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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムにおいて
、前記システムが：
　減圧をもたらす減圧源と；
　前記減圧源に流体的に結合された複数の減圧供給導管と；
　前記複数の減圧供給導管に１対１で流体的に結合された複数の減圧ドレッシングと；
　複数の圧力管理装置と；
　前記複数の圧力管理装置に１対１で流体的に結合された複数の感知導管と；
を含み、
　各減圧ドレッシングが、前記減圧ドレッシングに関連付けられた、前記複数の感知導管
のうちの１つの感知導管を有し；および
　前記複数の圧力管理装置の各圧力管理装置が：
　コントローラと、
　前記コントローラに電気的に結合されていて、前記コントローラに電力を供給するパワ
ーユニットと、
　減圧を検出したときに前記コントローラを起動するように構成された起動センサと、
　前記複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつ前記コントローラに
電気的に結合されていて、減圧閾値が、前記感知導管に関連付けられた組織部位に存在す
るかどうか判断する力変換器と、
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　前記コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が不十分であると
きに表示するインジケータと
を含むことを特徴とする、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載されたシステムにおいて、前記起動センサが、前記圧力管理装置に関連
付けられた減圧供給導管に流体的に結合されかつ前記コントローラに電気的に結合されて
いることを特徴とする、システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のシステムにおいて、前記インジケータが、可聴式インジケー
タおよび可視的インジケータからなる群から選択されることを特徴とする、システム。
【請求項４】
　請求項１または請求項１乃至３の何れか１項に記載のシステムにおいて、各圧力管理装
置がミュートスイッチをさらに含むことを特徴とする、システム。
【請求項５】
　請求項１または請求項１乃至４の何れか１項に記載のシステムにおいて、前記複数の圧
力管理装置が結合されて一体式モジュールを形成することを特徴とする、システム。
【請求項６】
　請求項１または請求項１乃至５の何れか１項に記載のシステムにおいて、前記複数の減
圧ドレッシングの各々が：前記組織部位に近接して配置するマニホールドと、前記マニホ
ールドおよび組織部位を覆って密閉空間を形成するシール部材と、前記密閉空間に減圧を
もたらす減圧インターフェースとを含むことを特徴とする、システム。
【請求項７】
　請求項１または請求項１乃至６の何れか１項に記載のシステムにおいて、前記複数の圧
力管理装置の各々が：
　ハウジングと、
　前記ハウジングの第１の部分に結合された第１の結合部材と、
　前記ハウジングの第２の部分に結合された第２の結合部材と、
を含み、
　前記第１の結合部材が、前記複数の圧力管理装置の別のものにある前記第２の結合部材
と結合されるようなサイズおよび構成にされていて、それにより、隣接する圧力管理装置
が結合され得ることを特徴とする、システム。
【請求項８】
　患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムの製造方
法において、前記方法が：
　減圧源を設けるステップと；
　前記減圧源に複数の減圧供給導管を流体的に結合するステップと；
　複数の減圧ドレッシングを設けるステップと；
　前記複数の減圧ドレッシングを前記複数の減圧供給導管に流体的に結合するステップと
；
　圧力を監視するために複数の圧力管理装置を設けるステップであって、前記圧力管理装
置が、減圧を検出したときに自動的に起動されるように構成されている、ステップと；
　前記複数の圧力管理装置に複数の感知導管を１対１で流体的に結合するステップと；
を含み、
　各減圧ドレッシングが、前記減圧ドレッシングに関連付けられた、前記複数の感知導管
のうちの１つの感知導管を有することを特徴とする、方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記複数の圧力管理装置の各圧力管理装置が：
　コントローラと、
　前記コントローラに電気的に結合されていて、前記コントローラに電力を供給するパワ
ーユニットと、
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　前記複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつ前記コントローラに
電気的に結合されて、減圧閾値が、前記感知導管に関連付けられた組織部位に存在するか
どうか判断する力変換器と、
　前記コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が不十分であると
きに表示するインジケータと
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、各圧力管理装置が、前記圧力管理装置に関連付けられ
た減圧供給導管に流体的に結合されかつ前記コントローラに電気的に結合された起動セン
サをさらに含み、前記起動センサが、前記減圧供給導管内において減圧を検出したときに
前記コントローラを起動し且つ前記圧力管理装置を作動させるように構成されていること
を特徴とする、方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法において、前記インジケータが、可聴式インジケータおよび可視
的インジケータからなる群から選択されることを特徴とする、方法。
【請求項１２】
　請求項９、１０、または１１に記載の方法において、各圧力管理装置が、ミュートスイ
ッチをさらに含むことを特徴とする、方法。
【請求項１３】
　請求項８または請求項９乃至１２の何れか１項に記載の方法において、前記複数の圧力
管理装置を一緒に結合して一体式モジュールを形成することをさらに含むことを特徴とす
る、方法。
【請求項１４】
　請求項８または請求項９乃至１３の何れか１項に記載の方法において、前記複数の減圧
ドレッシングの各々が：前記組織部位に近接して配置するマニホールドと、前記マニホー
ルドおよび組織部位を覆って密閉空間を形成するシール部材と、前記密閉空間に減圧をも
たらす減圧インターフェースとを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムの製造方
