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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷の周りに密閉状態に配置されるとともに前記創傷を覆うことを意図されたシール用
フィルム（２）と、
　減圧源（５）と、
　前記創傷の上であって前記シール用フィルムの下の空間を前記減圧源に接続するように
構成されたチューブ（３）と、
を備える減圧によって創傷を治療するための装置であって、
　前記チューブの内側が、少なくとも前記チューブの長さの１部に亘って疎水性を有する
、柔らかい、弾性を有する材料からなる、少なくとも１つの長手方向の第１のストランド
（８）を備え、前記チューブの内側が前記チューブの長さの少なくとも一部に亘って、親
水性を有する材料からなる、少なくとも１つの長手方向の第２のストランド（９）を有し
、前記第１及び第２の材料ストランドが、可撓性材料からなるチューブ外被部材（１０）
の中に封入されていることを特徴とする、減圧によって創傷を治療するための装置。
【請求項２】
　前記第１の材料ストランド（８）は、疎水性を有する有孔の発泡材料によって構成され
、前記第２の材料ストランド（９）は、親水性の有孔の発泡材料によって構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２のストランド（８、９）は、重ねられて配置されているとともに、長
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方形の断面を有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記減圧源（５）は、前記創傷から吸引された流体のための流体収容要素としてもまた
作用することを意図されており、この目的のために、弾性的に回復力に富む有孔の発泡材
料と、一方向弁とを備え、該一方向弁は、前記要素が圧縮された際に、前記要素からの空
気の流出を可能にするように配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項５】
　前記流体収容要素は、前記チューブ（３）の折り畳まれた、又は巻かれた部分によって
構成されていることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記チューブ（３）及び／又は前記流体収容要素は、超吸収性材料を含むことを特徴と
する請求項４又は５に記載の装置。
【請求項７】
　チューブ外被部材（１０）の一方の端部は、前記チューブの端部をシール用フィルム（
２）の外側に、前記シール用フィルムに開けられた所定の孔（１６）の直前において固定
するための固定部材（４）を備え、前記孔は、前記装置が使用される場合に、前記創傷の
上の空間上に配置され、前記端部は前記孔（１６）との接続のための開口部（１２）を有
してい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装置。
【請求項８】
　前記固定部材は、プラスティックフィルムからなるタブを備え、該タブは周囲に配置さ
れた固定手段を備え、この固定手段は、前記形成された孔の周りにおいて前記シール用フ
ィルムの外側への密閉接続を意図されていることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置は、疎水性の有孔発泡材料のような疎水性の有孔材料片（１）を備え、該材料
片は前記創傷の形状に構成されるとともに、前記シール用フィルム（２）の下において前
記創傷に配置されることを意図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
に記載の装置。
【請求項１０】
　活性炭が前記有孔材料片（１）中に配置されていることを特徴とする請求項９に記載の
装置。
【請求項１１】
　親水性の有孔発泡材料のような親水性の有孔材料からなる吸収性本体（２１）を備え、
該吸収性本体は前記創傷の形状に構成されるとともに、前記シール用フィルム（２）と前
記疎水性の有孔材料片（１）との間において前記創傷に配置されることを意図されている
ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の装置。
【請求項１２】
　親水性の有孔発泡材料のような親水性の有孔材料からなる吸収性本体（２１）を備え、
該吸収性本体（２１）は、前記シール用フィルム（２）と前記プラスティックタブ（１１
）との間において前記シール用フィルム（２）に形成された孔の上に配置されることを意
図されていることを特徴とする請求項９又は１０に記載の装置。
【請求項１３】
　電気ポンプ（６）を組み込んでいることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１４】
　前記ポンプ（６）が電池式の圧電ポンプによって構成されていることを特徴とする請求
項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ポンプ（６）は、前記流体吸収要素に取り外し自在に接続できるように配置されて
いることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の装置。
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【請求項１６】
　手動ポンプ（７）を組み込んでいることを特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記手動ポンプは、前記流体吸収要素に取り外し自在に接続できるように配置されてい
ることを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は別個の有孔隔壁（２７）を組み込んでおり、該有孔隔壁は前記シール用フィ
ルム（２）の外側への固定のための固定手段を備えているとともに、前記創傷の上の前記
シール用フィルムに固定されるように意図されており、前記有孔隔壁は、カニューレによ
って貫通可能な材料によって構成され、該材料はカニューレの除去に続いてシールを自己
回復し、よって洗浄流体及び／又は創傷治癒刺激剤を前記開口隔壁を介して添加できるこ
とを特徴とする請求項１～１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記装置は、例えば不織布、プラスティック、又は発泡材料などからなる、中央開口部
（２３）を備えた薄い疎水性シート（２２）を備え、該シートは、前記シール用フィルム
（２）の下において前記創傷の上及び周りに配置されることを意図されており、前記薄い
シート（２２）は柔らかく、可撓性を有し、大気圧によって患者の前記創傷の回りの皮膚
に密閉接触するように押し付けられるように意図されていることを特徴とする請求項１～
１８に記載のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記チューブ（３）の内側は、少なくとも１つのダイヤフラム弁（２４）を有し、該弁
