から運び去り、陰圧を創傷部位に伝えるように適合された、
その創傷に面する側に少なくとも１つの開口２３０６を備える。ポート２３０３は、流路
２３０９に至る側部開口２３０８を備えることもでき、流路２３０９は開口２３０６に接
続する。開口２３０８および流路２３０９は、好ましくは、穿孔流体コネクタ２３１０を
受けるようなサイズのものである。このコネクタ２３１０は、その遠位端に穿孔先端部２
３１２を備えることができ、穿孔先端部２３１２は、コネクタ２３１０とポート２３０３
との間に流体的接続を形成すること可能にするためにポート２３０３の上に配置されたド
レープを貫通する開口を形成するように鋭利になっているか、または他の何らかの形に設
計されている。好ましくは、ポート２３０３は、コネクタ２３１０を封止して流体密封シ
ールを形成するのを補助するためにも使用されうるより軟質で、より形状適合性のある材
料で製作される。いくつかの実施形態では、フィルターまたは一方向弁を備えることもで
きる、制御されたエアーリーク２３１６を有するコネクタ２３１０を実現することができ
る。一方向弁は、高い陰圧下でのみ開くように設計されうる。コネクタ２３１０は、好ま
しくは、その下側（図示せず）に開口を備え、それ自体と開口２３０６との間に流体的接
続を形成する。流体コネクタの近位側２３１４は、好ましくは、チューブまたは導管２３
０４をそれに取り付けるか、または接続できるよう製作され、チューブ２３０４は、陰圧
源に接続される。
【００９９】
　図２３Ｂは、上述のシステム２３０１を使用する方法を例示している。
【０１００】
　図２４Ａ～Ｂは、穿孔流体コネクタ２４１０によって穿孔可能なドレープ２４０３の下
に置かれているポート２４０５を備える陰圧創傷治療システム２４０１の一実施形態を例
示している。ポート２４０５は、好ましくは、治療を必要としている創傷部位の上に置か
れ、ドレープ２４０３の下に封止されるが、いくつかの実施形態では、その代わりに、こ
のポート２４０５にドレープ２４０３内に形成された開口の上に置くことを可能にする接
着手段を備えることができる。ポート２４０５は、好ましくは、２つの側部ポート２４２
０、２４２２に加えて、陰圧を創傷に印加し、創傷部位から浸出液を取り除くことを可能
にする少なくとも１つの大きな開口２４０６をその創傷に面する側に含む。システム２４
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０１は、好ましくは、開口２４２０、２４２２に流体的に接続するためにドレープ２４０
３に穿孔することができる穿孔先端部２４１２、２４１３を備える穿孔流体コネクタ２４
１０を備える。例えばここで先端部２４１２として例示されている１つの先端部を使用し
て、チューブまたは導管２４０４から開口２４２０に至る流体的接続を形成することがで
き、チューブ２４０４は、ホース継手２４１８を通じて流体コネクタ２４１０に接続され
る。例えば先端部２４１３として例示されている別の先端部は、前述のものに似た開口２
４２２を通じて制御されたエアーリーク２４１５に適した導管を形成するような機能を果
たしうる。適宜、エアーフィルター２４１６を備えることができる。
【０１０１】
　図２５Ａ～Ｂは、中にマニホールド２５２０が一体化されているドレープ２５０３を備
える創傷治療システム２５０１の一実施形態を例示している。システム２５０１のいくつ
かの実施形態では、トリミング可能であり、創傷部位の上に封止されうるドレープ２５０
３を備える。マニホールド２５２０は、ドレープ２５０３の一部－好ましくは治療すべき
創傷部位の上に配置されるドレープ２５０３の部分－の上に一体化されるか、または取り
付けられ、マニホールド２５２０は、吸引力を創傷部位に導き、創傷部位から浸出液およ
び他の流体を吸引して取り去るのに適した複数の開口または穿孔を備えることができる。
好ましくは、創傷部位と流体的に連通する制御されたエアーリーク２５１４が備えられ、
例えば、創傷部位の周りでマニホールド２５２０とともに形成されうるループの真ん中に
配置されうる。このエアーリークは、好ましくは、フィルター２５１５を備える。マニホ
ールド２５２０は、好ましくは、流体コネクタ２５１０に接続され、これを使用してチュ
ーブまたは導管２５０４に接続することができる。
【０１０２】
　図２６Ａ～Ｂは、図２５Ａ～Ｂに例示されている実施形態と類似の構造を持つ陰圧創傷
治療システム２６０１の一実施形態を例示しているが、エアーリーク２６１４が、中心開
口内に形成されるのではなく流体コネクタ２６１０上に設けられている。マニホールド２
６２０は、好ましくは、ドレープ２６０３に、好ましくは半円形またはループ構成のドレ
ープ２６０３に一体化されるか、または取り付けられ、創傷部位から陰圧および／または
浸出液を伝えるのに適した穿孔もしくは開口を備える。マニホールド２６２０は、好まし
くは、創傷部位を陰圧源に接続されたチューブまたは導管２６０４と流体的に接続するた
めに流体コネクタ２６１０に接続される。エアーリーク２６１４に接続されている、第２
のマニホールド２６２１は、好ましくは、マニホールド２６２０の周りに類似の半円形ま
たはループ配置構成で配置され、外気からの空気を創傷部位に入れることを可能にする。
好ましくは、エアーリーク２６１４は、外部の汚染物質が創傷部位に入るのを防ぐための
フィルター２６１５を備える。図２５Ａ～Ｂで説明されている実施形態と同様に、ドレー
プ２６０３は、サイズ変更のためにトリミング可能であるものとしてよく、また創傷部位
の上に封止されうる。
【０１０３】
　図２７Ａ～Ｃは、個別の制御されたエアーリーク経路を持つ形状適合性を有する創傷排
液デバイスを備える陰圧創傷治療システム２７０１の一実施形態を例示している。好まし
い実施形態では、ドレープ２７０３は、好ましくは流体不浸透性材料２７２２から作られ
た形状適合性を有する吸引ブリッジ２７１２を備える。ブリッジ２７１２は、好ましくは
、圧迫もしくはよじれによる閉塞に対して少なくとも部分的に抵抗力のある流体チャネリ
ング材料２７２０、例えば、連続気泡発泡体を充填される。ブリッジ２７１２は、ドレー
プ２７０３に接着されるか、もしくは一体化されうるか、または好適な手段を使用して取
り付けることができる。ブリッジ２７１２は、好ましくは、創傷に面する側に１つまたは
複数の開口を備え、これにより陰圧源を使用して創傷部位から創傷浸出液を引き出すこと
ができる。陰圧源は、ブリッジ２７１２に接続されている流体コネクタ２７１０に取り付
けられている導管２７０４を通してシステム２７０１に接続されている。制御されたエア
ーリーク２７１４も、ブリッジ２７１２から離れた位置に設けることができ、１つまたは
複数の空気流路２７１６が創傷部位の近くに配置されている１つまたは複数の開口２７１
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８に接続される。好ましくは、エアーリーク２７１４は、フィルター２７１５を備える。
【０１０４】
　図２８Ａ～Ｂは、吸引ヘッド２８０５の一部の中に一体化された制御されたエアーリー
ク２８１４を備える陰圧創傷治療システム２８０１の実施形態を例示している。エアーリ
ーク２８１４は、空気を吸引ヘッド２８０５の中へ引き込ませ、創傷部位から浸出液を吸
引ヘッド２８０５の創傷に面する側に配設されている１つまたは複数の開口２８０６を通
して吸引する作業を補助する。他の実施形態と同様に、流体コネクタ２８１０は、陰圧源
に至るチューブもしくは導管２８０４と吸引ヘッド２８０５との間を接続する。好ましく
は、吸引ヘッド２８０５は、その創傷に面する側に接着剤層を有し、これにより、創傷側
の上に置かれているドレープ２８０３上に作られた開口の上に取り付けることができる。
他の実施形態では、その代わりに、予形成された開口を創傷部位の上に置きドレープ２８
０３を吸引ヘッド２８０５に一体化するか、または取り付けることができる。
【０１０５】
　図２９Ａ～Ｂは、陰圧分配マニホールドを備える陰圧創傷治療システム２９０１の実施
形態を例示している。システム２９０１は、吸引ヘッド２９０８に接続されるか、または
取り付けられている吸引テール２９０５を備え、ヘッド２９０８は、ヘッド２９０８の中
心から外向きに延在する１つまたは複数の突出部２９１０を備える。この特定の実施形態
において例示されているように、複数の突出部２９１０は、蜘蛛の巣状または星形の構成
をとりうるが、他の構成も可能であり、突出部２９１０のさらなる連結機構を含みうる。
それぞれの突出部２９１０は、好ましくは、突出部２９１０の長さに沿って延在し、吸引
ヘッド２９０８の中心で接続されている中心流路２９１２を備える。流路２９１２は、好
ましくは、その長さに沿って配設され、創傷浸出液を創傷部位から吸引するのに適してい
る１つまたは複数の開口２９０６に接続される。好ましくは、創傷部位と連通する中心に
配置されている制御されたエアーリーク２９１４が存在し、フィルター２９１５が、微粒
子および他の汚染物質が創傷部位に入り込むのを防ぐ。フィルター２９１５は、好適な材
料、例えば、Ｇｏｒｅ－Ｔｅｘ（登録商標）で製作することができる。いくつかの実施形
態では、テール２９０５の少なくとも一部は、その創傷に面する側に接着剤層を備えるこ
とができ、これは患者の皮膚に接着力を良くし、創傷部位を封止するために使用すること
ができる。
【０１０６】
　使用時に、図２９Ａ～Ｂを引き続き参照すると、創傷部位は、実質的に前述の方法で準
備され、洗浄されることがわかる。次いで、吸引ヘッド２９０８を創傷部位に合うように
必要に応じてトリミングし、トリミングの作業は、突出部２９１０を切り開く段階を含む
ものとしてよい。そのように用意されている場合、患者の皮膚に接着させるために、接着
剤保護層をテール２９０５の創傷に面する側から取り除くことができる。その後、ドレー
プ２９０３を、吸引ヘッド２９０８の上に配置し、創傷の周りの皮膚に封止することがで
きる。次いで、陰圧源に接続されている導管２９０４をテール２９０５に接続し、それに
より陰圧を創傷部位に印加する。使用される場合、ヘッド２９０８は、ヘッド２９０８が
トリミングされるときにドレープ２９０３が突出部２９１０内の流路２９１２の開放端の
全部または一部を封止するように設計されうる。
【０１０７】
　図３０Ａ～Ｂは、穿孔ノズル３０１０を備える創傷治療システム３００１の一実施形態
を例示している。ここで、いくつかの実施形態では、穿孔ノズル３０１０をプレート３０
０８に装着または取り付けることができ、プレート３００８は、好ましくは、陰圧を創傷
部位に送るための分配マニホールドとして、また創傷部位から浸出液を導き出すための導
管として効果的に使用されるように穿孔される。いくつかの実施形態では、複数の穿孔ノ
ズル３０１０を備えることができ、これはプレート３００８の上に分配されうる。穿孔ノ
ズルは、好ましくは、ドレープ、例えば、創傷部位の上に配置され、また穿孔ノズル３０
１０およびプレート３００８の上に配置されているドレープを穿孔するのに適している鋭
利な縁を有するように設計され、ノズル３０１０は、好ましくは、流体および／または陰
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圧を伝えるのに適している導管または流路も中に備える。好ましい実施形態では、吸引ヘ
ッド３００５は、その創傷に面する側に配設されている少なくとも１つの開口３００６を
備える。いくつかの実施形態では、接着剤層を、ヘッド３００５をドレープ３００３に固
定するのに適しているヘッド３００５の創傷に面する側に設けることができる。追加の実
施形態では、ドレープ３００３は、ヘッド３００５をドレープ３００３に機械的に留める
のに適しているヘッド３００５の創傷に面する側に組み込まれている特徴を使ってヘッド
３００５に機械的に留めることができる。開口３００６は、穿孔ノズル３０１０の少なく
とも一部を受け入れるように設計することができ、これにより、創傷部位と穿孔ノズル３
０１０および開口３００６を通じてヘッド３００５に接続されている陰圧源との間の流体
的接続を形成する。いくつかの実施形態では、フィルターを適宜備え、ドレープ３００３
内に一体化されている制御されたエアーリーク３０１４も備えることができ、好ましくは
、このエアーリーク３０１４は、プレート３００８に非常に近い領域内に配置される。
【０１０８】
　図３０Ａ～Ｂを引き続き参照すると、使用時に、創傷部位は、実質的に前述のようにし
て準備されることがわかる。プレート３００８は、好ましくは、創傷部位領域の上に配置
され、穿孔ノズル３０１０は上を向いている。次いで、ドレープ３００３を創傷部位およ
びプレート３００８の上に配置し、次いで、創傷部位の周りの皮膚に封止する。その後、
吸引ヘッド３００５が、ノズル３０１０の上に圧され、これにより、ノズル３０１０はド
レープ３００３を穿孔し、開口３００６内に受け入れられる。次いで、創傷部位を陰圧源
に接続し、創傷が選択された治癒段階に達するまで治療を続ける。
【０１０９】
　図３１Ａ～Ｂは、図２２で説明されている実施形態とのいくつ以下の類似点を共有する
吸引ポートを備える陰圧治療システム３１０１の一実施形態を例示している。好ましい実
施形態では、システム３１０１は、ドレープ３１０３と一体化されている吸引ポート３１
０５を備える。ポート３０１５は、好ましくは、発泡体または他の多孔質材料の部分から
作られ、その外面は半剛体プラスチックで囲まれている。いくつかの実施形態では、ドレ
