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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体の関節の突き出た部分への貼付け用の創傷被覆材であって、関節の突き出た部分の
一方の側に配置するための細長い第一部分（７）と、関節のもう一方の側に配置するため
の第二部分（８）と、第二部分から延びる二つの耳部分（９）とを具備している創傷被覆
材において、該被覆材の、第一部分と第二部分と耳部分との少なくとも中央部が、吸収要
素（１１）で覆われていて、前記吸収要素の少なくとも一部分が、該被覆材の少なくとも
一つの部分の縁まで延在しており、第一部分の吸収要素の側縁（１２）が、耳部分の吸収
要素（１５）の隣り合う縁に対して基本的に４５～１２０度の角度をなしている、創傷被
覆材。
【請求項２】
　吸収要素が、第一部分（７）の側縁（１２）まで延在していて、残りの縁が、粘着フラ
ンジ（１６）を備えていることを特徴とする、請求項１に記載の被覆材。
【請求項３】
　吸収要素が、耳部分の少なくとも一部分の側縁（１５）まで延在していて、残りの縁が
、粘着フランジ（１６）を備えていることを特徴とする、請求項１に記載の被覆材。
【請求項４】
　第一部分の吸収要素の側縁（１２）が、耳部分の吸収要素（１５）の隣り合う縁に対し
て基本的に６０～１１０度の角度をなしていることを特徴とする、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の被覆材。
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【請求項５】
　第一部分の吸収要素の側縁（１２）が、耳部分の吸収要素（１５）の隣り合う縁に対し
て基本的に７５～１００度の角度をなしていることを特徴とする、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の被覆材。
【請求項６】
　第一部分の吸収要素の側縁（１２）が、耳部分の吸収要素（１５）の隣り合う縁に対し
て基本的に直角を成してい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被
覆材。
【請求項７】
　該被覆材の皮膚と向き合う部分が、粘着剤によって部分的に若しくは完全に覆われてい
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被覆材。
【請求項８】
　吸収要素が発泡体であ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被覆
材。
【請求項９】
　吸収要素がスリット若しくは切れ込みを具備し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被覆材。
【請求項１０】
　該被覆材の縁部分がノッチ若しくはスリットを具備していることを特徴とする、請求項
１～９のいずれか一項に記載の被覆材。
【請求項１１】
　該被覆材が一つ以上の薬品有効成分を具備していることを特徴とする、請求項１～１０
のいずれか一項に記載の被覆材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の技術分野
本発明は、被覆材、特に創傷被覆材に関するものである。この創傷被覆材は、踵あるいは
肘のような身体の関節の突き出た部分に位置する創傷の治療における使用に特に適してい
る。
【０００２】
発明の背景
身体の突き出た部分における創傷は、その領域の解剖学上の複雑さの故に、被覆材あるい
は包帯を固定することが非常に難しい。より良い適合性を得るための試みが、しばしば変
則的な輪郭をもつような被覆材を提供することにより、為されている。
【０００３】
踵の創傷をもった患者に対して良好な生活の質を保証するために、被覆材が、着用して気
持ちが良いことと、また患者が例えば歩行等で活動的であり、また靴を履いている場合に
も使用可能であることとが重要である。このことは、被覆材が、柔軟でしなやかであるこ
とと、確実に足に固定されることとを必要とする。かさばり過ぎる被覆材、又は折り畳み
部、フラップ、若しくは鋭い縁を持った被覆材は、不快感、又は極めて望ましくない圧迫
痛につながる加圧点を生み出すことがある。更に、被覆材が、カッティング等による被服
材の調節をする必要なしに、身体部分と創傷との様々な形とサイズとに適応することがで
きれば望ましい。
【０００４】
