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(57)【要約】
　膨張可能な袋状部材であって、袋状部材を膨張／収縮
するように動作可能に接続された少なくとも１つの流体
輸送管路を有する膨張可能な袋状部材と、膨張可能な袋
状部材の少なくとも一部を覆う、テクスチャを有する別
個のカバーソケット部材とを含む、哺乳類の体の部位に
局所陰圧治療法を行うための機器で利用するための創傷
充填装置が記載される。創傷充填装置を実現する機器も
記載される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　哺乳類の体の部位に局所陰圧治療法を実施するための機器において利用するための創傷
充填装置であって、
　膨張可能な袋状部材であって、前記袋状部材を膨張／収縮させるように動作可能に前記
袋状部材に接続されている少なくとも１つの流体輸送管路を有している前記袋状部材と、
　前記袋状部材を少なくとも部分的に覆っているソケット部材であって、テクスチャード
加工された前記ソケット部材と、
　を備えていることを特徴とする創傷充填装置。
【請求項２】
　前記袋状部材が、自身の外周において互いに溶着されている２つのシート材から作製さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の創傷充填装置。
【請求項３】
　前記ソケット部材が、自身の外周において互いに溶着されている２つのシート材から作
製されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の創傷充填装置。
【請求項４】
　前記ソケット部材が、前記ソケット部材の内部において溶着されていることを特徴とす
る請求項３に記載の創傷充填装置。
【請求項５】
　前記ソケット部材が、型成形されていることを特徴とする請求項１に記載の創傷充填装
置。
【請求項６】
　前記ソケット部材が、開口部を有しており、
　前記袋状部材が、前記開口部内に挿入されることを特徴とする請求項１～５のいずれか
一項に記載の創傷充填装置。
【請求項７】
　前記袋状部材及び前記ソケット部材が、前記袋状部材が膨張又は収縮している際に、互
いに対して滑動可能であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の創傷充
填装置。
【請求項８】
　前記ソケット部材が、テクスチャード加工された薄肉のプラスチック材料から成るシー
ト材から作製されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の創傷充填
装置。
【請求項９】
　前記テクスチャード加工が、３次元パターンによって成されていることを特徴とする請
求項１～８のいずれか一項に記載の創傷充填装置。
【請求項１０】
　３次元パターンには、前記袋状部材の外面と前記ソケット部材の内面との間に、創傷滲
出液を排液するための吸引路が形成されていることを特徴とする請求項８に記載の創傷充
填装置。
【請求項１１】
　前記３次元パターンには、前記ソケット部材の外面と創傷面との間に、創傷滲出液のた
めの吸引路が形成されていることを特徴とする請求項９に記載の創傷充填装置。
【請求項１２】
　前記テクスチャード加工が、凹部を繰り返し配置した配列によって成されていることを
特徴とする請求項７～１０のいずれか一項に記載の創傷充填装置。
【請求項１３】
　少なくとも幾つかの凹部が、孔を有していることを特徴とする請求項１１に記載の創傷
充填装置。
【請求項１４】
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　前記テクスチャード加工が、八角形を繰り返し配置した配列によって成されていること
を特徴とする請求項７～１３のいずれか一項に記載の創傷充填装置。
【請求項１５】
　管路ポート部材が、前記少なくとも１つの流体輸送管路を取り付けるために、前記袋状
部材に取り付けられていることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の創傷
充填装置。
【請求項１６】
　前記管路ポート部材には、創腔を吸引するための管路に接続するように、通路が設けら
れていることを特徴とする請求項１５に記載の創傷充填装置。
【請求項１７】
　前記管路ポート部材には、通気及び／又は圧力の基準となる接続を確立するようにさら
なる管路と協働するために、通路が設けられていることを特徴とする請求項１５又は１６
