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明 細 苫

リストバンドおよびその使用方法

技術分野

０００1 本発明は、病院や遊園地などにぉいて手首や足首などに環状に巻き止めて情報

の表示を行ぅために使用されるリストバンドぉょびその使用方法に関する。

に関する。

背景技 術

０００2 近年、病院や遊園地などにぉいて、忠者情報や施設利用情報などの表示を行ぅリ

ストバンドが使われている。図 を参照して従来のリストバンド5 を説明すると、リスト

バンド5 は、帯状某材の長手方向中央に表示部 52、その両側の一端部にバンド穴

53、他端部にセット穴 54が設けられてぉり、例えば病院にぉいては、表示部 52に対

して氏名や ナンバーなどの忠者などの必要情報がブリンタで印字され、忠者の手

首や新生児の足首に取り付けられる。投薬時や処置時には、表示部 52の表示内容

とかレテの記載内容とが照合され、当該忠者などの投薬や処置内容に誤りのないこ
。とが確認される。かかるリストバンド5 は、バンド穴 53とセット穴 54 とに専用のクリッフ

を挿通してこれを係止し、手首などに環状に取り付けられるが、取り付けられる手首な

どの大きさが典なっても柔軟に対応できるょぅに、通常、バンド穴 5 3は長手方向に複

数設けられてぉり、手首などの大きさに応じて適宜バンド穴 53の位置を選択すること

にょって、リストバンド5 の径の大きさが調整可能とされている。すなわち、このバンド

穴 53の位置を変えることにょって、手首 (短周部分) の周長ょり大きく、かつ手首から

はずれないょぅに手のひら(長周部分) の周長ょり小さくなるょぅな周長の範囲内にぉ
いて、きつくもなく緩くもない適切な周長でリストバンド5 の取り付けが可能となってい
る。

０００3 しかしながら、従来は、リストバンドを取り付ける際に作業者の経験や目見当にょっ
て長さの調整を行ぅょぅにしていたために、特に手首の太さが典なる子供や大人が混

在するょぅな状況下で取り付けを行ぅ場合などにぉいて、作業者の熟練具合にょって

ばらつきが生じやすく、きつくなったり緩くなったりして使用感に差が生ずるとレぢ問題



があった。

０００4 特許文献 1 : 特開2 ００4 2429０4 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、子供

や大人のょぅに太さの典なる手首や足首に対して、バンド長さの調整が容易で迅速

に違和感なく取り付けられるリストバンドとその使用方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００6 上記課題を解決するために、第一の発明に係るリストバンドは、中央を表示部とす

