
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前身頃と後身頃とを重ね合わせ、左右両側縁の少なくとも一方に接合部を設け、
前記前身頃及び後身頃によって、着用者の脚部が延出する脚開口部と、胴回り開口部とを
形成し、
前記胴回り開口部付近に、着用者の胴回りを締め付ける締め付け部材を備え、
前記締め付け部材と前記接合部の間に、前記前後身頃が接合しない非接合領域を形成する
ことを特徴とする使い捨て下着。
【請求項２】
前記前後身頃の左右両側縁に前記接合部を形成することを特徴とする請求項１に記載の使
い捨て下着。
【請求項３】
前記脚開口部の中央付近において、前記前後身頃を接合することを特徴とする請求項１又
は２に記載の使い捨て下着。
【請求項４】
前記接合部の接合強力が０．５～３０Ｎの範囲にあることを特徴とする請求項１，２又は
３に記載の使い捨て下着。
【請求項５】
前記締め付け部材は前記前後身頃と一体に成形されており、前記接合部側の上側縁部から
略水平方向に各々延びるひも状部材であり、前記前後身頃の対向するひも状部材を結ぶこ
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とによって前記胴回り開口の締め付けを行うことを特徴とする請求項１，２，３又は４に
記載の使い捨て下着。
【請求項６】
前記前後身頃の胴回り上縁を折返して接合することで鞘状にし、該鞘に紐を通すことによ
って前記締め付け部材を構成することを特徴とする請求項１，２，３又は４に記載の使い
捨て下着。
【請求項７】
前記前後身頃は、目付が４０～１００ｇ／ｍ２ の不織布から構成されることを特徴とする
請求項１，２，３，４，５又は６に記載の使い捨て下着。
【請求項８】
前記前後身頃は、全光線透過率が６０％以下の不織布から構成されることを特徴とする請
求項１，２，３，４，５，６又は７に記載の使い捨て下着。
【請求項９】
前記接合部は、前記前後身頃の側縁から内側に向かって５～３０ｍｍの位置に形成するこ
とを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７又は８に記載の使い捨て下着。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、病院などで手術をする前の患者が着用する下着に関し、特に、下半身に着用す
る使い捨て下着に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、手術などの医療処置を行う患者が着用する使い捨て下着としては、Ｔ字帯と呼
ばれる褌状の下着がある。このＴ字帯は、両側端に細い紐を有しており、この紐を結んで
着用し、手術前に看護婦や医者が結び目をほどいて手術を行うようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のようなＴ字帯では、見栄えが下着というよりは褌又はおむつのよう
な形状しているため、患者へ不快感や不安感を与える。また、看護婦や医者が手術前に紐
の結び目をほどくのに手間がかかるという問題点があった。
【０００４】
本発明は上記のような状況に鑑みて成されたものであり、普段使用している下着に近い形
状にすることで、手術前の患者の不快感、不安感を低減し、かつ看護婦や医者が容易に脱
がすことができるようにした使い捨て下着を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明に係る使い捨て下着においては、前身頃と後身頃とを
重ね合わせ、左右両側縁の少なくとも一方に接合部を設けて、脚開口部と胴回り開口部と
を形成する。また、胴回り開口部付近に締め付け部材を備える。更に、締め付け部材と接
合部の間に、前後身頃の非接合領域を形成する。
【０００６】
上記のような構成の本発明においては、全体の形状が普段使用している下着に近い形状と
なるため、手術前の患者の不快感、不安感を低減できるというメリットがある。また、手
術直前に看護婦や医者が下着を脱がす時に、非接合領域に指を挿入して簡単に破ることが
