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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織部位に減圧を分配するドレッシングにおいて、
　少なくとも２つの液体不透過性層であって、各液体不透過性層が少なくとも１つの他の
液体不透過性層に隣接した積層された関係で配置され、各液体不透過性層は、隣接する液
体不透過性層の接触箇所にそれぞれ近接する複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の間
に表面領域とを有し、当該表面領域が前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同一
の広がりを有し、各液体不透過性層の前記表面領域に窓が形成されている、少なくとも２
つの液体不透過性層と、
　複数のスペーサであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性層の間に接触箇所で
少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に変位
を提供する、複数のスペーサと、
　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に前記複数のスペーサによって形成さ
れた、減圧下での流体の流れを可能にする複数の流路と、
を具備し、
　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複数
の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とするドレッシ
ング。
【請求項２】
　請求項１に記載のドレッシングにおいて、前記複数のスペーサが複数の接合部を含み、
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各接合部が前記接触箇所において前記隣接する液体不透過性層のうちの少なくとも２つを
結合することを特徴とするドレッシング。
【請求項３】
　請求項１に記載のドレッシングにおいて、前記複数のスペーサが前記隣接する液体不透
過性層のうちの少なくとも１つの拡大部分を含むことを特徴とするドレッシング。
【請求項４】
　請求項１に記載のドレッシングにおいて、前記複数のスペーサが、前記隣接する液体不
透過性層のうちの少なくとも１つに形成された複数の折目を含むことを特徴とするドレッ
シング。
【請求項５】
　請求項１に記載のドレッシングにおいて、前記複数のスペーサが、前記隣接する液体不
透過性層のうちの少なくとも１つに形成された複数の折目を含み、前記複数の折目が、前
記隣接する液体不透過性層の少なくとも一部を接合し、当該ドレッシングを折り曲げてマ
イクロチャネルを形成することによって形成されることを特徴とするドレッシング。
【請求項６】
　請求項２に記載のドレッシングにおいて、前記複数の接合部が間隔が空けられたパター
ンを形成することを特徴とするドレッシング。
【請求項７】
　請求項１に記載のドレッシングにおいて、前記複数のスペーサが複数の接合部を含み、
各接合部が、前記接触箇所において前記隣接する液体不透過性層のうちの少なくとも２つ
を結合し、各接合部はアスペクト比が６を超えることを特徴とするドレッシング。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のドレッシングにおいて、フローチャネルを形成す
るように第１長手方向接合部と前記第１長手方向接合部から間隔が空けられた第２長手方
向接合部とをさらに具備することを特徴とするドレッシング。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のドレッシングにおいて、液体送達チャネルをさら
に具備し、前記液体送達チャネルが、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの１つの第１部分と、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの別のものの第２部分と、
　　周縁を除いて前記第１部分と前記第２部分とを結合して液体送達流路を画定するチャ
ネル形成接合部と、
　　前記液体不透過性層の前記第１部分に形成された、液体を受け取る液体開口部と、
を備えることを特徴とするドレッシング。
【請求項１０】
　組織部位に減圧を分配するシステムであって、
　減圧源と、
　前記減圧源に流体結合された減圧送達導管と、
　前記減圧送達導管に流体結合された減圧ドレッシングと、
を具備し、
　前記減圧ドレッシングが、
　　少なくとも２つの液体不透過性層であって、各液体不透過性層が少なくとも１つの他
の液体不透過性層に隣接した積層された関係で配置され、各液体不透過性層は、隣接する
液体不透過性層の接触箇所にそれぞれ近接する複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の
間に表面領域とを有し、当該表面領域が前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同
一の広がりを有し、各液体不透過性層の前記表面領域に窓が形成されている、少なくとも
２つの液体不透過性層と、
　　複数のスペーサであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性層の間に接触箇所
で少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に変
位を提供する複数のスペーサと、
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　　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に前記複数のスペーサによって形成
された、減圧下での流体の流れを可能にする複数の流路と、
を備え、
　　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複
数の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とする減圧を
分配するシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数のスペーサが複数の接
合部を含み、各接合部が、前記接触箇所において前記隣接する液体不透過性層のうちの少
なくとも２つを結合することを特徴とする減圧を分配するシステム。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数のスペーサが、前記隣
接する液体不透過性層のうちの少なくとも１つの拡大部分を含むことを特徴とする減圧を
