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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　減圧装置であって：
　第１のソケット開口部が形成された第１のソケット部材と、第２のソケット開口部が形
成された第２のソケット部材と、前記第１のソケット部材および前記第２のソケット部材
に連結されたキャリア側方部材とを有するキャリア部材と；
　前記第１のソケット部材の前記第１のソケット開口部と合致するようなサイズに作られ
構成された第１のアームと、前記第２のソケット部材の前記第２のソケット開口部と合致
するようなサイズに作られ構成された第２のアームと、前記第１のアームおよび前記第２
のアームに連結された側方摺動部材とを有する摺動部材とを具え；
　前記キャリア部材および前記摺動部材が、互いに摺動可能に係合することができ、圧縮
位置と拡張位置との間を移動可能であり；
　第１の端部と第２の端部とを有する折り畳み式部材であって、前記第１の端部は前記キ
ャリア部材に連結され、前記第２の端部は前記摺動部材に連結されて前記圧縮位置と前記
拡張位置との間を移動可能な、折り畳み式部材と；
　前記第１のソケット開口部と近接して前記第１のソケット部材に連結された第１の一定
力バイアス部材であって、前記圧縮位置から前記拡張位置へと前記キャリア部材および前
記摺動部材を押すことができる第１の一定力バイアス部材と；
　前記第２のソケット開口部と近接して前記第２のソケット部材に連結された第２の一定
力バイアス部材であって、前記圧縮位置から前記拡張位置へと前記キャリア部材および前



(2) JP 6075660 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

記摺動部材を押すことができる第２の一定力バイアス部材と；
を具えることを特徴とする減圧装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の減圧装置がさらに、
　空気または他の気体が前記折り畳み式部材の内部空間を出られるようにする排気ポート
を具えており；
　前記第１の一定力バイアス部材および前記第２の一定力バイアス部材はそれぞれ、一定
力コイルばねを具えていることを特徴とする減圧装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の減圧装置がさらに、前記折り畳み式部材に連結された減圧ポートを具
えていることを特徴とする減圧装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の減圧装置がさらに、前記圧縮位置と前記拡張位置との間の前記折り畳
み式部材の移動を示す、前記キャリア部材に連結された表示部を具えることを特徴とする
減圧装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の減圧装置において、前記キャリア部材に表示窓が形成され、さらに前
記摺動部材に固定された視覚表示部を具えており、当該視覚表示部の一部を前記表示窓を
通して見ることができることを特徴とする減圧装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の減圧装置において、前記折り畳み式部材が蛇腹を具えていることを特
徴とする減圧装置。
【請求項７】
　減圧装置において、
　第１のソケット部材と、第２のソケット部材と、前記第１のソケット部材および前記第
２のソケット部材に連結されたキャリア側方部材とを有するキャリア部材と；
　前記第１のソケット部材と合致するようなサイズに作られ構成された第１のアームと、
前記第２のソケット部材と合致するようなサイズに作られ構成された第２のアームと、前
記第１のアームおよび前記第２のアームに連結された側方摺動部材とを有する摺動部材と
；
　第１の端部と第２の端部とを有する折り畳み式部材であって、前記第１の端部は前記キ
ャリア部材に連結され、前記第２の端部は前記摺動部材に連結された折り畳み式部材と；
　前記第１のソケット部材に連結された第１の一定力バイアス部材と；
　前記第２のソケット部材に連結された第２の一定力バイアス部材と；
を具え、
　前記キャリア部材および前記摺動部材が互いに摺動可能に係合することができ、圧縮位
置と拡張位置との間で前記折り畳み式部材を移動させることができることを特徴とする減
圧装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の減圧装置において、前記折り畳み式部材が蛇腹であることを特徴とす
る減圧装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の減圧装置がさらに：
　前記折り畳み式部材に連結された排気ポートと；
　前記折り畳み式部材に連結された減圧ポートと；
を具えていることを特徴とする減圧装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の減圧装置がさらに、前記折り畳み式部材の第２の端部に連結された安
全ノジュールを具えていることを特徴とする減圧装置。
【請求項１１】
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　請求項７に記載の減圧装置において、前記摺動部材の前記第１のアームがさらに前記第
１の一定力バイアス部材に接触するよう構成された凹状の第１のインタフェース領域を具