法において、前記方法が：
　減圧をもたらす減圧源を設けるステップと；
　複数の減圧供給導管を設けるステップと；
　前記減圧源に複数の減圧供給導管を流体的に結合するステップと；
　複数の減圧ドレッシングを設けるステップと；
　複数の圧力管理装置を設けるステップと；
　複数の感知導管を設けるステップと；
　前記複数の圧力管理装置を１対１で前記複数の感知導管に流体的に結合するステップと
；
を含み、
　各減圧ドレッシングが、前記減圧ドレッシングに関連付けられた、前記複数の感知導管
のうちの１つの感知導管を有し；および
　前記複数の圧力管理装置の各圧力管理装置が：
　コントローラと、
　前記コントローラに電気的に結合されていて、前記コントローラに電力を供給するパワ
ーユニットと、
　減圧を検出したときに前記コントローラを起動するように構成された起動センサと、
　前記複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつ前記コントローラに
電気的に結合されていて、減圧閾値が、前記感知導管に関連付けられた組織部位に存在す
るかどうか判断する力変換器と、
　前記コントローラに結合されていて、前記関連の感知導管に存在する圧力が不十分なと
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きに表示するために、インジケータと
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１６】
　患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムにおいて
、前記システムが：
　減圧をもたらす減圧源と；
　複数の圧力管理装置を有する圧力管理モジュールであって、各圧力管理装置がハウジン
グを含み、前記圧力管理装置のうちの少なくとも１つのハウジングが、別の圧力管理装置
のハウジングに直接連結されるように構成されている、圧力管理モジュールと；
　前記減圧源と前記圧力管理モジュールとの間に流体的に結合されて、前記圧力管理モジ
ュールに減圧を供給する第１の導管と；
　複数の減圧ドレッシングと；
　前記圧力管理モジュールに流体的に結合された複数の減圧供給導管と；
　前記圧力管理モジュールに流体的に結合された複数の感知導管と；
を含み、
　前記複数の減圧ドレッシングが前記複数の減圧供給導管に結合され；
　各減圧ドレッシングが、前記減圧ドレッシングに関連付けられた、前記複数の感知導管
のうちの１つの感知導管を有し、
　各圧力管理装置が、コントローラと、減圧を検出したときに前記コントローラを起動す
るように構成された起動センサとをさらに含むことを特徴とする、システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載されたシステムにおいて、前記複数の圧力管理装置の各圧力管理装置
が：
　前記コントローラに電気的に結合されていて、前記コントローラに電力を供給するパワ
ーユニットと、
　前記複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつ前記コントローラに
電気的に結合されていて、減圧閾値が、前記感知導管に関連付けられた組織部位に存在す
るかどうか判断する力変換器と、
　前記コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が不十分であると
きに表示するインジケータと
を含むことを特徴とする、システム。
【請求項１８】
　請求項１６または１７に記載のシステムにおいて、前記起動センサが、前記第１の導管
に流体的に結合されかつ前記コントローラに電気的に結合されており、前記起動センサが
、前記第１の導管内において減圧を検出したときに前記圧力管理装置を作動させるように
構成されていることを特徴とする、システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載されたシステムにおいて、前記インジケータが、可聴式インジケータ
および可視的インジケータからなる群から選択されることを特徴とする、システム。
【請求項２０】
　患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムにおいて
、前記システムが：
　減圧源に接続する第１の導管と；
　複数の圧力管理装置と；
　複数の感知導管であって、各感知導管が、各圧力管理装置に流体的に結合され、および
組織部位に流体的に結合されている複数の感知導管と；
　複数の組織部位に減圧を供給する複数の減圧供給導管であって、前記第１の導管が、前
記複数の圧力管理装置によって複数の減圧供給導管に流体的に結合されている、複数の減
圧供給導管と；
を含み、
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　前記複数の圧力管理装置の各圧力管理装置が、
　その圧力管理装置に関連付けられた前記感知導管内の圧力を感知する圧力センサと、
　コントローラに結合されていて、前記感知圧力が閾値圧力を下回ると表示するインジケ
ータと、
　前記圧力管理装置に関連付けられた減圧供給導管に流体的に結合される起動センサとを
含み、前記起動センサが、減圧を検出したときに前記圧力管理装置を作動させるように構
成されていることを特徴とする、システム。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、各圧力管理装置が、
　前記コントローラに電気的に結合されていて、前記コントローラに電力を供給するパワ
ーユニットを含み、前記圧力センサが、前記感知導管に関連付けられかつ前記コントロー
ラに電気的に結合された力変換器を含むことを特徴とする、システム。
【請求項２２】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、前記インジケータが、可聴式インジケータおよ
び可視的インジケータからなる群から選択されることを特徴とする、システム。
【請求項２３】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、各圧力管理装置がミュートスイッチをさらに含
むことを特徴とする、システム。
【請求項２４】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、前記複数の圧力管理装置が結合されて、一体式
モジュールを形成することを特徴とする、システム。
【請求項２５】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、組織部位に減圧を維持するための複数の減圧ド
