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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエチレンの不織布にて形成された布帛で作製され黒あるいはカラーで印刷された縁
取りを備えたリストバンドを形成する上紙が弱粘性の粘着剤層を介して台紙に仮着されて
成るリストバンド連続体であって、上記上紙の中央部に印字領域を形成し、この中央部か
ら両端に延伸した領域に係止穴を形成したリストバンドを台紙上に連続して仮着したこと
を特徴とするリストバンド連続体。
【請求項２】
　ポリエチレンの不織布にて形成された布帛で作製された上紙と、この上紙が弱粘性の粘
着剤層を介して台紙に仮着されて成るリストバンドであって、前記上紙は、少なくとも患
者の識別データが目視可能な文字表示部および読取り装置により認識可能な少なくとも一
次元または多次元バーコードで形成されるバーコード表示部が印字された表示部と、前記
表示部の両端に、連続してなだらかなテーパー状に形成されたテーパー部と、このテーパ
ー部に連続して延伸され、係止穴を有して前記表示部より幅が細い係止部と、から成るバ
ンド本体に型抜きされて成るリストバンドであって、前記バンド本体は、台紙から剥がし
前記係止穴を係止具によって止めることによって環状となし、患者の手首あるいは足首な
どに巻き付けることを特徴とするリストバンド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、特に患者の手や足首などに巻き付けるリストバンドおよびその連続体に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
最近、患者の取り違えによって誤った手術を行なうといった社会問題が発生している。こ
の患者取り違えに対応するため、例えば、患者名、入院日、年齢や血液型といった患者固
有の識別データを表示したリストバンドを患者の手首あるいは足首などに取付け、患者を
間違えないようにすることが行なわれ始めた。このリストバンドは、患者に取付けるとい
う理由から、肌に対する密着性が比較的良好なビニールで作製されたものが多く、バンド
本体の表面に、前述した患者名や年齢などの識別データを表示するものである。
【０００３】
ところで、従来のリストバンドは、前述したように、主にビニールで作製されているため
識別データを、例えば水性マジックによって手書きで記入しようとしても書きにくく、ま
た、書いたとしても消え易いものであった。このため、表示用の紙を貼り付け、この紙が
貼られた個所に患者名や年齢といった患者の識別データを手書きで記入していた。
【０００４】
しかしながら前述したように、ビニールで作製されたリストバンドの表面は、直接患者の
データを記入しにくいため紙を貼って成形するなど手間が掛かるばかりか、ビニールで作
製するため、コストが高いという問題があった。
また、手書きで対応していたため、記入ミスが発生する要因ともなり、更に、手書きのた
め、少量の識別データしか記入できないという問題があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の問題点に着目してなされたもので、患者固有の識別データを印字でき、
かつ、安価に作製できるようなリストバンドおよびその連続体を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載のリストバンド連続体は、ポリエチレンの不織布にて形成された布帛で
作製され黒あるいはカラーで印刷された縁取りを備えたリストバンドを形成する上紙が弱
粘性の粘着剤層を介して台紙に仮着されて成るリストバンド連続体であって、上紙の中央
部に印字領域を形成し、中央部から両端に延伸した領域に係止穴を形成したリストバンド
を台紙上に連続して仮着したことを特徴とする。
　請求項２に記載のリストバンドは、ポリエチレンの不織布にて形成された布帛で作製さ
れた上紙と、上紙が弱粘性の粘着剤層を介して台紙に仮着されて成るリストバンドであっ
て、上紙は、少なくとも患者の識別データが目視可能な文字表示部および読取り装置によ
り認識可能な少なくとも一次元または多次元バーコードで形成されるバーコード表示部が
印字された表示部と、表示部の両端に、連続してなだらかなテーパー状に形成されたテー
パー部と、テーパー部に連続して延伸され、係止穴を有して表示部より幅が細い係止部と
、から成るバンド本体に型抜きされて成るリストバンドであって、バンド本体は、台紙か
ら剥がし係止穴を係止具によって止めることによって環状となし、患者の手首あるいは足
首などに巻き付けることを特徴とする。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施の形態によるリストバンド連続体を図１ないし図３に基づき説明する
。
図１は、本発明のリストバンド連続体の製造過程を示す装置の図であり、このリストバン
ド連続体には、例えば図２のような帯状連続体２を使用する。
【０００８】
帯状連続体２は、片面に粘着剤層４が施された台紙６と、台紙６に前記粘着剤層４を介し
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て仮着された上紙８とから構成されている。
【０００９】
上紙８は、後述する印刷あるいは印字がし易く、かつ、肌触りや印字品質の観点から、全
