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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔シートからなる上側第１層と、疎水性材料で構成された湿式及び乾式不織布、スパ
ンボンド不織布、メルトブロー式不織布、フラッシュ紡糸式不織布及びこれら不織布の複
合タイプ、並びに親水性を有する材料で構成された不織布を撥水処理加工したものの中か
ら選択される、疎水性の不織布で構成されている下側第１層と、吸収性を有する材料を備
えた第２層と、液体を透過させない性質を有するシートを備えた第３層とを、創傷部位に
対面する接触面からこの順序で有することを特徴とする創傷被覆材。
【請求項２】
　前記第２層に吸収材を含むことを特徴とする請求項１に記載の創傷被覆材。
【請求項３】
　前記第２層はエアレイド不織布から構成されることを特徴とする請求項１に記載の創傷
被覆材。
【請求項４】
　前記エアレイド不織布が吸収材、水不溶性の長繊維またはバインダー繊維のうちの少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項３に記載の創傷被覆材。
【請求項５】
　前記エアレイド不織布がパーフォレートされていることを特徴とする請求項３または４
に記載の創傷被覆材。
【請求項６】
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　前記第３層が、着色および／または透視可能な材料を備えることを特徴とする請求項１
から５のいずれか１項に記載の創傷被覆材。
【請求項７】
　ロール状に捲かれていることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の創傷
被覆材。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の創傷被覆材と、前記創傷被覆材を収容する包材
とを備えた創傷被覆材キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は熱傷、褥瘡、挫傷、擦過傷、潰瘍等の創傷の治療に好適な創傷被覆材および創
傷被覆材キットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景：
　近年、創面の湿潤環境は、創傷の治癒に大きく影響することがわかってきた。特に、創
傷部位からの滲出液に含まれる成分が、創傷の治癒の促進に役立つ。このような考え方の
下に、創面を乾燥させて治療するのではなく、消毒を行わず、創傷からの滲出液による湿
潤環境を維持しながら治療する方法が行われている。このような治療方法を行うために、
種々の創傷被覆材（以下、単に「被覆材」という。）が開発されている。
【０００３】
　前記創傷の治癒を効果的に行うためには、以下のような機能や作用・効果が被覆材に求
められる。
（ｉ）滲出液が適度に保持されることで創傷面の適度な湿潤環境が保持されること。
（ｉｉ）創傷からの滲出液が適度に排出されることで、創傷面が滲出液により圧迫される
のを防ぎ、過剰な滲出液に起因する「下掘れ現象」（滲出液の圧力によって創傷部位の皮
膚がえぐられる現象）を防ぐこと。
（ｉｉｉ）被覆材が創傷面に完全に貼り付いてしまわないこと。
（ｉｖ）被覆材から滲出液が外部に洩れるのを防ぐこと。
（ｖ）創傷面の大きさや形状に合わせ、被覆材を自由な大きさ・形状にカットして使用で
きること。
【０００４】
従来の技術：
　特開平６－２０５６２５号（１）および特開平７－８００２０号（２）は、親水性を有
する物質が分散または被覆された多孔性フィルムを用いた被覆材を開示している。
　特開平８－１９６６１３号（３）および特開平１１－２７６５７１号（４）は、Ｎ－サ
クシニルキトサンを含むスポンジ層と補強材料（不織布等）を用いた被覆材を開示してい
る。
　特開平１０－１５１１８４号（５）は、キチン・キトサンセルロース混合繊維を創傷面
に利用する被覆材を開示している。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－２０５６２５号（要約書）
【特許文献２】特開平７－８００２０号（段落００１０，００１１）
【特許文献３】特開平８－１９６６１３号（要約書）
【特許文献４】特開平１１－２７６５７１号（要約書）
【特許文献５】特開平１０－１５１１８４号（要約書）
【発明の開示】
【０００６】
　特許文献１および特許文献２に開示された被覆材は、多孔性フィルムを使用することに
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より創傷からの滲出液の排出性が改善されているが、滲出液の適度な保持は着目されてい
ない。特許文献３および特許文献４の発明は、補強材として透湿性のある不織布を使用す