レッシングをさらに含み、各ドレッシングが、前記複数の減圧供給導管のうちの１つに結
合されていることを特徴とする、システム。
【請求項２６】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、前記複数の圧力管理装置の各々が：
　ハウジングと、
　前記ハウジングの第１の部分に結合された第１の結合部材と、
　前記ハウジングの第２の部分に結合された第２の結合部材と、
を含み、
　前記第１の結合部材が、前記複数の圧力管理装置の別のものにある前記第２の結合部材
に結合されるようなサイズおよび構成にされていて、それにより、隣接する圧力管理装置
が結合され得ることを特徴とする、システム。
【請求項２７】
　請求項２０に記載のシステムにおいて、各圧力管理装置が、組織部位に減圧を供給する
ための第１の減圧供給導管に結合された第１のコネクタと、前記減圧減からの減圧を受け
取る第２の減圧供給導管に結合された第２のコネクタとを含み、前記第１および第２のコ
ネクタは結合されて、前記圧力管理装置を形成することを特徴とする、システム。
【請求項２８】
　請求項２７に記載されたシステムにおいて、各圧力管理装置に関して、前記インジケー
タは前記第１のコネクタに結合されていることを特徴とする、システム。
【請求項２９】
　請求項２７または２８に記載のシステムにおいて、各圧力管理装置に関して、前記イン
ジケータは前記第１のコネクタに結合され、かつ前記センサは前記第２のコネクタに結合
されていることを特徴とする、システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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関連出願の相互参照
　本発明は、３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）下において、２０１０年１１月１７日出願の米国
仮特許出願第６１／４１４，７１８号（「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆ
ｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ａｔ　ａ　Ｐｌｕｒａｌ
ｉｔｙ　ｏｆ　Ｗｏｕｎｄ　Ｓｉｔｅｓ」）の利益を主張し、これを、あらゆる点におい
て本願明細書に援用する。
【０００２】
　本開示は、概して治療システムに関し、より詳細には、限定するものではないが、複数
の創傷部位において減圧を管理するシステム、装置、および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　臨床試験および実習において、組織部位に近接して減圧をもたらすことによって、組織
部位における新しい組織の増殖を増強および加速することが示されている。この現象の適
用例は多数あるが、減圧を行うことは、創傷の治療においてかなり成功している。この治
療（医学界では「陰圧閉鎖療法」、「減圧療法」、または「真空療法」と呼ばれることが
多い）は、いくつもの利点を提供し、それら利点には、迅速な治癒、および肉芽組織の形
成加速化が含まれ得る。一般に、減圧は、開放創に行われるとき、多孔質パッドまたは他
のマニホールド装置を通して組織に行われる。多孔質パッドは気泡または細孔を含み、そ
れら気泡または細孔は、減圧を組織に分配し、かつ組織から引き出された流体を送ること
ができる。ときには、患者は、多数の部位において治療を必要とする大きな創傷を有する
ことがあったり、または治療を必要とする複数の組織部位を有したりする。
【発明の概要】
【０００４】
　いくつかの説明に役立つ実施形態によれば、複数の圧力管理装置を使用して複数の組織
部位に減圧をもたらしかつそこの圧力を監視するシステム、および方法が提供される。圧
力管理装置は、圧力管理装置と複数の組織部位を流体的に結合する複数の感知導管に関連
付けられる。
【０００５】
　説明に役立つ実施形態によれば、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における
減圧を管理するシステムは、減圧をもたらす減圧源と、減圧源に流体的に結合された複数
の減圧供給導管と、複数の減圧供給導管に１対１で流体的に結合された複数の減圧ドレッ
シングと、複数の圧力管理装置と、複数の圧力管理装置に１対１で流体的に結合された複
数の感知導管とを含む。各減圧ドレッシングは、減圧ドレッシングに関連付けられた、複
数の感知導管のうちの１つの感知導管および複数の減圧供給導管のうちの１つの減圧供給
導管を有する。複数の圧力管理装置の各圧力管理装置は、コントローラと、コントローラ
に電気的に結合されていて、コントローラに電力を供給するパワーユニットと、複数の感
知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつコントローラに電気的に結合されて
いて、減圧閾値が、その感知導管に関連付けられた組織部位に存在するかどうか判断する
力変換器と、コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が不十分で
あるときに表示するインジケータとを含んでもよい。
【０００６】
　別の説明に役立つ実施形態によれば、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位にお
ける減圧の管理方法は、減圧源を設けるステップと、減圧源に複数の減圧供給導管を流体
的に結合するステップと、複数の組織部位に近接させて複数の減圧ドレッシングを配置す
るステップと、複数の減圧ドレッシングを１対１で複数の減圧供給導管に流体的に結合す
るステップと、複数の圧力管理装置を設けるステップと、複数の圧力管理装置に複数の感
知導管を１対１で流体的に結合するステップとを含む。各減圧ドレッシングは、減圧ドレ
ッシングに関連付けられた、複数の感知導管のうちの１つの感知導管および複数の減圧供
給導管のうちの１つの減圧供給導管を有する。複数の圧力管理装置の各圧力管理装置は、
コントローラに電気的に結合されていて、コントローラに電力を供給するパワーユニット
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と、複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつコントローラに電気的
に結合されていて、減圧閾値が、その感知導管に関連付けられた組織部位に存在するかど
うか判断する力変換器と、コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧
力が不十分であるときに表示するインジケータとを含んでもよい。