は前記創傷から離間して前記減圧源に向かう方向への流れのみを許容するように配置され
ていることを特徴とする請求項１～１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記疎水性の有効材料片（１）は、使用中に前記創傷表面に対して配置される側に、シ
リコーンゲルのような弾性を有する疎水性ゲルの有孔コーティングがコーティングされて
いることを特徴とする請求項９～２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置は、弾性を有するメッシュ（３０）を組み込んでおり、該メッシュはシリコー
ンゲルのような柔らかく、弾性を有する疎水性ゲルによってコーティングされ、前記メッ
シュは前記創傷の大きさに切断され、次いで前記創傷表面に配置されることを意図されて
いることを特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記シール用フィルム（２）及び前記チューブ（３）は一体に予備成形されたユニット
に形成されていることを特徴とする請求項１～２２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２４】
　活性炭が前記流体収容要素中に配置されていることを特徴とする請求項４～２３のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項２５】
　前記チューブ（３）は、シリコーンチューブによって減圧源に接続されていることを特
徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は減圧下において創傷を治療するための装置に関し、この装置は、創傷の周りを
密閉するように配置されて創傷を覆うように意図されたシーリングフィルムと、減圧源と
、創傷の上であってシーリングフィルムの下の空間を減圧源に接続するように配置された
チューブとを備えている。
【背景技術】
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【０００２】
　細菌に感染した創傷、糖尿病創、褥瘡、又は深手の創傷のような回復が遅い創傷の治療
のための多くの方法が従前から知られている。
【０００３】
　例えば外科創傷又は他の滲出性創傷の減圧による排膿は標準的な治療であり、数十年に
わたって使用されてきている。この目的のための手動の吸引ポンプの例が、特許文献１に
記載されている。
【０００４】
　特許文献２は、有孔の発泡材料、好ましくはポリウレタンフォームからなる、弾性的に
圧縮可能な本体の形態のポンプを開示しており、この本体は又、創傷から排出された流体
のための容器としても作用する。このポンプは、４８時間以上にわたって１５～８０ｍｍ
Ｈｇの減圧状態を維持する能力を有するとされている。穿孔された排出部は、創傷のポケ
ット部中に配置されることを意図されているとともに、チューブによってポンプに接続さ
れている。同様の装置が特許文献３に開示されており、この明細書には、減圧が創傷流体
を排出するだけでなく、一緒に創傷の端部を吸引して組織の増殖と創傷の治癒とを刺激す
ることを特に記述している。したがって、特許文献２及び３は、創傷の真空治療が創傷の
治癒を刺激するということを記述している。真空治療、減圧状態における治療、及び負圧
下における治療という用語は、文献中において互換的に使用されている。この明細書中に
おいてこれら用語が使用される場合には、通常の大気圧以下の圧力における治療が常に意
味されているということが指摘されるべきである。
【０００５】
　また、重度の創傷は、洗浄流体の供給とそれに続く吸引との組み合わせによって治療さ
れてきた。このような装置の例が特許文献４及び特許文献５に開示されている。
【０００６】
　負圧下における、すなわち通常の大気圧以下の圧力下における創傷の連続的治療及び間
欠的治療の両方の効果の広範な研究がロシアの研究機関において８０年代に行われていた
。ここでは、回復が遅い創傷が、真空治療によって既存の治療法に比べて実質的に迅速に
治癒するということが立証された。また、減圧状態における治療が著しい抗菌効果を生じ
させるということが、とりわけ示された。前記ロシアの研究機関の研究は、ロシアの医療
雑誌Ｖｅｓｔｎｉｋ　Ｋｈｉｒｕｒｇｉｉ中の記事に記載されている。前記雑誌からの記
事は、非特許文献１、非特許文献２、非特許文献３、及び非特許文献４、及び非特許文献
５である。
【０００７】
　非特許文献６のＣｈａｒｉｋｅｒ氏他による記事には、真空治療が肉芽組織の増殖と、
従来の治療では回復が非常に遅い創傷の縮小とを改善することが記述されている。
【０００８】
　また、創傷の真空治療が、特許文献６、特許文献７、及び特許文献８に開示されている
。
【０００９】
　創傷の真空治療を開示している出願の例として、特許文献９及び特許文献１０を引用す
ることができる。
【００１０】
　創傷の真空治療のための既知の装置は、全ての面において満足できるわけではない。基
本的な問題は、これら装置は創傷のすぐ前において嵩が高いことであり、このことは、創
傷がそのすぐ前にある嵩が高い部分によって望ましくない負荷応力に晒され得る結果とな
る場合があり、これは患者にとって痛みを伴うものである場合があるとともに、創傷の治
癒プロセスを妨害する場合がある、ということである。非常に重要な問題は、創傷ポケッ
トを圧力源に接続している比較的硬いチューブである。このチューブは、扱い難く嵩が高
く、摩擦を引き起こし、不運な場合には患者に褥瘡を生じさせる場合もある。患者がどこ
に創傷を有しているかによっては、圧力源又は創傷に近い中間流体の収容容器を配置する
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ことが不可能であって、代わりに、例えば患者の足からちょうど腰の上までなど、比較的
長いチューブを使用することが必要である場合も多く、このことは横になっている若しく
は座っている患者に摩擦を生じる場合もある。既存のチューブによるさらなる問題は、チ
ューブと創傷の上に配置されたシール用フィルムとの間の接続において満足のいく気密性
を達成するのが難しいということである。
【００１１】
　何らかの理由によって減圧が弱まると、既知の装置においては、チューブと創傷ポケッ
トとの間の接続に逆止弁が無い限り、創傷ポケットから既に吸引されていた浸出液が逆に
輸送されて創傷を汚染するという危険がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第３７４２９５２号明細書
【特許文献２】米国特許第３５７２３４０号明細書
【特許文献３】米国特許第５２５１６６号明細書
【特許文献４】米国特許第５３８５４９４号明細書
【特許文献５】米国特許第４３８２４４１号明細書
【特許文献６】米国特許４９６９８８０号明細書
【特許文献７】米国特許５６４５０８１号明細書
【特許文献８】米国特許５６３６６４３号明細書
【特許文献９】米国特許第６８５５１３５号明細書