に記載の創傷充填装置。
【請求項１８】
　前記管路ポート部材が、利用の際、吸引ポートの上方を覆っている創傷密閉膜によって
前記吸引ポートが塞がれることを防止するために、シュラウド部材を有していることを特
徴とする請求項１５～１７のいずれか一項に記載の創傷充填装置。
【請求項１９】
　添付の明細書及び図面を参照して説明されていることを特徴とする創傷充填装置。
【請求項２０】
　哺乳類の体の創傷に局所陰圧治療法を実施するための機器であって、
　請求項１～１９のいずれか一項に記載の創傷充填装置と、
　吸引手段に接続されている吸引管路と、前記創傷を密閉し創腔を形成するための密閉膜
と、
　を含んでいることを特徴とする機器。
【請求項２１】
　前記創腔に連通している付加的な管路を備えていることを特徴とする請求項２０に記載
の機器。
【請求項２２】
　前記付加的な管路が、通気管路又は基準圧力管路であることを特徴とする請求項２１に
記載の機器。
【請求項２３】
　添付の明細書及び図面を参照して説明されていることを特徴とする哺乳類の体の創傷に
局所陰圧治療法を実施するための機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、局所陰圧（ＴＮＰ）治療法によって創傷を治療する際に利用するための機器
及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＴＮＰ治療法では、多くの場合、陰圧又は陽圧がかけられる創傷上の包帯内に、例えば
創傷の容積の少なくとも一部を充填するために利用することができる袋状部材（嚢ともい
う）を設けることを含む。さらに、例えば治療上の理由により、創傷領域内及びその周囲
の組織を働かせるように、変動圧力又は圧力サイクルを袋状部材に加えることができる。
【０００３】
　特許文献１では、創傷を吸引、洗滌及び清浄するための機器、創傷包帯及び方法が説明
されている。非常に概括的に述べると、本発明は、創傷を吸引するための局所陰圧（ＴＮ
Ｐ）治療法を行い、併せて創傷を洗滌及び／又は清浄するための別の流体をさらに供給し
、創傷滲出液及び洗滌流体の両方を含む流体を次いで吸引手段によって排出し、有害な材
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料から有益な材料を分離する手段を通して循環することによる、創傷の治療を説明してい
る。創傷治癒に有益な材料は、創傷包帯を通って再循環され、創傷治癒に有害な材料は廃
棄物収集袋又は容器に廃棄される。
【０００４】
　特許文献２では、創傷の吸引、洗滌及び清浄を利用して創傷を清浄するための機器、創
傷包帯及び方法が説明されている。やはり非常に概括的に述べると、本文献で説明された
本発明は、創傷の吸引、洗滌及び清浄に関して特許文献１と同様の機器を利用するが、創
傷部位／包帯に戻される有益な材料の温度を制御して、例えば創傷に最も有効な治療効果
を有する最適な温度になるようにする加熱手段を設ける重要な追加的ステップをさらに含
む。
【０００５】
　特許文献３では、創傷を吸引、洗滌及び／又は清浄するための機器及び方法が説明され
ている。やはり非常に概括的に述べると、本文献は上記の２つの文献で述べたものと同様
の機器を説明しているが、創傷治癒を促進するように創傷部位／包帯に生理活性物質を供
給及び投与するための手段を設ける追加的ステップを含む。
【０００６】
　上記の引用文献の内容は、参照によって本明細書に含まれる。
【０００７】
　上記文献が対処しているすべての創傷は、創傷包帯内に袋状部材又は嚢体を設ける必要
があることがあり、現在利用可能なものは不適切なことがある。実際、特許文献１では、
創傷治療法のための機器で利用されるあらかじめ形成された膨張可能な嚢体を利用する実
施例を、図１３Ａ及び図２０で示している。
【０００８】
　膨張可能な嚢体タイプの創傷充填材が利用されることがある他の理由は、嚢体表面の、
平坦でない、又はテクスチャを有する、あるいは他の平滑ではない表面を、創傷面／境界
面に直接適用するためである。テクスチャ面は、創傷面の「働き」を助け、それにより圧
力サイクルの治療効果が向上する。テクスチャ面はまた、圧力（陰圧）が創傷面上により
均一に分布し、例えば創傷滲出液などの流体が、創傷領域から、一般にＴＮＰ治療法機器
の一部を形成する吸引管路に向かって、より迅速かつ均一に排液されることを助けるよう
に、創傷充填材と創傷面との間の境界面に、複数の流体流チャンネルを形成する。
【０００９】
