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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷部位に局所負圧をかけるための、創傷を被覆するための装置であって、当該装置は
、
　液体および気体透過性の伝達層（１０５）と、
　前記伝達層（１０５）の上に位置する、創傷滲出液を吸収するための吸収層（１１０）
と、
　前記吸収層（１１０）の上に位置し、第１のオリフィス（１４５）を備える気体不透過
性のカバー層（１４０）であって、前記カバー層（１１０）は水蒸気透過性がある、気体
不透過性のカバー層（１４０）と、
　前記気体不透過性のカバー層（１４０）の上部にシールされた吸引ポート（１５０）で
あって、前記第１のオリフィス（１４５）を覆って前記第１のオリフィス（１４５）を通
して負圧を伝えるように構成された、吸引ポート（１５０）と、
　伝達層（１０５）の下に位置する創傷接触層（１０２）であって、前記カバー層（１４
０）および前記創傷接触層（１０２）は、前記吸収層（１１０）のエッジ領域を越えて被
覆材の中央領域（２０１）から外向きに延在して周辺領域（２００）を形成し、前記カバ
ー層（１４０）および前記創傷接触層（１０２）は前記周辺領域（２００）において共に
シールされる、創傷接触層（１０２）と、
　を備え、前記吸引ポート（１５０）は、前記第１のオリフィス（１４５）の周囲の周り
で前記カバー層（１４０）にシールされ、かつ前記第１のオリフィス（１４５）を覆いか
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つ前記吸引ポート（１５０）にシールされたフィルター膜を備える、装置。
【請求項２】
　前記カバー層（１４０）が、湿潤時に増大される水分透過速度を有する材料から作られ
たフィルムを備える請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記フィルター膜は前記カバー層（１４０）にさらにシールされた請求項１記載の装置
。
【請求項４】
　前記吸収層（１１０）が、前記第１のオリフィス（１４５）の下に位置する第２のオリ
フィスを備える請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のオリフィス（１４５）が、前記第２のオリフィスを通して前記伝達層（１０
５）に結合された請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記創傷接触層（１０２）が、前記伝達層（１０５）の下に位置する、有孔の創傷接触
層である請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記創傷接触層（１０２）の下面および／または上面に、接着剤層をさらに備える請求
項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記創傷接触層（１０２）の下面に、リリース可能保護層をさらに備える請求項６また
は７に記載の装置。
【請求項９】
　前記創傷接触層（１０２）中におよび／または前記吸収層（１１０）中に、抗菌剤をさ
らに含む請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　鎮痛剤および／または細胞活性強化剤をさらに備える請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　臭気トラップ剤をさらに含む請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　創傷被覆材の概略形状が、丸みを帯びたコーナー領域を有する、長方形である請求項１
１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記吸引ポート（１５０）および前記第１のオリフィス（１４６）が、中央位置よりも
、前記被覆材の一端により近づけて配置された請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記吸引ポート（１５０）と流体連通しかつ前記伝達層（１０５）に負圧を伝えるよう
に構成された、ポンプをさらに備える請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　長いチューブ（２２０）をさらに備え、前記チューブ（２２０）が第１端部で前記吸引
ポート（１５０）に結合され、かつ第２の端部でポンプユニットに結合されて流体が前記
被覆材から送り出されるようにする請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、創傷を被覆するための方法および装置、ならびに創傷被覆材を製造する方法
に関する。特に、しかし限定することなく、本発明は、創傷被覆材自体が傷口から取れた
創傷滲出液を収集し貯蔵する廃棄物キャニスタとしての機能を果たす、局所負圧（ＴＮＰ
）治療中に使用可能な創傷被覆材に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＴＮＰ治療効果を高めるための他の治療方法と共に、創傷の局所負圧（ＴＮＰ）治療の
用途の装置およびその使用方法の提供に関する多くの先行技術が入手可能である。このよ
うな先行技術の例を下記に記載し、簡単に説明する。
【０００３】
　ＴＮＰ治療は、組織浮腫を軽減すること、血流を促進すること、肉芽組織の形成を活発
にすること、余分な滲出液を取り除くことにより創傷を閉じ治癒することを促進し、また
細菌負荷、すなわち、創傷への感染を低減することもできる。さらに、ＴＮＰ治療は、創
傷の外側からの弊害を減らすことができ、より早い治癒を促進する。
【０００４】
　ある先行技術の装置および方法は、通常使用される装置が複雑であり、装置の操作およ
びメンテナンスの方法について専門知識を有する人が必要であり、また、比較的重くて大
きいため患者が病院にいるときのみ適用でき、例えば、患者自身による病院環境の外での
容易な携帯には対応していない。
【０００５】
　持続的な入院を必要としないが、ＴＮＰ治療の長期利用が役立つ、比較的深刻でない創
傷を有する患者は、容易に持ち運びおよびメンテナンス可能なＴＮＰ治療装置の利用の可
能性次第で、家または職場で治療を受けられるかもしれない。この目的のために、患者が
運ぶことができ、ベルトやハーネスにクリップできるポータブルＴＮＰ治療ユニットを提
供することが知られている。これにより、負圧を傷口に適用することができる。
【０００６】
　ＴＮＰ治療の間、ポータブルまたは携帯できない治療ユニットは、傷口に負圧を発生す
る。ガスおよび創傷滲出液材を含む流体が傷口から取り除かれると、これは傷口から離れ
たある方式において収集されてなくてはいけない。先行既知の治療ユニットでは、創傷滲
出液材の収集および貯蔵は、通常治療ユニットのポンプユニットへ接続された廃棄物キャ
ニスタによって実行される。しかしながら、キャニスタの使用は、治療ユニット装置自体
が非常に大きくなり、製造コストがかかる結果をもたらす。また、創傷滲出液が収集され
るキャニスタ内のキャニスタまたはバッグを交換することは、時間がかかり、比較的非衛
生的な工程であり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の課題の少なくとも一部を軽減することが本発明の目的である。
【０００８】
　本発明のある実施形態の目的は、傷口に負圧を提供し、治療中に傷口から引かれた創傷
滲出液が傷被覆材内で収集され、貯蔵されることにおいて、傷口が閉じ治癒することを促
進することである。
【０００９】
　本発明のある実施形態の目的は、被覆材を交換しなければなれない頻度を減らす、創傷
滲出液を吸収する増加された限度容量を有する創傷被覆材を提供することである。
【００１０】
　本発明のある実施形態のさらなる目的は、被覆材を通過する創傷滲出液の移動を管理し
て、被覆材の寿命を縮めることに繋がる妨害が起こることを避けることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のある第１の態様によると、傷口に局所負圧をかけるための創傷を被覆するため
の装置であって、当該装置は、液体および気体透過性の伝達層と、伝達層の上に位置する
、創傷滲出液を吸収するための吸収層と、吸収層の上に位置し、第１のオリフィスを備え
る、気体不透過性のカバー層と、を備え、カバー層は、水蒸気透過性である、装置を提供
する。
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【００１２】
　本発明のある第２の態様によると、傷口に局所負圧（ＴＮＰ）をかける方法であって、
創傷被覆材のカバー層のオリフィスに負圧をかけるステップであって、傷口の周囲領域は
、前記創傷被覆材でシールされており、これにより、空気および創傷滲出液が前記オリフ
ィスに向けて引き込まれる、ステップと、創傷被覆材の伝達層を通って、創傷被覆材の吸
収層内に創傷滲出液を収集するステップと、創傷被覆材のカバー層を通して吸収層に収集
された創傷滲出液の水分を蒸発させるステップと、を備える方法が提供される。
【００１３】
　本発明のある実施形態は、創傷被覆材が負圧治療工程の間に出る創傷滲出液を収集する
ために使用され得る。さらに、創傷滲出液の水分構成を放出させることによって被覆材が
機能する寿命を延ばす。