ることにより創傷からの滲出液の排出性が改善されているが、滲出液の適度な保持は着目
されていない。
　特許文献５は、創面の湿潤環境を保持する機能および滲出液の吸収性は改善されている
が、被覆材から外への滲出液の漏れは改善されていない。したがって、当該文献の被覆材
はガーゼ等のさらなる防漏材を必要とする。
　また、従来のハイドロコロイド系被覆材を長時間肌に貼り付けたままにしておくと、発
赤や汗疹ができるという問題点が指摘されている。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、これらの問題を解決することができる被覆材を提供する
ことである。
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明のある被覆材は、初期耐水圧の機能を発揮するシー
ト材からなる第１層と、吸収性を有する材料からなる第２層と、液不透過性を有するシー
ト材からなる第３層とを含むことを特徴とする。この初期耐水圧の機能を発揮するシート
材は疎水性を示す。
【０００９】
　一方、本発明の別のある被覆材は、創傷部位を覆うように創傷部位に貼付される被覆材
であって、透過層と、吸収層と、不透過層とを備え、前記透過層および不透過層が前記吸
収層を挟むように、前記各層が積層されて一体となっている。前記透過層は、初期耐水圧
の機能を発揮する。前記吸収層は、前記創傷部位から滲み出し前記透過層を透過した滲出
液を吸収する機能を発揮する。前記不透過層は、液体を透過させない性質（以下、液不透
過性という。）を有し、これにより前記滲出液の漏れを防ぐ。
　本発明の別のある被覆材は、前記第１層もしくは透過層が、創傷部位に対面する接触面
において、凹凸形状を有する。
　本発明の別のある被覆材は、前記第１層もしくは透過層が多孔シートを含み、前記多孔
シートの孔部の深さが概ね１００μｍ～２０００μｍに設定されており、前記多孔シート
の開孔率が５％～５０％に設定されており、かつ、前記多孔シートが創傷部位に対面する
接触面に配置されている。
　本発明の別のある被覆材は、吸収性を有する材料として、更に吸収材を含む。
　また、本発明の別のある被覆材においては、吸収性を有する材料として、バインダーや
圧縮により繊維間接着されシート化された不織布（例えば、エアレイドパルプ）が用いら
れる。
【００１０】
　第１層に初期耐水圧の機能を発揮する部材を用いていることにより、被覆材を創傷部位
に貼り付けた初期段階では、初期耐水圧の機能を発揮する部材の防水効果により、滲出液
が創傷面に保持され、その結果、閉鎖領域が形成され、湿潤環境が保持される。
　一方、初期耐水圧の機能を発揮する部材は完全な防水機能を有するわけではないので、
創傷面が滲出液で満たされ、閉鎖領域内の圧力が昇圧すると、当該部材の防水機能が低下
し、過剰の滲出液が第２層に向って排出され、第２層で吸収される。これにより、閉鎖領
域内の圧力が過度に上昇することを防止し得る。
　液不透過性を有する第３層は、前記第２層により吸収された滲出液が外部へ漏れるのを
防止する。
【００１１】
　したがって、本発明によれば、下記の効果を奏する。
　（ｉ）初期耐水圧の機能を発揮する第１層が適度な（不完全な）防水性を発揮するので
、滲出液が創傷面に保持されるとともに、第１層から第２層に過剰の滲出液が排出される
ので、創傷面の適度な湿潤環境が保持される。これにより、創傷の治癒が促進される。
　（ｉｉ）第１層が初期耐水圧の機能を発揮し、かつ、凹凸を有するので、被覆材が創傷
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面に完全に貼り付かず、被覆材を創傷面から容易に剥がすことができる。
　（ｉｉｉ）第３層は、滲出液の外部への漏れを防止し得る。
　（ｉｖ）第２層または吸収層をエアレイド不織布にすることにより、被覆材を適当な大
きさに切断する際に、高い吸水性を有する樹脂粉末やフラッフパルプ等の繊維成分が脱落
し難くなる。
　（ｖ）また、第３層を着色することにより、被覆材の表裏を識別することができる。ま
た、着色する色にもよるが、貼付時に被覆材を目立ち難くすることもできる。
　（ｖｉ）第３層を透視可能とすることで、被覆材の交換時期を適切に感知することが可
能となる。
　（ｖｉｉ）被覆材をロール状にすれば、創面の大きさや形状に合わせて、被覆材が自由
な大きさ・形状に、連続して無駄なくカットされ得るので、経済的である。
　（ｖｉｉｉ）また、第１層もしくは透過層として、表面積（創傷面との接触面積）を小
さく保てるシート材を用いれば、滲出液が少ないときでも被覆材が創傷面に貼り付き難く
なる。また、被覆材が創傷面に張り付き難く、かつ、過剰な滲出液を吸収できるので、被