体が布帛で作製されており、特に、ポリエチレンの不織布の採用が可能である。また、上
紙８の片面、すなわち、台紙６の粘着剤層４側には離型剤１０が塗布されている。
更に、粘着剤層４には、弱粘と称する接着力の弱いものが使用されており、上紙８に塗布
された前記離型剤１０と台紙６の粘着剤層４の弱粘性とが相俟って、台紙６から上紙８を
剥がすときに剥がれ易く、かつ、剥がしたあと粘着剤層４の粘着性が上紙８に残ってベタ
ツクことがないようにされている。
【００１０】
そして主に、図１に示すように、前記帯状連続体２から「リストバンド連続体」を製造す
るものであり、ロール状に巻回された帯状連続体２を供給軸１２に装着し、型抜き工程１
４を経て巻取り軸１６へと繰出す。
【００１１】
供給軸１２から繰出された帯状連続体２は、型抜き工程１４を通過する際に、上紙８のみ
が図３に示すようなバンド本体１８の形に型抜きされ、型抜き部３４は台紙６にまで達し
ないようになっている。すなわち、上紙８は、長手方向Ｘの中央部が「印字領域」として
利用される表示部２０と、この表示部２０の両側に連続してなだらかに形成されたテーパ
ー部２２と、更に、このテーパー部２２に連続して形成された係止部２４とから成るバン
ド本体１８に型抜きされ、型抜きされた部分は型抜き部３４とされる。更に、前記係止部
２４には、長手方向Ｘに複数の係止穴２６が形成されるようになっており、この型抜きさ
れたバンド本体１８は台紙６上に仮着された状態で保持される。
【００１２】
型抜き工程１４にて型抜きされたバンド本体１８が台紙６上に仮着された状態のリストバ
ンド連続体３０は、巻取り軸１６に巻き取られるようになっている。
【００１３】
上述したように、リストバンド連続体３０には、型抜きされたバンド本体１８が粘着剤層
４を介して台紙６に仮着されているので、例えば係止部２４を型抜き部３４から剥がし、
指でつまんで台紙６の長手方向Ｘに沿って剥がして行くとバンド本体１８のみが台紙６か
ら剥ぎ取られるようになっている。
【００１４】
また、係止部２４は、幅方向Ｗにおいて表示部２０よりも細く形成されている。従って、
表示部２０から係止部２４に連続するテーパー部２２は、先細状態に形成されるものであ
る。
【００１５】
なお、本実施の形態は一例であって、便宜上、台紙６側に粘着剤層４が、そして、上紙８
の、前記粘着剤層４側に離型剤１０が、各々形成される例で説明したが、これに限定され
ないことは勿論であり、これとは逆に、台紙６側に離型剤１０が、そして、上紙８の台紙
６側に粘着剤層４が形成されていても可能である。
【００１６】
更に、「中央部」に形成された表示部２０から両端に延伸した係止部２４との間にテーパ
ー部２２が形成された例で説明したが、これに限定されないことは勿論であり、表示部２
０から係止部２４までの幅方向Ｗの幅が同一であっても構わない。この場合の型抜き部３
４は、バンド本体１８と、隣のバンド本体１８との境目のみに形成されることになる。
【００１７】
本発明の第２の実施の形態に係るリストバンド連続体を図４ないし図５に基づき説明する
。なお、本実施の形態において、先の実施の形態と同様の部分については同一符号を付す
に止め、詳説を省略する。
【００１８】
図４は、本発明のリストバンド連続体４０の製造過程を示す装置の図であり、印刷工程４
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２が設けられている。
【００１９】
供給軸１２に帯状連続体２を装着し、印刷工程４２、型抜き工程１４を経て巻取り軸１６
へと繰出す。
【００２０】
印刷工程４２では、周知の手段により印刷が可能となっており、この工程４２おいて前述
バンド本体１８の外形にあった縁取り部４４が印刷されるようになっている。すなわち、
図５に示すように、表示部２０と、この表示部２０の両側に連続してなだらかに形成され
たテーパー部２２と、更に、このテーパー部２２に連続して形成さた係止部２４とから成
るバンド本体４６に縁取りした縁取り部４４が印刷されようになっており、この縁取り部
４４は、印刷工程４２にて所望の色に印刷可能となっている。
【００２１】
印刷工程４４で印刷された帯状連続体２は、次の型抜き工程１４においで型抜きされるも
のであって、型抜き部３４は前記縁取り部４４に沿って形成されるようになっている。
【００２２】
縁取り部４４が印刷され型抜きされたリストバンド連続体４０（図５参照）は、巻取り軸
１６に巻き取られるようになっている、
【００２３】
上述したように、リストバンド連続体４０は、バンド本体４６の形状に色別の縁取り部４
４が形成されるため、単に型抜きされた先の実施の形態のバンド本体１８に比べ視覚への
訴えが大となるものである。しかも、縁取り部４４を印刷する上紙８は布帛が用いられて
いるため丈夫で、かつ、印字品質が良好なものである。
【００２４】
図６は、図５のリストバンド連続体４０を用いた患者用のリストバンド５０を示す具体例
である。なお、本実施の形態において、先の実施の形態と同様の部分については同一符号
を付すに止め、詳説を省略する。
【００２５】
リストバンド連続体４０を図示しない周知のプリンタに装着し、周知の入力手段を用いて
患者名や血液型などの基本データや病歴、入院日、入院食の種類などを含む患者固有の識
別データを入力し表示部２０に印字して患者固有のリストバンドを得ようとするものであ
って、表示部２０は文字表示部５２と、「記号表示部」としてのバーコード表示部５４と
