
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
着用者の胸腹部を被う前身頃と該着用者の背部を被う後身頃とを有する身頃本体と、前記
身頃本体の上端部の両側に取り付けられた両袖とから構成され、上端部に襟周り開口と、
下端部に裾周り開口とを有し、前記後身頃が、前記前身頃の一方の側縁部に連なる第１後
身頃と、前記前身頃の他方の側縁部に連なる第２後身頃とからなる使い捨て上衣において
、
前記第１後身頃と前記第２後身頃との閉じ合わせを保持するための襟部材が、前記襟周り
開口の縁部に沿って該襟周り開口の周り方向へ延び、前記襟部材が、前記前身頃に取り付
けられて前記襟周り開口の略前半部分を囲繞する前襟部材と、前記第１後身頃に取り付け
られて前記第２後身頃へ向い前記襟周り開口の略後半部分を囲繞する第１後襟部材と、前
記第２後身頃に取り付けられて前記第１後身頃へ向い前記襟周り開口の略後半部分を囲繞
する第２後襟部材とから形成され、前記前襟部材と前記第１後襟部材との前記第２後身頃
の側に位置する端縁部各々にそれら襟部材を互いに係脱可能な第１係合手段が形成され、
前記前襟部材と前記第２後襟部材との前記第１後身頃の側に位置する端縁部各々にそれら
襟部材を互いに係脱可能な第２係合手段が形成されていることを特徴とする前記上衣。
【請求項２】
前記身頃本体と前記両袖とが、疎水性不織布、または、前記疎水性不織布と可撓性の熱可
塑性合成樹脂シートとのラミネートシートのいずれか一方で形成され、前記襟部材が、親
水性不織布で形成されている請求項１記載の上衣。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、手術用外衣や患者用外衣、患者用寝衣等の使い捨て上衣に関する。
【０００２】
【従来の技術】
特開平６－２０７３０１号公報は、後身頃を左右に分割した身頃本体と、身頃本体の上端
部の両側に取り付けられた両袖とから構成され、身頃本体をその外側から着用者の身体に
締めつけるための第１および第２帯片を備えたの使い捨て上衣を開示している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
同号公報に開示の上衣は、互いに係合可能なファスナ部材が後身頃各々の襟刳りに取り付
けられている。上衣の着用時では、後身頃各々を重ね合わせて背部を閉じ、第１帯片と第
２帯片とを結んで胴周りを締め付け、ファスナ部材各々を係合させて襟周りを閉じる。上
衣では、着用者の首回りの寸法にもよるが、身頃本体の襟刳りと着用者の首回りとの間に
ゆとりがないと、上衣を着用した着用者が腕を前方へ伸ばしたり、肘を曲げたりしたとき
に、袖からの張力が後身頃各々の上部に伝わり、着用者の首周り近傍に大きな衣服圧が生
じて首周りの自由が身頃に拘束されてしまうことがある。
【０００４】
本発明の課題は、着用者が腕を前方へ伸ばしたり、肘を曲げたりしたとしても、着用者の
首回りに大きな衣服圧が生じることはなく、着用者の首回りの自由が身頃に拘束されるこ
とがない使い捨て上衣を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するための本発明は、着用者の胸腹部を被う前身頃と該着用者の背部を被
う後身頃とを有する身頃本体と、前記身頃本体の上端部の両側に取り付けられた両袖とか
ら構成され、上端部に襟周り開口と、下端部に裾周り開口とを有し、前記後身頃が、前記
前身頃の一方の側縁に連なる第１後身頃と、前記前身頃の他方の側縁に連なる第２後身頃
とからなる使い捨て上衣を改良することにある。
【０００６】
改良にかかる本発明の特徴は、前記第１後身頃と前記第２後身頃との閉じ合わせを保持す
るための襟部材が、前記襟周り開口の縁部に沿って該襟周り開口の周り方向へ延び、前記