ープ３１０３は、例えば、ポート３１０５をドレープ３１０３の上側に接着することによ
って、またはポート３１０５をドレープ３１０３の周りおよび底側に取り付けることによ
って、ポート３１０５に事前に取り付けた状態で備えることができる。ポート３１０５は
、好ましくは、ポート３１０５の内側と連通する制御されたエアーリーク３１１４を備え
る。ポート３１０５は、コネクタ３１１０および／またはチューブもしくは導管３１０４
を受け入れることができる開口３１０６も備えることができる。好ましくは、この開口３
１０６は、例えば、コネクタ３１１０を使って穿孔できるプラスチックの薄層で封止され
る。コネクタ３１１０は、好ましくは、開口３１０６の上に配設されているプラスチック
の層を穿孔することができる鋭利な先端部を備えるように設計され、例えばバーブ３１１
１を使ってそれ自体と開口３１０６との間に流体密封シールを形成することができる。取
り扱いの際に開口３１０６を損傷から保護するために、取り外し可能なフラップ３１１６
をポート３１０５に取り付け、開口３１０６の上に載るようにすることもできる。ドレー
プ３１０３に張力をかけ、その穿孔が円滑に行われるようにするために、コネクタ３１１
０の挿入時にフラップ３１１６を引っ張ってもよい。コネクタ３１１０および／またはチ
ューブ３１０４がポート３１０５を越えて突き出て、場合によっては創傷部位に問題を引
き起こすのを防ぐため、プレート３１０７をポート３１０５とともに取り付けるか、また
は形成することができる。プレート３１０７は、好ましくは、プラスチックなどの弾力性
のあるより堅い材料から作られ、コネクタ３１１０によって押されたときに穿孔に抵抗す
ることができる。創傷部位から創傷浸出液を流路に導くために、プレート３１０７は、好
ましくは、１つまたは複数の開口３１０８を備える。
【０１１０】
　図３２Ａ～Ｋは、陰圧システム３２０１の実施形態を例示している。ここで、システム
３２０１は、接着剤層３２０５がその下側に配設されているポート３２０３を備える。こ
の接着剤層３２０５は、ポート３２０３を固定するために創傷の上に配置されているドレ
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ープ３２０２上の開口３２０７の上に配置することができる。あるいは、ポート３２０３
を、適宜さらなる接着剤層を備える小さなドレープに接着または溶着することができる。
いくつかの実施形態では、このポート３２０３は、比較的小さい、例えば差し渡し１７ｍ
ｍであってよいが、他のサイズも適している場合がある。ポート３２０３は、好ましくは
縦軸上に配置された貫通開口部３２０９を備えることができ、この開口部３２０９は、取
り外し可能な被覆体３２１０を備えることもでき、これは次いで制御されたエアーリーク
３２１２としても機能することができる。好ましくは、エアーリーク３２１２は、汚染物
質が創傷に入るのを防ぐためのフィルター３２１３を備える。開口部３２０９は、好まし
くは垂直構成をとるときに、下にあるドレープを穿孔するように設計されている切削工具
３２１５を収容するように設計されうる。ポート３２０３は、チューブ３２０４を接続す
ることができる接続ポート３２１７を備えることもできる。いくつかの実施形態では、チ
ューブ３２０４を接続ポート３２１７に予め組み付けておく。
【０１１１】
　使用時に、ポート３２０３を創傷の上に配置されているドレープの上に接着させた後、
取り外し可能な被覆体を取り外し、切削工具３２１５を開口部３２０９内に押し通してド
レープを穿孔する。被覆体３２１０を元に戻し、チューブ３２０４を（必要ならば）ポー
ト３２０３に接続し、次いでその下流端で陰圧源に接続する。
【０１１２】
　図３３Ａ～Ｈは、テンプレート３３０５を備える陰圧治療システム３３０１の実施形態
を例示している。このテンプレート３３０５は、好ましくは、その底部に面する側に両面
接着剤層３３０６を備え、また１つまたは複数の切断ガイド３３０７を備える。これらの
ガイド３３０７は、例えば、例示されているような十字形であるか、または他の形態をと
りうる。システム３３０１は、好ましくはテンプレート３３０５に類似するサイズおよび
形状を有し、それ自体にチューブ３３０４を予め取り付けておくことができるポート３３
０９も備える。明らかに、いくつかの実施形態は、その代わりに、脱着可能なチューブ３
３０４を備えることができる。限定しない一実施形態では、ポート３３０９は差し渡し約
２５ｍｍのサイズである。
【０１１３】
　使用時に、テンプレート３３０５はドレープの切断サイズをガイドし、制御するために
使用される。これは、好ましくは両面接着剤層３３０６の底部に面する側をドレープ３３
１１に接着することによって、ドレープ３３１１の上に配置される（オプションの剥離層
３３１２も存在しうる）。その後、切断ガイド３３０７でドレープ３３１１を切開し、流
体的接続に十分な開口を形成する。その後、テンプレート３３０５を両面接着剤層３３０
６から（適宜タブ３３１３の助けを借りて）はがして、ポート３３０９をその後取り付け
ることになる接着剤の上部に面する層を露出させる。適宜、両面接着剤層３３０６に色素
を付けて、使用者が接着剤層３３０６上のポート３３０９の位置合わせを容易に行えるよ
うにすることができる。あるいは、ポート３３０９を、適宜さらなる接着剤層を備える小
さなドレープに接着または溶着することができ、次いでこれを接着剤３３０６の下に形成
されている開口の上に配置することができる。次いで、創傷の治療は、前述の他の実施形
態と似た形で進行する。このカッティングテンプレート３３０３の利点は、より小さなポ
ート３３０９を使用することができるようにドレープ開口サイズを制御することができる
点であり、これはより小さな創傷を治療する際に有利である。
【０１１４】
　図３４Ａ～Ｈは、その下側に配設されている突き出た流路３４０５を備えるポート３４
０３を具備する陰圧治療システム３４０１の実施形態を例示している。流路３４０５、お
よび適宜、ポート３４０３の一部または残り部分を、シリコーン、ポリウレタン、ポリエ
チレン、ポリ塩化ビニル、および他のプラスチックなどのゲル、発泡体、およびこれらの
組み合わせを含む軟質の曲げやすい材料で製作することができる。突き出ている流路３４
０５は、ドレープ３４１３内に作られた開口の上にポート３４０３を適切に位置決めする
際に役立つことがあり、製作するのに使用される好ましくは軟質の形状適合性を有する材
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料は、創傷を圧迫するポートおよび／または流路によって引き起こされる圧力によるダメ
ージを最小にする。いくつかの実施形態では、ポート３４０３は、差し渡し約１７ｍｍで
あるが、より大きな、または小さなサイズも使用できる。オプションの剥離層３４０９を
持つ接着剤層３４０７は、好ましくは、ドレープに取り付けるためにポートの下側に備え
られ、ポート３４０３も、チューブ３４０４を接続できるように開口部３４１１を備える
べきである。代替的実施形態では、ポート３４０３を、適宜さらなる接着剤層を備える小
さなドレープに接着または溶着することができる。
【０１１５】
　図３５Ａ～Ｈでは、陰圧システム３５０１の実施形態は、ドレープストリップ３５０５
に取り付けられたポート３５０３を備える。ポート３５０３は、好ましくは、軟質の形状
適合性を有する材料から作られ、取り付けポート３５０７を備え、これにチューブ３５０
４を接続する。ドレープストリップ３５０５の下側は、適宜剥離層３５１０によって覆わ
れる、接着剤層３５０９を有する。使用時に、ドレープストリップ３５０５を、追加のド
レープを使用せずに、ただし、創傷に創傷パッキング材料を好ましくは充填して、準備さ
れた創傷の上に直接接着する。創傷パッキング材料を使用しない場合、接着剤３５０９は
、好ましくは、創傷組織には最小限度の接着力を有するが、創傷の周りの皮膚には十分な
接着力を有するように選択され、例えば、水溶性のアクリル接着剤を選択し、流体密封シ
ールを形成することができる。最初のドレープストリップ３５０５を創傷の上に配置した
後、追加のドレープストリップ３５０６（典型的にはポートを備えない）を重なり合うよ
うに創傷の上に配置し、創傷全体にわたって流体密封シールを形成する。必要ならば、ド
レープストリップ３５０５および３５０６をぴったり合うようにトリミングする。その後
、チューブ３５０４を陰圧源に接続し、前述のように治療し、創傷浸出液位をドレープス
トリップ３５０５の下側に位置し、ポート３５０３と連通する開口３５０８を通して運ぶ
。いくつかの実施形態では、ドレープストリップ３５０５および／または追加のドレープ
ストリップ３５０６は差し渡し約２０ｍｍのサイズであるが、他のサイズを使用してもよ
い。
【０１１６】
　図３６Ａ～Ｉは、陰圧治療３６０１の実施形態を例示している。ここで、ドレープ３６
０３は、好ましくはドレープ上の中心に位置しドレープ３６０３を貫通する排液孔３６０
７に至る１つまたは複数の予め作られている排液流路３６０５を備える。ドレープ３６０
３は、その下側に、適宜剥離層３６１０によって保護される、接着剤層を備える。限定し
ない一実施形態では、ドレープは片側約１００ｍｍのサイズである。排液流路３６０５は
、ドレープ３６０３の縁から排液孔３６０７に至り、チューブ３６０４を摺動してそれら
の中に入れ、排液孔３６０７との流体的接続を形成できるような寸法を有する。好ましく
は、いくつかの排液流路３６０５が用意され、それらの流路３６０５はドレープ３６０３
上で異なる方向に面しており、チューブ３６０４を異なる方向から接続することができる
。例えば、４つの排液流路３６０５を例示されているように互いに直角になるように設け
ることができる。もちろん、より多くの排液流路３６０５を備える「星形」構成など他の
配置構成も可能である。好ましくは、排液流路は、チューブ３６０４がそれらの中に挿入
されるまで封止状態を保つように製作される。
【０１１７】
　図３７Ａ～Ｂでは、陰圧治療システム３７０１の実施形態が示されており、システム３
７０１はドレープ３７０３とチューブ３７０４に接続されたポート３７０５とを備える。
ここで、ドレープ３７０３は、好ましくは、小型の自己封止開口部３７０７を備える材料
から作られる。これらの開口部３７０７は、ドレープ３７０３内に成形または切断で形成
することができ、通常は流体密封状態である。ドレープ３７０３の下側は、ポート３７０
５の下側とともに、オプションの剥離層３７０９によって覆われている接着剤層を備える
ことができる。代替的実施形態では、ポート３７０５を、適宜さらなる接着剤層を備える
小さなドレープに接着または溶着することができる。陰圧の印加の下で、例えば、ポート
３７０５を通じて、これらの開口部３７０７は開き、陰圧をポートからドレープの下の創
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傷空間に伝えることができる。他の実施形態では、開口部３７０７は、一方向弁として機
能しうる。このドレープ３７０３は、ポート３７０５をドレープ３７０３上の適切な場所
に位置決めできるようにしながら、ドレープ３７０３に別の開口を切り開く必要がないな
ど、いくつかの利点を有する。いくつかの実施形態では、ポート３７０５は差し渡し約２
５ｍｍのサイズである。
【０１１８】
　図３８Ａ～Ｉは、リング３８０３とポート３８０５との間にバイオネット接続を備える
陰圧治療システム３８０１の実施形態を例示している。ポート３８０５は、いくつかの実
施形態では、直径が約３５ｍｍであるものとしてよい、リング３８０３上に配置されてい
る対応する陥凹部３８０８内に嵌合する１つまたは複数のタブ３８０７を有する。リング
３８０３は、陥凹部３８０８に隣接し、タブ３８０７を受け入れ、それにより流体密封接
続を形成するように構成されている溝（図示せず）も備える。リング３８０３は、好まし
くは、ドレープに固定するために使用されうる、その下側に配設されている（適宜剥離層
３８１１によって保護される）接着剤層を備える。代替的実施形態では、リング３８０３
を、適宜さらなる接着剤層を備える小さなドレープに接着または溶着することができる。
ポート３８０５は、チューブ３８０４に接続するように構成されているコネクタ３８０９
を有する。使用時に、リング３８０３は、創傷の上に配置されるドレープ３８１３上に形
成された切開部３８１２の上に配置され、好ましくは接着される。その後、ポート３８０
５は、タブ３８０７が陥凹部３８０８内に嵌合できるようにリング３８０３の上に位置決
めされる。そのようにいったん位置決めされると、ポートを、例えば３０から９０度の角
度だけ回転させ、タブ３８０７が摺動して陥凹部３８０８に隣接する溝内に入り、流体シ
ールを形成するようにする。したがって、使用者は、チューブコネクタ３８０９がリング
３８０３の向きに関係なく指す向きを選択することができる。
【０１１９】
　次に図３９Ａ～Ｂを参照すると、陰圧治療システム３９０１の一実施形態は、ドレープ
３９０７に取り付けられている一方向弁３９０５（例えば、リードもしくはフラップ弁で
あってよい）に取り付けるように構成されたロープロファイルのポート３９０３を使用す
ることがわかる。いくつかの実施形態では、創傷の上に配置する前に、一方向弁３９０５
をドレープ３９０７に予め取り付けておいてもよい。他の実施形態では、弁３９０５は、