創傷被覆材が交換されるたびに、創傷と創傷の周囲の皮膚とが厳しい応力にさらされる。
従って、被覆材が可能な限り長く患者に留まれることが望ましい。このことは、良好な吸
収性と、身体部分の解剖学的構造への優れた適合性とを持った被覆材を必要とする。
【０００５】
被覆材は、しばしば吸収材料として親水コロイドを含んで成ることがあり、前記親水コロ
イドは限られた吸収作用を有するものである。半硬質の若しくは非常に滲出性の創傷に使
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用される場合、これは被覆材のより頻繁な交換はもとより、創傷の、浸解、漏出、剥離、
及び汚染のリスクの増大を招く。
【０００６】
米国特許第５８２７２１３号明細書（Jensenによる）において、親水コロイドのような吸
収性のある粘着物を含んで成る平らな被覆材が開示されている。被覆材は、中央部と、こ
の中央部を取り囲んでいる周辺部とを具備している。周辺部は、中央部よりやや薄い厚さ
を有している。被覆材は、被覆材の周辺部から中央部の中に延在する少なくとも一つの三
角形のガセット部を具備している。ガセットは、内方に延在する折り目を具備しており、
この折り目を使うことによって被覆材は、踵への貼り付けの前に折られて三次元構造にな
る。被覆材を一方向だけで貼り付けることが可能であり、折り畳まれたガセットが、衣服
にくっつくことによる不快感と圧迫痛とを引き起こすことがある。
【０００７】
通常、踵の潰瘍は、足裏、足の側面、若しくは足背に見出される。足の様々な部分もしく
は足の言及された全ての部分を覆うのに十分順応性のある創傷被覆材が好ましい。
【０００８】
突き出た身体部分用の様々な被覆材が公知である。
【０００９】
米国特許第２４４０２３５号明細書（Solomonによる）は、Ｔ字形の指被覆材を開示して
いる。Ｔ字の幹がほぼ長方形の吸収パッドで覆われている。
【００１０】
米国特許第２２５３１０８号明細書（Caseyによる）が、中央吸収パッドを持った指被覆
材を開示している。この被覆材は、指の先端の周りに巻きつくことを実現するために、全
長方向にスリットが設けられている。
【００１１】
スイス国特許第３２１６９３号明細書（Conradsによる）において、指先用の創傷被覆材
が開示されている。この被覆材は、第一部分と第二部分とを具備していて、前記第一部分
と第二部分は、第一部分から第二部分に延びる細長い吸収パッドをもっている。粘着フラ
ンジが第二部分の吸収パッドから延びている。第一部分と第二部分との間の切り込みは、
被覆材が指先の周りに巻きつけられたときにかさばることを回避可能にする。
【００１２】
しかしながら、上述の三つの被覆材の構造は、指先に貼り付けられた場合基本的に二次元
的であり、又踵や肘のような関節への貼り付けには適していない。
【００１３】
欧州特許第５５２２７１号明細書（Smith & Nephewによる）は、発泡体のような吸収材料
の三次元創傷被覆材を開示している。被覆材は、外皮の形を作り出すように共に溶着され
て踵を包み込む。踵に対する被覆材のサイズを調節することが不可能であるので不快感を
招く。従って、それは身体部分のサイズの限られた範囲だけに適合し、そして患者に被覆
材を固定するために第二の被覆材が更に必要とされる。溶着ラインが、圧迫痛を引き起こ
すことはもとより、前記ラインにおける吸収が制限されることがある。
【００１４】
米国特許第５８２０５７８号明細書（Johansenによる）が、中央部分と、中央部分から放
射状に延びる複数の粘着フラップとを具備した創傷被覆材を開示している。フラップは、
互いに独立して動き又曲がることが可能である。この被覆材は、大きくされるとかさばる
ので、小さな創傷に最も適している。更に、粘着剤はコールドフローであるので粘着フラ
ップを望ましくない様態で結合することがある。
【００１５】
したがって、高い吸収性と、身体の関節の突き出た部分の様々な創傷場所に皺を作ること
或いはかさばりを生じることなしにサイズを合わせる能力と、に適合した被覆材に対する
必要性がまだ存在する。そのような被覆材を本発明による被覆材により実現することが可
能なことが、驚いたことに見出された。
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【００１６】
発明の簡単な説明
本発明は、身体の突き出た部分への貼付けのための創傷被覆材に関するものであり、前記
被覆材は、身体の突き出た部分の一方の側に配置するための細長い第一部分と、身体のも
う一方の側に配置するための第二部分と、第二部分から延びる二つの耳部分とを具備して