【０００７】
　別の説明に役立つ実施形態によれば、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位にお
ける減圧を管理するシステムの製造方法は、減圧をもたらす減圧源を設けるステップと、
複数の減圧供給導管を設けるステップと、減圧源に複数の減圧供給導管を流体的に結合す
るステップと、複数の減圧ドレッシングを設けるステップと、複数の圧力管理装置を設け
るステップと、複数の感知導管を設けるステップと、複数の圧力管理装置を１対１で複数
の感知導管に流体的に結合するステップとを含む。各減圧ドレッシングは、減圧ドレッシ
ングに関連付けられた、複数の感知導管のうちの１つの感知導管および複数の減圧供給導
管のうちの１つの減圧供給導管を有する。複数の圧力管理装置の各圧力管理装置は、コン
トローラに電気的に結合されていて、コントローラに電力を供給するパワーユニットと、
複数の感知導管のうちの１つの感知導管に関連付けられ、かつコントローラに電気的に結
合されていて、減圧閾値が、その感知導管に関連付けられた組織部位に存在するかどうか
判断する力変換器と、コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が
不十分であるときに表示するインジケータとを含んでもよい。
【０００８】
　別の説明に役立つ実施形態によれば、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位にお
ける減圧を管理するシステムは、減圧をもたらす減圧源と、圧力管理モジュールと、減圧
源と圧力管理モジュールとの間で流体的に結合された第１の導管と、圧力管理モジュール
と複数の減圧ドレッシングとの間で流体的に結合された複数の減圧供給導管とを含む。複
数の減圧ドレッシングは、複数の減圧供給導管に１対１で結合される。システムは、圧力
管理モジュールに流体的に結合された複数の感知導管をさらに含む。各減圧ドレッシング
は、減圧ドレッシングに関連付けられた、複数の感知導管のうちの１つの感知導管および
複数の減圧供給導管のうちの１つの減圧供給導管を有する。圧力管理モジュールは複数の
圧力管理装置を含む。複数の圧力管理装置の各圧力管理装置は、コントローラに電気的に
結合されていて、コントローラに電力を供給するパワーユニットと、複数の感知導管のう
ちの１つの感知導管に関連付けられ、かつコントローラに電気的に結合されていて、減圧
閾値が、その感知導管に関連付けられた組織部位に存在するかどうか判断する力変換器と
、コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧力が不十分であるときに
表示するインジケータとを含み得る。
【０００９】
　別の説明に役立つ実施形態によれば、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位にお
ける減圧を管理するシステムは、減圧をもたらす減圧源と、減圧源に流体的に結合された
第１の複数の減圧供給導管とを含む。第１の複数の減圧供給導管の各減圧供給導管は、第
１の端部および第２の端部を有する。第１の複数の減圧供給導管の各々の第２の端部には
、第１の圧力管理コネクタが結合されている。システムは、第１の端部および第２の端部
をそれぞれ有する第２の複数の減圧供給導管をさらに含む。第２の複数の減圧供給導管の
第１の端部は第２の圧力管理コネクタを有する。システムは、第２の複数の減圧供給導管
に１対１で流体的に結合された複数の減圧ドレッシングをさらに含む。複数の減圧導管の
第１の圧力管理コネクタは、第２の複数の減圧の第２の圧力管理コネクタに１対１で結合
されている。第１の圧力管理コネクタおよび第２の管理コネクタは結合して圧力管理装置
を形成し、それにより、第１の圧力管理コネクタおよび第２の圧力管理コネクタは複数の
圧力管理装置を形成する。各減圧ドレッシングは、減圧ドレッシングに関連付けられた第
２の減圧供給導管の１つを有する。複数の圧力管理装置の各圧力管理装置は、コントロー
ラと、コントローラに電気的に結合されていて、コントローラに電力を供給するパワーユ
ニットと、第１の複数の減圧導管の感知導管に関連付けられ、かつコントローラに電気的
に結合されていて、減圧閾値が、その感知導管に関連付けられた組織部位に存在するかど
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うか判断する力変換器と、コントローラに結合されていて、関連の感知導管に存在する圧
力が不十分であるときに表示するインジケータとを含む。
【００１０】
　説明に役立つ実施形態の他の特徴、および利点は、図面および以下の詳細な説明を参照
することにより明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシ
ステムの説明に役立つ非限定的な実施形態の一部分を断面で示す概略図である。
【図２】図２は、圧力管理装置の説明に役立つ非限定的な構成を示す、患者の減圧治療を
受けている複数の組織部位における減圧を管理するシステムの説明に役立つ実施形態の一
部分の概略図である。
【図３】図３は、複数の圧力管理装置から形成された一体式モジュールの説明に役立つ実
施形態の概略的な正面図である。
【図４】図４は、減圧を供給し、複数の減圧供給導管に減圧をもたらすように分岐した導
管を含む一体式モジュールの説明に役立つ実施形態の概略的な正面図である。
【図５】図５は、患者の減圧治療を受けている複数の組織部位における減圧を管理するシ
ステムの別の説明に役立つ実施形態の一部分を図面で示しかつ一部分を断面で示す、概略
的な斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明に役立つ非限定的な実施形態の詳細な説明において、本明細書の一部をなす
添付図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施できるようにするのに
十分な程度、詳細に説明し、および、本発明の趣旨または範囲から逸脱せずに、他の実施
形態を使用し得ること、および論理的な構造上の、機械的な、電気的なおよび化学的な変
更がなされ得ることが理解される。当業者が、本明細書で説明する実施形態を実施できる
ようにするのに必要ではない詳細を避けるために、説明では、当業者に公知の特定の情報
を省略し得る。それゆえ、以下の詳細な説明は、限定的ととられるべきではなく、説明に
役立つ実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定義される。
【００１３】
　組織部位に減圧がもたらされることによって、それらの組織部位における治癒を速める
。複数の組織部位、例えば患者の複数の創傷に対応するために、複数の導管を使用して減