ドレープが創傷の上に配置され、切開部または開口がその上に形成された後にドレープ３
９０７上に取り付けられるか、さもなければドレープに予め取り付けた、または溶着した
状態で備えられているポートに組み込まれる。ポート３９０３は、好ましくは、本明細書
の他の実施形態で例示されているのと似た設計のものである、１つまたは複数のエアーリ
ーク３９０９を備える。チューブ３９０４をポート３９０３に取り付けることができる。
【０１２０】
　図４０は、図２４Ａ～Ｂに例示されている実施形態と動作がいくぶん似ている陰圧治療
システム４００１の一実施形態を例示している。ここで、ロープロファイルの流体コネク
タ４００３を摺動させて、創傷の上に置かれているドレープ４００５の下に入れることが
できる。コネクタ４００３は、その遠位端のところに吸引ヘッド４００７を備え、チュー
ブ４００４に接続するように構成されているアダプタ４００９をその近位端のところに有
する。ドレープの境界のところでは、エアーリークフィルター４０１１をコネクタ４００
３の隣に配置し、制御された空気流が創傷空間内に流れ込むようにすることができる。フ
ィルター４０１１は、コネクタ４００３の内側流路内に空気流を流し込めるようにコネク
タ４００３に取り付けることができるか、さもなければコネクタ４００３に通すことなく
空気を創傷空間内に入れられるように構成されうる。代替的実施形態では、流体コネクタ
４００３を、使用前に、ドレープ４００５に接着するか、または溶着することができる。
【０１２１】
　図４１Ａは、ドレープ４１０５の下に配置されている吸引アダプタ４１０３を備える陰
圧治療システム４１０１の一実施形態を例示している。吸引アダプタ４１０３は、アダプ
タ４１０３の全高を低くしながら陰圧を分配する際に役立ちうる吸引マニホールドを形成
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するために複数のチューブ４１０６を備え、これはロープロファイルの形状適合性を有す
る吸引アダプタの有用な態様である。アダプタ４１０３の近位端のところで、収束点４１
０７がチューブ４１０６のすべてに接続し、また陰圧源に接続された単一のチューブ４１
０４に接続する。いくつかの実施形態では、エアーリーク４１０９をアダプタ４１０３上
に、例えば、収束点４１０７の上に備えることができる。好ましくは、シール４１１１を
、チューブ４１０６がドレープ４１０５と接触する接合部のところに備えることができる
。そのようなシール４１１１は、チューブ４１０６上に、固定もしくは摺動可能な構成の
いずれかで一体化されるか、さもなければ別々に配置されうる。シール４１１１に使用さ
れる材料は、独立気泡発泡体ウェッジとすることができるが、流体密封シールを形成する
ことができる材料を使用することができる。図４１Ｂは、直線Ａ－Ａに沿って切り取った
断面を例示しており、いくつかの実施形態において、チューブ４１０６がどれほど非常に
低い高さでありうるかを示しており、これは例えば患者の不快感を最小限に抑えるうえで
有利であると思われる。いくつかの実施形態では、シール４１１１およびチューブ４１０
６をドレープ４１０５に取り付けるか、または溶着して単一のユニットを形成する。
【０１２２】
　図４２Ａ～Ｂでは、陰圧治療システム４２０１の一実施形態は、その中に開口４２０５
が一体化されているドレープ４２０３を備える。開口４２０５は、接着剤層で被覆された
領域４２０６を有し、適宜剥離層４２０７で保護されうる。開口４２０５は、病原体およ
び汚染物質が入り込むのを防ぐためにフィルターを好ましくは備える、制御されたエアー
リーク４２０９も備えることができる。ポート４２１１は、システム４２０１の一部であ
り、チューブ４２０４に接続するためのコネクタ４２１２を備えることができる。ポート
４２１１の下側に、適宜剥離層４２１３によって保護される接着剤層も存在しうる。使用
時に、ドレープ４２０３は創傷の上に配置され、開口４２０５は好ましくは中心位置に配
置されている。その後、剥離層４２０７を取り除いて、接着剤層を露出させる。次に、ポ
ート４２１１を、適宜剥離層４２１３を取り除いた後に、領域４２０６に接着し、ポート
４２１１と開口４２０５との間に流体的接続を形成する。
【０１２３】
　図４３Ａ～Ｂは、図１３Ａ～Ｂで説明されている実施形態といくつかの類似点を共有す
る穿孔点を持つ一実施形態を例示している。ここで、陰圧治療システム４３０１の一実施
形態は、１つまたは複数の穿孔先端部４３０５を備えるポート４３０３を備える。好まし
くは、この穿孔先端部４３０５は、開口４３０７の上のポート４３０３の上内面上に配置
される。使用時に、チューブ４３０４を通じて真空をポート４３０３に印加すると、創傷
の上に配置されているドレープ４３０８の一部４３０９が開口４３０７内に引き込まれる
。次いで、穿孔先端部４３０５でドレープ部分４３０９を穿孔し、創傷空間と陰圧源との
間に流体的接続を形成して創傷浸出液が創傷から除去されるようにする。ポート４３０３
の他の態様は、本明細書の別のところで説明されている実施形態に類似しており、ポート
は、制御されたエアーリーク４３１１およびポート４３０３の下側に配設されている接着
剤層４３１２を備えることができる。
【０１２４】
　図４４Ａ～Ｂは、一体化した吸引ポート４４０５を有するドレープ４４０３を備える陰
圧治療システム４４０１の一実施形態を例示している。ここで、吸引ポート４４０５は、
好ましくは、いくつかの実施形態では、ドレープ４４０３で使用されている材料と同じで
あってもよい軟質の形状適合性を有する材料で作られる。創傷の周りの皮膚に接着できる
ようにドレープ４４０３の下側に接着剤層が配設されるのが好ましい。ポート４４０５を
別々に製作して、ドレープ４４０３に接着または溶着することができるか、または他の実
施形態では、ポート４４０５は、単一のユニットを形成するためにドレープ４４０３上に
一体化される流路を備えることができる。ポート４４０５の近位端のところで、コネクタ
４４０６は、好ましくは、チューブ４４０４をシステム４４０１に接続できるように備え
られている。ドレープ４４０３は、空気流路４４０７も備えることができ、これにより空
気を好ましくは流量を制御しつつ被覆材に入れることができる。この空気流路４４０７は
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、汚染物質が創傷に入るのを防ぐためのフィルターも備えることができる。
【０１２５】
　図４５Ａ～Ｃでは、陰圧治療システム４５０１の一実施形態は、その中にポート４５０
５が一体化されているドレープ４５０３を備える。ドレープ４５０３は、交差結合された
空気流路４５０７も備えることができ、そのような流路４５０７は、ドレープ４５０３の
下の創傷空間と（例えばスルーホール４５０８を通じて）連通し、これにより、流量を制
御しつつ空気を創傷に送ることができる。ドレープ４５０３の縁は、交差結合された空気
流路４５０７のための開口部を構成し、空気流路４５０７の機能を著しく妨げることなく
ドレープ４５０３をサイズを合わせて切断することができる。しかしながら、いくつかの
実施形態では、汚染物質が創傷空間内に入り込むのを防ぐために空気流路４５０７と併せ
てフィルターまたは濾過要素を使用すると有益である場合がある。好ましくは、接着剤層
は、ドレープ４５０３の下に配設される。一実施形態では、ポート４５０５は、ドレープ
４５０３上のほぼ中心にあるドーム型部分４５０９を備える。このドーム型部分４５０９
は、細長い部分４５１２と一緒に創傷浸出液を排出するための流路を形成し、これはチュ
ーブ４５０４に接続する流体アダプタ部分４５１３に連通する。本明細書で説明されてい
る他の実施形態と同様に、ポート４５０５は、好ましくは、軟質の形状適合性を有する材
料で製作され（陰圧の下で流体を引き出すのに十分な開放性を維持できるようにしながら
）、単一のユニットとしてドレープ４５０３に一体化されるか（例えば、成形で）、また
は後で取り付けるか、または一緒に結合される複数の個片から製作されうる。
【０１２６】
　図４６Ａ～Ｂは、不浸透性の被覆体４６０５内に一体化された１つまたは複数の吸引流
路４６０３を備える陰圧創傷治療システム４６０１の一実施形態を例示している。１つま
たは複数の吸引流路４６０３は、被覆体４６０５内に入り、好ましくはフィルターを備え
る、中心エアーリーク４６０９の周りに導管網を形成することができる。もちろん、流路
４６０３のファンまたはネット形状のシステムなどの、代替的構成も可能であり、エアー
リーク４６０９は、いくつかの実施形態では、省かれるか、または異なる場所に配置され
うる。流路４６０３は、中心の捕集器４６０７上に収束し、これは陰圧源に接続されうる
チューブ４６０４に接続する。被覆体４６０５は、好ましくは、流体不浸透性の材料から
作られ、好ましくは、流路４６０３をその中に一体化することができるように十分な厚さ
を持つ。好ましくは、接着剤層は、その下側に配設される。被覆材４６０５に適した材料
の例として、独立気泡発泡体が挙げられる。いくつかの実施形態では、被覆体４６０５の
中に空間を作り、そこに流体４６０３を接続するようにできる。他の実施形態では、流路
４６０３は被覆体４６０５内に続き、被覆体４６０５は、例えば、流路４６０３の周りに
成形される。使用時に、システム４６０１の被覆体４６０５を、必要な場合にサイズに合
わせてトリミングし（流路４６０３を切り開くのを回避しながら）、創傷部位の上に配置
し、適宜、創傷パッキング材料を充填し、創傷部位の周りの皮膚に接着させることができ
る。その後、吸引源で創傷を吸引し、流路４６０３を通じて浸出液を取り除くことができ
る。
【０１２７】
　次に、図４７Ａ～Ｂを参照すると、陰圧治療システム４７０１の一実施形態は、膜４７
０７で覆われたロープロファイルの吸引ユニット４７０３を備えることがわかる。いくつ
かの実施形態では、吸引ユニット４７０３を連続気泡発泡体から製作することができる。
吸引ユニット４７０３にはチューブ４７０４が埋め込まれる。このチューブ４７０４を開
窓または穿孔することで、詰まりを防ぎ、より大きな領域に吸引をかける作業をしやすく
することができる。チューブ４７０４は不浸透性部分４７０５を通過する。この不浸透性
部分４７０５は、例えば、独立気泡フォームから作ることができ、吸引ユニット４７０３
に取り付けられる。いくつかの実施形態では、不浸透性部分４７０５をチューブ４７０４
の周りに成形することができる。チューブ４７０４は、陰圧源に直接接続することができ
るけれども、いくつかの実施形態では、チューブ４７０４の近くに置いたコネクタを備え
、別のチューブを接続して陰圧源と連通できるようにすると都合がよい場合がある。膜４
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７０７は、複数の部分に分けて製作されうるか、または１つの大きなシートであってもよ
い。好ましくは、これは、その下側に、吸引ユニット４７０３および／または不浸透性の
部分４７０５に固定されていない接着剤の部分を覆う剥離層４７０９によって適宜保護さ
れている接着剤層を備える。使用時に、システム４７０１は、パッキング材料で適宜充填
された、創傷の上に位置決めされうる。次いで、剥離層４７０９を取り除いて、膜４７０
７を創傷の周りの皮膚に接着させることができる。次いで、チューブ４７０４を通じて創
傷に陰圧を印加する。
【０１２８】
　図４８Ａ～Ｅは、創傷空間内に詰めることができる柔軟な吸引アダプタシート４８０３
を備える陰圧治療システム４８０１の一実施形態を例示している。シート４８０３は、好
ましくは、より大きな平面部分４８０５をその遠位端のところに備え、これはその近位端
のところでテール部分４８０６に接続される。テール部分４８０６の近位端のところで、
コネクタ４８０７は、チューブ４８０４をそれに接続できるように備えられている。平面
部分４８０５は、底部層４８１０と上部層４８１１の２つの層からなるものとしてよい。
底部層４８１０は、創傷浸出液を集めて陰圧を創傷に分配するために創傷の方に面する１
つまたは複数の穿孔４８１２を備える。上部層４８１１は、穿孔４８１２と連通している
流路４８１３のネットワークを含み、陰圧源に流体的に連結し、これにより、創傷浸出液
を流路に通して陰圧源に導く。いくつかの実施形態では、流路４８１３は、相互接続され
たネットワーク（グリッド構成など）を形成するが、これは、部分４８０５が創傷内に入
ったときに折り重ねが生じうるとしても、詰まりを防ぎ、陰圧を底部層４８１０全体に分
配することができるという点で有利な場合がある。いくつかの実施形態では、テール部分
４８０６は、創傷に面する側に接着剤層を備えることができ、これは下にある皮膚ととも
にシールを形成する際に役立ちうる。シート４８０３を柔軟なドレープ４８１５で覆い、
追加の実質的に気密のシールを創傷の上に形成することもできる。
【０１２９】
　使用時に、創傷を洗浄し、創傷パッキング材料として機能するように平面部分４８０５
を創傷内に挿入する。好ましくは、底部層４８１０を、創傷内に面と向かうように配置す
る。その後、テール部分４８０６を創傷の周りの皮膚に接着することができる。次いで、
ドレープ４８１５を創傷全体にわたるように配置し、封止し、その後、チューブ４８０４
を陰圧源に接続する。
【０１３０】
　図４９Ａ～Ｂでは、陰圧治療システム４９０１は、ポート４９０５およびドレープ４９
０７とともに使用される創傷パッキングパウチ４９０３を備えることができる。パウチ４