【特許文献１０】国際公開第２００６／０２５８４８号パンフレット
【特許文献１１】国際公開第２００６／０７５９５０号パンフレット
【特許文献１２】欧州特許第０２６１１６７号明細書
【特許文献１３】欧州特許第０８５５９２１号明細書
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｋｏｓｔｉｕｃｈｅｎｏｋ　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９
８６，　ｐａｇｅｓ　１８－２１
【非特許文献２】Ｄａｖｙｄｏｖ　ｅｔ　ａｌ，　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９８６，　ｐ
ａｇｅｓ　６６－７０
【非特許文献３】Ｕｓｕｐｏｖ　ｅｔ　ａｌ，　Ａｐｒｉｌ　１９８７，　ｐａｇｅｓ　
４２－４５
【非特許文献４】Ｄａｖｙｄｏｖ　ｅｔ　ａｌ，　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９８８，　ｐａｇ
ｅｓ　４８－５２．　５
【非特許文献５】Ｄａｖｙｄｏｖ　ｅｔ　ａｌ，　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１９９１　，　ｐ
ａｇｅｓ　１３２－１３５
【非特許文献６】Ｔｈｅ　ｊｏｕｒｎａｌ　Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｓｕｒｇｅｒｙ
，　ｉｓｓｕｅ　３４，　Ｊｕｎｅ　１９８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の結果として、上述の問題は解消された。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る装置は、チューブの内側が、疎水性を有し、柔らかい、弾性を有する材料
からなる、少なくとも１つの長手方向の第１のストランドを備えること、チューブの内側
がその長さの少なくとも一部に亘って、親水性を有し、柔らかい、弾性を有する材料から
なる、少なくとも１つの長手方向の第２のストランドを備えること、及びこれら材料スト
ランドが、可撓性材料からなるチューブ外被部材の中に封入されていること、を特徴とし
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ている。
【００１６】
　この種のチューブは非常に柔らかく、使用者にとって心地よく、本質的に任意の構成に
構成することができる。既存のチューブと比較した基本的な利点は、本発明によるチュー
ブは、万一何らかの理由によってシステムの減圧が中断したとしても、吸引された流体を
創傷ポケットに戻らせることがないということである。このような場合には、吸引された
流体はチューブ中の親水性ストランドによって吸収される。
【００１７】
　図示された１つの実施形態によれば、本発明は、第１の材料ストランドが疎水性を有す
る有孔の発泡材料によって構成されていること、及び第２の材料ストランドが親水性の有
孔の発泡材料によって構成されていること、を特徴としている。
【００１８】
　図示された１つの実施形態によれば、本発明は、前記第１及び第２のストランドが重ね
られて配置され、長方形の断面を有していることを、さらに特徴としている。
【００１９】
　１つの実施形態によれば本発明は、減圧源が、創傷から吸引された液体のための流体収
容要素としてもまた作用することを意図されており、この目的のために、弾性的に回復力
に富む有孔の発泡材料と、一方向弁とを備え、この一方向弁は、前記要素が圧縮された際
に、前記要素からの空気の流出を可能にするように配置されている、ことを特徴としてい
る。
【００２０】
　１つの実施形態によれば本発明は、前記流体収容要素がチューブの折り畳まれた、又は
巻かれた一部によって構成されていることを特徴としている。
【００２１】
　１つの実施形態によれば本発明は、チューブ及び／又は流体収容要素が超吸収性材料を
含むことを特徴としている。
【００２２】
　本発明の１つの実施形態は、チューブ外被部材の一方の端部が、チューブの端部をシー
ル用フィルムの外側に、このフィルムに開けられた所定の孔のすぐ前において固定するた
めの固定部材を備えており、この孔は、装置が使用される際に、創傷の上の空間上に配置
されていること、及び前記端部がこの孔との接続のための開口部を有していること、を特
徴としている。
【００２３】
　本発明の１つの実施形態は、前記固定部材がプラスティックフィルムからなるタブを備
え、このタブはその周囲に配置された固定手段を備え、この固定手段は、前記形成された
孔の周りにおいてシール用フィルムの外側への密閉接続を意図されていることを特徴とし
ている。
【００２４】
　１つの実施形態によれば、本発明は、装置が疎水性の有孔発泡材料のような疎水性の有
孔材料片を備え、この材料片は創傷の形状に構成されるとともに、シール用フィルムの下
における創傷に配置されることを意図されていることを特徴としている。
【００２５】
　１つの実施形態によれば、本発明は活性炭が前記有孔材料片中に配置されていることを
特徴としている。
【００２６】
　疎水性の有孔材料片を備える１つの実施形態によれば、本発明は、親水性の有孔発泡材
料のような親水性の有孔材料からなる吸収性本体を備え、この吸収性本体は創傷の形状に
構成されるとともに、シール用フィルムと前記疎水性の有孔材料片との間において創傷に
配置されることを意図されていることを特徴としている。この吸収性本体は、追加的な吸
収物保存部として作用し、万一何らかの理由によって減圧が中断されたとしても、大量の
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浸出液を処理することができる。
【００２７】
　疎水性の有孔材料片を備えるいくらか変形された実施形態によれば、本発明は、装置が
、親水性の有孔発泡材料のような親水性の有孔材料からなる吸収性パッドを備え、この吸
収性パッドは、シール用フィルムと前記プラスティックタブとの間においてシール用フィ
ルムに形成された孔の上に配置されることを特徴としている。
【００２８】
　１つの実施形態によれば、本発明は、装置が電気ポンプを組み込んでいることを特徴と
している。
【００２９】
　１つの実施形態によれば、本発明は、このポンプが電池式の圧電ポンプによって構成さ
れていることを特徴としている。
【００３０】
　１つの実施形態によれば、本発明は、このポンプが前記流体吸収要素に取り外し自在に
接続できるように配置されていることを特徴としている。
【００３１】
　図示された形さらなる実施形態によれば、本発明は、装置が手動ポンプを組み込んでい
ることを特徴としている。
【００３２】
　１つの実施形態によれば、本発明は、前記手動ポンプが前記流体吸収要素に取り外し自
在に接続できるように配置されていることを特徴としている。
【００３３】
　別の１つの実施形態によれば、本発明は、装置が離隔された有孔隔壁（ｏｐｅｎｉｎｇ