圧を供給してもよい。単一の減圧源を、１つの導管から分岐した複数の導管と共に使用し
得る。現在のところ、圧力監視装置は、既存の減圧源に配置され、かつ唯１つの導管で減
圧源との圧力の伝達を行っている。１つの組織部位に関連付けられた１つの導管のみを監
視する場合、減圧源のみにおいて監視が行われる場合のように、他の組織部位における圧
力は監視されないことがある。このことは、異なる組織部位における圧力が大きく異なる
が、それについてまだ気付かれていないことを意味する。同様に、これは、場合によって
は有害な結果を引き起こし得る。例えば、移植片が２時間減圧を受けないでいると、移植
片は根付かない可能性がある。本システムによれば、複数の組織部位の各組織部位を監視
し、および減圧供給の問題が特定され、しかも対処される。システム１００の説明に役立
つ実施形態は、とりわけ、複数の組織部位において圧力監視装置を含むものとして示す。
【００１４】
　ここで図面を、初めに図１を参照すると、患者１０４の減圧治療を受けている複数の組
織部位１０２における減圧を管理するシステム１００を示す。複数の減圧ドレッシング１
０６は複数の組織部位１０２と共に使用される。一般に、複数の減圧ドレッシング１０６
の１つが、複数の組織部位１０２の１つと関連付けられている。組織部位１０２は、単一
の広い組織部位もしくは創傷、または別個の創傷部位もしくは組織部位を含んでもよい。
組織部位１０２の各々は、骨組織、脂肪組織、筋組織、皮膚組織、脈管組織、結合組織、
軟骨、腱、靭帯、または任意の他の組織を含む、任意のヒト、動物、または他の生物の体
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の組織とし得る。他に指定のない限り、本明細書の全体において、「または」は相互排他
性である必要はない。組織部位１０２の治療は、流体、例えば滲出液や腹水の除去を含み
得る。
【００１５】
　図１の説明に役立つ実施形態における複数の減圧ドレッシング１０６は、第１の減圧ド
レッシング１０８および第２の減圧ドレッシング１１０を備えた状態で示す。複数の減圧
ドレッシング１０６は、組織部位に減圧をもたらしかつ流体を除去するのに好適な任意の
構造を含み得る。例えば、説明に役立つ一実施形態では、第１の減圧ドレッシング１０８
は、組織部位１０２の１つに近接して配置されたマニホールド１１２を含み、その組織部
位にマニホールド１１２は関連付けられる。マニホールド１１２は、取付装置１１６を含
み得るシール部材１１４で被覆され、シール部材は流体シールを形成する。流体シールは
、特定の減圧源または関連のサブシステムによって与えられた減圧を所望の部位において
維持するのに適切なシールである。取付装置１１６を含み得るシール部材１１４は密閉空
間１１８を形成してもよく、そこにマニホールド１１２が存在し得る。減圧インターフェ
ース１２０が、アパーチャ（図示せず）およびシール部材１１４を通って配置され、密閉
空間１１８に、特にマニホールド１１２に減圧をもたらし得る。例えば、減圧インターフ
ェース１２０は、ＫＣＩ（Ｓａｎ　Ａｎｔｏｎｉｏ、Ｔｅｘａｓ）から入手可能なＴ．Ｒ
．Ａ．Ｃ．（登録商標）ＰａｄまたはＳｅｎｓａ　Ｔ．Ｒ．Ａ．Ｃ．（登録商標）Ｐａｄ
とし得る。減圧インターフェース１２０は密閉空間１１８に減圧を供給する。第２の減圧
ドレッシング１１０は第１の減圧ドレッシング１０８と類似している。
【００１６】
　マニホールド１１２に関して、マニホールドは、一般的に、組織部位、例えば組織部位
１０２に対して減圧を行ったり、流体を供給したり、または組織部位から流体を除去した
りするのを支援するために設けられる物体または構造を指す。マニホールド１１２は、一
般に、流体を、分配マニホールド１１２の周りの組織部位１０２にもたらしかつそこから
除去されるように分配させる複数の流路または流れ経路を含む。説明に役立つ一実施形態
では、流路または流れ経路は相互に接続されて、組織部位１０２に提供されるまたはそこ
から除去される流体の分配を改善する。マニホールド１１２は、以下の１つ以上を含み得
る：組織部位１０２と接触して配置されかつ組織部位１０２に減圧を分配することができ
る生体適合性材料；流路、例えば、気泡質の発泡体、連続気泡発泡体、多孔性組織集合体
、液体、ゲル、および流路を含むまたは硬化して流路を含む発泡体などを形成するように
配置された構造要素などを有する装置；多孔質としてもよく、かつ発泡体、ガーゼ、フェ
ルトのマット、または特定の生物学的適用に好適な任意の他の材料から作製されてもよい
材料；連続気泡を備える発泡体；ポリウレタン；連続気泡の網状発泡体、例えばＫｉｎｅ
ｔｉｃ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ，Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（Ｓａｎ　Ａｎｔｏｎｉｏ、Ｔｅ
ｘａｓ）製のＧｒａｎｕＦｏａｍ（登録商標）材；生体再吸収性（ｂｉｏｒｅｓｏｒｂａ
ｂｌｅ）材料；または足場材料。場合によっては、マニホールド１１２はまた、薬剤、抗
菌薬、成長因子、および様々な溶液などの流体を組織部位１０２に分配するためにも使用
し得る。マニホールド１１２にまたはマニホールド１１２上に、吸収材料、ウィッキング
材料、疎水性材料、および親水性材料などの他の層も含まれ得る。
【００１７】
　説明に役立つ一実施形態では、マニホールド１１２は、減圧ドレッシング１０８、１１
０の使用後に患者の体から取り出す必要のない生体再吸収性材料から構成し得る。好適な
生体再吸収性材料は、限定はされないが、ポリ乳酸（ＰＬＡ）とポリグリコール酸（ＰＧ
Ａ）とのポリマーブレンドを含み得る。ポリマーブレンドはまた、限定はされないが、ポ
リカーボネート、ポリフマレート、およびカプララクトンを含み得る。マニホールド１１
２は、新しい細胞増殖のための足場としての機能をさらに果たしてもよいし、または細胞
増殖を促進するためにマニホールド１１２と足場材料が一緒に使用されてもよい。足場は
、細胞増殖または組織形成を増進させるまたは促進するのに使用される物体または構造で
あり、例えば、細胞増殖のテンプレートを提供する三次元の多孔質構造である。足場材料
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の説明に役立つ例は、リン酸カルシウム、コラーゲン、ＰＬＡ／ＰＧＡ、コーラルヒドロ
キシアパタイト（ｃｏｒａｌ　ｈｙｄｒｏｘｙ　ａｐａｔｉｔｅ）、カーボネート、また
は加工された同種移植片材料を含む。
【００１８】
　シール部材１１４は、流体シールをもたらす任意の材料とし得る。シール部材１１４は
、例えば、不透過性または半透過性のエラストマー材料とし得る。エラストマーの例は、