９０３は、形状適合性を有する充填材４９０９、例えば、粒状ビーズを充填することがで
きる柔軟なパウチであり、創傷空間内に充填材として入れることができる。パウチ４９０
３は、充填材４９０９を含む半透性の、または穿孔された膜４９１０も備える。使用時に
、異なるサイズのパウチ４９０３を用意するか、または複数のパウチ４９０３を使用して
創傷空間を必要に応じて充填することができる。ポート４９０５は、本明細書で説明され
ている他のポートに類似しており、創傷浸出液を排出し、陰圧をパウチ４９０３に伝える
ためにパウチ４９０３と接触するように設計された遠位ヘッド部分４９１３を備える。代
替的実施形態では、このポート４９０５を、適宜さらなる接着剤層を備える小さなドレー
プに接着または溶着することができる。ポート４９０５の近位端には、チューブ４９０４
に接続するように構成されているコネクタ４９１５がある。いくつかの実施形態では、コ
ネクタ４９１５は、ドレープ４９０７を穿孔するように構成された穿孔または鑿先端部を
備えることができ、これは、チューブ４９０４への接続を容易にするうえで有利な場合が
ある。ドレープ４９０７は、その創傷に面する側に接着剤層を備えることができ、創傷空
間の上に、またパウチ４９０３の上に本質的に流体密封のシールを形成する。いくつかの
実施形態では、ドレープ４９０７は、制御した量の空気を創傷内に送ることができるよう
に設計された、フィルターで適宜保護される、制御されたエアーリーク４９１７を備える
ことができる。
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【０１３１】
　図５０Ａ～Ｃは、封止ポート５００３を備える陰圧治療システム５００１の実施形態を
例示している。ここで、ポート５００３は、遠位ヘッド部分５００５および近位テール部
分５００６を備える。ポート５００６は、チューブ５００４に接続するように構成されて
いるコネクタ５００７を備える。ヘッド部分５００５は、外側真空リング５００９を備え
、このリング５００９は、いくつかの実施形態では、創傷の周りの皮膚に当ててポート５
００３を封止するために使用され、リング５００９が囲むことができるより小さなサイズ
の創傷に有用であると思われる。他の実施形態では、より大きな創傷のために、本明細書
で説明されている他の実施形態と類似の方法でドレープを使用することができる。使用時
に、スロット５０１１、またはリング５００９の下側の一連の開口により、リング５００
９に伝えられる陰圧でリング５００９－したがってポート５００３全体－を患者の皮膚に
当てて封止することができる。ヘッド部分５００５は、創傷に真空源からの真空の一部を
印加し、創傷浸出液を排出する中心領域５０１１も備える（真空の残りは、リング５００
９によって創傷の周りの皮膚に印加される）。ここで、領域５０１１は、例えば中心に配
置され、オプションのエアーフィルター５０１４を有する、エアーリーク５０１３も備え
ることができる。いくつかの実施形態では、個別の流路５０１５が存在し、創傷およびポ
ート５００３内に引き込まれた空気を流路で下方に導き創傷空間内に入れることができる
。好ましくは、このような流路５０１５は、創傷内に配置される創傷パッキング材料と接
触するように構成される。
【０１３２】
　図５１Ａ～Ｂは、創傷の上に配置されるように構成されたロープロファイルの吸引アダ
プタ５１０３を備える陰圧創傷治療システム５１０１の一実施形態を例示している。吸引
アダプタ５１０３は、好ましくは、真空部分５１０５および制御されたエアーリーク部分
５１０６を備え、これらの部分５１０５、５１０６は両方とも、好ましくは、空気および
流体流を中に通して伝達できる柔軟な軟質材料で製作される。このような材料の例として
、連続気泡発泡体が挙げられる。部分５１０５、５１０６を含む、吸引アダプタ５１０３
全体が、その上側部分において液体不浸透性膜５１０８で覆われるのが好ましい。真空部
分は、その近位端のところで、チューブ５１０４に接続するためのコネクタ５１０７を備
える。制御されたエアーリーク部分５１０６は、好ましくは、空気をアダプタ５１０３内
に流し込めるように膜５１０８によって覆われていない開放端５１０９を備える。好まし
くは、フィルターをこの端部５１０９の上に配設して、汚染物質が創傷空間内に入り込む
のを防ぐ。この実施形態では、テープ片５１１１を使用して、患者の皮膚に膜５１０８の
縁を当てて封止する。他の実施形態では、膜５１０８の下側の一部または全部を、接着剤
層で覆うことができる。好ましくは、システム５１０１は、発泡体またはガーゼなどの創
傷パッキング材料で充填されている創傷上で使用される。
【０１３３】
　図５２Ａ～Ｂでは、陰圧治療システム５２０１は、吸引アダプタシート５２０５および
ドレープ５２０７と組み合わせたブラダー５２０３を備える。ブラダー５２０３は、空気
または水などの流体で満たされ、例えばストラップ５２０９によって創傷に固定されうる
が、陽圧を創傷に印加するのに十分な他の手段を使用できる。ブラダー５２０３の下に、
ドレープ５２０７があり、これは、好ましくは、液体不浸透性で、その創傷に面する側で
接着剤層により被覆される。吸引アダプタシート５２０５は、ドレープの下にあり、図４
８Ａで説明されている実施形態に類似する種類のものであってよい。好ましくは、このシ
ート５２０５は、陰圧を創傷領域全体にわたって分配しながら陰圧源の方へ創傷浸出液を
流路で導くように構成された１つまたは複数の導管を備える。シート５２０５の近位部分
５２０６は、チューブ５２０４に接続するためのコネクタ５２１０を備えることができる
。適宜、吸引アダプタシート５２０５の下の空間を連続気泡発泡体などの創傷パッキング
材料で充填する。このような創傷治療システム５２０１は、創傷床に陽圧をさらに加える
ことを必要とする創傷での使用に有益である場合がある。それに加えて、実施形態をスト
ラップ５２０９とともに使用することは、特に患者の脚および腕で使用する場合に有益で
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ある。
【０１３４】
　図５３Ａ～Ｄは、図５２Ａで説明されているブラダーシステムの変更形態を示している
。ここでは、陰圧創傷治療システム５３０１は、ドレープ５３０５の下に配置されている
ブラダー５３０３を備える。ブラダー５３０３は、食塩溶液などの流体で満たすことがで
きるが、空気などの他の流体も使用できる。いくつかの実施形態では、創傷接触材料５３
０７の層を創傷と接触させることができる。この創傷接触材料５３０７は、発泡体、ガー
ゼ、または他の好適な材料とすることができる。好ましくは、この材料５３０７は薄い層
を形成し、押されると創傷に接触する。その後、ブラダー５３０３を創傷内に入れて、創
傷空間の残り部分を満たす。次いで、ドレープ５３０５をブラダー５３０３および創傷接
触材料５３０７の上に配置し、創傷の周りの皮膚に封止する。次いで、開口５３０９を創
傷の一部の上のドレープ５３０５内に形成することができ（ただし、ドレープはすでに中
に形成されている開口を備えていてもよい）、ここで、創傷接触材料５３０７はドレープ
５３０５と接触し、吸引アダプタ５３１１は開口５３０９の上に配置される。あるいは、
吸引アダプタ５３１１を、適宜さらなる接着剤層を備えるドレープ５３０５またはより小
さなドレープに接着または溶着することができる。アダプタ５３１１を、その近位端に接
続されているチューブ５３０４を介して陰圧源に接続することができる。いくつかの実施
形態では、ドレープ５３０５は、制御されたエアーリーク５３１３を備えることもでき、
これは場合によっては汚染物質が創傷内に入り込むのを防ぐ濾過要素で覆われる。
【０１３５】
　図５４Ａでは、個別の部分に分けられて用意される創傷パッキング材料５４０３を使用
する陰圧創傷治療システム５４０１の一実施形態が例示されている。創傷パッキング材料
５４０３は、例えば図５４Ｂに例示されているように、ロール５４０５の形態で供給され
、必要に応じて創傷空間を満たすように分注されるものとしてよく、個別の部分を脱着す
るか、または長い部分を創傷内に詰め込むことができる。創傷パッキング材料５４０３は
、連続気泡発泡体などの多孔質材料、または陰圧を創傷部位に伝えることができる他の材
料からなるものとしてよい。創傷パッキング材料５４０３の形態は、材料を成形または熱
形成することによって実現されうる。あるいは、ネットまたはフィルムを使用して個別の
部分をつなぐことで加工することができる。さらなる実施形態では、創傷パッキング材料
５４０３は、固体ポリマーから成形することができ、表面に流路を形成して、創傷組織か
ら流体を取り除けるようにできる。創傷が創傷パッキング材料５４０３で充填された後、
ドレープ５４０７（適宜明細書ですでに説明されているのと似た一体化されたエアーリー
ク５４０８を備える）を創傷の上に配置し、創傷の周りの皮膚に封止する。次いで、ポー
ト５４０９をドレープの上に配置できる十分な開口をドレープ５４０７内に形成し、創傷
浸出液がポート５４０９に接続されているチューブ５４０４を通じて創傷部位から取り除
けるようにする。あるいは、ポート５４０９を、適宜さらなる接着剤層さもなければドレ
ープ５４０７を備える小さなドレープに接着または溶着することができる。
３０１２１２９９３　福澤　昌和（その２）
【０１３６】
　図５５Ａ～Ｊは、図１５Ａに例示されている実施形態に類似する陰圧創傷治療システム
５５０１の実施形態を例示している。ここで、システム５５０１は、近位端５５０３およ
び遠位端５５０５を有するブリッジ５５０２ならびに柔軟な吸引アダプタを形成するブリ
ッジ５５０２の遠位端５５０５のところにアプリケータ５５２０を備えることができる。
好ましくは、システム５５０１は、システム１５０１と同様に製作され、すでに説明され
ているように類似の二重層配置構成で製作されたブリッジ５５０２を備えることができる
。コネクタ５５０４は、好ましくは、ブリッジ５５０２の近位端５５０３のところに配設
され、図５５Ｄに示されているように流路５５１２および／または５５１６のうちの少な
くとも１つに接続する。キャップ５５３６は、システム５５０１を備えることができる（
また、場合によっては、例示されているように、コネクタ５５０４に取り付けることがで
きる）。キャップ５５３６は、近位端５５０３から流体が漏出するのを防ぐために使用す
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ることができる。システム５５０１は、陰圧を供給することができるポンプまたは陰圧ユ
ニット５５３４などの陰圧源を備えることができる。ポンプは、好ましくは、創傷から取
り除くことができる創傷浸出液および他の流体を貯蔵するためのキャニスタまたは他の容
器も備える。いくつかの実施形態では、このポンプ５５３４は、Ｓｍｉｔｈ　＆　Ｎｅｐ
ｈｅｗ社が販売しているＲＥＮＡＳＹＳ　ＧＯポンプであってよい。ポンプ５５３４は、
チューブ５５４０を介してコネクタ５５０４に接続することができる。使用時に、アプリ
ケータ５５２０は、場合によっては発泡体もしくはガーゼなどの創傷パッキング材料で充
填されうる、適切に準備された創傷５５３０の上に配置されるドレープ５５３１内に形成
された開口５５３５の上に配置される。その後、ポンプ５５３４をチューブ５５４０を介
してコネクタ５５０４に接続して、ポンプを作動させ、それによって陰圧を創傷に供給す
る。陰圧の印加は、創傷５５３０の所望の治癒レベルに達するまで続けられうる。
【０１３７】
　ここで、特に図５５Ｃ～Ｄを参照すると、システム５５０１は、近位端５５０３および
遠位端５５０５を有するブリッジ５５０２ならびにブリッジ５５０２の遠位端５５０５の
ところにアプリケータ５５２０を備えることができることがわかる。いくつかの実施形態
では、ブリッジ５５０２は、上層５５１０と中間層５５１４との間に位置する上側流路層
５５１２を備えることができ、下側流路層５５１６は中間層５５１４と底部層５５１８と
の間に位置する。好ましくは、層５５１０、５５１４、および５５１８は、近位端と遠位
端との間に延在する細長い部分を有し、流体不浸透性の材料、例えばポリウレタンなどの
ポリマーで構成されうる。もちろん、層５５１０、５５１４、および５５１８はそれぞれ
、半透性材料を含む、異なる材料から作ることができることは理解されるであろう。図５
５Ｄに例示されているように、上層５５１０および下層５５１８は、その長さの大部分に
わたって湾曲しているか、丸くなっているか、または外向きに凸状であるものとしてよい
。例えば、組み立て時に、層５５１０、５５１４、および５５１８を摘んでそれらの層を
溶着または接着することができる。そうする際に、流路５５１２および５５１６の近位端
をこれらの層の間に挟装し、そうして、流路５５１２、５５１６の近位端を部分的に圧縮
し、これらの前述の近位端の上に層５５１０、５５１４、５５１８を伸ばすことができる
。もちろん、ブリッジ部分５５０２で使用される材料の近位端は、必ずしも、丸形または
湾曲した形状でなくてもよく、図５５Ｊに示されているように、実質的に四角形でまっす
ぐのままでもよい。
【０１３８】
　スペーサー６０９に関して図６で説明されている実施形態と同様に、上側流路層５５１
２および下側流路層５５１６は、好ましくは、近位端５５０３から遠位端５５０５へ延在
する細長い層であり、それぞれ、好ましくは、例えばポリエチレンまたはポリウレタンな