　ｄｉａｐｈｒａｇｍ）を組み込んでおり、この隔壁はシール用フィルムの外側への固定
のための固定手段を備えているとともに、創傷の上のシール用フィルムに固定されるよう
に意図されていること、有孔隔壁がカニューレによって貫通可能な材料によって構成され
ており、この材料はカニューレの除去に続いてシールを自己回復し、よって洗浄流体及び
／又は創傷治癒刺激剤を前記開口隔壁を介して添加できること、を特徴としている。
【００３４】
　さらなる実施形態によれば、本発明は、装置が、例えば不織布、プラスティック、又は
発泡材料などからなる、中央開口部を有する薄い疎水性シートを備え、このシートはシー
ル用フィルムの下において創傷の上及び周りに配置されることを意図されていること、及
びこの薄いシートは柔らかく、可撓性を有し、大気圧によって患者の創傷の回りの皮膚に
密閉接触するように押し付けられるように意図されていること、を特徴としている。
【００３５】
　１つの実施形態によれば、本発明は、チューブの内側が少なくとも１つのダイヤフラム
弁を有し、この弁は創傷から減圧源に向かう方向への流れのみを許容するように配置され
ていることを特徴としている。創傷ポケットへ戻る漏れに対する追加的な防護がこれによ
って達成される。
【００３６】
　１つの実施形態によれば、本発明は、前記疎水性の有効材料片の、使用中に創傷表面に
対して配置される側に、シリコーンゲルのような弾性を有する疎水性ゲルの有孔コーティ
ングが施されることを特徴としている。
【００３７】
　幾分変形された１つの実施形態によれば、本発明は、装置が弾性を有するメッシュを組
み込んでおり、このメッシュは柔らかく、シリコーンゲルのような弾性を有する疎水性ゲ
ルによってコーティングされていること、及びこのメッシュが創傷の大きさに切断され、
次いで創傷の表面に配置されることを意図されていること、を特徴としている。
【００３８】
　１つの実施形態によれば、本発明は、シール用フィルム及びチューブが一体に予備成形
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されたユニットに形成されていることを特徴としている。１つの実施形態によれば、活性
炭がチューブ中に配置されている。
【００３９】
　別の１つの実施形態によれば、活性炭は流体収容要素中に配置されている。
【００４０】
　１つの実施形態によれば、前記チューブは、シリコーンチューブによって減圧源に接続
されている。
【００４１】
　本発明は、添付の図面を参照しつつ、より詳細に後述される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明による装置の実施形態の図である。
【図２】本発明による装置の一部を形成するチューブの第１の実施形態の側面図である。
【図３】図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩに沿った断面図である。
【図４】図２におけるＩＶ－ＩＶに沿った断面図である。
【図５】本発明による装置の一部を形成するシール用フィルムの実施形態の平面図である
。
【図６】図５におけるＶＩ－ＶＩに沿った断面図である。
【図７】関連する固定部材を有する、本発明による装置の一部を形成するチューブの第２
の実施形態の平面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩに沿った断面図である。
【図９】図７のＩＸ－ＩＸに沿った断面図である。
【図１０】図７によるチューブの下面図である。
【図１１】関連する固定部材を有する、本発明による装置の一部を形成するチューブの第
３の実施形態の平面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩに沿った断面図である。
【図１３】本発明によるチューブへの浸出液の通路を示す図である。
【図１４】本発明による装置の一部を形成する流体収容要素の第１の実施形態の図である
。
【図１５】本発明による装置の一部を形成する流体収容要素の第２の実施形態の図である
。
【図１６】本発明による装置の一部を形成する流体収容要素の第３の実施形態の図である
。
【図１７】本発明による装置の一部を形成するチューブの第４の実施形態の図である。
【図１８】創傷の適用位置にある、本発明による装置の１つの実施形態の断面図である。
【図１９】図１８の断面図に対応する、幾分変形された実施形態による装置の断面図であ
る。
【図２０】図１８及び１９の断面図に対応する、チューブの固定前のさらなる実施形態に
よる装置の断面図である。
【図２１】本発明による装置の一部を形成するチューブの第５の実施形態の断面図である
【図２２】外側に貫通部材を取り付けられたシール用フィルムの図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１においては、患者はふくらはぎに創傷を追っている。図１に係る装置は、疎水性を
有する有孔の発泡材料のような、疎水性を有する有孔材料片１を備えている。この材料片
は、創傷の大きさに切断されて創傷ポケットに充填される。シール用フィルム２が創傷の
上に密閉状態に配置されて使用者の皮膚に固定される。
【００４４】
　シール用フィルムの外側のシール用フィルムに形成された孔の上に固定された固定部材
４を有するチューブ３が、創傷ポケット中の空間を減圧源５に接続している。また、この



(9) JP 5166527 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

減圧源は創傷から吸引された流体のための流体収容要素として作用するように意図されて
いる。減圧源は、弾性的に圧縮可能な構成からなっている。手動の圧縮の際には、空気が
一方向弁（図示されず）の形状の排出バルブを通じて外部環境に押し出される。更なる一
方向弁（図示されず）がチューブ３に、又はチューブから減圧源への間に固定されている
。好適な代替案は、一方向弁を創傷に隣接して配置することである。このことは、チュー
ブ中の滲出流体柱が創傷に向かって逆方向に吸引されるのを妨げる。この代替案において
は、流体収容要素へのチューブの接合部に逆止弁を追加的に嵌め込むことが好都合である
場合がある。チューブのみ又は流体収容要素のみの交換がこれによって可能になる。この
要素は、体液を収集するのに使用される種類の既存のバッグによって構成することができ
る。前記一方向弁及び前記逆止弁は、創傷ポケットから減圧源への流れのみを可能にする
。
【００４５】
　減圧源の圧縮に続いて、減圧源は膨張することができ、これによって減圧が減圧源およ
び創傷ポケットにおいて生成される。本発明に係る装置は、回復が遅い創傷に適用される
ことを意図されている。創傷の治療は、連続的又は間欠的減圧によって実現することがで
きる。
【００４６】
　治療時間は創傷の状況と治療中の治癒プロセスとに依存する。図１に示す実施形態にお
いては、電気ポンプもまた含まれており、この電気ポンプは減圧源を補完するため、及び
創傷ポケット中の予め決められた減圧レベルを維持するために設けられている。１つの実