襟部材が、前記前身頃に取り付けられて前記襟周り開口の略前半部分を囲繞する前襟部材
と、前記第１後身頃に取り付けられて前記第２後身頃へ向い前記襟周り開口の略後半部分
を囲繞する第１後襟部材と、前記第２後身頃に取り付けられて前記第１後身頃へ向い前記
襟周り開口の略後半部分を囲繞する第２後襟部材とから形成され、前記前襟部材と前記第
１後襟部材との前記第２後身頃の側に位置する端縁部各々にそれら襟部材を互いに係脱可
能な第１係合手段が形成され、前記前襟部材と前記第２後襟部材との前記第１後身頃の側
に位置する端縁部各々にそれら襟部材を互いに係脱可能な第２係合手段が形成されている
ことにあつ。
【０００７】
本発明の実施の態様の一例としては、前記身頃本体と前記両袖とが、疎水性不織布、また
は、前記疎水性不織布と可撓性の熱可塑性合成樹脂シートとのラミネートシートのいずれ
か一方で形成され、前記襟部材が、親水性不織布で形成されている。
【０００８】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照して、本発明に係る使い捨て上衣の詳細を説明すると、以下のとおりで
ある。
【０００９】
図１，２は、前身頃２の側から見た使い捨て上衣１の斜視図であり、図３，４は、図１の
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分解平面図と、図３の分解平面図から身頃本体１Ａと両袖４Ａ，４Ｂとを接合した上衣１
の組立図である。図２では、前襟部材５と第１および第２後襟部材７Ａ，７Ｂとを互いに
係合させ、腰部連結帯９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，９Ｄ各々を括った着用状態で示す。
【００１０】
上衣１は、身頃本体１Ａと、身頃本体１Ａの上端部の両側に取り付けられた両袖４Ａ，４
Ｂとを基本構成部材とする。上衣１では、身頃本体１Ａの上端部における両袖４Ａ，４Ｂ
の間に襟周り開口１１が形成され、身頃本体１Ａの下端部に裾周り開口１２が形成されて
いる。
【００１１】
身頃本体１Ａは、それぞれ別体の、着用者の胸腹部を被う前身頃２と、着用者の背部を被
う後身頃３とを有する。後身頃３は、前身頃２の一方の側縁部２ａに連接された第１後身
頃３Ａと、前身頃２の他方の側縁部２ａに連接された第２後身頃３Ｂとから形成されてい
る。両袖４Ａ，４Ｂは、袖付け４ａ，４ｂから袖口４ｅへ向い先細りの筒状を呈する。袖
４Ａ，４Ｂ各々の袖口４ｅには、袖４Ａ，４Ｂの周り方向へ弾性伸縮性を有する袖リブ１
０が取り付けられている。
【００１２】
前身頃２は、図３に示すように、互いに並行して縦方向へ延びる両側縁部２ａと、互いに
並行して横方向へ延びる上下端縁部２ｂ，２ｃとを有する。前身頃２の上端縁部２ｂには
、その略中央に襟刳り２ｄが形成され、襟刳り２ｄの両側に袖刳り２ｅが形成されている
。襟刳り２ｄは、前身頃２の下端縁部２ｃの方向へ凸となるように弧を画いて横方向へ延
びている。袖刳り２ｅは、襟刳り２ｄの両側から前身頃２の両側縁部２ａへ向い下がり勾
配を有して横方向へ直状に延びている。
【００１３】
前身頃２の襟刳り２ｄには、襟周り開口１１の前半部分を囲繞する前襟部材５が襟刳り２
ｄの縁部に沿って固着されている。前襟部材５は、横方向へ長い帯状を呈し、前身頃２の
上端縁部２ｄの中央から両側縁部２ａへ向って延びている。両側縁部２ａに位置する前襟
部材５の端縁部５ａ各々には、雄型のプレス・ボタン６が取り付けられている。
【００１４】
第１後身頃３Ａと第２後身頃３Ｂとは、同形同大のもので、互いに並行して縦方向へ延び
る両側縁部３ａと、互いに並行して横方向へ延びる上下端縁部３ｂ，３ｃとを有する。そ
れら後身頃３Ａ，３Ｂは、着用者の背部の略全域を被うことが可能な大きさを有する。
