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(57)【要約】
　複合構造、複合構造を含む吸引利用創傷治療システム
、およびその製造方法を開示する。複合構造は、被覆体
と、補強材と、剥離可能ライナとを含む。被覆体は、上
面と、下面と、主部と、一対の辺縁部と、下面上の接着
剤とを有する薄可撓性膜である。補強材は被覆体の主部
の上面に剥離可能に固定され、補強材の主部よりも堅い
持ち手を含む。持ち手は補強材の下面の一部を形成し、
持ち手とその下方に配置される被覆体の一部との間に指
の入る空間を画定する。ライナは、被覆体の接着剤に剥
離可能に固定される少なくとも一つのセクションを含む
。補強材と持ち手は、被覆体から一つのユニットとして
取外し可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被覆体と、補強材と、剥離可能ライナとを備える複合構造であって、前記被覆体は患者の
創傷に使用するように構成されるとともに極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部
と、一対の対向辺縁部と、膜の前記下面上の接着剤と、を有する極薄可撓性膜から形成さ
れ、前記補強材は上面と、下面と、主部と、一対の対向辺縁部と、少なくとも一つの持ち
手とを有するシートを備え、前記少なくとも一つの持ち手は、前記補強材の前記主部より
も堅く、かつ前記補強材の辺縁部と隣接する前記補強材の前記下面の一部を形成し、前記
補強材は前記被覆体全面に配置され、前記補強材の前記主部における前記補強材の前記下
面は、前記被覆体の前記主部における前記被覆体の前記上面に剥離可能に固定され、前記
少なくとも一つの持ち手は、前記補強材を前記被覆体から隔離するために、前記持ち手と
その下に配置される前記被覆体の前記辺縁部との間に使用者が指を挿入可能な指空間を画
定し、前記剥離可能ライナは、前記接着剤を保護するために前記接着剤に剥離可能に固定
されるとともに前記接着剤を露出させることを望む場合に取外し可能である少なくとも一
つのセクションを備え、その際に前記被覆体は前記創傷を覆うように前記接着剤にて接着
して固定することができ、前記補強材と前記少なくとも一つの持ち手とは一つのユニット
として前記被覆体から取り外し可能である、複合構造。
【請求項２】
前記剥離可能ライナが少なくとも二つのセクションを備え、前記セクションのそれぞれが
、同セクションを前記接着剤から取り外し可能とすべく把持可能に構成されたフランジ部
を含む、請求項１に記載の複合構造。
【請求項３】
前記剥離可能ライナが、中央セクションと二つの側部セクションの形状の横方向に配置さ
れた三つのセクションを備え、前記中央セクションが一対の側部を有し、前記側部セクシ
ョンのそれぞれが、前記中央セクションの前記側部のうちの対応する側部に近接して配置
される、請求項２に記載の複合構造。
【請求項４】
前記補強材の前記下面が、前記被覆体の前記上面に熱的に剥離可能に固定される、請求項
１に記載の複合構造。
【請求項５】
前記持ち手がストリップ材を備える、請求項１に記載の複合構造。
【請求項６】
前記ストリップ材が、前記補強材の前記辺縁部と隣接する前記被覆体の下面に接着して固
定されるテープストリップを備える、請求項４に記載の複合構造。
【請求項７】
一対の持ち手を備え、前記持ち手のそれぞれが、前記補強材の対応する辺縁部で前記補強
材の前記下面の対応する部分を形成し、前記補強材の前記下面が、前記持ち手の間で前記
被覆体の前記上面に剥離可能に固定される、請求項１に記載の複合構造。
【請求項８】
前記補強材の前記下面が、前記持ち手の間で前記被覆体の前記上面に剥離可能に熱的に固
定される、請求項７に記載の複合構造。
【請求項９】
被覆体と補強材とを備える複合構造であって、前記被覆体は、患者の創傷に使用するため
に構成されるとともに極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つ
の辺縁部と、前記膜の前記下面上の接着剤と、を有する極薄可撓性膜から形成され、前記
被覆体の前記少なくとも一つの辺縁部と前記被覆体の前記主部とは互いに略同一の可撓性
を有し、前記補強材は、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺縁部とを有するシ
ートを備え、前記補強材は前記被覆体一面に配置され、前記補強材の前記主部における前
記補強材の前記下面は、前記被覆体の前記主部における前記被覆体の前記上面に剥離可能
に固定され、前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部は、その下に配置される前記被覆
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体の前記少なくとも一つの辺縁部から指空間によって隔離される、複合構造。
【請求項１０】
前記補強材の前記主部における前記補強材の前記下面が、前記被覆体の前記主部における
前記被覆体の前記上面に熱的に剥離可能に固定される、請求項９に記載の複合構造。
【請求項１１】
前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部の前記下面が、前記補強材の持ち手を形成する
ストリップを備える、請求項９に記載の複合構造。
【請求項１２】
前記ストリップが、前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部の前記下面に接着して固定
されるテープストリップを備える、請求項１１に記載の複合構造。
【請求項１３】
剥離可能ライナをさらに備える、請求項９に記載の複合構造。
【請求項１４】
前記剥離可能ライナが少なくとも二つのセクションを備え、前記セクションのそれぞれが
、同セクションを前記接着剤から取り外し可能とすべく把持可能に構成されたフランジ部
を含む、請求項１３に記載の複合構造。
【請求項１５】
前記剥離可能ライナが、中央セクションと二つの側部セクションの形状の横方向に配置さ
れた三つのセクションを備え、前記中央セクションが一対の側部を有し、前記側部セクシ
ョンのそれぞれが、前記中央セクションの前記側部のうちの対応する側部に近接して配置
される、請求項１４に記載の複合構造。
【請求項１６】
前記指空間を下方に有する前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部が持ち手を形成し、
前記持ち手が前記補強材の前記主部よりも堅い、請求項１１に記載の複合構造。
【請求項１７】
吸引源と、結合部材と、複合構造とを備える吸引利用創傷治療システムであって、前記複
合構造は、真空を付与可能な密閉空間を生成するために、患者の創傷を覆うように接着し
て固定されるように適合された被覆体と、補強材と、剥離性固定可能ライナとを備え、前
記結合部材は、前記密閉空間に吸引力を付与するために前記吸引源に結合されるよう構成
され、前記被覆体は極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの
辺縁部と、前記被覆体を前記創傷に固定するように構成された前記膜の前記下面上の接着
剤と、を有する極薄可撓性膜から形成され、前記補強材は、上面と下面と主部と少なくと
も一つの辺縁部と少なくとも一つの持ち手とを有するシートを備え、前記少なくとも一つ
の持ち手は、前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部と隣接する前記補強材の前記下面
の一部を形成し、前記補強材は前記被覆体一面に配置され、前記補強材の前記主部におけ
る前記補強材の前記下面は、前記被覆体の前記主部における前記被覆体の前記上面に剥離
可能に固定され、前記少なくとも一つの持ち手は、持ち手とその下に配置される前記被覆
体の前記少なくとも一つの辺縁部との間に使用者が指を挿入可能な指空間を画定し、前記
剥離可能ライナは、前記接着剤を保護するために前記接着剤に剥離可能に固定されるとと
もに前記接着剤を露出させることを望む場合に取外し可能である少なくとも一つのセクシ
ョンを備え、その際に前記被覆体は前記創傷を覆うように前記接着剤にて接着して固定す
ることができ、前記補強材と前記少なくとも一つの持ち手とは一つのユニットとして前記
被覆体から取り外し可能である、吸引利用創傷治療システム。
【請求項１８】
前記システムは患者の創傷に係合するように適合された創傷接触面を有する創傷パッキン
グをさらに備え、前記創傷パッキングが、前記創傷と係合する前記創傷接触面とともに前
記密閉空間内に配置される、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記システムは前記吸引源に結合され、前記創傷から流体を収容するように適合された容
器をさらに備える、請求項１７に記載のシステム。
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【請求項２０】
前記被覆体の前記主部と前記少なくとも一つの辺縁部と隣接する前記被覆体の一部とが、
互いに略同一の可撓性を有する、請求項１７に記載のシステム
【請求項２１】
前記少なくとも一つの持ち手が前記補強材の前記主部よりも堅い、請求項１７に記載のシ
ステム。
【請求項２２】
患者の創傷に吸引利用創傷治療を提供する方法であって、
　被覆体と、補強材と、剥離性固定可能ライナとを備える複合構造を提供する工程であっ