施形態においては、ポンプは電池式圧電ポンプ６によって構成することができる。
【００４７】
　代替的に、ポンプ効果は壁面吸入部によって達成することができ、この壁面吸入部は病
院に永久的に取り付けられている。
【００４８】
　手動ポンプの例はＡｓｔｒａ　Ｔｅｃｈ．社のＢｅｌｌｏｖａｃ（登録商標）である。
【００４９】
　代替的な実施形態によれば、減圧源及び創傷ポケットにおける減圧は電気ポンプによっ
て全面的に生成される。電気ポンプ６は、図１に示すように、減圧源に取り外し自在に接
続されている。
【００５０】
　１つの好都合な実施形態によれば、減圧源５、チューブ３、創傷ポケットを充填する材
料片１、及びシール用フィルム２は、使い捨て材料によって構成され、創傷の手当てに関
連して廃棄される。図１に示す装置は手動ポンプ７によって補完することができ、この手
動ポンプは電気ポンプに対する補完として使用することができる。装置が患者に固定され
た後、手動ポンプが好都合に使用されて減圧源及び創傷ポケットの中の減圧を迅速に生成
し、その後に手動ポンプが取り外されて電気ポンプに置換される。
【００５１】
　図２～４には、チューブの第１の実施形態がより詳細に示されている。チューブの内側
は、疎水性の有効発泡材料からなる第１のストランド８と親水性の有孔の発泡材料からな
る第２のストランド９とから構成されている。示された実施形態においては、チューブ外
被部材は柔らかい弾性を有するプラスティックからなる２つのプラスティックフィルムか
ら構成されており、これらプラスティックフィルムは、図３に示すように、チューブの端
部に沿って接続されて外被部材を形成し、この外被部材はストランド８、９の周りに延び
、その全体が符号１０によって示されている。チューブの一端において、プラスティック
フィルムは、固定部材４の形成のための拡径部を有している。拡径部の１つのプラスティ
ックタブ１１は中央開口部１２を有し、この開口部１２は、チューブが使用される際に、
シール用フィルムに形成された孔のちょうど前に配置されるように意図されている。プラ
スティックタブの下側には、シール用フィルムに形成された孔の周りにおける、シール用
フィルムの外側への接続のための接着剤１３を備えている。前記接着剤は好都合にシリコ
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ーン接着剤によって構成されており、良好な密閉性を付与するとともに固定部材における
漏れを防止する。シリコーン接着剤による１つの利点は、万一、固定部材がシール用フィ
ルム上に間違って終端したとしても、固定部材を容易に取り外し、シール用フィルムに再
度取り付けることができるということである。
【００５２】
　代替的に、アクリレートのような他の感圧接着剤を使用することができる。
【００５３】
　記載された種類のチューブは柔らかく、かつ曲げやすく、細い構成とすることができる
。柔らかいチューブは患者にとって快適であり、負荷応力が上昇した場合においても患者
の皮膚に擦過傷を生じさせない。チューブは、例えば、強度を増すため、及び／又は快適
さを高めるために、必要に応じてストッキングのような外被部材の中に封入することがで
きる。
【００５４】
　チューブ及び場合によっては収集容器もまた、チューブ及び収集容器を使用者の皮膚に
固定するために、その外側にシリコーンのような接着剤を備えることができる。吸引本体
又はその種のもののような別のタイプの固定部材がもちろん想到可能である。
【００５５】
　チューブが疎水性のストランドと親水性のストランドとの両方を含むことが必要不可欠
である。疎水性のストランド８は、創傷から排出された流体を収集するために、創傷ポケ
ットから容器５へ流体を迅速に輸送できることを意図されている。親水性のストランド９
は、流体を吸収することを意図されている。これは、万一何らかの理由によって減圧が中
断された場合に特に重要である。親水性のストランドは、チューブの中の流体を吸収し、
この流体が創傷ポケットへ逆流するのを防止し、創傷ポケットを汚染しないようにする。
圧縮された状態、例えば負圧下においては、親水性のストランドは少なくとも約５ｇ／ｇ
の吸収能を有し、一方、大気圧においては少なくとも約２０ｇ／ｇの吸収能を有している
。
【００５６】
　疎水性という用語が、疎水性のストランドに対する接触角が少なくとも９０度でなけれ
ばならないということ、すなわち疎水性と親水性との境界がこの接触角の大きさであると
いうことを意味する必要は無い。重要なのは、創傷流体を疎水性のストランド中において
容易に輸送することができ、親水性のストランドが疎水性のストランドから流体を吸収す
る能力を有しているということである。
【００５７】
　チューブの前記第２のストランドとしての使用のための好適な親水性の発泡材料の例は
、０．１０～１．２５ｍｍ、好ましくは０．２５～０．７５ｍｍの、例えば０．５０ｍｍ
の直径の空孔サイズを有するＰＵＲフォームである。この種のポリウレタンフォームは、
例えば、米国マサチューセッツ州レキシントンにあるＨａｍｐｓｈｉｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＨｙｐｏｌ（登録商標）である。ビスコースフォーム、
親水化されたシリコーンフォーム等のような他の吸収性発泡材料も、チューブの親水性発
泡材料として使用可能である。
【００５８】
　チューブの前記第１のストランドとしての使用のための疎水性の発泡材料の例は、０．
１０～２．００ｍｍ、好ましくは０．５０～１．２５ｍｍの、例えば１．０ｍｍの直径の
空孔サイズを有する、例えばＲｅｃｉｔｅｌからの疎水性ＰＵＲフォームである。また、
疎水性発泡材料は発泡材料によって構成することができ、この材料は、最初は親水性を有
しており、シリコーンのような疎水性成分に浸漬されて、疎水性の特性を与えられる。
【００５９】
　シール用フィルム２は、薄く、柔軟で、かつ可撓性を有するプラスティックフィルムに
よって構成され、このフィルムを使用者の創傷の周りの皮膚に固定するために、好都合に
はシリコーンの接着剤１４によってコーティングされている。皮膚とプラスティックフィ
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ルムとの間の漏れに対する良好な密閉の特性を達成するためのシリコーン接着剤に対する
好適な特性は、特許文献１１に記載されている。好適なシリコーン接着剤の例は、Ｗａｃ
ｋｅｒの＃ＳＲ４５５５４である。
【００６０】
　フィルムは、その取り扱いを容易にするために、補強端部１５を設けられ、この補強端
部は、創傷の周りへのシール用フィルムの固定に関連して引き剥がされる。図５には、フ
ィルムに形成された孔１６が示されており、この孔は、フィルムが使用される際に創傷の
上、例えば創傷の上の中央部に配置される。孔は必ずしも創傷の真上である必要は無い。
創傷が部分的に孔によってオーバーラップされて、創傷からの浸出液が吸引されて除去さ
れれば十分である。
【００６１】
　図７～１０に係る実施形態においては、図２～４に係る実施形態における同様の部分に