から成り、文字表示部５２には、患者名、血液型、科名や入院病棟などの患者の基本デー
タが目視可能な文字で印字されるようになっている。
【００２６】
一方、バーコード表示部５４は、１次元バーコード５４ａおよび２次元バーコード５４ｂ
で形成され、１次元バーコード５４ａには、患者の血液型が、また、２次元バーコード５
４ｂには、前記患者名、患者ＩＤや生年月日などの基本データや、科目、病歴、入院日、
入院食の種類などを含む患者固有の識別データが、各々バーコードで印字されるようにな
っている。
【００２７】
表示部２０に、文字表示部５２と、バーコード表示部５４が混在することにより、患者名
や血液型などの基本データは目視可能となり、更に、病歴といった他人に知られたくない
ようなデータや入院日、入院食の種類といった患者の秘密に属する様々なデータはバーコ
ード表示部５４に印字することができる。
【００２８】
このように、患者情報が印字されたリストバンド５０の使用例を説明する。
リストバンド連続体４０の上紙８のバンド本体４６を指でつまんで剥がすと、縁取り部４
４に沿って型抜きされており、しかも、上紙８の裏面に離型剤１０が施されているため、
バンド本体４６は台紙６から容易に剥がれる。
【００２９】
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バンド本体４６を環状にし、図示しない患者の手首などに、その太さに合せて環状にして
巻き付け、図７に示すような係止具６０にて係止穴２６を止めることにより患者（図示せ
ず）にリストバンド５０として取り付ける。
【００３０】
患者に取り付けられたリストバンド５０には、目視可能な文字表示部５２と、バーコード
表示部５４とを備える表示部２０が形成されているため、基本情報は文字表示部５２を目
視することによって確認でき、更に、詳細情報は図示しない読取り機によってバーコード
表示部５４を走査することによって確認できる。従って、輸血や投薬時にはリストバンド
５０を確認することによりミスの軽減が図れるものである。
【００３１】
更に、リストバンド５０（バンド本体４６）の裏面には、前述したように離型剤１０が施
されており、台紙６から剥がした後でも粘着剤層４によるベタツキがないため、患者に対
する肌触りが良好なものである。
【００３２】
また、リストバンド５０（バンド本体４６）は、表示部２０と、この表示部２０から先細
状のテーパー部２２が、表示部２０より幅が細い係止部２４に向けて形成されており、表
示部２０以外がテーパー部２２から連続した細身にできているため、患者に取り付けた際
、引っ掛かることが少なく肌に馴染み、かつ、布帛で作製されているので安価の割には丈
夫であり、患者に対する肌触りが良好なものである。
【００３３】
なお、縁取り部４４は、黒印刷も可能であるが、例えば赤色は血液型のＡ型、緑色はＯ型
というように色を分けることも可能である。他に、色を変えることにより病棟を表わすこ
とも可能であり、目視時の一助とすることができるものである。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明にによれば、上紙を布帛で作製したので安価、かつ、丈夫で
、更に、印字品質も良好である。
【００３５】
また、目視可能な文字表示部と、記号表示部とを備える表示部が形成されており、目視と
読取り機による読取りの両方で情報が確認できるため、情報量も多く表示でき、患者取り
違いや投薬間違いといったミスの軽減が図れるものである。
【００３６】
更に、バンド本体が、表示部と、表示部から先細状のテーパー部が表示部より幅が細い係
止部に向けて形成され、患者に巻き付ける部分が細身にできているため、患者に対する肌
触りが良好なものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるリストバンド連続体を作製する装置の概略説明
図である。
【図２】リストバンド連続体の作製に用いる帯状連続体の概略斜視図である。
【図３】第１の実施の形態によるリストバンド連続体の平面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態によるリストバンド連続体を作製する装置の概略説明
図である。
【図５】第２の実施の形態によるリストバンド連続体の平面図である。
【図６】本発明のリストバンド連続体に患者の識別データを印字した例を示す平面図であ
る。
【図７】リストバンドの使用の形態を示す説明図である。
【符号の説明】
２　帯状連続体
４　粘着剤層
６　台紙
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８　上紙
１０　離型剤
１２　供給軸
１４　型抜き工程
１６　巻取り軸
１８　バンド本体
２０　中央部(表示部)
２２　テーパー部
２４　係止部
２６　係止穴
３０　リストバンド連続体（第１の実施の形態）
３４　型抜き部
４０　リストバンド連続体（第２の実施の形態）
４２　印刷工程
４４　縁取り部
４６　バンド本体
５０　リストバンド
５２　文字表示部
５４　記号表示部(バーコード表示部)
５４ａ　１次元バーコード
５４ｂ　２次元バーコード
６０　　係止具
Ｘ　　　長手方向
Ｗ　　　幅方向

【図１】

【図２】

【図３】
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