　既知の膨張可能な創傷充填材の例は、特許文献４において説明されている。
【００１０】
　特許文献４では、膨張可能な袋又は嚢体タイプの創傷充填部材を利用して、創腔を充填
する。嚢体部材は２つの層を有すると説明されているが、２つの層は一体構造の形態であ
るように見える。このタイプの構造の問題は、製造が難しく費用がかかることである。そ
の構造によって嚢体は比較的剛性がある堅いものとなり、創傷面に対して不撓性となり、
不快感及び外傷を起こす可能性がある。
【００１１】
　特許文献５は、嚢体内部に設けられて延びる複数の可撓性の管路を有する膨張可能な嚢
体又は小袋を含み、管路が嚢体表面に出口／入口開口部を有する、創傷洗滌及び／又は吸
引装置を説明している。管路は、創傷に流体を供給し、又は創傷から流体を導出するため
、あるいはその両方のための流体移送管路である。しかし、この特定の構造の問題は、製
造が非常に複雑であり費用がかかることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】国際公開第２００４／０３７３３４号
【特許文献２】国際公開第２００５／０４６７０号
【特許文献３】国際公開第２００５／１０５１８０号
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【特許文献４】国際公開第２００５／０８２４３５号
【特許文献５】独国特許出願公開第２３７８３９２号明細書
【特許文献６】英国特許出願公開第０７１２７３５号明細書
【特許文献７】国際特許出願第２００７／０７４３７４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、既知の装置構造の欠点のいくつかを排除又は少なくとも軽減すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の態様によると、哺乳類の体の部位に局所陰圧治療法を行うための機器で
利用するための創傷充填装置が提供され、装置は、膨張可能な袋状部材であって、袋状部
材を膨張／収縮するように動作可能に接続された少なくとも１つの流体輸送管路を有する
膨張可能な袋状部材と、膨張可能な袋状部材の少なくとも一部を覆う、テクスチャを有す
る別個のカバーソケット部材とを含む。
【００１５】
　上記で説明した創傷充填装置は、例えばヒトの体の創傷にＴＮＰ治療法を行うための機
器の一部を形成することができる。そのような機器はまた、創傷の周りの無傷の皮膚又は
肉に固着された密閉膜又は被覆カバーの下に画成されている創腔を吸引するための、例え
ば真空ポンプなどの吸引手段に接続された吸引管路を一般に含むことができ、その下に膨
張可能な袋状部材及びソケット部材が閉じ込められている。膨張／収縮のために膨張可能
な袋に動作可能に接続された少なくとも１つの管路はまた、密閉膜又は被覆膜（drape）
を貫通し、又はその下を通ることができるが、あらゆる場合において周知のＴＮＰ包帯構
造に従って密閉される。陰圧の実行は、当技術分野で既知の、創腔領域から排出するため
の手段又は方法によって達成することができる。
【００１６】
　膨張可能な袋状部材は、少なくとも１つの管路を介して膨張するための適切な手段に、
動作可能に接続することができる。そのような手段は、創傷面が創傷に有益な治療効果を
達成するように働くように、袋内に一定の圧力を維持し、又はパルス圧力を加えるように
、例えば空気などの膨張流体を袋へと給送し、場合によっては流体を吸い出すこともでき
る、周知のタイプのポンプを含むことができる。
【００１７】
　袋状部材の陽圧膨張の選択肢が上記で説明されているが、接続されている管路を大気に
開放したままとすることによって袋状部材を自己膨張させる選択肢もある。袋状部材を取
り囲む創腔は、例えば真空ポンプによって排出されるので、袋は、袋表面の一方の側が創
傷面に向かって、他方の側が密閉被覆膜の内面に向かって引き寄せられると、創腔と袋内
部との圧力差のみにより空気が引き込まれることによって、膨張する傾向がある。
【００１８】
　密閉膜又は被腹膜の下に形成される創腔はまた、創腔の密閉に密閉膜が特に有効な場合
、過剰な陰圧がかけられることによって患者に過度の不快感を与えないよう一定の陰圧を
維持するために、創腔への通気を供給するために設けられた他の管路を有することもでき
る。そのような通気管路はまた、創腔の持続的吸引も促進する。そのような追加的な管路
はまた、圧力変換器が創傷の遠位側に接続されているとき、創傷での圧力の測定に利用す