覆材が長時間肌に貼り付けられたままにしておいても、発赤や汗疹ができ難い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明の被覆材の一実施例および変形例を示
す模式的な拡大断面図である。
【図２】（ａ），（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ、他の変形例を示す模式的な拡大断面
図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明に係る被覆材キットを示す概略斜視図
である。
【図４】（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）および（ｅ）は、それぞれ、本発明にかかる被
覆材の多孔シートの例を示す模式的な拡大断面図である。
【図５】（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明にかかる凸部を有するシート材の一例
を示す模式的な拡大断面図および拡大斜視図、（ｃ）および（ｄ）は、それぞれ、本発明
にかかる凹部を有するシート材の一例を示す模式的な拡大断面図および拡大斜視図である
。
【符号の説明】
【００１３】
　１０：第１層（透過層）
　１５：多孔シート
　１６：孔部
　２０：第２層（吸収層）
　３０：第３層（不透過層）
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
　図１（ａ），（ｂ）に示すように、本被覆材１は、創傷面や肌面に対面して接する第１
層（透過層）１０と、滲出液を吸収する第２層（吸収層）２０と、滲出液の漏れを防ぐ第
３層（不透過層）３０の３つの層を備えている。前記３つの層１０，２０，３０は互いに
剥がれないように、貼り合わされていることが好ましい。前記３つの層１０，２０，３０
を貼り合わせる方法としては、ホットメルト接着剤等の接着剤２１，３１による接着のほ
か、ヒートシール等による融着、エンボス加工などが挙げられる。
【００１５】
　第１層１０を構成する材料としては、初期耐水圧の機能を発揮する防水性シート材が用
いられる。このようなシート材としては、不織布や微多孔質フィルム等が用いられ得る。
【００１６】
　本発明において、「初期耐水圧の機能を発揮する」とは、創傷から滲出液が滲み出す初
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期の段階では滲出液による圧力に耐えて滲出液を透過させない機能を有すると共に、滲出
液による圧力が所定の圧力を越えると滲出液を透過させる機能を有することをいう。すな
わち、初期耐水圧の機能を発揮する部材は、滲出液量が少ない初期段階では防水が保たれ
るが、継続使用により滲出液の量が増えて、閉鎖領域内（第１層１０と肌面との間）の圧
力が上昇すると、防水が壊れ滲出液を透過させる程度の耐水圧を有する。かかる初期耐水
圧の機能を発揮する素材は疎水性を示す。
【００１７】
　この初期耐水圧の機能は、通気度（ＪＩＳＬ１０９６）と撥水度（ＪＩＳＬ１０９２）
を用いて表すことができる。適切な初期耐水圧の機能を発揮するためには、通気度が２０
～２０００〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕、および、撥水度が３点以上であることの両方を満足
させる必要がある。通気度は、８０～５００〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕の範囲内であること
が更に好ましい。
【００１８】
　前記通気度が２０〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕未満であるとシート材の防水性が高過ぎて、
閉鎖環境内の滲出液の量が増えて昇圧しても、第２層２０へ滲出液が透過せず、閉鎖環境
内で圧力が上昇した状態で滲出液が保持される。そのため、滲出液が創面を圧迫して、創
面の「下掘れ現象」が生じるため好ましくない。一方、通気度が２０００〔ｃｍ３／ｃｍ
２・ｓ〕以上であると、防水性が低過ぎて、初期段階から全ての滲出液が第２層２０へ透
過し吸収される。その為、創傷の治癒のための滲出液による最適な湿潤環境を保つことが
できない。
　これに対し、通気度が２０～２０００〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕であると、閉鎖環境内に
おいて適度の圧力下で滲出液を保持することができるので、創傷面の「下掘れ現象」が防
止され得ると共に、所望の防水性を得ることができるから、滲出液による最適な湿潤環境
が維持される。特に、通気度が８０～５００〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕であれば、かかる最
適な湿潤環境を長時間にわたって維持できるものと推測される。
