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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷の負圧治療で使用するための接続装置（２）であって、負圧を供給可能な導通手段
（４）と、創傷と反対を向いている上面（９）に前記導通手段（４）が負圧密閉式に取り
付けられた面状の負圧密閉式の支持手段（６）とを有しており、前記支持手段（６）は、
創傷を覆うとともに大気に対して密閉をするように閉止する負圧包帯に追加の粘着フィル
ム（１０）を用いて装着可能であり、前記導通手段（４）は前記導通手段（４）と前記支
持手段（６）および前記負圧包帯にある開口部（２２）を貫通して創傷空間と連通してい
る接続装置（２）において、
　前記導通手段（４）は可撓かつ平坦に構成されるとともに、創傷側の長手方向領域（８
）で、前記支持手段（６）に対して垂直に投影した面の少なくとも７０％をもって、用途
に合わせて前記支持手段（６）と取外し不能かつ面状に結合されており、
　前記導通手段（４）は高くとも６０のショアＡ硬度の可撓のエラストマー材料で構成さ
れており、
　前記導通手段（４）と前記支持手段（６）からなる複合体の厚み（Ｄ）は多くとも７ｍ
ｍであり、
　前記導通手段（４）は互いに圧力密閉式に隔絶された複数の通路（２６）を含んでおり
、前記導通手段（４）は一体的に構成されていることを特徴とする、
接続装置。
【請求項２】
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　前記導通手段（４）は創傷側の長手方向領域（８）で、前記支持手段（６）に対して垂
直に投影した面の少なくとも８０％をもって、用途に合わせて前記支持手段（６）と取外
し不能かつ面状に結合されていることを特徴とする、請求項１に記載の接続装置。
【請求項３】
　前記導通手段（４）の幅の大きさは１０ｍｍ～３０ｍｍであることを特徴とする、請求
項１または２に記載の接続装置。
【請求項４】
　前記導通手段（４）が製作される材料は５～６０のショアＡ硬度を有していることを特
徴とする、請求項１、２または３に記載の接続装置。
【請求項５】
　前記導通手段（４）は前記導通手段（４）の材料と一体的に構成された、負圧が供給さ
れたときに前記導通手段（４）の潰れを防止する手段（２８）を内部に有していることを
特徴とする、請求項１～４のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項６】
　潰れを防止する前記手段（２８）はリブ（３０）または突起で構成されていることを特
徴とする、請求項５に記載の接続装置。
【請求項７】
　前記リブ（３０）または突起は前記導通手段（４）の長手方向で特に連続的に一貫して
延びていることを特徴とする、請求項６に記載の接続装置。
【請求項８】
　面状の前記支持手段（６）は５～６０のショアＡ硬度の可撓のエラストマー材料で構成
されており、好ましくは０．７５～３ｍｍの厚みを有していることを特徴とする、請求項
１～７のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項９】
　前記支持手段（６）の面状の広がりは、前記支持手段（６）に対して垂直に投影した前
記導通手段（４）の面の少なくとも１．５倍であることを特徴とする、請求項１～８のう
ちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１０】
　前記導通手段（４）は断面で見て台形状に構成されていることを特徴とする、請求項１
～９のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１１】
　前記導通手段（４）は前記支持手段（６）の創傷と反対を向いているほうの上面（９）
に接着されており、または熱的に接合されていることを特徴とする、請求項１～１０のう
ちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１２】
　前記支持手段（６）と前記導通手段（４）は互いに取外し不能に接合されている平坦側
の領域に互いに重なり合う、すなわち相互に一直線上に並ぶ開口部（２２）を有している
ことを特徴とする、請求項１～１１のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１３】
