JP 4739325 B2 2011.8.3

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
負圧創傷治療システムに使用するための、創傷部位組織の細胞の活動を促すことによっ
て創傷の治癒を促進させる治療装置（１００，３００，５００）であって、該装置が浸透
性材料の被覆材（１０２，３１０）と、該浸透性材料に形成された側壁（３３２）とを備
え、該側壁は、該浸透性材料の創傷接触表面（１０６，３２０，５２０）上に開口する複
数の別個の空隙（１０４，３３０，５１０）を画定し、該側壁は、当該被覆材が治療的吸
引の圧縮力下にあるときに該空隙内に空間を保持するのに十分な剛性を有して圧縮に抵抗
し、該治療的吸引により該圧縮力を該空隙部分の該組織に加えて細胞の活動を促し、それ
によって創傷治癒を促進させる、該治療装置。
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【請求項２】
前記浸透性材料が、互いに製織、編成、編組、縫取、スパンボンド、メルトブローイン
グ又は溶融紡糸された複数の合成重合体繊維を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記繊維の少なくとも１種が、ヒアルロン酸及び抗菌性の銀のうち少なくとも一つを含
む治療剤を有する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
コラーゲン及びアルギン酸カルシウムよりなる群から選択される治療材料を有する、第
２繊維をさらに含む、請求項２に記載の装置。
【請求項５】
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前記浸透性材料の少なくとも一部分に結合した接着フィルムをさらに含む、請求項２に
記載の装置。
【請求項６】
前記浸透性材料が、ランダムに配置され、互いに結合した複数の合成重合体繊維を含む
、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記浸透性材料がポリエステルフェルトである、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記空隙が前記浸透性材料に形成されたくぼみ空隙（３３０）である、請求項１に記載
の装置。
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【請求項９】
前記くぼみ空隙（３３０）が、該くぼみ空隙が配置される創傷接触表面の面積の５０％
以上を占める、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記くぼみ空隙（３３０）の高さが０．５〜１０ｍｍの範囲にある、請求項８に記載の
装置。
【請求項１１】
前記くぼみ空隙（３３０）の高さが０．２〜５ｍｍの範囲にある、請求項８に記載の装
置。
【請求項１２】
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基材（３１０）が、５ＰＳＩまでの吸引圧縮力下で、前記くぼみ空隙内に少なくとも０
．１ｍｍの深さの空間を維持するのに十分な圧縮抵抗を有する、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
前記側壁が熱型押しによって前記浸透性材料に形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
前記側壁が真空成形によって前記浸透材料に形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
前記側壁が、繊維と接着剤とを含む混合物を織り目表面上に吹き付けることによって前
記浸透性材料に形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
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前記側壁が型押しによって前記浸透性材料に形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
前記側壁が前記浸透性材料の少なくとも一つの表面にわたって該浸透性材料の溶融温度
にほぼ等しい又はそれよりも高い対流熱を与えることによって前記浸透性材料に形成され
た、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
前記側壁が、複数の空隙と複数の接触要素（１０６，３２２，５２０）とを画定する型
に溶融基材を加え、該溶融基材を冷却し、そして該型から被覆材を取り出すことによって
被覆材の浸透性材料に形成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
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前記浸透性材料が所定の厚みを有し、しかも、前記空隙が該浸透性材料に該浸透性材料
の厚み未満の深さにまで及んでいる、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
前記浸透性材料が所定の厚みを有し、しかも、前記空隙が該浸透性材料の厚みを通して
延びている、請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
次の工程：
浸透性基材（１０２，３１０）を準備し;
該浸透性基材に複数の空隙（１０４，３３０，５１０）を形成すること
を含み、該空隙が該浸透性基材の創傷接触表面（１０６，３２０，５２０）上に開口し、