【００１９】
　さらに、撥水度が３点未満（２点以下）であると、初期段階の防水性が満たされない上
、治療中に当該被覆材が創傷面に貼り付き、被覆材の交換時に剥がし難くなるので、好ま
しくない。当該被覆材の初期段階の防水性や貼り付き易さは、第１層の表面エネルギーと
相関している。すなわち、第１層の表面エネルギーがより小さい場合に前記防水性が満た
され、かつ、前記貼り付きが回避される。当該表面エネルギーは、撥水度によって評価さ
れることができる。
【００２０】
　なお、前記通気度は、ＪＩＳＬ１０９６の８．２７．１に記載のＡ法（フラジール形法
）を用いて測定される。かかる測定方法においてはフラジール型の繊維通気度試験機が用
いられる。具体的には、前記フラジール型試験機に試験片をとりつけた後、加減抵抗器に
よって傾斜型気圧計が１２５Ｐａの圧力を示すように吸込ファンを調整し、そのときの垂
直形気圧計の示す圧力と、使用した空気孔の種類とから、前記試験機に付属の表によって
試験片を通過する空気量〔ｃｍ３／ｃｍ２・ｓ〕を求めることにより、通気度が測定され
る。なお、通気度は、５回の測定値の算術平均により求められる。
【００２１】
　一方、前記撥水度（ＪＩＳＬ１０９２）は、ＪＩＳＬ１０９２の６．２に記載の撥水度
試験（スプレー試験）を用いて測定される。かかる測定方法においては所定の能力（水２
５０ｍｌを２５～３０秒で散布できる能力）を有するスプレーノズルを備える撥水度試験
装置が用いられる。具体的には、（１）約２０ｃｍ×２０ｃｍの試験片を前記撥水度試験
装置の試験片保持枠に取り付け、該試験片上に前記スプレーノズルにより水２５０ｍｌを
所要時間２５～３０秒で散布し、（２）前記保持枠を前記撥水度試験装置の台上から外し
、所定の操作を行って試験片の余分の水滴を落とした後、（３）保持枠に取り付けられた
試験片の濡れた状態を所定の湿潤状態の比較見本と比較して採点することにより、撥水度
が測定される。前記（２）における所定の操作とは、前記保持枠の一端を水平に保持して
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、試験片の表側を下向きにして前記保持枠の他端を固い物に軽く当てた状態で、前記試験
片を１８０°回転させる操作をいう。
　なお、撥水度試験時の温度は摂氏２０±２度に設定され、測定使用される水としては、
蒸留水又はイオン交換水が用いられる。
【００２２】
　前記比較見本の湿潤状態が下記に示される。
　１点：表面全体に湿潤を示すもの
　２点：表面の半分に湿潤を示し、小さな個々の湿潤が布を透過する状態を示すもの
　３点：表面に小さな個々の水滴状の湿潤を示すもの
　４点：表面に湿潤しないが、小さな水滴の付着を示すもの
　５点：表面に湿潤や水滴の付着がないもの
【００２３】
　したがって、「撥水度が３点以上である」とは、前記の撥水度試験によって、表面に小
さな個々の水滴状の湿潤を示す場合や、表面は湿潤しないが、小さな水滴の付着を示す場
合や、表面に湿潤や水滴の付着がない場合を含むのに対し、一方、表面全体に湿潤を示す
ものや、表面の半分に湿潤を示し小さな個々の湿潤が布を浸透する状態を示す場合を含ま
ない。
　なお、前記のＪＩＳＬ１０９２の撥水度試験はＩＳＯ４９２０と同様な試験方法である
。
【００２４】
　初期耐水圧の機能を発揮するシート材としては、ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレ
ン、ポリエチレン等）、ポリエステル系樹脂（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート等）、ポリアミド（ナイロン６、ナイ
ロン６６等）（登録商標）、及びポリウレタン系樹脂等の疎水性材料で構成された不織布
や微多孔質のフィルムが用いられ得る。第１層または透過層１０としては、不織布を用い
るのが特に（最も）好ましい。
【００２５】
　不織布の種類は特に限定されるわけでなく、湿式及び乾式不織布（サーマルボンド、ニ
ードルパンチ、スパンレース等）、スパンボンド不織布、メルトブロー式不織布、フラッ
シュ紡糸式不織布やこれら不織布の複合タイプ（ＳＭＳ、ＳＭＭＳ等）等が用いられ得る
。
　また、コットンやレーヨン等の親水性を有する材料で構成された不織布を撥水処理加工
したものも用いられ得る。
【００２６】
　第１層１０または透過層１０に含まれる不織布としては、メルトブロー法やフラッシュ
紡糸法により得られるメルトブロー式不織布やフラッシュ紡糸式不織布を用いるのが特に
好ましい。
　メルトブロー式不織布又はフラッシュ紡糸式不織布は、線径（繊維径）が極めて小さい
（たとえば２０μｍ以下程度）極細繊維で構成されている。したがって、かかる不織布に
おいては、スパンボンド法等の他の製造法により得られる不織布に比べ、同じ目付け（坪