るという２つの目的にも役立つことができる。
【００１９】
　創傷部位に洗滌剤及び／又は薬剤を供給又は投与するために、創腔領域へのアクセスを
有する他の管路を設けることもできる。
【００２０】
　膨張可能な袋状部材及びソケット部材は、互いに対して相互に摺動可能とすることがで
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きる。したがって、袋状部材が例えばあらかじめ定められた圧力パルスで膨張及び収縮す
ると、袋状部材の外面及びソケット部材の内面は互いに対して摺動することができる。こ
れにより、ソケット部材のテクスチャ面が創傷面に対して無理に摺動されたり、外傷を引
き起こす可能性や、新しく形成された肉芽組織を損傷する可能性を防ぐことができ、した
がって、ソケット部材の外側のテクスチャ面は、創傷面に対して実質的に正常に圧力パル
スを加えることができる。
【００２１】
　膨張可能な袋状部材及びテクスチャを有するソケット部材を、既知の経済的な製造技術
で作製された２つの別個の部品として設けることによって、いくつかの重要な利点が得ら
れる。まず、膨張可能な袋状部材は、創腔内部で折り畳まれたり丸められたりしたときも
平坦なままである、本来柔らかく可撓性の薄いシート材から作製することができ、それに
より、創傷面にかかる不要な負荷及び外傷が、既知の多層の袋構造と比較して、最小限に
なる。膨張可能な袋状部材を作製することができる材料は、膨張時に耐えなければならな
い圧力が比較的低いことから、比較的薄いものとすることができる。次に、膨張可能な袋
状部材の上に別個のソケット部材を有することによって、ソケット部材表面のテクスチャ
を創傷面の必要に合わせて調整し、創傷タイプに合った適切なソケット／創傷境界面設計
を有することができる。
【００２２】
　ソケット部材は、例えば実質的に隣接する外側形状を有する２つのシート材から作製し
、それらの外縁で互いに溶着することができる。１つのシートは、例えば膨張可能な袋状
部材を挿入する開口部を中心に有することができ、開口部の周りではソケット部材は、溶
着された外縁を創傷面と接触させずにソケット部材の内側に含むように、裏返しにするこ
とができる。
【００２３】
　膨張可能な袋状部材は、例えば、ＥＶＡ、ＰＵ、ＰＰ、ＰＥ、シリコーンなどの薄く可
撓性で実質的に不浸透性のプラスチックシート材及び他の適切な可撓性のプラスチック材
料から、溶着後に溶着を内側に含むように裏返しにすることができるソケット部材と同様
の方法で、作製することができる。しかし、膨張可能な袋状部材はソケット部材内に含ま
れており、溶着された外縁は創傷と接触しないようになっているので、これはソケット部
材ほど重要ではない。
【００２４】
　したがって、別個の袋及びソケット部材を有することによって、それぞれの構成部品は
、その機能に最適化され、２つの別個の役割を果たす必要のために損なわれることがない
、特性を有するように作製することができる。
【００２５】
　膨張可能な袋状部材及びソケット部材の一実施例では、それらを作製するシートは、例
えば円状とすることができる。
【００２６】
　ソケット部材は、後で膨張可能な袋状部材と組み合わせるものとして成形することがで
きる。
【００２７】
　袋状部材を膨張／収縮させるための管路は、袋状部材の内部へと入るところで、袋状部
材で密閉することができる。しかし、本発明の好ましい実施例では、膨張可能な袋状部材
は開口部を備え、膨張可能な袋状部材への流体アクセス、及び有利には創腔領域に出入り
する流体アクセスを行うことができるポート部材が、例えば溶着によって開口部に取り付
けられている。そのようなポート部材は、可撓性のプラスチック材料の管路などの適切な
流体管路を接続するための設備を有することができる。ポート部材はまた、有利には適切
なシュラウド部材を備えており、これにより、患者が上にのった場合に不快感を与えない
平滑な丸みを帯びた表面を設け、さらに重要なことには、様々なポートが、上を覆う密閉
被覆膜によって塞がれたり遮断されたりすることなく創傷部位からの流体の自由な流れを
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維持するという２つの目的に役立つ。ポート部材及びシュラウドは、すべての管路をひと
まとめにし、一部品として扱うことができるという利点をもたらし、それにより機器の創
傷への利用がより迅速でより効率的になり、ＴＮＰ機器の信頼性が向上する。
【００２８】