いる。
【００１７】
本発明は添付図を参照しながらより詳細に説明される。
【００１８】
発明の詳細な説明
本発明は、身体の関節の突き出た部分への貼り付け用の創傷被覆材に関するものであり、
前記被覆材は、関節の突き出た部分の一方の側に配置するための細長い第一部分と、関節
のもう一方の側に配置するための第二部分と、第二部分から延びる二つの耳部分とを具備
しており、そこでは被覆材の第一部分と、第二部分と、耳部分との少なくとも中央部分が
吸収要素によって覆われ、また前記吸収要素の少なくとも一部分が、被覆材の少なくとも
一つの部分の縁まで延在していて、さらに第一部分の吸収要素の側縁が、耳部分の吸収要
素の隣り合う縁に対して基本的に４５～１２０度の角度をなしている。
【００１９】
第一部分の吸収要素の側縁が、耳部分の吸収要素の隣り合う縁に対して基本的に６０～１
１０度の角度であることが好ましい。
【００２０】
第一部分の吸収要素の側縁が、耳部分の吸収要素の隣り合う縁に対して基本的に７５～１
００度の角度であることがより好ましい。
【００２１】
第一部分の吸収要素の側縁が、耳部分の吸収要素の隣り合う縁に対して基本的に直角であ
ることが最も好ましい。
【００２２】
吸収要素の二つの側縁の間に１８０度未満の角度を有することにより、被覆材が身体部分
に貼り付けられたとき吸収要素の三次元構造が実現される。
【００２３】
本発明による被覆材によって被覆される関節は、常にではないが多くの場合ほぼ直角に交
わる面を有している。吸収要素の隣り合う二つの側縁の間の角度を身体部部の角度に合わ
せることにより、被覆材の完全な適合が実現される。被覆材における９０度未満の角度が
、９０度より大きい関節に適合し、被覆材の９０度より大きい角度が、９０度未満の関節
に適合するであろう。
【００２４】
本発明の一つの実施例では、吸収要素が第一部分の側縁まで延在していて、残りの縁が粘
着フランジを備えている。
【００２５】
本発明の別の実施例では、吸収要素が耳部分の少なくとも一部の側縁まで延在していて、
残りの縁が粘着フランジを備えている。
【００２６】
吸収要素は、被覆材の耳部分の少なくともあるところまで延在している。吸収要素の拡張
部分が、被覆材の細長い第一部分に対して直角であることが好ましい。このことは、吸収
要素の縁が接触することを可能にし、不連続な継ぎ目の領域が基本的にない状態で身体部
分に貼り付けられる三次元被覆材を形成する。
【００２７】
吸収要素の一部分を被覆材の縁にまで延ばすことにより、いくつかの利点が得られる。吸
収要素の一部分に沿って粘着フランジがない場合、被覆材の吸収要素は、突き出た身体部
分に貼り付けられたとき、直角な縁が三次元的な創傷接触部の中で接触するかあるいは重
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なり合うので、吸収材料の広い連続した領域を生み出す。例えばカッティングにより被覆
材のサイズを調節したり、異なるサイズの被覆材を使用したりする必要なしに、被覆材を
例えば踵等の身体部分の様々なサイズに適合させることを重なり合いが可能にする。例え
ば発泡体のような軟らかくてしなやかな吸収要素が使用される場合、重なり合いは、分厚
さ若しくは加圧点を生み出すことはない。
【００２８】
踵のような突き出た身体部分に貼り付けられるとき、被覆材の縁まで延在する吸収要素を
具備する被覆材の一部分が最初に貼り付けられて固定され、次に被覆材の残りの部分が踵
の周りに巻きつけられて創傷部を封じ込める。耳部分は、加圧点を生み出す傾向のあるフ
ラップもしくは折り目のない滑らかな面を保証する。
【００２９】
被覆材の皮膚に向き合う部分は、部分的にもしくは完全に粘着剤で覆われることがある。
【００３０】
被覆材は、貼付けまでは平らであり、そして貼付けの際に三次元構造になって、身体部分
及び創傷の、多様な形状とサイズとに適合することを可能にする。
【００３１】
本発明の被覆材が実質的に凹状の輪郭を有することによって、被覆材の優れた順応性が獲
得される。
【００３２】
被覆材の順応性は、本発明による被覆材の縁部分におけるノッチもしくはスリットによっ
て更に高めることができる。
【００３３】
被覆材の大きな順応性は、被覆材を身体部分の様々な位置に貼り付けることを可能にする
。踵の創傷を治療する場合、踵の創傷のいくつかは踵の側面に見い出される。このことは
、従来の踵被覆材が踵の周りに対称的に貼り付けられるように作られているので、従来の
踵被覆材を使用することを困難にする。しかしながら、本発明による被覆材は、その優れ