量）であれば、繊維間に生じる空隙が小さくなるので、かかる不織布は所望の初期耐水圧
の機能を発揮し易い。
【００２７】
　簡単に述べると、メルトブロー式不織布とは、紡糸ノズルの出口に高温・高圧の空気を
噴出して、繊維を延伸および解繊して得られるものであって、連続状の極細繊維により構
成されているものをいう。なお、メルトブロー式不織布は、スパンボンド不織布とメルト
ブロー式不織布とを層状に積層して形成された、所謂、ＳＭＳ不織布、ＳＭＭＳ不織布等
として用いられてもよい。
　また、フラッシュ紡糸式不織布とは、繊維形成ポリマーを高温・高圧下で低沸点溶剤に
均一に溶解した後、該溶剤をノズルから吐出させ、前記溶剤のみを急激にガス化、膨張さ
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せることにより繊維形成ポリマーを延伸させながら固化させて得られ、極細繊維からなる
網状の不織布をいう。
【００２８】
　また、メルトブロー式不織布及びフラッシュ紡糸式不織布においては、構成する繊維が
、実質的に連続状となる長繊維であるから、繊維の端部が表面にブリードして生ずる毛羽
や繊維片の脱落を抑制できる。したがって、上皮化時に当該毛羽等が創傷面に捲き込まれ
て張り付き固まってしまう（以下、固着と表現する。）ことがない。そのため、当該被覆
材を創傷面から剥がす際には、スムーズに被覆材を剥離することができる。
【００２９】
　第１層１０の又は透過層１０に含まれる不織布は、カレンダー加工されていても良い。
ここで、カレンダー加工とは、融点以下の温度に調整されたカレンダーロールやエンボス
ロールを用い、不織布を加圧処理する加工をいう。かかるカレンダー加工により、不織布
を構成する繊維の一部が熱融着し、かつ、繊維間に形成された空隙が目潰しされることに
より、不織布が所望の初期耐水圧の機能を発揮し易い。また、第１層１０の表面の毛羽立
ちが抑えられるので、創傷面に対する不織布の固着が抑制される。
【００３０】
　第１層１０もしくは透過層１０の創傷面に対面する接触面に、創傷面との接触面積を小
さく保つことができるシート材を配置するのが好ましい。この場合は、滲出液が少ない場
合でも、被覆材１が創傷面に貼り付き難くなる。上記シート材としては、例えば、凹凸を
有するシート材が用いられることができる。ここで、凹凸を有するシート材とは、少なく
とも創傷部位に対面する接触面が、複数の出っ張り、陥没または孔などが形成されること
により平滑ではない形状の面を有するシート材をいう。また、ここでいう凹凸とは、不織
布や織布の微細な毛羽とは異なるが、前記凹凸を有するシート材が不織布等で構成される
ことも可能である。
　凹凸を有するシート材としては、図４（ａ）～図４（ｅ）に示すような、一方の面から
他方の面に貫通する複数の孔１６を有する多孔シート１５を用いるのが好ましい。
　多孔シート１５の孔部１６は所定の深さＤ（図４（ｄ））を有するのが好ましい。例え
ば、孔部１６の深さＤは概ね１００μｍ～２０００μｍに設定され得る。好ましくは、孔
部１６の深さＤは概ね２５０μｍ～５００μｍに設定され得ると推測される。
【００３１】
　かかる孔部１６の形状としては、たとえば、図４（ａ）～図４（ｅ）などのような形状
を採用することができる。
　ここで、図４（ｅ）のシート１５において、複数の孔部１６が形成されていても、孔部
１６が浅い（深さＤの距離が短い）場合には、創傷部位がシートの表面（吸収層とは反対
側の面）に接触するだけでなく、シートの下側（吸収層側）の吸収層にまで接触してしま
い、見掛け上平滑な表面材と同様に、創傷部位と被覆材１との接触面積が大きくなり、被
覆材１は剥がし難くなることがある。一方、図４（ａ）～（ｄ）のように、孔部１６が所
定の深さＤを有する前述の多孔シート１５を採用すれば、前記多孔シート１５の表面部分
だけが創傷部位に接触するので、創傷部位と被覆材１との接触面積を小さく保つことがで
きる。そのため、被覆材１は剥がし易くなる。
【００３２】
　なお、前記孔部１６の形状は、前記図４（ａ）～図４（ｅ）などのような形状に限定さ
れるものではなく、他の種々の形状を採用できることは云うまでもない。
【００３３】
　なお、前記多孔シートは、例えば、表面がフラットな樹脂シートに種々の方法で孔を形
成することによって得られる。図４（ａ）～図４（ｅ）には、模式的に、多孔シート１５
における孔部１６が規則的に配置された図が示されているが、孔部１６は不規則に配置さ
れてもよい。
　多孔シート１５の開孔率（（孔部１６の開孔面積の合計／多孔シート１５の面積）×１
００）は、好ましくは、５％～５０％に設定されている。この開孔率は、１５％～４０％
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に設定されるのが、さらに好ましいと推測される。
【００３４】