分配するシステム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数のスペーサが前記隣接
する液体不透過性層のうちの少なくとも１つの拡大部分を含むことを特徴とする減圧を分
配するシステム。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数のスペーサが、前記隣
接する液体不透過性層のうちの少なくとも１つに形成された複数の折目を含み、前記複数
の折目が、前記隣接する液体不透過性層の少なくとも一部を接合し、前記ドレッシングを
折り曲げてマイクロチャネルを形成することによって形成されることを特徴とする減圧を
分配するシステム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数の接合部が間隔が空け
られたパターンを形成することを特徴とする減圧を分配するシステム。
【請求項１６】
　請求項１０に記載の減圧を分配するシステムであって、前記複数のスペーサが複数の接
合部を含み、各接合部が、前記接触箇所において前記隣接する液体不透過性層のうちの少
なくとも２つを結合し、各接合部はアスペクト比が６を超えることを特徴とする減圧を分
配するシステム。
【請求項１７】
　請求項１０～１６のいずれか一項に記載の減圧を分配するシステムであって、フローチ
ャネルを形成するように第１長手方向接合部と前記第１長手方向接合部から間隔が空けら
れた第２長手方向接合部とをさらに具備することを特徴とする減圧を分配するシステム。
【請求項１８】
　請求項１０～１６のいずれか一項に記載の減圧を分配するシステムであって、液体送達
チャネルをさらに具備し、前記液体送達チャネルが、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの１つの第１部分と、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの別のものの第２部分と、
　　周縁を除いて前記第１部分と前記第２部分とを結合して液体送達流路を画定するチャ
ネル形成接合部と、
　　前記液体不透過性層の前記第１部分に形成された、液体を受け取る液体開口部と、
を備えることを特徴とする減圧を分配するシステム。
【請求項１９】
　組織部位に減圧を分配するドレッシングを製造する方法であって、
　少なくとも２つの液体不透過性層を提供するステップと、
　各液体不透過性層が複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の間に表面領域とを有し、
当該表面領域が隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同一の広がりを有するように、
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積層された関係で別の液体不透過性層に隣接して各液体不透過性層を配置するステップと
、
　各液体不透過性層の前記表面領域に窓を形成するステップと、
　複数のスペーサを形成するステップであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性
層の間に少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の
間に変位を提供する、ステップと、
　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に複数の流路を形成し、減圧下で流体
の流れを可能にする、ステップと、
を含み、
　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複数
の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、複数のスペーサを形成する前記ステップが、複数の
接合部を形成することを含み、各接合部が、前記接触箇所において前記隣接する液体不透
過性層のうちの少なくとも２つを結合することを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の方法であって、前記複数のスペーサを形成する前記ステップが、前
記隣接する液体不透過性層に少なくとも１つの拡大部分を設けることを含むことを特徴と
する方法。
【請求項２２】
　請求項１９に記載の方法であって、複数のスペーサを形成する前記ステップが、前記隣
接する液体不透過性層のうちの少なくとも１つに複数の折目を形成することを含むことを
特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項１９に記載の方法であって、複数のスペーサを形成する前記ステップが、前記隣
接する液体不透過性層のうちの少なくとも１つに複数の折目を形成することを含み、前記
複数の折目が、前記隣接する液体不透過性層の少なくとも一部を接合し前記ドレッシング
を折り曲げてマイクロチャネルを形成することによって形成されることを特徴とする方法
。
【請求項２４】
　請求項２０に記載の方法であって、前記複数の接合部が間隔が空けられたパターンを形
成することを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項１９に記載の方法であって、複数のスペーサを形成する前記ステップが、複数の
接合部を形成することを含み、各接合部が、前記接触箇所において前記隣接する液体不透
過性層のうちの少なくとも２つを結合し、各接合部はアスペクト比が６を超えることを特
徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１９～２５のいずれか一項に記載の方法であって、フローチャネルを形成するよ
うに、第１長手方向接合部と、前記第１長手方向接合部から間隔が空けられた第２長手方
向接合部とをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項１９～２５のいずれか一項に記載の方法であって、液体送達チャネルを形成する
ステップをさらに含み、前記液体送達チャネルが、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの１つの第１部分と、
　　窓のない、前記隣接する液体不透過性層のうちの別のものの第２部分と、
　　周縁を除いて前記第１部分と前記第２部分とを結合して液体送達流路を画定するチャ
ネル形成接合部と、
　　液体を受け取る液体開口部と、
を備えることを特徴とする方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本発明は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、すべての目的で参照により本明細書