どの連続気泡発泡体を含む、多孔質材料を含むものとしてよい。いくつかの実施形態では
、上側流路層５５１２および下側流路層５５１６の１つまたは複数は、ファブリック、例
えば、編んだ、もしくは織ったスペーサー織物（編んだポリエステル３Ｄ織物、Ｂａｌｔ
ｅｘ　７９７０（登録商標）、またはＧｅｈｒｉｎｇ　８７９（登録商標））または不織
布で形成されうる。好適な材料としては、テリー織物またはループパイル織物が挙げられ
る。繊維は、必ずしも、織られていなくてもよく、フェルト化およびフロック化（Ｆｌｏ
ｔｅｘ（登録商標）などの材料を含む）繊維材料を含んでいてもよい。選択された材料は
、好ましくは、創傷から出る創傷浸出液を流路に導き、陰圧および／または通気を創傷部
位に伝えるのに適したものであり、以下で説明するように、流路層５５１２および５５１
６に、よじれまたは閉塞に対するある程度の抵抗力を付けることもできる。一実施形態で
は、上側流路層５５１２は、ポリウレタンなどの連続気泡発泡体を備えることができ、下
側流路層は、本明細書で説明されているような織物を備えることができる。別の実施形態
では、上側流路層は、オプションであり、システムは、その代わりに、開放上側流路を備
えることができる。図５５Ｄに例示されている実施形態では、上側流路層５５１２は、湾
曲しているか、丸くなっているか、または上向きに凸状である上面および実質的に扁平な
下面を有することができ、下側流路層５５１６は、湾曲しているか、丸くなっているか、
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または下向きに凸状である下面および実質的に扁平な上面を有する。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、この織物は、三次元（３Ｄ）構造を有していてもよく、１つ
または複数の種類の繊維が、３つの次元すべての方向に繊維が延在する１つの構造を形成
する。そのような織物は、場合によっては、灯心現象、流体の輸送、および／または陰圧
の伝達を補助することができる。システム５５０１内に入れられている間に流路５５１２
および／または５５１６が変位したり、または捻れたりする－陰圧下で各流路の性能を損
なう可能性がある－のを防ぐために、いくつかの実施形態では、流路５５１２および／ま
たは５５１６を層５５１０、５５１４、および５５１８のうちの１つまたは複数に接着ま
たは他の何らかの方法で固定するのが好ましい場合がある。いくつかの実施形態では、こ
れらの材料は、開放されたままであり、陰圧療法で使用される典型的な圧力、例えば、４
０から１５０ｍｍＨｇまでの範囲の圧力の下で陰圧を創傷領域に伝えることができるが、
より高い値およびより低い値も可能である。いくつかの実施形態では、この織物は、互い
の上に積み重ねられた、または層化された材料の複数の層を備えることができ、場合によ
っては、流路５５１６が陰圧の印加の下でつぶれるのを防ぐのに役立ちうる。他の実施形
態では、流路５５１６内で使用される織物は、１．５ｍｍから６ｍｍまでの範囲とするこ
とができ、より好ましくは、この織物は、３ｍｍから６ｍｍまでの範囲の厚さとすること
ができ、織物の１つまたは複数のいずれかの個別の層からなるものとしてよい。他の実施
形態では、流路５５１２は、１．２～３ｍｍの厚さとすることができ、好ましくは１．５
ｍｍを超える厚さとしてよい。それに加えて、またすでに説明されているように、システ
ム５５０１で使用される材料は、好ましくは、形状適合性を有し、軟質であり、創傷治療
システムが患者の皮膚を圧迫することで生じうる褥瘡および他の合併症を回避するのに役
立ちうる。以下では、３Ｄ織物のさらなる例について、図５６Ａ～Ｃで説明する。
【０１４０】
　好ましくは、層５５１０、５５１４、および５５１８の遠位端ならびに流路層５５１２
および５５１６は、その遠位端（創傷部位の上に置かれる）のところで大きくなっており
、「涙滴」または他の拡大形状を形成するものとしてよい。少なくとも層５５１２、５５
１４、５５１６、および５５１８の遠位端は、少なくとも１つの貫通開口を備えることも
できる。この開口は、各層を適切に揃えるために使用できるので、創傷浸出液を排出し、
陰圧を創傷に印加するだけでなく、デバイスの製造時にも役に立ちうる。
【０１４１】
　図５５Ｄ～ＥおよびＪをさらに参照すると、流路コネクタ５５０６がブリッジ５５０２
の近位端５５０３に設けられており、流路コネクタ５５０６は好ましくは安全な流体的接
続を行うために下側流路層５５１６内に埋め込めるように構成されている。流路コネクタ
５５０６は、いくつかの実施形態では、流路５５１６内に形成された予め作られている空
洞内に挿入することができ、図５５Ｊに例示されているように、この空洞は切開されるか
、または相互ジョイントの形態をとることができる。いくつかの実施形態では、流路コネ
クタ５５０６は、以下において図５７Ａ～Ｂで説明されているコネクタの１つであってよ
い。流路コネクタ５５０６の一端を下側流路層５５１６内に埋め込み、流路コネクタ５５
０６の他端を、一実施形態では、コネクタチューブ５５０７と接続または連通させること
ができるが、いくつかの実施形態では、流路コネクタ５５０６をコネクタに直接接続する
か、さもなければ陰圧源に接続されているチューブ５５４０に直接接続することができる
。コネクタチューブ５５０７を使用すると、その結果得られるアセンブリでは、コネクタ
５５０４をそれに取り付けることができる。キャップ５５３６を、例えばコネクタチュー
ブ５５０７の外面上に配設されているリングで固定されるキャップの鎖５５２７を介して
吸引アダプタに固定することができる。キャップ５５３６を使用して、例えばコネクタ５
５０４のところの吸引アダプタの端部を覆い、浸出液および他の創傷流体が漏出するのを
防ぐことができる。コネクタ５５０４は、好ましくは、陰圧源に接続されたチューブ５５
４０と接続するように構成される。コネクタ５５０４は、例えば、コネクタ５５０４をチ
ューブ５５４０および／またはキャップ５５３６に固定するのを補助するためにリップも
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しくは他のそのような構造物を備えることができるが、急速着脱式継手、ルアーロック、
クリスマスツリーコネクタ、および他のそのようなコネクタを含む、他の種類のコネクタ
も可能であることは理解されるであろう。
【０１４２】
　上層５５１０は、下方に、好ましくはブリッジ５５０２の少なくとも厚さ分だけ延在す
る追加の材料を備えることができ、次いで、この材料を使用して、他の層を接着または溶
着し、流体密封シールを形成することができる。より具体的には、組み立て時に、上層５
５１０は、例えば融解、溶着によって、または接着剤を使って、下層５５１８に取り付け
られ、流体密封シール（遠位端と近位端の開口を除く）を形成することができる。好まし
くは、中間層５５１４を上部層５５１０および底部層５５１８に取り付ける。いくつかの
実施形態では、コネクタ５５０４および／または５５０６、さらにはチューブ５５０７を
層５５１０、５５１４、５５１８のうちの少なくとも１つに取り付けるか、または接着し
て流体密封接続部を形成することが好ましい場合がある。より安全な接続を構成するため
に、いくつかの実施形態は、下層５５１８上に形成される溶着部５５３２を備えることも
できる。下側流路５５１６は、それを通るように作られた孔もしくは開口を有しており、
この孔もしくは開口を使用し、流路を溶着部５５３２を介して下側層５５１８に溶着する
ことができる。したがって、孔５５３３を通して作られた溶着部５５３２を介して下側流
路５５１６を下層５５１８にこのように溶着することは、さまざまな層および流路がずれ
たり、変位したりするのを防ぐのに役立ちうる。明らかに、他の固定手段、例えば接着剤
および同様のものを使用することができること、ならびにそのような配置構成を上側流路
５５１２内でも使用できることは理解されるであろう。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、例えば、図５５Ｃ～Ｊに例示されているように、制御された
エアーリーク５５２４をブリッジ部分５５０２、例えば、その近位端に配設することがで
きる。このエアーリーク５５２４は、上層５５１０を貫通する開口部または流路を備える
ことができ、したがって、エアーリーク５５２４は、上側流路５５１２と流体的に連通す
る。システム５５０１に吸引を印加した後、空気がエアーリーク５５２４を通って入り込
み、近位端５５０３から上側流路５５１２に沿って遠位端５５０５に移動する。次いで、
空気が、層５５１２、５５１４、５５１６、および５５１８の遠位端を通る開口を通過す
ることによって下側流路５５１６内に吸引される。エアーリーク５５２４は、好ましくは
、図５Ａに例示されているフィルター５２１と機能が似ているものとしてよい、フィルタ
ー５５２５を備える。好ましくは、エアーリーク５５２４は、創傷浸出液または他の流体
がエアーリーク５５２４またはそのフィルター５５２５と接触し、場合によっては閉塞さ
せるか、または干渉する可能性を最小にするようにブリッジ部分５５０２の近位端に配置
される。いくつかの実施形態では、このフィルター５５２５は、微生物および細菌を除去
することができる微多孔膜であり、４５μｍを超える大きさの粒子を濾過することができ
るものとしてよい。好ましくは、フィルター５５２５は、１．０μｍより大きい粒子、よ
り好ましくは０．２μｍより大きい粒子を除去することができる。有利には、いくつかの
実施形態は、例えば水、シャンプーなどの一般的な家庭で使う液体、および他の界面活性
剤に対して少なくとも部分的に化学的耐性のあるフィルター５５２５を実現することがで
きる。いくつかの実施形態では、システム５５０１に真空を再度印加し、および／または
フィルター５５２５の露出されている外側部分を拭き取ることで、フィルター５５２５を
詰まらせる異物を十分に取り除ける。フィルター５５２５は、アクリル、ポリエーテルス
ルホン、またはポリテトラフルオロエチレンなどの適切な耐性を有するポリマーで形成す
ることができ、親油性および／または疎水性であるものとしてよい。いくつかの実施形態
では、フィルター５５２５は、支持バッキング層、例えば、ポリエステル不織布支持体も
備えることができる。好ましくは、エアーリーク５５２４は、追加の陰圧がシステム５５
０１に印加されても目立って増大しない比較的一定した空気流を供給する。追加の陰圧が
印加されるとエアーリーク５５２４を通る空気流が増大するシステム５５０１の実施形態
では、好ましくは、この増大した空気流は最小にされ、それに印加される陰圧に比例して
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増大することはない。
【０１４４】
　いくつかの実施形態における制御されたエアーリーク５５２４内に設けられたフィルタ
ー５５２５は、比較的歩行可能で活発な患者の場合に使用するシステム５５０１に役立ち
うる。例えば、化学的耐性のあるフィルターを使用すれば、患者は陰圧源に再接続したと
きにフィルターの機能性を損なうことなく入浴したり、またはシャワーを浴びたりするこ
とが可能である。次いで、エアーリーク５５２４を遮る閉塞物または流体は、例えば、フ
ィルター５５２５の汚れを拭き取るか、または陰圧をシステム５５０１に再度印加するこ
とで取り除くことが可能である。そのようなシステムでは、患者が陰圧源から外される必
要がある場合、例えば入浴に付随する状況において、システム５５０１およびさまざまな
創傷被覆材を、もしこれらが存在している場合、取り除き、次いで再度印加する必要はな
いという利点を有する。これは、本発明の治療システムの費用効果を改善し、使い勝手を
向上させるという大きな利点を伴う。
【０１４５】
　システム５５０１は、好ましくは、システム５５０１がよじれたり、または重さで下が
っても一貫した流体流を供給するように製作される。例えば、患者に使用したときに、ブ
リッジ部分５５０２が折り重なるか、さもなければ患者が寝返りを打ち、それにより、患
者の体重がシステム５５０１の少なくとも一部にかかる可能性がある。典型的には、従来
技術の被覆材および流体コネクタは、そのような状況では閉塞したり、または役立たなく
なったりし、場合によっては、褥瘡などの合併症の一因ともなりうる。しかし、ここでは
、いくつかの実施形態により、よじれたり、または重さで下がっても閉塞に対する抵抗力
が改善される。好ましくは、上述のように流路層５５１２および５５１６を使用すること
によって、より好ましくは、発泡体流路層５５１２および織物流路層５５１６を使用する
ことによって、システム５５０１は、陰圧源を通して陰圧が印加されている間、エアーリ
ーク５５２４を通る流量を少なくとも０．０８Ｌ／分に、好ましくは０．１２Ｌ／分に維
持することができる。さらなる実施形態でも、少なくとも１０Ｌ／日、または６．９ｍｌ
／分の下側流路５５１６を通る創傷部位からの流体浸出液の排出を処理することができる
システム５５０１を実現する。いくつかの実施形態では、ある重量、例えば直径１インチ
の棒を通じてブリッジ部分を圧し下げる１２ｋｇの重量の下で、これらの流量を維持する
システム５５０１を実現する。いくつかの実施形態では、これらの流量は、ブリッジ部分
５５０２が同じ重量で、または例えば折り畳まれた領域上に直接かかる４．７５ｋｇの重
