
JP 4271513 B2 2009.6.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着性包帯において、
　Ａ）裏材料と、
　Ｂ）接着剤と、
　Ｃ）前記包帯が貼り付けられる傷を保護するためのクッション性を提供するために３ｍ
ｍ～６ｍｍの厚みを有する緩衝手段と、
　Ｄ）繊維状層を含む傷接触パッドと、
　を有し、
　前記裏材料、前記緩衝手段、および前記傷接触パッドの各々が、それぞれの長さおよび
幅を有し、
　前記裏材料が第１および第２の主面を有し、
　前記接着剤が前記裏材料の前記第１の主面に塗布されていて、
　前記緩衝手段が前記接着剤によって前記裏材料に固着されていて、
　前記緩衝手段の少なくとも前記長さが、前記緩衝手段が固着された前記裏材料の前記長
さよりも小さく、
　前記傷接触パッドが前記緩衝手段に固着されており、
　前記緩衝手段が、気体が捕獲される少なくともひとつのポケットを画定する二層フィル
ムを含む、
　接着性包帯。
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【請求項２】
　請求項１に記載の接着性包帯において、
　前記緩衝手段が、ポリマーの発泡体、織布、不織布、およびクッション性を備えたポリ
マーフィルムからなる群から選択される、接着性包帯。
【請求項３】
　請求項２に記載の接着性包帯において、
　前記ポリマーの発泡体が、ポリオレフィンの発泡体、ポリウレタンの発泡体、ゴムの発
泡体、およびポリ塩化ビニルの発泡体からなる群から選択される、接着性包帯。
【請求項４】
　請求項１に記載の接着性包帯において、
　前記二層フィルムが、気体が捕獲される複数の小さい不連続なポケットを画定する、接
着性包帯。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の接着性包帯において、
　前記緩衝手段および前記傷接触パッドが長さおよび幅に関して同一の広がりをもつ、接
着性包帯。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の接着性包帯において、
　前記緩衝手段とは反対側の前記傷接触パッドの側面に固着された傷解除層、
　をさらに有する、接着性包帯。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の接着性包帯において、
　前記裏材料が呼吸可能なものである、接着性包帯。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の接着性包帯において、
　前記緩衝手段が半透過性である、接着性包帯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の傷、過敏、擦過傷、打撲傷、およびそれらに類似する症状に用いるた
めの接着性包帯に関する。より詳しくは、本発明は、不透水性、改善されたクッション性
（緩衝性）などの望ましい利益および使用時に接着性包帯が貼り付けられる傷の保護を提
供する選択的に配置された層を有する接着性包帯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長年に亘って、接着性包帯は切り傷、打撲傷、擦過傷、および皮膚に対する同様のけが
を治療および／または保護するのを助ける目的で販売されてきた。それらの接着性包帯は
傷が癒える間に傷を覆って保護する。そのような接着性包帯は裏材料を有し、その裏材料
の一方の主面は接着剤でコーティングされている。使用時に傷をおおう傷接触パッドが接
着剤の組成物の一部によって裏材料の接着剤でコーティングされた主面（通常は、しかし
必ずということではなく、主面の略中央部分）に固着されている。接着剤の組成物の残り
の部分は、使用時には、接着性包帯を傷の部位の周囲の皮膚に接着するように働く。ある
場合には、使い捨て式の接着性包帯が、例えば抗生物質、麻酔薬、無痛化薬、およびそれ
らの類似物などの有効成分を傷の部位に運ぶために用いられる。
【０００３】
　ポリエチレン、ポリ塩化ビニルなどのポリマーから作られた裏材料が当業者に知られて
いる。そのような裏材料は液体の水に対する不透過性（不透水性）という望ましい性質を
有する。一方、それらの裏材料は酸素および水蒸気などの気体に対する不透過性をも有す
る。水蒸気が裏材料の下の皮膚から蒸発できない場合には、皮膚がふやけて（浸軟して）
不快な状態になる傾向がある。したがって、液体の水に対する不透過性と水蒸気に対する
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不透過性の両方を有する裏材料は典型的には穿孔されて、水蒸気が皮膚から蒸発すること
ができるように（すなわち、皮膚が「呼吸する」ことができるように）されている。しか
し、そのような穿孔された裏材料は、水またはほこりなどの周囲の要素が傷に到達できる
ようにしている。そして、そのことが傷の治癒プロセスを遅らせている。
【０００４】
　傷用包帯の技術の発展は、水などの液体に対して不透過性であり酸素および水蒸気など
の気体に対して透過性の薄いフィルムおよび接着剤を含めた生体適合性を有する合成材料
の最近の発達によって助けられてきた。水蒸気に対して透過性であり液体の水に対して不
透過性の滅菌傷カバーを提供することが、傷の治癒を助けることが示されてきた。さまざ
まなポリウレタンフィルムが、水および同様な液体に対して不透過性で水蒸気および酸素
などの他の気体に対して透過性のフィルムを備えた包帯の裏材料として用いるために入手
可能である。約５０．８００５μｍ（２ミル）未満の厚みポリウレタンフィルムは、酸素
、水蒸気、およびその他の気体がフィルムの分子マトリクスを通って自由に拡散できるよ
うにし、同時に水などの液体に対する不透過性を提供する。
【０００５】
　現在では、水蒸気に対して透過性であり液体およびほこりに対して不透過性である半透
過性の裏材料を有する製品が市販されている。そのような従来技術の製品の例として、Ｂ
ＡＮＤ－ＡＩＤ（バンドエイド：登録商標）の「Ｗａｔｅｒ　Ｂｌｏｃｋ　Ｐｌｕｓ＊」
を商標とする包帯、および「ＮＥＸＣＡＲＥ（登録商標）」防水包帯がある。これらの包
帯は当業者に知られていて不透水性の包帯として販売されている。
【０００６】
　上述された裏材料は、水蒸気および酸素に対して透過性であり（包帯で覆われた皮膚お
よび傷が「呼吸」できるようにし）液体の水に対しては不透過性である（したがって、水
および類似の液体が裏材料の厚みを通過して侵入する結果としての傷の汚染または治癒プ
ロセスの遅れの危険性を実質的に低減する）ので、当業者には「半透過性」の裏材料とし