る帯状某材の長手方向の一端部に複数のバンド穴が所定の間隔で形成されるととも

に他端部にセット穴が形成され、上記バンド穴と上記セット穴とにリストバンド用クリッ

プを挿通して手首や足首に対し環状に取り付けられるリストバンドであって、上記セッ
ト穴と使用するバンド穴との間の長さを、取り付け対象となる手首や足首の周長に適

合させるための照準手段を設けたことを特徴とする。

０００7 また、第二の発明は、上記照準手段を、一端部のバンド穴と平行な線上に、各々の

バンド穴が個別に参照可能に関連づけられた測長部を設け、各々のバンド穴からセ

ット穴までの間隔が、その各々に対応する測長部からその延長線上の他端部に設定

される某点部までの間隔ょりも、所定の長さ長くなるょぅに設定したことを特徴とする。

０００8 また、バンド穴の近傍に、この各々のバンド穴を識別するための数字または記号な

どにょるバンド穴表示が備わると共に、測長部にこのバンド穴表示が備わり、バンド穴

と測長部とはバンド穴表示を介して参照可能に関連づけることができる。

０００9 また、測長部に備わるバンド穴表示は、その境界を示す境界 目盛りまたは色分けに

ょって互いに区画することができる。

００1 ０ また、某点部から測長部の最近部までの間隔は、対象となる手首や足首の周長の

最小値ょりも短く、某点部から測長部の最遠部までの間隔は、対象となる手首や足首

の周長の最大値ょりも長くなるょぅに設定することができる。

００1 1 また、バンド穴からセット穴までの間隔と、関連する測長部から某点部までの間隔と

の差は、対象となる個別の手首や足首の周長と手足の周長との差ょりも小さくなるょぅ



に設定することができる。

００12 また、某点部は、セット穴の中心位置を示す目盛りとすることができる。

００13 第二の発明に係るリストバンドの使用方法は、上記リストバンドを手首や足首に巻回

して一端部と他端部とを重ね合わせる工程と、某点部と最小周長で重なる測長部に

付されたバンド穴表示を選定する工程と、選定されたバンド穴表示が付されたバンド

穴とセット穴とにリストバンド用クリップを挿通して、リストバンドを手首や足首に巻き止

める工程とを具備したことを特徴とする。

００14 第三の発明に係るリストバンドは、上記照準手段が、他端部に、バンド穴から所定

この某準線からセット部方向に、互いに隣り合ぅバンド穴の間隔と同じかまたはそれを

超える長さで、バンド穴を通して識別可能に設けた識別表示部とからなることを特徴

とする。

００15 ここで、セット穴から最遠のバンド穴と上記某準線との間隔は、取り付け対象となる

手首や足首の最大周長よりも大きくなるよぅに設定することができる。

００16 また、セット穴から最近のバンド穴と上記某準線との間隔は、取り付け対象となる手

首や足首の最小周長よりも小さくなるよぅに設定することができる。

００17 また、セット穴と某準線との間隔は、手足から抜けることなく手首や足首に取り付け

可能な手足の最大最小周長差よりも小さくなるよぅに設定することができる。

００18 また、互いに隣り合ぅバンド穴の間隔は、セット穴と上記某準線との間隔よりも小さく

なるよぅに設定することができる。

００19 また、第三の発明に係るリストバンドの使用方法は、リストバンドを手首や足首に巻

回して他端部に一端部を最小周長で重ね合わせる重ね合わせ工程と、識別表示部

が識別表示されるセット穴から最遠のバンド穴を確認する確認工程と、確認されたバ

ンド穴とセット穴とにリストバンド用クリップを挿通して、リストバンドを手首や足首に巻

き止める係止工程と、を具備したことを特徴とする。

発明の効果

００2０ 第一の発明に係るリストバンドは、セット穴と使用するバンド穴との間の長さを、取り

付け対象となる手首や足首の周長に適合させるための照準手段を設けたので、リスト



バンドを手首や足首に巻き付ける際に、この照準手段を用いて使用するバンド穴の

位置を決定できる。

００2 1 第二の発明に係るリストバンドは、一端部のバンド穴と平行な線上に、各々のバンド

穴が個別に参照可能に関連づけられた測長部が設けられてなり、各々のバンド穴か
らセット穴までの間隔は、その各々に対応する測長部からその延長線上の他端部に

設定される某点部までの間隔よりも、所定の長さ長くなるよぅに設定されているので、

手首や足首にリストバンドを巻回して一端部と他端部とを重ね合わせ、某点部と最小

周長で重なる測長部からセット穴と細み合わせて適切なバンド穴が選定可能となって

おり、取り付け経験の少ない作業者であっても調整が容易であり、人体に違和感なく

迅速に取り付けられるれぢ効果を奏する。

００22 また、バンド穴の近傍に、各々のバンド穴を識別するための数字または記号などに

よるバンド穴表示が備わると共に、測長部にバンド穴表示が備わり、バンド穴と測長

部とはバンド穴表示を介して参照可能に関連づけることで、適正なバンド穴の参照が

容易であるれづ効果を奏する。

００23 また、測長部に付されたバンド穴表示を、その境界を示す境界 目盛りまたは色分け