て、前記被覆体は極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺
縁部と、前記被覆体を前記患者に固定するように構成された前記膜の前記下面上の接着剤
と、を有する極薄可撓性膜から形成され、前記補強材は、上面と、下面と、主部と、少な
くとも一つの辺縁部と、少なくとも一つの持ち手とを有するシートを備え、前記少なくと
も一つの持ち手は、前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部と隣接する前記補強材の前
記下面の一部を形成し、前記補強材は前記被覆体一面に配置され、前記補強材の前記主部
における前記補強材の前記下面は、前記被覆体の前記主部における前記被覆体の前記上面
に剥離可能に固定され、前記少なくとも一つの持ち手は、持ち手とその下に配置される前
記被覆体の前記少なくとも一つの辺縁部との間に使用者が指を挿入可能な指空間を画定し
、前記剥離可能ライナは、前記接着剤を保護するために前記接着剤に剥離可能に固定され
るとともに前記接着剤を露出させることを望む場合に取外し可能である少なくとも一つの
セクションを備えることと、からなる工程と、
　前記接着剤を露出させるために前記被覆体から前記剥離可能ライナの前記少なくとも一
つのセクションを取り外して、吸引力を適用可能な密閉空間を生成するために前記創傷を
覆うように前記被覆体を貼付する工程と、
　前記補強材と前記少なくとも一つの持ち手とを一つのユニットとして前記被覆体から取
り外すために前記指空間を介して、前記複合構造の前記少なくとも一つの持ち手を把持す
る工程と、
　吸引源を前記密閉空間に結合する工程と、
　を備える方法。
【請求項２３】
前記創傷に係合する創傷接触面を有する創傷パッキングを、同創傷パッキングが前記密閉
空間内に配置されるように前記創傷に貼付する工程をさらに備える、請求項２２に記載の
方法。
【請求項２４】
患者の創傷を治療する方法であって、
　被覆体と、補強材と、剥離性固定可能ライナとを備える複合構造を提供する工程であっ
て、前記被覆体は極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺
縁部と、前記被覆体を前記創傷に固定するように構成された前記膜の前記下面上の接着剤
と、を有する極薄可撓性膜から形成され、前記被覆体の前記少なくとも一つの辺縁部と前
記被覆体の前記主部とは互いに略同一の可撓性を有し、前記補強材は、上面と、下面と、
主部と、少なくとも一つの辺縁部と、少なくとも一つの持ち手とを有するシートを備え、
前記少なくとも一つの持ち手は、前記補強材の前記少なくとも一つの辺縁部にて前記補強
材の前記下面の一部を形成し、前記補強材の前記主部における前記補強材の前記下面は、
前記被覆体の前記主部における前記被覆体の前記上面に剥離可能に固定され、前記少なく
とも一つの持ち手は、持ち手とその下に配置される前記被覆体の前記少なくとも一つの辺
縁部との間に使用者が指を挿入可能な指空間を画定し、前記剥離可能ライナは、前記接着
剤を保護するために前記接着剤に剥離可能に固定されるとともに前記接着剤を露出させる
ことを望む場合に取外し可能である少なくとも一つのセクションを備えることと、からな
る工程と、
　前記接着剤を露出させるために前記被覆体から前記剥離可能ライナの前記少なくとも一
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つのセクションを取り外して、前記創傷を覆うように前記被覆体を貼付する工程と、
　前記補強材と前記少なくとも一つの持ち手とを一つのユニットとして前記被覆体から取
り外すために前記指空間を介して、前記複合構造の前記少なくとも一つの持ち手を把持す
る工程と、
　を備える方法
【請求項２５】
前記創傷と接触する創傷接触面を有する創傷パッキングを、同創傷パッキングが前記被覆
体と前記創傷との間に配置されるように前記創傷に貼付する工程をさらに備える、請求項
２４に記載の方法。
【請求項２６】
患者の身体への接着貼付用の被覆体を含む複合構造を製造する方法であって、
　極薄可撓性膜であって、上面と、下面と、主部と、一対の対向辺縁部と、前記膜の前記
下面上の接着剤と、を有する極薄可撓性膜から形成される被覆体を提供する工程と、
　上面と、下面と、主部と、一対の対向辺縁部とを有するシートを備える補強材を提供す
る工程と、
　少なくとも一つの持ち手を形成するために前記補強材の前記辺縁部のうちの一つに隣接
して前記補強材の前記下面にストリップを提供する工程であって、前記少なくとも一つの
持ち手が前記補強材の前記主部よりも堅いこと、を含む工程と、
　前記補強材の前記主部における前記補強材の前記下面を前記被覆体の前記主部における
前記被覆体の前記上面に剥離可能に固定するために前記補強材と前記被覆体とを並置する
工程と、
　を備える方法。
【請求項２７】
前記方法は、前記補強材の前記主部における前記補強材の前記下面を、前記被覆体の前記
主部における前記被覆体の前記上面に剥離可能に熱的に固定する工程を含む、請求項２６
に記載の方法。
【請求項２８】
ライナシートを前記接着剤に貼付する工程を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
前記ライナシートが、中央セクションと二つの側部セクションの形状の横方向に配置され
た三つのセクションを備え、前記中央セクションが一対の側部を有し、前記側部セクショ
ンのそれぞれが、前記中央セクションの前記側部のうちの対応する側部に近接して配置さ
れる、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
前記被覆シートが連続被覆シート形成ウェブの形状であり、前記ライナシートが連続ライ
ナシート形成ウェブの形状であり、前記被覆シート形成ウェブがその下面上の前記接着剤
を露出させるために支持されており、前記ライナシート形成ウェブが、前記ライナシート
形成ウェブを前記被覆シート形成ウェブに剥離可能に固定するため、前記被覆シート形成
ウェブ上の前記接着剤と係合させられる、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
前記ライナシート形成ウェブは、三つの個々の連続ウェブを備え、前記三つの連続ウェブ
のそれぞれが前記ライナシートの各セクションを形成する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
患者の身体への接着貼付用の被覆体を含む複合構造を製造する方法であって、
　上面と下面とを有する薄可撓性膜から成る被覆体を提供する工程であって、前記被覆体
の前記下面がその上に接着剤を有すること、を含む工程と、
　支持面の上に直接前記被覆体を配置する工程であって、前記被覆体の前記上面が前記支
持面と直接係合し、前記被覆体の前記下面上の前記接着剤が露出させられること、を含む
工程と、
　剥離ライナを前記被覆体の前記下面上の前記接着剤に剥離可能に固定するために、前記
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剥離ライナを前記接着剤に直接貼付する工程と、
　上面と下面とを有するシートを備える補強材を提供する工程と、
　前記補強材の前記下面を前記被覆体の前記上面に剥離可能に積層する工程と、
　を備える方法。
【請求項３３】
前記支持面がドラムの前記外表面を備え、前記被覆体が、前記上面と前記接着剤をその上
に有する前記下面とを有する連続被覆体形成ウェブの形状であり、前記方法は、前記ドラ
ムの前記外表面の上に直接前記被覆体形成ウェブを配置し、前記被覆体形成ウェブの前記
上面を前記ドラムの前記外表面に直接係合する工程を含む、請求項３２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して医療用被覆体、特に、吸引利用創傷治療またはその他の医療用途のた
め患者に容易に貼付可能な接着ポリマ包帯材または被覆体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　形状適合ポリマ包帯材は、大気環境から隔離される湿潤環境を確立することによって治
癒させる、あるいはそれ以外の方法で治癒を促進するための創傷上の保護層としての使用
が広く認められている。このような包帯材は通常、患者の身体、たとえば傷に隣接する患
者の肌に装着させるため、下面に自己粘着接着剤の付いた透明な極薄ポリマ膜で形成され
る。このような包帯材は、治癒の速さ、壊死組織の自己溶解の促進、患者の不快感の軽減
など、従来の吸収性包帯材を超える様々な利点を有するが、極めて薄く、自己粘着接着剤
を有するため、取り扱い及び貼付がやや困難である。さらに、このような薄い接着性被覆
体は、自身を支えることができない。よって、取扱いの際、これらの被覆体は皺になり始
める。接着剤のため、いったん貼付の前に皺になり始めたら、使用不能になる可能性があ
る。さらに、接着剤は非常に粘着性が高いため、被覆されていない限り、手袋に容易にく
っつきかねない。そのため、多くの接着薄膜包帯材には、接着剤を保護し、取扱いを容易
にするために接着剤を覆う剥離可能な保護ライナが設けられている。しかしながら、いっ
たんライナが取り外されれば、接着被膜はまだ皺になって自身にくっつき、そのような望
ましくない作用を防ぐその他の手段が設けられていない限り、患者の肌への包帯材の円滑
で無菌的な貼付を阻害する。よって、様々な送達システムが特許文献で提案されており、