対応する構成要素は同一の参照符号をふられている。固定部材４において、疎水性コーテ
ィング及び親水性コーティングの両方は拡幅された楕円形状部８’、９’をそれぞれ有し
ている。チューブの細長い部分は、その自由端に排出弁（図示されず）を備えている。チ
ューブの疎水性発泡材料及び親水性発泡材料は、ともに拡幅部分及び細長部分にあり、圧
縮可能かつ弾性的に回復自在な構成である。ここに示されている図示された実施形態にお
いては、チューブは、チューブと流体収容容器として作用することを意図されているとと
もに、減圧の生成のためのポンプとして作用することも意図されている。
【００６２】
　固定部材において、外被部材は可撓性を有する柔らかいプラスティックフィルム１１’
を備え、図７～１０から理解することができるように、発泡材料より大きな範囲を有して
いる。このプラスティックフィルムは下側を接着剤１３’、好都合には、上述のＷａｃｋ
ｅｒからの接着剤のようなシリコーンからなる接着剤によってコーティングされている。
プラスティックフィルムは中央開口部１２を備え、この中央開口部の周りには多数の小穴
１２’が設けられている。これら小穴は、万一固定部材の開口部が誤って形成された孔１
６の直前にて終端した場合でも、流体が下層のシール用フィルム２に形成された孔１６か
ら流れることを可能にするように配置されている。また、チューブ中の減圧の作用の結果
、小穴１２’はプラスティックフィルムを下層のシール用フィルム２に対して、シール構
造を形成するようにきつく吸引させる。
【００６３】
　図７～１０に示す図示された実施形態は、その使用に関して非常に柔軟である。これは
、図５に示す種類の個別のシール用フィルムとの組み合わせによって、また電気ポンプと
の組み合わせによって使用することができる。代替的に、プラスティックフィルム１１’
がシール用フィルムとして作用することができ、図７～１０による装置は、場合によって
は創傷ポケットに配置された疎水性の発泡材料から成る材料片との組み合わせによって、
回復が遅く、湿潤性の小さい創傷の減圧治療のための完全なユニットとして作用すること
ができる。また、図７～１０に係る装置は、上述した種の電池式の電気ポンプを組み込む
ことができる。代替的には、手動のべローズポンプ又は壁取り付け式吸引装置からの減圧
を使用することができる。図８及び図９から理解できるように、チューブの拡幅された部
分中の親水性コーティング９’は、開口部１２に隣接して配置されている。このことの１
つの利点は、万一減圧が何らかの理由によって中断した場合に、親水性材料中に吸収され
た滲出物が、この親水性コーティング中に保持され、よって、創傷ポケットの既に吸引さ
れた流体による汚染が防止されるということである。開口部に隣接した親水性コーティン
グは、原則的には一方向弁としての役目を果たす。流体は、チューブの中が減圧状態であ
る場合には、この開口部を通じて前方へ疎水性コーティングへと流れることができる。反
対に、親水性コーティング中の流体は、創傷ポケット中の疎水性発泡材料へ戻ることは無
い。
【００６４】
　図１１及び図１２に示す実施形態は全ての観点において原則的には図７～１０に係る実
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施形態のように機能し、よって、動作は詳細には記載されない。図１１及び図１２に係る
実施形態においては、図７～１０に係る実施形態における同様の部品に対応する構成要素
は同一の参照符号を備えている。本質的な違いは、固定部材におけるチューブの拡幅部分
の構成である。図１１から最もよく理解できるように、固定部材上において多孔性発泡材
料のコーティングは、患者の曲線状の体表面、例えば間接部への固定部材の固定を容易に
する形状をとっている。
【００６５】
　図１３には、本発明による装置の一部分を形成する発泡材料のチューブの変形態様が示
されている。図１３においては、創傷ポケットからの創傷滲出物の流体収容部として作用
するチューブへの経路が、矢印によって示されている。チューブの固定部材４においては
、チューブの内側は疎水性の発泡材料８のみを組み込んでおり、一方でその他のチューブ
は疎水性コーティング８及び親水性コーティング９を有している。図に示されているよう
に、ポンプ６は流体収容部として作用するチューブに接続することができる。滲出物は疎
水性コーティング８を通じて迅速に輸送されて、親水性コーティング９によって徐々に吸
引される。親水性コーティングは疎水性コーティングに比べ流体輸送能力に劣るが、流体
を吸収し保持する能力を有している。親水性コーティングは疎水性コーティングより高い
流体との相性を有し、親水性コーティング中に吸収された流体は疎水性コーティングに戻
ることは無い。万一減圧が何らかの理由で中断した場合には、親水性コーティング中に吸
収された流体は保持される。また、疎水性コーティングに比べてその高い流体との相性の
結果として、親水性コーティングは、減圧が中断した場合に、疎水性コーティングから流
体を吸収し続ける。また、親水性コーティングが創傷流体を吸収する能力を有するという
事実とは別に、親水性コーティングは一方向バルブとして作用し、疎水性コーティング中
の創傷流体が創傷ポケットへ逆輸送されるのを防止している。このことは、患者の脚の下
部領域及び足の創傷においては特に重要であり、この創傷のタイプは糖尿病を患っている
患者に共通している。このような創傷においては、流体の収容部として作用する部分は、
患者が立っている場合又は座っている場合には患者の高い位置に配置されており、疎水性
コーティングの流体柱に蓄積された流体には、親水性コーティングの存在無しに、創傷流
体を創傷ポケットに戻るように駆動する場合のある圧力がかかる。吸収性の親水性発泡材
料コーティングの吸収力は、このコーティング中に例えばＣＭＣの粒子などの高度に吸収
性を有する物質を配置することによって実質的に高めることができる。膨張するとともに
親水性コーティング材料中の孔から流体を吸引する、長期間に亘ってチューブ中の減圧を
維持させる高度に吸収性を有する粒子の能力は、補助的な電気ポンプが装置の一部を形成
しないか、又は一体のポンプが万一何らかの理由によって機能を中断した場合に、不可欠
である。
【００６６】
　好適な高度に吸収性を有する材料の例は、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ａｂｓｏｒｂｅｎｔｓ
によって生産されている商標Ｏａｓｉｓ　５０５の粉体である。
【００６７】
　本発明に係る装置の一部分を形成するチューブは、流体の迅速な輸送のためにチューブ
の全長に沿って疎水性コーティングを好都合に有している。反対に、親水性コーティング
は、チューブの一部のみに沿って、又は１つ以上の別々の部分に沿って配置することがで
きる。
【００６８】
　図１に示すように、装置は別個の流体収容部を組み込むことができ、この流体収容部に
チューブが接続されている。図１４及び図１５には２つの実施形態が示され、これら実施
形態においては流体収容部が、チューブ３の長い部分が巻き上げられるか又は畳まれるこ