に援用される、２０１０年３月１１日に出願された「Ｄｒｅｓｓｉｎｇｓ，Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　ａ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓｉｔｅ
」と題する米国仮特許出願第６１／３１２，９６８号明細書の出願の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、概して医療治療システムに関し、より詳細には、減圧を用いて組織部位を治
療するための装置、システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　医療状況に応じて、特に、組織部位における肉芽形成を促進するように、または組織部
位において流体を排出させるために、減圧治療に対して減圧を使用する場合がある。特に
示さない限り、本明細書で用いる「または」は、相互排他性を必要としない。減圧治療お
よび減圧を用いるドレナージはともに、組織部位に減圧をマニホルドで集配する、または
分配することを伴うことが多い。
【発明の概要】
【０００４】
　非限定的な例示的実施形態によれば、組織部位に減圧を分配するドレッシングは、積層
される複数の液体不透過性層と、隣接する液体不透過性層の間に少なくとも部分的に配置
される複数のスペーサとを有している。複数の液体不透過性層には、窓が形成されている
。複数のスペーサおよび複数の液体不透過性層は、減圧下での流体の流れを可能にする複
数の流路を形成する。複数の液体不透過性層の隣接する層を、同一の広がりを有する面の
少なくとも大部分の間に発泡体がないように積層することができる。
　一実施例では、組織部位に減圧を分配するドレッシングにおいて、
　少なくとも２つの液体不透過性層であって、各液体不透過性層が少なくとも１つの他の
液体不透過性層に隣接した積層された関係で配置され、各液体不透過性層は、隣接する液
体不透過性層の接触箇所にそれぞれ近接する複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の間
に表面領域とを有し、当該表面領域が前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同一
の広がりを有し、各液体不透過性層の前記表面領域に窓が形成されている、少なくとも２
つの液体不透過性層と、
　複数のスペーサであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性層の間に接触箇所で
少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に変位
を提供する、複数のスペーサと、
　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に前記複数のスペーサによって形成さ
れた、減圧下での流体の流れを可能にする複数の流路と、
を具備し、
　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複数
の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とする。
【０００５】
　別の非限定的な例示的実施形態によれば、組織部位に減圧を分配するシステムは、減圧
源と、減圧送達導管と、減圧ドレッシングとを有している。減圧送達導管は、減圧源と減
圧ドレッシングとを流体結合する。減圧ドレッシングは、積層される複数の液体不透過性
層と、液体不透過性層の間に少なくとも部分的に配置される複数のスペーサとを有してい
る。複数の液体不透過性層には、窓が形成されている。複数のスペーサおよび複数の液体
不透過性層は、減圧下での流体の流れを可能にする複数の流路を形成する。複数の液体不
透過性層の隣接する層を、同一の広がりを有する面の少なくとも大部分の間に発泡体がな
いように積層することができる。　
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　一実施例における組織部位に減圧を分配するシステムは、
　減圧源と、
　前記減圧源に流体結合された減圧送達導管と、
　前記減圧送達導管に流体結合された減圧ドレッシングと、
を具備し、
　前記減圧ドレッシングが、
　　少なくとも２つの液体不透過性層であって、各液体不透過性層が少なくとも１つの他
の液体不透過性層に隣接した積層された関係で配置され、各液体不透過性層は、隣接する
液体不透過性層の接触箇所にそれぞれ近接する複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の
間に表面領域とを有し、当該表面領域が前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同
一の広がりを有し、各液体不透過性層の前記表面領域に窓が形成されている、少なくとも
２つの液体不透過性層と、
　　複数のスペーサであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性層の間に接触箇所
で少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に変
位を提供する複数のスペーサと、
　　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に前記複数のスペーサによって形成
された、減圧下での流体の流れを可能にする複数の流路と、
を備え、
　　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複
数の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とする。
【０００６】
　別の非限定的な例示的実施形態によれば、組織部位に減圧を分配するドレッシングを製
造する方法は、複数の液体不透過性層を提供するステップと、複数の液体不透過性層を積
層するステップと、隣接する液体不透過性層の間に少なくとも部分的に配置された複数の
スペーサを形成するステップとを含む。複数の液体不透過性層には、窓が形成されている
。複数のスペーサおよび複数の液体不透過性層は、減圧下での流体の流れを可能にする複
数の流路を形成する。複数の液体不透過性層の隣接する層は、同一の広がりを有する面の
少なくとも大部分の間に発泡体がないように積層される。
　一実施例における組織部位に減圧を分配するドレッシングを製造する方法は、
　少なくとも２つの液体不透過性層を提供するステップと、
　各液体不透過性層が複数の接触箇所と、前記複数の接触箇所の間に表面領域とを有し、
当該表面領域が隣接する液体不透過性層の前記表面領域と同一の広がりを有するように、
積層された関係で別の液体不透過性層に隣接して各液体不透過性層を配置するステップと
、
　各液体不透過性層の前記表面領域に窓を形成するステップと、
　複数のスペーサを形成するステップであって、各スペーサが前記隣接する液体不透過性