限定されるものではないが、天然ゴム、ポリイソプレン、スチレンブタジエンゴム、クロ
ロプレンゴム、ポリブタジエン、ニトリルゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、
エチレンプロピレンジエンモノマー、クロロスルホン化ポリエチレン、多硫化ゴム、ポリ
ウレタン（ＰＵ）、ＥＶＡフィルム、コ－ポリエステル、およびシリコーンを含み得る。
シール部材材料の追加的な具体例は、シリコーンドレープ、３Ｍ　Ｔｅｇａｄｅｒｍ（登
録商標）ドレープ、Ａｖｅｒｙ　Ｄｅｎｎｉｓｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｐａｓａ
ｄｅｎａ、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）から入手可能なポリウレタン（ＰＵ）ドレープを含む
。
【００１９】
　取付装置１１６を使用して、シール部材１１４を患者の表皮１１１に、または別の層、
例えばガスケットまたは追加的なシール部材に、または別の個所に当ててもよい。取付装
置１１６は多くの形態を取り得る。例えば、取付装置１１６は、シール部材１１４の周囲
に延在する、医学的に容認できる感圧接着剤とし得る。
【００２０】
　減圧ドレッシング１０６は組織部位１０２に対して減圧をもたらす。減圧は、一般的に
、治療を施されている組織部位における周囲圧力に達しない圧力である。ほとんどの場合
、この減圧は、患者がいる場所の気圧に達しない。あるいは、減圧は、組織部位における
静水圧未満とし得る。他に指定のない限り、本明細書で挙げられた圧力の値は、ゲージ圧
である。供給される減圧は、一定であってもまたは変動しても（パターン化またはランダ
ム）よく、連続的にまたは断続的に供給され得る。用語「真空」および「負圧」を使用し
て、組織部位に加えられる圧力を説明してもよいが、組織部位に加えられる実際の圧力は
、通常完全な真空と連想される圧力を上回り得る。本明細書での使用に一致して、減圧ま
たは真空圧の上昇は、一般に、絶対圧の相対的減少を指す。
【００２１】
　複数の減圧供給導管１２２が減圧源１２４に流体的に結合されてもよい。減圧供導管１
２２は、単独で減圧を伝達しかつ液体を除去する導管としても、または１つ以上のルーメ
ンと組み合わせて、圧力を感知し、かつ通気またはパージをもたらしてもよい。説明のた
めに、個別の複数の感知導管１２６、またはルーメンを、複数の減圧供給導管１２２に関
連付けて示すが、感知導管１２６は、マルチルーメン導管の１つのルーメンとして複数の
減圧供給導管１２２に組み込まれてもよいことを理解されたい。
【００２２】
　減圧源１２４は減圧をもたらす。減圧源１２４は、減圧を供給する任意の装置または供
給源、例えば真空ポンプ、壁面吸い込み、マイクロポンプ、または他の供給源とし得る。
減圧源１２４がマイクロポンプである場合、マイクロポンプは、複数の管理装置１２８に
直接結合され得る。組織部位に行われる減圧の量および性質は、一般に適用に応じて変動
するが、減圧は、一般に、－５ｍｍ　Ｈｇ（－６６７Ｐａ）～－５００ｍｍ　Ｈｇ（－６
６．７ｋＰａ）、より典型的には－７５ｍｍ　Ｈｇ（－９．９ｋＰａ）～－３００ｍｍ　
Ｈｇ（－３９．９ｋＰａ）である。例えば、圧力は、限定するものではないが、－１２、
－１２．５、－１３、－１４、－１４．５、－１５、－１５．５、－１６、－１６．５、
－１７、－１７．５、－１８、－１８．５、－１９、－１９．５、－２０、－２０．５、
－２１、－２１．５、－２２、－２２．５、－２３、－２３．５、－２４、－２４．５、
－２５、－２５．５、－２６、－２６．５ｋＰａまたは別の圧力とし得る。
【００２３】
　複数の圧力管理装置１２８は、複数の減圧供給導管１２２に結合され、かつ複数の感知
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導管１２６に流体的に結合され得る。複数の圧力管理装置１２８は、例えば、第１の圧力
管理装置１３０および第２の圧力管理装置１３２を含み得る。複数の圧力管理装置１２８
の各々がハウジング１３４を含み得る。ハウジング１３４は、圧力障害または注意シンボ
ル１３８およびタッチ式ミュートボタン１４０などのインジケータを含み得る可視的イン
ジケータ１３６を含み得る。ハウジング１３４または可視的インジケータ１３６には、手
動電源スイッチ１４２も含まれ得る。各ハウジング１３４は、第１の部分１４４および第
２の部分１４６または縁部が含まれ得る。２つの構成要素を含み得る第１の結合部材１４
８が、第１の部分１４４に結合され得る。第２の結合部材１５０が第２の部分１４６上に
形成され得る。第１の結合部材１４８および第２の結合部材１５０は、固定式または解放
式のいずれかで互いに結合するようなサイズにされかつ構成されている。図３に関連して
下記でさらに説明するように、任意選択的な結合部材１４８、１５０があることによって
、複数の圧力管理装置１２８を組み合わせて一体式のモジュール、すなわち単一ユニット
を形成できる。他の技術および装置、例えば締結具またはクリップを使用して、圧力管理
装置１２８を結合してもよい。
【００２４】
　ここで主に図２を参照すると、複数の組織部位１０２における減圧を管理するシステム
１００を、図示の複数の圧力管理装置１２８の第１の圧力管理装置１３０のみを備える図
の形式で示す。任意の数の追加的な圧力管理装置１２８を、システム１００の一部として
組み合わせ得ることを理解されたい。第１の圧力管理装置１３０の追加的な態様は、図２
を参照してより詳細に説明し得る。
【００２５】
　第１の圧力管理装置１３０は、複数の感知導管１２６の１つに流体的に結合され、およ
び感知導管１２６は、第１の圧力管理装置１３０内の力変換器１５２（または圧力計）に
流体的に結合される。力変換器１５２は、感知導管１２６内の圧力を表示する信号、例え
ば電気信号を発生させることができるか、またはそうでなければ、圧力の様々な閾値を検
出できる。力変換器１５２は、１５４においてコントローラ１５６に結合される。コント
ローラ１５６は、プリント配線アセンブリ（ＰＷＡ）または特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、関連メモリを備えるマイクロプロセッサ、または他のコントローラ装置とし得る
。
【００２６】
　それゆえ、コントローラ１５６は、感知導管１２６内の圧力を監視でき、それにより、
組織部位１０２に近接した個所の圧力を監視できる。コントローラ１５６は、パワーユニ
ット１５８、例えばバッテリーまたは他の電源から電力を受ける。パワーユニット１５８
は、１５９においてコントローラ１５６に結合される。コントローラ１５６が、特定の感
知導管１２６に関連する減圧ドレッシングにおける漏れまたは閉塞または他の問題に起因