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該空隙が側壁（３３２）によって画定される、負圧創傷治療システムに使用するための、
創傷部位組織の細胞の活動を促すことによって創傷の治癒を促進させる治療用創傷被覆材
（１００，３００，５００）の製造方法。
【請求項２２】
前記複数の間隙を形成させる工程が熱型押しを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記複数の空隙を形成させる工程が真空成形を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
前記複数の空隙を形成させる工程が型押しを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
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前記複数の空隙を形成させる工程が切り取りを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
前記複数の空隙を形成させる工程が、前記基材の前記創傷接触表面にわたって該基材の
ほぼ溶融温度の対流熱を与えることを含む、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本願は、２００４年４月１３日に出願された米国仮特許出願第６０／５６１７４５号に
基づく優先権を主張する。
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発明の分野
本発明は、創傷の治療用装置及び方法に関する。より具体的には、本発明は、治療用の
創傷接触装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
創傷治癒は、ヒト身体の基本的な修復プロセスである。時間の経過により、適切な材料
による創傷の手当は、身体の自然再生プロセスを助けることが知られている。従来、この
ような材料は、綿繊維、例えば、ガーゼから作られていた。これらの手当は、治癒プロセ
スに有益である。というのは、これらのものは、損傷を受けた組織を外部汚染から隔離し
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、しかも場合によっては有害な創傷浸出液を除去するからである。
【０００３】
多数の研究から、創傷治癒は、血管形成と一体になった細胞の増殖、移動及び付着を伴
う複合機構の相互作用に依存することが示唆される。従来のガーゼ又は他の本質的に平坦
な材料の適用は、これらの機構に対して本質的に不十分である。試験管内での創傷治癒研
究は、細胞が機能するのを可能にする細胞培養媒体中で実施される。したがって、創傷治
癒の実施に際しては、増殖、移動及び付着の細胞機能の最適な相互作用を可能するために
細胞培養液の同等物又はバイオリアクター系を与えることが望ましい。さらに、フィブロ
ネクチン、血漿蛋白質、酸素、血小板、成長因子、免疫化学物質などの供給を促進する他
の生体機能を取り入れることが非常に重要である。
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【０００４】
科学及び医学が発達してきたため、創傷治癒用装置に取り入れられる技術も実質的に改
良されてきた。非常に吸収性のある創傷被覆材であって液体におけるそれらの重量を何度
も吸収することのできるものが利用できる。創傷を一時的に密封し、そして吸引を使用し
て滲出液を除去するシステムによって、広範囲にわたる利用法が見出された。抗菌剤及び
生体治療剤を取り入れた被覆材が一般的である。治癒の改善のために湿潤創傷環境を提供
する装置が有用であることが分かった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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創傷治療用の装置及び被覆材における技術的利益にもかかわらず、今なお何百万人もの
人々が慢性創傷に悩まされている。このような慢性創傷は衰弱性であり、しかも何年間も
続く可能性があるため、その個人の生活の質を大きく低下させる。多くの場合、このよう
な創傷によって手足を失うことになる。さらに、個人は、感染症のような合併症により死
亡し得る。
【０００６】
このように、さらに有効な創傷治療用の装置及び方法に対する強い要望がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
発明の概要
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創傷治癒の改善を提供するために、本発明は、創傷接触材料、該創傷接触材料の製造方
法及び該創傷接触材料を使用する治療方法に関する。
【０００８】
本発明の典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させるための治
療装置を提供する。該装置は、浸透性の基材又は構造体であってその表面に形成された複
数の凹部を有するものを含み、ここで、該凹部を有する該表面は、創傷と表面で接触した
状態で配置される。
【０００９】
本発明のさらに典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させるた
めの治療装置を提供する。該装置は、浸透性の構造体であって、その構造体の末端部間に
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配置された複数の創傷表面接触要素と、該接触要素によって画定される複数の空隙とを有
するものを含む。
【００１０】
本発明のさらなる典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させる