　創傷被覆材から離れたポンプは、創傷被覆材自体が創傷滲出液を収集するために使用さ
れる間に創傷被覆材に接続されかつ再利用され得、次いで使用後に捨てられてもよい。
【００１４】
　本発明の実施形態は、例示目的のみの添付図を参照に以下に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】創傷被覆材を示す図である。
【図２】創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図３】バッフル要素を含む創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図４】バッフル要素を含む、さらなる創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図５】一実施形態におけるバッフル要素を示す図である。
【図６】１つのバッフル要素を含む創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図７】空気経路を含む創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図８】２つの空気経路を含む創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図９】流体連結通路を通して結合される被覆層における２つの開口を含む創傷被覆材の
上面図を示す図である。
【図１０】流体連結通路の実施形態を示す図である。
【図１１】吸引口の上面図を示す図である。
【図１２】フィルター素子を含む吸引口を示す図である。
【図１３】フィルター素子を含む、さらなる吸引口を示す図である。
【図１４Ａ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｂ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｃ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｄ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｅ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｆ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｇ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｈ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｉ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｊ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｋ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１４Ｌ】創傷被覆材内のバッフル素子の例示的構成の範囲を示す図である。
【図１５】創傷被覆材の伝達層におけるバイアスの例示的構成を示す図である。
【図１６】被覆層の細長い開口を含む創傷被覆材の上面図を示す図である。
【図１７】創傷治療システムの実施形態を示す図である。
【図１８Ａ】患者への創傷治療システムの実施形態の使用および適用を示す図である。
【図１８Ｂ】患者への創傷治療システムの実施形態の使用および適用を示す図である。
【図１８Ｃ】患者への創傷治療システムの実施形態の使用および適用を示す図である。
【図１８Ｄ】患者への創傷治療システムの実施形態の使用および適用を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図において、同類の符号は同類の部材を意味する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態における創傷被覆材１００の断面図を示す。創傷被覆材１０
０の上からの平面図が、図１に示す断面図の位置を示す直線Ａ－Ａと共に図２に示される
。図１が装置１００の一般化された概略図であることが理解されるだろう。本発明の実施
形態が、局所負圧（ＴＮＰ）システムにおいて一般的に適用可能であることが理解される
だろう。簡単に、負圧創傷治療は、組織浮腫を軽減すること、血流および微粒子状細胞の
形成を促進すること、余分な滲出液を取り除くことにより、多くの形状の「治り難い」創
傷を閉じて治癒するのに役立ち、細菌負荷（およびそれにより感染リスク）を軽減するこ
ともできる。また、治療は、より早い治癒に繋がるように創傷の弊害を減らすことができ
る。ＴＮＰシステムは、流体を取り除くことのより、また、閉じたところに近接する位置
の組織を安定させることを助長することにより、手術で閉じた創傷の治癒にも役立つ。Ｔ
ＮＰのさらなる有効利用は、余分流体の除去が重要であり、組織の移植片の近くで閉じる
ことが組織生存性を確かにするために必要であるところの移植片および組織弁において認
められる。
【００１８】
　創傷被覆材１００は、処理される傷口を覆うように位置することができる。創傷被覆材
１００は、傷口を覆うシールされた空洞を形成する。当然のことながら、本明細書の参考
例は創傷について述べられている。このような意味で、創傷との用語は、幅広く解釈され
るべきであり、皮膚が破れた、切られた、または刺された、あるいは、外傷が打撲傷を引
き起こすところの、開いた、または閉じた創傷を包含する。つまり、創傷は、流体が生じ
るまたは生じないところの組織のあらゆる創傷した領域として幅広く定義される。このよ
うな創傷の例は、限定することなく、切開、裂傷、擦り傷、打撲、火傷、糖尿病性潰瘍、
褥瘡、ストーマ、手術の傷、外傷、および静脈性潰瘍などを含む。本発明を実施する装置
の負圧範囲は、－２０ｍｍＨｇ～－２００ｍｍＨである（これらの圧力は通常の環境大気
圧に対するものであり、よって、－２００ｍｍＨｇは、実際的な言い方をするなら約５６
０ｍｍＨｇであろうことに留意されたい）。適切に、圧力範囲は、約－４０ｍｍＨｇ～－
１５０ｍｍＨｇであってもよい。または、－７５ｍｍｈｇまで、－８０ｍｍｈｇまで、ま
たは－８０ｍｍｈｇを超えるある力範囲が使用されてもよい。または適切に、－７５ｍｍ
Ｈｇより低い圧力範囲が使用されるかもしれない。または、－１００ｍｍＨｇを超える、
または－１５０ｍｍＨｇを超える圧力範囲が使用されるかもしれない。
【００１９】
　ある実施形態では、傷口に部分的または完全に創傷填塞材が充填されることが好ましい
場合がある。この創傷填塞材は付随的であるが、所定の創傷、例えばより深い創傷には所
望される場合がある。創傷填塞材は、創傷被覆材１００に追加して使用され得る。創傷填
塞材は、一般的に多孔質かつ従順な材料、例えば、発泡体（および網状発泡体を含む）か
ら成ってもよい。好ましくは、創傷填塞材は全ての空間を満たすために傷口内に適合する
サイズまたは形状である。創傷被覆材１００は、次いで、傷口および傷口を覆う創傷填塞
材の上に配置される。創傷填塞材が使用されるとき、一度創傷被覆材１００で傷口が塞が
れると、ＴＮＰは、創傷被覆材１００を通過して、創傷填塞材を通過して傷口にポンプか
ら伝達される。この負圧は、創傷滲出液および他の流体または分泌物を傷口から引き出す
。
【００２０】
　当然のことながら、本発明のある実施形態によると、もたらされる圧力は、１つ以上の
所望かつ所定の圧力プロファイルに従って時間周期で調節されてもよい。例えば、このよ
うなプロファイルは、２つの所定の負圧Ｐ１およびＰ２間で負圧を調整するステップを含
んでもよく、これにより、所定周期時間Ｔ１の間、Ｐ１で略一定に保たれ、次いで、可変
ポンプ動作または流体の限定などの適切な手段により、新しい所定に圧力Ｐ２へ調整され
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る。この圧力は、別の所定の周期時間Ｔ２の間、略一定に保たれてもよい。
　２つ、３つ、４つまたはそれ以上の所定圧力値と対応する時間周期とが付随的に利用さ
れてもよい。適切に、例えば、正弦波、痛む歯、収縮－拡張などのより複雑な振幅／周波
数の波形が、用意されてもよい。
【００２１】
　図１に図示するように、創傷被覆材１００の下面１０１は、付随的な創傷接触層１０２
によって設けられる。創傷接触層１０２は、ポリウレタン層またはポリエチレン層、ある
いは、例えば熱針工程、レーザーアブレーション工程、超音波工程、または別の方法で穿
孔された、または、液低および気体が投下できるように作られた別の可塑性層であり得る
。創傷接触層は、下面１０１と上面１０３とを有する。貫通孔１０４は、創傷接触層にお
ける貫通した穴であり、これにより、流体がこの層を通過して流れることを可能にする。
創傷接触層は、創傷被覆材の別の材料内への組織の内部成長の防止に役立つ。貫通孔は、
この必要条件を満たすほど小さいが、同時に流体を通すことができる。例えば、０．０２
５ｍｍ～１．２ｍｍの範囲のサイズを有する、スリットまたは穴として成形された貫通孔
が、被覆材内に創傷滲出液を流すことを可能にしつつ、創傷被覆材内への組織の内部成長
の防止に役立つほど小さいと考えられる。創傷接触層は、創傷被覆材全体を一緒に保持す
るのに役立ち、かつ、創傷での負圧を保持するために吸収パッドの周りに気密シールを作
り出すことに役立つ。創傷接触層はまた、付随的な下および上接着層（図示せず）のキャ