え、前記摺動部材の前記第２のアームがさらに前記第２の一定力バイアス部材に接触する
よう構成された凹状の第２のインタフェース領域を具えていることを特徴とする減圧装置
。
【請求項１２】
　請求項７に記載の減圧装置において、前記第１の一定力バイアス部材が第１の一定力コ
イルばねを具え、前記第２の一定力バイアス部材が第２の一定力コイルばねを具えている
ことを特徴とする減圧装置。
【請求項１３】
　請求項７に記載の減圧装置において、前記折り畳み式部材が、流体を保持するよう構成
された内部空間を具えていることを特徴とする減圧装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、米国特許法１１９条（ｅ）項の下で２００８年７月１１日出願の米国仮特許
出願第６１／０７９，８６６号、名称「Ｍａｎｕａｌｌｙ－Ａｃｔｕａｔｅｄ，Ｒｅｄｕ
ｃｅｄ－Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　ａ　Ｗｏｕｎｄ
（創傷を治療する手動減圧システム）」の利益を主張するものであり、総ての目的のため
参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は一般に治療システムに関し、より具体的には、創傷を治療するための手動減圧
システムおよび装置に関するものである。
【０００３】
　臨床研究および臨床診療は、組織部位の近傍に減圧を加えると、組織部位における新し
い組織の成長を増強かつ促進させることを示してきた。この現象の適用例は非常に多いが
、減圧の適用は特に、創傷治療において用いられてきた。この治療法（しばしば、医学界
では「負圧創傷療法」、「減圧療法」、または「真空療法」と称される）は、治癒促進お
よび肉芽組織の形成の向上を含む多くの利点を提供する。一般に、減圧は、多孔質パッド
または他のマニホルド装置を介して組織に加えられる。この多孔質パッドは、減圧を組織
に分配したり、組織から吸い出される流体を流すことができるセルまたは細孔を具える。
この多孔質パッドは、治療を促進する他の要素を有するドレッシングに組み込むこともで
きる。
【０００４】
　減圧治療システムは、急性または慢性治療中の患者における大きくて滲出が多い創傷、
ならびに減圧の適用がなければ治療しにくい他の重度の創傷に多くの場合適用される。体
積が小さく、滲出液の生成が少ない重症度が低い創傷は、通常はドレッシングで治療され
、減圧は使用しない。減圧システムを管理し維持するために介護者を訓練する費用や必要
性が、使用の妨げとなってきた。同時に、サイズや動力の要件も移動性や快適性を望む多
くの患者にとって不利であった。さらには、システムの費用により、重症度が低い創傷へ
の減圧の使用を正当化することが難しかった。
【０００５】
　創傷を減圧で治療することに関する課題の１つは、一定の減圧源を生成する効果的な方
法を提供することである。現在、多くの場合、電池式ポンプを利用して減圧を創傷部位に
提供している。しかしながら、これらのポンプは費用がかかり、創傷治療の最中に電池の
充電が確実に切れないようメンテナンスを必要とする。電池残量がなくなると、電池の交
換または他の設定に伴う時間のため、減圧が部位に戻るまでに長時間かかる場合がある。
さらに、部位における減圧が適切に維持されない場合、創傷部位に漏れが起こり、減圧治
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療の効果が限定されることがある。
【発明の概要】
【０００６】
　既存の減圧源およびシステムにおける問題は、本書に記載の実施例におけるシステム、
装置、および方法によって対処される。実施例によると、患者の創傷を治療する手動減圧
システムは、マニホルド部材と、シーリング部材と、減圧送達部材と、減圧インタフェー
スと、減圧を生成する手動の一定減圧源とを具える。このマニホルドは、減圧を分配する
ことができる。シーリング部材は、マニホルド部材と患者の一部の上に液密を提供しうる
。減圧送達部材は、手動の一定減圧源から減圧インタフェースに減圧を送達する。この手
動の一定減圧源は、減圧送達部材の第１の端部と流体連通している減圧ポートを具える。
手動の一定減圧源は、一定力バイアス部材を具える。
【０００７】
　他の実施例によると、組織を治療する減圧システムに用いる手動減圧装置は、第１の端
部と、第２の端部と、内部空間とを有する柔軟な折り畳み式部材を具える。この柔軟な折
り畳み式部材は、圧縮位置と拡張位置との間を移動しうる。この手動減圧装置はさらに、
柔軟な折り畳み式部材に連結された排気ポートと、柔軟な折り畳み式部材に連結された減
圧ポートとを具える。手動減圧装置は、柔軟な折り畳み式部材の第１の端部に連結された
キャリア部材と、柔軟な折り畳み式部材の第２の端部に連結された摺動部材とを有する。
この摺動部材はキャリア部材と摺動可能に係合するよう機能し、圧縮位置と拡張位置との
間を移動する。手動減圧装置はさらに、キャリア部材および摺動部材に連結された一定力
バイアス部材を具えており、これは圧縮位置と拡張位置との間で摺動部材とキャリア部材
を互いに離れる方に付勢しうる。
【０００８】
　他の実施例によると、手動減圧装置を製造する方法は、キャリア部材を形成するステッ
プと、摺動部材を形成するステップと、第１の端部と第２の端部と内部空間とを有する柔
軟な折り畳み式部材を設けるステップとを具える。摺動部材およびキャリア部材は、互い