ための治療装置において、互いに結合した複数の繊維を含む浸透性構造体であって、該構
造体の末端部間に配置された複数の創傷表面接触要素と、該接触要素によって画定される
複数の空隙とを有するものを含む装置を提供する。
【００１１】
本発明のさらに典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させるた
めの治療装置において、ポリエステルフェルトであって、該構造体の末端部間に配置され
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た複数の創傷表面接触要素と、該接触要素によって画定される複数の空隙とを有するもの
を含む装置を提供する。
【００１２】
本発明のさらなる典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させる
ための治療装置の製造方法は、溶融基材物質を準備し、複数の凹部と複数の接触要素とを
画定させる型を準備し、そして該溶融基材物質を該型に注ぐ工程を含む。
【００１３】
本発明のさらに典型的な具体例によれば、哺乳動物における創傷の治癒を促進させるた
めの治療装置の製造方法は、浸透性構造体を準備し、そして該浸透性構造体の表面に複数
の凹部を形成させる工程を含む。
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【００１４】
本発明の別の典型的な具体例によれば、創傷の治療方法は、浸透性構造体であって、（
ｉ）該構造体の末端部間に配置された複数の創傷表面接触要素と、（ii）該接触要素によ
って画定される複数の空隙とを含むものを準備し、該創傷の少なくとも一つの表面に該浸
透性構造体を適用し、そして該構造体に力を加えて該構造体を該創傷表面と密接に接触し
た状態で保持する工程を含む。
【００１５】
これらの及びその他の態様並びに目的は、次の説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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図面の簡単な説明
本発明は、添付した図面と共に読むことで、次の詳細な説明から最もよく理解できる。
慣行上、これらの図面の様々な特徴は、正確な縮尺ではないということが強調される。対
照的に、これらの様々な特徴の寸法は、明確にするために任意に拡大又は縮小されている
。これらの図面に含まれるものは、次の図である。
図１は、本発明の第１の典型的具体例に従う溝付き創傷接触被覆材の斜視図である。
図２Ａは、本発明の第２の典型的具体例に従う溝付き創傷接触被覆材の斜視図である。
図２Ｂは、図２Ａの第２の典型的具体例に従う溝付き創傷接触複合物の断面図である。
図３Ａは、本発明の第３の典型的具体例に従うくぼみ付き創傷被覆材の斜視図である。
図３Ｂは、図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の上面図である。
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図３Ｃは、図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の底面図である。
図３Ｄは、図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の断面図である。
図４Ａ、４Ｂ、４Ｃは、図３Ａのくぼみ付き創傷被覆材の使用状態を例示した図である
。
図５Ａは、本発明の第４の典型的具体例に従う不規則な創傷接触被覆材の斜視図である
。
図５Ｂは、図５Ａに例示した不規則な創傷接触被覆材の断面図である。
【００１７】
発明の詳細な説明
不連続の接触層表面を有する創傷被覆材は、創傷表面接触要素により組織成長を促進さ
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せ、かつ、この不連続体内にその後の組織成長のための空隙容量を与えることによって組
織成長を可能にするという利点を有する。望ましくは、該接触材料の構造は、該材料を創
傷表面に対して押圧するのに必要な力を該材料に加えるときに、平坦化に抵抗するように
十分に物理的に堅牢である。
【００１８】
該材料は、液体又はその他の体液にさらされたときにその構造を保持することが望まし
い。多くの従来の被覆材材料は、それらのものが湿っていると柔らかくなり、そのため形
状が変化する。該接触層は浸透性であるため、下にある創傷の呼吸を可能にし、しかも該
創傷から流体を吸い取ることを可能にする。該接触層は、吸収性がありすぎるべきではな
い。というのは、その結果として構造の損失を生じさせる可能性があるからである。該層
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は、湿気及び水性液体の存在下での変化に対して抵抗性のある基材から構成される。
【００１９】
この具体例では、創傷表面上に残存する空隙の大きさは、該構造体が該創傷の表面に対
して押圧されるときに、好ましくは少なくとも０．１ｍｍである。これらの空隙に隣接す
る接触要素によって画定されるような該空隙の幅は、好ましくは０．１ｍｍ以上である。
より好ましい幅は約０．５〜約１０ｍｍであり、より好ましく高さは約０．２〜５ｍｍで
ある。
【００２０】
創傷の治癒は、複雑なプロセスであると認識されている。記載されるような創傷接触材
料が創傷表面に対して押圧されると、多数の生体内作用が生ずると考えられる。機械的応
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力が下の組織に加えられる。接触表面における不連続性は、該組織上にカテナリー形状を