た順応性の故に、問題なく踵の側面に貼り付けることができる。
【００３４】
吸収要素を有することにより、良好な吸収能力が獲得される。貼付けの際に生み出される
連続的三次元吸収要素は、創傷部の完全なカバーを保証して漏出と汚染のリスクを低減さ
せる。
【００３５】
被覆材の周囲の広い粘着フランジは、被覆材を身体部分に固定して損耗時間を長引かせる
。更に、フランジは被覆材の縁を滑らかにして、加圧点のリスクを低減させ、又患者が靴
下と靴を履くのを容易にする。踵の創傷に被覆材を有しているとき、被覆材の縁がアキレ
ス腱の方向に延びているなら、被覆材は靴との干渉についてのリスクを低減するであろう
。
【００３６】
吸収要素は、付着性を有しているか或いは粘着剤を含んで成るものであってよい。
【００３７】
吸収要素が粘着性ではないなら、その時剪断力が広範囲にわたって分布してその結果皮膚
に対する応力を減少させるので、望ましい。吸収要素の周囲の粘着フランジは比較的広い
ことが好ましく、このことが、大きな応力の下でも被覆材の良好な粘着性を提供するだけ
でなく、個々の要求に合わせるために、吸収要素と干渉することなく被覆材をカッティン
グすることによる調節を可能にする。
【００３８】
吸収要素は、カルボキシメチルセルロースアルギン酸塩もしくは他の多糖類のような天然
もしくは合成の材料の、不織布もしくは発泡体であってよい。
【００３９】
本発明の一つの実施例では、吸収要素は発泡体である。
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【００４０】
好適な実施例では、発泡体はポリウレタンである。
【００４１】
吸収要素は、それが貼り付けられる創傷及び／又は身体部分に従って、種々のサイズ或い
は形状を有している。本発明のある実施例では、吸収要素は被覆材の細長い第一部分から
被覆材の第二部分の上に延在している。
【００４２】
本発明の別の実施例では、吸収パッドは、被覆材の耳部部の上に延在して一対の“翼”を
作り出していて、これらの翼の縁が細長い第一部分に対してほぼ直角をなしている。被覆
材が身体部分で組み立てられるとき、吸収要素の直角を成す二つの縁は、一方の縁に粘着
フランジがないことに起因して接触し、そして連続的な創傷吸収要素を作り出す。耳部分
の粘着フランジは漏出しないことを保証する。
【００４３】
吸収要素は、被覆材の順応性を高めるためにスリットもしくは切れ込みを具備している。
【００４４】
細長い第一部分の端部における粘着フランジは、吸収要素に覆われている部分より広くて
よい。
【００４５】
吸収要素は、優れた滲出処理性、及び漏出と浸解とを低減することと共に、創傷部への圧
力再分配による緩衝性を獲得することを可能にする、比較的厚い発泡体パッドであること
が好ましい。
【００４６】
被覆材は、フィルム、不織布、もしくは発泡体等の最上層を具備している。最上層は、好
ましく可撓性を有した従順な最上層であり、又粘着層が、最上層の皮膚接触面の少なくと
も縁部分を覆っている。吸収要素は、覆われた最上層の中央部分に位置決めされて、粘着
剤で覆われた最上層の部分を、吸収要素を取り囲む不連続なフランジとして残す。
【００４７】
本発明による被覆材の最上層は、例えばポリウレタンの、フィルム、発泡体、もしくは不
織布、又はフィルム若しくは層の組み合わせのようなどんな層であってもよく、前記最上
層は、接着剤との組み合わせにおいて、本発明による被覆材の所望の特性を示す。フィル
ムは例えば、ポリオレフィン材料、ポリウレタン材料、若しくはポリエチレンであってよ
い。
【００４８】
最上層は、蒸気に対しては透過性であるが水に対しては不透過性であることが好ましい。
【００４９】
最上層についての好適な材料はポリウレタンである。
【００５０】
最上層は、粘着剤によって部分的に若しくは完全に覆われている。被覆は、図形の形をし
ているか、又は例えばフランジにだけ設けられることがある。
【００５１】
本発明の被覆材の粘着剤は、生物のいかなる部分の皮膚、粘膜、及び／又は創傷部に本質
的に粘着可能であることを知られた皮膚に優しい粘着剤であって、親水コロイドを含んで
成る好適な粘着剤である。適切な粘着剤は、例えば米国特許第４３６７７３２号明細書で
開示されている粘着剤のような、吸湿材料を含んだ親水コロイドである。粘着剤は、親水
性の領域を含んだ、皮膚に優しいアクリル酸塩粘着剤を含んで成ることもある。粘着剤は
、基本的に一様であるか、又は国際公開第８９／０５６１９号パンフレットもしくは国際
公開第９４／１５５６２号パンフレットで開示された粘着剤のような異なる組成を有した
異なる領域により構成されることがある。