こうした課題に対処するよう市販されている物もいくつかある。
【０００３】
　たとえば、特許文献１（Ｄｅｌｌａｓ）では、包帯材に装着される剥離シートを有する
薄膜包帯材が開示されている。ミシン線によって画定される薄膜の中央領域が患者に貼付
される。包帯材のミシン目に平行だが、ミシン目の外側に間隔をあけて剥離シートに切り
込み線が設けられているため、剥離シートを取り外し、薄膜の接着部分を患者に貼付して
、剥離シートと薄膜の両方の外側を取り外すことができる。
【０００４】
　特許文献２（ＭｃＣｒａｃｋｅｎら）では、創傷部位の傷に包帯材を貼付しやすいよう
に、接着剤面が、三つの横方向に配置される部位に形成される剥離紙ライナによって覆わ
れるポリマ薄膜包帯材が開示されている。中央部が取り外されるように構成されており、
二つの側部で包帯材を握って所望の位置に置いた後、その側部を取り除いて、包帯材を創
傷に固定させる。
【０００５】
　特許文献３（Ｇｉｌｍａｎ）では、隣接する同一平面層の形状の創傷包帯材と送達積層
材との複合物が開示されている。中央に配置されるポリウレタン製の創傷包帯材層は、剥
離ライナ層と剥離可能に接着接触している。創傷包帯材層の反対側は、エチレンビニルア
セテート（ＥＶＡ）製の送達層に剥離可能に熱積層される非接着面の形態である。一対の
テープストリップが対向縁部で包帯材層の上面に固定され、包帯材層のミシン線によって
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境界を付けられている。使用の際、剥離ライナ層は、剥がすことによって包帯材層の接着
面から分離させられる。その後、複合物の残りの粘着性包帯材層と送達層が創傷の上に配
置され、接触接着によって創傷に貼付される。次に、送達層がその隅にて創傷包帯材層の
隣接接着面から剥がされる。最後に、ミシン線に沿って破ることによって、テープストリ
ップが包帯材層から取り外される。
【０００６】
　特許文献４（Ｇｉｌｍａｎ）では、創傷包帯材の送達システムが開示されている。包帯
材は、前面と、後面と、前面上の接着剤と、第１の縁部と、第２の対向縁部とを有するポ
リウレタンなどの弾性薄膜である。該システムは、膜上の接着剤に剥離可能に装着され、
接着剤を覆う剥離シートと、第１の縁部に隣接する膜の後面に固定されるタブ部材を含む
。支持シートは膜の後面に剥離可能に装着され、該支持シートはタブ部材に隣接して配置
され、タブ部材に自由に装着される第１の縁部と、膜の第２の縁部に隣接して配置される
第２の縁部とを有する。
【０００７】
　特許文献５（Ｃａｒｉｏｎ）では、補強された開始切込み付きの合成材料製の透明な接
着包帯材が開示されている。包帯材は三層、すなわち、接着面を有するポリウレタン製の
可撓性膜製シート、接着面を覆う支持用保護シート、ポリエチレン製の低可撓性材料から
なるシートを含む。開始切込みは三層のうちの少なくとも二層を貫通する。開始切込みは
、低可撓性膜シート上に配置される補強ストリップによって保護される。
【０００８】
　特許文献６（Ｈｅｉｎｅｃｋｅら）では、下面に感圧性接着剤を被覆させ、上面に低接
着被覆を有する形状適合支持体を備えた担体送達包帯材が開示されている。支持体は、接
着剤に装着されるライナと支持体の上面に装着される取外し可能な熱封止担体とによって
、配送および取扱中に支持される。
【０００９】
　特許文献７（Ｈｅｉｎｅｃｋｅ）では、支持体の下面に感圧性接着剤を被覆させ、上面
に取外し可能な担体を装着した形状適合支持体を備えた担体送達包帯材が開示されている
。支持体と担体との間には接合ブロック材が配置される。切込み線は、担体と接合ブロッ
ク材の両方を横断し、タブを形成する。
【００１０】
　特許文献８では、感圧性接着剤が被覆された、かなり薄い形状適合ポリマ膜が開示され
ており、該膜は、接着剤を含む膜表面と反対側の膜表面に剥離可能層を有し、剥離可能層
は膜の接着剤を覆う剥離ライナよりも強い粘着力で装着される。
【００１１】
　創傷への貼付用に市販されている各種ポリマ膜材料としては、たとえば、マサチューセ
ッツ州マンスフィールドのＴｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ社製のＰＯＬＹ
ＳＫＩＮ　ＩＩ（商標）、ミネソタ州セントポールの３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ社製のＴＥＧ
ＡＤＥＲＭ（商標）、ニュージャージー州ニューブランズウィックのＪｏｈｎｓｏｎ＆Ｊ
ｏｈｎｓｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ社製のＢＩＯＣＬＵＳＩＶＥ（商標）、英国ハルのＴ．Ｊ
．Ｓｍｉｔｈ＆Ｎｅｐｈｅｗ社製のＯＰ－ＳＩＴＥ（商標）、テキサス州サンアントニオ
のＫＣＩ，Ｉｎｃ．社製のＶＡＣＵＵＭ　ＡＳＳＩＳＴＥＤ　ＣＬＯＳＵＲＥ（登録商標
）ドレープなどがある。
【００１２】
　Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ社製のＰＯＬＹＳＫＩＮ　ＩＩ（商標）
被覆帯は、特許文献４（Ｇｉｌｍａｎ）により構成されており、特許文献３（Ｇｉｌｍａ
ｎ）にやや類似している。そのために、この製品は基本的に、下面に接着剤を有するポリ
ウレタン膜形状の包帯材層を含む複合構造を備える。ＥＶＡで形成される担体層は、包帯
材層の上面に剥離可能に固定される。担体層は、一方の辺縁部に第１の持ち手ストリップ
と、対向する辺縁部に第２の持ち手ストリップとを含む。共通のライナシートが、包帯材
層の下面上の接着剤に剥離可能に固着される。ライナシートは、担体層の第１の持ち手ス
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トリップの辺縁部を超えて延在する。紙テープストリップが、第２の持ち手ストリップの
真下の包帯材層の上面に固定される。包帯材層は紙テープストリップに沿ってミシン目を
入れられる。使用の際、被覆体は、第１の持ち手ストリップによって担体層を保持しなが
らライナシートを取り外すことによって貼付される。その後、結合された包帯材と担体層
とは担体層の二つの持ち手ストリップによって保持され、包帯材層の下面上の接着剤が傷
層と係合するように傷に貼付することができる。次に、第２の持ち手ストリップをその下
に配置したテープストリップから分離し、テープストリップを指で適所に持つことによっ
て、担体を取り外すことができる。その後、第２の持ち手ストリップを握り、持ち手スト
リップ上で引くことによって、担体シートをポリウレタン層から剥がすことができる。最
後に、ミシン線に沿って破ることにより、テープストリップをポリウレタン包帯材層から
除去することができる。
【００１３】
　ＫＣＩ，Ｉｎｃ．社製のＶＡＣＵＵＭ　ＡＳＳＩＳＴＥＤ　ＣＬＯＳＵＲＥ（登録商標
）ドレープは基本的に、ポリエチレン担体層に固着されるポリウレタン膜の形状の包帯材
層を含む複合構造を備え、担体は複合構造の最上層を形成する。ポリウレタン層の下面は
、特許文献２（ＭｃＣｒａｃｋｅｎら）に開示される構造とやや類似した構造の三つの取
外し可能なライナシートによって覆われる接着剤を含む。一対の持ち手ストリップは、ウ
レタン膜の対向辺縁部に沿って固定される、すなわち、ストリップは、ポリウレタン層の
下面の接着剤によってポリウレタン層に接着して固定される。ポリウレタン層には持ち手
ストリップに沿ってミシン目が入れられる。使用の際、ライナシートは除去されて、ポリ
ウレタン膜を創傷に固定する。その後、ポリエチレン担体層が取り外される。最後に、ミ
シン線に沿って破ることによって、持ち手ストリップをポリウレタン層から除去する。
【００１４】
　上記の特許の装置および市販品は概して意図される目的に適するが、被覆体の貼付中の
創傷への妨害、有効性、使い易さ、構造の簡潔性、コスト、および製造し易さなどの一つ
以上の観点から、まだ望まれるべきことが多い。
【００１５】
　本文書で引用および／または特定されるすべての参考文献は、引用により本文書に組み
込む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第４，４８５，８０９号明細書
【特許文献２】米国特許第４，６１４，１８３号明細書
【特許文献３】米国特許第４，６００，００１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，０１８，５１６号明細書
【特許文献５】米国特許第５，４３７，６２２号明細書
【特許文献６】米国特許第６，６８５，６８２号明細書
【特許文献７】米国出願公開第２００７／０１５６０７５号明細書
【特許文献８】欧州特許出願公開第００５１９３５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、上記した懸案を鑑みてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一態様によると、被覆体と、補強材と、剥離可能ライナとを備える複合構造が
提供される。被覆体は、患者の創傷上に使用されるように構成され、極薄可撓性膜、たと
えば、上面と、下面と、主部と、一対の対向辺縁部と、該膜の下面上の接着剤とを有する
ポリウレタンから成る。補強材は、上面と、下面と、主部と、一対の対向辺縁部と、少な
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くとも一つの持ち手とを有するＥＶＡシートなどのシートを備える。少なくとも一つの持