量で、よじれている間も維持される。システム５５０１は、長時間にわたって、例えば、
４０時間にわたったとしても、折り畳まれたり、よじれたりすることに耐えられ、折り畳
まれたり、またはよじれる前のその性能と比較して性能（例えば、流量）の劣化を示さな
いことが好ましい。好ましくは、システム５５０１の実施形態は、陰圧源での陰圧レベル
に近い陰圧を創傷のところでも伝え、維持することができる。例えば、創傷のところで維
持される圧力の許容可能なレベルは、陰圧源で設定されている陰圧の±２５ｍｍＨｇ以内
とすることができ、この圧力は好ましくはシステム５５０１が創傷に陰圧を印加した時間
の９５％以内においてこのレベルに維持される。許容可能な圧力レベルは、４０～１２０
ｍｍＨｇの圧力範囲とすることができるが、２００ｍｍＨｇのレベルでも正常に使用でき
ている。
【０１４６】
　図５５Ａ～Ｄ、Ｇ～Ｊをさらに参照すると、システム５５０１は、創傷部位の上に置く
ように設計されたアプリケータ５５２０も備えている。好ましくは、アプリケータ５５２
０は、柔軟な層５５５０、例えば、ポリエチレンまたはポリウレタンの層を備え、接着剤
層をその下（創傷に面する）側に配置している。適宜、保護剥離層５５２９を接着剤層上
に置くことができ、これは使用前に取り除くことができる。いくつかの実施形態では、よ
り剛性の高い取り除くことができるバッキング層５５５２をアプリケータ５５２０の上側
に備え、層５５５０が柔軟であることによりアプリケータ５５２０の処理を円滑にするこ
とができる。アプリケータ５５２０は、好ましくは、例えば両面接着テープ５５２８の一



(50) JP 5805659 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

部分を使用する、遠位端５５０５のところのブリッジ５５０２用の取付点を備える。両面
接着テープ５５２８は、追加の保護剥離層によって保護することができ、これはブリッジ
５５０２をアプリケータ５５２０に接着する前に取り除かれる。異なる取付方法、例えば
、ヒートシール、溶着、または好適な接着剤も企図されることは理解されるであろう。い
くつかの実施形態では、ブリッジ５５０２およびアプリケータ５５２０を、個別の取り付
け手段を必要としない単一ユニットとして製造することを可能にすることもできる。アプ
リケータ５５２０は、好ましくは、このアプリケータを貫通する、創傷部位の上に置くよ
うに設計されている少なくとも１つの開口５５２６を備え、これは、創傷部位を陰圧源お
よびエアーリークに流体的に接続するために使用され、また創傷部位から創傷部位浸出液
を排出するための導管としても使用されうる。
【０１４７】
　使用時に、また図５５Ａ～Ｂを参照すると、システム５５０１は、すでに本明細書で開
示されている他の実施形態と同様に使用することができることがわかる。創傷部位５５３
０は、好ましくは好適な方法で洗浄され、また準備され、創傷パッキング材料を必要なら
ば創傷部位に、次いでドレープ５５３１を配置する。その後、ドレープを通り創傷部位に
至る開口５５３５を形成するが、いくつかの実施形態では予め作っておいた開口５５３５
を有していてもよい。その後、手術者は、アプリケータ部分５５２０を開口５５３５の上
に置くことができる。アプリケータ部分５５２０の下側にある接着剤層からバッキング層
５５２９（存在する場合）を取り除いた後、アプリケータをドレープ５５３１に封止し、
バッキング層５５５２（存在する場合）もアプリケータ部分５５２０から取り除く。次い
で、チューブ５５４０などの流体導管をコネクタ５５０４に接続することができる。チュ
ーブ５５４０は、アプリケータを創傷部位に施す前にコネクタ５５０４に接続することも
できる。流体導管は、陰圧源５５３４に接続され、好ましくはその間に創傷浸出液を収容
するのに適した容器が配置される。次いで、創傷部位が所望の治癒レベルに進行するまで
創傷部位５５３０に対して陰圧の印加を行うことができる。
【０１４８】
　システム５５０１を使用している間、創傷部位５５３０からの創傷浸出液は、下側流路
層５５１６を通る陰圧によって引き出される。エアーリーク５５２４は、空気を上側流路
層５１２に通し、層５５１２、５５１４、５５１６、および５５１８の遠位端を通じて開
口内に送ることができる。陰圧は、上側流路層を通り下側流路層５５１６に入る空気を陰
圧源またはポンプに向けて引き戻す。いくつかの実施形態では、制御されたエアーリーク
５５２４は、システム５５０１内を流れる空気を一定に保ち、次いで、これは閉塞または
漏出が存在しているかどうかを判定するために使用できる。閉塞の原因としては、例えば
、下側流路５５１６が創傷異物で塞がる状況が挙げられる。漏出の原因としては、例えば
、創傷部位の上へのドレープの封止が不適切であること、またはシステム５５０１に物理
的損傷が生じ過剰な空気がシステムに流れ込むことが挙げられる。閉塞または漏出は、い
くつかの実施形態では、ポンプが一定の陰圧を維持して動作している間にポンプの速度を
測定することによって決定されうる。ポンプ速度も、ポンプに送られる電圧または信号の
量を測定することによって間接的に測定されうる。
【０１４９】
　図５６Ａ～Ｃは、本明細書で説明されているさまざまな実施形態、例えば、図５５Ａ～
Ｊに例示されている吸引アダプタのブリッジ５５０２で使用されうる３Ｄ織物の図を示し
ている。発泡体などの他の多孔質材料を本明細書で説明されている実施形態において、例
えば、図５５Ａ～Ｃに例示されている上側流路５５１２および／または下側流路５５１６
において使用することができるけれども、３Ｄ織物の使用は、状況によっては有益な場合
がある。ある種の３Ｄ織物は、圧縮下にある間－例えば患者の体重が吸引アダプタに直接
かかる場合、または陰圧が印加される場合－でも、および／または流体吸引アダプタがよ
じれたり、または折り畳まれたときに、陰圧を流体吸引アダプタに伝え、流体吸引アダプ
タから創傷浸出液を取り出す場合に十分な機能を発揮することが判明している。許容可能
な性能を発揮することが判明しているいくつかの３Ｄ織物として、編んだポリエステル３
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Ｄ織物、Ｂａｌｔｅｘ　７９７０（登録商標）、Ｇｅｈｒｉｎｇ　８７９（登録商標）、
またはＣｏｏｌｍａｘ（登録商標）が挙げられる。もちろん、他の種類の繊維および織物
も、３Ｄ織物を作るために一部または全体として使用することができ、限定することなく
、ナイロン、ビスコース、木綿、さらには他の合成マイクロファイバーなどのポリアミド
を含む。３Ｄ織物は、少なくとも一部はＮｏｍｅｘ（登録商標）およびＫｅｖｌａｒ（登
録商標）などの繊維から作ることもできる。本明細書の別のところで開示されている他の
種類の織物および材料も使用することができる。
【０１５０】
　一実施形態では、図５６Ａ～Ｃに例示されているように、３Ｄ繊維は、底部側５６０３
、上部側５６０５、および開放中間領域５６０７を備えることができる。図５６Ａは、織
物の端から端まで縦に延在する楕円形または卵形の開口部５６１１を形成するために織る
ことができる３Ｄ織物の底部（創傷に面する）側５６０３を例示している。一実施形態で
は、楕円形または卵形の開口部５６１１は底部層の表面積の１０から４５％まで（または
約１０％から約４５％まで）、より好ましくは１０％から３０％まで（または約１０％か
ら約３０％まで）の開放領域を占めるか、またはもたらす。ここで、繊維の毛管作用によ
って創傷流体が繊維に沿って運ばれることに加えて創傷流体の大量輸送を可能にするこれ
らのより大きな開口部または微細孔も備えるように繊維が編まれている（例えば、ワープ
ニットで）。適宜３Ｄ織物の遠位端に形成される開口（図５５ＤおよびＪに例示されてい
るような）も、創傷の異物および流体の大量排出も助けることができる。
【０１５１】
　図５６Ｂは、本明細書で説明されているように使用することができる３Ｄ織物の上部側
５６０５を例示している。一実施形態における上部側５６０５は、底部側５６０３のより
大きな卵形の開口５６１１を有していないが、縦方向に、および一般的に横方向に、また
は織物の幅に対してある角度で延在する繊維によって画成される開口部５６１３を有する
ことができる。図示されているように、これらの開口部は、一般的に菱形である。一実施
形態では、これらの開口部５６１３は、底部層の面積より広い、例えば、３０％から５０
％まで（または約３０％から約５０％まで）の範囲の開放領域を占めるか、またはもたら
しうる。もちろん、ここで取りあげられている織物は、非限定的な例であり、異なる織物
構成および配向が可能であり、例えば、創傷に面するように上部側５６０５を下向きに置
き、底部側５６０３を上向きにすることができることは理解されるであろう。
【０１５２】
　図５６Ｃは、３Ｄ織物の断面を例示している（織物の縦繊維上の電球状の突出部は切断
過程のアーチファクトである）。縦に延在する繊維５６０９は、底部層５６０３および上
部層５６０５に接続しながら中間開放領域５６０７を貫通するように織ることができる。
好ましくは、開放中間層５６０７内に存在する繊維５６０９は、織物の圧縮を防ぐのに役
立つ十分な剛性を有する。この図に例示されているように、また理論に制約されることを
望むことなく、適切に機能することが判明している３Ｄ織物は、多くの場合、陰圧を印加
しながら浸出液および他の流体を効果的に創傷部位から運び出すことを可能にする中間部
分内のより大きな開放領域５６０７を備えるが、より密度高く織った外側層５６０３、５
６０５は追加の引っ張り強さおよび毛管灯心現象作用をもたらすのを補助することができ
る。例えば、中間層は、５０％より大きい（または約５０％より大きい）開放体積を含み
うる。明らかに、その結果得られる織物は、厚すぎるか、または剛性がありすぎる繊維で
作られている、ということはありえず、その結果の吸引アダプタおよびシステムは患者が
快適に使用するうえで十分に柔軟ではありえない。
【０１５３】
　吸引アダプタのさまざまな要件を考慮して使用中に３Ｄ織物の性能特性を修正すること
は多くの場合有益である。特に、織物を通る浸出液の流量は、例えば、圧縮がかかってい
るときに、織物の多孔性を考慮することによって簡素化されうる。このような状況では、
ここでもまた理論に制約されることを望まなければ、織物の多孔性、したがって流体を通
すために利用可能な空間は、一部は３Ｄ織物を作製する際に使用される繊維の編み地パタ
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ーン、その中で使用される繊維の太さ、およびそれらの各剛性および硬さによって（特に
圧縮下にあるときに）決定されうる。繊維は、表面特性（繊維は扁平であるか、または織
り目がありうる）およびその結果得られる織物で使用される繊維または長繊維の本数によ
っても修正されうる。圧縮抵抗は、織物の垂直軸で使用される繊維または単一長繊維の選
択の影響を受ける可能性があり、材料の剛性が高いほどこの軸上の圧縮抵抗が改善される
。疎水性などの他の材料特性も重要な役割を果たしうる。いくつかの場合において、流体
の灯心現象を改善するために、織物を例えば親水性ポリマーを使用して親水性であるもの
として処理すると有益な場合がある。いくつかの吸引アダプタとともに使用される３Ｄ織
物の好ましい実施形態は、Ｂａｌｔｅｘ（登録商標）がそのようにして処理されるときに
功を奏することが判明している。他の可能な処理として、使用中にタンパク質が接着し蓄
積し、詰まりおよび創傷部位への圧力の喪失を引き起こすのを防ぐための親油性コーティ
ングが挙げられる。
【０１５４】
　陰圧が印加されている間に３Ｄ織物を通る流量を、層流の下にある間にベルヌーイの法
則に従う個別のオリフィスプレートとしてそれぞれの開口部を考慮することによって近似
することができる。計算を簡単にするために、３Ｄ織物の所定の領域に対する開口部の領
域を使用するとよい。そこで、３Ｄ織物を、必要な圧縮抵抗および陰圧の適用下でその結
果得られる流量などの係数同士の間で適切なバランスをとるように最適化することができ
る。本明細書で説明されている実施形態おけるアプリケーションに合わせて手直しされる
３Ｄ織物の剛性と流量についてさらなる最適化も行われる。剛性がありすぎる織物は適切
に曲がらず、患者に不快感を与える可能性もあるので、３Ｄ織物の特性および寸法の最適
化についても、好ましくは、必要な流量および剛性と織物の形状適合性との間のバランス
を考慮する。３Ｄ織物は、好ましくは、組織を圧迫したときに降伏するように設計すべき
であり、そうすることで、組織圧縮（例えば、患者の骨ばっている隆起に対する）および
、その後に生じうる褥瘡などの不快症状および損傷を防ぐ。例えば、織物の寸法を、吸引
アダプタの最終的な使用に対して手直しするとよい－指などの体肢遠位部の場合には小さ
く、腹部創および火傷の場合には大きくする。剛性がありすぎる織物は、褥瘡および他の
そのような合併症を引き起こすこともあるが、大きな寸法であれば許容可能な範囲で機能
しうる。
【０１５５】
　実際、また本明細書ですでに説明されているように、３Ｄ織物を使用する吸引アダプタ
の実施形態を通る流量は、陰圧の印加時に少なくとも０．０８Ｌ／分、好ましくは最大１
０Ｌ／分までであり、少なくとも１０Ｌ／日の浸出液排出を処理できなければならない。
吸引アダプタのいくつかの実施形態は、腹部創を含む、場合によっては少なくとも０．５