とによって形成されている。チューブの端部は排出弁３’を備えている。巻かれるか又は
畳まれた部分は、弾性外被部材５０中に封止されている。また、巻かれるか又は畳まれた
部分によって形成された収容部は、圧力源としても作用している。収容部は手動で圧縮さ
れ、封止されていた空気は排出弁を通じてポンプで排気される。チューブ中の弾性的に圧
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縮可能な発泡材料が続いて膨張する際に、収容部はその本来の形状に復帰し、減圧がチュ
ーブ中に生成される。
【００６９】
　図１４及び図１５に係る実施形態は、必要に応じて、すなわち患者の傷の場所がどこか
、及びどこに流体収容容器を配置するのが適切かによって、任意のチューブ長さを延ばす
ことができるように配置することができる。チューブには、ＣＭＣのような吸収すると膨
張する高度に吸収性を有する材料を好都合に配置することができる。この材料はチューブ
の全体に沿って配置するか、又は１つ以上の部分に沿って配置することができる。好都合
には、高度に吸収性を有する材料の濃度は、流体収容部の、巻かれているか又は畳まれた
チューブの端部に向かって高くすることができる。チューブの端部という用語は、排出弁
３’が配置されている端部を意味している。チューブの端部における高度に吸収性の材料
、すなわちいわゆる超吸収性材料の高い濃度は、チューブ中の流体の輸送を容易にするた
め、及びチューブの吸収性の、チューブの全長に沿った最適な使用のために好適である場
合がある。
【００７０】
　図１６においては、減圧源として作用する流体収容部の変形態を示している。チューブ
３は収容部５に、この収容部の外被部材５０の開口部５１を介して接続されている。収容
部中の流体吸収材料は、有孔発泡材料の多くの別々の層によって構成され、隣接する層同
士は干渉プラスティックフィルムによって離間されており、この干渉プラスティックフィ
ルムは、チューブ３から排出弁５２に向かう方向への層から層への流体の透過のための開
口部を備えている。図１６においては、収容部を通じた流体の輸送の経路が矢印によって
示されている。したがって、図１６による、互いに重ねられて配置された、収容部におけ
る発泡材料の複数の層は、図１５に示す畳まれたチューブと本質的に同様の機能を果たし
ている。好都合には、層それぞれは疎水性の発泡材料の長手方向のコーティングを有し、
全ての層を通じた排出弁の方向への効果的な流体の輸送を可能とし、すなわちこれによっ
て全ての層の吸収能力が使用される。また、前記複数の層は、その少なくとも一部に親水
性の発泡材料のコーティングを組み込んでいる。したがって、発泡材料のコーティングは
、流体の輸送及び流体の吸収に関して本質的にチューブ３のように機能する。また、これ
ら複数の層は、高度に吸収性の材料を組み込んでいる。排出弁に隣接している層における
、高度に吸収性を有する材料、いわゆる超吸収性材料の高い濃度は、これら複数の層を通
じた流体の輸送を容易化するため、及び全ての層の吸収能力の最適な使用のために好適で
ある場合がある。
【００７１】
　図１７はチューブ３の代替的な態様を示している。チューブは、楕円形状又は円形状を
有し、開繊された疎水性の発泡材料の中央ストランド８と、環状の断面からなるとともに
有効な親水性発泡材料から成る外側コーティングとを備えている。この図に係るチューブ
は、例えば可撓性を有するプラスティックフィルムの形状の液密な外被部材を備えている
。
【００７２】
　図１８に示す実施形態は、創傷ポケット２０に配置されているとともに疎水性の有孔の
発泡材料、例えばポリウレタンフォームからなる材料片１を組み込んでいる。この材料片
は創傷の形状に切断される。この形態は、損傷のポケットに配置されているとともに親水
性で有孔の発泡材料から成る吸収性本体２１をさらに組み込んでいる。図５及び図６に関
連して記述された種類のシール用フィルム２は、創傷の直前に形成された孔１６を有して
、好都合にはシリコーン等の接着剤１４によって創傷の上に配置され、よって患者の皮膚
に対して創傷の周りを緊密に密閉している。チューブ３の固定部材４は、形成された孔の
周りでシール用フィルムの外側に対して密閉状態に配置されている。固定部材４及び関連
するチューブは、図２～４に係る実施形態に関連して上述された種類からなる。減圧のさ
らなる効能は、創傷の周りにある皮膚もまた減圧から利益を得るということである。浮腫
、汗などは、減圧によって吸引される。
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【００７３】
　本発明に係る装置のチューブ形成部分の基本的な利点は、創傷部分の周りに形成される
突出部分を有することなく、シール用フィルムの外側の上面側に容易に接続できることで
ある。固定部材４の固定表面が滑らかであることによって、また図１８に示すようにシー
ル用フィルム２の滑らかな表面に固定が行われることによって、チューブとシール用フィ
ルムとの間の非常に良好な接続が容易に得られ、気体又は流体の漏れの危険が排除される
。シリコーン接着剤の使用は、漏れ耐性をさらに向上させる。この目的に対して好適なシ
リコーンの例創傷の真空治療のために従来使用されている装置において、基本的な問題は
、シール用フィルムの下の創傷ポケット中の空間に既存のチューブを接続することであっ
た。これら既存の装置においては、チューブはまず創傷ポケット中の吸収本体に接続され
、その後にチューブの一部分の上にシール用フィルムを配置することによってシールを形
成することが試みられていた。したがって、チューブの回りに固定し、密閉することは厄
介であって時間がかかり、漏れを避けるためには相当な正確さが必要であった。
【００７４】
　材料片１は事実上創傷ポケットを充填することを意図されている。発泡材料片１が疎水
性を有し、よって創傷の表面からの滲出物が発泡材料片の上及び中に残存せず、代わりに
輸送されて除去されることは非常に大きな利点である。親水性を有する吸収本体２１は、
創傷ポケット中、かつシール用フィルムに形成された孔の下の疎水性材料片１の上面に配
置される。減圧が実施されている際には、滲出物は創傷から疎水性材料片１及び親水性吸
収本体の両方を介して流体収容要素へ輸送される。減圧が何らかの理由によって中断され
た場合には、親水性吸収本体は障壁として作用し、既に吸引された滲出物が輸送されて創
傷へ戻るのを防止する。したがって、親水性吸収本体は一方向弁として作用する。減圧が
中断した場合には、親水性吸収本体は、親水性吸収本体が流体によって飽和するちょうど
そのときまで疎水性材料片から流体をさらに吸引し続ける。
【００７５】
　疎水性材料片及び／又は親水性吸収本体には、創傷中において生成される場合のある悪
臭の除去のために活性炭を配置することができる。代替的に、活性炭はチューブ及び／又
は創傷流体の収集のための容器の中に配置することができる。
【００７６】
　図１９に示す実施形態は、流体の吸収及び輸送に関して図１８に係る実施形態と概ね同
様に機能する。１つの相違点は親水性吸収本体２１がシール用フィルムの上面に形成され