【００５２】
本発明の粘着剤組成に混合するための適切な親水コロイドは、天然に生じている親水コロ
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イド、半合成親水コロイド、及び合成親水コロイドから選択される。
【００５３】
より詳しくは、親水コロイドは、ガーゴム、イナゴマメゴム（ＬＧＢ）、ペクチン、アル
ギン酸塩、ゼラチン、キサンタンゴム及び／又はカラヤゴム、セルロース誘導体（例えば
、カルボキシメチルセルロースナトリウムのようなカルボキシメチルセルロースの塩類、
メチルセルロース、及びヒドロキシプロピルメチルセルロース）及び／又はナトリウムス
ターチグリコレート及び／又はポリエチレングリコールから好ましく選択される。
【００５４】
本発明の好適な実施例では、粘着剤は親水コロイドを含んで成るものである。薄くて可撓
性のある親水コロイドが、好適であって、被覆材の最大限の可撓性と伸縮性とを得ること
を可能にし、それによって被覆材の損耗時間を長くする。
【００５５】
本発明による被覆材は、典型的には、最上層、粘着剤層、及び吸収要素を含んで成る積層
品の形をしており、また使用前に剥がされる一つ以上の剥離ライナもしくはカバーフィル
ムによって、随意的に部分的もしくは完全に覆われている。被覆材は、使用前に剥がされ
る最上層を更に具備することがある。
【００５６】
被覆材の皮膚接触面は、一つ以上の剥離ライナによって覆われることがある。
【００５７】
本発明の被覆材との使用に特に適している剥離ライナは、クラフト紙、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリエステル、もしくはこれら材料のいずれかの複合材料から作られるこ
とが可能である。ライナは、フルオロケミカルもしくはシリコンのような剥離剤で好まし
く覆われている。剥離ライナは、それが存在するなら、貼付けの、前、最中、もしくは後
に剥がされる。貼付けの後で剥がされる場合にだけ、剥離ライナは、貼付け中にタブ部材
もしくはつまみとして機能できる。
【００５８】
剥離ライナの構造は、被覆材の身体部分への貼付けを容易にすることができる。本発明の
好適な実施例において、剥離ライナは、細長い第一部分と第二部分とを包含する中央部分
、及び被覆材の耳部分の二つのタブ部材という、三部分に分けられている。これらのタブ
部材は、患者への貼付けの際に被覆材をより簡単に取り扱うことを可能にする。貼付けは
以下のとおりである。最初に剥離ライナの中央部分が剥がされ、次に被覆材が、踵の形に
ぴったり合うように、細長い第一部分と第二部分との間の移行部において概ね９０度の角
度に折られる。細長い第一部分の末端部の粘着フランジは、アキレス腱に沿って踵の上方
の皮膚に固定され、その結果折り目は踵の稜部分に対応する。説明された粘着剤の残りの
部分は、足の下で固定される。タブ部材の一つが剥がされて、被覆材のその耳部分が、発
泡体の縁が接するか又は重なり合うようなやり方で貼り付けられる。残った耳部分に関し
ても同様に実施され、同時に被覆材が足の形に一致するように被覆材が貼り付けられるこ
とを確実にする。
【００５９】
一つの剥離ライナと、被覆材の耳部分の二つのタブ部材との三部分システムが、使用を容
易にし、そして被覆材が無菌で貼り付けられ、また最初から正確に位置決めされることを
保証する。
【００６０】
剥離ライナは、本発明の被覆材の使用中には存在せず、それゆえ本発明自身の必須部分で
はない。
【００６１】
被覆材は、一つ以上の薬用有効成分を更に含んで成ることがある。
【００６２】
本発明による被覆材は、ｐＨ指示薬、酸素分圧指示薬、温度指示薬、遊離基機構指示薬、
もしくは例えばコラーゲンの形成を示すバイオテクノロジーのアッセイの指示薬のような
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創傷治療に結び付けられた指示薬を含んで成ることがある。
【００６３】
本発明による被覆材が、創傷の形成及び／若しくは皮膚異常に対する治療又は予防のため
に、創傷治療に結び付けられた指示薬、痛み止め、又は同様の手段を含んで成ることも有
利である。
【００６４】
このことは、創傷の複合した治療と有効成分の簡単で滅菌された塗布とに関して展開し、
例えば成長ホルモンもしくはポリペプチド成長因子等のサイトシン（cytochine）のよう
な有効成分を混和することによって、薬剤がその効能を創傷部に対して発揮するところの
創傷部の中に、局部的な塗布に適した形にあるそのような有効成分の混和を生み出す。別