　前記導通手段（４）と前記支持手段（６）の結合領域には前記導通手段（４）の長さ１
ｃｍにつき少なくとも２つの開口部（２２）が設けられていることを特徴とする、請求項
１～１２のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１４】
　前記開口部（２２）の内のりの開口面積は前記導通手段（４）と前記支持手段（６）の
互いに取外し不能に接合された平坦側の面積の５－５０％であることを特徴とする、請求
項１～１３のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１５】
　面状の前記支持手段（６）は追加の粘着フィルム（１０）を用いて前記負圧包帯に固定
可能であり、追加の前記粘着フィルム（１０）は創傷と反対を向いているほうの前記支持
手段（６）の上面（９）に設けられており、前記支持手段（６）の周縁から突き出してい
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るが、好ましくは前記導通手段（４）は除外されていることを特徴とする、請求項１～１
４のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【請求項１６】
　前記支持手段（６）、または前記支持手段（６）を特に周縁で覆う前記粘着フィルム（
１０）は、周縁に設けられたフレームを形成するサポート手段（１８）を有していること
を特徴とする、請求項１～１５のうちいずれか１項に記載の接続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、創傷の負圧治療で使用するための接続装置に関するものであり、負圧を供給
可能な導通手段と、創傷と反対を向いている上面に導通手段が負圧密閉式に取り付けられ
た面状の負圧密閉式の支持手段(Tragermittel)とを有しており、支持手段は、創傷を覆う
とともに大気に対して密閉をするように閉止する負圧包帯に好ましくは追加の粘着フィル
ムを用いて装着可能であり、導通手段は支持手段と負圧包帯にある開口部を貫通して創傷
空間と連通している。
【背景技術】
【０００２】
　近年、創傷の負圧治療、特に傷が深いために治癒にアプリオリに問題がある創傷の、負
圧治療が次第に大きい意義を獲得している。ここで負圧治療とは、周囲の大気に暴露され
る身体領域または創傷領域が、あとでまた詳しく説明する手段により周囲に対して、すな
わちわれわれが生活して呼吸している大気に対して、圧力密閉式ないし負圧密閉式に閉止
され、閉止された創傷領域の内部で、同じくあとで説明する方式により大気圧に比べて低
い圧力を、すなわち大気に対して相対的な負圧を印加して、恒常的に維持できることを意
味している。ここで対象としている分野で負圧という用語を使うとき、それは典型的には
０から５００ｍｍＨｇ（ｍｍ水銀柱）だけ周囲の大気圧を下回る圧力領域を意味している
。このことは創傷治癒を促進することが示されている。負圧密閉式の閉止のために、たと
えば圧力密閉式ないし負圧密閉式のフィルム層を含むことができる負圧包帯が設けられ、
このフィルム層は典型的には創傷を取り囲む健常な身体領域と接着され、それにより、こ
のようにして密閉された閉止を実現することができる。負圧を生成する装置すなわち広義
の負圧ポンプを起点として負圧を創傷空間へ導入し、そこで維持するために、ここで対象
としている創傷を負圧治療するためのシステムでは、接続装置によって負圧包帯との協働
で負圧を創傷空間の表面ないし内部へ引き込む、負圧を供給可能な導通手段を利用するこ
とができる。冒頭に述べた種類のこのような種類の接続装置は、たとえば特許文献１から
公知である。負圧を創傷へ導入するために、管状のホースが利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００６／０５２３３８Ａ２号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、負荷や接触が生じたときに患者にとって快適であり、ないしは痛みを
引き起こすことが少なく、技術的、経済的に是認できるコストで操作者適合的に各コンポ
ーネントの密閉を具体化可能である、冒頭に述べた種類の接続装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は本発明によると、上述した種類の接続装置において、導通手段が可撓かつ平