ち手は補強材の主部よりも更に剛性であり、補強材の辺縁部と隣接する補強材の下面の一
部を形成する。補強材は被覆体上に配置され、補強材の主部における補強材の下面は、被
覆体の主部における被覆体の上面に剥離可能に固定される。少なくとも一つの持ち手は、
補強材を被覆体から隔離するために、持ち手とその下に配置される被覆体の辺縁部との間
に使用者が指を挿入可能な指空間を画定する。剥離可能ライナは、接着剤を保護するため
に接着剤に剥離可能に固定されるとともに接着剤を露出させることが所望される場合に取
外し可能な少なくとも一つのセクションを備え、その後、被覆材は接着剤によって創傷を
覆うように接着して固定させることができる。補強材と少なくとも一つの持ち手とは、一
つのユニットとして被覆体から取り外すことができる。
【００１９】
　本発明の別の態様によると、被覆体と補強材とを備える複合構造が提供される。被覆体
は患者の創傷上で使用されるように構成され、極薄可撓性膜、たとえば、上面と、下面と
、少なくとも一つの辺縁部と、主部と、膜の下面上の接着剤とを有するポリウレタンから
成る。被覆体の少なくとも一つの辺縁部と被覆体の主部は、互いに略同一の可撓性を有す
る。補強材は、上面と、下面と、少なくとも一つの辺縁部と、主部と、を有するＥＶＡシ
ートなどのシートを備える。補強材が被覆体上に配置され、補強材の主部における補強材
の下面が被覆体の主部における被覆体の上面に剥離可能に固定される。補強材の少なくと
も一つの辺縁部は、その下に配置される被覆体の少なくとも一つの辺縁部と指空間によっ
て隔離される。
【００２０】
　本発明の別の態様によると、吸引源と、結合部材と、複合構造とを備える吸引利用創傷
治療システムが提供される。複合構造は、真空を印加可能な密閉空間を生成するために患
者の創傷上に接着して固定されるように適合された被覆体と、補強材と、剥離性固定可能
ライナと、を備える。結合部材、たとえば、吸引管装着装置は、密閉空間へ吸引力を付与
するための携帯型真空ポンプなどの吸引源に結合されるように構成される。被覆体は、た
とえば、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺縁部と、患者に被覆体を固定する
ように構成される膜の下面上の接着剤と、を有するポリウレタンなどの極薄可撓性膜から
成る。補強材は、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺縁部と、少なくとも一つ
の持ち手と、を有するＥＶＡなどのシート材を備える。少なくとも一つの持ち手は、補強
材の少なくとも一つの辺縁部と隣接する被覆体の下面の一部を形成する。補強材は被覆体
上に配置され、補強材の主部における補強材の下面は被覆体の主部における被覆体の上面
に剥離可能に固定される。少なくとも一つの持ち手は、持ち手とその下に配置される被覆
体の少なくとも一つの辺縁部との間に、使用者が指を挿入可能な指空間を画定する。剥離
可能ライナは、接着剤を保護するために接着剤に剥離可能に固定された少なくとも一つの
セクションを備え、接着剤を露出させることが所望される場合に取外し可能であり、その
際に、被覆体が創傷を覆うように接着剤にて接着して固定させることができる。補強材と
少なくとも一つの持ち手とは、一つのユニットとして被覆体から取り外し可能である。
【００２１】
　本発明の複合構造と本発明の吸引利用創傷治療システムの例示の実施形態によると、複
合構造の少なくとも一つの持ち手が接着剤テープのストリップを備える。
　本発明の吸引利用創傷治療システムは、密閉空間内に配置されるように被覆体の下で使
用される創傷接触面を有する創傷パッキングを利用することができ、創傷接触面は創傷と
係合する。
【００２２】
　本発明の別の態様によると、患者の創傷に吸引利用創傷治療を提供する方法が提供され
る。該方法は、上述するような複合構造を提供することと、接着剤を露出させるために剥
離可能ライナを被覆体から取り外すことと、吸引力を付与可能な密閉空間を生成するため
に創傷上に被覆体を貼付することと、補強材と少なくとも一つの持ち手とを一つのユニッ
トとして被覆体から取り外すために指空間を介して複合構造の少なくとも一つの持ち手を
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把持することとを備える。吸引源から密閉空間に吸引力を付与することができる。所望で
あれば、創傷と係合する創傷接触面を有する創傷パッキングを、密閉空間内に配置するこ
とができる。
【００２３】
　本発明の別の態様によると、患者の創傷の一般的な治療方法が提供される。該方法は、
上述するような複合構造を提供することと、接着剤を露出させるために被覆体から剥離可
能ライナを取り外すことと、創傷上に被覆体を貼付することと、補強材と少なくとも一つ
の持ち手とを一つのユニットとして被覆体から取り外すために指空間を介して複合構造の
少なくとも一つの持ち手を把持することとを備える。所望であれば、創傷と係合する創傷
接触面を有する創傷パッキングを、密閉空間内に配置することができる。
【００２４】
　本発明の別の態様によると、患者の体への接着貼付用の被覆体を含む複合構造の製造方
法が提供される。該方法は、上面と、下面と、主部と、少なくとも一つの辺縁部と、患者
の体に被覆体を固定するように構成される被覆体の下面上の接着剤と、を有する極薄可撓
性膜から成る被覆体を提供することを備える。補強材も提供される。補強材は、上面と、
下面と、主部と、少なくとも一つの辺縁部と、を有するシートを備える。ストリップが、
補強材の少なくとも一つの辺縁部で補強材の下面に提供されて、そこで持ち手を形成する
。少なくとも一つの持ち手は補強材の主部よりも堅い。補強材と被覆体とは、補強材の主
部における補強材の下面と被覆体の主部における被覆体の上面とを剥離可能に固定するよ
うに並置される。
【００２５】
　複合構造の製造方法の一好適な態様によると、補強材の主部における補強材の下面は、
被覆体の主部における被覆体の上面に熱的に剥離可能に固定される。
　複合構造の製造方法の別の好適な態様によると、被覆体は、廃ライナ上に連続ウェブと
して提供される。ライナシートは、材料の連続ウェブ、たとえば、三つの連続ウェブ状で
、被覆体の下面上の接着剤に貼付される。さらに、補強材が、シート材の連続ウェブとし
て提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明により構成される膜被覆体を含む複合構造の一例示実施形態を組み込んだ
吸引利用創傷治療システムの展開等角図である。
【図２】創傷接触面を示すため、図１に示す構成要素のうちの一つの下面、すなわち、創
傷パッキングの下面を示す等角図である。
【図３】図１に示す複合構造の断面図である。
【図４】図１および３の複合構造の拡大等角図である。
【図５】図３と類似するが、本発明の複合構造の別の例示実施形態を示す断面図である。
【図６】図３および５と類似するが、本発明の複合構造のさらに別の例示実施形態を示す
断面図である。
【図７】図３、５および６と類似するが、本発明の複合構造のさらに別の例示実施形態を
示す断面図である。
【図８】図３及び５乃至７と類似するが、本発明の複合構造のさらに別の例示実施形態を
示す断面図である。
【図９】本発明の複合構造を製造する例示の一方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　同様の参照符号が類似の部品を指す各種図面を参照すると、図１には、本発明の一態様
により構成され、本発明により構成される創傷被覆体を含む複合構造２０（後で簡単に説
明する）を利用した吸引利用（負圧）創傷治療システム１０が示されている。システム１
０と複合構造を説明する前に、本発明の態様はその他の吸引利用または負圧創傷治療シス
テムまたは装置と共に使用することができ、複合構造２０は、一般的な創傷被覆材や外科
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用ドレープなどの、吸引利用創傷治療以外の用途にも使用可能であることに留意すべきで
ある。
【００２８】
　図１に示されるように、システム１０は、上述の複合構造２０、創傷パッキング２２、
吸引管取付装置２４、および携帯型ポンプおよび創傷監視ユニット２６を基本的に備える
。複合構造は、後で重要な詳細を簡潔に説明する。ここでは、図３および４に最も良く示
されるように、複合構造２０は、患者の創傷への固定用に下面に接着剤３０を含む形状適
合被覆体２８と、剥離性固定可能ライナ３２と、剥離性固定可能補強材３４とを基本的に
備えると述べるだけで十分であろう。後で詳述するように、剥離性固定可能ライナ３２と
補強材３４は協働して、被覆体の創傷への接着固定を促進する。
【００２９】
　いったん被覆体２８が患者の創傷に接着して固定されれば、創傷に隣接する被覆体の下
に密閉空間が生成され、そこに創傷を治療する、あるいはそれ以外の方法で創傷の治癒を
促進させるために負圧または吸引力を付与することができる。さらに、多くの創傷医療用
途にとっては、創傷と接触する被覆体下に創傷パッキングを利用することが望ましい。図
１に示す創傷パッキング２２は、その目的に適した特に好適で有効なパッキングの一例で
あるが、その他の物を使用することもできる。よって、本発明のシステム１０の好適な一
実施形態によると、創傷パッキング２２は好ましくは、２００４年１１月４日に提出され
、２００５年９月２２日に第２００５／０２０９５７４号として公開された、米国特許出