リアとして機能する。例えば、下の感圧接着層が、創傷被覆材の下面１０１上に設けられ
、一方、上の感圧接着層は、創傷接触層の上面１０３上に設けられる。シリコーン、ホッ
トメルト、親水コロイドまたはアクリル基質接着剤、あるいは他の類似した接着剤であっ
てもよい感圧接着剤は、創傷接触層の両面、または、付随的に、選択された一面上に形成
されてもよいし、どちらの面にも形成されてなくてもよい。下の感圧接着層が利用される
と、このことが傷口周辺の皮膚へ創傷被覆材の貼着に役立つ。
【００２２】
　多孔質材料の層１０５は、創傷接触層に上に位置する。この多孔質層または伝達層１０
５は、傷口からの液体および気体を含む流体の創傷被覆材の上の層への伝達を可能にする
。特に、伝達層１０５は、オープンな空気経路が、吸収層がかなりの量の滲出液を吸収し
たときでさえ、創傷エリア上に負圧を伝えることを維持できることを確実にする。層は、
上述の負圧創傷治療の間に適用されるだろう一般的な圧力下でオープンであり続けるべき
であり、これにより、傷口全体が均一の負圧を受ける。層１０５は、連続気泡発泡体、ス
ペーサ編みまたは織布（例えば、ウェフトニットポリエステルＢａｌｔｅｘ７９７０（登
録商標））、または不織布を含む３次元構造を有する材料で形成される。
【００２３】
　適切には、伝送層は、８４／１４４加工のポリエステルである最上層（つまり、使用中
の創傷床から離れた層）と、１００デニールフラットポリエステルである最下層（つまり
、使用中の創傷床に近接する層）と、編まれたポリエステルビスコース、セルロースまた
は同類のモノフィラメント繊維によって画定された領域である、これら２つの層の間に挟
まれた第３の層と、を含む３Ｄポリエステルスペーサ布層を備える。もちろん、他の材料
および他の線量密度の繊維が使用される場合もある。
【００２４】
　本明細書を通して、モノフィラメント繊維について述べられている一方で、当然、マル
チフィラメントの代用物が利用されることもある。
【００２５】
　つまり、上スペーサ布は、下スペーサ布を形成するために使用される糸を作るフィラメ
ントの数より、上スペーサ布を形成するために使用される糸においてより多くのフィラメ
ントを有する。
【００２６】
　離間した層間におけるフィラメントの数の違いは、伝送層を横断する水分流を調整する
のに役立つ。特に、上層においてより多くの数のフィラメントを有する、すなわち、上層
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が下層に使用される糸より多くのフィラメントを有する糸から作られることによって、液
体は、下層より、上層に沿ってより多く逃がされる傾向にある。使用において、この違い
は、吸収層が液体を封入する、または、液体が放出される被覆層に向けて液体を逃がすこ
とを促進する被覆材の中央領域に創傷床から液体を引き出しやすくする。
【００２７】
　適切には、伝送層を横断する（言い換えると、上および下スペーサ層間に形成される経
路領域に垂直に）液流を改善するために、３Ｄ布は、ドライクリーニング剤（つまり限定
することなく、パークロロエチレンなど）で処理され、鉱油、伝送層の親水許容性の妨げ
になる、前に使用された油脂および／またはワックスなどのあらゆる工業製品を取り除く
のに役立つ。適切には、付随的な製造ステップが、３Ｄスペーサ布が親水性物質（限定す
ることなく、Ｒｕｄｏｌｐｈグループから入手可能なＦｅｒａｎ　Ｉｃｅ　３０ｇ／ｌな
ど）で洗浄されることおいて続いて実行され得る。この工程ステップは、材料の表面張力
が、水などの液体が３Ｄニット織物に接触するとすぐ織物に進入し得るほど低いことを確
実にする。また、このことは、任意の滲出液の液体損傷成分の流れを調整するのに役立つ
。
【００２８】
　吸収材の層１１０は、伝達層１０５の上に設けられる。発泡体、不織天然または合成材
料であってよい、かつ、付随的に超吸収材を含む、または超吸収材であってよい吸収材は
流体、特に、傷口から除かれ、カバー層１４０に向かうこれらの流体を引き込む流体の貯
留層を形成する。また、吸収層の材料は、創傷被覆材内に集められた液体がスロッシング
方式で流れることを防止する。また、吸収層１１０は、ウィッキング作用を介して層全体
に流体が分散することを促し、これにより、流体が傷口から引かれ吸収層全体に貯留され
る。このことは、吸収層の領域における凝集を防ぐ。吸収材の限度容量は、負圧がかけら
れた際に創傷滲出液の流速を管理するのに十分なものでなくてはならない。使用中、吸収
層は、負圧を受けるため、吸収層の材料は、このような環境下で液体を吸収するものが選
択される。例えば、超吸収材など、負圧下において液体を吸収できる複数の材料が存在す
る。吸収層１１０は、主として、Ｆｒｅｕｄｅｎｂｅｒｇ　１１４－２２４－４及び／ま
たはＣｈｅｍ－ＰｏｓｉｔｅＴＭ１１Ｃ－４５０のＡＬＬＥＶＹＮＴＭ発泡体から形成さ
れてもよい。
【００２９】
　適切には、吸収層は、全体に分散された乾燥粒子の形で超吸収材を有する不織セルロー
ス繊維の層である。セルロース繊維の使用は、即座に作用する素早いウィッキング素子を
導入し、被覆材によって取り上げられる液体を均一に分配する。複数の束状の繊維の並置
は、液体を分散させるのに役立つ繊維パッドにおける強度な毛管現象を引き起こす。この
ようにして、超吸収材には、効果的に液体が供給される。また、吸収層の全領域には液体
が供給される。
【００３０】
　また、ウィンキング作用は、上カバー層と接触するように液体を運ぶことを促し、被覆
材の蒸散側速度の向上に役立つ。
【００３１】
　また、ウィンキング作用は、滲出が遅いまたは止まった際に創傷床に向けて下方に液体
を伝送することを促進する。この伝送工程は、伝達層および下方の創傷床領域を湿った状
態に保つことに役立ち、このことが、被覆材内の痂皮形成（ブロックを引き起こし得る）
を防止し、創傷治癒のための最適な環境を維持することに役立つ。
【００３２】
　適切には、吸収層は、空気を含む材料であってもよい。熱可融繊維が、パッド構造を一
緒に保持すること助けるために付随的に使用されてもよい。当然のことながら、超吸収粒
子を使用するより、または、このような使用に追加して、超吸収繊維が、本発明のいくつ
かの実施形態において利用されてもよい。適切な素材の例は、米国のＥｍｅｒｇｉｎｇ 
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ（ＥＴｉ）から入手可能なＣｈｅｍ－ＰｏｓｉｔｅＴ
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Ｍ１１Ｃという製品がある。
【００３３】
　付随的に、本発明のある実施形態によると、吸収層は合成安定繊維および／または２成
分安定繊維および／または天然安定繊維および／または超吸収繊維を含んでもよい。吸収
層の繊維は、ラテックス結合または熱結合または任意の結合技術の組合せまたは別の固定
機構によって一緒に固定されてもよい。適切には、吸収層は、吸収層内に超吸収粒子を固
定するように作用する繊維によって形成される。このことは、超吸収粒子が吸収層の外に
、また、下にある創傷底に向けて移動しないことを確実にすることに役立つ。負圧がかけ
られた際に、吸収パッドが下方に崩れる傾向があり、超吸収粒子が吸収層の繊維構造によ
って固定されていない場合、この動作は超吸収粒子を創傷床に向けた方向に押すだろうか
ら、このことは特に役立つ。
【００３４】
　吸収層は、複数の繊維の層を備える。適切には、繊維は、束状であり、セルロース、ポ
リエステル、ビスコースなどから作られる。適切には、乾燥吸収粒子は、使用される吸収
層全体に分散される。適切には、吸収層は、セルロース繊維のパッドと、複数の超吸収粒
子とを備える。適切には、吸収層は、不規則に配向されたセルロース繊維の不織層である
。
【００３５】
　超吸収粒子／繊維は、例えば、ポリアクリル酸ナトリウムまたはカルボメトキシ・セル
ロース材料など、または液体において自体の重量の何倍も吸収することができる任意の材
料であってよい。適切には、材料は、自重の５倍より多くの０．９８Ｗ／Ｗの生理食塩水
などを吸収できる。適切には、材料は、自重の１５倍より多くの０．９８Ｗ／Ｗの生理食
塩水などを吸収できる。適切には、材料は、自重の２０倍より多くの０．９８Ｗ／Ｗの生
理食塩水などを吸収できる。適切には、材料は、自重の３０倍より多くの０．９８Ｗ／Ｗ
の生理食塩水などを吸収できる。
【００３６】
　適切には、超吸収材の粒子は、非常に水を吸収しやすく、被覆材に進入し接触するまで
上がってくるとすぐにその流体を取り込む。平衡が被覆材の芯内で生じ、これにより、水
分は超吸収材から乾燥環境領域内に通過し、水分が最上フィルムに当たると、このフィル
ムが切り替わり、流体蒸気が蒸発し始める。水分傾斜は、創傷床から連続して流体を取り
除き、被覆材が滲出液で重くならないように被覆材内で確立される。
【００３７】
　適切には、吸収層は、吸気ポートの下に位置するように配置された少なくとも１つの貫
通孔を含む。図１に示すように、１つの貫通孔は、ポート１５０の下に位置する開口を創
出するように使用され得る。付随的に、本発明のある実施形態において２つ以上のポート
が使用されるべきであり、１つのまたは複数の開口が、対応する各ポートと組み合わされ
て超吸収層内に作られてもよい。本発明のある形態では必須ではないが、超吸収層内の貫
通孔の使用は、特に下方に位置する流体の流路を設け、このことは、ある環境では役立つ
。