できるため、脱がせる手間を軽減できる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、病院などで手術をする前の患者が着用する下着を実
施例として説明する。図１及び図２は、本発明の第１実施例に係る使い捨てパンツの構造
を示す斜視図であり、各々前方及び後方から見た様子を示す。また、図３は、図１及び図
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２に示す使い捨てパンツの接着線の位置を示す平面図（正面図）である。更に、図４は、
同使い捨てパンツの要部の構成を示す説明図である。
【０００８】
第１の実施例に係る使い捨てパンツは、不織布からなる前身頃及び後身頃１０、１２と、
胴回りに配置される締め付け用の紐１４とを備えている。前身頃１０及び後身頃１２は、
同一形状の不織布であり、重ね合わせた後に側縁接合部２６Ｒ，２６Ｌと、股中央接合部
３０によって互いに接合される。なお、前身頃と後身頃を連続した１枚のシート（不織布
）で構成し、中央で折り曲げて、縁部同士を接合するような構成とすることができる。こ
の場合には、側縁接合部は１つとなる。
【０００９】
接合部３０は逆Ｕ字状に形成され、その内側には切り欠き２４が形成されている。側縁接
合部２６Ｒ，２６Ｌは、前後身頃の側縁の中央付近にのみ形成されている。すなわち、接
合部２６Ｒ，２６Ｌの上方から前後身頃１０，１２の上端部の間は、互いに接合されるこ
とのない、非接合部２２Ｒ，２２Ｌが形成されている。非接合部２２Ｒ，２２Ｌには、手
術前に接合部２６Ｒ，２６Ｌを破断する（剥がす）際に指を挿入できるようになっている
。
【００１０】
前後身頃１０，１２の上端は外側に折り曲げることにより鞘（折り返し部）２０が形成さ
れている。この鞘２０の中に紐１４を通すようになっている。鞘２０の前身頃１０側の中
央付近には紐１４の左右両端が垂れ出るための開口部２１が形成されている。また、鞘２
０の後身頃１２側の中央付近には紐１４を後身頃１２に接合するための開口部３４が形成
されており、その開口部３４を横切る紐１４が後身頃に接合されて、接合部３２が形成さ
れる。
【００１１】
前後身頃１０，１２の上端は、外側に折り曲げられており鞘（折り返し部）２０が形成さ
れている。この鞘２０の中に紐１４を通すようになっている。鞘２０の前身頃１０側の中
央付近には紐１４の左右両端が垂れ出るための開口部２１が形成されている。また、鞘２
０の後身頃１２側の中央付近には紐１４を後身頃１２に接合するための開口部３４が形成
されており、その開口部３４を横切る紐１４が後身頃１２に接合されて、接合部３２が形
成される。なお、後身頃１２が鞘２０を有さず、後身頃１２の上端側縁から紐１４が延出
し、前身頃１０の鞘２０に紐１４を通すような構成とすることもできる（図示せず）。
【００１２】
接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０は、前身頃１０と後身頃１２とを上下に重ねて接合し、ある
いは合掌型に重ねて接合することもできる。これらの接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０を形成
する際には、例えば、熱シール、超音波によるソニックシール等の溶融接合を採用するこ
とができる。また、ホットメルト接着剤を用いた接着剤による接合とすることもできる。
接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０の接合パターンとしては、連続又は不連続のいずれを採用す
ることもできる。
【００１３】
接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０を溶融接合によって形成する場合には、接合線の幅は０．１
～１５ｍｍの範囲が好ましく、より好ましくは、０．５～１０ｍｍの範囲とする。接合線
の幅が０．１ｍｍ以下の場合には、シートの流れ方向に直角な方向の線圧が高くなり、溶
融接合部分が破断することがある。一方、接合線の幅を１５ｍｍ以上とした場合には、着
用者が違和感を生じることになる。これは、接合部が非接合部に比べて剛性が高いためで
ある。接合部のパターンとしては、線状、波状、ジグザグ状、格子状などを採用すること