　また、図４（ａ）のように、多孔シート１５の孔部１６が所定の深さＤを有するように
筒状に形成されている場合は、多孔シート１５が荷重を受けると、筒状部１８が矢印方向
に圧縮変形することができる。したがって、被覆材１を貼付した部分において、外的刺激
に対する高いクッション性を得ることができる。
【００３５】
　前記凹凸を有するシート材が初期耐水圧の機能を発揮するのであれば、１枚のシート材
で第１層１０が構成されることができる（図４（ｂ）～図４（ｅ））。一方、凹凸を有す
るシート材が初期耐水圧の機能を発揮しない場合には、図４（ａ）のように、当該凹凸を
有するシート材と初期耐水圧の機能を発揮する別のシート材１７との複合シートによって
、第１層１０が構成されることができる。この場合、前記別のシート材１７は凹凸を有す
るシート材の第２層（吸収層）に接する面に配置される。更に別のシート材を加えて、３
つ以上のシート材からなる複合シート材で、第１層１０が構成されてもよい。
【００３６】
　前記凹凸を有するシート材の他の例を図５（ａ）～図５（ｄ）に示す。
　図５（ａ），図５（ｂ）において、凸シート１５Ａは多数（複数）の凸部１６Ａを有す
る。この凸シート１５Ａにおける前記凸部１６Ａが形成された面１５ｆは創傷面に対面す
る。したがって、この面１５ｆにおいては主として前記凸部１６Ａが創傷面に接触する（
面１５ｆのうちの凸部１６Ａ以外の部分は創傷面と離間している）ので、前記面１５ｆと
創傷面との接触面積が、前記面１５ｆの表面積よりも小さくなる。なお、前記凸部１６Ａ
の高さＨは概ね１００μｍ～２０００μｍ程度が好ましいと推測される。
　図５（ｃ），図５（ｄ）において、凹シート１５Ｂは多数（複数）の凹部１６Ｂを有す
る。この凹シート１５Ｂにおける前記凹部１６Ｂが形成された面１５ｆは創傷面に対面す
る。したがって、この面１５ｆは前記凹部１６Ｂにおいて創傷面に接触しない（面１５ｆ
のうちの凹部１６Ｂ以外の部分のみが創傷面に近接している）ので、前記面１５ｆと創傷
面との接触面積が、前記面１５ｆの表面積よりも小さくなる。なお、前記凹部１６Ｂの深
さＤは概ね１００μｍ～２０００μｍ程度に設定されるのが好ましいと推測される。
　前記凹凸を有するシート材１５Ａ，１５Ｂが初期耐水圧の機能を発揮するのであれば、
１枚のシート材で第１層１０が構成されることができる。一方、凹凸を有するシート材１
５Ａ，１５Ｂが初期耐水圧の機能を発揮しない場合には、図５（ａ），（ｃ）のように、
当該凹凸を有するシート材１５Ａ，１５Ｂと初期耐水圧の機能を発揮する別のシート材１
７との複合シートによって、第１層１０が構成されることができる。この場合、前記別の
シート材１７は凹凸を有するシート材１５Ａ，１５Ｂの第２層（吸収層）に接する面に配
置される。更に別のシート材を加えて、３つ以上のシート材からなる複合シート材で、第
１層１０が構成されてもよい。
【００３７】
　前記第１層１０を構成する表面材（シート材）に、傷との摩擦による刺激を回避する目
的で、また、創面との密着性を向上させる目的で、白色ワセリンや流動パラフィン（プラ
スチベース（登録商標））等の疎水性軟膏基材が塗布されても良い。
　また、前記第１層１０を構成する表面材（シート材）に、創傷の治癒を促進させるため
の薬剤が塗布または含浸されてもよい。このような薬剤としては、たとえば、皮膚の形成
を促進することが知られているトラフェルミン（フィブロプラストスプレー２５０として
科研製薬株式会社から市販されている）等が用いられ得る。
【００３８】
　図１（ａ），（ｂ）において、前記第２層２０または吸収層２０は、創傷部位から滲み
出して前記第１層１０を透過した滲出液を吸収する。第２層２０を構成する素材としては
、親水化処理された不織布、綿状パルプ、エアレイド不織布（エアレイドパルプ）等の液
体を吸収し保持する能力を有する材料が用いられ得る。前記第２層２０または吸収層２０
としては、前記被覆材１をカットした際に切り口から繊維屑や後述する吸収材２２が零れ
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出ないよう、バインダー（接着剤）や圧縮により繊維間接着されてシート化された不織布
を用いるのが好ましく、特にエアレイド不織布を用いるのが好ましい。
【００３９】
　エアレイド不織布とは、空気中に原料パルプ繊維や短繊維を均一に分繊し、回転式多孔
シリンダーまたは移動式スクリーンベルトに繊維を沈着させると共に、水溶性の接着剤を
噴霧して繊維間接着を行なって得られる不織布をいう。滲出液が吸収され易いようにする
ために、パルプ繊維を主成分としたエアレイド不織布を用いるのが好ましい。かかる不織
布の製造方法としては、ＤＡＮ－ＷＥＢ法や本州法等が用いられ得る。
【００４０】
　エアレイド不織布は高い吸水性を有する樹脂粉末（吸収材）を含んでもよい。エアレイ