　本発明の好ましい実施例では、利用の際、特許文献６及び特許文献７に説明されている
ように、包帯とグロメットの組み合わせによって、密閉するための被腹膜下での様々な管
路の創腔領域へのアクセスを提供することができる。
【００２９】
　ソケットは実質的に創傷面に固着しない材料から作製することができ、したがって患者
への苦痛及び外傷が少ないので、柔らかく可撓性のソケット材料を利用して本発明による
装置を製造することによって、より簡単に包帯を除去することができる。
【００３０】
　本発明による装置の別個のソケット部材は、創傷が閉じて空洞が残る傾向にある組織成
長の減少を促進する。ソケット部材は、創傷の過成長を防ぎ、組織内のポケット形成を最
小限にするという従来のＴＮＰ治療法における創傷充填材と類似した部材を効果的に形成
し、二次的癒合による、又は創傷の基部から上方に向かう、創傷の治癒を促進する。
【００３１】
　ソケット部材のテクスチャ面は、主に、創傷の全表面区域にわたって均一な圧力分布を
もたらし、創傷滲出液を複数のチャンネルによって効率的かつ迅速に排液するように、袋
／ソケットの組み合わせの表面の上に複数のチャンネルを設けることができる。
【００３２】
　本発明によるソケット部材の一実施例では、テクスチャ面は、ソケット材料表面に、３
次元の表面構造を効果的に形成する六角形の凹部又は溝の配列を含むことができ、凹部又
は溝はそれぞれ中心に孔を有し、ソケット部材の両面の上、すなわち創傷面とソケット表
面との間、及び膨張可能な袋の表面とソケット表面との間に、気体及び液体の両方の流体
が流れることができるようにする。ソケット部材を作製することができる適切な材料は、
例えば柔らかく創傷面に固着しないＥＶＡフィルムなど、真空形成されたプラスチックシ
ート材とすることができる。
【００３３】
　ソケット部材は、創傷面治療法に役立つ所望の表面形状及び形態とすることができる。
【００３４】
　別個のソケット部材を作製することができる代替材料は、例えばＥＶＡ、ＰＵ、ＰＰ、
ＰＥ、シリコーン、カルボメトキシセルロース、ポリアクリレートなどの多種多様な異な
る材料による織地材料、不織繊維シート、発泡体、電気紡糸したナノ繊維を含むことがで
きる。
【００３５】
　例えば、コラーゲン、酸化セルロース、キトサン、ポリグリコール酸等の生分解性材料
を利用することができる。
【００３６】
　本発明の一実施例では、膨張可能な袋状部材、ポート及びシュラウド部材、管路、患者
への取り付けに適切な包帯及びグロメット部材及びソケット部材は、一体構成部品として
供給することができ、ＴＮＰ治療法機器として実現するには、創傷に適用し、真空及び膨
張流体の適切な供給源に接続するだけでよい。
【００３７】
　本発明の第２の態様によれば、哺乳類の体の部位に局所陰圧治療法を行うための機器が
提供され、機器は本発明の第１の態様の創傷充填装置を実現する。
【００３８】
　本発明をより十分に理解することができるように、添付の図面を参照しながら、例示の
ためにのみ、実施例を以下で説明する。
【図面の簡単な説明】
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【００３９】
【図１Ａ】本発明における創傷充填装置を実現する機器の一の構造の断面を部分的に表わ
した斜視図である。
【図１Ｂ】本発明における創傷充填装置を実現する機器の一の構造の断面を部分的に表わ
した斜視図である。
【図２Ａ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図２Ｂ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図２Ｃ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図２Ｄ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図２Ｅ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図２Ｆ】ソケット部材及びその構造を表わす。
【図３Ａ】膨張可能な袋状部材に溶着するためのポート部材を表わす。
【図３Ｂ】膨張可能な袋状部材に溶着するためのポート部材の断面図である。
【図３Ｃ】膨張可能な袋状部材に溶着するためのポート部材の断面図である。
【図３Ｄ】膨張可能な袋状部材に溶着するためのポート部材の断面図である。
【図３Ｅ】膨張可能な袋状部材に溶着するためのポート部材を表わす。
【図４Ａ】図３に表わすポート部材と協働するシュラウド部材の底面図である。