【００３８】
　開口が吸収層に設けられると、層自体の厚みが、任意の上を覆う層を伝達層１０５の上
表面（言い換えると、使用中に創傷の反対に向けた表面）から分離させる絶縁体として作
用するだろう。このことの利点は、ポートのフィルターが送達層の材料から分断されるこ
とである。このことは、フィルターが濡れてしまい、さらなら作用を塞ぎ、ブロックして
しまうようなことを少なくするのに役立つ。
【００３９】
　また、吸収層内の１つ以上の孔の使用は、使用中、吸収層が超吸収材としてゲル形成材
料を含む場合、この材料が液体を吸収して拡張することが、さらなる液体の移動および通
常の流体の移動が通過できなくなるバリアを形成しない利点がある。このように、吸収層
の各開口は、フィルターの創傷に向けた表面に直接面する伝達層間と、次いでポートの内
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部に進む流体経路を提供する。
【００４０】
　気体不浸透性だが、水蒸気浸透性のカバー層１４０は、創傷被覆材の幅に亘って延在す
る。一側に粘着剤を有する、例えばポリウレタンフィルム（例えばＥｌａｓｔｏｌｌａｎ
　ＳＰ９１０９）であってよいカバー層は、気体に対しては不浸透性であり、従ってこの
層は創傷を覆い、創傷被覆材が配置される創腔をシールするように機能する。こうすると
、効果的なチャンバが、カバー層と負圧がかけられ得る創傷口との間に作られる。カバー
層１４０は、被覆材の周辺の境界領域２００内の創傷接触層１０２にシールされ、例えば
、接着剤または溶着技術を介して、空気が境界領域を通過して引き込まれないことを確実
にする。カバー層１４０は、外的な細菌汚染から創傷を保護し（細菌バリア）、創傷から
の滲出液からの液体が、層を通過して移動し、フィルムの外表面から蒸発することを可能
にする。カバー層１４０は、通常、ポリウレタンフィルムおよびフィルム上に広げられた
接着剤パターンの２つの層を備える。ポリウレタンフィルムは、水蒸気浸透性であり、湿
潤時に水分透過速度が高くなる材料から製造されてもよい。
【００４１】
　吸収層１１０は、図１に示すように伝達層１０５より大きな面積であってよく、これに
より、吸収層は、伝達層１０５の縁部を覆い、これにより伝達層がカバー層１４０に接触
しないことを確実にする。このことが、創傷接触層１０２と直接接触する、吸収層１１０
の外側経路１１５を提供し、吸収層への滲出液のより急速な吸収を促進する。また、この
外側経路１１５は、液体が創腔の周辺に溜まらないことを確実し、そうしなければ、被覆
材の周辺のシールから滲出し、漏出の形成の原因になりかねない。
【００４２】
　創腔に真空がかけられたときに空気経路が開いたままであることを確かにするために、
伝達層１０５は、差圧による力に対抗するのに十分強度があり、屈しない必要がある。し
かしながら、この層が、比較的繊細なカバー層１４０と接触する場合、創腔内に空気の漏
れを許すカバー層１４０にピンホール開口の形成を引き起こし得る。このことは、湿潤時
に弱くなる、切り替え可能なタイプのポリウレタンフィルムが使用される際、特に問題に
なり得る。吸収層１１０は、通常、伝達層の材料と比べると、比較的なやわらかい、磨耗
防止の材料から作られるので、カバー層のピンホール開口の形成を引き起こさない。従っ
て、伝達層１０５より広い面積を有し、かつ、伝達層１０５の端部を覆う、吸収層１１０
を供給することによって、伝達層とカバー層との接触が免れ、カバー層１４０のピンホー
ル開口の形成が避けられる。
【００４３】
　吸収層１１０は、カバー層１４０と接触して配置される。吸収層が創傷からの滲出液を
吸収すると、滲出液は、カバー層１４０に向けて引き込まれ、滲出液の水分を水蒸気透過
性カバー層と接触させる。この水分は、カバー層自体の中に引き込まれ、次いで、被覆材
の最上面から蒸発する。このように、創傷からの滲出液の水分は、被覆材から放出され、
吸収層１１０によって吸収される創傷からの滲出液の量が減り、かつ、一杯になり交換が
必要になるまで時間が増える。この放出工程は、負圧が創腔にかけられている際ですら起
こり、負圧が創腔にかけられる際のカバー層全域における差圧は、カバー層を横断する水
蒸気透過速度に悪い影響を与えることが分かっている。
【００４４】
　オリフィス１４５は、カバーフィルム１４０に設けられ、負圧が被覆材１００にかけら
れるようにする。吸気ポート１５０は、オリフィス１４５の上のカバーフィルム１４０の
最上面にシールされ、オリフィス１４５を通して負圧を伝える。長いチューブ２２０は、
吸気ポート１５０に第１の端部で、かつ、被覆材から流体をポンプで出せるようにするポ
ンプユニット（図示せず）に第２の端部で結合されてもよい。ポートは、アクリル、シア
ノアクリレート、エポキシ、ＵＶ硬化またはホットメルト接着剤などの接着剤を使ってカ
バーフィルム１４０に接着され、シールされてもよい。ポート１５０は、例えば、ポリエ
チレン、ポリ塩化ビニル、シリコーン、またはポリウレタンなどのショアＡで３０～９０
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の硬度を有するソフトポリマーから形成される。
【００４５】
　孔が、オリフィス１４５の下の吸収層１１０に設けられ、これにより、オリフィスが、
伝達層１０５に直接連結される。このことが、ポート１５０に負圧がかけられるようにし
、吸収層１１０を通過することなく伝達層１０５に伝えられる。このことが、負圧が創傷
口にかけられることが、吸収層が創傷からの滲出液を吸収して制限されないことを確実に
する。別の実施形態では、孔が吸収層１１０に設けられず、オリフィス１４５の下に位置
する複数の孔が代わりに設けられてもよい。
【００４６】
　図１に示すように、創傷被覆材１００の一実施形態は、ポート１５０の下に位置する、
吸収層１１０の孔を備える。使用中、例えば、負圧が被覆材１００にかけられる際に、ポ
ート１５０の創傷に向いている部分が、伝達層１０５と接触するようになり、吸収層１１
０が創傷の流体で一杯のときでさえ、創傷への負圧を伝達することを促進することができ
る。
　ある実施形態は、カバー層１４０を伝達層１０５に少なくとも部分的に接着させてもよ
い。ある実施形態では、孔はポート１５０またはオリフィス１４５の直径の少なくとも１
～２ｍｍ大きい。
【００４７】
　液体に対して不透過性だが、気体には透過性のフィルター素子１３０は、液体バリアと
して作用するように設けられ、創傷被覆材から液体が漏れることが不可能であることを確
実にする。フィルター素子は、また、細菌バリアとして機能してもよい。通常細孔のサイ
ズは０．２ｍｍである。フィルター素子１３０のフィルター材料の適切な材料は、ＭＭＴ
範囲からＰＴＴに拡張された０．２　ｍｉｃｒｏｎ　ＧｏｒｅＴＭ、ＰＡＬＬ　Ｖｅｒｓ
ａｐｏｒｅＴＭ　２００Ｒ、および、ＤｏｎａｌｄｓｏｎＴＭ　ＴＸ６６２８を含む。よ
り大きい細孔のサイズが使用可能だが、これらは、完全なバイオバーデンの封じ込めを確
実にするための副フィルター層を必要とするかもしれない。創傷流体が脂質を含むことか
ら、必須ではないが、例えば、１．０ミクロンＭＭＴ－３３２から０．２ミクロンＭＭＴ
－３２３までの油をはじくフィルター膜を使うことが好ましい。このことが、脂質が親水
性フィルターをブロックすることを防止する。フィルター素子は、オリフィス１４５の上
でポートおよび／またはカバーフィルム１４０に接着またはシールされ得る。例えば、フ
ィルター素子１３０は、ポート１５０内に形成されてもよく、または、ＵＶ硬化剤などの
接着剤を使ってカバー層１４０の最上部とポート１５０の最下部との両方に接着されても
よい。
【００４８】
　他のタイプの材料がフィルター素子１３０用に使用されてもよいことが理解できるだろ
う。より一般的に、ポリマー材料の薄く、平坦なシートである微小孔性膜が使用され得る
。これは無数の微小孔を含む。上記の選択された膜により、これらの細孔は、０．０１μ
ｍから１０μｍより大きいサイズのサイズ範囲であり得る。微小孔性膜は、親水性（水フ
ィルター）と疎水性（撥水）との両方の発泡体で入手可能である。
　本発明のある実施形態では、フィルター素子１３０は、支持層と、支持層上に形成され
るアクリル共重合体膜とを備える。適切には、本発明のある実施形態における創傷被覆材
１００は、微小孔疎水性膜（ＭＨＭｓ）を使用する。複数のポリマーがＭＨＭｓを形成す
るために採用されてもよい。例えば、ＰＴＦＥ、ポリプロピレンｍＰＶＤＦおよびアクリ
ル共重合体。これらの付随的なポリマー全ては、疎水性および疎油性の両方であり得る特
定の表面性能を取得するために処理され得る。このことにより、これらは、マルチビタミ
ン注入、脂質、界面活性剤、オイル、および有機溶剤などの低い表面張力を有する液体を
はじく。
【００４９】
　ＭＨＭｓは、空気を膜を通して流通させつつ、液体をブロックする。またＭＨＭｓは、
感染可能なエアロゾルおよび粒子を除外する、効果の高いエアフィルターである。一片の
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ＭＨＭｓは、バルブまたは通気口の代替のオプションとして周知である。すなわち、ＭＨ
Ｍｓを組み入れることは、製品の組立コストを削減し、利益と、一患者に対するコスト／
利得の割合とを改善させることができる。
【００５０】
　また、フィルター素子１３０は、例えば、活性炭、カーボン繊維布、または、Ｖｉｔｅ
ｃ　Ｃａｒｂｏｔｅｃ－ＲＴ　Ｑ２００３０７３発泡体などの臭気吸収材を含んでもよい