ド不織布においては、不織布を構成する繊維等の要素同士が加圧状態において接着剤で接
着されているので、被覆材を切り出して用いた場合などに、高い吸水性を有する樹脂粉末
やフラッフパルプなどが脱落し難い。
【００４１】
　また、エアレイド不織布は、水不溶性の長繊維を含んでいてもよい。
　長繊維とは、パルプ繊維よりも長い繊維長（たとえば５ｍｍ以上）を有する化学繊維及
び天然繊維をいう。具体的な長繊維としては、ビスコースレーヨン、溶剤紡糸レーヨン等
の再生繊維、セルロースアセテート等の半合成繊維、ナイロン６やナイロン６６（登録商
標）といったポリアミド、ポリエチレンテレフタレートといったポリエステル、ポリエチ
レン、ポリプロピレン等の合成繊維、および、綿、麻等の天然繊維など水不溶性の繊維が
用いられ得る。特に湿潤時における強力低下が少ない合成繊維を用いるのが好ましい。
【００４２】
　また、エアレイド不織布はバインダー繊維を含んでもよい。バインダー繊維とは、繊維
の全体および一部が、温度条件により、溶融、凝固の状態変化を示すことで、接着力を発
現する繊維のことをいう。具体的なバインダー繊維としては、ポリエステル系樹脂、ポリ
アミド系樹脂等の低融点樹脂やポリオレフィン系樹脂等から単独で構成される全融性の繊
維が用いられることができるし、ポリエチレン樹脂／ポリプロピレン樹脂、低融点ポリエ
ステル系樹脂／ポリプロピレン樹脂等の融点に差を有する２樹脂からなる芯鞘型の複合繊
維、および、サイドバイサイド型の複合繊維等が用いられることができる。
【００４３】
　また、第２層２０または吸収層２０としては、シート状の複合体が用いられることがで
きる。このシート状の複合体は、例えば、不織布にアクリル酸モノマーを含浸させた後に
重合及び架橋反応させることによって得られる。別の前記シート状の複合体は、有機触媒
と水とからなる混合溶媒に、強い水和性を示す繊維状物（例えば、ミクロフィブリル等）
と水膨潤性を有する固状体（例えば、種々の多糖類、凝集剤、高吸収性樹脂（ＳＡＰ）等
）とを分散させた分散液を不織布等のシート状支持体に流延した後、当該分散液を乾燥さ
せて得られる。
【００４４】
　吸収層（第２層）２０が滲出液を吸収すると、エアレイド不織布のパルプ繊維間の水素
結合が解かれるとともに、水溶性バインダーが溶出して湿潤時の繊維間接合が低下する。
特にエアレイド不織布が高い吸水性を有する樹脂を含む場合、高い吸水性を有する樹脂の
ゲル化による強度低下や、ゲル化に伴う樹脂の容積の増大により、構成する繊維同士の絡
まりや結合が物理的に断裂されるので、エアレイド不織布の湿潤強度の顕著な低下が生じ
る。
　しかし、エアレイド不織布は、少なくとも水不溶性の長繊維およびバインダー繊維を含
むことで、最低限必要な繊維間接合を保持でき、これにより、エアレイド不織布の湿潤時
の強度低下を抑制することができる。従って、滲出液を吸収した後に発生し易い、エアレ
イド不織布の強度低下による被覆材吸水層からの剥離分解が抑制されることができる。そ
のため、被覆材を創傷面から容易にかつ美しく剥がすことができる。
【００４５】
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　第２層２０又は吸収層２０のエアレイド不織布は、パーフォレートされていることによ
り柔軟化されていてもよい。ここで、「パーフォレート」とは、不織布に多数の孔を空け
る加工をいう。エアレイド不織布は、接着剤で繊維間が接合されているので、布の剛性が
大きくなり易いから、柔軟性が損なわれる場合がある。しかし、前記多数の孔を不織布に
形成することにより不織布が柔らかくなるので、不織布が肌面に沿い易くなる。また、か
かる加工を施した不織布は孔を介して滲出液を吸収し得るので、一旦、滲出液を吸収し始
めると、吸水速度が大きくなる。
　なお、パーフォレートされて生じる孔の断面形状は、限定されない。また、前記孔はエ
アレイド不織布を完全に貫通していてもよいし、貫通していなくてもよい。
【００４６】
　滲出液の吸収、保持力を更に高めるために、図１（ｂ）に示すように、前記第２層２０
は、吸収材２２を含んでもよい。吸収材とは、液体と接触すると短時間に吸収、膨潤し、
ゲル化する材料をいう。かかる吸収材としては、ポリアクリル酸系、でんぷん系、カルボ
キシメチルセルロース系、ポリビニルアルコール系、ポリエチレンオキサイド系の、いわ
ゆる高吸水性樹脂（ＳＡＰ）やアルギン酸、デキストラン等の高い吸水性能を有する天然
多糖類等を用いるのが好ましい。前記吸収材２２としては、粉末状、粒状のものだけでな
く繊維状のものも用いられ得る。
　また、前記吸収材２２をカルシウム塩で処理することにより、吸収材２２に創面の止血
効果を付与することができる。
【００４７】
　なお、第２層２０の材料に、間歇的に切り込みを入れる（パーフォレートによる孔を形
成する）等することで、第２層２０が伸縮性を有するようにしてもよい。