によって互いに区画することで、バンド穴表示が適用される範囲が容易に読み取れる

といぅ効果を奏する。

００24 また、某点部から測長部の最近部までの間隔を、対象となる手首や足首の周長の

最小値よりも短く、某点部から測長部の最遠部までの間隔は、対象となる手首や足首

の周長の最大値よりも長くなるよぅに設定すると、対象となる全ての取り付け対象に対

応できるれぢ効果を奏する。

００25 また、バンド穴からセット穴までの間隔と、関連する測長部から某点部までの間隔と

の差は、対象となる個別の手首や足首の周長と手足の周長との差よりも 体くなるよぅ

に設定すると、手首や足首からはずれることはないといぅ効果を奏する。

００26 また、某点部をセット穴の中心位置を示す目盛りとすることで、某点部の読み取りが

容易となるれづ効果を奏する。

００27 第二の発明に係るリストバンドの使用方法は、リストバンドを手首や足首に巻回して

一端部と他端部とを重ね合わせる工程と、某点部と最小周長で重なる測長部に付さ



れたバンド穴表示を選定する工程と、選定されたバンド穴表示が付されたバンド穴と

セット穴とにリストバンド用クリップを挿通して、リストバンドを手首や足首に巻き止める

工程と、を具備するよぅにしたので、太さの典なる手首や足首に対して適切なバンド

穴の間隔を選択することができ、取り付け経験の少ない作業者であっても調整が容

易であり、人体に違和感なく迅速にリストバンドが取り付けられるれづ効果を奏する。

００28 第三の発明に係るリストバンドは、他端部に、バンド穴から所定距離離間してバンド

穴との間で手首や足首の周長と比較照合するための基準線が設定され、この基準線

からセット部方向に、互いに隣り合ぅバンド穴の間隔と同じかまたはそれを超える長さ

で、バンド穴を通して識別可能な識別表示部が設けられているため、手首や足首に

巻回して他端部に一端部を重ね合わせることによって、常にいずれかのバンド穴に

識別表示部が確認できるよぅになっており、この識別表示部が確認結果に基づきバ

ンド穴とセット穴を細み合わせることによって、太さの典なる手首や足首に対して一定

の適切な余裕をもって取り付け可能となり、取り付け経験の少ない作業者であっても

、人体に違和感なく迅速に取り付けることができるれぢ効果を奏する。

００29 また、セット穴から最遠のバンド穴と基準線との間隔は、取り付け対象となる手首や

足首の最大周長よりも大きくなるよぅに設定したので、太い手首や足首でも取り付け

できるれぢ効果を奏する。

００3０ また、セット穴から最近のバンド穴と基準線との間隔は、取り付け対象となる手首や

足首の最小周長よりも小さくなるよぅに設定したので、細い手首や足首でも取り付けで

きるれぢ効果を奏する。

００3 1 また、セット穴と基準線との間隔は、手足から抜けることなく手首や足首に取り付け

可能な手足の最大最小周長差よりも小さくなるよぅに設定したので、使用中に手首や

足首から抜けることはないといぅ効果を奏する。

００32 また、互いに隣り合ぅバンド穴の間隔は、セット穴と基準線との間隔よりも小さくなる

よぅに設定したので、使用中に手首や足首から抜けることはないれづ効果を奏する。

００33 第三の発明に係るリストバンドの使用方法は、リストバンドを手首や足首に巻回して

他端部に一端部を最小周長で重ね合わせる重ね合わせ工程と、識別表示部が表示

されるセット穴から最遠のバンド穴を確認する確認工程と、確認されたバンド穴とセッ



ト穴とにリストバンド用クリップを挿通して、リストバンドを手首や足首に巻き止める係止

工程と、を具備しているため、太さの典なる手首や足首に対して一定の適切な余裕を

もって取り付け可能となり、取り付け経験の少ない作業者であっても、人体に違和感

なく迅速に取り付けることができるとレづ効果を奏する。

図面の簡単な説明

００34 図 本発明第一の実施の形態に係るリストバンドの構成を示す平面図である。

図2 図 のリストバンドの使用例を示す平面図である。

図3 図 のリストバンドを手首に取り付ける状態を示す説明図である。

図4 図 のリストバンドのバンド部とセット部を重ね合わせて最適なバンド穴を選定す

る方法を示す説明図である。

図5 バンド穴とセット穴に対してリストバンド用クリップを挿入しているところを示す説

明図である。

図6 バンド穴とセット穴をリストバンド用クリップで係止した状態を示す部分断面図で

ある。

図7 本発明第二の実施の形態に係るリストバンドの構成を示す平面図である。

図8 図7のリストバンドの使用例を示す平面図である。

図9 図7のリストバンドを手首に取り付ける状態を示す説明図である。

図1０図7のリストバンドのバンド部とセット部を重ね合わせて最適なバンド穴を選定

する方法を示す説明図である。

図11 従来のリストバンドを示す平面図である。

符号の説明

００35 3 リストバンド

2、32 表示部

3、33 バンド部 (一端部 )

4、34 セット部 (他端部 )