生じさせる力を与える。これらの機械力は、細胞の活動並びに血管形成を促し、そしてこ
れらの不連続体は、粒状組織で満たされ始める。過剰の流体が創傷から別のところに運ば
れ、そして組織が所定の態様及びパターンで生じ、それによってこの新たに生じた組織の
破壊が該接触表面の除去により最小限に抑えられる。
【００２１】
繊維状の基材又は構造は、全て紡織術によって与えられる柔軟性を有する。斯界に知ら
れている多数の方法によって、本発明の構造体に繊維状織物を形成させることができる。
これらの方法としては、編成、製織、縫取、編組、フェルト製法、スパンボンド法、メル
トブローイング法及び溶融紡糸がある。これらの方法のそれぞれをさらに適合させて構造
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が本発明の構造体と合致した材料を製造することができる。この所望の構造は、例えば、
溶融材料をメルトブローイング法と同様の型に直接加えることによる該構造体の製造中に
与えられ得る。別法では、該構造体は、例えば、加熱打ち抜き又は真空成形による製造後
に成形された構造体を加工することによって形成できる。さらに、繊維を接着剤と混合さ
せ、そして折り目の写った表面上に吹き付けることができる。
【００２２】
また、繊維状織物の融通性は、複合的な用途に対するそれらの容易な適合にまでも拡大
する。個々の繊維材料は、剛性又は柔軟性のような物理的パラメーターを最適化させるよ
うに変更できる。また、個々の繊維材料は、創傷治癒を助けるそれらの既知の能力に対し
ても選択できる。このような繊維材料の例は、アルギン酸カルシウム及びコラーゲンであ
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る。或いは、繊維は、ヒアルロン酸又は抗菌性の銀のような既知の創傷治療剤で処理でき
る。該繊維材料の比率は、創傷の必要条件に適合するように変更できる。本発明の一つの
望ましい態様によれば、様々な創傷治癒特性を有する異なる繊維を望み通りに添加できる
。
【００２３】
有益な添加物として予期される他の繊維状構造体としては、
１．流体吸収性繊維、
２．非吸収性繊維、
３．生体吸収性繊維、
４．創傷の表面から流体を吸い取るための吸上性繊維、
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５．アルギン酸カルシウムのような既知の治療効果を有する繊維、
６．硬化剤の放出制御のための生体分解性繊維、
７．電位変化又は電流の送出のための導電繊維、
８．望ましくない組織、基質又は微生物の選択的除去のための接着性繊維、
９．繊細な組織の保護のための非接着性繊維
が挙げられる。
【００２４】
本発明の代表的な具体例を図１に例示している。図１に示すように、溝付き創傷被覆材
１００は、一般に適合性のあるポリエステルフェルト材料１０２から構成されている。ま
た、ニット、ウィーブ又は編組のような別のポリエステル織物も大部分の用途には好適で
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あり得る。また、同様の物性を有する、ポリエチレン又はポリプロピレンのようなポリオ
レフィン及びナイロンのようなポリアミドも意図される。ポリエステルが示すような耐ク
リープ性が特に望ましい。フェルト材料１０２には空隙溝１０４が切り込まれて、新たな
組織の上方への成長を促進させる機会を与えている。使用時には、該溝付き創傷被覆材１
００は、損傷組織と密接に接触した状態で創傷に対して押圧される。望ましくは、０．１
ｐｓｉ以上の力を該接触層に加えて該接触要素を該創傷の表面に対して押圧する。このよ
うに、創傷接触要素１０６は、損傷組織と密接に接触した状態にある。
【００２５】
図２Ａ及び２Ｂは、溝付き被覆材１００と、蒸気透過性接着剤付きシート２０２とから
構成される創傷被覆用複合材料２００を例示している。接着剤付き蒸気透過性シートは、
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一般に、斯界に知られており、しかもいくつかの創傷に最適な湿気レベルを維持すること
によって創傷の治癒に寄与すると考えられる。使用時には、被覆用複合材料２００は、そ
の溝付き被覆材１００の部分と共に、創傷と接触した状態で該創傷の表面上に置かれる。
接着シート２０２は、溝付き被覆材１００を覆い、しかも該創傷に隣接する皮膚に付着す
る。複合材料２００は、溝付き被覆材１００の利点を提供する。さらに、接着シート２０
２は、複合材料２００を固定し、そして細菌などから該創傷を保護すると共に、水蒸気の
透過を可能にする。
【００２６】
本発明の別の望ましい具体例を図３Ａ、３Ｂ、３Ｃ及び３Ｄに例示している。くぼみ付
き創傷被覆材３００についての基材又は構造体３１０は、溝付き被覆材１００に使用され
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るのと同様の材料及び製造方法によって作製できる。図３Ａは、上部に接触表面３２０を
有するくぼみ付き被覆材３００の斜視図を示している。図３Ｄは、複数の接触要素３２２
及びくぼみ空隙３３０をよく例示しているくぼみ付き被覆材３００の断面を示している。
好ましくは、総くぼみ空隙面積は、総被覆材面積の少なくとも約２５％を占める。より好
ましくは、総くぼみ空隙面積は、総被覆材面積の少なくとも約５０％を占める。くぼみ空
隙３３０は、側壁３３２によって部分的に画定される。側壁３３２は、部分的に、くぼみ
付き被覆材３００の圧縮に抵抗するのに必要な剛性を与えることを担う。接触要素は、好
ましくは、弓状の接触表面を与えるように構成される。好ましい具体例では、その接触半
径は、約０．１ｍｍ〜１ｍｍの間である。
10