【００１５】
第１後身頃３Ａの上端縁部３ｂには、その略中央に襟刳り３ｄが形成され、襟刳り３ｄと
側縁部３ａとの間に袖刳り３ｅが形成されている。襟刳り３ｄは、第１後身頃３Ａの下端
縁部３ｃの方向へ凸となるように弧を画いて横方向へ延びている。袖刳り３ｅは、襟刳り
３ｄから第１後身頃３Ａの側縁部３ａへ向い下がり勾配を有して横方向へ直状に延びてい
る。
【００１６】
第１後身頃３Ａの襟刳り３ｄには、襟周り開口の略後半部分を囲繞する第１後襟部材７Ａ
が襟刳り３ｄの縁部に沿って固着されている。第１後襟部材７Ａは、横方向へ長い帯状を
呈し、第１後身頃３Ａから第２後身頃３Ｂの側へ延びている。第２後身頃３Ｂの側に位置
する第１後襟部材７Ａの端縁部７ａには、雌型のプレス・ボタン８が取り付けられている
。
【００１７】
第１後身頃３Ａは、背部の閉じ合わせを保持するための、２条の腰部連結帯９Ａ，９Ｂを
有する。腰部連結帯９Ａ，９Ｂ各々は、それら帯９Ａ，９Ｂの端部が第１後身頃３Ａの腰
上に配置され、第１後身頃３Ａの外面における側縁部３ａ近傍と第１後身頃３Ａの内面に
おける側縁部３ａ近傍とに取り付けられている。
【００１８】
第２後身頃３Ｂの上端縁部３ｂには、その略中央に襟刳り３ｄが形成され、襟刳り３ｄと
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側縁部３ａとの間に袖刳り３ｅが形成されている。襟刳り３ｄは、第２後身頃３Ｂの下端
縁部３ｃの方向へ凸となるように弧を画いて横方向へ延びている。袖刳り３ｅは、襟刳り
３ｄから第２後身頃３Ｂの側縁部３ａへ向い下がり勾配を有して横方向へ直状に延びてい
る。
【００１９】
第２後身頃３Ｂの襟刳り３ｄには、襟周り開口の略後半部分を囲繞する第２後襟部材７Ｂ
が襟刳り３ｄの縁部に沿って固着されている。第２後襟部材７Ｂは、横方向へ長い帯状を
呈し、第２後身頃３Ｂから第１後身頃３Ａの側へ延びている。第１後身頃３Ａの側に位置
する第２後襟部材７Ｂの端縁部７ｂには、雌型のプレス・ボタン８が取り付けられている
。
【００２０】
第２後身頃３Ｂは、背部の閉じ合わせを保持するための、２条の腰部連結帯９Ｃ，９Ｄを
有する。腰部連結帯９Ｃ，９Ｄ各々は、それら帯９Ｃ，９Ｄの端部が第２後身頃３Ｂの腰
上に配置され、第２後身頃３Ｂの外面における両側縁部３ａ近傍に取り付けられている。
【００２１】
袖４Ａ，４Ｂ各々は、前身頃２の袖刳り２ｅと並行して延びる第１袖付け４ａと、第１お
よび第２後身頃３Ａ，３Ｂの袖刳り３ｅと並行して延びる第２袖付け４ｂとを有する。第
１袖付け４ａは、袖山中央４ｃから袖下４ｄへ向い下がり勾配を有して直状に延びている
。第２袖付け４ｂは、袖山中央４ｃから袖下４ｄへ向い下がり勾配を有して直状に延びて
いる。
【００２２】
上衣１では、図４に示すように、前身頃２の袖刳り２ｅ各々と袖４Ａ，４Ｂ各々の第１袖
付け４ａとを互いに一致させ、第１および第２後身頃３Ａ，３Ｂの袖刳り３ｅ各々と袖４
Ａ，４Ｂ各々の第２袖付け４ｂとを互いに一致させた状態で、前身頃２と袖４Ａ，４Ｂ各
々とが固着され、第１および第２後身頃３Ａ，３Ｂと袖４Ａ，４Ｂ各々とが固着されてい
る。
【００２３】
上衣１では、前身頃２の襟刳り２ｄと第１および第２後身頃３Ａ，３Ｂの襟刳り３ｄとが
所要寸法離間し、それら身頃２，３Ａ，３Ｂの襟刳り２ｄ，３ｄの間にそれら身頃２，３
Ａ，３Ｂの袖刳り２ｅ，３ｅと非接合の袖４Ａ，４Ｂ各々の袖付け２ａ，２ｂが延びてい
る。
【００２４】
図４からは、前身頃２と第１および第２後身頃３Ａ，３Ｂとの内面が互いに重なり合うよ
うに、両袖４Ａ，４Ｂに延びる中心線Ｘにおいて折曲する。それら身頃２，３Ａ，３Ｂを
重ね合わせた後、前身頃２の両側縁部２ａと第１および第２後身頃３Ａ，３Ｂとの側縁部