願第１０／９８１，１１９号の「吸引と共に使用される創傷パッキング材（Ｗｏｕｎｄ　
Ｐａｃｋｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｗｉｔｈ　Ｓｕｃｔｉｏｎ）」の
教示により構成され、該出願は本発明と同じ譲受人に譲渡されており、引用によりその開
示を本文書に組み込む。簡略化のため、創傷パッキング２２の構成と動作の全詳細はここ
では繰り返さない。ここでは、創傷パッキング２２が、介在する略平面状シート３８によ
って共に固定され、図１および２に示す透過性波形構造を形成する少なくとも一つ、好ま
しくはそれ以上の波状シート３６を基本的に備えることを述べれば十分であろう。シート
３６および３８は透過性かつ非吸収性であり、たとえば、好ましくは、ポリオレフィン、
ポリイミド、およびポリエステルなどの不織合成生体適合性ポリマ製である。同じく同様
の透過性かつ非吸収性材料からなる略平面状シート４０が、パッキング２２の遠位側を形
成する。シート４０の外表面は、創傷接触面、すなわち、パッキングが被覆体２８下の適
所に配置されたとき、創傷と係合する表面を形成する。
【００３０】
　本発明のシステム１０の好適な一実施形態によると、創傷接触シート４０とその外表面
は、２００４年１１月５日に提出され、２００５年１０月１３日に第２００５／０２２８
３２９号として公開された米国特許出願第１０／９８２，３４６号の「創傷接触装置（Ｗ
ｏｕｎｄ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）」と、２００７年７月６日に提出され、２０
０８年７月２４日に第２００８／０１７７２５３号として公開された米国特許出願第１１
／８２５，３９７号の「接触面の向上した成長刺激創傷包帯材（Ｇｒｏｗｔｈ　Ｓｔｉｍ
ｕｌａｔｉｎｇ　Ｗｏｕｎｄ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ　Ｗｉｔｈ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｏｎ
ｔａｃｔ　Ｓｕｒｆａｃｅ）」との教示に従い構成され、両出願は本発明と同じ譲受人に
譲渡されており、引用によりその開示を本文書に組み込む。簡略化のため、創傷接触面の
構成と動作の全詳細はここでは繰り返さない。シート４０は、薄膜状の外表面を有する、
上述したような透過性かつ非吸収性材料、たとえば、ポリエステル膜、セルロースアセテ
ート膜、およびビニル膜から成る群から選択された材料から形成されると述べれば十分で
あろう。創傷接触面は、シート４０内にわずかに延在する多数の小さく窪んだ凹部または
間隙４２を有する。上述の同時係属出願で詳細に説明されるように、パッキングが吸引さ
れたとき、これらの間隙は収縮に強い。
【００３１】
　ポンプおよび創傷監視ユニット２６は、２００５年１１月７日に提出され、２００７年
１月１８日に第２００７／００１６１５２号として公開された米国特許出願第１１／２６
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８，２１２号の「吸引で創傷を治療するシステムおよび吸引の損失を検出する方法（Ｓｙ
ｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ａ　Ｗｏｕｎｄ　Ｗｉｔｈ　Ｓｕｃｔｉｏｎ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｌｏｓｓ　ｏｆ　Ｓｕｃｔｉｏｎ）」
と、２００７年４月１２日に提出され、２００７年９月２０日に第２００７／０２１９５
３２号として公開された米国特許出願第１１／７８６，４７５号の「負圧創傷治療用ポン
プシステム（Ｐｕｍｐ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　
Ｗｏｕｎｄ　Ｔｈｅｒａｐｙ）」との教示に従い構成され、両出願は本発明と同じ譲受人
に譲渡されており、引用によりその開示を本文書に組み込む。簡略化のため、ポンプおよ
び創傷監視ユニット２６の構成と動作の全詳細はここでは繰り返さない。ユニット２６は
、負圧または吸引力を生成し、被覆体が創傷上の適所に配置されたとき、管取付装置２４
によって被覆体２８下の密閉空間に運ばれるように構成されるポンプを含むことを述べれ
ば十分であろう。
【００３２】
　ユニット２６は、ハウジング４４内に携帯型吸引ポンプ（図示せず）を基本的に備える
。制御回路（図示せず）もハウジング４４内に配置される。リザーバ、容器、または廃棄
物回収缶４６がハウジングに剥離可能に固定できる、すなわち、ハウジングは缶４６を収
容する凹部または空洞を有する。該ポンプは、創傷に対して制御された吸引レベルを提供
するように構成され、異常な動作状況を表示する流速モニタを有する。該ポンプは、適切
な電力変換装置４８を介して壁電力で運転する。制御回路はポンプの動作を制御し、たと
えば、所望に応じて負圧が付与されるように確保し、システムの誤動作が生じたときの警
告などのその他の機能を提供することもできる。容器４６は、血液やその他の創傷滲出液
などの創傷から生じる流体を収容するように構成される。そのため、容器４６は、導管５
０を介して吸引管取付装置２４と流体連通している。
【００３３】
　吸引管取付装置２４は、２００５年７月１４日に提出され、２００６年５月１１日に第
２００６／０１００５８６号として公開された米国特許出願第１１／１８１，１２８号の
「創傷治療用管取付装置（Ｔｕｂｅ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｗ
ｏｕｎｄ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）」の教示に従い構成され、同出願は本発明と同じ譲受人
に譲渡されており、引用によりその開示を本文書に組み込む。簡略化のため、装置２４の
構成と動作の全詳細はここでは繰り返さない。ここでは、装置２４は、上述の導管５０と
、下面に接着剤を有するパッチ部材５２とを基本的に備えると述べれば十分であろう。導
管５０は、パッチ部材５２の内部通路または孔（図示せず）と流体連通する。被覆体が創
傷上に適所に固定された後、パッチ部材は、被覆体２８の上面に接着剤層によって固定さ
れるように配置される。パッチ部材５２の孔は導管４８と流体連通し、被覆体２８に形成
された孔（図示せず）とも流体連通するため、被覆体が創傷に固定されると、パッチ部材
の孔は、被覆体２８下に確立される密閉空間と流体連通する。被覆体の孔は予め形成して
おく、あるいは管取付装置の被覆体への固定の際に使用者によって作製することができる
。導管５０は缶４６に接続され、その内部と流体連通する。缶の内部は、結合器（図示せ
ず）を介してポンプ入口と流体連通する。よって、作動されると、ポンプは缶４６内と被
覆体２８下の密閉空間内に負圧を生成し、その後、創傷滲出液を、密閉空間を出て吸引管
装置２４を通り缶４６内へと流れ出させ、後の廃棄のために回収させることができる。
【００３４】
　この局面で、本発明の複合構造は、２００３年９月１６日に提出され、２００４年４月
１日に第２００４／００６４１３２号として公開された米国特許出願第１０／６６３，２
２６号の「創傷治療装置（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ａ　Ｗｏｕｎｄ）
」と、２００５年９月１４日に提出され、２００６年２月２日に第２００６／００２５７
２７号として公開された米国特許出願第１１／２２６，５０５号の「吸引利用創傷治療の
装置および方法（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｓｕｃｔｉｏｎ
－Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｗｏｕｎｄ　Ｈｅａｌｉｎｇ）」とで開示および請求されるような
その他の吸引利用創傷治療システムと共に使用可能であることを指摘しておくべきであり
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、両出願は本発明と同じ譲受人に譲渡されており、引用によりその開示を本文書に組み込
む。さらに、本発明の複合構造は、２００７年１１月２７日に提出され、２００８年６月
５日に第２００８／０１３２８１９号として公開された米国特許出願第１１／９８６，９
４１号の「負圧創傷治療に使用されるトンネル包帯材（Ｔｕｎｎｅｌ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ
　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｗｏｕｎｄ　Ｔｈｅｒ
ａｐｙ）」に従い構成される創傷用トンネル包帯材と共に使用することができ、同出願は
本発明と同じ譲受人に譲渡されており、引用によりその開示を本文書に組み込む。
【００３５】
　被覆体２８および複合構造２０のその他の部分の構造の詳細を、図３～５を参照して説
明する。複合構造のその他の部分、すなわち、剥離性固定可能ライナ３２と補強材３４は
、被覆体２８の創傷上の所望の位置への移送と、創傷の容易かつ効率的でトラブルのない
固定とを簡易化するように適合された送達システムとして考えることができる。
【００３６】
　被覆体２８は形状適合シートであり、たとえば、一対の側辺縁部２８Ａおよび２８Ｂと