5、3 5 バンド穴

6、36 セット穴

7 バンド穴表示



8 測長部

9 某点 目盛り

０ バンド穴表示

境界 目盛り

2 測長部最近部

3 測長部最遠部

4 切取線

5 シート某材

6 ミシン目

7 手首

8 リストバンド用クリップ

9 係止部

2０ ヒンジ

2 メスクリップ部

22 オスクリップ部

23 係止穴

24 爪部

25 突起部

3 7 バンド穴番号

38 識別表示部

39 某準線

5 リストバンド

52 表示部

53 バンド穴

54 セット穴

発明を実施するための最良の形態

００36 以下、本発明の実施の形態を図面に墓づいて詳細に説明する。

００37 図 は、本発明に係るリストバンドの第一の実施の形態の構成を示す平面図、区



は、図 のリストバンドの使用例を示す平面図である。

００38 本実施の形態のリストバンド は、図 を参照すると、表示部2と、この表示部2の両

側に延伸して、一端部に手首などに巻き回すためのバンド部3と、他端部にバンド部

3と重ね合わせてリストバンド を環状に取り付けるためのセット部4と、が設けられて

いる。バンド部3には ０個のバンド穴 5が長手方向に等間隔で形成され、セット部4に

はセット穴6がバンド穴 5の延長線上に形成されている。この ０個のバンド穴 5から適

宜選択されるバンド穴 5とセット穴6との中心間隔は、環状に取り付けられるリストバン

ド の環の周長となる。なお、バンド穴 5およびセット穴6の数はこれに限定されるもの

ではなく、必要に応じて適宜増減可能である。

００39 バンド穴 5の横 (図中下方) には、各々のバンド穴 5に対応する位置に、セット穴6側

から数えて から始まる ０までの連番でバンド穴表示7が印刷されている。また、バン

ド穴 5を介したバンド穴表示7の対辺側 (図中上方) には、測長部8がバンド穴 5と平

行に配列され、さらにこの延長線上のセット部4にはセット穴6の長手方向の中心位

置を示す某点 目盛り9がセット穴6の横 (図中上方) に印冊 されている。測長部8には

、バンド穴 5の横に付されたバンド穴表示7と同じ連番で構成されたバンド穴表示 ０

と、そのバンド穴表示 ０の適用範囲を示す境界 目盛り が、バンド穴 5と同じ間隔で

設けられている。この境界 目盛り は、対応する各々のバンド穴 5よりも某点 目盛り9

寄りに設けられている。また、セット穴6の表示部2側には「セット穴」の表示が印刷さ

れている。

００4０ 測長部8の最もセット穴6寄りの測長部最近部 2から某点 目盛り9までの間隔は、

手首等の周長確認に使われる関係上、適用される一群の手首や足首の最小周長よ

りも短く設定されており、その反対側の最もセット穴6から遠い測長部最遠部 3と某

点 目盛り9との間隔は、適用される一群の手首や足首の最大周長よりも長く設定され

ている。すなわち、本実施の形態のリストバンド を子供から大人まで幅広く適用対象

とする場合、最もセット穴6寄りにある測長部最近部 2からセット部4の某点 目盛り9ま

での間隔は、手首の周長が短い子供の手首の周長よりも幾分短く、最もセット穴6か
ら遠い測長部最遠部 3から某点 目盛り9までの間隔は、手首の周長が長い大人の

手首の周長よりも長 目に設定されることが好ま 、。



００4 1 バンド穴 5からセット穴6までの間隔と、それに対応する測長部8から基点 目盛り9ま

での間隔との差は、リストバンド を手首や足首に環状に取り付けたときに、手首や足

首に対してリストバンド が密着した状態からの余裕分として設定される長さであり、こ

の長さの長短によって手首や足首に対する装着感が定まる。但し、装着感は用途や

取り付け対象、あるいはリストバンド の材質などによっても典なるので、この長さは必

ずしも一律に定まるものではなく、目的に応じて適宜設定されるものである。