。例えば、臭気吸収材は、フィルター素子１３０の層を形成してもよく、あるいは、フィ
ルター素子内の微小孔疎水性膜で挟まれていてもよい。
【００５１】
　従って、フィルター素子１３０は、オリフィス１４５を通して気体を排出することがで
きる。しかしながら、液体、微粒子および病原体は被覆材内に封じ込められる。
【００５２】
　特に、１つのポート１５０と貫通孔とを具備する実施形態には、ポート１５０および貫
通孔が、図１および２に示すように中心からずらして配置されることが好ましい。このよ
うな配置は、ポート１５０が被覆材１００の残部に関連して持ち上げられるように被覆材
１００が患者に置かれることを可能にする。このように位置すると、ポート１５０および
フィルター１３０は、フィルター１３０を時期尚早に塞ぎ、傷口への負圧の伝達を損なう
創傷流体と接触し難くする。
【００５３】
　図１１は、本発明のある実施形態における吸気ポート１５０の平面図を示す。吸気ポー
トは、創傷被覆材でポートを創傷被覆材にシールするためのシーリング面１５２と、吸気
ポート１５０を負圧源に接続するコネクター１５４と、シーリング面１５２とコネクター
１５４との間に配置される半球体部分１５６と、を備える。シーリング面１５２は、ポー
ト１５０がカバー１４０にシールされた際に良好なシールをもたらすための略平坦な領域
を提供するフランジを備える。コネクター１５４は、長いチューブ２２０を介して外部の
負圧源に結合されるように構成される。
【００５４】
　ある実施形態によると、フィルター素子１３０は、傷口を覆う細菌バリアの一部を形成
し、従って、フィルター素子の周りで良好なシールが形成され、維持されることが重要で
ある。しかしながら、フィルター素子をカバー層１４０に接着することによって形成され
るシールには、十分な信頼性がないことが分かっている。これは、水蒸気透過性カバー層
が使用される際に特に問題である。なぜなら、カバー層１４０から放出する水蒸気が接着
剤に影響し、フィルター素子とカバー層との間のシールの破損を引き起こす。従って、本
発明のある実施形態によると、液体がコネクター１５４に侵入することを防止するように
フィルター素子１３０をシールするための代替案が採用される。
【００５５】
　図１２は、本発明のある実施形態における図１１の吸気ポート１５０の断面図を示し、
線図１１のＡ－Ａが断面の位置を示している。図１２の吸気ポートにおいて、吸気ポート
１５０は、吸気ポート１５０の本体部分１５６内に配置されたフィルター素子１３０を備
える。吸気ポート１５０とフィルター素子１３０との間のシールは、吸気ポートの本体部
分内にフィルター素子を形成することによって達成される。
【００５６】
　図１３は、本発明のある実施形態における図１１の吸気ポート１５０の断面図を示す。
図１３の吸気ポートにおいて、フィルター素子１３０は、吸気ポート１５０のシーリング
面１５２にシールされる。フィルター素子は、接着剤を使って、または、シーリング面で
フィルター素子を溶着することによってシーリング面にシールされてもよい。
【００５７】
　吸気ポート１５０の一部としてフィルター素子１３０を設けることによって、図１２お
よび図１３に示すように、フィルター素子をカバー層１４０に付着することに関連する問
題は回避され、信頼性の高いシールが設けられることを可能にする。また、吸気ポート１



(12) JP 6373890 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

５０の一部として含まれるフィルター素子１３０を有するサブアセンブリを設けることは
、より簡単でより効率のよい創傷被覆材１００の製造を可能にする。
【００５８】
　吸気ポート１５０が図１の創傷被覆材１００の内容において説明されてきたが、図１２
および図１３の実施形態は、創傷から引き込まれる創傷からの滲出液が被覆材内に保持さ
れる、創傷に負圧をかける任意の創傷被覆材に適用可能であることが理解できるだろう。
本発明のある実施形態によると、吸気ポート１５０は、使用者によって吸気ポート１５０
内に創傷からの滲出液が入ることを視覚的に確認可能にするために透明の材料で製造され
てもよい。
【００５９】
　実施中、創傷被覆材１００は創腔を形成する傷口を覆ってシールされる。ポンプユニッ
ト（図１７に示し、下記に詳述する）は、吸気ポート１５０のコネクター１５４に負圧を
かけ、オリフィス１４５を通して伝達層１０５に伝えられる。流体は、創傷接触層１０２
の下の傷口から創傷被覆材を通してオリフィスに向けて引き込まれる。流体は、伝達層１
０５を通してオリフィスに向けて移動する。流体が伝達層１０５を通して引き込まれると
、創傷からの滲出液は、吸収層１１０内に吸収される。
【００６０】
　本発明の実施形態に関連する創傷被覆材１００を示す図２に戻ると、被覆材の中央から
外側に向けて、伝達層１０５と吸収層１１０との上に位置する中央の隆起した領域２０１
を囲む境界領域２００内に延在する、カバー層１４０の上表面を確認できる。図２に示す
ように、創傷被覆材の一般的な形状は、丸められたコーナー領域２０２を備える矩形であ
る。本発明の別の実施形態における創傷被覆材は、正方形、円形、または楕円形の被覆材
など異なる形状であり得る。
【００６１】
　創傷被覆材１００は、使用される創傷のサイズおよびタイプに必要なサイズで作られて
よい。ある実施形態では、創傷被覆材１００は、２０ｃｍ～４０ｃｍの長軸の長さであり
、１０ｃｍ～２５ｃｍの短軸の長さであってよい。例えば、被覆材は、１０ｃｍ×２０ｃ
ｍ、１０ｃｍ×３０ｃｍ、１０ｃｍ×４０ｃｍ、１５ｃｍ×２０ｃｍ、および１５ｃｍ×
３０ｃｍのサイズで構成されてもよい。ある実施形態では、創傷被覆材１００は、両辺が
１５ｃｍ～２５ｃｍの長さの正方形の被覆材であってもよい（例えば、１５ｃｍ×１５ｃ
ｍ、２０ｃｍ×２０ｃｍ、および２５ｃｍ×２５ｃｍ）。吸収層１１０は、被覆材全体よ
り小さな面積を有してもよく、ある実施形態は、被覆材全体よりそれぞれ３ｃｍ～１９ｃ
ｍ短い長さと幅とを有してもよく、より好ましくは、約５ｃｍ短い。ある矩形形状の実施
形態では、吸収層１１０は、長軸が１５ｃｍ～３５ｃｍで、短軸が５ｃｍ～１０ｃｍの長
さであってよい。例えば、吸収層は、５．６ｃｍ×１５ｃｍ（１０ｃｍ×２０ｃｍの被覆
材用に）、５．６ｃｍ×３５ｃｍ（１０ｃｍ×４０ｃｍの被覆材用に）、１０ｃｍ×１５
ｃｍ（１５ｃｍ×２０ｃｍの被覆材用に）、および１０ｃｍ×２５ｃｍ（１５ｃｍ×３０
ｃｍの被覆材用に）のサイズで構成されてもよい。ある正方形形状の実施形態では、吸収
層１１０は、１０ｃｍ～２０ｃｍの長さ（例えば、１５ｃｍ×１５ｃｍの被覆材用に１０
ｃｍ×１０ｃｍ、２０ｃｍ×２０ｃｍの被覆材用に１５ｃｍ×１５ｃｍ、または２５ｃｍ
×２５ｃｍの被覆材用に２０ｃｍ×２０ｃｍ）の長さの両辺を有してもよい。伝達層１０
５は、好ましくは、吸収層より小さく、ある実施形態では、吸収層よりも長さと幅が両方
ともに０．５ｃｍ～２ｃｍ短い、より好ましくは約１ｃｍ短い、長さおよび幅を有しても
よい。ある矩形形状の実施形態では、伝達層は、その長軸が１４ｃｍ～３４ｃｍで、その
短軸が３ｃｍ～５ｃｍの長さであってもよい。例えば、伝達層は、４．６ｃｍ×１４ｃｍ
（１０ｃｍ×２０ｃｍの被覆材用に）、４．６ｃｍ×２４ｃｍ（１０ｃｍ×３０ｃｍの被
覆材用に）、４ｃｍ×３４ｃｍ（１０ｃｍ×４０ｃｍの被覆材用に）、９ｃｍ×１４ｃｍ
（１５ｃｍ×２０ｃｍの被覆材用に）、および９ｃｍ×２４ｃｍ（１５ｃｍ×３０ｃｍの
被覆材用に）のサイズで構成されてもよい。ある正方形形状の実施形態では、伝達層は、
９ｃｍ～１９ｃｍの長さ（例えば、１５ｃｍ×１５ｃｍの被覆材用に９ｃｍ×９ｃｍ、２
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０ｃｍ×２０ｃｍの被覆材用に１４ｃｍ×１４ｃｍ、または２５ｃｍ×２５ｃｍの被覆材
用に１９ｃｍ×１９ｃｍ）の長さの両辺を有してもよい。
【００６２】
　本発明の実施形態によると、創傷接触層は付随的であることが理解できるだろう。この
層は、使用される場合、水に対して多孔性であり、下方に位置する傷口に面する。連続気
泡発泡体、あるいは編まれたまたは織られたスペーサ布などの伝達層１０５は、創傷の全
域が同じ圧力になるように気体と流体の排除とを分散するために使用される。フィルター
層と一緒にカバー層は、実質的に液密のシールを創傷上に形成する。従って、負圧がポー
ト１５０にかけられる際に、負圧はカバー層の下の創腔に伝えられる。この負圧は、従っ
て、目標の傷口に与えられる。空気および創傷からの滲出液を含む流体は、創傷接触層お
よび伝達層１０５を通して引き込まれる。創傷被覆材の下層を通して引き込まれた創傷か
らの滲出液は、吸収層１１０内に消散され吸収され、そこで収集され貯蔵される。空気お
よび水蒸気は、フィルター層を通して創傷被覆材を通して情報に引き込まれ、吸気ポート
を通して被覆材から外に出る。創傷からの滲出液の水分の一部は、吸収層を通してカバー
層１４０内に引き込まれ、被覆材の表面から蒸発する。
【００６３】
　上述のように、負圧が傷口を覆ってシールされた創傷被覆材にかけられた際、創傷から
の滲出液を含む流体は、傷口から伝達層１０５を通してオリフィス１４５に向けて引き込
まれる。創傷からの滲出液は、次いで、吸収層１１０内に引き込まれ、そこで吸収される
。しかしながら、いくらかの創傷からの滲出液は、吸収されず、オリフィス１４５に移動