に摺動可能に係合するよう形成される。柔軟な折り畳み式部材は、圧縮位置と拡張位置と
の間を移動することができる。この製造方法はさらに、柔軟な折り畳み式部材の第１の端
部をキャリア部材に連結するステップと、柔軟な折り畳み式部材の第２の端部を摺動部材
に連結するステップと、一定力バイアス部材をキャリア部材および摺動部材に連結するス
テップとを具える。この一定力バイアス部材は、圧縮位置と拡張位置との間でキャリア部
材と摺動部材を互いに離れる方に付勢しうる。この製造方法は更に、圧縮位置にある場合
に流体が柔軟な折り畳み式部材の内部空間を出ることができるように排気ポートを柔軟な
折り畳み式部材に連結するステップと、柔軟な折り畳み式部材から減圧を送達するために
、減圧ポートを柔軟な折り畳み式部材に連結するステップとを具える。
【０００９】
　他の実施例によると、患者の組織部位を減圧で治療する方法は、組織部位の近傍にマニ
ホルド部材を配置するステップと、液密を形成すべくマニホルド部材と患者の表皮の一部
の上にシーリング部材を配置するステップと、減圧をマニホルド部材に提供すべくシーリ
ング部材上に減圧インタフェースを連結するステップと、減圧源を提供するステップとを
具えており、当該減圧源は手動の一定減圧源である。この手動の一定減圧源は、減圧ポー
トを具える。この減圧ポートは減圧送達部材の第１の端部と流体連通しており、ほぼ一定
の減圧が発生可能である。手動の一定減圧源は、一定力バイアス部材を具える。この治療
方法はさらに、減圧源を減圧インタフェースに流体連結するステップと、減圧源を圧縮位
置に移動させるステップとを具える。
【００１０】
　実施例の他の特徴および利点は、以下の図面や詳述を参照することにより明らかとなる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】図１は、断面に示す部分と斜視図に示す部分とで創傷を治療する手動減圧システ
ムの実施例の概略図である。
【図２】図２は、減圧システムに用いる手動減圧装置の実施例の概略的な分解斜視図であ
る。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、図２の装置の一部における概略的な断面である。
【図４】図４Ａ、図４Ｂ、および図４Ｃは、圧縮位置、中間位置、および拡張位置それぞ
れを示す手動減圧装置の実施例である。
【図５】図５は、手動減圧装置の他の実施例の概略斜視図である。
【図６】図６は、手動減圧装置の他の実施例の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施例の以下の詳述では、その一部を構成する添付の図面について説明している。これ
らの実施形態は、当該技術分野の当業者が本発明を実施できる程度に十分詳細に記載され
ており、その他の実施形態が利用可能であるとともに、本発明の趣旨および範囲を逸脱し
ない範囲で、機械的、電気的、および化学的な変更が可能であることを理解されたい。本
書に記載の実施形態を当業者が実施可能とするのに必要のない細部説明を避けるために、
当業者に既知の一部の情報を省略する場合がある。したがって、以下の詳述は、限定の意
味で捉えるべきではなく、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定義され
る。
【００１３】
　図１を参照すると、組織部位１０２を減圧で治療する手動減圧システム１００が図示さ
れている。この組織部位１０２は、骨組織、脂肪組織、筋組織、皮膚組織、血管組織、結
合組織、軟骨組織、腱、靱帯、または任意の他の組織を含む人間、動物、または他の生物
の肉体組織であってもよい。
【００１４】
　減圧を組織部位１０２に加えると、組織部位からの滲出液または他の流体の除去を促進
し、更なる組織の成長を促すことができる。特に指示がない限り、本書で用いる「また」
は相互排他性を必要としない。組織部位１０２における創傷の場合、肉芽組織の成長およ
び滲出液とバクテリアの除去は、創傷の治癒促進を助ける。創傷していない、または欠損
していない組織の場合は、減圧を利用して、採取して他の組織部位に移植できるような組
織の成長を促進することができる。本書で用いる「減圧」とは、概して、治療を受ける組
織部位の周囲圧力より低い圧力のことをいう。多くの場合、この減圧は、患者がいる位置
の大気圧未満となるであろう。若しくは、減圧は、組織部位１０２における静水圧より低
くてもよい。特に指示がない限り、本書で述べる圧力の値はゲージ圧である。「真空」お
よび「負圧」といった用語は組織に加えられる圧力を説明するのに使用されるが、組織部
位に加わる実際の減圧は、一般に完全真空に関連する圧力よりも大きい。この用法と整合
して、減圧または真空の増加とは通常、絶対圧の相対的な低下を意味する。
【００１５】
　手動減圧システム１００は、マニホルド部材１１０と、シーリング部材１１４と、減圧
インタフェース１２０と、手動減圧装置である減圧源１４０とを具えている。減圧送達部
材１２２は、減圧源１４０を減圧インタフェース１２０に流体連結している。
【００１６】
　マニホルド部材１１０は、組織部位１０２に配置される。このマニホルド部材１１０は
生体適合性材料であってもよく、組織部位と接触するように配置したり、減圧を組織部位
に分配したりできる。本書における用語「マニホルド（ｍａｎｉｆｏｌｄ）」は一般に、
組織部位に減圧を加える、流体を送達する、あるいは組織部位から流体を除去するのを補
助すべく設けられた物体または構造をいう。マニホルド部材１１０は一般に、マニホルド