て知られている。上述された半透過性の裏材料は一般に高価である。さらに、望ましい透
湿度は裏材料の厚みを低減することによって一般的に達成される。しかし、このように厚
みを低減することによって、包帯の取り扱いがより困難になり、とりわけ包帯を傷または
他の損傷部に貼り付けるときに困難になることが知られている。
【０００７】
　上述された従来技術の包帯で用いられる裏材料はその全体が半透過性であることが当業
者には認識される。したがって、例えば２．５４ｃｍ（１インチ）の幅と７．６２ｃｍ（
３インチ）の長さの典型的な包帯では、包帯を形成するのに用いられる１９．３５４８ｃ
ｍ2 （３平方インチ）の裏材料の細片の全体が半透過性である。
【０００８】
　特許文献１（米国特許第５，６３３，０７０号）は接着性包帯を製造するのに有益な裏
材料を開示している。この裏材料は、半透過性のフィルム、すなわち水蒸気に対して透過
性であり液体の水に対して不透過性であるフィルムを、これもまた水蒸気に対して透過性
であり液体の水に対して不透過性の柔軟な不織布に積層することによって形成されている
。米国特許第５，６３３，０７０号に開示された裏材料を用いた包帯は、皮膚の呼吸を可
能にし、包帯の厚みを通して水が傷の部位に浸透するのを防止する。水蒸気に対して透過
性で液体の水に対して不透過性のフィルム、および水蒸気に対して透過性で液体の水に対
して不透過性の不織布は、長さおよび幅に関して同一の広がりをもつ。これらの裏材料は
高価であり、その製造には積層過程が含まれる。
【特許文献１】米国特許第５，６３３，０７０号明細書（第２－７欄）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　傷を液体の水から保護し、例えば酸素および水蒸気などの気体を傷に向けておよび傷か
ら通過させ、製造コストが廉価であり、貼り付けが容易で、柔軟で、快適に装着できる半
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透過性の包帯が必要とされている。傷および打撲傷に対するクッション性が改善された接
着性包帯も必要とされている。
【００１０】
　接着性包帯の傷接触パッドの重要性が十分に確立されている。傷接触パッドは、血液お
よび傷の部位から滲出する他の体液を吸収する。傷接触パッドは、傷をカバーし、傷をほ
こり、微生物、および再損傷から防止することを助ける。傷接触パッドは、殺菌剤、抗菌
剤、抗生物質、およびそれらの類似物などの薬剤を含むことが多い。薬剤または他の望ま
しい有効成分を傷の部位に運ぶことができる傷接触パッドの例が、米国特許第５，８１４
，０３１号に開示されていて、この米国特許の開示内容は参照文献として引用される。
【００１１】
　本明細書では、用語「材料の層の選択的な配置」は、その材料の層が裏材料に固着され
て、裏材料とは少なくともひとつの方向で（通常は長さ方向で）同一の広がりを持たない
ことを意味する。
【００１２】
　本明細書では、「半透過性の材料」は、水蒸気、および酸素などの他の気体に対して透
過性であり液体の水および他の液体に対して不透過性である材料である。
【００１３】
　本明細書では、「呼吸可能な材料」は、水蒸気、および酸素などの他の気体がその材料
を通過するのを許容する材料である。織布、不織布、および繊維状層などのある材料（例
えば、傷接触パッドに用いられている種類の繊維状層）が、本来呼吸可能であることが理
解される。本来呼吸可能でない材料は、処理されて呼吸可能にされることも理解される。
ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、エチレン酢酸ビニル、およびそれらに類似するポリマ
ーのフィルムが処理されて、例えば穿孔されて、呼吸可能にされる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の技術に基づく接着性包帯は、裏材料と、接着剤と、選択的に配置された材料の
層と、傷接触パッドとを有する。
【００１５】
　本発明の第１の実施の形態に基づけば、接着性包帯は、裏材料と、接着剤と、半透過性
のフィルムからなる選択的に配置された層と、傷接触パッドとを有する。本明細書では、
用語「半透過性のフィルム」は、半透過性の発泡体をも含む。接着剤は、好ましくは、皮
膚に適合する、医学的に許容される感圧接着剤であり、裏材料の一方の主面に塗布されて
保持されている。半透過性のフィルムは、接着剤の一部分によって裏材料に固着されてい
て、傷接触パッドは半透過性のフィルムに固着されている。知られているように、接着剤
の残りの部分は使用時に皮膚に接着性包帯を固定するように働く。半透過性のフィルムは
、例えばその長さである少なくともひとつの寸法を有し、その寸法は裏材料の例えば長さ
である対応する寸法よりも小さい。使用時には、この接着性包帯が、液体の水、微生物、
およびほこりの粒子に対して実質的に不透過性なので、汚染から傷を保護する。接着性包
帯は、傷の良好な治癒環境をも提供する。
【００１６】
　本発明に基づく接着性包帯の第１の実施の形態の第１の側面では、選択的に配置された
半透過性のフィルムの長さは、裏材料の長さよりも小さく、半透過性のフィルムの幅は裏
材料の幅と実質的に等しい。
【００１７】
　本発明の基づく接着性包帯の第１の実施の形態の第２の側面では、選択的に配置された
半透過性のフィルムの長さは裏材料の長さよりも小さく、半透過性のフィルムの幅は裏材
料の幅よりも小さい。
【００１８】
　本発明に基づく接着性包帯の第１の実施の形態の第３の側面では、選択的に配置された
半透過性のフィルムの長さおよび幅は裏材料の長さおよび幅よりも小さく、傷接触パッド
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の例えば長さである少なくともひとつの寸法は半透過性のフィルムの例えば長さである対
応する寸法よりも小さい。
【００１９】
　本発明に基づく接着性包帯の第１の実施の形態の第４の側面では、選択的に配置された
半透過性のフィルムの長さおよび幅は裏材料の長さおよび幅よりも小さく、傷接触パッド
の長さおよび幅は半透過性のフィルムの長さおよび幅よりも小さい。
【００２０】
　本発明の第２の実施の形態に基づけば、接着性包帯は、裏材料と、接着剤と、選択的に
配置された傷緩衝材料の層と、傷接触パッドとを有する。接着剤は、上述したように好ま
しくは傷に適合し、医学的に許容される感圧接着剤であり、裏材料の一方の主面に塗布さ
れて保持されている。選択的に配置された傷緩衝材料の層は、例えば、ポリマーの発泡体
、織布、不織布、または、エンボス加工などによって処理されて傷への緩衝（保護）特性
を提供するよう十分な厚みを備えたポリマーのフィルムからなる。緩衝材料は、空気が捕