する場合がある。フィルター素子１３０は、創傷からの滲出液のいかなる液体が吸気ポー
ト１５０のコネクター１５４に進入することを阻止するバリアを設ける。従って、吸収さ
れなかった創傷からの滲出液は、フィルター素子１３０の下に集まる。かなりの創傷から
の滲出液がフィルター素子に集まった場合、液体の層が、フィルター素子の表面に亘って
形成し、フィルター素子が、液体がフィルター素子１３０を通過できないようにブロック
された状態になり、液体層によって気体がフィルター素子に届くことを阻止するようにな
る。
　一度フィルター素子がブロックされた状態になると、吸収層の総限度容量には達してい
なくても、もはや負圧が傷口に伝えられない。
【００６４】
　好適な実施形態では、ポート１５０は、その下に位置する吸収層１１０の任意の孔１４
６に沿って、図２に示す中央長手軸Ａ－Ａに一致する。好ましくは、ポート１５０と任意
のこのような孔１４６は、中央位置に対して創傷の一端近くに配置される。ある実施形態
では、ポートは被覆材１００の角に配置されてもよい。例えば、ある矩形の実施形態にお
いて、ポート１５０は、被覆材の端から４ｃｍ～６ｃｍに配置され、孔１４６は、吸収層
の端から２ｃｍ～３ｍｍに配置される。ある正方形の実施形態では、ポート１５０は、被
覆材の角から４ｃｍ～８ｃｍに配置され、孔１４６は、吸収層の角から３ｃｍ～５ｍｍに
配置される。
【００６５】
　ある創傷被覆材の配向は、フィルター素子１３０がこのようにブロックされた状態にな
ることを助長する。これは、伝達層を通る創傷からの滲出液の移動が重力の影響で助長さ
れるからである。従って、傷口および創傷被覆材の配向のために、重力が、創傷からの滲
出液がオリフィスに向けて引き込まれる速度を早くするように作用する場合、フィルター
は、より早く創傷からの滲出液でブロックされる状態になるかもしれない。これにより、
創傷被覆材は、吸収層１１０の吸収限度容量に達する前に、もっと頻繁に交換されなくて
はならない。
【００６６】
　オリフィス１４５に向けて引き込まれた創傷からの滲出液によって創傷被覆材１００の
早すぎるブロックを避けるために、本発明のある実施形態は、創傷からの滲出液がオリフ
ィス１４５に向けて移動する速度を落とすように構成された少なくとも１つの素子を含む
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。この少なくとも１つの素子は、オリフィス１４５に達する前に吸収層内に吸収される滲
出液の量を増やし、かつ／または、オリフィス１４５に達する前の被覆材を通るより長い
経路を創傷からの滲出液がたどるように強いてもよい。
【００６７】
　図３は、本発明の一実施形態におけるオリフィスに向けて創傷からの滲出液が移動する
速度を落とすバッフル素子を含む創傷被覆材の平面図を示す。図３に示す創傷被覆材は、
図１および図２に示すものと類似するが、中央の隆起した領域２０１を亘って配置された
複数のバッフル素子３１０を含む。バッフル素子３１０は、オリフィスに向かう創傷から
の滲出液の移動を阻む、被覆材の中央領域内のバリアを形成する。
【００６８】
　本明細書に記載される創傷被覆材に使用されてもよいバッフル素子の実施形態は、好ま
しくは少なくとも部分的に可撓性であり、これにより、創傷被覆材を湾曲し、傷口を覆う
患者の肌と同調することを可能にする。創傷被覆材においてそうであるとき、バッフル素
子は、好ましくは、創傷被覆材のポートまたはオリフィスおよび設けられている場合はそ
の関連するフィルターに直接液体が流れることを少なくとも部分的に防止するように構成
される。つまり、バッフル素子は、液体がポートに達するために必要な距離を長くし、こ
のことが創傷被覆材の吸収または超吸収材料内にこれらの流体を吸収することを助長して
もよい。
【００６９】
　本発明のある実施形態によると、バッフル素子は、吸収層１１０および伝達層１０５が
存在せず、カバー層１４０が創傷接触層１０１にシールされるシーリング領域を備えても
よい。これにより、バッフル素子は、滲出液の動きに対するバリアをなし、従って、創傷
からの滲出液はバッフル素子を避ける経路をたどらなければならない。これにより、創傷
からの滲出液が、オリフィスに達するのにかかる時間が増える。
【００７０】
　ある実施形態では、バッフル素子は、被覆材内に配置された、例えば、独立気泡ポリエ
チレン発泡体などの実質的に無孔性の材料の挿入物であってもよい。あるケースでは、１
つ以上の吸収層１１０および／または伝達層１０５が存在しないシーリング領域に、この
ような挿入されたバッフル素子を配置することが好ましい。バッフル素子を形成するため
に薄いストリップのように配置されまたは射出され得る、例えば、シリコーンシーリング
材などの粘性の硬化シーリング材といったシーリング材は、実質的に流体不透過性である
。
　このようなバッフル素子は、伝達層１０５および／または吸収層１１０の領域、あるい
は、吸収層１１０および／または伝達層１０５が存在しないシーリング領域内に配置また
は射出され得る。
【００７１】
　図６は、本発明のさらなる実施形態におけるバッフル素子を含む創傷被覆材を示す。１
つのバッフル素子６１０は、吸収層１１０のバルクとオリフィス１４５との間にカップ形
状のバリアを設ける。これにより、バッフル素子６１０によって画定される領域内の傷口
から初めに引き込まれる、創傷からの滲出液は、オリフィス１４５に達するためにカップ
形状のバリアの外側を迂回する経路をたどらなくてはならない。気付かれるだろうが、バ
ッフル素子６１０は、創傷滲出液がオリフィス１４５に移動するのにかかる時間を短くす
る重力の影響を減らし、創傷被覆材の殆どの配向に関しては、創傷からの滲出液がたどる
経路の少なくとも一部は、重力に反することになる。
【００７２】
　図３および図６の実施形態は、図１に示す構造を有する創傷被覆材に関して説明してき
た。しかしながら、バッフル素子が、伝達層１０５が存在しない創傷被覆材にも同様に適
用され得ることが理解できるだろう。
【００７３】
　図４は、本発明の一実施形態における少なくとも１つの素子を含む創傷被覆材の平面図
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を示す。創傷被覆材の中央領域２０１の幅に亘って延在する複数のバッフル素子４１０が
、オリフィス１４５の周りに半円形経路状態で形成されたさらなるバッフル素子４１２に
共に設けられる。
【００７４】
　図５、本発明のある実施形態におけるバッフル素子４１０の構成を示す。バッフル素子
は、伝達層１０５の下に位置する吸収材５１０の経路を備える。吸収層１１０の経路は、
バッフル素子４１０の上に位置することで、伝達層がバッフル素子４１０の領域内のカバ
ー層１４０と接触する。これにより、伝達層１０５の下面に沿って移動することで吸収層
１１０内に引き込まれない創傷滲出液は、吸収材５１０の経路と接触するようになり、吸
収材５１０の経路によって吸収される。代替案として、または、付随的に、バッフル素子
は、吸収層１１０の下に位置して当接する伝達層１０５の表面内に設けられる１つ以上の
経路を備えてもよい。使用において、負圧が創傷被覆材にかけられる際、吸収層１１０は
、経路内に引き込まれる。伝達層内の経路は、伝達層の厚みと略同じ深さを有してよく、
あるいは、伝達層の深さより浅い深さを有してもよい。経路の寸法は、負圧が創傷被覆材
にかけられる際、経路が吸収層１１０によって充填されることを確実にするように選定さ
れてもよい。ある実施形態によると、伝達層の経路は、伝達層１０５内の吸収材の経路か
ら成る。
【００７５】
　バッフル素子は、ある範囲の形状およびパターンに形成されてもよく、例えば、図１４
Ａ～図１４Ｌは、バッフル素子の複数の異なる例示的構成を有する創傷被覆材を示す。図
１４Ａは、ポートまたはオリフィスの方向に揃えられた垂直な構成における直線的なバッ
フル素子を示す。図１４Ｃ～図１４Ｅは、通常対角線上、水平線上、または垂直線上に揃
えられた、複数のバッフル素子を具備する創傷被覆材の実施形態を示す。
【００７６】
　図１４Ｆは、中央部分が開いた状態の中心から６方向に延びるように配置されたバッフ
ル素子を示す。図１４Ｇは、ポートまたはオリフィスに遠位位置における、創傷被覆材上
のＷ形状のバッフル素子を示す。図１４Ｈでは、３×３列のＸ形状のバッフル素子が創傷
被覆材に設けられが、より多いまたはより少ないＸ形状のバッフル素子が使用されてもよ
いことが理解できるだろう。図１４Ｔは、複数の矩形のバッフル素子を有する実施形態を
示し、１つ以上のバッフル素子は、創傷被覆材内のポートの下に配置される。図１４Ｊ～
図１４Ｋは、より長い対角線および水平線のバッフル素子を有する創傷被覆材の実施形態
を示す。図１４Ｌでは、異なるサイズの矩形のバッフル素子が、創傷被覆材のこの実施形
態上に存在する。
【００７７】
　本発明のある実施形態によると、少なくとも１つの素子は、伝達層１０５内にビアの列
、または谷を備える。図１５は、ダイアモンド形状のビア２１０で穿孔した伝達層１０５
を図示する。ビア２１０は、１つ以上のビア２１０と交差しない、ビアのパターンを通過
する直線的な通路が存在しないように配置される。
【００７８】
　負圧が創傷被覆材にかけられる際、吸収層１１０は、ビア２１０内に引き込まれ、伝達
層１０５を通して引き込まれる創傷滲出液と接触する吸収層の面積を大きくする。または
、ビア２１０は、伝達層１０５を通して引き込まれる創傷滲出液を吸収するためのさらな
る吸収材料が充填されてもよい。ビアは、伝達層１０５の深さを貫通して延在してもよい