【００２７】
くぼみ空隙３３０は、様々な規則的な形状又は不規則な形状で形成できる。好ましくは
、くぼみ空隙は、それぞれの開口の外周が対応する内部空隙の外周よりも小さいように「
下部を切り取られ」ないように構成される。「下部を切り取られた」又は網状の空隙構造
は、被覆材３００を除去したときに組織の破壊を生じさせ得る。というのは、該空隙中で
成長したいかなる組織も該材料を創傷から除去したときに引き裂かれ得るからである。さ
らに、下部を切り取られた又は網状の空隙構造は、新たに生じた創傷組織への該被覆材材
料の脱落をさらに生じさせやすい。
【００２８】
一つの好ましい具体例では、被覆材３００のための基材は、ウェークフィールド社（米
国マサチューセッツ州）のＢＢＡグループによって製造されたＭａｓｔｅｒｆｌｏ

ＲＴ
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Ｍである。この代表的な具体例では、該基材は、約１．０ｍｍの厚さを有する。くぼみ空
隙３３０が熱型押しされて約０．７５ｍｍの深さ及び約２ｍｍの直径を有する基材材料に
なる。
【００２９】
該接触層は、一般に数日毎に取り替えられるため、新たに形成された組織と新たな接触
層の空隙との位置合わせの可能性を考慮に入れることが重要である。したがって、本発明
の代表的な具体例によれば、（１）くぼみ空隙３３０はランダムに配置できるため、それ
ぞれの被覆材を交換した後に新たな組織の成長とはぴったりと合わず、（２）異なる直径
のくぼみを有する異なる接触層を備えることができ、又は（３）該材料の交換時毎にこれ
らのくぼみの異なる間隔を使用できる。
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【００３０】
図３Ｂ及び３Ｃは、それぞれ、くぼみ付き被覆材３００の対応する上面図及び底面図を
例示する。また、くぼみ付き被覆材３００の上部及び底部の両方に位置したくぼみ空隙３
３０及び／又は接触要素３２２を有するこの具体例の一変形例も意図される。また、くぼ
み付き創傷被覆材３００についての第２の変形例であって、該変形例の上面図及び底面図
が図３Ｂに類似するように見えるように、くぼみ空隙３３０のいくつか又は全てが該構造
の全厚さを横断する穴で置き換えたものも意図される。
【００３１】
一つの代表的な具体例では、くぼみ空隙３３０は、治療用物質で部分的に満たされるこ
とができる。例えば、感染創を治療するために、防腐剤を空隙３３０に置いてもよい。さ
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らに、生物学的治療剤を該空隙に与えて新たな組織の形成速度を改善させることもできる
。さらに別の典型的な具体例では、被覆材３００の層は、両側に異なる機能を有すること
ができる。例えば、被覆材３００の一方の側は、新たな組織の成長のために最適化できる
一方で、他方の側は、例えば、抗菌剤の送達のために最適化できる。
【００３２】
くぼみ付き被覆材３００の使用法を図４Ａ、４Ｂ及び４Ｃに例示している。図４Ａは、
創傷表面４００を示している。創傷表面４００は、浅い外傷の大部分又は深い組織創傷の
小さい表面部分を表すことができることに留意されたい。図４Ｂは、創傷表面４００に対
するくぼみ付き被覆材３００の適用及びくぼみ空隙３３０内での対応する組織の成長４１
０を示している。最後に、組織成長４１０を残してくぼみ付き被覆材３００を除去するこ
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とを図４Ｃに例示している。以下で詳細に対処するが、創傷の表面に対して被覆材３００
を押圧した状態を保持するために外力を与えることが望ましい。
【００３３】
図５Ａ及び５Ｂは、本発明の別の具体例、すなわち、粗い不規則被覆材５００を例示し
ている。斜視図から、図５Ａは、不規則被覆材５００が、不規則空隙５１０と、基材を創
傷に置いたときに壊死組織と接触しかつそれに付着することのできる「鉤状」部材として
作用する不規則接触要素５２０とをどのように有するのかを示している。基材を創傷から
取り除いたときに、壊死組織は鉤状突出部５２０に付着するため、創傷から取り除かれる
。この基材の除去は、創傷を清拭する。壊死組織の除去は、創傷を治癒させる重要な部分
である。被覆材５００の基材は、ポリエステルのフェルト又はバットから作られることが