獲されるポケットまたは好ましくは複数の小型のポケットを画定する二層ポリマーのフィ
ルムを含んでいてよい。選択的に配置された傷緩衝材料の層は、接着剤の一部分によって
裏材料に固着され、傷接触パッドは傷緩衝材料の層に固着されている。傷緩衝材料の層は
例えば長さである少なくともひとつの寸法を有し、その寸法は裏材料の例えば長さである
対応する寸法より小さい。包帯に望まれる特性に応じて、傷緩衝材料は半透過性であって
もよいが、必ずしもそうでなくてよい。使用時には、この包帯は、通常の傷接触パッドが
存在することに起因する緩衝性の上および周囲に緩衝性を提供する。傷緩衝材料の層が半
透過性の場合、水およびほこりなどの周囲の要素が傷の部位に到達する可能性は、実質的
に低減される。本発明の第２の実施の形態に基づく接着性包帯も、傷の良好な治癒環境を
提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、液体の水、微生物、およびほこりの粒子に対して実質的に不透過性な
ので、汚染から傷が保護され、水蒸気および酸素などの気体に対して透過性なので、傷の
良好な治癒環境をも提供する効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明が、添付の図面を参照しながらより明瞭に理解される。本発明を実施するのに有
益な裏材料は、限定を意図するものではないが、ポリエチレンフィルムおよびポリプロピ
レンフィルムのようなポリオレフィンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、およびエチレ
ン酢酸ビニルフィルムを含むポリマーのフィルムを含む。その他の有益な裏材料には、不
織布、織布、および織布または不織布とポリマーの層との積層体がある。本発明を実施す
るのにとりわけ有益な織布の裏材料は、たて方向がポリエチレンテレフタレートまたはポ
リブチレンテレフタレートのヤーンのようなポリエステルのヤーンでよこ方向がナイロン
６またはナイロン６，６のヤーンのようなポリアミドのヤーンからなる。代わりに、織布
の裏材料はたて方向がポリエチレンテレフタレートのヤーンでよこ方向がポリプチルレン
テレフタレートのヤーンからなっていてもよい。そのような織布の裏材料は公知であり市
販されている。呼吸可能性が裏材料に望まれる場合、かつその裏材料が本来呼吸可能では
ない場合、望ましい呼吸可能性が当業者に知られているように裏材料を穿孔することによ
って達成されてよい。本発明を実施するために用いられる裏材料は呼吸可能性を有するこ
とが好ましいが、必要に応じて呼吸可能性を有しない裏材料が用いられてもよい。
【００２３】
　穿孔されたフィルムは本発明を実施する場合の裏材料として有益である。そのような穿
孔されたフィルムは呼吸可能である。とりわけ有益な穿孔されたフィルムには、トレドガ
ー（Tredegar）によって供給されている「Ｖｉｓｐｏｒｅ（ビスポア：登録商標）」を商
標とする穿孔されたフィルムである名称「トレドガー　Ｘ－６７９９（Tredegar X-6799
）」、「トレドガー　Ｘ－６８４５（Tredegar X-6845）」、「トレドガー　Ｘ－６９２
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３（Tredegar X-6923）」、「トレドガー　Ｘ－６９４４（Tredegar X-6944）」、および
「トレドガー　Ｘ－６８４４（Tredegar X-6844）」がある。穿孔されたフィルムは、限
定を意図するものではないが、ポリエチレン、メタロセン触媒されたポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリオレフィンコポリマー、およびエチレン酢酸ビニルコポリマーを含む任
意のポリマー材料から作られる。
【００２４】
　裏材料全体に半透過性のフィルムが設けられた現在市販されている接着性包帯に比べて
より経済的にするために、本発明の接着性包帯は、固着される裏材料に比べて少なくとも
ひとつの方向、典型的には長手方向で短い選択的に配置された層を有する。言い換えれば
、裏材料の少なくとも一部分には選択的に配置された層が固着されていない。ある実施の
形態では、選択的に配置された層の長さおよび幅の両方が各々裏材料の長さおよび幅に比
べて小さい。選択的に配置された層によって覆われる裏材料の量は変更できることが理解
される。大まかに言うと、選択的に配置された層は最大で約８６％の裏材料を覆う。好ま
しくは、選択的に配置された層は最大で約７０％の裏材料を覆う。より好ましくは、選択
的に配置された層は最大で約５３％の裏材料を覆う。さらにより好ましくは、選択的に配
置された層は最大で約４６％の裏材料を覆う。
【００２５】
　本発明のある実施の形態では、選択的に配置された層は半透過性のフィルムからなる。
この選択的に配置された層は液体の水が傷に到達するのを防止しながら、水を傷から蒸発
させる。適切な半透過性のフィルムの例として、限定を意図するものではないが、半透過
性のポリウレタンフィルム、半透過性のポリウレタンの発泡体、半透過性のポリオレフィ
ンフィルム、ＰＥＢＡＸの商標で入手可能な半透過性のポリエーテルアミド（polyethera
mide）フィルム、ＨＹＴＲＥＬの商標で入手可能な半透過性のコポリエステルフィルムが
ある。半透過性のポリウレタンフィルムが好ましい。
【００２６】
　当業者に知られているように、接着性包帯の傷接触パッドはほこりによる汚染から傷を
保護する。吸収性のパッドは、レーヨン繊維、限定を意図するものではないが絹および木
材パルプ繊維などの天然繊維、限定を意図するものではないがポリエステル繊維、ポリア
ミド繊維、およびポリオレフィン繊維などの合成繊維を含むさまざまな材料から作られて
よい。２つ以上のポリマーを含む合成繊維が用いられてもよい。繊維の混合物が用いられ
てもよい。繊維は異相構造繊維（バイコンポネントファイバー）であってもよい。例えば
、繊維はあるポリマーからなる芯部と、他のポリマーからなる鞘部とを有してよい。傷接
触パッドを構成する繊維の太さは、限定を意図するものではないが、典型的には約（１／
３）×１０-6ｋｇ／ｍから（１０／９）×１０-6ｋｇ／ｍまで（約３デニールから１０デ
ニールまで）の範囲内にある。
【００２７】
　傷接触パッドの基本重量は限定を意図するものではないが典型的には０．００３ｇ／ｃ
ｍ2 から０．０１５ｇ／ｃｍ2 までの範囲内にある。傷接触パッドの寸法は、包帯の寸法
、および／または、保護または治療される傷の寸法に応じて変更されてよい。
【００２８】
　典型的には、ひとつの接着剤が用いられて、選択的に配置された層を裏材料に接着し、
