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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装着ベルトを普通の洗浄（手洗い等）すること
ができるようにする。
【解決手段】装着ベルトの表面に、電極体の電極側ホッ
クが係合する電極体装着用ホック１７－１，１７－２，
１７－３を有する電極体装着部を設け、裏面に、低周波
発生器の出力端子を構成する端子側ホックが係合する発
生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－３を有す
る低周波発生器装着部を設け、配線は、導電性を有する
多数の糸状体を使用した導電性紐状配線１９－１，１９
－２，１９－３で構成し、導電性紐状配線１９－１，１
９－２，１９－３の一方の端末部を、電極体装着用ホッ
ク１７－１，１７－２，１７－３に接続すると共に、導
電性紐状配線１９－１，１９－２，１９－３の他方の端
末部を、発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１
－３に接続する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体に取り付けられる装着ベルトに、パルス波電流用の電極体を着脱可能に装着する電
極体装着部と、前記電極体に低周波電流を出力する低周波発生器を着脱可能に装着する低
周波発生器装着部と、前記電極体装着部を前記低周波発生器装着部に導通する配線を設け
た電気刺激装置であって、
　前記電極体装着部は、前記電極体の電極側ホックが係脱可能に係合し、且つ導通する電
極体装着用ホックを有していて、前記低周波発生器装着部は、前記低周波発生器の出力端
子を構成する端子側ホックが係脱可能に係合し、且つ導通する発生器装着用ホックを有し
ており、前記配線は、導電性不織布又は導電性を有する多数の糸状体を使用した導電性紐
状配線であり、この導電性紐状配線の一方の端末部を、前記電極体装着用ホックに接続す
ると共に、前記導電性紐状配線の他方の端末部を、前記発生器装着用ホックに接続するよ
うにしたことを特徴とする電気刺激装置。
【請求項２】
　前記装着ベルトは、肌面側ベルト本体に表側ベルト本体を重ねた二重構造であり、前記
発生器装着用ホックは複数個であって、これの前記発生器装着用ホックは前記表側ベルト
本体に設けてあり、前記電極体装着用ホックは前記発生器装着用ホックのそれぞれに対応
するように同数個設けてあって、これら前記電極体装着用ホックは前記肌面側ベルト本体
に設けてあり、互いに対応関係にある前記発生器装着用ホックと前記電極体装着用ホック
とを前記導電性紐状配線で接続し、これらの前記導電性紐状配線は、前記表側ベルト本体
と前記肌面側ベルト本体との間に配置してあることを特徴とする請求項１に記載の電気刺
激装置。
【請求項３】
　前記電極体は、導電性を有する多数の糸状体を丸編みで筒形状にしたものを所定の長さ
に切断した電極を有しており、この電極に裏地を沿わせて、これら両者を前記電極側ホッ
クで加締め付け、前記電極内に吸水材を挿入し、前記電極及び前記裏地のそれぞれの周部
を一体に縫合することで構成してあることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電
気刺激装置。
【請求項４】
　前記肌面側ベルト本体に、この肌面側ベルト本体の長手方向に所定の間隔をおいて面フ
ァスナーを配置して、これらの面ファスナーの位置に前記電極体装着用ホックを配置し、
前記電極体において、二個の前記電極側ホックを用いて、一方の前記電極側ホックを前記
電極の中心に配置すると共に、他方の前記電極側ホックを前記中心から離れた位置に配置
し、前記裏地を前記面ファスナーに接着する素地で構成し、前記電極側ホックの一個を前
記電極体装着用ホックに係脱可能に係合し、前記裏地を前記面ファスナーに接着して前記
電極体の姿勢を規制するようにしたことを特徴とする請求項３に記載の電気刺激装置。

                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体に治療電流を流し、筋肉を電気刺激によって収縮・弛緩を繰り返しなが
ら筋肉をトレーニングするベルト型の電気刺激装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電気刺激装置は、両端に結合手段を備え、身体のどこにでも取り付けら
れるようになったベルト本体に、パルス波電流用の電極を取り付け、低周波発生器によっ
て電極に低周波電涜を流すことによって、ベルト本体を取り付けた身体の部分にパルス波
電流を流し、パルス波電流によって筋肉を解きほぐし、或いは腰痛を和らげるといったベ
ルトの形状をした電気治療器が知られている。
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【０００３】
　このような電気治療器は、通常、肩や腰などの筋肉のこりを解消するために、治療部位
にべルトによって巻き付けることによって身体に電極を固定し、治療部位から電極がずれ
ないようにしている（特許文献１参照）。
【０００４】
　このような従来の電気治療器の一例として、図１９乃至図２１に示すものがある。この
電気治療器は、装着ベルト３０と、この装着ベルト３０に着脱可能に装着される低周波発
生器３１と、装着ベルト３０の肌面側に着脱可能に装着され、且つ低周波発生器３１から