層の間に少なくとも部分的に形成されて、前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の
間に変位を提供する、ステップと、
　前記隣接する液体不透過性層の前記表面領域の間に複数の流路を形成し、減圧下で流体
の流れを可能にする、ステップと、
を含み、
　前記隣接する液体不透過性層の間の前記複数の流路は、前記同一の広がりを有する複数
の表面領域の５０％を覆う発泡体より大きな発泡体を含まないことを特徴とする。
【０００７】
　別の非限定的な例示的実施形態によれば、組織部位に減圧を送達する方法は、減圧ドレ
ッシングを提供するステップと、減圧ドレッシングを組織部位に隣接して配置するステッ
プと、減圧源を減圧ドレッシングに流体結合するステップと、減圧源を作動させるステッ
プとを含む。減圧ドレッシングは、積層される複数の液体不透過性層と、隣接する液体不
透過性層の間に少なくとも部分的に配置される複数のスペーサとを有する。複数の液体不
透過性層には、窓が形成されている。複数のスペーサおよび複数の液体不透過性層は、減
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圧下での流体の流れを可能にする複数の流路を形成する。複数の液体不透過性層の隣接す
る層を、同一の広がりを有する面の少なくとも大部分の間に発泡体がないように積層する
ことができる。
【０００８】
　例示的な実施形態の他の特徴および利点は、図面および以下の詳細な説明を参照して明
らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、腹腔を治療する減圧治療システムの例示的な実施形態の、一部が断面で
示されている概略図である。
【図２】図２は、減圧で使用される例示的なドレッシングの概略斜視図である。
【図３】図３は、減圧がかけられていない状態で示されている図２の例示的なドレッシン
グの一部の概略断面図である。
【図４】図４は、減圧がかけられている状態で示されている図３の例示的なドレッシング
の一部の概略断面図である。
【図５】図５は、減圧で使用されるドレッシングの例示的な実施形態におけるさまざまな
流路を示す概略図である。
【図６】図６は、減圧で使用される例示的なドレッシングの一部の概略断面図である。
【図７】図７は、創傷を治療する減圧治療システムの例示的な実施形態の、一部が断面で
示されている概略図である。
【図８】図８は、減圧で使用される例示的なドレッシングの一部の概略断面図である。
【図９】図９は、折目を示す、減圧で使用される例示的なドレッシングの一部の概略断面
図である。
【図１０】図１０は、減圧で使用される例示的なドレッシングの一部の概略断面図である
。
【図１１】図１１は、一般的な湾曲身体部分または湾曲身体部分の一部の概略斜視図であ
る。
【図１２】図１２は、平坦構成で示す、減圧で使用される例示的なドレッシングの概略斜
視図である。
【図１３】図１３は、図１１の湾曲本体部分に付与されて示されている図１２の例示的な
ドレッシングの概略斜視図である。
【図１４】図１４は、図１３の例示的なドレッシングにおける折目の一部が断面で示され
ている概略斜視図である。
【図１５】図１５は、線１５－１５に沿って取り出された図１４の例示的なドレッシング
における折目の概略断面図である。
【図１６】図１６は、例示的なフローチャネルを示す、減圧で使用される例示的なドレッ
シングの概略斜視図である。
【図１７】図１７は、例示的な液体送達チャネルを示す減圧システムで使用される例示的
なドレッシングの概略斜視図である。
【図１８】図１８は、例示的な液体送達チャネルの周縁を示す、図１７の例示的なドレッ
シングの一部の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　非限定的な例示的実施形態の以下の詳細な説明では、その実施形態の一部を形成する添
付図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施することができるのに十
分詳細に説明されており、他の実施形態を利用してもよいこと、および本発明の趣旨また
は範囲から逸脱することなく論理構造的、機械的、電気的および化学的変更を行ってもよ
いということが理解される。当業者が本明細書に記載されている実施形態を実施すること
ができるために必要でない詳細を回避するために、説明は、当業者に既知であるいくつか
の情報を省略している場合がある。したがって、以下の詳細な説明は、限定する意味で解
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釈されるべきではなく、例示的な実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲のみによって
定義される。
【００１１】
　ここで図１を参照すると、腹部治療装置１０４を含む腹腔１０２を治療するシステム１
００の例示的な実施形態が提示されている。腹部治療装置１０４は、たとえば、図２に示
すように、減圧で使用される例示的なドレッシング２００であり得る。システム１００お
よび腹部治療装置１０４は、患者の組織部位１０６を治療するためのものである。組織部
位１０６は、骨組織、脂肪組織、筋組織、皮膚組織、結合組織、軟骨、腱、靭帯または他
の任意の組織を含む、あらゆる人間、動物または他の生物体の身体組織であり得る。この
例示的な実施形態では、組織部位１０６は、体腔、特に腹腔１０２に組織を含み、腹腔１
０２に近接する腹部内容物１０８または組織を含む。組織部位１０６の治療は、流体、た
とえば腹水の除去、腹腔１０２の保護または減圧治療を含むことができる。
【００１２】
　図示するように、腹部治療装置１０４は、組織部位１０６を治療するために患者の腹腔
１０２内に配置される。腹部治療装置１０４は、腹部内容物１０８によって支持される。
腹部内容物１０８は、腹部治療装置１０４が配置される表面を構成している。腹部治療装
置１０４の一部１１０を、第１傍結腸溝１１２にまたはそれに近接して配置することがで
き、別の部分１１４を、第２の傍結腸溝１１６にまたはそれに近接して配置することがで
きる。図１は、概略図であって比例尺では描かれておらず、流路の密度は通常より高い。
【００１３】
　腹部治療装置１０４には、複数の液体不透過性層１１７、たとえば第１液体不透過性層
１１８および第２液体不透過性層１２０が形成されている。複数の液体不透過性層１１７
、たとえば層１１８、１２０には、それぞれ窓（ｆｅｎｅｓｔｒａｔｉｏｎ）１２２、１
２４が形成されている。「液体不透過性層」に関する「液体不透過性の」は、層に液体不
透過性材料が形成されていることを意味する。したがって、層は、液体不透過性材料が形
成されているが、窓が形成される場合は液体透過性である可能性があり、それにも関らず
、液体不透過性層と呼ばれる。窓１２２、１２４は、いかなる形状、たとえば円形開口部