、中央部または主部２８Ｃと、上面と、接着剤３０を有する底面または下面とを有するポ
リマ膜が全域に配置されている。接着剤３０付きの被覆体２８は、全体にわたって同じ可
撓性を有する。接着性下面を有する被覆体は、吸引利用創傷治療のために創傷に貼付する
使用に適した任意の材料で形成することができる。具体的に適した材料の一つが、０．０
１３ｍｍ～０．５０８ｍｍ（０．０００５インチ～０．００２インチ）の厚さ範囲、好ま
しくは約０．０２０ｍｍ（０．０００８インチ）の厚さのポリウレタン膜である。この薄
膜は、水蒸気を透過させ、基本的には液体を透過させない。９８４１の名称で３Ｍによっ
て販売されている下面に接着剤を有するポリウレタン膜が特に適する。下面に接着剤を有
する膜に使用可能なもう一つの材料が、Ｅ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　
Ｃｏｍｐａｎｙ製のポリエステルエラストマＨｙｔｒｅｌである。被覆体２８の下面上の
接着剤３０は、肌接触に適したアクリレート感圧接着剤である。厚さは、好ましくは０．
０１０ｍｍ～０．１０２ｍｍ（０．０００４インチ～０．００４インチ）の範囲、最も好
ましくは０．０１８ｍｍ～０．０３３ｍｍ（０．０００７インチ～０．００１３インチ）
の範囲である。
【００３７】
　接着剤３０付きの被覆体２８は透湿性である。特に、好ましくは、１日に１平方メート
ル当たり３００グラム超の速度で蒸気を透過させる（すなわち、湿分透過速度ＭＶＴＲが
３００以上である）。被覆体２８は、真空ポンプから真空を創傷に付与できるよう創傷上
に固定されて配置される。そのため、接着剤３０が創傷周辺の皮膚に被覆体２８を封止す
ることによって、被覆体の下に創傷に隣接する密閉空間を形成する。被覆体は好ましくは
漏れないが、わずかな漏れは許容可能である。具体的に言うと、理想的には、漏れ量がポ
ンプの流容量の２０％を超えるべきではない。ポンプの流容量の最大５０％の漏れ量が許
容可能であるが、理想的ではない。
【００３８】
　被覆体２８は好ましくは、典型的な吸引利用創傷治療用途のために通常３日間以上封止
状態を維持するように構成される。被覆体２８の透湿性により、肌からの湿分が被覆体を
透過することができる。このような湿分が透過されないと、堆積した湿分のせいで接着剤
が湿りすぎて、被覆体が十分な封止を維持できない可能性がある。さらに、肌が浸軟する
可能性もある。
【００３９】
　被覆体の別の重要な特性は、解剖学的表面に形状が非常によく適合することである。接
着剤を有し、極薄で可撓性の形状適合被覆体は、創傷を封止するのに理想的である。被覆
体を創傷に貼付すると、凹凸面に置かれるために、被覆体に皺が生じる場合が多い。極薄
の被覆体は、皺が（接着剤で）自身を封止するために望ましい。また、薄い被覆体は、皮
膚体の縁が肌面を超えて外に接着しないために望ましい。厚い縁は剥がれ落ちやすい。さ
らに、薄い被覆体は透湿性に優れる。
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【００４０】
　剥離性固定可能ライナ３２を以下簡単に説明する。ここでは、接着剤３０が創傷に貼付
する準備が整うまで被覆体２８の接着剤３０を保護するように提供されると述べれば十分
であろう。上述したように、剥離性固定可能ライナは補強材３４と協働して、被覆体の創
傷上への配置を簡易化する。
【００４１】
　補強材３４は、いったん剥離性固定可能ライナ３２が複合構造２０から取り外された後
に、高可撓性被覆体２８にいくらかの剛性を提供する役割を果たす。補強材３４は、単独
で、あるいは被覆体２８と組み合わせて可撓性シートまたは層の形態を成し、ライナシー
ト３２が取り外された後に被覆体に十分な剛性を提供して、被覆体を有効に創傷に固定さ
せる、たとえば、貼付中に被覆体が皺になるのを防止する。その目的で、補強材の主部を
構成する補強材の中央部は、複合構造２０の被覆体２８の主部に剥離可能に固定される。
補強材は、中央部または主部３４Ｃの各側面である上面と下面にそれぞれ配置される対向
対の辺縁部３４Ａおよび３４Ｂを有する。図３に示す実施形態では、補強材の幅、すなわ
ち、辺縁部３４Ａおよび３４Ｂを隔離させる距離は、被覆体２８の幅、すなわち、辺縁部
２８Ａおよび２８Ｂを隔離させる距離と同一である。後述する図５に示す複合構造の実施
形態では、補強材の辺縁部は被覆材の辺縁部を超えて延在する。いずれの場合にも、辺縁
部３４Ａおよび３４Ｂと隣接する補強材３４の部分は、一対の対応する持ち手５４Ａおよ
び５４Ｂを形成する。これらの持ち手はいくつかの形状を取ることができる。たとえば、
図３～５に示す実施形態では、各持ち手は、接着テープストリップによって確立される。
具体的には、一方の接着テープストリップ５６Ａは、側辺縁部３４Ａに隣接する補強材３
４の下面に沿って固定され、中央部３４Ｃの一方の側とともに持ち手５４Ａを形成する。
同様に、他方の接着テープストリップ５６Ｂは、側辺縁部３４Ｂに隣接する補強材の下面
に沿って固定され、中央部３４Ｃの対向する側と共に持ち手５４Ｂを形成する。持ち手５
４Ａおよび５４Ｂの形成に加えて、テープストリップ５６Ａおよび５６Ｂはそれぞれ、被
覆体２８の辺縁部との間に指の入る空間を生成する。各指空間は、後述するように、補強
材を除去するために持ち手を握りやすくするように一本またはそれ以上の使用者の指を収
容するべく適合されている。上述したように、持ち手５４Ａと５４Ｂとの間に配置される
補強材の部分は上述の中央部または主部３４Ｃを画定し、その下にある被覆体２８の対応
する中央部または主部に剥離可能に固定される補強材の部分である。
【００４２】
　補強材３４は、患者への貼付中に被覆体２８が皺になり自身にくっつくのを防ぐ役割を
果たすが、十分に薄いので複雑な患者の解剖学的構造にも容易に適合する。いったん被覆
体が患者に接着して固定されれば、補強材を被覆体から取り外し、創傷周囲で形状適合が
非常に高く封止可能なポリウレタン膜および接着剤をその後に残すことができる。
【００４３】
　補強材３４は、任意の適切な材料で形成することができる。具体的な適切な材料の一つ
が、ビニルアセテートの含有量が５％のエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）膜である。
その他考えられる補強材の材料は、ポリエステル膜、ポリエチレン膜、ＥＶＡ被膜付きの
紙などである。例示のＥＶＡ補強材の厚さは０．０１３ｍｍ～０．２５４ｍｍ（０．００
０５インチ～０．０１０インチ）、好ましくは０．０３８ｍｍ～０．１１４ｍｍ（０．０
０１５インチ～０．００４５インチ）、最も好ましくは約０．０５７ｍｍ（０．００２２
５インチ）とすることができる。さらに、好適なＥＶＡ薄膜は異方性である、すなわち、
下面は非常に滑らかな仕上げを有し（たとえば、ＨｏｍｍｅｌテスタＴ５００を用いて測
定した算術平均粗さ値（Ｒａ）が約１．０１６μｍ（４０マイクロインチ）である）、上
面がやや粗いまたは艶消しの仕上げを有する（たとえば、ＨｏｍｍｅｌテスタＴ５００を
用いて測定した算術平均粗さ値（Ｒａ）が約３．５５６μｍ（１４０マイクロインチ）で
ある）。この構造によって、ＥＶＡ補強材の滑らかな下面が被覆体を構成するポリウレタ
ン膜に剥離可能に熱接合されるように修正可能であり、補強材の艶消しの上面がこのよう
な接合に強いことが確保される。具体的には、上述したように、共に熱的に積層すること
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によって、補強材３４の下面の中央部または主部が、被覆体の上面の対応する主部に剥離
可能に固定される。その動作は、上述パラメータのポリウレタン膜の連続ウェブと上述パ
ラメータのＥＶＡの連続ウェブとを提供し、摂氏約７１．１～８５．０度（華氏約１６０
～１８５度）の温度範囲、約１４２．９～２３２．２ｋｇ／ｍ（８～１３ＰＬＩ）（ポン
ド／線インチ）の圧力、および約１．２２ｍ～３．６６ｍ（４～１２フィート）／分の積
層速度で積層することによって、図９に示されるように（および後述されるように）達成
することができる。他の組み合わせでも利用可能である。ポリウレタン被覆体２８とＥＶ
Ａ補強材３４との結果として生じる剥離可能な接合強度は、０．２５４ｍ（１０インチ）
／分の引張速度の１８０度剥離試験で測定した場合、１．１２ｋｇ／ｍ（１オンス／イン
チ）幅未満である。上述の引張速度剥離試験で測定した場合の接合強度は、好ましくは０
．５５８ｋｇ／ｍ（０．５オンス／インチ）未満、最も好ましくは０．０１１～０．３３
５ｋｇ／ｍ（０．０１～０．３オンス／インチ）である。
【００４４】
　テープストリップ５６Ａおよび５６Ｂは、補強材３４の辺縁部がその下のポリウレタン
膜被覆体２８の対応辺縁部に接合するのを防ぐセパレータとしての役割を果たす。さらに
、上述したように、それぞれが、いったん被覆体が患者に貼付されると、把持することの
できる持ち手またはタブとしての役割も果たす。次に、補強材は、持ち手を使用して被覆
体から取り外すことができる。各テープストリップはテープストリップの接着剤によって
補強材の下面に固定されて、補強材の各持ち手を、補強材の主部よりもわずかに硬直した
剛性の補強材とする。各テープストリップの紙層は、持ち手またはタブを使用者によって
持ちやすくするわずかな厚みを提供する。テープは任意の適切な材料で形成することがで
きる。使用可能な紙テープの一例が、Ｓｈｕｒｔａｐｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社で