傷接触パッドを選択的に配置された層に接着し、裏材料を使用者の皮膚に接着する。接着
剤は、必要に応じて、水性または溶剤をベースにした接着剤であってよく、または、熱溶
融型接着剤であってよい。適切な接着剤の例として限定を意図するものではないが、アメ
リカ合衆国ミネソタ州セントポールのエイチビー－フュラー社（HB-Fuller Co.）から入
手可能なＨＬ－１４９１、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ワワトーサ（Wawatausa）の
エーティーオー－フィンドレー（ATO-Findley）から入手可能なＨ－２５４３、アメリカ
合衆国ニュージャージー州ブリッジウォーターのナショナルスターチ・アンド・ケミカル
社（National Starch & Chemical Company）から入手可能なＲｅｓｙｎ　３４－５５３４
のようなスチレンブロックコポリマーおよび粘着性付与樹脂に基づく接着剤がある。エチ



(7) JP 4271513 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

レン酢酸ビニルコポリマーを含むエチレンコポリマーも接着剤として有益である。
【００２９】
　適切な接着剤には、さらに、アクリルをベースにした接着剤、デキストリンをベースに
にした接着剤、ウレタンをベースにした接着剤、および、天然エラストマーまたは合成エ
ラストマーがある。接着剤には、エイチビー－フュラー社から入手可能なＨＬ－１３０８
またはアメリカ合衆国テキサス州オデッサのハンツマン（Huntsman）から入手可能なＲｅ
ｘｔａｃ　ＲＴ　２３７３などの非晶質ポリプロピレンを含む非晶質ポリオレフィンも含
まれる。接着剤はＫｒａｔｏｎ（登録商標）を商標とする合成エラストマーまたは天然ゴ
ムをベースにしたものでもよい。これらの接着剤には、粘着性付与剤、酸化防止剤、プロ
セス油、およびそれらの類似物が当業者に知られているように含まれていてよい。
【００３０】
　接着剤は任意の所望の方法によって塗布されてよく、例えば、吹付け、スクリーン印刷
、またはスロットダイコーティングによって塗布されてよい。典型的な塗布される量は、
当業者にはよく知られているが、大まかに言って、接着剤の塗布量は約２０ｇ／ｍ2 （ｇ
ｓｍ）から約１００ｇ／ｍ2 （ｇｓｍ）までの範囲内にある。
【００３１】
　本発明に基づく接着性包帯の第２の実施の形態では、選択的に配置された層は、包帯の
使用時に傷または打撲傷に対する改善された緩衝性を提供する傷緩衝材料の層からなる。
選択的に配置された傷緩衝材料は、例えば、ポリエチレンの発泡体、ポリウレタンの発泡
体、またはそれらの類似物のようなポリマーの発泡体であってよい。傷緩衝材料の層は、
必要に応じて、織布、不織布、または緩衝性を備えたポリマーのフィルムであってよい。
【００３２】
　本発明は、接着性包帯を製造するための方法をも提供する。その方法は、裏材料を提供
する過程と、裏材料の一方の主面に接着剤を塗布する過程と、選択的に配置された材料の
層を接着剤が塗布された裏材料に固着する過程と、選択的に配置された材料の層に傷接触
パッドを固着する過程とを有する。傷接触パッドは接着剤または熱融着を用いて選択的に
配置された材料の層に固着される。必要に応じて、傷接触パッドは、例えば開いたメッシ
ュのプラスチックネットなどの傷解除材料の層で覆われている。
【００３３】
　本発明に基づく接着性包帯は、正方形、長方形、円形、楕円形、または三角形の形状を
有していてよい。接着性包帯の寸法は、包帯の形状、および包帯によって覆われることが
意図される傷の寸法に応じて選択される。大まかに言って、正方形の包帯の寸法は、５ｃ
ｍ×５ｃｍから１５ｃｍ×１５ｃｍまでの範囲内にあり、好ましくは、７．５ｃｍ×７．
５ｃｍから１２．５ｃｍ×１２．５ｃｍまでの範囲内にある。長方形の包帯の長さは、５
ｃｍから１５ｃｍまでの範囲内にあり、好ましくは、７．５ｃｍから１２．５ｃｍまでの
範囲内にある。長方形の包帯の幅は、０．５ｃｍから５ｃｍまでの範囲内にあり、好まし
くは、１ｃｍから３ｃｍまでの範囲内にある。
【００３４】
　本発明の接着性包帯の厚みは、用途に応じて設定されるが、大まかに言って、０．２５
ｍｍから５ｍｍまでの範囲内にあり、好ましくは１ｍｍから３ｍｍまでの範囲内にあり、
より好ましくは１ｍｍから２ｍｍまでの範囲内にある。
【００３５】
　添付の図面を参照すると、図１から図３は、本発明に基づく接着性包帯のある実施の形
態を示している。接着性包帯１５は、裏材料２０と、選択的に配置された半透過性のフィ
ルム３０と、傷接触パッド４０と、傷解除層５０とを有する。傷解除層５０は、必要に応
じて設けられるもので、包帯が下側の傷の部位と望ましくなく接着するのを防止するため
に本発明の接着性包帯では典型的に使用される。
【００３６】
　図１から図３の実施の形態では、裏材料２０は約７６．２０１５μｍ（約３ミル）の厚
みを有し、第１の主面２２および第２の主面２３を有する。裏材料２０は、たて方向がポ
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リエチレンテレフタレートのヤーンでありよこ方向がポリブチレンテレフタレートのヤー
ンである市販されている織布であってよい。たて方向のヤーンは、一つよりのヤーン（糸
）からなり、各ヤーンは（１５０／９）×１０-6ｋｇ／ｍ（１５０デニール）の太さを有
する。１ｃｍ当たり３３．０７（１インチ当たり８４）のたて方向のヤーンがある。よこ
方向のヤーンは二つよりのヤーンからなる。各よりは（７５／９）×１０-6ｋｇ／ｍ（７
５デニール）の太さを有し、二つよりのヤーンの各々は（１５０／９）×１０-6ｋｇ／ｍ
（１５０デニール）の太さを有する。裏材料２０は、過フッ化炭化水素の撥水性の処理が
供給者によってされて、ＡＳＴＭ　Ｃ－１１０５の試験手順によって定義されたように少
なくとも８０％の吹付け率（spray rating）が提供された。裏材料２０は水蒸気および酸
素のような気体に対して透過性である。この裏材料の透湿度（ＭＶＴＲ）は、約８１，０
００ｇ／ｍ2 ／２４時間である。裏材料２０の厚みは、０．１ｍｍから約５．０ｍｍまで
の範囲内にあり、好ましくは０．５ｍｍから３ｍｍまでの範囲内にあり、より好ましくは
０．５ｍｍから２ｍｍまでの範囲内にある。
【００３７】
　裏材料の第１の主面２２は、米国特許第４，０８０，３４８号（この米国特許は参照文
献として引用される。）に大まかに記載されたタイプの感圧性熱溶融型接着剤を保持して
いる。その接着剤は図１および図２では裏材料２０の第１の主面２２の点描として描かれ
ていて、図３では符号２５が付されている。この接着剤は織布１ｍ2 当たり約６０ｇ（約