、矩形開口部または多角形であってもよい。窓１２２、１２４は、例示的な実施形態では
スリットまたは直線状切り口として提供される。すべての層に窓を形成する必要はない。
腹部治療装置１０４は、第１面１０５および第２の組織対向面１０７を有している。腹部
治療装置１０４は、通常、面１０５、１０７が同じであるように対称的である。しかしな
がら、例示の目的で、異なる面として言及する。
【００１４】
　マニホルド１２６またはマニホルドパッドは、減圧を腹部治療装置１０４に分配する。
封止部材１２８が腹腔１０２の上に流体シールを提供する。患者の表皮１３０の上に１つ
または複数の皮膚閉鎖装置を配置してもよい。
【００１５】
　減圧コネクタサブシステム１３２を使用して、腹部治療装置１０４を減圧送達導管１３
４に流体結合することができる。減圧コネクタサブシステム１３２は、減圧コネクタ１３
６またはインタフェースおよびマニホルド１２６を含むことができる。別法として、減圧
コネクタサブシステム１３２は、腹部治療装置１０４または他のいずれかの装置上の腹部
治療装置１０４に減圧を提供するインサイチュコネクタ（図示せず）であってもよい。減
圧送達導管１３４は、減圧源１３７に流体結合されている。１つの例示的な実施形態では
、減圧は、マニホルド１２６を介して腹部治療装置１０４に送達され、マニホルド１２６
は、減圧送達導管１３４に結合されている減圧コネクタ１３６を介して減圧を受け取る。
減圧源１３７は、減圧送達導管１３４に減圧を送達する。
【００１６】
　組織部位１０６からの腹水、滲出物または他の流体の除去の促進に役立つように、組織
部位１０６に減圧をかけることができる。いくつかの例では、減圧を追加の組織の成長を
刺激するように付与することができる。いくつかの例では、流体除去のみが望ましい場合
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もある。本明細書で用いる「減圧」は、概して、治療を受けている組織部位における周囲
圧力より低い圧力を指す。大部分の場合、この減圧は、患者が位置している大気圧より低
くなる。あるいは、減圧は、組織部位における静圧より低くてもよい。
【００１７】
　マニホルド１２６は、腹部治療装置１０４に隣接して示されている。マニホルド１２６
は多くの形態をとることができる。本明細書で用いる用語「マニホルド」は、概して、直
接または腹部治療装置１０４を介して、組織部位１０６に減圧をかける、組織部位１０６
に流体を送達する、または組織部位１０６から流体を除去するのを支援するために提供さ
れる物体または構造を指す。マニホルド１２６は、通常、腹部治療装置１０４を介してマ
ニホルド１２６の周囲の組織部位１０６に提供されかつそこから除去される流体を分配す
る複数のフローチャネルまたは通路を有している。１つの例示的な実施形態では、フロー
チャネルまたは通路は、提供されるかまたは除去される流体の分配を促進するように相互
接続されている。マニホルド１２６は、組織部位１０６に接触して配置されかつ減圧を組
織部位１０６または腹部治療装置１０４に分配することができる生体適合材料であり得る
。マニホルド１２６の例には、限定なしに、フローチャネルを形成するように配置された
構造的要素を有する装置、連続気泡発泡体等のセル状発泡体、多孔質組織集合体、フロー
チャネルを含むかまたは含むように硬化する液体、ゲルおよび発泡体が含まれ得る。マニ
ホルド１２６は、多孔質であってもよく、発泡体、ガーゼ、フェルトマット、または特定
の生物学的用途に適した何らかの他の材料から作製され得る。一実施形態では、マニホル
ド１２６は、多孔質発泡体であり、フローチャネルとして作用する複数の相互接続された
気泡または孔を含む。多孔質発泡体は、Ｓａｎ　Ａｎｔｏｎｉｏ、ＴｅｘａｓのＫｉｎｅ
ｔｉｃ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ，Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ製のＧｒａｎｕＦｏａｍ（登録商
標）材料等、ポリレタンの連続気泡構造の網状発泡体であり得る。他の実施形態は、「独
立気泡」を含むことができる。状況によっては、マニホルド１２６を使用して、薬剤、抗
菌剤、成長因子およびさまざまな溶液等の流体を分配することも可能である。吸収性材料
、ウィッキング（ｗｉｃｋｉｎｇ）材料、疎水性材料および親水性材料等の他の層を、マ
ニホルド１２６内にまたはその上に含めることができる。
【００１８】
　封止部材１２８は、腹腔１０２の上に配置され、流体シールを提供する。本明細書で用
いる「流体シール」または「シール」は、関連する特定の減圧源またはサブシステムを考
慮して所望の部位における減圧を維持するのに適しているシールを意味する。封止部材１
２８は、カバーまたはドレープであってもよく、腹部治療装置１０４の一部にマニホルド
１２６を固定ために使用される。封止部材１２８は不透過性であっても半透過性であって
もよい。封止部材１２８は、腹腔１０２、特に腹腔開口部１４０の上に封止部材１２８を
取り付けた後に組織部位１０６または他の所望の位置において減圧を維持することができ
る。封止部材１２８は、シリコーン系化合物、アクリル樹脂、ハイドロゲルまたはハイド
ロゲル形成材料、ポリウレタン、ポリマーフィルム、または組織部位１０６に減圧をかけ
る要求に応じて不透過性特性または透過性特性を有する他のいずれかの生体適合材料から
形成される、可撓性オーバードレープまたはフィルムであり得る。
【００１９】
　封止部材１２８は、封止部材１２８を患者の表皮１３０に結合する取付装置１４２をさ
らに有することができる。取付装置１４２は多くの形態をとることができる。たとえば、
取付装置１４２は、直接または間接的に患者の表皮１３０との流体シールを提供するよう
に、封止部材１２８の周縁部または封止部材１２８の任意の部分に沿って配置することが
できる接着層１４４であってもよい。接着層１４４を、封止部材１２８に事前に付与して
、付与時に除去される剥離可能な裏当てまたは部材（図示せず）によって覆ってもよい。
【００２０】
　減圧コネクタ１３６は、一例としてポートまたはコネクタであってもよく、流体がマニ
ホルド１２６から減圧送達導管１３４へかつその逆に進むのを可能にする。たとえば、マ
ニホルド１２６および腹部治療装置１０４を用いて組織部位１０６から収集される流体は
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、減圧コネクタ１３６を介して減圧送達導管１３４に入ることができる。別の実施形態で
は、システム１００は、減圧コネクタ１３６を省略してもよく、減圧送達導管１３４を、
封止部材１２８内にかつマニホルド１２６内に直接挿入することができる。減圧送達導管
１３４は、医療導管もしくは配管、または減圧および流体を搬送する他の任意の手段であ
ってもよい。減圧送達導管１３４は、容易に減圧を送達し流体を除去する多腔部材であっ