【図４Ｂ】図３に表わすポート部材と協働するシュラウド部材の側面図である。
【図４Ｃ】図３に表わすポート部材と協働するシュラウド部材の上面図である。
【図４Ｄ】図３に表わすポート部材と協働する、図４Ａに表わすシュラウド部材の底面図
を表わす斜視図である。
【図４Ｅ】図３に表わすポート部材と協働する、図４Ａに表わすシュラウド部材の上面図
を表わす斜視図である。
【図５】ＴＮＰ治療法を実施するための機器内に実現される、本発明における創傷充填装
置が設けられている創傷の概略的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　同一の機能を有している部材には共通する参照符号が付されている図面を参照する。
【００４１】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明における装置１０の一の実施例の斜視図である。図５は、
創腔（wound cavity）内に設けられた前記装置の概略的な断面図である。前記装置は、膨
張可能な袋状部材１４及びソケット部材１６によって構成されている、膨張可能な創傷充
填装置１２を備えている。膨張可能な創傷充填装置１２が、部分的に断面図になっている
図１に表わされ、図１Ｂは、細部“Ａ”の拡大図である。前記装置は、自身の内部を貫通
している３つの独立した管腔２０、２２、２４を有している（利用前の渦巻き状に巻かれ
た状態の）多管腔管路１８も備えている。管路１８は、グロメット部材２８の穴２６を貫
通している。グロメット部材自体は、グロメット部材２８の周囲の周りに形成されたフラ
ンジ３０によって、包帯３２に固着されている。包帯は、その一部分のみが表わされてお
り、ＴＮＰ治療法が施される創傷３６に隣接している患者の皮膚３４（図５参照）に、グ
ロメット部材２８を固着している。図５は、その配置の概略的な断面図を表わす。前記装
置の創傷側端部において、管路１８が、ポート部材３８に取り付けられている。ポート部
材は、膨張可能な袋状部材１４の内部に、創腔４０を吸引するために創腔４０に（図５参
照）、並びに創腔４０内の陰圧を一定に維持し、及び／又は圧力を監視するように創腔４
０に通気させるために創腔４０に、管腔２０、２２、２４それぞれを接続している貫通し
た通路を有している。上部を覆い密閉している被覆膜４６がポート部材３８の吸気通路を
遮断しないように、ポート部材３８の上方に係止されているシュラウド部材４４が設けら
れている（図３を参照しつつ、以下に詳述する）。ＴＮＰの技術分野ではよく知られてい
るように、被覆膜４６は創腔４０の周囲を密閉し、これにより多量の吸気を実質的に防止
する。創傷から遠位に位置している管路１８の端部において、管路１８が、管腔２０、２
２、２４を独立した管路５２、５４、５６それぞれに接続しているコネクタブロック５０
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を有している。管路５２、５４、５６自体は、自身の自由端に、それぞれ適切なコネクタ
６０、６２、６４を備えている。これらコネクタは、膨張可能な袋状部材１４を膨張させ
るために空気供給源（図示せず）に管腔を接続し、創腔４０を吸引するために真空供給源
、例えば真空ポンプ（図示せず）に管腔を接続し、創腔４０内を所望の陰圧に維持するた
めに創腔に通気させるために圧力解放弁及び／又は圧力変換器（図示せず）に管腔を接続
するためのものである。
【００４２】
　包帯３２及びグロメット部材２８に関しては、特許文献６及び特許文献７を参照すべき
である。これら特許文献の内容は、参照によって本明細書に組み込まれている。これら特
許文献は、該包帯及び該グロメット部材の構造及び構成を詳細に説明されているが、本明
細書に比較的付随している。従って、該包帯及び該グロメットは、周辺空気が前記空気供
給源から創腔に流入することを防止するために、密閉するための被腹膜４６に管路１８を
密閉する適切な手段に置き換え可能である。
【００４３】
　創傷充填装置１２は、外側を覆っているソケット部材１６を有している膨張可能な袋状
部材１４を備えている。膨張可能な袋状部材１４は、可撓性及び不浸透性を有している薄
肉プラスチック材料から成る２つの円状シート７０、７２の外周に溶着ビード７４を形成
するように、該円状シートを互いに溶着することによって作られている。上側シート７０
は、ポート部材３８の外縁８０の周囲に形成された薄肉のフランジ７８に固定するに適し