し、伝達層の一部だけを通過して延在してもよい。
【００７９】
　重力の影響下で伝達層１０５を通って移動する創傷滲出液は、略直線的に伝達層を通っ
て落ちるであろう。任意のこのような直線的な通路は、あるポイントで、ビア２１０の１
つと交差する、そしてこれにより、滲出液は、ビア２１０内で吸収材料との接触に持ち込
まれるであろう。吸収材料と接触する傷滲出液は吸収され、伝達層１０５を通る創傷滲出
液の流れが止められ、そして吸収されなければオリフィスに周辺に溜まることになる創傷
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滲出液の量を削減する。当然ながら、ビアはダイアモンド形状に限定されず、任意のビア
のパターンが使用されてもよい。好ましくは、ビアは、伝達層１０５を通る全ての直線的
な通路が、少なくとも１つのビアと交差すること確かにするように配置される。ビアのパ
ターンは、ビアにぶつかり吸収されるまでの、伝達層を通って創傷滲出液が移動できる距
離を最短化するように選定されてもよい。
【００８０】
　図７は、本発明のある実施形態における創傷被覆材を示す。この実施形態では、少なく
とも１つの素子が、創傷被覆材の中央領域２０１をオリフィス１４５に連結する空気経路
７１０を備える。図７の実施形態では、空気経路７１０は、伝達層１０５の縁部領域から
延在し、かつ、伝達層をオリフィス１４５に連結する。
【００８１】
　使用において、創傷滲出液は、吸気ポート１５０に負圧をかけることによってオリフィ
ス１４５に向けて引き込まれる。しかしながら、空気経路７１０は、創傷滲出液がオリフ
ィス１４５に達する前に創傷滲出液によって辿られる、比較的長く曲がりくねった進路で
ある。この長い進路は、創傷滲出液が伝達層とオリフィスとの間の距離を横断し、フィル
ター素子１３０をブロックする前に負圧が被覆材かられ得る時間を長くし、これにより、
被覆材が、交換が必要になるまで使用できる時間を長くする。
【００８２】
　図８は、本発明の一実施形態における創傷被覆材を示し、少なくとも１つの素子は、オ
リフィス１４５に創傷被覆材の中央領域２０１を連結する空気経路８１０および８１２を
備える。経路８１０および８１２は、中央領域２０１の対向するコーナー付近で伝達層に
結合される。
【００８３】
　図８に示す創傷被覆材は、オリフィスがブロックされるようになるのにかかる時間にお
ける重力の影響を小さくする。創傷被覆材は、創傷滲出液が空気経路８１０に連結された
伝達層の縁部領域に向けて重力の影響下で移動する配向にある場合、重力の影響は、空気
経路８１２に結合された伝達層の縁部領域から離れるように創傷滲出液を移動させるだろ
うし、その逆もいえる。これにより、図８の実施形態は、伝達層に負圧を結合するための
別の空気経路を提供することで、１つの空気経路がブロックされても、残りの空気経路は
開いたままで、負圧を伝達層１０５に伝えることができ、これにより、負圧が創傷被覆材
にかけられず、被覆材を交換しなくてはならなくなるまでの時間を長くする。
【００８４】
　本発明のさらなる実施形態は、オリフィスに伝達層１０５を連結する、より大きな数の
空気経路を備えてもよい。
【００８５】
　本発明のある実施形態によると、２つ以上のオリフィスがカバー層１４０内に設けられ
、創傷被覆材に負圧をかけてもよい。２つ以上のオリフィスは、カバー層１４０に亘って
分配され得、１つのオリフィスが特定の配向にある創傷被覆材のために創傷滲出液によっ
てブロックされた場合、少なくとも１つの残りのオリフィスが、ブロックされないままで
あることが予期される。各オリフィスは、創傷被覆材によって画定される創腔と流体連結
していることで、傷口に負圧を伝えることができる。
【００８６】
　図９は本発明のさらなる実施形態における創傷被覆材を示す。図９の創傷被覆材は図１
の創傷被覆材と類似するが、カバー層１４０内に設けられる２つのオリフィス１４５およ
び８４５を具備する。流体連結通路は、２つのオリフィスを連結することで、オリフィス
の１つにかけられた負圧が、流体連結通路を介して残りのオリフィスにかけられる。オリ
フィス１４５、８４５は、カバー層１４０の対向するコーナー領域に位置する。流体連結
通路は、カバー層１４０の上面の可撓性成形品９１０を使用して形成される。当然ながら
、可撓性成形品は、別の適切な方式、例えば、オリフィス１４５および８４５間にカバー
層１４０上に配置された伝達ストリップまたは連続多孔性発泡体層と、ストリップを覆う
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ように溶着または接着されることでカバー層にシールされ、かつ発泡体を通過する通路を
形成するさらなるフィルムと、で形成されてもよい。次いで、導管が、負圧をかけるため
にシーリングフィルムに既知の方式で取り付けられてもよい。
【００８７】
　使用において、２つのオリフィスを有する創傷被覆材は、傷口の上にシールされ、創腔
を形成し、外部負圧源がオリフィス１４５、８４５の１つにかけられ、負圧が、流体連結
通路を介して残りのオリフィスに伝えられる。これにより、負圧は、２つのオリフィス１
４５、８４５を介して伝達層１０５に、これにより傷口に伝えられる。オリフィス１４５
、８４５の１つが重力の影響下でオリフィスに集まる創傷滲出液のせいでブロックされる
ようになる場合、残りのオリフィスは、きれいなままであり、傷口に負圧を伝え続けるこ
とを可能にする。実施形態によると、伝達層１０５は省かれてもよく、２つのオリフィス
は、吸収層１１０を介して傷口に負圧を伝える。
【００８８】
　図１０は、図９の実施形態の流体連結通路の側面図を示す。成形品９１０は、カバー層
１４０の最上面にシールされ、オリフィス１４５および８４５を覆う。気体透過性、液体
不透過性のフィルター素子１３０は、各オリフィスに設けられる。成形品９１０は、チュ
ーブ素子２２０を介して外部負圧源に結合される。
【００８９】
　ある実施形態によると、１つのフィルター素子は、長い流体連結通路と２つのオリフィ
スとの下に延在するように使用されてもよい。上記例示的実施形態が２つのオリフィスを
有するものとして説明されてきたが、３つ以上のオリフィスが使われ得、流体連結通路が
負圧がオリフィス間で伝えられることを可能にすることが理解できるだろう。
【００９０】
　図１６は、１つの細長いオリフィス３５０がカバー層１４０内に設けられる変形配置を
示す。オリフィス３５０の第１および第２の端部３５５、３５６は、カバー層１４０の対
抗するコーナー領域に位置する。可撓性成形品３６０は、オリフィス３５０の周辺にシー
ルされ、負圧がオリフィス３５０の長さに沿ってカバー層１４０を通って伝えられること
を可能にする。可撓性成形品３６０は、可撓性成形品９１０に関連する上述の任意の適切
な手段によって成形されてもよい。
【００９１】
　使用において、創傷被覆材は傷口の上にシールされ、創腔を形成し、外部負圧源が、オ
リフィスに適用される。創傷被覆材の配向のせいで、創傷滲出液が、オリフィス３５０の
一端部３５５辺りに集まるように重力の影響下で移動する場合、端部３５５に近いオリフ
ィス３５０の一部がブロックされる。しかしながら、残りの端部３５６に近いオリフィス
の一部は、きれいなままであり、傷口に負圧をかけ続けることを可能にする。
【００９２】
　さらなるオプションとして、被覆材は、吸収層内に抗菌剤、例えば、創傷接触層上に銀
ナノ結晶剤、および／または、吸収層内にサルファジアジン銀を含むことができる。これ
らは別々または一緒に使われてもよい。これらはそれぞれ、創傷の中の細菌および吸収マ
トリックス内の細菌を殺す。さらなるオプションとして、他の活性成分、例えば、イブプ
ロフェンなどの痛み止めが含まれてもよい。また、細胞活性を高める成長因子などの化学
物質、または、マトリクス・メタロプロテイナーゼ防止剤など、メタロプロテイナーゼの
組織阻害剤（ＴＩＭＰＳ）または亜鉛木レート剤などの酵素阻害薬が利用されてもよい。
さらなるオプションとして、活性炭素、シクロデキストリン、ゼオライトなどの消臭素子
が吸収層に、または、フィルター層の上のさらなる層として含まれてもよい。
【００９３】
　使用において被覆材は、所定角度でまたは垂直方向に上下反対に使用されてもよいこと
に留意されたい。従って、上下は、例示目的だけで使用される。
【００９４】
　図１７は、ポンプ８００と組み合わせた創傷被覆材１００を備えるＴＮＰ創傷治療の実
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施形態を示す。ここで、被覆材１００は、前述のように創傷の上に配置されてもよく、導
管２２０が次いでポート１５０に連結されてもよいが、ある実施形態では、被覆材１００
には、ポート１５０に事前に取り付けられた導管２２０の少なくとも一部が設けられても
よい。好ましくは、被覆材１００は、１つのユニットに事前に取り付けられ一体化された
、全ての創傷被覆材素子（ポート１５０を含む）を具備する１つの物品として設けられる
。創傷被覆材１００は次いで、導管２２０を介してポンプ８００などの負圧源に連結され
てもよい。好ましくは、ポンプ８００は、小型化され持ち運び可能であるが、より大きな
通常のポンプが被覆材１００と共に使用されてもよい。ある実施形態では、ポンプ８００
は、被覆材１００の上または近くに取り付け設置されてもよい。コネクター２２１は、創
傷被覆材１００に繋がる導管２２０をポンプから外すことを可能にするために設けられ、