Ｌ／時または１２Ｌ／日の流量で浸出液が出る可能性のある、かなり大きな創傷を処理す
るように構成されうる。より極端な場合には、使用されるポンプ（例えば、ＲＥＮＡＳＹ
Ｓ　ＥＺ）が、最大１６Ｌ／分の速さで排出することができ、それにより、１分以内に１
２０ｍｍＨｇの陰圧レベルになるまで大きな創傷を排液することができる。３Ｄ織物によ
る計算された圧力降下は最小であるべきであり、創傷部位で測定された陰圧レベルは、好
ましくは、陰圧源で測定された圧力レベルの２５ｍｍＨｇ以内である。圧力降下は、印加
される陰圧が高くなると上昇するけれども（したがって、２５ｍｍＨｇの目標値の達成を
より困難にする）、創傷治療システムの実施形態は、好ましくは、この目標圧力を少なく
とも２００ｍｍＨｇの陰圧に維持することができる。吸引アダプタおよびシステムは、好
ましくは、約４０ｍｍＨｇから２００ｍｍＨｇまでと推定される、陰圧に対して必要な圧
力範囲内で機能できる。２００ｍｍＨｇを超える圧力範囲も可能であるが、これらは状況
によっては患者を不快にさせる可能性がある。装置は、２０ｍｍＨｇなどの低い圧力範囲
で機能することもできるが、そのような低い圧力レベルでは、デバイスが排液デバイスと
して動作することが多くなるので陰圧の結果得られる治療効果は低下する可能性がある。
好ましくは、陰圧治療システムの実施形態は、創傷部位におけるこれらの目標圧力を、陰
圧が創傷に印加されている時間の９５％以内において維持することができる。いくつかの
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実施形態では、この織物は、互いの上に積み重ねられた、または層化された材料の複数の
層を備えることができ、場合によっては、流路５５１６が陰圧の印加の下でつぶれるのを
防ぐのに役立ちうる。他の実施形態では、流路５５１６内で使用される織物は、１．５ｍ
ｍから６ｍｍまでの範囲とすることができ、より好ましくは、この織物は、３ｍｍから６
ｍｍまでの範囲の厚さとすることができ、織物の１つまたは複数のいずれかの個別の層か
らなるものとしてよい。他の実施形態では、流路５５１２は、１．２～３ｍｍの厚さとす
ることができ、好ましくは１．５ｍｍを超える厚さとしてよい。好ましくは、３Ｄ織物は
、圧縮が織物の元の厚さの１０％以下であれば少なくとも５．３ｐｓｉの荷重に耐えるこ
とができる。さらに、３Ｄ織物は、１５ｐｓｉの荷重に曝されたときに元の厚さの半分未
満の圧縮に抵抗することができる場合もある。
【０１５６】
　好ましい一実施形態では、１５０および２２５デニールの糸を使用して１００％ポリエ
ステルから３Ｄ織物を織り、１平方ヤード当たり約２３から２５ｏｚの重量の織物を生産
することができる。これらの場合には、織物は厚さ約５．８～６．８ｍｍとすることがで
きる。織物の底部は、図５６Ａに例示されているものと類似のいくつかの開口部または微
細孔５６１１を有することもでき、これは細長い形状、矩形の形状、または卵形であり、
その長軸を織物に沿って縦方向とする向きとすることができる。開口部５６１１は、図５
６Ａに例示されているように、織物の端から端まで縦方向に延在する複数の列の形で、例
えば、２から５列、より好ましくは３列に配置することができる。開口部５６１１は、列
のそれぞれにおいて互いから等距離の間隔で並び、一方の列から次の列へ食い違い配置パ
ターンを形成することができる。一実施形態では、それぞれの列は、２インチ（すなわち
約５０ｍｍ）につき約６～１０個の開口部、より好ましくは８個の開口部を有することが
できる。織物の所定の幅または左右方向の寸法に沿って、これらの開口部によって形成さ
れる横列は、２と１／８インチ（すなわち約５４ｍｍ）につき約６～１０個の開口部、よ
り好ましくは８個の開口部の間隔を有することができる。一実施形態では、これらの開口
部は、縦方向に約１／１６インチから約１インチまでの範囲の長さ、および横方向に約１
／３２インチから１／２インチまでの範囲の幅を有することができる。一例において、こ
れらの開口部は、縦方向に約１／８インチ（すなわち約３．２ｍｍ）、横方向に１／３２
インチ（すなわち約０．７９ｍｍ）のサイズを有する。一実施形態における３Ｄ織物は、
約５０から１００ｍｍまでの範囲、より好ましくは約６０ｍｍの全長、約５から１５ｍｍ
までの範囲、より好ましくは約９ｍｍの幅、および約６ｍｍの厚さを有することができる
。
【０１５７】
　本明細書で説明されているシステムの実施形態は、テストされ、満足のゆく性能を有す
ると判明している。そのようなテストを、本明細書で説明されている実施形態から吸引ア
ダプタを製作することによって実施した。次いで、吸引アダプタの遠位端を、制御可能で
あった、創傷流体の流量を変化させることができる、シミュレートされた創傷流体の供給
源を備えるシミュレートされた創腔の上に配置されたドレープ上に形成された開口の上に
配置した。シミュレートされた創腔には、場合によっては、発泡体もしくは他の何らかの
創傷パッキング材料も詰めた。いくつかのテストでは、シミュレートされた創傷流体は、
５：１の水／グリセロール混合液であり、他のテストでは、濾過したウマ血清（英国所在
のＯｘｏｉｄ社から入手可能）を使用した。次いで、吸引アダプタの近位端を陰圧源、こ
の場合には、ポンプに接続した。次いで、さまざまな陰圧範囲およびシミュレートされた
浸出液流量およびエアーリーク速度で、流量テストおよび他の測定を実施した。
【０１５８】
　図５７Ａ～Ｂは、すでに説明されているコネクタ１５０４および５５０６に類似してい
る、陰圧源を本明細書で説明されているものなどの吸引アダプタの流路５７１６に安全に
接続するために使用できる、コネクタ５７０４の実施形態を例示している。例えば、この
流路５７１６は、上側流路１５１２または、より好ましくは、図１５Ａ～Ｄに例示されて
いる下側流路１５１６、さらには図５５～５６の流路５５１２および５５１６とすること
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ができる。一般的に、このようなコネクタ５７０４は、陰圧源から陰圧治療システムへの
より安全な接続を行ううえで有用なものといえる。これらのコネクタ５７０４の使用は、
オプションであり、本明細書で説明されているすべての実施形態において必要なわけでは
ない。使用時に、コネクタ５７０４に接続されているチューブ５７４０は、コネクタ５７
０４を、これが取り付けられている流路５７１６から引き離すか、または他の外力が何ら
かの方法でコネクタ５７０４を、これが取り付けられている流路５７１６から係脱するこ
とができる。このような状況では、創傷への陰圧の印加は、低減または停止されうる。コ
ネクタ５７０４をシステムの残り部分に固定するためのさらなる手段は、上で説明されて
いるように、治療システムの他の層を、もしこれらが存在すれば、コネクタ５７０４に接
着または取り付ける段階を含むものとしてよい。例えば、図１５Ａ～Ｄで説明されている
実施形態の場合、これは、層１５１０、１５１４、１５１８のうちの少なくともをコネク
タ５７０４に接着する段階を含みうる。コネクタ５７０４は、流路内で使用される織物ま
たは材料との安全な接続を形成するように設計することができ、３Ｄ織物または３Ｄ編物
を使用する場合、コネクタ５７０４のいくつかの実施形態は、より安全な接続を形成する
ために材料または材料の繊維の一部と係合または取り付けるように構成されている。好ま
しくは、コネクタ５７０４の実施形態は、コネクタの切断および／または障害が発生し、
好ましくは、コネクタはそれが接続されている流路から係脱するまで最大２０ｋｇの引張
力に耐えることができる。他の実施形態は、低い引張力に耐えるように構成され、患者の
怪我を防ぐため外れるように修正することができることは理解されるであろう（例えば、
四肢の周りの吸引アダプタおよび／または排液管の作製）。
【０１５９】
　図５７Ａ～Ｂは、コネクタ５７０４ａの好ましくは円筒形本体部から縦方向遠位に延在
する２つまたはそれ以上の突出部５７５２を備えるコネクタ５７０４ａの一実施形態を例
示している。本体部は、コネクタ５７０４ａの本体部を通り縦方向に延在する中心流路５
７５５も備える。突出部５７５２は、それに取り付けられる１つまたは複数のバーブ５７
５４をさらに備えることができる。好ましくは、これらのバーブ５７５４は、流路５７１
６内に押し込まれるか、または挿入されたときにアンカーとして働くように近位となる角
度を付けられる。流路５７１６が３Ｄ織物または編物である場合、バーブ５７５４は、中
にある繊維に係合し、より安全な接続を形成するように構成される。コネクタ５７０４ａ
の近位端に、円錐台形状に形成されうる、リップ５７５６をチューブ５７４０と接続する
ように備えることができる。チューブ５７４０は、例えば圧入によってコネクタ５７０４
ａ（さらには本明細書で説明されている他のコネクタ）に接続することができるが、他の
接続手段も可能である。チューブ５７４０は、図５５Ｊのチューブ５５０７と同じである
か、または陰圧源と流体的に連通するために使用される他のチューブであってもよい。こ
れらのコネクタの特徴は、特に遠位端における特徴は、陰圧を伝えるために使用されるチ
ューブの端部上に組み込むことができ、これらのチューブは、吸引アダプタシステムに直
接接続することができることも理解されるであろう。
【０１６０】
　上記の詳細な説明では、さまざまな実施形態に適用されるような新規性のある特徴を示
し、説明し、指摘しているが、例示されているデバイスまたはプロセスの形態および詳細
のさまざまな省略、置換、および変更は、本開示の精神から逸脱することなくなされうる
ことは理解されるであろう。それに加えて、上述のさまざまな特徴およびプロセスを、互
いに独立して使用するか、またはさまざまな方法で組み合わせることができる。すべての
可能な組み合わせおよび部分的組み合わせは、本開示の範囲内にあることが意図されてい
る。上述の実施形態の多くは、類似のコンポーネントを含んでおり、そのようなものとし
て、それらの類似のコンポーネントは、異なる実施形態において入れ換えることができる
。
【０１６１】
　本発明は特定の実施形態および例の文脈内で開示されているけれども、当業者であれば
、本発明は、具体的に開示された実施形態を超えて、他の代替的実施形態および／または
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用途、ならびにその明らかな修正形態および等価物に拡大適用されることを理解するであ
ろう。したがって、本発明は、本明細書の好ましい実施形態の特定の開示によって制限さ
れることを意図されていない。
【符号の説明】
【０１６２】
　　１０１　創傷
　　１０２　創傷パッキング材料
　　１０３　柔軟なドレープ
　　１０４　導管
　　１０５　捕集ユニット、容器
　　１０６　陰圧源
　　１０７　フィルター
　　２０１　陰圧創傷治療システム
　　２０２　柔軟なシュラウド
　　２０３　柔軟なドレープ
　　２０４　導管
　　２０５　創傷パッキング材料
　　２０６　開口
　　２０７　流路
　　２１０　遠位端
　　２１１　近位端
　　２１２　接着層
　　２１３　剥離層、剥離シート
　　２１４　柔軟なグロメット
　　３０１　陰圧創傷治療システム
　　３０２　封止円板
　　３０３　ドレープ
　　３０４　導管
　　３０６　開口
　　３０７　流路
　　３１０　環状下側支持円板
　　３１１　シール
　　３１２　接着層
　　３１３　保護剥離層
　　３１５　上側支持円板
　　３１６　中心孔
　　３１８　テープの一片または他の接着剤
　　４０１　陰圧創傷治療システム
　　４０２　一体化された封止リング
　　４０３　柔軟なドレープ
　　４０４　導管
　　４０６　開口
　　５０１　陰圧創傷治療システム
　　５０２　吸引アダプタ
　　５０４　導管
　　５０３　ドレープ
　　５０５　創傷パッキング材料
　　５０６　ドレープの開口
　　５１０　下層
　　５１１　上層
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　　５１２　接着剤
　　５１３　保護剥離層
　　５１５　開口
　　５１６　開口
　　５１７　絆創膏、クリップ、または他の固定手段
　　５１８　近位端
　　５１９　遠位端
　　５２０　エアーリーク
　　５２１　フィルター
　　６０２　柔軟な吸引アダプタ
　　６０３　柔軟なドレープ
　　６０４　導管
　　６０５　創傷パッキング材料
　　６０６　開口
　　６０８　細長い流路
　　６０９　スペーサー
　　６１０　下層もしくは下側シート
　　６１１　上層もしくは上側シート
　　６１２　接着剤の層
　　６１３　保護剥離層
　　６１４、６１５　コネクタ
　　６１６　近位端
　　６１７　遠位端
　　６１８　開口
　　６１９　スペーサー
　　６２０　メッシュ
　　７０１　創傷治療システム
　　７０２　吸引アダプタ
　　７０４　導管
　　７０７　スペーサー流路
　　７１０　下層
　　７１１　上層
　　７１８　近位端
　　７１９　遠位端
　　７２０　エアーリーク
　　７２１　フィルター
　　７３０　コネクタ
　　７３１　陰圧源
　　８０２　吸引アダプタ
　　８０３　ドレープ
　　８０４　導管
　　８０６　開口
　　８１０　細長い平行流路
　　８１２　接着剤層
　　８１３　剥離層
　　８１６　開口
　　９０１　創傷治療システム
　　９０２　吸引流路
　　９０３　ドレープ
　　９０４　導管