た孔１６の直前において配置されたことである。図１９に係る実施形態においては、吸収
本体２１は効果的な一方向弁を形成し、万一減圧が何らかの理由によって中断した場合に
、また、シール用フィルム内の疎水性材料片１から流体を吸引する。図１８及び図１９か
ら理解されるように、疎水性コーティング８及び親水性コーティング９はチューブの中に
おいてその場所を変えることができる。
【００７７】
　このことは、チューブが使用される場合に、コーティングが患者に隣接して位置付けら
れるということが、チューブの作用にとって重要ではないということを示すために行われ
てきた。
【００７８】
　もちろん、このことは図示されたチューブの別の実施形態に対しても適用される。親水
性コーティングが一方向弁として作用し、万一減圧が何らかの理由によって中断されたと
しても流体が創傷ポケットに戻らないようにすることが望まれる場合には、チューブの一
部分、すなわち少なくともシール要フィルムの開口部の少なくとも直前の部分が患者に隣
接する親水性コーティングを有することがもちろん大きな利点である。
【００７９】
　図１９に示す実施形態においては、弾性メッシュ３０は、例えばシリコーンゲルなどの
弾性疎水性ゲルの中に封止されており、創傷に対して直に配置されている。疎水性ゲルは
、網細工中にワイヤを封止しており、これらワイヤは全体として網細工によって形成され
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た貫通孔を有している。弾性メッシュ３０の好適な例は特許文献１２に開示されている。
また、この刊行物にはこの目的に好適なシリコーンゲル、すなわち商標Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎ
ｉｎｇ　Ｑ７－２２１８のもとでＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇによって販売されているゲルが
与えられている。
【００８０】
　図２０に示す実施形態は薄く柔らかい疎水性プラスティックフィルム２２を組み込んで
おり、このフィルムは中央孔２３を備えている。プラスティックフィルム２２は創傷ポケ
ットを覆うとともにこの創傷ポケットの周りの皮膚の一部を覆うように配置されている。
疎水性を有し、薄く柔らかいフィルムは、創傷の端部を保護し、創傷ポケットへの、又創
傷ポケットからのガスの漏れに対する確実性を増加させている。大気圧Ｐａｔｍは、創傷
ポケット中の減圧Ｐｕより高く、創傷の周囲の皮膚をきつく吸引し、シール用フィルム２
の接着剤１４が何らかの理由で十分に気密で無い場合に良好なシールを提供している。
【００８１】
　代替的に、プラスティックフィルム２２は、不織織物又は発泡剤のような別の材料から
なる薄く柔らかい疎水性シートによって置き換えることができる。
【００８２】
　図２１に示すチューブ３の実施形態においては、可撓性のあるプラスティックフィルム
からなるダイアフラム弁２４の形状の一方向弁がどのようにチューブの内側に嵌合してい
るかが図的に示されている。前記プラスティックフィルムはチューブの外被材に部分２５
に沿って接続されており、部分２６は外被材に対して自由に動くことができる。したがっ
て、流体は、矢印Ｓの方向にのみ流れることが可能とされており、輸送はプラスティック
フィルムの接着されていない部分２６の下において実現されている。逆に、流れが矢印Ｔ
の方向にある場合には、部分２６がチューブの外被材に対して密閉状態に押圧されている
ので、矢印Ｔの方向における流体流れはダイアフラム弁によって妨げられる。
【００８３】
　図２２には、本発明による装置が貫入部材２７によって補完されている実施形態が示さ
れている。この貫入部材は、創傷ポケットの上でシール用フィルムに接着剤によって接続
されている。この貫入部材は、創傷の洗浄用の洗浄流体の追加、又は創傷治癒刺激剤の追
加の必要がある場合に、好都合に離間されてシール用フィルムに固定される。貫入部材は
カニューラによるコーティング貫通可能な材料によって構成されており、この材料はカニ
ューラが引き抜かれた際には自己シールする。
【００８４】
　本発明による装置は上述の実施形態に限定されず、多くの変形態様が添付の請求項の技
術範囲の中で可能である。
【００８５】
　例えば、図１９による実施形態においては、メッシュ３０は、シリコーンゲルのような
弾性疎水性ゲルのコーティングによって置き換えることができる。疎水性発泡材料への適
用に関しては、このコーティングは発泡材料の穴の中に少しだけ貫入し、創傷流体が発泡
材料の穴の中に流れる孔を形成するように形成することができる。このようなコーティン
グを有する発泡材料は、特許文献１３に開示されている。
【００８６】
　代替的に、発泡材料は疎水性ゲルの層によってコーティングすることができ、この層は
、コーティング後に孔を開けられて創傷流体のための管路を形成する。
【００８７】
　上述の図示された実施形態においては、有孔の発泡材料は親水性及び疎水性の材料スト
ランドとして特定されていた。勿論、別の親水性及び疎水性の材料が請求項の技術的範囲
内において想到可能である。最も重要な点は、材料ストランドが柔らかく弾性を有するこ
とである。
【００８８】
　例えば、セルロースファイバ、織物ファイバ、熱可塑性ファイバ、又はこれらファイバ
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ューブの中が減圧状態にあるか又は大気圧にある場合に、疎水性ストランドに対する好適
な流体輸送能力及び親水性ストランドの好適な流体保持能力の特性を有する親水性又は疎
水性材料ストランドを作り出すことができる。
【００８９】
　チューブ３の断面は、上述され図示された実施形態にけるように構成する必要は無く、
多くの変形態様が想到可能である。例えば、多くの親水性材料ストランドと多くの疎水性
材料ストランドとを組み込むことができる。また、チューブは、疎水性シートと、この疎
水性シートの頂面上に配置された親水性シートとによって形成することができ、これらシ
ートは親水性コーティングと疎水性コーティングとの多層構造を有するロールに巻かれて
いる。
【００９０】
　また、本発明は、上述の柔らかいチューブが、例えば収容容器に取り付けられた弁にお
いて収集容器に結合される前に既存のシリコーンチューブに合併する形態を備えている。
この領域においては、患者の快適性は明らかに、こすれ易い硬いチューブに関するほどに
は重大ではない。
【符号の説明】
【００９１】
１・・・有孔材料片
２・・・シール用フィルム
３・・・チューブ
４・・・固定部材
５・・・減圧源
６・・・電気ポンプ
７・・・手動ポンプ
８・・・第１のストランド
９・・・第２のストランド
１０・・・チューブ外被部材
１１・・・タブ
１２・・・開口部
１６・・・孔
２１・・・吸収性本体
２２・・・疎水性シート
２３・・・中央開口部
２４・・・ダイヤフラム弁
２７・・・有孔隔壁
３０・・・メッシュ
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