００42 また、この差は、取り付けられる手首や足首からリストバンド が外れないよぅに、取り

、値よりもさらに小さい範囲で設定する必要がある。

００43 また、隣り合ぅバンド穴 5の間隔は、手首や足首の周長に対応して微調整が容易と

なるよぅに細かく設定することが望ましく、特に、手首や足首の周長が短い子供に適

用されるリストバンド においては、セット穴6寄りに設けられるバンド穴 5や、某点 目盛

り9寄りに設けられる境界 目盛り の間隔は、細かく設定されている方が調整が容易

となって好適である。

００44 本実施の形態のリストバンド は、ブリンタ (図示せず) にセットして表示部2に印字

が行えるよぅに、例えば図2に示す如く、シート基材 5に対し、リストバンド の外形線

に沿ってミシン目や、一部に切断部を設けない、いわゆる点止め加工によって形成さ

れた切取線 4などから切り取り可能とすることができる。バンド穴 5およびセット穴6は

、シート基材 5に打ち抜き加工を施すことによって形成されたものであり、さらに、シ

ート基材 5には、一枚のリストバンド がシート基材 5と共に他のリストバンド と分離

できる位置に切り取り用のミシン日 6が形成されており、ブリンタで印字後にリストバ

ンド の必要枚数を切り取って分配する際便利なよぅに構成されている。

００45 シート基材 5には、余白に「印字進行方向」の文字と方向を表す矢示が印冊 され

ている。かかる構成のシート基材 5は、ロール状に巻回されてブリンタに取り付けら

れ、図2に示すよぅに、表示部2に対して「二次元コード」、科名 「外科」、病棟番号「束

０2」、忠者名 「佐藤太郎」、忠者の 番号「 :０6０8０5００3」などが印字される。な

お、目的に応じてこの印字を所定の内容に変更することにより、リストバンド は遊園

地やイベントの入場券などの幅広い用途に対応可能とすることができる。



００46 本実施の形態で使用されるシート基材 5の材質に関しては特に限定されるもので

はないが、ブリンタに取り付けて印字を行う関係上、ブリンタの印字に適した某材の中

で、人体に取り付けて違和感がなく障告が発生しないものが選択される。一般に、医

療用途においては、長期使用が想定されるとともに、水やアルコールなどの薬品に

対する耐性が要求されることから、例えば合成紙、P (ボリエチレンテレフタレート)

(ボリエチレン) 、PP (ボリプロピレン) 、PS (ボリスチレン) 、P C (ボリ塩化ビニル
) などのフイルム系の某材、布、不織布など、およびそれらの複合体などが用いられる

。さらに、衛生面の配慮から抗菌剤の塗布や練り込みなどにより、有吉細菌の増殖防

止を図るようにすることもできる。

００47 また、遊園地やイベントなどにおいては、使用時間も短時間のことが多く、耐水性、

耐久性も特に要求されないことが多いため、上記某材に加え、コート紙やアート紙な

どの紙製の某材、およびそれらの複合体が選択できる。

００48 次に、本実施の形態のリストバンド を手首に取り付ける方法を説明する。図3は、

本発明に係るリストバンド の実施の形態を手首に取り付ける状態を示す説明図、図

4は、バンド部とセット部を重ね合わせて最適なバンド穴を選定する方法を示す説明

図、図5は、バンド穴 5とセット穴6に対してリストバンド用クリッ 8を挿入しているとこ

ろを示す説明図、図6は、バンド部3とセット部4をリストバンド用クリッ 8で係止した

状態を示す部分断面図である。

００49 リストバンド を手首 7に取り付けるためには、まず、リストバンド を忠者等の手首

7に回して、手首 7に最もフィットした状態で、測長部8の基点 目盛り9と重なる境界

日盛り の範囲から、対応するバンド穴表示 ０の番号を確認する。このバンド穴表

示 ０と同じ番号のバンド穴表示7が行われたバンド穴 5を選択することによって、セッ
ト穴6と細み合わせられるバンド穴 5が決定される。例えば図4では、某点 目盛り9は