入手可能な０．１６３ｍｍ（０．００６４インチ）厚のＳｈｕｒｔａｐｅ　ＣＰ６４であ
る。多数のその他のテープや紙なども利用可能である。
【００４５】
　図５は、本発明により構成される複合構造１２０の別の実施形態を示す。補強材１３４
の辺縁部、すなわち、持ち手を形成する辺縁部が被覆体２８の辺縁部を超えて外方に延在
することを除き、構造１２０は複合構造２０と構造が同じである。簡略化のため、複合構
造１２０の共通の構成要素には、図３に示す複合構造２０の実施形態の構成要素と同じ参
照符号を付し、それらの構成要素の構造および動作の詳細は繰り返さない。よって、図示
されるように、複合構造１２０は上述の被覆体２８と上述のライナ３２とを基本的に備え
る。複合構造１２０の補強材は参照符号１３４で表す。補強材１３４の辺縁部３４Ａおよ
び３４Ｂは、それぞれ被覆体２８の辺縁部２８Ａおよび２８Ｂを超えてわずかに延在する
。テープストリップ５６Ａおよび５６Ｂは補強材の辺縁部の下に固定されるので、各自の
テープストリップの部分も被覆体の辺縁部を超えて延在する。したがって、（後述するよ
うに）補強材を被覆体から取り外す際、図３の複合構造２０と比べて、図５の複合構造１
２０の補強材の持ち手５４Ａおよび５４Ｂの方がやや把持し易い。
【００４６】
　図８は、本発明により構成される複合構造２２０の別の実施形態を示す。（簡単に後述
する）補強材２３４を除き、複合構造２２０は構造２０の構造と同一である。簡略化のた
め、複合構造２２０の共通の構成要素には、図３の複合構造２０の実施形態と同じ参照符
号を付し、それらの構成要素の構造および動作の詳細は繰り返さない。よって、図示する
ように、複合構造２２０は上述の被覆体２８と上述のライナ３２とを基本的に備える。補
強材２３２の各辺縁部２３４Ａおよび２３４Ｂは自身の下に折り曲げられて、複合構造２
０の補強材３４の場合のように、補強材の下面にテープストリップを使用する代わりに、
それぞれの持ち手２５４Ａおよび２５４Ｂを形成する。補強材２３４Ａの上面は艶消しの
仕上げであるため、持ち手２５４Ａを形成する表面の部分は被覆体の辺縁部２８Ａの上面
に並置される。同様にして、持ち手２５４Ｂを形成する艶消し表面の部分は、被覆体の辺
縁部２８Ｂの上面上に並置される。したがって、補強材２３２と被覆体２８を形成する材
料のウェブが上述の同様な方法で積層される際、補強材２３４の中央部または主部は被覆
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体の上面の対応する主部と剥離可能に熱接合され、持ち手／タブ２５４Ａおよび２５４Ｂ
は被覆体の対応する基部から分離されたままになる。特に、タブ／持ち手のそれぞれの下
面の艶消し表面は被覆体の上面に接合されないことによって、補強材と被覆体との間に位
置する辺縁の指収容空間を生成する。
【００４７】
　被覆体の周縁部から補強材の周縁部を隔離するもう一つの方法は、補強材の中央部また
は主部のみを被覆体の中央部または主部に熱接合することである。これはセパレータ（た
とえば、テープストリップまたは補強材の折畳み部分）を使用せずに達成することができ
る。図６に示される複合構造３２０の実施形態は複合構造１２０の変形を構成し、そのよ
うな構造の一例である。複合構造１２０と複合構造３２０の共通する構成要素は同じ参照
符号を付し、簡略化のため、その構造および動作の詳細は繰り返さない。よって、図示す
るように、補強材１３４は、辺縁部で下面にテープストリップ５６Ａおよび５６Ｂを含ま
ない。その代わりに、補強材１３４の中央部または主部のみが、被覆体２８の中央部また
は主部に剥離可能に熱接合される。被覆体の主部は被覆体の辺縁部まで延在しない、すな
わち、被覆体の一対の帯状領域が、補強材に接合されない被覆体の辺縁部と隣接すると理
解すべきである。
【００４８】
　図７は、本発明により構成される複合構造４２０の別の実施形態を示す。複合構造４２
０は、テープストリップ５６Ａおよび５６Ｂの代わりに補強材の下面にシリコン塗布した
二つの帯を使用したことを除き、図６の複合構造と構造が同一である。簡略化のため、複
合構造４２０と複合構造１２０の共通構成要素には同じ参照符号を付し、その構造および
動作の詳細は繰り返さない。よって、図示するように、シリコン薄帯４５６Ａが辺縁部３
４Ａに隣接する補強材１３４の下面に塗布され、同様のシリコン薄帯４５６Ｂが辺縁部３
４Ｂに隣接する補強材１３４の下面に塗布される。補強材の中央部または主部、すなわち
、シリコン帯間の部分は、その下に配置される被覆体２８の対応する主部に剥離可能に熱
接合される。
【００４９】
　剥離ライナ３２の詳細を以下説明する。本発明の好適な態様によると、剥離ライナ３２
には三つの別々の部分３２Ａ、３２Ｂ、および３２Ｃが設けられ、そのそれぞれが被覆体
の使用に先立ち、被覆体２８の接着剤３０の対応部分を保護する役割を果たす。剥離ライ
ナ３２Ａ～３２Ｃは、創傷層上に貼付する際に被覆体の安全な取扱および操作も可能とす
る。剥離ライナセクション３２Ａ～３２Ｃは、上記特許文献２（ＭｃＣｒａｃｋｅｎら）
に開示されるものに類似しており、それらのセクションは当業界において十分既知な材料
、たとえばシリコン処理された紙で形成される。セクション３２Ａ～３２Ｃのそれぞれを
形成する紙上のシリコンコーティングは、該セクションが被覆体の接着剤３０に永久的に
粘着するのを防止する。紙は、剥離ライナセクションとして使用可能な単なる一材料であ
る。イリノイ州ウィローブルックのＬｏｐａｒｅｘ、Ｉｎｃ．社製のＰｏｌｙ　Ｓｌｉｋ
と称される材料などのシリコン処理されたポリエチレンも、剥離ライナセクションを構成
する材料として使用可能である。図示される実施形態では、剥離ライナセクション３２Ａ
は、辺縁部２８Ａと隣接する接着剤３０の部分に配置される。剥離ライナセクション３２
Ｂは、辺縁部２８Ｂと隣接する接着剤３０の部分に配置され、剥離ライナセクション３２
Ｃは、被覆体の中央部と隣接する接着剤３０の部分に配置される。セクション３２Ａの内
側辺縁部はフランジ５８の形状である。中央セクション３２Ｃの隣接辺縁部は、セクショ
ン３２Ａのフランジ５８に接するフランジ６０の形状である。同様に、セクション３２Ｂ
の内側辺縁部はフランジ６２の形状である。中央セクション３２Ｃの隣接辺縁部は、セク
ション３２Ｂのフランジ６２と接するフランジ６４の形状である。フランジは、後述する
ように被覆体が創傷上に置かれると、使用者の指の間で把持して被覆体の下面から取り除
くことのできるライナセクションの一部としての役割を果たす。この局面で、フランジに
接する部分は、本願の図面では複合構造の平面に実質上鋭角で突出するように示されてい
ることを指摘しておくべきである。実際には、それらのフランジは、複合構造が今後の使
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用のために空間を節約する、すなわち、複数の構造２０を積み重ねることができるように
、保管する際は通常は折り畳まれる、あるいは平たくされている。使用の際、折り畳まれ
た、あるいは平たくされたフランジは開かれて図示されるのと同様の配向を取ることがで
き、その後、各フランジは後で略述するように、関連のライナセクションの除去を実行す
るために個々に把持することができる。
【００５０】
　本発明の複合構造の創傷への貼付は、以下のようにして実行される。貼付の直前に、フ
ランジ６０または６４のいずれかを把持し、被覆体２８の下面の接着剤３０から引きはが
して接着剤の中央部を露出させることによって、剥離ライナの中央セクション３２Ｃを複
合構造から取り外す。次に、各辺縁部、すなわち、持ち手とライナセクション３２Ａまた
は３２Ｂのその下の辺縁部とから成る部分で、使用者の指の間で複合構造を把持すること
ができる。次に、創傷上の所望位置に複合構造を配置する。その後、複合構造の接着剤３
０の露出部分を創傷と係合させ、補強材の上面を手で均して、皺を作らずに被覆体の中央
部を創傷に固定することができる。補強材の存在によって、ライナセクション３２Ｃの除
去の結果として接着剤が露出している薄可撓性被覆体の中央部が皺になったり、自身にく
っついたりすることがない。次に、フランジ５８および６２を把持し、被覆体２８の下か
らライナセクションをはぎ取ることによって、剥離ライナセクション３２Ａおよび３２Ｂ
を除去することができる。いったん剥離ライナセクション３２Ａおよび３２Ｂが被覆体の
対応部分からはぎ取られたら、その被覆体の領域上の補強材の上面を使用者の手で均して
、皺を作らずにその被覆体の部分を創傷に固定することができる。その被覆体領域上の補
強材の存在によって、ライナセクション３２Ａおよび３２Ｂの除去の結果として接着剤が
露出している薄可撓性被覆体の側部が皺になったり、自身にくっついたりすることがない
。次に、持ち手のいずれかを介して被覆体２８からはぎ取ることによって、補強材３４を
取り外すことができる。その後、管取付装置２４を被覆体２８に固定して、被覆体を吸引
利用創傷治療システム１０へ接続することで、被覆体２８の下の創傷に吸引を付与するこ
とができる。
【００５１】
　本発明の一好適な実施形態によると、被覆体２８を構成するポリウレタン膜の下面の接
着剤３０とシリコン処理されたライナシート３２Ａ～３２Ｃとの間の剥離可能な接合強度
は、０．２５４ｍ（１０インチ）／分の引張速度の１８０度剥離試験で測定した場合、約
０．３９２～０．７２８ｋｇ／ｍ（０．３５～０．６５オンス／インチ）幅の範囲である
。
【００５２】