た大きさの、円状の中心開口部７６を有している。フランジ７８と開口部７６の縁部とは
、膨張可能な袋状部材１４とポート部材３８とを一体部品とするように互いに溶着されて
いるか、又は接着により接合されている。ソケット部材１６は、可撓性を有している薄肉
のプラスチック材料、例えばＥＶＡから製造されており、真空形成されたテクスチャ面８
０を有している。該ソケット部材の表面形状は、六角形８２から成る配列を備えている。
各六角形には、中心孔８４が設けられている（すべての凹部が穿孔されていなくても良い
）。各六角形は、図２Ｃ～図２Ｅに表わすように、チャンネル８６によって隔てられてい
る。図２Ｆは、六角状の凹部の輪郭を表わす側面図である。図２Ｆを参照すると、利用時
に、直立した凹部がソケット部材１６の表面に隣接している。ソケット部材は、プラスチ
ック材料から成る２つのシート９０、９２から作られている。両シートの内側には、図２
Ａに表わすように、最終的な創傷接触面９４が配設されている。２つのシートが自身の周
囲において互いに溶着され、溶着ビード９６が該シートの外側に残存している。図２Ａ及
び図２Ｂは、溶着後且つ反転前におけるソケット部材を表わす。上側シート９０には、中
心開口部９８が形成されている。両シートが互いに溶着された後に、そのように形成され
たソケットが開口部９８を中心として反転され、これにより図２Ｃに表わすようにソケッ
ト部材が形成される。その結果、ソケット部材の内側には溶着ビード９６が配設され、ソ
ケット部材の外側には必要なテクスチャ面９４が形成される。開口部９８を利用すること
によって、膨張可能な袋状部材１４をソケット１６内に挿入し、ポート部材が溶着された
フランジ７８の周囲に開口部９８を嵌め込む。図２Ｃは、その領域の小さな部分がテクス
チャ面を有しているソケット部材１６を表わすが、図示のためにこのようになっているに
すぎない。テクスチャ面がソケット部材１６の上面全体及び下面全体に配設されている場
合もあるが、同一のテクスチャ面が両面に形成されている必要は必ずしもない。図示の実
施例では、六角形８２の平面の幅が２．６ｍｍであり、中心孔８４の直径が０．６ｍｍで
あり、六角状の凹部の深さが該平面から１．０５ｍｍである。しかしながら、これら寸法
は、本発明におけるソケット部材の一の実施例の単なる例示にすぎず、他の実施例では、
特定の創傷の要求に応じて変更可能である。
【００４４】
　この実施例では、以下に説明するように、吸引された流体をポート部材３８に導く連続
的な流体経路を維持するために、テクスチャ面がソケット部材の略全領域に亘って形成さ
れていることが重要である。
【００４５】
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　上述の例示的な創傷充填装置は、円状のシート材によって作られていると述べられてい
るが、単なる例示であることは言うまでもなく、膨張可能な袋状部材１４及びソケット部
材１６は、創傷の形状及び大きさ、又は所定範囲の創傷の形状及び大きさに適合する、任
意の必要な形状及び大きさで作ることができる。
【００４６】
　ポート部材３８は、例えば柔軟且つ適応可能なＥＶＡ材料から成形されているので、患
者が該ポート部材上にのった場合であっても、硬質な材料を利用した場合に生じる外傷が
発生しないようになっている。ポート部材３８は、管腔２０（５２）、２２（５４）、２
４（５６）の接続のための通路を管路１８内に有する本体部分１００及び本体部分１００
の外縁８０の周りで膨張可能な袋状部材の開口部７６の外縁に溶着されたフランジ部分７
８を含む。ポート部材は、管路１８の外側形状に対応し協働するソケット部分１０２を有
し、管路をソケット１０２へと直接差し込むことができ、個々の管腔２０、２２、２４と
の同時接続をもたらすようになっている。管腔２２は、創腔を排出するために創腔４０と
連通するように、本体部分１００の上側部分を通る通路１０４と接続する（図５参照）。
管腔２４は、創腔４０に通気をもたらし、及び／又は創腔４０にかかっている実際の圧力
を測定するために、通路１０６と接続する。通路１０４、１０６は、管腔２２、２４がソ
ケット部分１０２内で共通接続されていることにより、ポート部材３８内で内部接続され
ている。管路１８の管腔２０は、膨張可能な袋状部材１４の内部に空気の供給源を提供す
るように管腔２０で密閉され、ソケット１０２の基部の隆起した栓部分１１０を利用して
通路１０８に個別に接続されている。通路１０８は、図３Ｅに点線１１４で示すように、
ポート部材の基部１１２を通って出ることによって膨張可能な袋状部材の内部と連通する