６０ｇｓｍ）のレベルで上述された織布からなる裏材料にスロットダイコーティングによ
って塗布されている。塗布時に、明らかに織布を構成するたて方向およびよこ方向のヤー
ンの化学的な性質の相違を原因として、熱溶融型接着剤は裏材料の表面（第１の主面）の
ある部分には付着されるが他の部分には付着されない。その結果、接着剤が塗布された裏
材料は呼吸可能であり、したがって、裏材料は水蒸気およびその他の気体を通過させる。
この裏材料に関するより以上の情報は米国特許出願第０９／５９６，１１２号に記載され
ていて、この米国特許出願は参照文献として引用される。
【００３８】
　約１ｍｍの厚みを有する市販されている半透過性のポリウレタンフィルム３０は、裏材
料の接着剤が塗布された第１の主面２２上に配置され、半透過性のポリウレタンフィルム
３０が裏材料２０に固着される。このポリウレタンフィルム３０はジェイ・ピー・スティ
ーブンス（J. P. Stevens）から名称「タイプ６２５（Type 625）」で入手可能であり、
約２５，０００ｇ／ｍ2 ／２４時間のＭＶＴＲ（透湿度）を有する。図２に示されている
ように、半透過性のフィルム３０は、裏材料２０と実質的に等しい幅を有する。しかし、
図３に示されているように、半透過性のフィルム３０の長さは、半透過性のフィルム３０
が固着されている裏材料２０の長さよりもかなり短い。ごく典型的に、そして図２および
図３に示されているように、半透過性のフィルム３０は、裏材料２０の両端部間の中央に
配置されているが、必ずこののように配置される必要はなく、半透過性のフィルムは必要
に応じて裏材料の一方の端部に向けて変位して配置されてもよい。
【００３９】
　１０重量％のナイロン繊維と９０重量％のポリプロピレン繊維の混紡からなる傷接触パ
ッド４０は、半透過性のフィルム３０の上側面に固着される。この傷接触パッド４０の基
本重量は、１２５．５ｇ／ｍ2 （３．７オンス／平方ヤード）である。傷接触パッド４０
の半透過性のフィルム３０への固着は、好ましくは、呼吸可能性を保つよう十分に小さい
塗布率で接着剤を用いて達成される。図１から図３の接着性包帯では傷接触パッド４０を
半透過性のフィルム３０へ固着するのに、約３８ｇ／ｍ2 の接着率で接着剤が塗布される
。代わりに、傷接触パッドが「感熱性」と呼ばれる繊維から構成されている場合には、傷
接触パッドは、好ましくは不連続なパターンで、下側の選択的に配置された半透過性のフ
ィルムに熱融着されてよい。傷接触パッド４０の物理的な一体性は、傷接触パッド４０を
構成する繊維または繊維の混紡の摩擦係合によって達成される。必要に応じてまたは所望
に応じて、傷接触パッド４０の物理的な一体性は、当業者に知られているように結合剤を
傷接触パッド４０に適用することによって強化されてもよい。選択的に配置された半透過
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性のフィルム３０が裏材料２０に熱融着されている場合、半透過性のフィルム３０に隣接
する裏材料の部分は完成した包帯が使用者の皮膚に付着するようにするために接着剤で覆
われていてよいことが理解される。
【００４０】
　図２および図３を参照して分かるように、説明されている特定的な接着性包帯１５の傷
接触パッド４０は、半透過性のフィルム３０よりも小さい長さおよび幅を有する。これは
、本発明の好ましい側面であるが、必須の側面ではない。
【００４１】
　本発明の必須の特徴ではないが、傷接触パッド４０の上側面を傷解除手段５０で覆うこ
とが好ましい。当業者に知られているように、穿孔されたプラスチックフィルムまたはネ
ット、例えばポリエチレンまたはその類似物から作られたものが、傷解除手段５０として
用いられてよい。傷接触パッド４０を覆うのに適した穿孔されたフィルムは、例えば、ア
メリカ合衆国デラウェア州１９７０９ミドルタウンのアプライド・エクストルージョン・
テクノロジー（Applied Extrusion Technology）から市販されている。
【００４２】
　以下の説明は、図１から図３に示されたタイプの典型的な接着性包帯の構成要素の寸法
についてである。裏材料２０の長さは７．５ｃｍであり、裏材料２０の幅は２．５ｃｍで
ある。半透過性のフィルム３０の長さは２．５ｃｍであり、半透過性のフィルム３０の幅
は２．５ｃｍである。傷接触パッド４０の長さは１．８ｃｍであり、傷接触パッド４０の
幅は１．８ｃｍである。したがって、上記の寸法の接着性包帯の裏材料の面積は１８．７
５ｃｍ2 であり、半透過性のフィルム３０の面積は６．２５ｃｍ2 である。したがって、
選択的に配置された層（半透過性のフィルム）３０は、裏材料２０の層の約３３％の面積
を覆う。傷接触パッド４０の面積は約３．２４ｃｍ2 であり、したがって傷接触パッド４
０は下側の選択的に配置された層（半透過性のフィルム）３０の面積の約５１．７％を覆
う。傷接触パッド４０は裏材料２０の面積の約１７．３％を覆う。
【００４３】
　上述された織布に加えて、図１から図３の接着性包帯の裏材料２０は、プラスチックフ
ィルム、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、またはポリ塩化ビニ
ルフィルムであってよい。そのようなフィルムは「呼吸可能性」を提供するために穿孔さ
れていてよい。代わりに、裏材料２０は、不織布、または、開いたまたは閉じたセルの発
泡体からなっていてもよい。ポリエーテルアミドまたはポリエステルアミドから作られた
半透過性のフィルムが、上述された選択的に配置された半透過性のポリウレタンフィルム
３０の代わりに用いられてもよい。
【００４４】
　きわめて有益なことには、図１から図３の接着性包帯は、その織布からなる裏材料２０
および小さな選択的に配置された半透過性のフィルム３０を備え、裏材料の全体が半透過
性のフィルムから作られ選択的に配置された層を有しない同等品の接着性包帯と比べて、
製造コストがかなり低い。その理由は、図１から図３に例示されたように、織布の裏材料
２０と選択的に配置された半透過性のフィルム３０の合計のコストが、織布の裏材料３０
に相当する長さを有する半透過性のフィルムのコストよりかなり低いからである。
【００４５】
　図１から図３の接着性包帯１５が試験されて、約１６，０００ｇ／ｍ2 ／２４時間のＭ
ＶＴＲを有することが見出された。
【００４６】
　本発明に基づく接着性包帯の第２の実施の形態が、添付の図面の図４から図６に示され
ている。接着性包帯１１５は、裏材料１２０と、接着剤１２５と、選択的に配置された半
透過性のフィルム１３０と、傷接触パッド１４０と、傷解除層１５０とを有する。この実
施の形態では、裏材料１２０、接着剤１２５、選択的に配置された半透過性のフィルム１