てもよい。一実施形態では、減圧送達導管１３４は、減圧および液体搬送用の１つの内腔
と圧力センサに圧力を伝達するための１つの内腔とを備えた二腔導管である。
【００２１】
　減圧は、減圧源１３７によって生成され減圧送達導管１３４に供給される。減圧源１３
７により、広範囲の減圧を生成しまたは供給することができる。１つの例示的な実施形態
では、減圧は－５０ｍｍＨｇから－３００ｍｍＨｇの範囲であり、別の例示的な実施形態
では、範囲は－１００ｍｍＨｇから－２００ｍｍＨｇを含むことができる。圧力は、たと
えば－１００ｍｍＨｇ、－１１０ｍｍＨｇ、－１２０ｍｍＨｇ、－１２５ｍｍＨｇ、－１
３０ｍｍＨｇ、－１４０ｍｍＨｇ、－１５０ｍｍＨｇ、－１６０ｍｍＨｇ、－１７０ｍｍ
Ｈｇ、－１８０ｍｍＨｇ、－１９０ｍｍＨｇまたは－２００ｍｍＨｇであり得る。１つの
例示的な実施形態では、減圧源１３７は、－１００ｍｍＨｇ、－１２５ｍｍＨｇおよび－
１５０ｍｍＨｇに対するプリセットセレクタを有している。減圧源１３７は、閉塞アラー
ム、漏れアラーム、キャニスタ満杯アラームまたはバッテリ不足アラーム等の複数のアラ
ームを有していてもよい。減圧源１３７は、携帯型減圧源、壁面減圧源、または腹腔ある
いは他の組織部位用の他のユニットであってもよい。減圧源１３７は、定圧、可変圧、断
続圧または連続圧を選択的に送達することができる。腹腔１０２から減圧送達導管１３４
を通して除去される流体は、環境に応じて１日当り５Ｌ程度以上であり得る。通常、減圧
源１３７に、流体を受け取る流体貯蔵器が関連付けられている。
【００２２】
　減圧送達導管１３４の一部に、複数の異なる装置、たとえば装置１４６を追加すること
ができる。たとえば、装置１４６は、流体貯蔵器、キャニスタ収集部材、圧力フィードバ
ック装置、体積検出システム、血液検出システム、感染検出システム、フィルタ、フィル
タを備えたポート、流量監視システム、温度監視システム等であり得る。複数の装置１４
６を含めてもよい。これらの装置のうちのいくつか、たとえば流体収集部材を、減圧源１
３７に一体的に形成してもよい。
【００２３】
　ここで主に図２を参照すると、多くの状況において減圧を分配し流体を除去するために
使用することができるドレッシング２００の例示的な非限定的実施形態が提示されている
。ドレッシング２００は、システムまたは装置で使用されるモジュール式構成要素であり
得る。たとえば、ドレッシング２００を、図１の腹部治療装置１０４としてまたは図７の
マニホルド部材３０２として使用することができる。ドレッシング２００は、第１液体不
透過性層２０４および第２液体不透過性層２０６等の複数の液体不透過性層２０２と複数
のスペーサ２０８とを有している。
【００２４】
　複数の液体不透過性層２０２は、任意の形状およびサイズで形成され得る窓２０３を含
むことができる。窓２０３により、減圧の放出および流体の進入が可能になる。図１の封
止部材１２８に使用される材料を含む多数の材料から、複数の液体不透過性層２０２を形
成することができる。
【００２５】
　複数の液体不透過性層２０２の隣接する部材間に少なくとも部分的に、複数のスペーサ
２０８を配置する（形成または位置決めを含む）ことができる。「部分的に」とは、ある
程度を意味する。複数のスペーサ２０８を、隣接する層の一部を相対的にずらして保持す
るように接合された不透過性層自体の一部によって形成することができ、または本明細書
に図示し記載するように層を折り重ねるかあるいは他の方法で形成することができる。層
の「間の」スペーサと言う場合、それは、層または層の一部を変位させる部分が、隣接す
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る層の外側の間に少なくとも部分的に位置していることを意味する。たとえば、折目は、
材料の単一層から形成することができる２つの層の外側の間の湾曲部を有している。した
がって、スペーサを、層の一部によって形成されている場合であっても、層の間にあると
言うことができる。複数のスペーサ２０８は、複数の液体不透過性層２０２の隣接する部
材の間に分離領域を提供し、それにより、複数の流路２１０を形成するのに役立つ。図面
は比例尺では描かれておらず、流路２１０は図示するようにはるかに稠密であり得ること
が理解されるべきである。たとえば、流路２１０は、１ミリメートルしか離れていなくて
もよく、２ミリメートル離れていてもよく、３ミリメートル離れていてもよく、４ミリメ
ートル離れていてもよく、または別の寸法であってもよい。
【００２６】
　複数のスペーサ２０８および複数の液体不透過性層２０２は、減圧または正圧下での流
体の流れを可能にする複数の流路２１０を形成している。複数の液体不透過性層２０２の
隣接する層は、通常積層されている。「積層されている」とは、概して、層を隣接するよ
うに堆積させるかまたは形成することを意味する。いくつかの実施形態では、流路を備え
た発泡体または他の材料を、液体不透過性層２０２の間に含めることができる。たとえば
、第１液体不透過性層２０４および第２液体不透過性２０６は領域Ａ１を共有することが
でき、発泡体は、Ａ１の０％から５０％の範囲でありかつ発泡体を含まないことが多い（
すなわち０％Ａ１）領域Ａ２を有することができる。
【００２７】
　複数のスペーサ２０８を、複数の接合箇所２１４において複数の接合部２１２を形成す
ることを含む多数の方法で形成することができる。複数の接合部２１２を、限定なしに溶
接（たとえば超音波溶接またはＲＦ溶接）、化学結合、接着剤またはセメントを含むあら
ゆる既知の技法を用いて形成することができる。複数の接合箇所２１４は、ランダムであ
ってもよく、または間隔の空いたパターンを有していてもよい。複数の接合部２１２は、
（既知の向きに対する）縦寸法、横寸法および上下寸法を有することができる。複数の接
合部２１２は、アスペクト比（縦寸法／横寸法）が３を超えるかまたは６を超えるかまた
はさらに大きくてもよい。複数の接合部２１２は、本質的に円形であってもまたは他のい
かなる形状であってもよい。
【００２８】
　ここで、主に図３を参照すると、図２のドレッシング２００の一部の詳細が提示されて
いる。ドレッシング２００は、減圧がかけられていない状態で示されている。図４は、図
３と同じ詳細を示すが、減圧がかけられている。減圧は、複数の液体不透過性層２０２の
隣接する部材の一部を互いにより近づくように引っ張ることができるが、複数の流路２１
０の少なくとも一部は、減圧および液体を搬送することができる流路を提供し続ける。
【００２９】
　ここで主に図５を参照すると、ドレッシング２００の一部に対する１つのあり得る流れ
パターンを示す概略平面図が提示されている。減圧開口部２１６は、複数の液体透過性層
２０２の隣接する層の間で減圧を送達し、液体を、組織部位または空洞から窓２０３を通
って、その後複数のフローチャネル２１０（図３）に沿って引き込むかまたは推進し、そ