３ａを固着し、袖４Ａ，４Ｂ各々の袖下４ｄを固着することで、図１の上衣１を得ること
ができる。
【００２５】
上衣１では、前後身頃２，３Ａ，３Ｂの袖刳り２ｅ，３ｅがそれら身頃２，３Ａ，３Ｂの
内面の側へわずかに折曲された状態で、袖４Ａ，４Ｂ各々の袖付け４ａ，４ｂの外面がそ
れら身頃２，３Ａ，３Ｂの外面に固着されていることが好ましく、前後身頃２，３Ａ，３
Ｂの互いに対向する両側縁部２ａ，３ａがそれら身頃２，３Ａ，３Ｂの内側へわずかに折
曲された状態で、それら身頃２，３Ａ，３Ｂの外面どうしが固着されていることが好まし
い。
【００２６】
上衣１を着用するには、着用者が両腕を上衣１の両袖４Ａ，４Ｂに通し、第１後身頃３Ａ
の内面に取り付けられた腰部連結帯９Ａと第２後身頃３Ｂの外面に取り付けられた腰部連
結帯９Ｄとを括り、第１後身頃３Ａの外面に第２後身頃３Ｂを重ね合わせる。それら後身
頃３Ａ，３Ｂを重ね合わせた後は、第１後身頃３Ａの外面に取り付けられた腰部連結帯９
Ｂと第２後身頃３Ｂの外面に取り付けられた腰部連結帯９Ｃとを括って背部を閉じる。次
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に、第１後襟部材７Ａを第２後身頃３Ｂの側へ延ばして首に巻き付け、第１後襟部材７Ａ
の端縁部７ａに取り付けられたプレス・ボタン８と前襟部材５の端縁部５ａに取り付けら
れたプレス・ボタン６とを係合させ、さらに、第２後襟部材７Ｂを第１後身頃３Ａの側へ
延ばして首に巻き付け、第２後襟部材７Ｂの端縁部７ｂに取り付けられたプレス・ボタン
８と前襟部材５の端縁部５ａに取り付けられたプレス・ボタン６とを係合させる。
【００２７】
図５は、図１の上衣１を上方から示す襟部材６，７Ａ，７Ｂ各々の拡大図である。上衣１
では、互いに係合する前襟部材６と第１および第２後襟部材７Ａ，７Ｂとが矢印Ｘ１，Ｘ
２で示す襟周り開口１１の周り方向へ動くことができるので、身頃本体１Ａの襟刳り２ｅ
，３ｅと着用者の首周りとの間にゆとりが生じる。ゆえに、上衣１を着用した着用者が腕
を前方へ伸ばしたり、肘を曲げたりしたとしても、袖４Ａ，４Ｂ各々の張力が襟部材６，
７Ａ，７Ｂの延びによって解消され、袖４Ａ，４Ｂ各々からの張力が第１および第２後身
頃３Ａ，３Ｂの上部に伝わることを防ぐことができる。
【００２８】
身頃本体１Ａと両袖４Ａ，４Ｂとには、熱可塑性繊維で形成された疎水性不織布、または
、疎水性不織布と可撓性の熱可塑性合成樹脂シートとのラミネートシートを使用すること
ができる。ラミネートシートとしては、合成樹脂シートの両シート面を疎水性不織布各々
で挟み、疎水性不織布と合成樹脂シートとをドット状またはストライプ状に間欠的に固着
したものを使用することが好ましい。合成樹脂シートには、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル等のプラスチックシートを使用すること
ができる。
【００２９】
身頃本体１Ａと両袖４Ａ，４Ｂとに使用する不織布には、開口を形成して透湿性を向上さ
せたもの、不織布にエンボスをかけて凹凸を形成し、クッション性を向上させたもの、伸
縮性を付与したもののいずれかまたはそれらを組み合わせたものを使用することもできる
。また、高い耐水性を有するメルトブローン不織布の両面を、高い強度を有しかつ柔軟性
に富んだスパンボンド不織布各々で挟んだ複合不織布を使用することもできる。
【００３０】
前襟部材５と第１後襟部材７Ａと第２後襟部材７Ｂとには、熱可塑性繊維で形成された疎
水性不織布に親水処理が施された親水性不織布を使用することができる。
【００３１】
それら不織布としては、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、スパンポンド、ケミカルボンド等により製造されたもの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