ができる。また、シートの流れ方向に直角な方向の線圧を調整するために、ドット状のパ
ターンを組み合わせて使用してもよい。
【００１４】
接着剤を用いて接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０を形成する場合には、ホットメルト接着剤に
よる接合が好ましい。ホットメルトを塗布する手段としては、コーターダイによるベタパ
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ターンやストライプパターン、グラビアコーターによる網状パターンやドットパターン、
さらにビード塗工による線状パターンやエアーで調整するスパイラルパターンや波状パタ
ーン、ジグザグパターン等を採用することができる。
【００１５】
接着剤による接合の場合には、接合部の幅は１～１５ｍｍが好ましい。接合部の幅が 1ｍ
ｍ以下の場合には、シート（１０，１２）を接合する接合強度が低下し、使用中に剥がれ
てしまう恐れがある。
【００１６】
接合部２６Ｒ，２６Ｌ，３０における接合強力は、下着の上下方向の剥離力で表した場合
に、０．５ N以上で、３０ N以下であることが好ましい。剥離力が０．５ N以下の場合には
、使用中に剥がれてしまうおそれがあり、３０ N以上の場合には剥がし難くなる。本発明
においては、手術前の通常の使用では容易に剥がれることが無い反面、手術直前に看護婦
が脱がす場合には、比較的容易に剥がせる設定とする。
【００１７】
図４（Ａ）に示すように、接合部２６Ｒ，２６Ｌの位置は、両側端から横方向内側に向か
う距離Ｄが、０．５～３０ｍｍ程度とし、より好ましくは、１～２０ｍｍとする。距離Ｄ
が０．５ｍｍ以下の場合には、上下身頃１０，１２を剥がし難くなったり、身頃両側端が
肌に当たり違和感を覚えることがある。一方、距離Ｄが３０ｍｍ以上の場合には、下着と
しての美観を損なう。接合部２６Ｒ，２６Ｌを更に剥がし易くするために、図４（Ｂ）に
示すように、別途つまみしろ３８を設けてもよい。
【００１８】
胴回り部の締め付け手段としては、紐１４の他に、メカニカルファスナ等を使用すること
もできる。
【００１９】
前後身頃１０，１２に使用するシートとしては、熱可塑性繊維で形成したスパンボンド、
スパンレース、ニードルパンチ、メルトブローン、サーマルボンド、ケミカルボンド等の
不織布等を使用することができる。不織布の構成繊維としては、ポリオレフィン系、ポリ
エステル系、ポリアミド系の各繊維、ポリエチレン／ポリプロピレンまたはポリエステル
からなるシックアンドシン型またはサイドバイサイド型等の複合繊維を使用することがで
きる。
【００２０】
なお、不織布に吸汗性を持たせるために、吸収性繊維を混綿してもよい。吸収性繊維とし
ては、パルプ、レーヨン、コットン、アセテート等があげられる。接合部を溶融接合する
ためには、１０～７０％の吸収性繊維と３０～９０％の熱可塑性繊維とで構成することが
好ましい。吸収性繊維が１０％以下では吸汗性が低下し、７０％以上であるとシール性が
低下する。
【００２１】
また不織布としては、当該下着を着用した時に肌や陰部が透けることを防止するため、青
や緑色等の彩度の低い色に着色することが好ましい。また、不織布の目付としては、例え
ば４０～１００ｇ／ｍ２ の範囲が好ましい。目付が４０ｇ／ｍ２ 以下の場合には、着色を
施した不織布であっても、透けて見えることがある。一方、目付が１００ｇ／ｍ２ 以上の
場合には、風合いが低下し、着用感が悪くなる。結局のところ、全光線透過率が６０％以
下、より好ましくは４０％以下となるような設定とする。
【００２２】
本実施例に係る使い捨て下着を着用する際には、胴回り開口１８から両足を入れて脚部開
口１６から出す。次に、前身頃１９側に延出した紐１４の端部を結んで、腰回りを締め付
ける。手術台の上にのった後は、例えば、看護婦が非接合部２２Ｒ，２２Ｌに手を入れて
、接合部２６Ｒ、２６Ｌを剥がす。更に、接合部３０を剥がして、前身頃１０と後身頃１
２との接合を解いた後、非接合部２２Ｒ、２２Ｌから紐１４をつかんで外に引き出す。こ
れにより、手術台上の患者から前身頃１０が完全に取り外される。なお、紐１４をほどく