バンド穴表示 ０の「8」番の境界 目盛り の範囲内にあるので、バンド穴 5の「8」番

が係止の相手として選定される。このようにして選定された当該忠者等に適切なバン

ド穴 5とセット穴6とを合わせ、リストバンド用クリッ 8の係止部 9をこれらに挿入し

て仮止めを行う。なお、図5では、セット部4の表面にバンド部3の裏面を重ねて取り

付けるようにしたが、セット部4の裏面とバンド部3の裏面を重ねるようにしても良い。



００5０ 次に、リストバンド用クリッ 8をヒンジ2０の位置から矢印方向に折り曲げて、メスク

リップ部2 をオスクリップ部22に合わせ、係止部 9をメスクリップ部2 に形成された

係止穴23に押し込むことによって、爪部24の弾性力によってその先端部分が縮幅さ

れて係止穴23に完全に挿入され、図5に示すごとく係止が行われる。一且係止穴23

に挿入された係止部 9は、爪部24の復元力によってその先端部分が拡幅されるの

で、突起部25にじやまされて抜けることがないようになっている。

００5 1 次に、本発明の第二の実施の形態について図7および図8を用いて説明する。な

お、上述したのと同一の構成要素に同一符号を付し、その説明を省略する。

また、図5および図6については第一の実施の形態とほぼ同様なので、適宜図中に

付した括弧付き符号と読み替えて説明する。

００5 2 図7は、本発明に係るリストバンドの第二の実施の形態の構成を示す平面図、図8

は、図7のリストバンドの使用例を示す平面図である。

００5 3 本実施の形態のリストバンド3 は、図7を参照すると、中央に、忠者等の情報を表

示する表示部32を有し、この表示部32の一端に、手首などに巻き回すためのバンド

部 (一端部 ) 33、他端に、その先端をバンド部33と交差させてリストバンド3 を環状

に取り付けるためのセット部 (他端部 ) 34が長手方向に延伸して設けられており、さら

にバンド部33には ０個のバンド穴3 5が等間隔で長手方向に形成され、セット部34

には 個のセット穴36が形成されている。この ０個のバンド穴3 5から適宜選択される

バンド穴3 5とセット穴36との間隔が、環状に取り付けられるリストバンド3 の環の周

長となる。バンド穴3 5の横 (図中下方) には、セット穴36側から数えて から始まる ０

までの連番でバンド穴番号3 7が、バンド穴3 5の各々に対応して表示されており、セ

ット穴36の横 (図中左方) には「セット穴」の表示が印刷されている。

００54 セット部34には、帯状の識別表示部38がセット部34の全幅に対して印刷されてお

り、セット部34の上にバンド部33を重ね合わせてバンド穴3 5を通して見たときに、リス

トバンド3 の地色と識別できるようになっている。識別表示部38は、その全領城に対

してべタ印刷を行うことも可能であるが、地色部分の大きさをバンド穴3 5よりも小さく

設定されていれば、パターン印刷も選定可飴である。また、この識別表示部38は、必、

ずしも全幅で設ける必要はなく、その形状も帯状に限定されるものではないが、バン



ド穴3 5からの視認性を確保するために、少なくともセット穴36からバンド穴3 5を結ぶ

中心線を含むよぅに形成されて 、いることが望ま 。

００5 5 この識別表示部38のバンド穴3 5側は、バンド穴3 5との間で手首などの周長と比較

照合する際の基準となる基準線39となっている。また、識別表示部38の長手方向の

長さ ( )は、隣り合ぅバンド穴3 5の間隔 ( ) と同じ長さに設定されている。これによっ
て、リストバンド3 を手首に巻回してセット部34にバンド部33を重ねたときに、識別表