３０、傷接触パッド１４０、および必要に応じて設けられる傷解除層１５０は、各々、図
１から図３に例示された接着性包帯１５の構成要素である裏材料２０、接着剤２５、選択



(10) JP 4271513 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

的に配置された半透過性のフィルム３０、傷接触パッド４０、および傷解除層１５０と実
質的に同じである。選択的に配置された半透過性のフィルム１３０は、裏材料１２０より
も短い長さを有し、裏材料１２０と実質的に等しい幅を有する。図５および図６を参照し
て分かるように、選択的に配置された層（半透過性のフィルム）１３０および傷接触パッ
ド１４０は長さおよび幅で同一の広がりを持つ。接着性包帯１１５が接着性包帯１５と同
じ寸法の傷接触パッドを用いる場合、そして、層３０および層１３０が同じ半透過性のフ
ィルムから作られている場合、接着性包帯１１５は、選択的に配置された半透過性のフィ
ルム１３０が用いられる量がより少ないので、接着性包帯１５よりも製造コストが低い。
【００４７】
　本発明に基づく接着性包帯の第３の実施の形態が図７に示されている。接着性包帯２１
５は、第１の主面２２２および反対側の第２の主面２２３を備えた裏材料２２０を有する
。選択的に配置された半透過性のフィルム２３０が、例えば熱融着たまは適切な接着剤に
よって、第１の主面２２２に固着されている。裏材料２２０の第１の主面２２２は選択的
に配置された半透過性のフィルム２３０の周縁部に隣接した部分が（図７の点描で示され
ている）感圧接着剤で覆われている。傷接触パッド２４０は、熱融着によってまたは適切
な接着剤を用いてフィルム２３０の上側面２３２に固着されている。傷接触パッド２４０
は、必要に応じて、上述されたような種類の多孔性の傷解除層２５０で覆われていてよい
。図７に示されているように、傷接触パッド２４０は選択的に配置された半透過性のフィ
ルム２３０の周縁部の内側に全体が配置され、選択的に配置された層（半透過性のフィル
ム）２３０は裏材料２２０の周縁部の内側に全体が配置されている。図７に示されている
ように接着性包帯２１５は正方形の形状を有するが、接着性包帯は、例えば、長方形、円
形、楕円形などの他の任意の形状を有してよいことが当業者には理解される。接着性包帯
のさまざまな変形が当業者には明らかである。例えば、裏材料２２０、選択的に配置され
た層２３０、および傷接触パッド２４０は、円形の形状を有してよい。もちろん、正方形
の形状の裏材料２２０と、逓減した寸法の円形の形状または逓減した寸法の楕円形の形状
の選択的に配置された層２３０および傷接触パッド２４０とを有した接着性包帯１５を提
供することも可能である。裏材料２２０、選択的に配置されたフィルム２３０、および傷
接触パッド２４０の全てが同じ幾何学的形状を有することは特に必要でないことが理解さ
れる。上述された以外の変形も当業者には明らかである。
【００４８】
　以下の説明は、図７に示されたタイプの典型的な接着性包帯の構成要素の寸法に関する
。裏材料２２０の長さおよび幅は５．０ｃｍである。選択的に配置された半透過性のフィ
ルム２３０の長さおよび幅は２．５ｃｍである。傷接触パッド２４０の長さおよび幅は１
．８ｃｍである。したがって、上記の寸法の接着性包帯の裏材料の面積は２５ｃｍ2 であ
り、選択的に配置された半透過性のフィルム２３０の面積は６．２５ｃｍ2 である。した
がって、選択的に配置された層２３０は裏材料２２０の面積の２５％を覆う。
【００４９】
　図８および図９を参照すると、本発明に基づく接着性包帯のある実施の形態が示されて
いて、その実施の形態では選択的に配置された層が、包帯が貼り付けられる傷に対する緩
衝性を与える手段を有する。接着性包帯３１５は、第１の主面３２２と反対側の第２の主
面３２３とを備えた裏材料３２０を有する。裏材料３２０の第１の主面３２２には感圧接
着剤３２５が塗布されている。傷緩衝材料の選択的に配置された層３３０は、接着剤３２
５の一部分によって裏材料３２０の第１の主面３２２に固着されている。選択的に配置さ
れた層３３０および接着性包帯の端部に隣接した接着剤３２５の残りの部分は覆われるべ
き傷または打撲傷の上に接着性包帯を保持するのに用いられる。
【００５０】
　傷接触パッド３４０は傷緩衝層３３０の上に配置され、任意の適切な手段、例えば接着
剤によって傷緩衝層３３０に固着されている。傷解除材料３５０は接着性包帯の本質的な
構成要素ではないが、典型的には、傷接触パッド３４０の上に配置されて、例えば熱融着
または接着剤によって傷接触パッド３４０に固着されている。図８および図９に例示され
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た実施の形態では、選択的に配置された層３３０は裏材料３２０に比べてかなり短い長さ
を有し、裏材料３２０と実質的に等しい幅を有する。例示された実施の形態では、傷接触
パッド３４０および傷解除材料３５０は選択的に配置された層３２０と長さおよび幅に関
して同一の広がり持つ。
【００５１】
　傷緩衝層３３０は、ポリマーの発泡体、織布、不織布、および緩衝性を有するポリマー
のフィルムのうちの任意の材料からなる。
【００５２】
　適切なポリマーの発泡体には、限定を意図するものではないが、ポリエチレンの発泡体
およびポリプロピレンの発泡体のようなポリオレフィンの発泡体、ポリウレタンの発泡体
、セルロースの発泡体、ゴムの発泡体、ポリ塩化ビニルの発泡体、およびそれらの類似物
がある。それらの発泡体は、開いたセルの発泡体または閉じたセルの発泡体であってよい
。発泡体は親水性または疎水性であってよく、疎水性であることが通常好ましい。有用な
発泡体の厚みは約３ｍｍから約６ｍｍまでの範囲内にあるが、その寸法（厚み）は決定的
なものではない。３ｍｍ未満の発泡体の厚みおよび６ｍｍを越える発泡体の厚みも同様に
有用である。いずれの場合でも、発泡体の厚みは（上述された他の緩衝材料の厚みと同様
に）所望の緩衝（保護）機能を提供するのに適切な厚みにされる。当業者はそのような適
切な厚みを選択することができる。
【００５３】
　織布または不織布は典型的にはポリマーの発泡体について上述されたのと同じ大まかな
範囲内の厚みを有する。
【００５４】
　ポリマーのフィルムは、エンボス加工などによって処理されて所望の緩衝（保護）効果
を提供するのに十分な厚みを有する場合には緩衝材料として有用である。米国特許第３，
９２９，１３５号に開示された種類の３次元ポリマーフィルムが本発明のこの実施の形態
を実現するのに有益である。
【００５５】
　本明細書で既に言及したように、選択的に配置された緩衝材料３３０は、空気またはそ