の薬剤としては、例えば、ヨードチンキ、及びヨードポビドンコンプレックス、及びクロ
ラミン、及びクロロヘキセチジン、及びスルファジアジン、もしくは硝酸銀、もしくは酢
酸銀、もしくは乳酸銀、もしくは硫酸銀、もしくは銀-ナトリウム-チオ硫酸塩、もしくは
塩化銀のような銀塩、及び亜鉛とその塩類、及びメトロニダゾル、及びサルファ剤、及び
ペニシリン等の静菌性のもしくは殺菌の化合物、並びに／又は例えばＲＧＤトリペプチド
とその他同類のもの、及びプロテイン、及びタウリンのようなアミノ酸、及びアスコルビ
ン酸のようなビタミン等の組織治癒促進剤、並びに／又は例えばペプシン、及びトリプシ
ンとその他同類のもの等の創傷部の清浄化のための酵素、並びに／又はlllostatもしくは
エチレンジアミン四酢酸のような蛋白質分解酵素阻害剤もしくは金属蛋白質分解酵素阻害
剤、並びに例えば癌組織の中への薬剤の外科的挿入における使用のための細胞傷害性剤及
び増殖抑制剤、並びに/又はリドカインもしくはチンコカイン（chinchocaine）のような
鎮痛剤、並びに/又は皮膚軟化剤、もしくはレチノイドもしくは本発明の様態であるとみ
なされる冷却効果を有する薬剤等の局所適用のために随意的に使用されることがある他の
治療剤がある。
【００６５】
本発明による被覆材は、踵、肘、指、若しくはつま先のような突き出た身体部分への貼付
けに適している。この被覆材は、特に踵への貼付けに適している。
【００６６】
図面の詳細な説明
図１には、本発明の実施例が断面で示されている。被覆材は、粘着層（２）で覆われた最
上層（１）と吸収要素（３）とを具備している。被覆材の皮膚への接触面は、一つ以上の
剥離ライナで随意的に覆われていてもよく、実施例では三つの剥離ライナ（４、５、６）
が示されており、二つの折りたたまれた剥離ライナ（５、６）が、被覆材の貼り付けの際
にタブ部材若しくはつまみとして機能する。
【００６７】
図２は、下から見た本発明の同じ実施例を示している。被覆材は、細長い第一部分（７）
と第二部分（８）とを具備しており、前記第二部分（８）から二つの耳部分（９）が延び
ている。被覆材は、細長い第一部分の一部において被覆材の縁（１２）まで延在している
吸収要素（１１）を更に具備している。吸収要素（１１）は、被覆材の第二部分（８）か
ら延びている耳部分（１３）まで延在している。細長い第一部分（７）と、第二部分（８
）との間の角において、貼り付けられたときに被覆材の隅を滑らかにするために、吸収要
素は切込（１４）を有している。第一部分の吸収要素の側縁（１２）は、耳部分の吸収要
素（１５）の隣り合う縁に対して基本的に直角である。耳部分は、広い粘着フランジ（１
６）を備えている。剥離ライナの位置は、点線で示されている。
【００６８】
図３は、踵（１７）に貼り付けられた本発明の同じ実施例を示している。被覆材の細長い
第一部分（７）が、踵の下に固定され、第二部分（８）がアキレス腱に沿って上方に固定
され、最後の耳部分（９）が、脚の下で細長い第一部分の上に固定されている。
【００６９】
被覆材は、図４に示されるように踵の側面に貼り付けられることもある。この場合、被覆
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材の細長い第一部分（７）が踵の稜に沿って固定され、被覆材の第二部分（８）が足の側
面に固定される。耳部分（９）が踵の側面の周りに固定される。
【００７０】
図５は本発明の別の実施例を示している。この実施例では、吸収要素（１８）が耳部分（
２０）の縁（１９）まで延在しており、一方細長い第一部分（２１）の吸収要素が粘着フ
ランジ（２２）により取り囲まれている。この実施例では、二つの剥離ライナがふさわし
く、一方が細長い第一部分を覆い、もう一つが被覆材の残りの部分を覆っている。貼り付
けられるとき、被覆材の第二部分及び耳部分が最初に固定され、次いで傷口が細長い第一
部分によって封じ込められる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の実施例の断面図である。
【図２】　図２は、実施例を下から見た図である。
【図３】　図３は、踵に貼り付けられた本発明の被覆材を示した図である。
【図４】　図４は、踵の側面に貼り付けられた本発明の被覆材を示した図である。
【図５】　図５は、本発明の別の実施例を示した図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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