し得るなど、感知導管１２６内の減圧が不適切である（例えば、減圧閾値を下回る）と判
断する場合、コントローラ１５６は、可聴式インジケータ１６０（または警報）または可
視的インジケータ１６２などのインジケータを起動し得るまたは変調させ得る。可聴式イ
ンジケータ１６０は、１６１においてコントローラ１５６に結合させて示す。可視的イン
ジケータ１６２は、１６３においてコントローラ１５６に結合させて示す。ミュートスイ
ッチまたはボタン１６４がコントローラ１５６に関連付けられてもよく、および１６６に
おいて結合させて示す。ミュートスイッチ１６４は、ユーザが可聴式インジケータ１６０
を静かにできるようにする。他のユーザインターフェースをコントローラ１５６に結合し
て、第１の圧力管理装置１３０の他の態様を制御してもよい。
【００２７】
　減圧供給導管１２２の一部分は、第１の圧力管理装置１３０を通って延在してもよく、
および起動センサまたは変換器１６８を減圧供給導管１２２に流体的に結合してもよい。
起動センサ１６８は、減圧の存在を検出し、かつコントローラ１５６に信号１７０をもた
らすことができる。コントローラ１５６は、減圧供給導管１２２を通して供給された圧力
と、感知導管１２６内の感知圧力とを比較して、性能に関してある決定を下してもよいし
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、かつまた、起動センサ１６８からの信号を使用して、コントローラ１５６および第１の
圧力管理装置１３０の他の態様の動作を継続させてもよい。
【００２８】
　ここで主に図１および図２を参照すると、動作中、説明に役立つ一実施形態によれば、
ユーザは、複数の減圧ドレッシング１０６を複数の組織部位１０２に適用し得る。例えば
、第１の減圧ドレッシング１０８のマニホールド１１２は、組織部位１０２にくっつけて
配置して、その後シール部材１１４によって覆われ、密閉空間１１８を形成してもよい。
減圧インターフェース１２０がまだ設置されていない場合、減圧インターフェースを設置
して、密閉空間１１８にまたはそうでなければマニホールド１１２に減圧をもたらしても
よい。他の減圧ドレッシングを、治療が望まれる各組織部位１０２に適用してもよい。
【００２９】
　複数の減圧供給導管１２２は、１対１で減圧源１２４に流体的に結合してもよい。この
点で、減圧源１２４は、複数の減圧供給導管１２２を減圧源１２４に流体的に結合する分
岐部材または分流器１７４に通じる第１の導管１７２（図１）を有し得る。複数の感知導
管１２６は、複数の圧力管理装置１２８に流体的に結合される。
【００３０】
　減圧源１２４が起動され、複数の減圧ドレッシング１０６に減圧を供給し始める。複数
の圧力管理装置１２８は、起動センサ１６８によって自動的に、または電源スイッチ１４
２などのインターフェースを使用してユーザによって手動でのいずれかで起動され得る。
それゆえ、減圧は、組織部位１０２に供給され、かつ各組織部位１０２について監視され
る。複数の感知導管１２６の１つによって感知されるように、組織部位１０２における減
圧供給に問題がある場合、複数の感知導管１２６の特定の感知導管に関連付けられた圧力
管理装置１２８は、関連の力変換器１５２を介して不適切な圧力を感知する。次いで、力
変換器１５２を監視するコントローラ１５６が、可聴式インジケータ１６０または可視的
インジケータ１６２を使用して表示を提供する。そこで、ユーザは、複数の減圧ドレッシ
ング１０６のどの減圧ドレッシングがうまくいっていないかを特定し得る。その後すぐに
是正処置がとられ得る。
【００３１】
　図３に示すように、複数の圧力管理装置１２８が第１の結合部材１４８および第２の結
合部材１５０を使用して結合され、一体式モジュール１７６を形成し得る。一体式モジュ
ール１７６は、ユーザが、より好都合に移動させることができるようにし、かつまた、よ
り美的である。
【００３２】
　ここで主に図４を参照すると、大部分において図３に示す統合モジュール１７６に類似
した一体式モジュール１７６または圧力管理モジュール１７６の説明に役立つ実施形態を
示す。それゆえ、一部の部分は、符号は付すが、ここでは詳細に説明しない。しかしなが
ら、２つの大きな相違点がある。第１に、図４の統合モジュール１７６は、単一のハウジ
ング１７８内に、３つのそうでなければ独立した圧力管理装置を備えて製造され得る。第
２に、およびそれに関連して、統合圧力管理モジュール１７６は、接合器または分岐部材
または分流器の役目を果たし、減圧源からの減圧を第１の導管１７２から受けて複数の圧
力管理装置１２８の各々に減圧をもたらし、複数の減圧供給導管１２２を通って供給する
。明示しないが、複数の圧力感知ルーメンまたは導管が、減圧供給導管１２２に関連付け
られるまたはその一部として形成される。複数の感知ルーメンによって、複数の圧力管理
装置は複数の組織部位における圧力を監視できる。少なくとも１つの減圧供給導管１２２
は、感知するために、減圧源、例えば図１の減圧源１２４に圧力をもたらす感知ルーメン
とし得る。
【００３３】
　再度図２を参照すると、システム１００の別の説明に役立つ実施形態を示す。システム
１００のこの実施形態に関して、減圧源１２４によって供給された減圧は、システム１０
０の他のどこかで必要とされるよりもかなり減圧としてもよく（絶対圧の尺度でより負）
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、そのため、様々な個所で所望の圧力まで下げる。それゆえ、複数の圧力管理装置１２８
の各々の態様として、圧力調整弁１８２が設けられて、減圧源１２４から供給された減圧
を、その特定の圧力管理装置に関連付けられた特定の組織部位１０２に望まれる特定の圧
力に調整する。
【００３４】
　圧力調整弁１８２は、所望の圧力への設定のために調整制御装置１８４を有してもよい
。それゆえ、一例として、単一の減圧源１２４を、比較的高い減圧（例えば、限定するも
のではないが、－２００ｍｍ　Ｈｇ）をもたらすために使用してから、圧力調整弁１８２
によって第１の所望の圧力に（例えば、限定するものではないが、－１５０ｍｍ　Ｈｇに
）調整し、移植片が置かれた組織部位に供給する。システム１００はまた、移植片が配置
された組織部位にある減圧ドレッシングに減圧をもたらし、かつ、第１の所望の圧力より
も比較的小さい第２の所望の圧力（例えば、限定するものではないが、－５０ｍｍ　Ｈｇ
）において同じことをしてもよい。別の説明に役立つ実施形態では、コントローラ１５６
は調整制御装置１８４を制御し得る。所望の圧力は、ユーザインターフェースを使用して
コントローラ１５６へユーザによって設定され得る。
【００３５】
　ここで主に図５を参照すると、複数の組織部位、例えば、患者２０４の減圧治療を受け