このことは、例えば被覆材を交換する上で便利かもしれない。
【００９５】
　図１８Ａ～図１８Ｄは、患者の傷口を治療するために使用されるＴＮＰ創傷治療の実施
形態の利用を図示する。図１８は、洗浄され治療の準備ができた傷口１９０を示す。ここ
で、傷口１９０の周りの健康な皮膚は、好ましくは洗浄され、余計な毛が除かれるまたは
剃られる。傷口１９０は、必要に応じて、無菌食塩水溶液で流されてもよい。付随的に、
皮膚保護剤が、傷口１９０の周りの皮膚に塗布されてもよい。必要に応じて、発泡体また
はガーゼなどの創傷填塞材が、傷口１９０に配置されてもよい。これは、傷口１９０がよ
り深い創傷の場合に好ましい。
【００９６】
　傷口１９０の周りの皮膚を乾燥した後、図１８Ｂを参照に、創傷被覆材１００が傷口１
９０の上に配置されてもよい。好ましくは、創傷被覆材１００は、傷口１９０の上および
／または傷口１９０と接触して創傷接触層１０２と共に配置される。ある実施形態では、
接着層が、創傷接触層１０２の下面１０１の上に配置され、これは、あるケースでは、傷
口１９０の上に創傷被覆材１００を配置する前に取り除かれる、付随的なリリース層によ
って保護されてもよい。好ましくは、被覆材１００は、ポート１５０が、ポート周辺に流
体が溜まることを避けるために被覆材１００の残部に対して隆起した位置にくるように配
置される。ある実施形態では、被覆材１００は、ポート１５０が直接傷口の上に位置せず
、傷口と同じまたはより高いレベルになるように配置される。ＴＮＰのために適切なシー
リングを確かなものするために、被覆材１００の縁部は、好ましくは、しわや折り目にな
らないように丸く収められている。
【００９７】
　ここで図１８Ｃを参照すると、被覆材１００はポンプ８００に連結される。ポンプ８０
０は、被覆材１００介して、特に導管を介して傷口に負圧をかけるように構成される。あ
る実施形態では、また、図１７で説明したように、被覆材１００からポンプ８００への導
管を結合するためにコネクターが使用されてもよい。ポンプ８００で負圧をかける上で、
被覆材１００は、ある実施形態では、被覆材１００の下でいくらかまたは全ての空気が排
気された結果、部分的に崩壊し、しわしわな状態になってもよい。ある実施形態では、ポ
ンプ８００は、被覆材１００と傷口１９０の周りの皮膚との間の接触面などで、被覆材１
００において任意の漏れが起きたかを検知するように構成されてもよい。漏れが見つかっ
た場合、この漏れは、好ましくは、治療を続ける前に修復されるべきである。
【００９８】
　図１８Ｄに戻ると、追加的な固定ストリップ１９５が、被覆材１００の縁部周辺に取り
付けられてもよい。このような固定ストリップ１９５は、傷口１９０周辺の患者の皮膚に
対する追加的なシーリングを提供するので、ある状況において有利である。例えば、固定
ストリップ１９５は、患者がより活発なときのために追加的なシーリングを提供する。あ
るケースでは、固定ストリップ１９５は、特に、被覆材１００が、届き難いまたは起状の
あるエリアの上に配置される場合、ポンプ８００を作動する前に使用されてもよい。
【００９９】
　傷口１９０の治療は、好ましくは、創傷が所望の治癒レベルに達するまで続けられる。
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ある実施形態では、所定の期間が経過してから、または、被覆材が創傷流体で一杯の場合
、被覆材１００が交換されることが望ましい。このような交換中、ポンプ８００は維持さ
れ、被覆材１００だけが交換される。
【０１００】
　本願の明細書および特許請求の範囲を通して、「備える」および「含む」と用語、なら
びに例えば「備えている」などの用語の変形は、「含むが限定しない」ことを意味し、他
の成分、添加物、構成要素、数値、またはステップを除外する意味ではない（除外しない
）。
【０１０１】
　本願の明細書および特許請求の範囲を通して、単数形は、文脈上必要でない限り複数形
を含む。特に、不定の物品が使われる場合、その特性は、文脈上必要でない限り複数およ
び単数を含むように理解されるべきである。
【０１０２】
　本発明の特定の態様、実施形態、または事例に関連する特徴、数値、特性、合成物、化
学成分またはグループは、不整合が生じない限り、本明細書に記載の任意の別の態様、実
施形態、事例に適用可能であると理解されるべきである。
　なお、本発明は、以下の実施例を含むことも好適である。
（実施例１）
　傷口に局所負圧をかけるための創傷を被覆するための装置であって、当該装置は、
　液体および気体透過性の伝達層と、
　前記伝達層の上に位置する、創傷滲出液を吸収するための吸収層と、
　前記吸収層の上に位置し、第１のオリフィスを備える、気体不透過性のカバー層と、
　を備え、前記カバー層は、水蒸気透過性であることを特徴とする装置。
（実施例２）
　前記吸収層は、前記伝達層の縁部領域を超えて被覆材の中央領域から外向きに延在する
ことを特徴とする実施例１に記載の装置。
（実施例３）
　前記カバー層は、水蒸気透過性のフィルムと、前記フィルム上に広がる接着層パターン
と、を備えることを特徴とする実施例１または２に記載の装置。
（実施例４）
　前記水蒸気透過性のフィルムが、湿潤時に水の透過速度が高くなる材料から製造される
フィルムを備えることを特徴とする実施例３に記載の装置。
（実施例５）
　前記第１のオリフィスの周囲の前記カバー層にシールされたポートをさらに備えること
を特徴とする実施例１～４のいずれかに記載の装置。
（実施例６）
　前記第１のオリフィスを覆い、かつ、前記カバー層および／または前記ポートにシール
されたフィルター膜をさらに備えることを特徴とする実施例５に記載の装置。
（実施例７）
　前記吸収層は、前記第１のオリフィスの下に位置する第２のオリフィスを備えることを
特徴とする実施例１～６のいずれかに記載の装置。
（実施例８）
　前記第１のオリフィスは、前記第２のオリフィスを通して伝達層に結合されることを特
徴とする実施例７に記載の装置。
（実施例９）
　前記伝達層の下に位置する、穿孔した創傷接触層をさらに備えることを特徴とする実施
例１～８のいずれかに記載の装置。
（実施例１０）
　前記創傷接触層の下面および／または上面に接着層をさらに備えることを特徴とする実
施例９に記載の装置。
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（実施例１１）
　前記創傷接触層の下面にリリース可能な保護層をさらに備えることを特徴とする実施例
９または１０に記載の装置。
（実施例１２）
　前記カバー層および前記創傷接触層が、前記吸収層の縁部領域を超えて被覆材の中央領
域から外向きに延在することで、前記カバー層および前記創傷接触層が、前記周囲領域で
一緒にシールされることを特徴とする実施例９～１１のいずれかに記載の装置。
（実施例１３）
　創傷接触層内および／または前記吸収層内に抗菌剤をさらに備えることを特徴とする実
施例１～１２のいずれかに記載の装置。
（実施例１４）
　痛み止めおよび／または細胞活性強化剤をさらに備えることを特徴とする実施例１～１
３のいずれかに記載の装置。
（実施例１５）
　消臭剤をさらに備えることを特徴とする実施例１～１４のいずれかに記載の装置。
（実施例１６）
　傷口に局所負圧（ＴＮＰ）をかける方法であって、
　創傷被覆材のカバー層のオリフィスに負圧をかけるステップであって、前記傷口の周囲
領域は、前記創傷被覆材でシールされており、これにより、空気および創傷滲出液が前記
オリフィスに向けて引き込まれる、ステップと、
　前記創傷被覆材の伝達層を通って、前記創傷被覆材の吸収層内に創傷滲出液を収集する
ステップと、
　前記創傷被覆材の前記カバー層を通して前記吸収層に収集された前記創傷滲出液の水分
を蒸発させるステップと、
　を備える方法。
（実施例１７）
　前記負圧をかけるステップが、前記オリフィスに配置された液体不透過性、気体透過性
のフィルター膜を通して負圧をかけるステップをさらに備えることを特徴とする実施例１
６に記載の方法。
（実施例１８）
　前記伝達層を介して前記傷口に亘る前記オリフィスに前記負圧を分配するステップをさ
らに備えることを特徴とする実施例１６または１７に記載の方法。
（実施例１９）
　前記吸収層内のさらなるオリフィスを介して前記オリフィスに前記伝達層を連結するス
テップをさらに備えることを特徴とする実施例１６～１８のいずれかに記載の方法。
（実施例２０）
　前記蒸発させるステップが、０ｍｍＨｇ～２００ｍｍＨｇの負圧化で前記カバー層を通
って前記吸収層内に収集された前記創傷滲出液の前記水分を蒸発させるステップ備えるこ
とを特徴とする実施例１６～１８のいずれかに記載の方法。
【符号の説明】
【０１０３】
　　１００　創傷被覆材（装置）
　　１０１　下面
　　１０２　創傷接触層
　　１０３　上面
　　１０５　伝達層
　　１１０　吸収層
　　１３０　フィルター
　　１４０　カバー
　　１４５　オリフィス
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　　１５０　（吸気）ポート
　　１５６　本体部分
　　２０１　中央領域
　　２２０　チューブ、導管
　　３１０、４１０、４１２、６１０　バッフル素子
　　３５０　オリフィス
　　３６０、９１０　（可撓性）成形品
　　７１０、８１０、８１２　（空気）経路
　　８４５　オリフィス

【図１】 【図２】
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