周囲の組織の領域に流体を分配したり除去する複数のフローチャネルまたは通路を具える
。これらのフローチャネルは相互接続することができる。マニホルドの例は、限定はしな
いが、フローチャネル、セル状発泡体（開放セル発泡体など）、多孔質組織の堆積、およ
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びフローチャネルを含むか含むように硬化する液体、ゲルおよび発泡体を形成するように
配置された構造要素を有する装置である。マニホルド部材１１０は多孔質であってもよく
、発泡体、ガーゼ、フェルトマット、または特定の生物学的な用途に適した任意の他の材
料から作ることができる。
【００１７】
　一実施例では、マニホルド部材１１０は多孔質発泡体であって、フローチャネルとして
機能する複数の相互接続されたセルまたは多孔質を含む。この多孔質発泡体は、テキサス
州サンアントニオのＫｉｎｅｔｉｃ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ社で製造されているＧｒａｎｕＦ
ｏａｍ（商標）材料のようなポリウレタンの開放セル、網状発泡体であってもよい。他の
実施形態は、「閉鎖セル」を含んでもよい。幾つかの状態では、このマニホルドは、薬物
、抗菌物質、成長要素、および他の溶液といった流体を創傷に分配するために利用するこ
ともできる。他の層は、吸収物質、毛細管物質、疎水性物質および親水性物質などを含ん
でもよい。
【００１８】
　シーリング部材１１４がマニホルド部材１１０の上に配置され、手動減圧システム１０
０に適した液密を設けて組織部位１０２に減圧を保持する。「液密」または「シール」は
、特定の減圧サブシステムまたは供給源に与えられる、所望の部位に減圧を保持するのに
適した密閉を意味する。シーリング部材１１４は、組織部位１０２にマニホルド部材１１
０を固定するために用いるカバーであってもよい。シーリング部材１１４は不透過性また
は半透過性であってもよく、シーリング部材は、マニホルド部材１１０と患者の表皮の一
部の上にシーリング部材１１４を取り付けた後に組織部位１０２に減圧を保持することが
可能である。このシーリング部材１１４は、組織部位１０２に対して望ましい不透過性ま
たは透過性特性を含むシリコーンベースの化合物、アクリル、ポリウレタン、ヒドロゲル
かヒドロゲル形成材料、または任意の他の生体適合性材料から形成された、柔軟なオーバ
ードレープまたはフィルムであってもよい。
【００１９】
　シーリング部材１１４はさらに、シーリング部材１１４を患者の皮膚に固定する取付装
置１１６を具えてもよい。この取付装置１１６は、任意の形状にすることができる。例え
ば、接着層１１８をシーリング部材の縁部またはシーリング部材の任意の部分に沿って配
置して、液密を設けてもよい。この接着層１１８は、事前に適用されて、適用時に除去さ
れるリリース部材で覆われてもよい。
【００２０】
　減圧インタフェース１２０、またはコネクタは、マニホルド部材１１０から減圧送達部
材１２２へ、およびその逆に流体を通過させることができる。例えば、マニホルド部材１
１０を用いて組織部位から収集された滲出液は、減圧インタフェース１２０を介して減圧
送達部材１２２に入ることができる。他の実施形態では、システム１００は減圧インタフ
ェース１２０を具えず、減圧送達部材１２２がシーリング部材１１４を通ってマニホルド
部材１１０内に直接挿入されてもよい。減圧送達部材１２２は、減圧の送達または移動を
可能にする医療用導管か管または任意の他の装置であってもよい。
【００２１】
　減圧は、手動減圧装置である減圧源１４０によって生成され、減圧送達部材１２２に供
給される。この減圧源１４０は、キャリア部材１５６および摺動部材１６８に連結してい
る柔軟な折り畳み式部材１４６を具えてもよい。本書で用いる「連結する」は、別のもの
に恒久的に連結する、別のものに脱着可能に連結する、ある部材が別の部材を押すか引く
ことができるように部材を配置する等、様々な方法で接合するか関連しあうことを意味す
る。
【００２２】
　図１では明示していないが、減圧源１４０は、キャリア部材１５６から離れるように摺
動部材１６８を動かす一定力バイアス部材を具えている。減圧源１４０は排気ポート１５
３を有しており、これにより、柔軟な折り畳み式部材１４６内の空気または他の流体は外
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に出るが、排気ポート１５３には入らないようにすることができる。減圧は減圧源１４０
によって減圧ポート１５４を通って送達され、この減圧ポート１５４は減圧送達部材１２
２に連結され、減圧送達部材１２２から柔軟な折り畳み式部材１４６内へ一方向にのみ流
れることができるようにする。一定力バイアス部材を使用することにより、減圧源１４０
は一定の減圧が生じるようにする。本書で使用する「一定」は、所定のレベルに対して±
５パーセントに特定の減圧を減圧ポート１５４において維持できることを意味する。一定
力バイアス部材の強度は、減圧源１４０によって生成される減圧レベルを定めるために変
更することができる。
【００２３】
　複数の異なる装置を減圧送達部材１２２の中間部１２４に加えることができる。例えば
、流体収集部材１２６を追加して、除去された滲出液および他の流体を保持してもよい（
この流体は更に、柔軟な折り畳み式部材１４６内に保持することもできる）。減圧送達部