　図３に示すような複合構造２０の製造を、ここに示す装置またはシステムを用いて図９
を参照して以下説明する。その目的で、接着剤を下面に有するポリウレタン膜の層（被覆
体２８および接着剤３０を形成するために上述したようなもの）と、剥離可能な廃ライナ
５０２の形状の層（たとえば、シリコン処理された紙のウェブ）とから成る連続ウェブ５
００が、ロール５０４から提供される。ウェブ５００が一対のニップローラ５０６、５０
７とドラム５０８との間に供給され、その後、廃ライナ５０２のウェブがはぎ取られ、巻
取りリール５１０に巻き取られる。次に、接着剤付きポリウレタン膜のウェブはドラム５
０８の周囲の一部辺りを通過し、膜のウェブの接着剤側が露出される。剥離ライナ材料、
たとえば、シリコン処理された紙の一対の細い連続ウェブ５１２および５１４が、供給ロ
ール５１６および５１８からそれぞれ供給される。ウェブ５１２および５１４は、複合構
造２０の上述の剥離ライナセクション３２Ａおよび３２Ｂを形成する。そのため、ウェブ
５１２および５１４のそれぞれの内側辺縁部が折り畳まれる。折り畳み部分は、剥離ライ
ナ３２Ａおよび３２Ｂのフランジ５８および６２を形成する。下向きのシリコン処理面と
上向きの折畳み部分とを有するウェブ５１２および５１４は、ガイドまたは加圧ローラ５
２０の下を通過し、各ウェブ内で鋭い折畳みを形成する。そこから、ウェブ５１２および
５１４はドラム５０８上のポリウレタン膜ウェブの露出した接着剤と係合させられ、その
後、二つのウェブ５１２および５１４は、二つの辺縁部に沿ってポリウレタン膜のウェブ
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に剥離可能に固定される。この動作で、ポリウレタン膜の中央部または主部の接着剤３０
は露出されたままで残る。剥離ライナ材、たとえば、シリコン処理された紙製のより広い
連続ウェブ５２が、供給ロール５２４から供給される。ウェブ５２２は上述の中央剥離ラ
イナセクション３２Ｃを形成する。そのため、下向きのシリコン処理面を有する中央ウェ
ブ５２２はガイドローラ５２６の下を通過し、該ローラは該ウェブを加圧してドラム５０
８上のポリウレタンウェブの露出した接着剤３０と係合させる。中央ウェブ５２２の各辺
縁部は、予め配置された剥離ライナウェブ５１２および５１４のそれぞれの隣接する折り
畳まれた辺縁部上に重なり、その後、それらの重なった部分が中央剥離ライナセクション
３２Ｃの上述のフランジ６０および６４を形成する。この局面で、ウェブ５１２および５
１４は予め折り畳まれたウェブとして供給ロール５１６および５１８から供給することが
できる、あるいは、図９に示す装置による製造中に形成装置（図示せず）によって折り畳
まれる（形成される）平坦なウェブとして供給することができることを指摘しておくべき
である。
【００５３】
　この時点では接着剤３０に固定されている三つの剥離ライナウェブを有するポリウレタ
ン膜のウェブは、その後、加圧ローラ５２８および５３０の対向対の間を通過させられる
。これらのローラにおいて、連続材料、たとえば、補強材を形成するＥＶＡなどの連続材
料のウェブは、ポリウレタン膜のウェブに剥離可能に固定される。特に、上述されるよう
なＥＶＡ材料の連続ウェブ５３２は、供給ロール５３４から供給され、ウェブ５３２の艶
消し面５３６は上向きで、滑らかな面は下向きである。接着剤テープの一対の細い連続ウ
ェブ５３８が、供給ロール５４０および５４２からそれぞれ供給される。ウェブ５３８は
、複合構造２０の上述のセパレータストリップ５６Ａおよび５６Ｂを形成する。そのため
、下向きの接着剤面を有するテープストリップ５６Ａおよび５６Ｂが、ガイドローラ５４
４の表面辺りに、ウェブ５３２の下側の滑らかな面と係合して搬送され、テープストリッ
プをウェブ５３２に接着して固定する。テープストリップ５３８をウェブ５３２の滑らか
な面に固定するための圧力が対向加圧ローラ５４６によって提供される。現時点では滑ら
かな面に固定されている接着テープセパレータストリップ５３８を有する補強材を形成す
るウェブ５３２（「補強材形成ウェブ」）がローラ５３０に運ばれ、テープストリップ５
３８は上を向いている。次に、そのウェブはポリウレタンウェブの下で、接着剤３０に剥
離可能に固定されるライナウェブ５１２、５２２、および５１４と並置される（「被覆体
形成ウェブ」）。二つの並置されたウェブは、加熱ローラ５４７と加圧または支持ローラ
５４８との間に運ばれ、その後、補強材形成ウェブの中央部または主部は、剥離可能な接
合で被覆体形成ウェブの中央部または主部に熱的に積層される。補強材形成ウェブの下面
のセパレータストリップ５３８は、補強材形成ウェブの主部と被覆体形成ウェブの主部間
の剥離可能な接合が生成される際、その下の補強材形成ウェブの辺縁部が被覆体形成ウェ
ブに固定されるのを防止する。その後で、結果として生じる複合ウェブ５５０を横切断線
５５２に沿って切断ステーション（図示せず）で連続的なシートに切断し、一連の複合構
造２０を形成することができる。
【００５４】
　この局面で、上述したような方法と、複合構造を製造する装置とは、本発明に係るその
他の複合構造を製造するために変更可能であることを指摘しておくべきである。たとえば
、図８に示す複合構造２２０を製造するために、接着剤テープセパレータストリップ５３
８を提供する代わりに、補強材形成ウェブ５３２の辺縁部を自身の下へ折り畳むことがで
きる。よって、ローラ５３０上を通過するウェブ５３２は、上向きの折り畳まれた辺縁部
の艶消し面を有する。そうすることによって、艶消し面は、ポリウレタン膜ウェブを形成
する被覆体と接触させられる。ウェブ５３２の艶消し面は熱接合に強いため、共に熱的に
積層される隣接ウェブの部分は、中央部または主部のみであって、補強材の辺縁部は被覆
体の対応する辺縁部から遊離されたままで、それによって上記の持ち手を形成する。
【００５５】
　また、本発明に従い構成される複合構造は任意のサイズとすることができると指摘して
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おくべきである。さらに、該複合構造は、ドレープなどの他の目的で特定の創傷に使用す
るために所望のサイズに調整するためのハサミまたはその他の切断機器によって切断する
ことができる。さらに、単独の持ち手（たとえば、補強材の一方の辺縁部の下面の単独の
テープ）と、互いに隣り合って配置される二つのみの剥離ライナセクションとを備える複
合構造を、本発明に従い作製することができる。その実施形態は、上述の実施形態の複合
構造のいずれかを該構造の対向辺縁部間の縦中央線に沿って切断することによって作製す
ることができる。
【００５６】
　本発明の複合構造は様々な有利な特徴を提供する。たとえば、補強材は使用者によって
、たとえば、（先行技術のいくつかを特徴づけているように）ミシン線に沿って引きちぎ
るなどして除去しなければならないポリウレタン膜上の厚い縁部を残さずに一つの工程で
取り除くことができる。当業者に認識されるように、ポリウレタン膜の厚い縁部を引きち
ぎることは、接着剤の封止を阻害する可能性がある。さらに、ポリウレタン膜の厚い縁部
が取り除かれない場合、薄膜自体よりも厚いために、その縁部は偶発的にはがれやすくな
る可能性がある。
【００５７】
　複合構造の辺縁部における補強材と被覆体間の指空間の使用も、創傷に接着して固定さ
れてはいるが補強材が取り除かれる前に、被覆体を妨害する機会を最小限にとどめるのに
役立つ。これに関連し、指空間は被覆体の辺縁部を補強材から隔離する。よって、被覆体
から補強材を引きはがす際、剥離力は（肌に接着する）被覆体の辺縁部には付与されない
ため、補強材が取り除かれる際に被覆体が偶発的に剥がされる可能性を低減する。
【００５８】
　補強材の下面に固定される持ち手／セパレータストリップを有する補強材と組み合わせ
て３セクション剥離ライナを使用することで、創傷上に被覆体を容易かつ有効に配置でき
る。具体的には、外側に配置された（側）剥離ライナ３２Ａおよび３２Ｂが、使用者が被
覆体を貼付するまで被覆体２８のポリウレタン膜を適所に保持する。このため、（補強材
の対応する辺縁部から遊離している、すなわち、上述の指空間が間にある）被覆体の辺縁
部が、貼付の前に皺になるのが防止される。
【００５９】
　ポリウレタン被覆体２８上の接着剤３０とシリコン処理された剥離ライナとの接合は、
補強材と被覆体のポリウレタン膜との剥離可能な接合よりも強くすることができるため、
接着剤の創傷への固定またはその他の用途にとって、使い易くかつ有効な複合構造が得ら
れる。
【００６０】
　さらに詳述しなくとも、上記記載は、他の者が現在または将来の知識を適用することに
よって、様々な実用条件下での使用のために本発明を採用することができるように本発明
を十分に説明していよう。
【００６１】
　関連出願の相互参照
　本ＰＣＴ出願は、２００７年１０月２３日に提出された米国仮出願第６１／０００，０
５５号である「薄膜創傷被覆体（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｗｏｕｎｄ　Ｃｏｖｅｒ）」に優
先権を主張し、該出願は本願と同じ譲受人に譲渡されており、引用により本文書に前開示
を組み込む。
【００６２】
　連邦政府後援の研究および開発に関する陳述
　「適用せず」
　コンパクトディスクで提出される資料の引用による組み込み
　「適用せず」
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