示部38が必ずいずれか一つのバンド穴3 5に表示されるよぅになっている。ただし、

某準線39の位置が確認可能となっていれば目的が達成されるので、実用上、識別

表示部38の長手方向の長さ ( )は、これよりも長く設定することが可能であり、例え

ば、某準線39からセット部34の端部にかけて全体に識別表示部38を印刷するよぅに

００56 また、セット穴36から最も遠いバンド穴3 5と某準線39との間隔 (C) は、取り付け対

象として想定される一群の手首などの最大周長よりもさらに大きく、セット穴36から最

も近いバンド穴3 5と某準線3 9との間隔 ( )は、取り付け対象として想定される一群の

手首などの最小周長よりもさらに小さくなるよぅに設定される。例えば、大人から乳幼

児までを対象として手首に取り付ける場合、これらの取り付け対象者の中で、手首の

周長が最も大きな大人の周長よりも大きく、手首の周長が最も小さな乳幼児の手首の

周長よりも小さくなるよぅに設定されている。これによって、リストバンド3 を手首に巻

回してセット部34にバンド部33を重ねたときに、某準線39と重なるバンド部33の位

置は、某準線39から最も近いバンド穴3 5と最も遠いバンド穴3 5の間になるよぅにな

００5 7 さらに、互いに隣り合ぅバンド穴3 5の間隔 ( ) は、セット穴36から某準線39までの

間隔 ( )よりも小さくなるよぅに設定される。このバンド穴3 5の間隔を細かく設定すれ

ば、セット穴36と細み合わせて係止されるバンド穴3 5を、後述のよぅにして選定され

る最適なバンド穴3 5から、好みに応じて長周側または短周側に細かくシフトすること

が可能となる。

００58 セット穴36から某準線39までの間隔 ( )は、手首などからの余裕となる周長であり

、手などから抜けることなく手首などに取り付け可能な最大最小周長差、すなわち手



のひらなどの最大周長部分に巻いたときの周長 (最大周長 ) と手首などの最小周長

部分に巻いたときの周長 (最小周長 ) との差よりも小さくなるように設定されている。こ

の値は一般的に子供の方が小さいので、取り付け対象者に子供が交じっている場合

には、子供の手を前提にして設定される。また、このセット穴36から基準線39までの

間隔は、リストバンド3 を手首などに取り付けた際のフィット感などに影響するため、

上記範囲内において、最もつけ心地がいい間隔に設定される。

００59 本実施の形態のリストバンド3 は、ブリンタ (図示せず) にセットして表示部3 2に印

字が行えるように、例えば図8に示す如く、シート基材 5に対し、リストバンド3 の外

形線に沿ってミシン日 6や、一部に切断部を設けない、いわゆる点止め加工によっ
て形成された切取線 4から切り取り可能とすることができる。バンド穴3 5およびセット