サドバイサイド型等の複合繊維を使用することができる。
【００３２】
前襟部材５と第１および第２後襟部材７Ａ，７Ｂとの端縁部５ａ，７ａ，７ｂには、プレ
ス・ボタン６，８の他に、メカニカルファスナのうちのフック部材とループ部材とを取り
つけることもできる。この場合は、前襟部材５の端縁部５ａにフック部材とループ部材と
のうちの一方を取り付け、第１および第２後襟部材７Ａ，７Ｂとの端縁部７ａ，７ｂにフ
ック部材とループ部材とのうちの他方を取り付けることができる。
【００３３】
上衣１では、身頃本体１Ａが別体の前身頃２と後身頃３とから形成されているが、特開平
６－２０７３０１号公報に開示された上衣１のように、前身頃２と後身頃３とが一体に形
成され、後身頃３が縦中心線で分割されていてもよい。前後身頃２，３Ａ，３Ｂの固着や
前後身頃２，３Ａ，３Ｂと両袖４Ａ，４Ｂとの固着、襟部材５，７Ａ，７Ｂ、腰部連結帯
９Ａ，９Ｂ，９Ｃ，９Ｄ、袖リブ１０の取り付けには、ホットメルト接着剤や熱融着の技
術を使用することができる。
【００３４】
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上衣１は、主に外科用外衣や患者用外衣、患者用寝衣として使用され、着用者の体型を考
慮してあらかじめＳ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ等のサイズ各々を用意することができる。上衣１は、
滅菌袋に収納された後、エチレンオキシド等の有機気化薬品による滅菌処理、または、電
子線や放射線による滅菌処理が行われる。
【００３５】
【発明の効果】
本発明に係る使い捨て上衣によれば、前身頃に取り付けられた前襟部材と、第１および第
２後身頃に取り付けられた第１および第２後襟部材とによって上衣の襟周りを閉じたとき
に、前襟部材と第１および第２後襟部材とが襟周り開口の周り方向へ動くことができるの
で、身頃本体の襟刳りと着用者の首周りとの間にゆとりが生じる。
【００３６】
上衣では、それを着用した着用者が腕を前方へ伸ばしたり、肘を曲げたりしたとしても、
袖各々の張力が襟部材の延びによって解消され、袖各々からの張力が第１および第２後身
頃の上部に伝わることを防ぐことができる。ゆえに、着用者の首周りに大きな衣服圧が生
じることはなく、身頃の上端部によって着用者の首の自由が拘束されることがはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】前身頃の側から見た使い捨て上衣の斜視図。
【図２】前身頃の側から見た、着用状態で示す使い捨て上衣の斜視図。
【図３】図１の上衣の分解平面図。
【図４】図３の分解平面図から身頃本体と両袖とを接合した上衣の組立図。
【図５】図１の上衣を上方から示す襟部材各々の拡大図。
【符号の説明】
１　　　　　　　使い捨て上衣
１Ａ　　　　　身頃本体
２　　　　　　前身頃
３　　　　　　後身頃
３Ａ　　　　　第１後身頃
３Ｂ　　　　　第２後身頃
４Ａ，４Ｂ　　袖
５　　　　　　前襟部材
５ａ　　　　　端縁部
６　　　　　　プレス・ボタン（係合手段）
７Ａ　　　　　第１後襟部材
７ａ　　　　　端縁部
７Ｂ　　　　　第２後襟部材
７ｂ　　　　　端縁部
８　　　　　　プレス・ボタン（係合手段）
１１　　　　　　襟周り開口
１２　　　　　　裾周り開口

10

20

30

(6) JP 3578697 B2 2004.10.20



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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