れにより、流れ２１８が減圧開口部２１６に到達することができる。
【００３０】
　ここで主に図６を参照すると、第１液体不透過性層２０４、第２液体不透過性層２０６
および第３液体不透過性層２０７を含む複数の液体不透過性層２０２を備えた、ドレッシ
ング２００が示されている。窓２０３は、第３液体不透過性層２０７を貫通してもしなく
てもよい。言い換えれば、いくつかの層、たとえば第３液体不透過性層２０７に窓を形成
しなくてもよい。複数の液体不透過性層２０２にさらなる層を追加してもよい。スペーサ
２０８は、複数の液体不透過性層２０２の隣接する層の間の少なくとも幾分かの分離を提
供して、流路２１０を画定する。
【００３１】
　ここで主に図７を参照すると、マニホルド部材３０２を含む減圧治療システム３００の
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例示的な非限定的例が提示されている。マニホルド部材３０２は、図２のドレッシング２
００であり得る。減圧治療システム３００は、開放性創傷３０６等の組織部位３０４に減
圧を提供する。創傷３０６は、表皮３０８を通って皮下組織３１０まで延在する可能性が
ある。
【００３２】
　マニホルド部材３０２は、組織部位３０４に隣接して配置され、その後、封止部材３１
２によって覆われる。組織部位３０４の上に流体シールを提供するのに役立つように、取
付装置３１４を用いることができる。コネクタサブシステム３１６が、減圧送達導管３１
８およびマニホルド部材３０２を流体結合することができる。減圧送達導管３１８はまた
、減圧源３２０にも流体結合される。装置３２２を、減圧送達導管３１８に流体結合する
か、または他の方法で関連付けることができる。
【００３３】
　装置３２２は、図１の装置１４６と同じかまたは類似している。さらに、図３のシステ
ム３００の構成要素の多くが、図１のシステム１００の構成要素と同じであるかまたは類
似している。別の例として、封止部材３１２は、封止部材１２８と類似している。取付装
置３１４は、図１の取付装置１４２に類似している。
【００３４】
　動作時、マニホルド部材３０２は、組織部位３０４に隣接して配置される。封止部材３
１２は、組織部位３０４の上に付与され、それによって流体シールが形成される。減圧コ
ネクタサブシステム３１６が、まだ付与されていない場合、封止部材３１２に付与される
。減圧送達導管３１８が、まだ取り付けられていない場合、減圧コネクタサブシステム３
１６にかつ減圧源３２０に流体結合される。減圧源３２０が作動する。減圧が、マニホル
ド部材３０２に伝達され、減圧は複数の流路（図２の流路２１０を参照）および窓（図２
の窓２０３を参照）を通って組織部位３０４に送達される。それによって収集された流体
は、減圧送達導管３１８を介して除去される。肉芽形成を促進するように、マニホルド部
材３０２の組織対向面にさまざまな微小応力誘引要素を追加することができる。微小応力
誘引要素には、小さいボタン、突出する柱または他の装置が含まれ得る。
【００３５】
　ここで主に図８を参照すると、ドレッシング４００の別の例示的な非限定的実施形態の
一部が提示されている。ドレッシング４００は、複数の液体不透過性層４０２、たとえば
第１液体不透過性層４０４、第２液体不透過性層４０６および第３液体不透過性層４０８
を含む。複数の液体不透過性層４０２は、窓４０３によって窓が形成されている。複数の
液体不透過性層４０２には、スペーサ４１２を形成する厚さの変化する部分または拡大部
分４１０が形成されている。減圧下で、スペーサ４１２は、複数の流路４１４を提供し続
ける。複数の流路４１４は、図２の流路２１０と同様に機能する。
【００３６】
　ここで主に図９を参照すると、ドレッシング５００の例示的な非限定的実施形態の別の
部分が提示されている。ドレッシング５００には、複数の液体不透過性層５０２が形成さ
れている。この例示的な実施形態では、複数の液体不透過性層５０２は、第１液体不透過
性層５０４を２つに折るかまたは折り畳むことによって第１部分５０６および第２部分５
０８を形成することによって、形成される。複数の液体不透過性層５０２は、窓が形成さ
れている（明示的に示さないが図８の窓４０３に類似している）。
【００３７】
　折目５１０は、半径５１２を備えた湾曲部５１１を有している。ドレッシング５００は
、折目５１０等の複数の折目を有することができる。折目、たとえば５１０はスペーサと
しての役割を果たす。複数の液体不透過性層５０２に対してより厚い材料かまたはより剛
性の材料が使用される場合、半径５１２は相対的に大きくなる。半径５１２はマイクロチ
ャネル５２０を形成し、それは、複数の流路５１８のうちの１つであり得る。第１液体不
透過性層５０４に、拡大部、たとえば複数の流路５１８を画定するのに役立つ拡大部５１
４および５１６を形成することができる。半径５１２はまた、流路５１８のうちの１つを
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形成するかまたは形成するのに役立つことができる。流路５１８を、複数の拡大部、たと
えば拡大部５１４、５１６、あるいは複数の折目、たとえば折目５１０、または両方によ
って形成することができる。
【００３８】
　図１０は、図９のドレッシング５００を示すが、複数の接合箇所５２６には複数の接合
部５２４が追加されている。別法としてまたは追加として、第１液体不透過性層５０４を
折り畳み、第１部分５０６を第２部分５０８に対して伸長し（またはその逆）、その後、
複数の接合部５２４を追加することによって、ドレッシング５００に流路５１８を形成す
ることができる。接合されると、引っ張られている第１液体不透過性層５０４の部分を解
放することができる。そして、この解放により、複数の接合部５２４間に複数の流路５１
８が形成される。
【００３９】
　ここで主に図１１～図１５を参照すると、ドレッシング６００の別の例示的な非限定的
実施形態が提示されている。ドレッシング６００を、腹部治療装置１０４としての図１の
システム１００において、またはマニホルド部材３０２として図３のシステム３００にお
いて等、多数の減圧システムで使用することができる。概して、ドレッシング６００は、
２次元平坦層６０２が３次元身体部分すなわち湾曲身体部分６０６に対して形状をなすこ
とを必要とすることにより、折目６０８を形成する。折目６０８は、チャネルすなわち流
路６１２を備えている。ドレッシング６００の折目６０８により流体の移動が容易になる
。
【００４０】
　ドレッシング６００には、２次元平坦層６０２または液体不透過性層６０２が形成され
ている。液体不透過性層６０２は窓６０４を有している。窓６０４により、減圧の放出お
よび流体の進入が可能になる。液体不透過性層６０２を、図１および図２の液体不透過性
層１１８、１２０、２０４および２０６に関連して上述したもののようなあらゆる好適な
材料から形成することができる。液体不透過性層６０２は、一重、二重または多重であり