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できる。一つの代表的な具体例では、該フェルトは、その繊維の何パーセントかが溶融し
て多数の鉤状要素５２０を有するざらつきのある表面を形成するように、温風で表面を焼
かれる。別の好適な形状は、フックループ布で使用されるような鉤状材料であることがで
きる。
【００３４】
壊死組織の十分な除去後に、その創傷は、なお感染状態にあるとみなされる可能性があ
るため、例えば、細菌を死滅させるのに有用な抗菌性の銀を含む基材で処理できる一方で
、該基材及びその使用方法は、新たな組織の成長を促進させる。
【００３５】
新たな組織が形成している創傷治癒期は、一般に、増殖期と呼ばれる。いったん創傷が
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増殖期において十分に治癒し、しかも細菌の負荷が十分に減少したら、抗菌性の銀を有せ
ず、かつ、成長促進用材料が随意に添加された基材を使用して新たな細胞及び組織の継続
的な増殖を促進させる。
【００３６】
図５Ｂは、不規則被覆材５００のランダムな断面を示している。不規則被覆材５００の
粗面は、好適な基材を、該基材の構成材料の融点又はその付近での対流熱下に通すことに
よって形成できる。例えば、ポリエステル材料は、典型的には、約２５０℃〜約２９０℃
の範囲で溶融する。この範囲で作用する対流熱源下に一時的に通されたポリエステルフェ
ルト材料は、表面の溶融及びその後その表面でのポリエステルストランドの融合を受ける
であろう。表面溶融の程度を温度及び暴露時間で制御して不規則空隙５１０及び不規則接
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触要素を有する所望の粗さの表面を生じさせることができる。不規則被覆材５００は、だ
だ一つの粗面を有するものとして例示されているが、本発明は、上部及び下部の両表面を
同様に粗くできる点で、これに限定されるものではない。このような被覆材は、穿掘性創
傷の治療にも有用であろう。
【００３７】
上記のように、本発明の創傷被覆材による治療は、本発明の被覆材を創傷表面と密接に
接触させることを含む。一般に、その力は、少なくとも０．１ｐｓｉであるべきである。
この密接な接触を保持するための様々な方法及びシステムが意図される。これらの方法及
びシステムとしては、本発明の被覆材の上に及び創傷表面に隣接して接着フィルムを適用
すること；被覆材の上及び損傷領域の周囲にバンデージを巻くこと；及び該構造体にバル
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ーン又は他の膨張袋を固定し、そして該袋を空気又は液体で膨らませることが挙げられる
。一つの典型的な具体例では、該袋に圧力を加えることが断続的に行われる。可撓性シー
ルを創傷及び接触構造体上に位置させることができ、次いで、硬質シールを該創傷、接触
構造体上に固定し、該接触構造体に力を加える。次いで、該硬質シールと該可撓性シール
との間に圧力を加え、該接触構造体を該創傷表面に強制的に接触させる。この密接な接触
は、該創傷領域を可撓性の覆いでシールし、そして吸引を適用することによって増大でき
る。吸引を使用すると、くぼみ付き創傷被覆材３００は、この用途に特によく適合する。
一般に、吸引レベルの範囲は、０．２５ｐｓｉ〜５ｐｓｉである。吸引の使用は、創傷パ
ッキング材料を該被覆材の背部に適用することによってさらに改善できる。このような好
適な創傷パッキング材料の一つが、２００４年３月１８日に出願された米国仮特許出願第
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６０／５５４１５８号に記載されている。
【実施例】
【００３８】
事例研究１
患者Ａは、重大な穿掘性の右臀部第四期褥瘡性潰瘍を有する７０歳の男性である。本発
明の接触構造体を該創傷に適用し、そして接着フィルムを該創傷及び該接触構造体上に置
いた。該接着フィルムの下に１．１ｐｓｉの吸引を適用して該接触構造体上に力を加えた
。吸引を全体として連続的に維持した。該接触材料を２〜４日毎に交換した。３０日間に
わたって該装置を使用した後に、該創傷の穿掘性部分は、目に見えて治癒し、そして創傷
の開口領域は、６６平方ｃｍから４５平方ｃｍにまで減少した。分層皮膚移植を該創傷に