の他の気体が捕獲されるポケット、または好ましくは小型の不連続な複数のポケットを画
定する二層フィルムであってよい。
【００５６】
接着性包帯の調製
　本発明に基づく接着性包帯は以下のように製造される。所望の寸法を有する裏材料の細
片が作業面上に配置されて、選択された接着剤が裏材料の細片の一方の主面に塗布される
。半透過性のフィルムまたは傷緩衝材料である選択的に配置された層が、裏材料の接着剤
が塗布された主面の所望の位置に配置されて所定の位置に加圧される。次に、傷接触パッ
ドが望まれるように熱融着によってまたは接着剤を使用して選択的に配置された層の上側
面に固着される。傷解除層が用いられる場合には、傷解除層が傷接触パッドの上側面に固
着される。剥離片、例えばシリコーン処理された紙が、接着剤の露出した部分、および、
選択的に配置された層、傷接触パッド、および必要に応じて設けられる傷解除層の組み合
わせの上に配置されて、使用前の接着性包帯を保護する。次に、接着性包帯は、任意の通
常の様式でパッケージされ、例えば、２層の熱融着紙の間に封入されて２層の熱融着紙の
周縁部を熱融着することによってパッケージされる。パッケージされた接着性包帯は所望
に応じて当業者に知られた技術によって滅菌される。接着性包帯は手作業によって、また
は市販されている包帯製造器具によって製造される。
【００５７】
使用試験
　本発明の接着性包帯が以下のように試験された。数人の対象者が図１から図３の接着性
包帯を指の周りに貼り付けるように要請された。市販されている不透水性の包帯（半透過
性のフィルムが裏材料として用いられている）および通常の包帯も試験された。対象者は



(12) JP 4271513 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

５分間に亘って食品染料を含んだ水に包帯が貼られた指を浸した。次に、包帯が検査され
て、水が傷接触パッドまで浸透していないかどうか（傷接触パッドに食品染料の色が着い
ているかどうかで検証される）が目視された。傷接触パッドの内部も表面も食品染料で着
色されていない場合、その包帯は防水性を有するとみなされた。試験の結果は表１に示さ
れている。
【表１】

【００５８】
　上記のデータは、本発明の接着性包帯（表１の例１）は、液体の水が包帯を通過して傷
まで浸透するのを防止するのに効果的であることを示している。例１の包帯は例２の包帯
程には機能していないが、その理由は包帯の指への貼り付けが弱く水が通過して傷接触パ
ッドに到る空隙が残されていたためであると確信される。一方、例２の従来の接着性包帯
は、穿孔されていないしたがって呼吸可能でないポリ塩化ビニルのフィルムを裏材料とし
て用いている事実に因るところの、かなりの皮膚のふやけ（浸軟）が見られた。本発明に
基づく例１の接着性包帯は、織布が裏材料として用いられ選択的に配置された半透過性の
フィルム３０呼吸可能であるという事実に因るところの、ほとんど皮膚のふやけが見られ
なかった。
【００５９】
　この発明の具体的な実施態様は以下の通りである。
　（Ｉ）Ａ）裏材料と、Ｂ）接着剤と、Ｃ）半透過性のフィルムからなる選択的に配置さ
れた層と、Ｄ）傷接触パッドとを有し、
　上記裏材料、上記半透過性のフィルム、および上記傷接触パッドの各々が、それぞれの
長さおよび幅を有し、
　上記裏材料が第１および第２の主面を有し、
　上記接着剤が上記裏材料の上記第１の主面に塗布されていて、
　上記選択的に配置された層が上記接着剤によって上記裏材料に固着されていて、
　上記選択的に配置された層の少なくとも上記長さが、上記選択的に配置された層が固着
された上記裏材料の上記長さよりも小さく、
　上記傷接触パッドが上記選択的に配置された層に固着されている、
　接着性包帯。
　（１）裏材料が、ポリオレフィンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、エチレン酢酸ビ
ニルフィルム、ポリマーの発泡体、織布、不織布、ポリマーフィルムおよび織布の積層体
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、および、ポリマーフィルムおよび不織布の積層体からなる集合から選択される、実施態
様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（２）選択的に配置された層が最大で８６％の裏材料を覆う、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
　（３）選択的に配置された層が最大で７０％の裏材料を覆う、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
　（４）選択的に配置された層が最大で５３％の裏材料を覆う、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
　（５）半透過性のフィルムが、ポリウレタンフィルム、ポリオレフィンフィルム、ポリ
エーテルアミドフィルム、およびコポリエステルフィルムからなる集合から選択される、
実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
【００６０】
　（６）半透過性のフィルムがポリウレタンフィルムからなる、前記実施態様（５）記載
の接着性包帯。
　（７）選択的に配置された層の幅が裏材料の幅と実質的に等しい、実施態様（Ｉ）記載
の接着性包帯。
　（８）選択的に配置された層の幅が裏材料の幅よりも小さい、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
　（９）選択的に配置された層の長さおよび幅が、裏材料の長さおよび幅よりも小さく、
　傷接触パッドの長さが、前記選択的に配置された層の前記長さより小さい、実施態様（
Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１０）選択的に配置された層の長さおよび幅が、裏材料の長さおよび幅よりも小さく
、
　傷接触パッドの長さおよび幅が、前記選択的に配置された層の前記長さおよび前記幅よ
り小さい、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
【００６１】
　（１１）傷接触パッドが選択的に配置された層と実質的に同一の広がりをもつ、実施態
様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１２）傷接触パッドの長さが、選択的に配置された層の長さよりも小さい、実施態様
（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１３）傷接触パッドの幅が、選択的に配置された層の幅よりも小さい、実施態様（Ｉ