得る。図１２に示すように、ドレッシング６００を平坦楕円として形成することができる
が、他の形状、たとえば円、正方形または不規則な形状を使用してもよい。２次元平坦層
６０２として言及するが、２次元平坦層６０２は幾分かの厚さを有し、但し平坦面では平
坦のままである。
【００４１】
　ドレッシング６００は、湾曲身体部分６０６で使用される。湾曲身体６０６は、平坦で
はなくかつ通常実質的湾曲部を有している、患者のいずれかの部分であり得る。ここで主
に図１２を参照すると、液体不透過性層６０２が湾曲身体部分６０６に対して同一平面に
配置されると、折目６０８または複数の折目が形成される。図１４および図１５に明確に
示すように、ドレッシング６００が湾曲身体部分６０６に対して同一平面のままであるた
めに生じる複数の折目６０８は、チャネルすなわち流路６１２をもたらす。折目６０８は
複数のスペーサ６１０を備え、それらは、複数の流路６１２を画定するように液体不透過
性層６０２の一部の間に分離領域を提供する。流路６１２は、流体の移動を容易にするマ
イクロチャネルとして機能することができる。
【００４２】
　ここで主に図１４を参照すると、ドレッシング６００の複数の折目６０８のうちの１つ
の斜視図が示されている。この例示的な実施形態では、液体不透過性層６０２は一重層で
あり、２つの折目６０８が示されている。この場合もまた、液体不透過性層６０２は多層
部材であり得る。折目６０８はスペーサ６１０を構成し、折目の結果としての開口部はマ
イクロチャネルとしての役割を果たす。図１５は、図１４に示すドレッシング６００の部
分の断面を提示する。
【００４３】
　ここで主に図１６を参照すると、図１のシステム１００および図３のシステム３００等
、多数の減圧システムで使用することができるドレッシング７００の別の例示的な実施形
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態が提示されている。ドレッシング７００には、窓７０４を有する複数の液体不透過性層
７０２を形成することができる。複数のスペーサ、たとえば図２のスペーサ２０８を、複
数の液体不透過性層７０２の隣接する層の間に形成して、複数の流路（図示しないが図２
の流路２１０に類似する）を形成することができる。複数の液体不透過性層７０２の上に
複数の長手方向部材または接合部７０６を形成して、複数のフローチャネル７０８を形成
することができる。たとえば、第１長手方向接合部７１０と第１長手方向接合部７１０か
ら間隔が空けられている第２長手方向接合部７１２とが、流路７１４を形成する。第１面
７１６に減圧開口部７１８を形成することにより減圧源（図示せず）の流体結合を容易に
することができる。フローチャネル７０８は、流体がドレッシング７００の方向付けられ
た領域に沿った流路を流れるように仕向ける。
【００４４】
　ここで主に図１７および図１８を参照すると、ドレッシング８００の別の例示的な非限
定的実施形態が提示されている。ドレッシング８００に複数の液体不透過性層８０２を形
成することができる。複数の液体不透過性層８０２は、窓８０４を有することができ、図
２の接合箇所２１４における接合部２１２に類似する接合された箇所において接合され得
る。ドレッシング８００は、液体送達チャネル８０６を含むことができる。
【００４５】
　液体送達チャネル８０６は、第１部分８０８を含むことができる。第１部分８０８は、
複数の液体不透過性層８０２のうちの第１液体不透過性層８１０の一部であるが、窓８０
４はない。液体送達チャネル８０６はまた、第２部分８１２も含む。第２部分８１２は、
複数の液体不透過性層８０２のうちの第２液体不透過性層８１４の一部であり、この場合
もまた、第２液体不透過性層８１４には窓８０４がない。第１部分８０８と第２部分８１
２とを結合して液体送達路８１８を形成するチャネル形成接合部８１６が形成されている
。第１液体不透過性層８１０に液体開口部８２０を形成することにより、液体供給源（図
示せず）の液体送達チャネル８０６への流体結合を容易にすることができる。
【００４６】
　動作時、１つの例示的な実施形態によれば、治療される組織部位に近接する減圧治療シ
ステムの一部として、ドレッシング８００が配置される。減圧源（図示せず）が減圧開口
部８２２に流体結合されることにより、ドレッシング８００に減圧が提供される。減圧に
より、液体送達チャネル８０６を除くドレッシング８００内に流体が引き込まれる。液体
開口部８２０に流体供給源（図示せず）が流体結合されている。液体、たとえば生理食塩
水灌注流体または薬剤が、液体開口部８２０に送達される。周縁８２４にかけられる減圧
の影響下で、液体開口部８２０に送達される液体は、液体送達路８１８を通して周縁８２
４に向かって推進され、図１７の矢印８２６および８２８によって示唆するように液体送
達チャネル８０６から出る。出て行く液体８２８は、ドレッシング８００の第２部分８３
０を介して窓８０４を通って減圧開口部８２２に向かって引き込まれる。灌注する、薬剤
を供給する、または他の目的で、液体送達チャネル８０６を用いることができる。
【００４７】
　本発明およびその利点を、いくつかの例示的な非限定的実施形態に関して開示したが、
添付の特許請求の範囲によって定義されるような本発明の範囲から逸脱することなく、さ
まざまな変形、置換、並べ替えおよび変更を行うことができることが理解されるべきであ
る。いずれの実施形態に関連して説明するいかなる特徴も、他のあらゆる実施形態にも適
用可能であり得ることが理解されよう。
【００４８】
　上述した利益および利点は、１つの実施形態に関連することができ、またはいくつかの
実施形態に関連することができることが理解されよう。「１つの」項目に言及する場合、
１つまたは複数のそれらの項目を指すことがさらに理解されよう。
【００４９】
　本明細書に記載した方法のステップを、いかなる好適な順序で、または適切な場合は同
時に行うことができる。
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【００５０】
　適切な場合は、上述した例のいずれかの態様を、上述した他の例のいずれかの態様と結
合して、同等の特性または異なる特性を有しかつ同じかまたは異なる問題に対処するさら
なる例を形成することができる。
【００５１】
　好ましい実施形態の上記説明は、単に例として与えられており、当業者によりさまざま
な変更を行うことができることが理解されよう。上記仕様、例およびデータは、本発明の
例示的な実施形態の構造および使用の完全な説明を提供する。本発明のさまざまな実施形
態を、ある程度の特定性を持って、または１つあるいは複数の個々の実施形態に関連して
上述したが、当業者は、特許請求の範囲から逸脱することなく開示した実施形態に多数の
変更を行うことができる。

【図１】 【図２】
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