坦に構成されるとともに、創傷側の長手方向領域で、支持手段に対して垂直に投影した面
の少なくとも７０％をもって、用途に合わせて(fur den bestimmungsgemasen Gebrauch)
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支持手段と取外し不能かつ面状に結合されており、導通手段は高くとも６０のショアＡ硬
度（２０００年８月版のＤＩＮ５３５０５に基づいて判定）の可撓のエラストマー材料で
構成されており、導通手段と支持手段からなるこの複合体の厚みは多くとも７ｍｍ、特に
多くとも６ｍｍ、さらには特に多くとも５ｍｍであることによって解決される。
【０００６】
　このように、導通手段は実質的に円形の断面をもつ管状に構成されるのではなく、平坦
な形状を有しており、その幅は厚みよりもはるかに大きい。このことは材料の選択とあい
まって、接続装置または導通手段に接触圧が及ぼされたときに患者にとって快適に感じら
れる可撓の導通手段をもたらす。すなわち点状の負荷がさほど生じることがなく、このよ
うな点状の負荷は当然ながら痛みを引き起こすことがあり、特に、痛みに敏感な新しい創
傷の場合にはきわめて問題となる。さらには平坦な構成の帰結として、引っかかりや絡ま
りの危険が少ししか生じない。導通手段が、支持手段に取り付けられている長手方向領域
で、支持手段に対して垂直に投影した面の少なくとも７０％をもって（導通手段の壁部に
ある１つまたは複数の開口部を計算に含める）、面状の支持手段と面状に結合されること
により、創傷包帯の広い面積範囲に圧力負荷が分散され、このことは、上に説明した問題
の観点から非常に好ましい作用を及ぼす。導通手段は、取付に利用される長手方向領域で
、支持手段に対して垂直に投影した面の少なくとも８０％、特に少なくとも９０％、さら
には特に少なくとも９５％をもって、支持手段と結合されるのが好ましい。
【０００７】
　すでに述べた平坦な導通手段の幅の大きさは少なくとも１０ｍｍ、特に少なくとも１５
ｍｍ、さらには特に少なくとも１８ｍｍ、かつ特に多くとも３０ｍｍ、さらには特に多く
とも２５ｍｍである。
【０００８】
　導通手段が構成されるエラストマー材料は、５－６０、特に１０－６０、特に１５－５
０、特に１５－４０、さらには特に１５－３５のショアＡ硬度を有しているのが好ましい
。すでに上に述べたとおり、ショアＡ硬度は２０００年８月版のＤＩＮ５３５０５に基づ
いて判定され、すなわち、この規格に記載されているように厚さ６ｍｍのプレート状の平
坦で平滑な試料体について２３℃で判定される。本発明の１つの好ましい実施形態では、
導通手段はシリコンをベースとして構成される。
【０００９】
　平坦で可撓に構成された導通手段は、創傷空間へ負圧を導入するため、および場合によ
り洗浄液や洗浄ガスを導入するため、および創傷分泌物を排出するために用いることがで
きるので、すなわち、好ましくは通路を形成する連通機能を有しているので、導通手段を
複数のコンポーネントもしくは層で層状に構成するのでなく、その平面型の形状にもかか
わらずホース状に構成し、すなわち、断面で見て円周方向で一体的に連続するように単一
の材料で構成することが提案される。
【００１０】
　さらに、導通手段が内部に一体成形された、特に導通手段の材料と一体的に構成された
、負圧が供給されたときに導通手段の潰れを防止する手段が設けられていると好ましいこ
とが判明している。導通手段の潰れを防止するこの手段は、特に、上に説明した意味でホ
ース状である導通手段に設けることができる。潰れを防止するこの手段は、たとえばリブ
や突起で構成されていてよい。この発明思想の発展例では、連続して延びていると好まし
いことが判明している。このとき導通手段は、押出成形部品として構成されているのが好
ましい。
【００１１】
　さらに、導通手段が互いに圧力密閉式に隔離された複数の通路を含んでいると好ましい
ことが判明しており、導通手段はそのような場合にも一体的に構成されているのが好まし
く、したがって、通路を形成する複数の別々の手段をまとめたものではない。複数の通路
は、接続装置の創傷側の端部の方向へと洗浄剤を案内することができる洗浄通路と、負圧
供給ないし創傷分泌物の排出の役目をする、負圧供給通路とを含むことができる。それに