材１２２の中間部１２４に備え付けることができる装置の他の例は、圧力フィードバック
装置、体積検出システム、血液検出システム、感染検出システム、流量監視システム、温
度監視システム等を含む。流体収集部材といったこれらの装置のいくつかは、減圧源１４
０と一体的に形成することもできる。減圧ポート１５４は１またはそれ以上のフィルタを
含むフィルタ部材を具えていてもよく、このフィルタは折り畳み式部材１４６内の内部空
間に液体が入るのを防ぐ疎水性フィルタを含んでもよい。臭気フィルタを具えてもよい。
【００２４】
　操作中、マニホルド部材１１０が組織部位１０２の近傍に配置され、シーリング部材１
１４がマニホルド部材１１０と患者の表皮の一部の上に液密を作るように配置される。ま
だ連結されていない場合、減圧インタフェース１２０がシーリング部材１１４に連結され
る。減圧送達部材１２２は、減圧インタフェース１２０と減圧源１４０との間に連結され
る。摺動部材１６８は手動で動作されるか、キャリア部材１５６へと動かされ、その結果
、柔軟な折り畳み式部材１４６が折り畳まれて、減圧源１４０を圧縮位置に配置する。こ
の運動中、柔軟な折り畳み式部材１４６の内部空間内の空気または他の流体は、出口の排
気ポート１５３を通って押し出される。次いで、一旦開放されると、バイアス装置がキャ
リア部材１５６から離れるように摺動部材１６８を付勢しながら、付勢力が柔軟な折り畳
み式部材１４６を拡張させて減圧を生成し、この減圧は減圧ポート１５４を通って減圧送
達部材１２２に送達され、減圧インタフェース１２０を通ってマニホルド部材１１０およ
び組織部位１０２に送達される。減圧が送達されると、気体あるいは他の流体が減圧ポー
ト１５４に入り、柔軟な折り畳み式部材１４６が拡張して、最終的に拡張位置に達するま
で充填される。柔軟な折り畳み式部材１４６が汚染されていない場合など環境に応じて、
柔軟な折り畳み式部材１４６を再び圧縮位置にして別のサイクルを開始することにより、
柔軟な折り畳み式部材１４６を再充填することができる。アラームを、拡張位置に達した
ときの音響式の信号に加えてもよい。
【００２５】
　ここで主に図２を参照すると、分解斜視図に手動減圧源２４０を示している。手動減圧
源２４０は、キャリア部材２５６と摺動部材２６８との間に配置された柔軟な折り畳み式
部材２４６を具えている。このキャリア部材２５６および摺動部材２６８は、一定力バイ
アス部材２７８によって互いに離れるように付勢される。
【００２６】
　柔軟な折り畳み式部材２４６は、第１の端部２４８と第２の端部２５０とを有している
。柔軟な折り畳み式部材２４６は内部空間に空気または他の流体を保持することができる
。排気ポート２５３は第１の端部２４８の近くに位置してもよく、空気または他の流体が
柔軟な折り畳み式部材２４６の内部空間を出ることができるようにする。減圧ポート２５
４は、第２の端部２５０の近くに位置してもよい。使用中、この減圧ポート２５４は図１
の減圧送達部材１２２などの減圧送達導管に流体連結され、創傷部位における組織を治療
するシステムに減圧を提供する。これらのポート２５３、２５４は、柔軟な折り畳み式部
材２４６のいかなる場所に位置していてもよい。
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【００２７】
　この実施例では、ノジュール２５５が第２の端部２５０に近い柔軟な折り畳み式部材２
４６に連結されている。このノジュール２５５は、安全性の理由により設けられている。
特に、第１の端部２４８は１つの排気ポート２５３を有し、第２の端部２５０は減圧ポー
ト２５４およびノジュール２５５を有しているため、柔軟な折り畳み式部材２４６は、一
方向にのみキャリア部材２５６および摺動部材２６８と嵌め合わせることができる。従っ
て、この柔軟な折り畳み式部材２４６は、正常な方法でのみ導入することができる。
【００２８】
　一実施例では、柔軟な折り畳み式部材２４６は蛇腹のように形成することができる。こ
のような実施例では、互いの方へ、かつ互いが離れる方に移動しうる柔軟な折り畳み式部
材２４６は波形を有する波状の側壁２４５が形成され、その結果、圧縮性の蛇腹は圧縮し
たり拡張したりする。柔軟な折り畳み式部材２４６は、蛇腹の圧縮および拡張を可能にす
る弾性ポリマといった任意の材料から作ることができる。形状は、矩形、円形、または任
意の他の形状であってもよい。柔軟な折り畳み式部材２４６は、溶接、ネジ、接着、ボル
ト、気密シール、スナップ止めまたは任意の他の手段によって、キャリア部材２５６およ
び摺動部材２６８に連結することができる。用語「連結」は一般に、別個の物体を介する
連結および直接的な連結を含む。この用語「連結」はさらに、材料の同一部分から形成さ
れたそれぞれの要素によって互いに連続している２またはそれ以上の要素を含む。さらに
、用語「連結」は、化学結合を介するような化学的、機械的、熱的、または電気的結合を
含んでもよい。
【００２９】
　柔軟な折り畳み式部材の内部チャンバは閉鎖システムとして機能し、これにより、圧力
と体積が規定の関係、すなわちＰ１×Ｖ１＝Ｐ２×Ｖ２を有している。柔軟な折り畳み式
部材２４６の端部の壁２５１の面積が圧力を受け、力を摺動部材２６８に伝達する。力は
、この面積と比例する（Ｆ≒ＰＡ）。生成された減圧は、一定力バイアス部材２７８の力
を選択したり、端部の壁２５１の面積を調整することによって制御できる。手動減圧源２
４０によって生じた圧力は、通常、摺動側面の摺動部材２７６に面する柔軟な折り畳み式
部材２４６の端部の壁２５１の内側部分の面積に反比例する（Ｐ≒Ｆ／Ａ）。