穴36は、シート基材 5に打ち抜き加工を施すことによって形成されたものであり、さ

らに、シート基材 5には、一枚のリストバンド3 がシート基材 5と共に他のリストバン

ド3 と分離できる位置に、切り取り用のミシン日 6が形成されており、ブリンタで印字

後にリストバンド3 の必要枚数を切り取って分配する際に便利なように構成されてい

る。また、シート基材 5には、余白に「印字進行方向」と方向を表す矢示が印刷され

ている。係る構成のシート基材 5は、ロール状に巻回されてブリンタに取り付けられ、

例えば、表示部32に対して「二次元コード」、科名 「外科」、病棟番号「束０2」、忠者

名 「佐藤太郎」、忠者の 番号「 :０6０8０5００3」などが印字される。なお、この印

字を目的に応じて所定の内容に変更することにより、リストバンド3 は遊園地やイベ

ントの入場券などの幅広い用途に対応することができる。

００6０ 次に、本実施の形態のリストバンド3 を手首に取り付ける方法を説明する。上述し

た第一の実施の形態と同様に、図9の丸く、リストバンド3 を手首 7に巻回し、図 ０

のように、バンド部33とセット部34を重ね合わせて最適なバンド穴3 5を選定する。そ

して、上述した図5のように、バンド穴3 5とセット穴36に対してリストバンド用クリッ

8を挿入し、図6に示した如く、バンド部33とセット部34をリストバンド用クリッ 8で

係止する。

００6 1 リストバンド3 を手首 7に取り付けるためには、まず、リストバンド3 を忠者等の手

首 7に回してセット部34にバンド部33を重ね合わせ (重ね合わせ工程 ) 、手首 7に



最もフィットした状態で識別表示部が確認できるバンド穴4 5のバンド穴番号3 7を確

認 (確認工程 )する。本実施の形態においては、識別表示部3 8の長手方向の長さを

、隣り合ぅバンド穴3 5の間隔と同じ長さに設定しているので、リストバンド3 を手首 7

に巻回してセット部34 にバンド部33を重ねたときに、必ずいずれかのバンド穴3 5の

みに識別表示部38が表示されるよぅになっている。なお、某準線39からセット部34

の端部にかけて全体に識別表示部38を設けることも可能であるが、その場合には、

複数のバンド穴3 5に識別表示部38が表示されるので、セット穴36から最も遠いバン

ド穴3 5 (某準線39に最も近いバンド穴35) を選定するよぅにする。

００62 次に、リストバンド3 を右干緩め、上記のよぅにして確認されたバンド穴番号3 7に対

応するバンド穴3 5とセット穴36に、リストバンド用クリッ 8を挿入し、上述した図5の

説明の如く操作を了 、刊 、上述した図6の説明のごとく係止が行われる (係止工程 )。

００63 なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内に

おいて、各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。また、上記構成部材

の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適

な数、位置、形状等にすることができる。



請求の範囲

中央を表示部とする帯状某材の長手方向の一端部に複数のバンド穴が所定の間

隔で形成されるとともに他端部にセット穴が形成され、前記バンド穴と前記セット穴と

にリストバンド用クリップを挿通して手首や足首に対し環状に取り付けられるリストバン

前記セット穴と使用するバンド穴との間の長さを、取り付け対象となる手首や足首の

周長に適合させるための照準手段を設けたことを特徴とするリストバンド。

2 前記照準手段は、前記一端部のバンド穴と平行な線上に、各々のバンド穴が個別

に参照可能に関連づけられた測長部を設け、各々の前記バンド穴から前記セット穴

までの間隔が、その各々に対応する前記測長部からその延長線上の前記他端部に

設定される某点部までの間隔よりも、所定の長さ長くなるよぅに設定されていることを

特徴とする請求項 記載のリストバンド。

3 前記バンド穴の近傍に、この各々のバンド穴を識別するための数字または記号など

によるバンド穴表示が備わると共に、前記測長部にこのバンド穴表示が備わり、前記

バンド穴と前記測長部とほ前記バンド穴表示を介して参照可能に関連づけられてい

ることを特徴とする請求項2記載のリストバンド。

4 前記測長部に備わる前記バンド穴表示は、その境界を示す境界 目盛りまたは色分

けによって互いに区画されていることを特徴とする請求項3記載のリストバンド。

5 前記某点部から前記測長部の最近部までの間隔は、対象となる手首や足首の周

長の最小値よりも短く、前記某点部から前記測長部の最遠部までの間隔は、対象と

なる手首や足首の周長の最大値よりも長くなるよぅに設定されていることを特徴とする

請求項2ないし4記載のリストバンド。

6 前記バンド穴から前記セット穴までの間隔と、関連する前記測長部から前記某点部

までの間隔との差は、対象となる個別の手首や足首の周長と手足の周長との差よりも

小さくなるよぅに設定されていることを特徴とする請求項2ないし5記載のリストバンド。

7 前記某点部は、前記セット穴の中心位置を示す目盛りであることを特徴とする請求

項2ないし6記載のリストバンド。

8 請求項2に記載されたリストバンドの使用方法であって、



前記リストバンドを手首や足首に巻回して前記一端部と前記他端部とを重ね合わせ

る工程と、前記某点部と最小周長で重なる前記測長部に付された前記バンド穴表示

を選定する工程と、選定された前記バンド穴表示が付された前記バンド穴と前記セッ
ト穴とにリストバンド用クリップを挿通して、前記リストバンドを手首や足首に巻き止める

工程と、を具備したことを特徴とするリストバンドの使用方法。

9 前記照準手段は、前記他端部に、前記バンド穴から所定距離離間して前記バンド

穴との間で手首や足首の周長と比較照合するための某準線と、この某準線から前記

セット部方向に、互いに隣り合ぅ前記バンド穴の間隔と同じかまたはそれを超える長さ

で、前記バンド穴を通して識別可能に設けた識別表示部とからなる請求項 に記載

０ 前記セット穴から最遠の前記バンド穴と前記某準線との間隔は、取り付け対象とな

る手首や足首の最大周長よりも大きくなるよぅに設定されていることを特徴とする請求

項9に記載のリストバンド。

前記セット穴から最近の前記バンド穴と前記某準線との間隔は、取り付け対象とな

る手首や足首の最小周長よりも小さくなるよぅに設定されていることを特徴とする請求

項9または ０に記載のリストバンド。

2 前記セット穴と前記某準線との間隔は、手足から抜けることなく手首や足首に取り付

け可能な手足の最大最小周長差よりも 、さくなるよぅに設定されていることを特徴とす

る請求項9ないし に記載のリストバンド。

3 互いに隣り合ぅ前記バンド穴の間隔は、前記セット穴と前記某準線との間隔よりも 、

さくなるよぅに設定されていることを特徴とする請求項9ないし 2に記載のリストバンド

4 請求項9に記載されたリストバンドの使用方法であって、

前記リストバンドを手首や足首に巻回して前記他端部に前記一端部を最小周長で

重ね合わせる重ね合わせ工程と、前記識別表示部が識別表示される前記セット穴か
ら最遠の前記バンド穴を確認する確認工程と、確認された前記バンド穴と前記セット

穴とにリストバンド用クリップを挿通して、前記リストバンドを手首や足首に巻き止める

係止工程と、を具備したことを特徴とするリストバンドの使用方法。
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