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より、導通手段の内部で生じる場合がある詰まりも解消することができる。このとき各々
の通路は、導通手段にある少なくとも１つの開口部と連通している。
【００１２】
　平坦な導通手段は長手方向もある程度の距離にわたって延びているのが好ましく、差込
接続部または接着接続部を形成することができる図示しない移行部材または連結部材を介
して、通常のねじれ剛性の高い円形ホースへと移行することができ、この円形ホースは、
定置の機器として、または患者の身体で携帯可能な移動式の機器として構成されていてよ
い負圧生成装置へと通じている。移行部材または連結部材は、多通路の導通部材を多通路
の円形ホースと連結するために構成されていてもよい。１０－６０ｃｍの長さが、平坦な
導通普段の好都合な長手方向の長さであることが判明している。
【００１３】
　製造者の側で平坦な導通手段と負圧密閉式に結合される、接続装置の面状の支持手段は
、同じく、５－６０、特に１０－６０、特に１５－５０、特に１５－４０、さらには特に
１５－３５のショアＡ硬度の可撓のエラストマー材料で構成されているのが好ましい。面
状の支持手段は、０．７５－３ｍｍ、特に１－３ｍｍの厚みを有しているのが好ましい。
本発明の１つの好ましい実施形態ではシリコンをベースとして構成される。別の好ましい
実施形態では、導通手段と支持手段は同じエラストマー材料で構成されている。支持手段
は、平坦な導通手段を創傷空間と連通する長手方向端部領域で保持し、均等に支持する役
目をする。したがってその面状の広さは、該当する創傷側の長手方向端部領域における導
通手段の面状の広さよりも大きい。その意味で、支持手段の面状の広さが、支持手段に対
して垂直に投影した導通手段の面の少なくとも１．５倍、好ましくは少なくとも２倍であ
ると好ましいことが判明している。それにより、導通手段を介して接触時に導入される力
が広い面にわたって分散され、また、導通手段に及ぼされる曲げモーメントも負圧包帯に
伝わらず、もしくはわずかな程度しか伝わらないからである。このような曲げモーメント
は、プレート状の支持手段によって良好に吸収される。上に述べた面積比率は多くとも５
、特に多くとも４であれば足りることが判明しており、２－３の比率が好ましいことが判
明している。
【００１４】
　平坦な導通手段は断面で見てたとえば長方形の形状を有することができ、両方の短辺は
面取りされて構成されていてもよく、好ましい。本発明の別の実施形態では、導通手段は
断面で見て台形状に構成されている。そのとき短辺は、たとえば面状の支持手段の平面に
対して２５°から６０°、特に３５°－５０°の傾斜角で斜めに下がっており、片側また
は好ましくは両側の台形の側面は必ずしも直線状ではなく丸くなって延びることが十分に
できる。
【００１５】
　創傷と反対を向いているほうの支持手段の上面と、面状の導通手段との負圧密閉式の結
合には、機能的に重要な意義がある。そのために基本的には、もっとも広い意味での付着
媒介剤を用いての接着結合が考慮の対象となる。さらに、一種の加硫結合のような熱的結
合も好ましいことが判明している。たとえば事前に別個に製作された導通手段を、注型さ
れたばかりで部分的にのみ硬化している面状の支持手段に装着することができ、それによ
り、この場合には両方のコンポーネントの物質接合式の緊密な結合が、追加の付着媒介剤
を使用することなく実現される。
【００１６】
　導通手段と支持手段にある相互に連通する開口部が互いに重なり合っており、すなわち
相互に一直線上に並んでいると好ましいことが判明している。これは、これらの開口部が
、面状の導通手段と面状の支持手段とが負圧密閉式に結合された後で初めて両方のコンポ
ーネントで同時に構成されれば、もっとも簡単に製作可能である。このことは、たとえば
材料を成形する打抜き工程によって実現することができる。
【００１７】
　導通手段および面状の支持手段にある開口部の個数や大きさの観点からは、ただ１つの
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開口部だけが設けられることが、それ自体としては考えられよう。しかしながら、導通手
段と支持手段の負圧密閉式の結合領域に、導通手段の長さ１ｃｍにつき複数の開口部、特
に少なくとも２つ、特に少なくとも４つの開口部が設けられていると好ましいことが判明