【００３０】
　キャリア部材２５６は、第１のソケット部材２５８と第２のソケット部材２６０とを有
するようにこの実施例では示されている。以下で更に説明するように、このソケット部材
２５８および２６０は、第１の一定力コイルばね２８０および第２の一定力コイルばね２
８２のそれぞれと、摺動部材２６８の第１のアーム２７０および第２のアーム２７２をそ
れぞれ収容するようなサイズに作られる。
【００３１】
　第１のソケット部材２５８および第２のソケット部材２６０は、側方のキャリア部材２
６２によって連結されている。側方のキャリア部材２６２には、ポートチャネル２６４が
形成される。ポートチャネル２６４は、締りばめなどによって、排気ポート２５３を確実
に収容するようなサイズに作られ、構成されている。ソケット部材２５８および２６０に
は表示窓２６６が形成され、この表示窓２６６を通して摺動部材２６８の外面２７３の目
盛、目印、または他の視覚表示２７４を確認することができる。キャリア部材２５６は、
溶接、接着剤、ボルト、スナップ取付、ねじ、または任意の他の連結によって連結された
複数の構成要素として形成されてもよく、あるいは鋳造などによって一体型ユニットとし
て形成されてもよい。２つのコイルばね２８０、２８２を単一のソケット部材に配置する
こともでき；その場合は、ばねを有する側面とは反対側の面に表示窓を配置することが望
ましい場合もある。
【００３２】
　摺動部材２６８に第１のアーム２７０および第２のアーム２７２が形成され、アーム２
７０、２７２間に連結された側方の摺動部材２７６を有している。側方摺動部材２７６は
第１のポートチャネル２７５と第２のポートチャネル２７７とを有しており、これらは、
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締りばめなどによって、減圧ポート２５４およびノジュール２５５（または模擬ポート）
をそれぞれ確実に収容するようなサイズに作られて構成されている。目盛などの視覚表示
２７４は、第２のアーム２７２などアームの一方の外面２７３上に配置することができる
。
【００３３】
　この実施例では、一定力バイアス部材２７８は、第１の一定力コイルばね２８０と第２
の一定力コイルばね２８２とを含む。第１の一定力コイルばね２８０は、固定部分２８４
とコイル部２８６とを有する。固定部分２８４は第１のソケット部材２５８のソケット開
口部２５９の近くに連結され、ソケット開口部２５９は第１の一定力コイルばね２８０の
コイル部２８６を収容するサイズに作られる。摺動部材２６８の第１のアーム２７０はイ
ンタフェース領域２７１または部材が形成されており、図示のように凹んでいてもよく、
摺動部材２６８が手動でキャリア部材２５６へと作動したときに、コイル部２８６と接触
してコイル部２８６を広げるか、コイル部２８６を曲げるように作られる。
【００３４】
　ここで主に図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、第１のソケット部材２５８、第１の一定
力コイルばね２８０、および第１のアーム２７０の概略断面が図示されており、まず図３
Ａには拡張位置が、図３Ｂには圧縮位置が示されている。図３Ａの拡張位置から始めると
、コイル部２８６は、固有の自由位置または長さに近い状態である。第１の一定力コイル
ばね２８０の固定部分２８４は、ばね保持具またはピン等といった連結装置２８３を用い
て連結されている。第１のアーム２７０が第１のソケット部材２５８内に押されるにつれ
て、インタフェース領域２７１が第１の一定力コイルばね２８０のコイル部２８６を圧接
して、コイル部２８６を少なくとも部分的に広げ、その間、第１の一定力コイルばね２８
０は、第１の一定力コイルばね２８０に掛かっている負荷に抵抗する一定力を提供してい
る。
【００３５】
　第１のアーム２７０は、図３Ｂに示すように第１のアームの停止地点まで押され、開放
され、第１の一定力コイルばね２８０は第１のアーム２７０を第１のソケット部材２５８
から離れる方へ外側に押し続ける。図２を再び参照すると、第２の一定力コイルばね２８
２は、図３Ａおよび図３Ｂに示す第１の一定力コイルばね２８０に対する方法と同様に、
第２のソケット部材２６０および第２のアーム２７２と相互作用するということを理解さ
れたい。
【００３６】
　操作中、手動減圧源２４０が図４Ａに示すような圧縮位置から、図４Ｂに示す中間位置
、最後に図４Ｃに示す拡張位置まで移動すると、手動減圧源２４０が減圧を生成する。減
圧治療システムに用いる手動減圧源２４０を準備するため、柔軟な折り畳み式部材２４６
はキャリア部材２５６のポートチャネル２６４内に排気ポート２５３を有するように配置
され、減圧ポート２５４およびノジュール２５５は、それぞれ第１のポートチャネル２７
５および第２のポートチャネル２７７内に配置される。減圧送達導管は減圧ポート２５４
に連結することができる。次いで、摺動部材２６８が、例えば誰かの手などで部材を手動
で圧迫するか作動させることによって、キャリア部材２５６の方へ付勢される。このよう
にすると、一定力コイルばね２８０および２８２が広がり、手動減圧源２４０が圧縮位置
に達する（図３Ｂおよび図４Ａ参照）。
【００３７】
　次いで、加えられた手動力が取り除かれ、ばね２８０および２８２が摺動部材２６８を
キャリア部材２５６から離れる方に付勢する。この付勢力により柔軟な折り畳み式部材２
４６が拡張し始め、減圧ポート２５４に吸引が生じる。気体または他の流体が減圧ポート