ている組織部位２０２における減圧を管理する、説明に役立つ非限定的なシステム２００
を示す。システム２００は、多くの点で図１のシステム１００と類似している。減圧ドレ
ッシング２０８を１つおよび圧力管理装置２２８を１つのみ示すが、システム２００は、
複数の減圧ドレッシングおよび圧力管理装置を考慮することを理解されたい。減圧ドレッ
シング２０８などの複数の減圧ドレッシングを、組織部位、例えば組織部位２０２に配置
する。減圧ドレッシングごとに減圧インターフェース２２０を使用して、マニホールド２
１２を含む密閉空間２１８に減圧をもたらし、かつまた密閉空間２１８の圧力の感知を可
能にしてもよい。
【００３６】
　減圧源２２４が、第１の複数の減圧供給導管２２３に減圧を供給する。第１の導管２７
２を使用して、第１の複数の減圧供給導管２２３に流体的に結合された１つ以上の分流器
２７４または分配器に減圧を供給し得る。第１の減圧供給導管２２３の各々は、第１の端
部２２５および第２の端部２２７を有する。第１の減圧供給導管２２３の各々の第２の端
部２２７には第１の圧力管理コネクタ２８６が結合されている。第１の圧力管理コネクタ
２８６には第２の圧力管理コネクタ２８８が解放式に結合され、圧力管理装置２２８を形
成する。第２の複数の減圧供給導管２９０を使用して、減圧インターフェース２２０を各
減圧ドレッシングのための関連の第２の圧力管理コネクタ２８８に流体的に結合してもよ
い。第２の複数の減圧供給導管２９０の各々は第１の端部２９２および第２の端部２９４
を有する。第２の圧力管理コネクタ２８８は、第２の複数の減圧導管２９０の関連の導管
の第１の端部２９２に結合される。
【００３７】
　第１の圧力管理コネクタ２８６と第２の圧力管理コネクタ２８８を結合することによっ
て形成された各圧力管理装置２２８は、流体結合をもたらし、かつまた、監視および制御
に関して図１～３の圧力管理装置１２８と似たように機能する。圧力管理装置２２８は、
迅速な接続を提供し、かつまた、一方の部分、例えば第１の圧力管理コネクタ２８６を簡
単に再使用できるようにし、および別の部分、例えば第２の圧力管理コネクタ２８８を、
使用後に廃棄できるようにする。コネクタ２８６、２８８の物理的な結合はまた、コネク
タ２８６と２８８との間の電気的な接続も提供し得る。再度図２に戻ると、第１の圧力管
理装置１３０の様々な構成要素を、圧力管理装置２２８のコネクタ２８６、２８８のいず
れかに関連付けてもよい。
【００３８】
　説明に役立つ一実施形態では、可聴式インジケータ１６０および可視的インジケータ１
６２は、第１の圧力管理コネクタ２８６に関連付けてもよい。コントローラ１５６、パワ
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ーユニット１５８、ミュートスイッチ１６４、および力変換器１５２は第２の圧力管理コ
ネクタ２８８に関連付けてもよい。構成要素の様々な組み合わせおよび置換を２つのコネ
クタ２８６、２８８に関連付けてもよい。圧力調整弁１８２はまた、第２の圧力管理コネ
クタ２８８に関連付けてもよい。
【００３９】
　本明細書では、用語「結合された」は、別個の物体を介した結合を含み、かつ直接的な
結合を含む。用語「結合された」はまた、構成要素の各々が同じ材料片から形成されてい
るため互いに連続している２つ以上の構成要素を包含する。また、用語「結合された」は
、化学結合によるなどの化学的な、機械的な、熱的な、または電気的な結合を含んでもよ
い。流体結合は、流体が指定の部分または位置間で連通し得ることを意味する。
【００４０】
　別の説明に役立つ実施形態では、圧力管理装置は、エレクトロニクスを有さず、かつ、
圧力を監視しかつ不適切な圧力を表示するために物理的な装置を使用し得る。例えば、ポ
ップアップ式圧力弁は、適切な減圧下で圧縮される各感知ルーメンに関連付けてもよいが
、膨張するため、不適切な減圧が存在するときに目に見える。
【００４１】
　圧力管理装置１２８は、減圧を供給する任意の装置、例えば真空ポンプ、壁面吸い込み
、または他の供給源とし得る任意の減圧源と使用し得る。圧力調整弁１８２を含めて、圧
力管理装置１２８は、単一の減圧源が、異なる組織部位において異なる圧力での減圧を供
給および監視できるようにする。
【００４２】
　減圧源は、１つの導管が流体的に結合される１つの組織部位を監視する、監視式システ
ムとしてもよく、および圧力管理装置は、追加的な組織部位に関連付けられた追加的な導
管に加えられ得る。
【００４３】
　再度全体的に図１および図４を参照すると、別の説明に役立つ実施形態では、患者１０
４の減圧治療を受けている複数の組織部位１０２における減圧を管理するシステム１００
を示す。この説明に役立つ実施形態では、一体式モジュール１７６が、図４に示すものと
同様の複数の圧力管理装置１２８を有するが、一体式モジュール１７６はコントローラ（
明示せず）を１つのみ備える。各圧力管理装置１２８に関連付けられた力変換器が、一体
式モジュール１７６のための１つのコントローラに結合される。
【００４４】
　本発明およびその利点を、いくつかの説明に役立つ非限定的な実施形態に照らして説明
したが、添付の特許請求の範囲によって定義された本発明の範囲から逸脱せずに、様々な
変更、代用、交換、および修正をなすことができることを理解されたい。任意の一実施形
態に関連して説明された任意の特徴はまた、任意の他の実施形態にも適用可能であること
を理解されたい。
【００４５】
　上述の利益および利点は、一実施形態に関連し得ること、またはいくつかの実施形態に
関連し得ることを理解されたい。「１つの」品目への言及は、１つ以上のそれら品目を指
すことをさらに理解されたい。
【００４６】
　本明細書で説明した方法のステップは、任意の好適な順序で、または適切な場合には同
時に実施し得る。
【００４７】
　適切な場合には、上述の実施形態のいずれかの態様を、説明の任意の他の実施形態の態
様と組み合わせて、類似のまたは異なる特性を有しかつ同じまたは異なる問題に対処する
別の例を形成する。
【００４８】
　好ましい実施形態の上述の説明は例示にすぎず、当業者は様々な修正をなし得ることを
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理解されたい。上述の明細書、例およびデータは、本発明の例示的な実施形態の構造およ
び使用の完全な説明を提供する。本発明の様々な実施形態を、ある程度詳細に、または１
つ以上の個々の実施形態を参照して上記で説明したが、当業者は、特許請求の範囲から逸
脱せずに、開示の実施形態に多数の修正をなすことができる。

【図１】 【図２】
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