している。
【００１８】
　開口部の内のりの開口面積は、導通手段と支持手段の互いに取外し不能に接合された平
坦側の面積の５－５０％であると好ましいことも判明している。
【００１９】
　このように本発明による接続装置は、主要コンポーネントとして、可撓に構成された平
坦な導通手段と、導通手段を保持して均等に支持する面状の支持手段とを含んでいる。そ
してこの接続装置を、治療されるべき創傷を大気に対して密封するように閉止する負圧包
帯と負圧密閉式に、好ましくは取外し可能に結合するために、さらに別の粘着手段が必要
である。たとえば、負圧包帯のほうを向いている面状の支持手段の下面に粘着作用のある
密閉部材、たとえば感圧接着剤コーティングまたは粘着フィルムが設けられていることが
考えられよう。別の発明思想によれば、支持手段は追加の粘着フィルムを用いて負圧包帯
に固定可能であると好ましいことが判明しており、追加の粘着フィルムは、面状の支持手
段の創傷と反対を向いているほうの側に設けられており、支持手段からその縁部／周縁に
沿って突き出しているが、導通手段を除外し、すなわち覆っていないのが好ましく。導通
手段が覆われていないことにより、視覚的および密封機能の面から機能的に問題となる折
り目が粘着フィルムに形成されることがない。支持手段の周縁から円周方向に連続して突
き出している粘着フィルムの領域により、負圧包帯の創傷と反対を向く外面に接続装置を
負圧密閉式に取り付けることができる。
【００２０】
　周縁から突き出している粘着テープのこの領域は、接続装置の使用前に接着剤コーティ
ングを保存し、支持し、防護する、引き剥がし可能な層で覆われていると好ましい。
【００２１】
　本発明の発展例では、支持手段または支持手段を周縁で覆う粘着フィルムが、フレーム
を形成する追加のサポート手段(Stutzmittel)によって安定化されることによって支持作
用を意図することもできる。このフレームを形成するサポート手段は、支持手段または粘
着フィルムの創傷とは反対を向いているほうの側に設けられるのが好ましい。このサポー
ト手段が粘着フィルムに設けられる場合には、支持手段の外部に設けられるのが好ましい
。サポート手段は、接続装置に永久的に留まるように構成されていてもよく、また、負圧
包帯に接続装置を接続した後、取り外し可能に構成されていてもよい。
【００２２】
　上に説明したすべての構成要件はそれ自体として、および相互の任意の組み合わせとし
て、および他の構成要件と組み合わせとして、発明の要部をなすものと見なされる。本発
明のその他の構成要件、具体的事項、および利点は、添付の特許請求の範囲および図面の
図示、および本発明の好ましい実施形態についての以下の説明から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　図面には次のものが示されている：
【図１】創傷の負圧治療で使用するための本発明による接続装置を示す斜視図である。
【図２】図１の接続装置を示す平面図である。
【図３】図１の接続装置を下から示す図である（保護フィルムは剥がされている）。
【図４】図１の接続装置を示す縮尺に忠実ではない模式的な断面図である。
【図５ａ】本発明による接続装置の導通手段の別の実施形態を示す断面図である。
【図５ｂ】本発明による接続装置の導通手段の別の実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１－４は、全体として符号２が付された、創傷の負圧治療で使用するための本発明に
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傷を覆って大気に対して負圧密閉式に閉止する図示しない負圧包帯の創傷と反対を向いて
いるほうの上面に、好ましくは取外し可能に装着される。接続装置２は、可撓のエラスト
マー材料からなる平坦な導通手段４と、平坦な導通手段４を保持して支持する面状に延び
る支持手段６とを含んでおり、それにより、導通手段４に及ぼされる圧力や曲げ力を支持
手段６へ均等に導入し、これによって吸収することができる。
【００２５】
　導通手段４は、長手方向端部領域８において、支持手段６に対して垂直に投影した面の
ほぼ１００％をもって支持手段６と結合されるように、平面型に構成されている。導通手
段４は該当する平面側により、創傷と反対を向いているほうの支持手段６の上面９に接着