２５４内に収容されると、摺動部材２６８が少なくともある程度キャリア部材から外側に
移動しながら、手動減圧源２４０は再び平衡状態に達する。このプロセスは、中間位置を
通り、柔軟な折り畳み式部材２４６が完全に充填されるか、ばね２８０、２８２が初期位
置に達する、手動減圧源２４０が最終または拡張した位置（図３Ａおよび図４Ｃ参照）に
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達するまで続く。
【００３８】
　ここで主に図５を参照すると、手動の一定減圧源３４０の他の実施例を示している。こ
の手動の一定減圧源３４０は、柔軟な折り畳み式部材３４６と、キャリア部材３５６と、
摺動部材３６８とを具えている。保持部材３８３は、キャリア部材３５６の一部内の一定
力バイアス部材（図示せず）と連結している。この一定力バイアス部材は、手動の一定減
圧源３４０が圧縮位置から拡張位置に移動するにつれて、摺動部材３６８をキャリア部材
３５６から離れる方に付勢する力を提供している。
【００３９】
　キャリア部材３５６は、第１のソケット部材３５８と、第２のソケット部材３６０と、
キャリア側方部材３６２とを具えている。このキャリア部材３５６は、連結された構成部
品によって形成されてもよく、あるいは鋳造といった手段によって一体型ユニットとして
形成されてもよい。表示部３６５を手動の一定減圧源３４０の一部として具え、残りの許
容量または運動を表示してもよい。一例として、表示部３６５は、第１のソケット部材３
５８または第２のソケット部材３６０上に形成された表示窓３６６であってもよく、これ
により摺動部材３６８の一部に取り付けられた視覚表示が見えるようになり、その結果、
完全に拡張した位置に達する前に手動の一定減圧源３４０がどの程度さらに移動できるか
を示す表示を提供する。ポートチャネル３６４はキャリア側方部材３６２に形成されて、
減圧が通る減圧ポートなどのポートを保持するのを助け、柔軟な折り畳み式部材３４６内
に生成された減圧は、減圧送達導管３２２に送達され、この導管３２２は創傷部位におけ
る組織を治療するシステムに減圧を送達する。
【００４０】
　摺動部材３６８は、第１のアーム３７０と第２のアーム３７２とを有している。これら
のアーム３７０、３７２は、側方摺動部材３７６によって連結されている。この側方摺動
部材３７６は、２本のアーム３７０、３７２上に位置にするようにスナップ留めされても
よい。図３Ａおよび図３Ｂに示すものと同様の方法で、アーム３７０、３７２は、ソケッ
ト部材３５８および３６０内に位置する一定力バイアス部材を押し出すことができる。
【００４１】
　柔軟な折り畳み式部材３４６は、第１の端部３４８と第２の端部３５０とを有している
。第２の端部３５０の一部は、柔軟な折り畳み式部材３４６の内部空間内に集められる滲
出液のような流体を保持するように意図的に形成されてもよい。吸収ゲルまたは他の吸収
材を第２の端部３５０に近接するように折り畳み式部材の内側部分内に配置してもよい。
この特定の実施例では、柔軟な折り畳み式部材３４６の第１の端部３４８は、キャリア部
材３５６のポートチャネル３６４内に適した減圧ポートを具えている。締りばめなどの嵌
め合いは、第１の端部３４８を確実にキャリア部材３５６に保持するのを補助するよう十
分に堅くてもよく、あるいはファスナ、溶接、接着剤等のように、第１の端部３４８を連
結する他の手段を用いてもよい。柔軟な折り畳み式部材３４６の第２の端部３５０は、側
方摺動部材３７６を受け、側方摺動部材３７６を保持するようなサイズに作られて構成さ
れたチャネルまたは溝部またはキャリアラグ３５２が形成されており、その結果、第２の
端部３５０を摺動部材３６８に固定している。
【００４２】
　ここで主に図６を参照すると、手動減圧装置４４０の他の実施例が分解斜視図に示され
ている。この手動減圧装置４４０は、柔軟な折り畳み式部材４４６と、ハウジング部４５
７またはケースを含むキャリア部材４５６と、基礎部材４６１とを具えている。この手動
減圧装置４４０はさらに、摺動部材４６８と一定力バイアス部材４７８とを具えている。
【００４３】
　柔軟な折り畳み式部材４４６は、第１の端部４４８と第２の端部４５０とを有している
。この実施形態では、第１の端部４４８は摺動部材４６８の内側に連結されており、第２
の端部４５０は基礎部材４６１の基礎ポッド４６３に連結されている。
【００４４】
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　キャリア部材４５６のハウジング部４５７またはケースは、一体型ユニットを形成すべ
く基礎部材４６１をスナップ留めするような位置に作られており、これは、ハウジング部
４５７と係合する、縁部４９０および戻り止めまたは戻り止めアーム４６７の双方により
可能となる。戻り止めアーム４６７を用いてハウジング部４５７の一部と係合して保持す
ることができ、縁部４９０は、開口部４９２に近位のハウジング部４５７を受けて保持す
るように具えられてもよい。ハウジング部４５７は摺動開口部４６５を具えてもよく、そ
の中で摺動部材４６８が摺動可能に連結されており、手動で摺動開口部４６５内に押し下
げることができる。
【００４５】
　基礎部材４６１は図２の減圧ポート２５４と類似する減圧ポート（図示せず）を具えて
もよく、送達導管を取り付けて、減圧を送受可能にする。減圧ポート２５４は、柔軟な折
り畳み式部材４４６の内部空間と流体連通している。減圧ポート２５４は、進入しうる任