）記載の接着性包帯。
　（１４）傷接触パッドの長さおよび幅が、選択的に配置された層の長さおよび幅よりも
小さい、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１５）傷接触パッドに固着された傷解除層をさらに有する、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
【００６２】
　（１６）裏材料が呼吸可能である、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１７）裏材料が、ポリオレフィンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、およびエチレ
ン酢酸ビニルフィルムからなる集合から選択され、前記フィルムが穿孔されていて呼吸可
能である、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１８）裏材料および接着剤が呼吸可能である、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
　（１９）接着剤が所定のパターンで裏材料に塗布されている、実施態様（Ｉ）記載の接
着性包帯。
　（２０）呼吸可能である、実施態様（Ｉ）記載の接着性包帯。
【００６３】
　（２１）傷接触パッドに固着された傷解除層をさらに有する、前記実施態様（２０）記
載の接着性包帯。
　（II）Ａ）裏材料と、Ｂ）接着剤と、Ｃ）半透過性のフィルムからなる選択的に配置さ
れた層と、Ｄ）傷接触パッドとを有し、
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　上記裏材料、上記半透過性のフィルム、および上記傷接触パッドの各々が、それぞれの
周縁部を有し、
　上記裏材料が第１および第２の主面を有し、
　上記接着剤が上記裏材料の上記第１の主面に塗布されていて、
　上記選択的に配置された層が上記接着剤によって上記裏材料に固着されていて、
　上記傷接触パッドが上記選択的に配置された層に固着されていて、
　上記選択的に配置された層は上記裏材料の上記周縁部の内側に全体的に配置されていて
、上記傷接触パッドは上記選択的に配置された層の上記周縁部の内側に全体的に配置され
ている、
　接着性包帯。
　（２２）裏材料が呼吸可能である、実施態様（II）記載の接着性包帯。
　（２３）接着剤が呼吸可能である、前記実施態様（２２）記載の接着性包帯。
　（２４）接着剤が所定のパターンで裏材料に塗布されている、前記実施態様（２２）記
載の接着性包帯。
　（III）接着性包帯であって、
　Ａ）裏材料と、Ｂ）接着剤と、Ｃ）上記接着性包帯が貼り付けられる傷を保護するため
の緩衝手段からなる選択的に配置された層と、Ｄ）傷接触パッドとを有し、
　上記裏材料、上記緩衝手段、および上記傷接触パッドの各々が、それぞれの長さおよび
幅を有し、
　上記裏材料が第１および第２の主面を有し、
　上記接着剤が上記裏材料の上記第１の主面に塗布されていて、
　上記選択的に配置された層が上記接着剤によって上記裏材料に固着されていて、
　上記選択的に配置された層の少なくとも上記長さが、上記選択的に配置された層が固着
された上記裏材料の上記長さよりも小さく、
　上記傷接触パッドが上記選択的に配置された層に固着されている、
　接着性包帯。
　（２５）傷緩衝手段が、ポリマーの発泡体、織布、不織布、および緩衝性を備えたポリ
マーフィルムからなる集合から選択される、実施態様（III）記載の接着性包帯。
【００６４】
　（２６）ポリマーの発泡体が、ポリオレフィンの発泡体、ポリウレタンの発泡体、ゴム
の発泡体、およびポリ塩化ビニルの発泡体からなる集合から選択される、前記実施態様（
２５）記載の接着性包帯。
　（２７）傷緩衝手段が、傷を保護する効果を提供するよう十分な厚みを有するように処
理されたポリマーフィルムからなる、実施態様（III）記載の接着性包帯。
　（２８）傷緩衝手段が、気体が捕獲される少なくともひとつのポケットを画定する二層
フィルムからなる、実施態様（III）記載の接着性包帯。
　（２９）二層フィルムが、気体が捕獲される複数の小さい不連続なポケットを画定する
、前記実施態様（２８）記載の接着性包帯。
　（３０）傷緩衝手段および傷接触パッドが長さおよび幅に関して同一の広がりをもつ、
実施態様（III）記載の接着性包帯。
　（３１）傷接触パッドに固着された傷解除層をさらに有する、実施態様（III）記載の
接着性包帯。
　（３２）裏材料が呼吸可能である、実施態様（III）記載の接着性包帯。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明に基づく接着性包帯のある実施の形態のある部分の先端が上方に曲げられ
他の部分が切り離された分解斜視図である。
【図２】図１の接着性包帯の斜視図である。
【図３】図２の線３－３に沿った長手方向の断面図である。
【図４】本発明に基づく接着性包帯の第２の実施の形態のある部分の先端が上方に曲げら
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れ他の部分が切り離された分解斜視図である。
【図５】図４の接着性包帯の斜視図である。
【図６】図５の線６－６に沿った長手方向の断面図である。
【図７】本発明に基づく接着性包帯の第３の実施の形態のある部分の先端が上方に曲げら
れ他の部分が切り離された分解斜視図である。
【図８】選択的に配置された層が傷緩衝材料からなる接着性包帯の斜視図である。
【図９】図８の線９－９に沿った長手方向の断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
１５　接着性包帯
２０　裏材料
２２　第１の主面
２３　第２の主面
２５　接着剤
３０　選択的に配置された半透過性のフィルム
４０　傷接触パッド
５０　傷解除層
１１５　接着性包帯
１２０　裏材料
１２２　第１の主面
１２３　第２の主面
１２５　接着剤
１３０　選択的に配置された半透過性のフィルム
１４０　傷接触パッド
１５０　傷解除層
２１５　接着性包帯
２２０　裏材料
２２２　第１の主面
２２３　第２の主面
２３０　選択的に配置された半透過性のフィルム
２３２　上側面
２４０　傷接触パッド
２５０　多孔性の傷解除層
３１５　接着性包帯
３２０　裏材料
３２２　第１の主面
３２３　第２の主面
３２５　感圧接着剤
３３０　傷緩衝層
３４０　傷接触パッド
３５０　傷解除材料
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