【００４８】
　前記第３層（不透過層）３０は前記第１層１０との間で第２層２０を挟む。つまり、第
２層２０は第１層１０と第３層３０との間に配置されている。第３層３０を構成する素材
としては、液体を通過させない材料が用いられ、たとえば、オレフィン系樹脂（ポリエチ
レン、ポリプロピレン等）、ポリエステル系樹脂、ナイロン系樹脂等のフィルムが用いら
れ得る。この第３層３０の素材としては、ポリウレタン系樹脂等の伸縮性を有するフィル
ムなどの材料が用いられ得る。３つの層１０，２０，３０が伸縮性を有する場合は、被覆
材１が伸縮性を有するので、被覆材１の皮膚へのフィット性が高まる。
【００４９】
　第３層３０のシート材としては、フィルム自体に着色しているものや、フィルムに絵柄
が付されたものが用いられ得る。
　第３層３０として、着色された、又は、絵柄が付されたフィルムが使用されると、種々
の利点が得られる。たとえば、着色が肌色の場合は、創傷部位と該創傷部位以外の皮膚と
の色の差異から生じる違和感を軽減することができる。一方、他の着色や絵柄を有するフ
ィルムが使用されると、被覆材にファッション性を付与することができる。
【００５０】
　第３層３０または不透過層３０のフィルム材は着色されていてもよい。これにより、表
裏の視認性が向上する。すなわち、一目で被覆材の表裏を確認することができる。また、
フィルム材を肌色にすることにより、被覆材が目立たなくなる。
　第３層３０または不透過層３０のフィルム材は透視可能であってもよい。これにより、
第２層２０または吸収層２０に吸収された滲出液の量が目視で確認できるので、被覆材を
交換する時期が分かりやすくなる。
【００５１】
　図２（ａ）～（ｃ）に示すように、被覆材１には、１以上の粘着性部材１２，３２，４
２が設けられていてもよい。粘着性部材とは、被覆材を固定することができ、かつ、被覆
材を容易に剥がすことができる状態を保てる部材をいう。具体的な粘着性部材としては、
肌に接触してもカブれ難く、低刺激性のアクリル系やシリコン系等の粘着材が用いられる
ことができる。粘着性部材１２は、第１層１０の液透過性を阻害しない程度に、第１層１
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便である。つまり、被覆材１を創傷面へ容易に固定することができると共に、創傷の大き
さに合わせたサイズの被覆材が自由にカットされ得る。
【００５２】
　図２（ｂ）に示すように、第１および第２層１０，２０よりも第３層の防漏シート３０
を大きく形成すると共に、防漏シート３０の創面側に粘着剤３２が塗布されてもよい。
　また、図２（ｃ）に示すように、防漏シート３０の外側に、第４層４０として粘着剤４
２を塗布したシートを更に重ねて、被覆材１が構成されてもよい。また、被覆材１は粘着
性部材を当該被覆材の使用開始時まで保護する為の離形紙やフィルムを備えても良い。
【００５３】
　図３（ａ），（ｂ）に示すように、被覆材１はロール状に巻かれていてもよい。また、
ロール状またはシート状の被覆材１は、樹脂フィルム（包材の一例）等６で個包装されて
いてもよい。
　シート状の被覆材１の場合は、複数枚の被覆材１が一括して樹脂フィルムで個包装され
てもよい。被覆材１が樹脂フィルムで個包装されることで、滅菌バリデーションの確実な
管理が可能となる。なお、前記樹脂フィルムとしては、エチレンオキサイドガス滅菌、電
子線滅菌、ガンマー線滅菌等の滅菌処理に耐性を有する素材が用いられ得る。
　このようなロール状やシート状の被覆材は、任意の大きさに切り出して使用されること
ができる。
【００５４】
　また、ロール状やシート状の被覆材は、箱５に収容されることで、箱５による個包装が
なされてもよい。この場合にも、被覆材１がフィルム６に収容されていても良い。ロール
状の被覆材１は、被覆材１の外周面が箱５の内面に支持されて回転自在としてもよいし、
ロールの芯の部分が箱５に回転自在に支持されてもよい。この箱５を開け、ロールの一端
１ｅを引き出すと、ロールが回転し、被覆材１の一部又は全部が取り出され得る。これに
より、被覆材１が使い易くなり、また、被覆材１の保管が容易となる。
　箱５には、患者の帰属や治療履歴等を確認し易くするため、各種の診療情報を記入する
ための欄５０が設けられてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の被覆材は、熱傷、褥瘡、挫傷、擦過傷、潰瘍、手術後の切開創等の創傷の治療
のために、直接創傷面に貼り付けて用いられ得る。また、本発明の被覆材は、創傷被覆材
やガーゼ等を被覆固定することや、これらからの血液や滲出液等の漏れを防止することを
目的とした２次ドレッシング材（２次被覆材）として利用され得る。
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