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　　９０５　創傷パッキング材料
　　９０７　スペーサー
　　９１０　底部層
　　９１１　上部層
　　９１２　接着剤層
　　９１３　剥離シート
　　９１６　開口
　　１００１　創傷治療システム
　　１００２　吸引流路
　　１００３　ドレープ
　　１０１０　尾根または折り曲げ部
　　１１０１　創傷治療システム
　　１１０２　吸引流路
　　１１０３　ドレープ
　　１１０７　突起
　　１１１０　底部層
　　１１１１　上部層
　　１１１６　開口
　　１２０１　創傷治療システム
　　１２０２　吸引アダプタ
　　１２０６　面取り面
　　１２１６　中心開口
　　１２１８　近位部分
　　１２１９　遠位部分
　　１３０１　創傷治療システム
　　１３０２　穿孔キャップ
　　１３０３　ドレープ
　　１３０７　吸引基部
　　１３０８および１３０９　係合機構
　　１３１０　バイオネットまたは他の穿孔要素
　　１３１１　中心開口
　　１４０１　創傷治療システム
　　１４０３　ドレープ
　　１４０４　導管
　　１４０５　創傷パッキング材料
　　１４０６　着脱可能な部分
　　１４０７　流路
　　１４０８　シールブリッジ
　　１４１２　接着剤
　　１５０１　システム
　　１５０２　ブリッジ
　　１５０３　近位端
　　１５０５　遠位端
　　１５１０　上層
　　１５１２　上側流路層
　　１５１４　中間層
　　１５１６　下側流路層
　　１５１８　底部層
　　１５２０　アプリケータ
　　１５２２　視界窓
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　　１５２４　制御されたエアーリーク
　　１５２６　開口
　　１５２８　両面接着テープ
　　１５２９　保護剥離層
　　１５３０　柔軟な層
　　１５３２　保護剥離層
　　１６０１　創傷治療システム
　　１６０３　上部層
　　１６０４　導管
　　１６０５　ウィッキング層
　　１６０６　開口
　　１６０７　底部層
　　１６０８　保護層
　　１６１０　流体コネクタ
　　１６１２　流路
　　１７０１　陰圧創傷治療システム
　　１７０３　ドレープ
　　１７０４　導管またはチューブ
　　１７０８　剥離層
　　１７１０　コネクタ
　　１７１２　ロープロファイルのポート
　　１８０１　陰圧治療システム
　　１８０３　上部層
　　１８０４　チューブ
　　１８０５　柔軟なウィッキング層
　　１８０６　開口
　　１８０８　底部層
　　１８１０　流体コネクタ
　　１９０１　陰圧治療システム
　　１９０３　ドレーン部分
　　１９０４　導管
　　１９０５　ウィッキング層
　　１９１０　吸引アダプタ
　　１９１６　制御されたエアーリーク
　　１９１７　フィルター要素
　　１９１８　内腔
　　２００１　陰圧創傷治療システム
　　２００４　導管もしくはチューブ
　　２００６　吸引ヘッド
　　２００８　テール
　　２００９　流路
　　２０１０　吸引アダプタ
　　２０１２　開口
　　２０１６　エアーリーク
　　２１０１　陰圧創傷治療システム
　　２１０３　封止円板
　　２１０４　チューブまたは導管
　　２１０６　中心開口
　　２１０８　接着剤層
　　２１１０　フラップ
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　　２２０１　陰圧創傷治療システム
　　２２０３　ポート
　　２２０６　側部開口
　　２２１０　コネクタ
　　２２１２　穿孔端部
　　２２１４　尖っていない、より短い端部
　　２２１６　接着剤層、エアーリーク
　　２２１７　フィルター
　　２２１８　開口
　　２３０１　陰圧創傷治療システム
　　２３０３　ポート
　　２３０４　チューブまたは導管
　　２３０６　開口
　　２３０８　側部開口
　　２３０９　流路
　　２３１０　穿孔流体コネクタ
　　２３１２　穿孔先端部
　　２３１４　近位側
　　２４０１　陰圧創傷治療システム
　　２４０３　ドレープ
　　２４０５　ポート
　　２４０６　大きな開口
　　２４１０　穿孔流体コネクタ
　　２４１２、２４１３　穿孔先端部
　　２４１５　エアーリーク
　　２４１８　ホース継手
　　２４２０、２４２２　側部ポート
　　２５０１　創傷治療システム
　　２５０３　ドレープ
　　２５０４　チューブまたは導管
　　２５１０　流体コネクタ
　　２５１５　フィルター
　　２５２０　マニホールド
　　２６０１　陰圧創傷治療システム
　　２６０３　ドレープ
　　２６０４　チューブまたは導管
　　２６１０　流体コネクタ
　　２６１４　エアーリーク
　　２６１５　フィルター
　　２６２０　マニホールド
　　２７０１　陰圧創傷治療システム
　　２７０３　ドレープ
　　２７０４　導管
　　２７１０　流体コネクタ
　　２７１２　吸引ブリッジ
　　２７１４　制御されたエアーリーク
　　２７１５　フィルター
　　２７１６　空気流路
　　２７１８　開口
　　２７２０　流体チャネリング材料
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　　２７２２　流体不浸透性材料
　　２８０１　陰圧創傷治療システム
　　２８０４　チューブもしくは導管
　　２８０５　吸引ヘッド
　　２８０６　開口
　　２８１０　流体コネクタ
　　２８１４　制御されたエアーリーク
　　２９０１　陰圧創傷治療システム
　　２９０４　導管
　　２９０５　吸引テール
　　２９０６　開口
　　２９０８　吸引ヘッド
　　２９１０　突出部
　　２９１２　中心流路
　　２９１４　エアーリーク
　　２９１５　フィルター
　　３００１　創傷治療システム
　　３００３　ドレープ
　　３００５　吸引ヘッド
　　３００６　開口
　　３００８　プレート
　　３０１０　穿孔ノズル
　　３０１４　エアーリーク
　　３１０１　陰圧治療システム
　　３１０３　ドレープ
　　３１０４　チューブもしくは導管
　　３１０５　吸引ポート
　　３１０６　開口
　　３１０７　プレート
　　３１１０　コネクタ
　　３１１１　バーブ
　　３１１４　エアーリーク
　　３１１６　フラップ
　　３２０１　陰圧システム
　　３２０２　ドレープ
　　３２０３　ポート
　　３２０４　チューブ
　　３２０５　接着剤層
　　３２０７　開口
　　３２０９　貫通開口部
　　３２１０　被覆体
　　３２１２　制御されたエアーリーク
　　３２１３　フィルター
　　３２１５　切削工具
　　３２１７　接続ポート
　　３３０１　陰圧治療システム
　　３３０４　脱着可能なチューブ
　　３３０５　テンプレート
　　３３０６　両面接着剤層
　　３３０７　切断ガイド
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　　３３０９　ポート
　　３３１１　ドレープ
　　３３１２　剥離層
　　３４０１　陰圧治療システム
　　３４０３　ポート
　　３４０５　流路
　　３４０７　接着剤層
　　３４０９　剥離層
　　３４１１　開口部
　　３５０１　陰圧システム
　　３５０３　ポート
　　３５０４　チューブ
　　３５０５、３５０６　ドレープストリップ
　　３５０７　取り付けポート
　　３５０９　接着剤層
　　３５１０　適宜剥離層
　　３６０１　陰圧治療
　　３６０３　ドレープ
　　３６０４　チューブ
　　３６０５　排液流路
　　３６０７　排液孔
　　３６１０　剥離層
　　３７０１　陰圧治療システム
　　３７０３　ドレープ
　　３７０４　チューブ
　　３７０５　ポート
　　３７０７　小型の自己封止開口部
　　３７０９　剥離層
　　３８０１　陰圧治療システム
　　３８０３　リング
　　３８０５　ポート
　　３８０７　タブ
　　３８０８　陥凹部
　　３８０９　コネクタ
　　３８１１　剥離層
　　３８１２　切開部
　　３８１３　ドレープ
　　３９０１　陰圧治療システム
　　３９０３　ポート
　　３９０４　チューブ
　　３９０５　一方向弁
　　３９０７　ドレープ
　　３９０９　エアーリーク
　　４００１　陰圧治療システム
　　４００３　流体コネクタ
　　４００４　チューブ
　　４００５　ドレープ
　　４００７　吸引ヘッド
　　４００９　アダプタ
　　４０１１　エアーリークフィルター
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　　４１０１　陰圧治療システム
　　４１０３　吸引アダプタ
　　４１０４　単一のチューブ
　　４１０５　ドレープ
　　４１０６　チューブ
　　４１０７　収束点
　　４１０９　エアーリーク
　　４１１１　シール
　　４２０１　陰圧治療システム
　　４２０３　ドレープ
　　４２０４　チューブ
　　４２０５　開口
　　４２０６　領域
　　４２０７　剥離層
　　４２０９　制御されたエアーリーク
　　４２１１　ポート
　　４２１２　コネクタ
　　４２１３　剥離層
　　４３０１　陰圧治療システム
　　４３０３　ポート
　　４３０４　チューブ
　　４３０５　穿孔先端部
　　４３０７　開口
　　４３０８　ドレープ
　　４３０９　一部
　　４３１１　制御されたエアーリーク
　　４３１２　接着剤層
　　４４０１　陰圧治療システム
　　４４０３　ドレープ
　　４４０４　チューブ
　　４４０５　吸引ポート
　　４４０６　コネクタ
　　４４０７　空気流路
　　４５０１　陰圧治療システム
　　４５０３　ドレープ
　　４５０４　チューブ
　　４５０５　ポート
　　４５０７　交差結合された空気流路
　　４５０９　ドーム型部分
　　４５１２　細長い部分
　　４５１３　流体アダプタ部分
　　４６０１　陰圧創傷治療システム
　　４６０３　吸引流路
　　４６０４　チューブ
　　４６０５　被覆体
　　４６０７　中心の捕集器
　　４６０９　中心エアーリーク
　　４７０１　陰圧治療システム
　　４７０３　吸引ユニット
　　４７０４　チューブ
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　　４７０５　不浸透性部分
　　４７０７　膜
　　４７０９　剥離層
　　４８０１　陰圧治療システム
　　４８０３　柔軟な吸引アダプタシート
　　４８０４　チューブ
　　４８０５　平面部分
　　４８０６　テール部分
　　４８０７　コネクタ
　　４８１０　底部層
　　４８１１　上部層
　　４８１２　穿孔
　　４８１３　流路
　　４８１５　ドレープ
　　４９０１　陰圧治療システム
　　４９０３　創傷パッキングパウチ
　　４９０４　チューブ
　　４９０５　ポート
　　４９０７　ドレープ
　　４９０９　充填材
　　４９１０　膜
　　４９１３　遠位ヘッド部分
　　４９１５　コネクタ
　　４９１７　エアーリーク
　　５００１　陰圧治療システム
　　５００３　封止ポート
　　５００４　チューブ
　　５００５　遠位ヘッド部分
　　５００６　近位テール部分
　　５００７　コネクタ
　　５００９　外側真空リング
　　５０１１　スロット
　　５０１３　エアーリーク
　　５０１４　エアーフィルター
　　５０１５　流路
　　５１０１　陰圧創傷治療システム
　　５１０３　吸引アダプタ
　　５１０４　チューブ
　　５１０５　真空部分
　　５１０６　制御されたエアーリーク部分
　　５１０７　コネクタ
　　５１０８　液体不浸透性膜
　　５１０９　開放端
　　５１１１　テープ片
　　５２０１　陰圧治療システム
　　５２０３　ブラダー
　　５２０４　チューブ
　　５２０５　吸引アダプタシート
　　５２０６　近位部分
　　５２０７　ドレープ
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　　５２０９　ストラップ
　　５２１０　コネクタ
　　５３０１　陰圧創傷治療システム
　　５３０３　ブラダー
　　５３０４　チューブ
　　５３０５　ドレープ
　　５３０７　創傷接触材料
　　５３０９　開口
　　５３１１　吸引アダプタ
　　５４０１　陰圧創傷治療システム
　　５４０３　創傷パッキング材料
　　５４０４　チューブ
　　５４０５　ロール
　　５４０７　ドレープ
　　５４０８　エアーリーク
　　５４０９　ポート
　　５５０１　陰圧創傷治療システム
　　５５０２　ブリッジ
　　５５０３　近位端
　　５５０４　コネクタ
　　５５０５　遠位端
　　５５０６　流路コネクタ
　　５５０７　コネクタチューブ
　　５５１０　上層
　　５５１２　上側流路層
　　５５１２および／または５５１６　流路
　　５５１６　下側流路層
　　５５１４　中間層
　　５５１８　底部層
　　５５２０　アプリケータ
　　５５２４　エアーリーク
　　５５２５　フィルター
　　５５２６　開口
　　５５２７　キャップの鎖
　　５５２８　両面接着テープ
　　５５２９　保護剥離層
　　５５３０　創傷
　　５５３１　ドレープ
　　５５３２　溶着部
　　５５３３　孔
　　５５３４　ポンプまたは陰圧ユニット
　　５５３５　開口
　　５５３６　キャップ
　　５５４０　チューブ
　　５５５０　層
　　５５５２　バッキング層
　　５６０３　底部側
　　５６０５　上部側
　　５６０７　開放中間領域
　　５６０９　繊維
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　　５６１１　開口
　　５６１３　開口部
　　５７０４　コネクタ
　　５７０４ａ　コネクタ
　　５７１６　流路
　　５７４０　チューブ
　　５７５２　突出部
　　５７５４　バーブ
　　５７５５　中心流路
　　５７５６　リップ
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