10

適用した。
【００３９】
事例研究２
患者Ｂは、骨が露出した右足関節骨折の５０歳の男性である。プレートを使用して該骨
折を軽減させ、そして腹直筋遊離皮弁法を実行して露出した骨及び金具を覆った。この皮
弁は、部分的にしか生存しなかったため、骨及び金具が露出した開いた創傷を生じさせた
。本発明の接触構造体を該創傷に適用し、そして接着フィルムを該創傷及び該接触構造体
上に置いた。該接触構造体に、該足首の周囲を包むエースバンデージの適用によって又は
吸引の適用によって力を加えた。この吸引力を、大体において約半日にわたって加え、そ
して該バンデージの覆いの力をその日の残り期間にわたって維持した。何日かにわたって
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、この力を加えるためにバンデージの覆いを単独で使用した。該力を吸引によって加えた
ときには、１〜２ｐｓｉの吸引を使用した。２週間未満で、露出した金具上に新たな組織
が成長した。７週間の期間内に、この創傷領域は、５０平方ｃｍから２８平方ｃｍにまで
減少した。
【００４０】
本発明の好ましい具体例をここに示しかつ説明してきたが、このような具体例は単なる
例示として与えていることが理解されるであろう。当業者であれば、本発明の精神から逸
脱することなく、多数の変形例、変更及び置換を行うであろう。従って、特許請求の範囲
は、本発明の精神及び範囲内にあるこのような変形例の全てをカバーするものとする。
【図面の簡単な説明】
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【００４１】
【図１】本発明の第１の典型的具体例に従う溝付き創傷接触被覆材の斜視図である。
【図２Ａ】本発明の第２の典型的具体例に従う溝付き創傷接触被覆材の斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ａの第２の典型的具体例に従う溝付き創傷接触複合物の断面図である。
【図３Ａ】本発明の第３の典型的具体例に従うくぼみ付き創傷被覆材の斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の上面図である。
【図３Ｃ】図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の底面図である。
【図３Ｄ】図３Ａに例示したくぼみ付き創傷被覆材の断面図である。
【図４Ａ】図３Ａのくぼみ付き創傷被覆材の使用状態を例示した図である。
【図４Ｂ】図３Ａのくぼみ付き創傷被覆材の使用状態を例示した図である。
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【図４Ｃ】図３Ａのくぼみ付き創傷被覆材の使用状態を例示した図である。
【図５Ａ】本発明の第４の典型的具体例に従う不規則な創傷接触被覆材の斜視図である。
【図５Ｂ】図５Ａに例示した不規則な創傷接触被覆材の断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１００

溝付き創傷被覆材

１０２

ポリエステルフェルト材料

１０４

空隙溝

２００

創傷被覆用複合材料

２０２

蒸気透過性接着剤付きシート
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３００

くぼみ付き創傷被覆材

３１０

基材

３２０

接触表面

３２２

接触要素

３３０

くぼみ空隙

３３２

側壁

４００

創傷表面

５００

不規則被覆材

５１０
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