。本体部分１００は、シュラウド部材４４をポート部材３８に保持するために、シュラウ
ド部材４４の突起１２２を受ける小さいブラインド溝１２０を備えている。シュラウド部
材４４は、吸引中、上を覆う被覆膜４６によって塞がらないように、ポート部材３８の外
部への通路１０４の出口の上方及び周囲に、ポート部材３８とシュラウド部材４４との間
の空間又は空洞１２４をもたらすのに役立つ（図５参照）。シュラウド部材４４は、通路
１０４を塞ぐことなく、被覆膜４６によってかかる陰圧に耐えるのに十分な剛性を持つ、
半クラムシェル本体部分１２６を含む。そのクラムシェル本体部分１２６はリブ１２８に
よって、過剰な歪みに対して補強されている。
【００４７】
　ＴＮＰの技術分野の当業者には理解されるように、上記の実施例で説明した特徴の多く
は、添付の特許請求の範囲で定義される本発明から逸脱することなく、変更することがで
きる。例えば、一体構成の管路１８は別個の管路に変更することができ、適切なグロメッ
ト部材２８又はグロメットは省略することができ、管路はＴＮＰの技術分野で知られてい
るように上を覆う被腹膜で密閉することができる。同様に、ポート部材は、別個の管路と
協働するように適合することができ、シュラウド部材は、支障なく創腔を吸引することが
できる基本的な必要条件を満たすように、適切に修正することができる。ソケット表面の
テクスチャの形態、及びそれを作製する材料は、ソケットが創傷に不要な外傷を与えず、
創傷の表面区域全体にわたって均一な圧力分布を維持することができる限り、様々とする
ことができる。これら及び多くの他の修正は、本発明の範囲又は精神から逸脱することな
く、行うことができる。
【００４８】
　本明細書の説明及び特許請求の範囲を通して、「含む」（“comprise”及び“contain
”）という語及びその変化形、例えば“comprising”や“comprises”などは、「含むが
これに限定されない」（“including but not limited to”）を意味し、他の部分、付加
物、構成部品、値又はステップを排除しようとするものではない（排除しない）。
【００４９】
　本明細書の説明及び特許請求の範囲を通して、他に記載がない限り、単数形は複数形も
含む。特に、不定冠詞が利用されている場合は、他に記載がない限り、単数形とともに複
数形も企図されているものと理解される。
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【００５０】
　本発明の特定の態様、実施例又は実施例に関して説明された特徴、値、特質、化合物、
化学物質又は基は、特に矛盾しない限り、本明細書で説明された以外の態様、実施例又は
実施例にも適用可能であると理解される。
【符号の説明】
【００５１】
　　１０　装置
　　１２　創傷充填装置
　　１４　膨張可能な袋
　　１６　ソケット
　　１８　管路
　　２０　管腔
　　２２　管腔
　　２４　管腔
　　２６　穴
　　２８　グロメット部材
　　３０　フランジ
　　３２　包帯
　　３４　皮膚
　　３６　創傷
　　３８　ポート部材
　　４０　創腔
　　４４　シュラウド部材
　　４６　被覆膜
　　５０　コネクタブロック
　　５２　管路
　　５４　管路
　　５６　管路
　　６０　コネクタ
　　６２　コネクタ
　　６４　コネクタ
　　７０　円状シート
　　７２　円状シート
　　７４　溶着ビード
　　７６　開口部
　　７８　フランジ
　　８０　テクスチャ面
　　８２　六角形
　　８４　中心孔
　　８６　チャンネル
　　９０　シート
　　９２　シート
　　９４　創傷接触面
　　９６　溶着ビード
　　９８　開口部
　　１００　本体
　　１０２　ソケット部分
　　１０４　通路
　　１０６　通路
　　１０８　通路
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　　１１０　栓部分
　　１１２　基部
　　１２０　ブラインド溝
　　１２２　突起
　　１２４　空洞
　　１２６　半クラムシェル本体部分
　　１２８　リブ

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｃ－２Ｄ】 【図２Ｅ】

【図２Ｆ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】

【図４Ｅ】

【図５】
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