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動作と接合部２６Ｒ，２６Ｌを剥がす動作を逆に行うことも可能である。
【００２３】
図５は、本発明の第２実施例に係る使い捨てパンツの構造を示す分解正面図である。本実
施例の使い捨てパンツは、同一形状の前後身頃４０，４２を重ね合わせることによって構
成される。なお、前後身頃４０，４２の材質（不織布）については、上記第１の実施例と
同様のものを適用できるため、重複した説明は省略する。前身頃４０の上端部の左右側縁
部からは、胴回り締め付けようの紐状部４４Ｒ，４４Ｌが延びている。同様に、後身頃４
２の上端部の左右側縁部からは、胴回り締め付けようの紐状部４８Ｒ，４８Ｌが延びてい
る。
【００２４】
前身頃４０，後身頃４２とを重ね合わせた後に側縁接合部５６Ｒ，５６Ｌと、股中央接合
部５０によって互いに接合される。なお、前身頃と後身頃を連続した１枚のシート（不織
布）で構成し、中央で折り曲げて、縁部同士を接合するような構成とすることができる。
この場合には、側縁接合部は１つとなる。
【００２５】
接合部５０は逆Ｕ字状に形成され、その内側には切り欠き５４が形成されている。側縁接
合部５６Ｒ，５６Ｌは、前後身頃の側縁の一部（下方）にのみ形成されている。すなわち
、接合部５６Ｒ，５６Ｌの上方から紐状部４４Ｒ，４４Ｌ（４８Ｒ，４８Ｌ）との間は、
非接合部５２Ｒ，５２Ｌが形成されている。非接合部５２Ｒ，５２Ｌには、手術直前に接
合部５６Ｒ，５６Ｌを剥がす（破る）際に指を挿入できるようになっている。
【００２６】
本実施例に係る使い捨て下着を着用する際には、胴回り開口４８から両足を入れて脚部開
口４６から出す。次に、前身頃４０の右縁部から延びる紐状部４４Ｒと後身頃４２の右縁
部から延びる紐状部４８Ｒとを結ぶ。同様に、前身頃４０の右縁部から延びる紐状部４４
Ｒと後身頃４２の右縁部から延びる紐状部４８Ｒとを結ぶ。手術台の上に載った後は、例
えば、看護婦が非接合部５２Ｒ，５２Ｌに手を入れて、接合部５６Ｒ、５６Ｌを剥がす。
更に、接合部５０を剥がして、前身頃４０と後身頃４２との接合を解いた後、紐状部４４
Ｒと４８Ｒとの結び目と紐状部４４Ｌと４８Ｌとの結び目をほどく。これにより、手術台
上の患者から前身頃４０が完全に取り外される。なお、紐状部をほどく動作と接合部５６
Ｒ，５６Ｌを剥がす動作の順序を逆にすることも可能である。
【００２７】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内で適宜設計変更可能であることは言うま
でもない。
【００２８】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、普段使用している下着に近い形状である
ため、手術前の患者の不快感、不安感を低減することができる。また、手術直前に看護婦
や医者が下着を脱がす時に、非接合領域に指を挿入して簡単に破ることができるため、脱
がせる手間を軽減できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第１実施例に係る使い捨てパンツの構造を示す斜視図であり、
前方から見た様子を示す。
【図２】図２は、本発明の第１実施例に係る使い捨てパンツの構造を示す斜視図であり、
後方から見た様子を示す。
【図３】図３は、図１及び図２に示す使い捨てパンツの接着線の位置を示す平面図（正面
図）である。
【図４】図４は、第１実施例に係る使い捨てパンツの要部の構成を示す説明図である。
【図５】図５は、本発明の第２実施例に係る使い捨てパンツの構造を示す分解正面図であ
る。
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【符号の説明】
１０　　　前身頃
１２　　　後身頃
１４　　　紐
１６　　　脚開口部
１８　　　腰回り開口部
２６Ｒ，２６Ｌ　　　接合部
２０　　　鞘（折り返し部）
２２Ｒ，２２Ｌ　　　非接合部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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