の治療電流を身体に流す三個の電極体３２で大略構成してある。
【０００５】
　そして、装着ベルト３０は、表側ベルト本体３３と肌面側ベルト本体３４とを重ねた二
重構造であり、図２１に示すように、表側ベルト本体３３は、スポンジ製の中間材３５の
表裏に生地３６、３７をそれぞれ接着して構成してあり、また、裏側ベルト本体３３は、
スポンジ製の中間材３８の表裏に生地３９、４０をそれぞれ接着して構成してある。
【０００６】
　また、装着ベルト３０は、その表側ベルト本体３３に低周波発生器挿入用のポケット４
２を備えており、このポケット４２はプラスチック成形品であって表側ベルト本体３３に
固定用ねじ部材（図示せず）により固定してある。また、ポケット４２には、低周波発生
器の出力端子（図示せず）に接続するための接続端子（図示せず）が設けてある。
【０００７】
　また、肌面側ベルト本体３４には、三個の電極体３２を取付けるための三個のホック４
４が取付けてあり、これらのホック４４とポケット４２の接続端子とは導電線４５により
接続してあり、導電線４５は表側ベルト本体３３と肌面側ベルト本体３４との間に配線し
てあり、導電線４５のホック４４への接続は、ホック４４のハトメに電子接続部品（図示
せず）を取付け、この電子接続部品に導電線４５の端末部を半田付け又は加締めにより行
われている。
【０００８】
　また、図１９に示すように、表側ベルト本体３３には、どの洗濯が良いか、悪いかを記
入した洗濯条件記入布４６が取付けてある。
【特許文献１】特開平０７－２８９６４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記した従来の装置にあっては、装着ベルト３０には、プラスチック成形品のポケット
４２が固定してあり、表側ベルト本体３３と肌面側ベルト本体３４との間に導電線４５は
配線してあり、導電線４５のホック４４への接続及び低周波発生器と装置ベルトとの接続
に電子接続部品を用いているために、洗濯条件記入布４に記入された洗濯方法に限って洗
濯をする以外、装着ベルト３０を手洗い等の普通の洗浄方法で行うことができず、無理に
洗浄した場合、導電線４５に錆びが発生し、断線や導通不良を起こすという問題点があっ
た。
【００１０】
　本発明は上記問題点を解決するものであり、その目的とするところは、装着ベルトを普
通の洗浄方法（手洗い等）で洗浄することができる電気刺激装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る電気刺激装置は、身体に取り付けられる装
着ベルトに、パルス波電流用の電極体を着脱可能に装着する電極体装着部と、電極体にパ
ルス波電流を出力する低周波発生器を着脱可能に装着する低周波発生器装着部と、電極体
装着部を低周波発生器装着部に導通する配線を設けた電気刺激装置であって、電極体装着
部は、電極体の電極側ホックが係脱可能に係合し、且つ導通する電極体装着用ホックを有
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していて、低周波発生器装着部は、低周波発生器の出力端子を構成する端子側ホックが係
脱可能に係合し、且つ導通する発生器装着用ホックを有しており、配線は、導電性不織布
又は導電性を有する多数の糸状体を使用した導電性紐状配線であり、この導電性紐状配線
の一方の端末部を、電極体装着用ホックに接続すると共に、導電性紐状配線の他方の端末
部を、発生器装着用ホックに接続するようにしたことを特徴とする。
【００１２】
　かかる構成により、装着ベルトには、電極体装着用ホックと、発生器装着用ホックと、
導電性紐状配線（又は導電性不織布）だけが設けてあって、従来の電気刺激装置に存在し
た、プラスチック成形品のポケットや、導電線及びこの導電線のホックへの接続に用いた
電子接続部品がないために、導電線に錆びが発生し、断線や導通不良を起こすというよう
なことがなくなり、装着ベルトを普通の洗浄方法（手洗い等）で洗浄することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る電気刺激装置は、上記した本発明に係る電気刺激装置において、装
着ベルトが、肌面側ベルト本体に表側ベルト本体を重ねた二重構造であり、発生器装着側
ホックは複数個であって、これの発生器装着側ホックは表側ベルト本体に設けてあり、電
極体装着側ホックは発生器装着側ホックのそれぞれに対応するように同数個設けてあって
、これら電極体装着側ホックは肌面側ベルト本体に設けてあり、互いに対応関係にある発
生器装着用ホックと電極体装着用ホックとを導電性紐状配線（又は導電性不織布）で接続
し、これらの導電性紐状配線（又は導電性不織布）は、表側ベルト本体と肌面側ベルト本
体との間に配置してあることを特徴とする。
【００１４】
　かかる構成により、装着ベルトの表側ベルト本体に発生器装着用ホックが設けてあり、
装着ベルトの肌面側ベルト本体に電極体装着用ホックが設けてあり、導電性紐状配線（又
は導電性不織布）は表側ベルト本体と肌面側ベルト本体との間に配置してあって、従来の
電気刺激装置に存在した、プラスチック成形品のポケットや、導電線及びこの導電線のホ
ックへの接続に用いた電子接続部品がないために、導電線に錆びが発生し、断線や導通不
良を起こすというようなことがなくなり、装着ベルトを普通の洗浄方法（手洗い等）で洗
浄することができる。
【００１５】
　また、本発明に係る電気刺激装置は、上記した本発明に係る電気刺激装置において、電
極体は、導電性不織布又は導電性を有する多数の糸状体を丸編みで筒形状にしたものを所