意の流体を保持するため、柔軟な折り畳み式部材４４６内に、好適には柔軟な折り畳み式
部材４４６の一部内にカウンタボアを具えてもよい。このポートはさらに、フィルタ部材
を有するフィルタキャリアを具えてもよく；このフィルタ部材は、木炭ペレットフィルタ
および焼結疎水性フィルタを含んでもよい。
【００４６】
　摺動部材４６８には開口部４６９が形成される。この摺動部材４６８は、ハウジング部
４５７の一部内を摺動しうるサイズに作られる。
【００４７】
　一定力バイアス部材４７８は、固定部分４８４とコイル部４８６とを有する一定力コイ
ルばね４８０であってもよい。コイル部４８６の中心開口部は、ハウジング部４５７上に
位置するドラムまたはピン４８８に配置することができる。固定部分４８４は、摺動開口
部４６９の近位に固定することができる。
【００４８】
　最終的な手動減圧装置４４０の組立では、柔軟な折り畳み式部材が確実に固定され、柔
軟な折り畳み式部材４４６が減圧ポートと流体接触するよう配置されるように、柔軟な折
り畳み式部材４４６が基礎ポッド４６３に連結される。柔軟な折り畳み式部材４４６の第
１の端部４４８は摺動部材４６８の開口部４６９内に配置され、摺動部材４６８の一部に
連結される。ハウジング部４５７は摺動部材４６８の上に位置し、戻り止めアーム４６７
がハウジング部４５７の開口部４９２内の対応する差込み口と係合し、縁部４９０が開口
部４９２と係合するまで、柔軟な折り畳み式部材４４６が押し下げられる。一定力バイア
ス部材４７８、例えば一定力コイルばね４８０は、キャリア部材４５６のドラム４８８に
コイル部４８６の中央開口部を配置し、摺動部材４６８の開口部４６９の近位に固定部分
４８４を連結することにより、装置４４０に連結される。
【００４９】
　動作中、減圧送達導管が基礎部材４６１上の減圧ポートに取り付けられ、次いで、摺動
部材４６８が押し下げられるか手動で動かされて、摺動部材４６８を摺動開口部４６５内
に更に押し下げることにより、手動減圧装置４４０は柔軟な折り畳み式部材４４６が折り
畳まれた圧縮位置となる。柔軟な折り畳み式部材４４６が折り畳まれると、手動減圧装置
４４０内の空気または他の流体は排気ポートの外に押し出され、この排気ポートはさらに
基礎部材４６１の底面（図２の排気ポート２５３と類似）に設けられてもよい。
【００５０】
　コイルばね４８０が摺動部材４６８をキャリア部材４５６の基礎部材４６１から離れる
方に付勢するにつれて、柔軟な折り畳み式部材４４６の内部空間に減圧が生じる。この減
圧は、減圧ポートに送達される。その結果、柔軟な折り畳み式部材４４６が空気または他
の流体で充填されるまで、あるいは一定力コイルばね４８０の静止位置または自由長さに
達するまで、一定減圧が供給される。この装置は、極めてばらつきが小さい一定減圧を提
供する。一定の期間にわたって、手動減圧装置４４０は、柔軟な折り畳み式部材４４６内
の気体または液体の侵入を補正することができる。減圧の程度は、柔軟な折り畳み式部材
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４４６の端部の面積ならびに一定力コイルばね４８０のばね力を変更することによって、
設定および制御することができる。
【００５１】
　本発明およびその利点を特定の非限定的な実施例の説明において開示したが、添付のク
レームによって規定された本発明の範囲を逸脱することなく様々な変化、代用、置換、お
よび代替を施すことができると理解すべきである。どれか１つの実施例に関して記載され
たいずれの特徴も、任意の他の実施例に適用することができることを理解されたい。
　

【図１】 【図２】
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【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】 【図６】



(14) JP 6075660 B2 2017.2.8

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ロック，クリストファー，ブライアン
            イギリス　ドーセット州　ビーエイチ９　３５ディー，ボーンマス，ボスワースミュース　６
(72)発明者  ロビンソン，ティモシー，マーク
            イギリス　ハンプシャー州　アールジー２３　８エイチエイチ，ベージングストーク，ウェリント
            ンテラス　２７

    審査官  安田　昌司

(56)参考文献  米国特許第０３８０９０８７（ＵＳ，Ａ）　　　
              特表平１１－５０４８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５５－０６８３７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００２／００８２５６７（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００９／１３５１７１（ＷＯ，Ａ２）　　
              国際公開第２００８／０４８５２７（ＷＯ，Ａ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　２７／００　　　　
              Ａ６１Ｍ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