されていてよく、加硫により、言い換えれば熱的に接合されていてよい。
【００２６】
　面状でプレート状の支持手段６は、支持手段６の周縁部１２から周方向に連続して外方
に突き出す粘着フィルム１０で全面的に覆われている。粘着フィルム１０は接着剤コーテ
ィング１４を担持しており、これによって接続装置２全体を、図示しない負圧包帯の創傷
と反対を向いているほうの外面へ負圧密閉式に、ただし好ましくは取外し可能に、装着可
能である。支持手段６の円周縁部１２から突き出している粘着フィルム１０の領域は、引
き剥がし可能な保護フィルム１６で下から覆われている。これと向かい合う粘着フィルム
１０の上面には、半径方向外側にフレームを形成するサポート手段１８が設けられている
。粘着フィルム１０は内側の切欠き２０を有しており、これは導通手段４が支持手段６と
結合される領域であり、すなわち導通手段４の長手方向端部領域８の領域である。あるい
は技術的に具体化可能である限りにおいて、粘着フィルム１０は支持手段６の全体を覆う
こともでき、それにより粘着フィルムは導通手段４と支持手段６の間を延びて、導通手段
４と支持手段６の間の接合部へ一緒に取り込まれることになる。
【００２７】
　好ましくは導通手段４が支持手段６と負圧密閉式に接合された後に、支持手段６および
導通手段４を貫通する開口部２２が形成され、これらの開口部は、創傷空間で負圧を印加
するために接続装置２が負圧包帯に適用されたときに、負圧包帯にある図示しない開口部
と連通する。
【００２８】
　導通手段４は図面では台形状に構成されており、その長手方向に沿って、支持手段に向
かう方向で斜めに降下していく２つの側面２４を含んでおり、導通手段４ないし支持手段
６の延びる平面に対するその角度αは約４０－５０°である。図１－４の導通手段４では
、負圧を供給可能なただ１つの通路２６が構成されている。図５ａおよび５ｂに示す別案
の実施形態では、２つないし３つの通路２６が構成されており、外側の小さいほうの通路
のうちの一方または両方は、洗浄媒体を運び出すための洗浄配管としての役目を果たすこ
とができる。通路２６はその端部で、図示しない仕方で相互に連通している。
【００２９】
　導通手段４と支持手段６からなる複合体の厚みＤは多くとも７ｍｍ、好ましくは多くと
も５ｍｍ、さらに好ましくは３－４ｍｍである。
【００３０】
　好ましくはシリコンをベースとする可撓の材料からなり、さらに好ましくは一体的に構
成された平面型の導通手段４は、その内面に、導通手段４の潰れを防止する手段２８を備
えるように構成されている。この手段２８は、導通手段４と一体的に製作された、長手方
向に連続するリブ３０で構成されている。図５ａおよび５ｂに示す導通手段４の実施形態
では、この手段２８は各通路２６の間の壁部（隔壁）で構成されている。

 



(8) JP 5752146 B2 2015.7.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 5752146 B2 2015.7.22

【図５ａ】

【図５ｂ】



(10) JP 5752146 B2 2015.7.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  エックスタイン、アクセル
            ドイツ連邦共和国　ハイデンハイム　８９５２２　トゥットリンガー　ヴェーグ　３０
(72)発明者  ホフステッター、ユルゲン
            ドイツ連邦共和国　ハイデンハイム　８９５２２　シラーストラーセ　１５
(72)発明者  クロイザット、ピエール
            ドイツ連邦共和国　ヘルブレヒティンゲン　８９５４２　クロスターヴェーグ　２４

    審査官  金丸　治之

(56)参考文献  国際公開第２００９／００２２６０（ＷＯ，Ａ１）　　
              実開昭６１－１３３０５０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特表２００２－５０７１４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／０４９２３２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　２７／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