定の長さに切断した電極を有しており、この電極に裏地を沿わせて、これら両者を電極側
ホックで加締め付け、電極内に吸水材を挿入し、電極及び裏地のそれぞれの周部を一体に
縫合することで構成してあることを特徴とする。
【００１６】
　かかる構成により、電極体の製作が容易であるばかりか、電極の肌への密着性が良好に
なり、身体へのパルス波電流の印加を容易に行うことができる。
【００１７】
　また、本発明に係る電気刺激装置は、上記した本発明に係る電気刺激装置において、電
極体は、肌面側ベルト本体に、この肌面側ベルト本体の長手方向に所定の間隔をおいて面
ファスナーを配置して、これらの面ファスナーの位置に電極体装着側ホックを配置し、電
極体において、二個の電極側ホックを用いて、一方の電極側ホックを電極の中心に配置す
ると共に、他方の電極側ホックを中心から離れた位置に配置し、裏地を面ファスナーに接
着する素地で構成し、電極側ホックの一個を電極体装着側ホックに係脱可能に係合し、裏
地を面ファスナーに接着して電極体の姿勢を規制するようにしたことを特徴とする。
【００１８】
　かかる構成により、電極体の位置及び姿勢を、電極体が有する二個の電極側ホック及び
面ファスナーと裏地を用いて、容易に間隙や位置を変えることができて、広範囲にわたっ
て電極を当てられることができる等、身体のこりや痛みの箇所に適切に電極体を位置させ
ることができる。なお、ここで、裏地としては他の面ファスナーやフエルトが該当する。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る電気刺激装置によれば、装着ベルトに、電極体装着用ホックと、発生器装
着用ホックと、導電性紐状配線だけが設けてあって、従来の電気刺激装置に存在した、プ
ラスチック成形品のポケットや、導電線及びこの導電線のホックへの接続に用いた電子接
続部品がないために、導電線に錆びが発生し、断線や導通不良を起こすというようなこと
がなくなり、装着ベルトを普通の洗浄方法（手洗い等）で洗浄することができる。
【００２０】
　また、本発明に係る電気刺激装置によれば、電極体の製作が容易であるばかりか、電極
の肌への密着性が良好になり、身体へのパルス波電流の印加を容易に行うことができる。
しかも、電極体の位置及び姿勢を、電極体が有する二個の電極側ホック及び面ファスナー
と裏地を用いて、容易に変えることができて、身体のこりや痛みの箇所に適切に電極体を
位置させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は本発明に係る電気刺激装置の一例としての低周波電気刺激装置の斜視図、図２は
同低周波電気刺激装置の使用状態の斜視図、図３は同低周波電気刺激装置の展開状態の正
面図、図４は同低周波電気刺激装置の展開状態の裏面図、図５は同低周波電気刺激装置の
装着ベルトの展開状態の正面図、図６は同装着ベルトの展開状態の裏面図、図７は低周波
電気刺激装置における配線の説明図である。
【００２３】
　本発明は、身体Ｂに刺激を与えるための刺激電流である低周波パルス電流を流し、筋肉
を電気刺激によって収縮・弛緩を繰り返しながら筋肉をトレーニングするための電気刺激
装置としての低周波電気刺激装置Ａであり、この低周波電気刺激装置Ａは、装着ベルト１
と、この装着ベルト１に着脱可能に装着される低周波発生器２と、装着ベルト１の肌面側
に着脱可能に装着され、且つ低周波発生器２からの刺激電流である低周波パルス電流を身
体に流す複数個の電極体３で大略構成してある。
【００２４】
　装着ベルト１は、表側ベルト本体４と肌面側ベルト本体５とを重ねた二重構造であり、
図５に示すように、表側ベルト本体４の、図５において左端部は、逃げ部６ｂを有する切
込み６ａにより二股状にしてあって、一対の片状部６が形成してある。また、表側ベルト
本体４の、図５において右端部には、その両角部には持ち手７が取付けてあり、また、右
端部には、その外面側に位置させて雌型面ファスナー８が縫着してある。なお、この雌型
面ファスナー８に変えてフエルトでもよく、又、これをバックル構造として構成してもよ
い。
【００２５】
　また、表側ベルト本体４の外面側には、その長手方向の、図５において右寄りに低周波
発生器装着部９が設けてある。この低周波発生器装着部９は、ポケット１０と、三個の雄
型リングホックからなる発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－３とで構成して
ある。ポケット１０は、低周波発生器２の下部を挿入することで、この低周波発生器２を
保持するものであり、布製のポケット本体１０ａを表側ベルト本体４の外面側に縫着する
ことで形成してある。
【００２６】
　三個の発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－３は、逆三角形の各頂点に位置
するように配置してあり、これらの発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－３を
表側ベルト本体４に装着する際に、図７に示すように、この表側ベルト本体４の内面側に
防水生地１２を当てがい、この防水生地１２を表側ベルト本体４の内面側に縫い込み、発
生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－３を装着する。したがって、発生器装着用
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ホック１１－１，１１－２，１１－３の裏側部である配線接続部１１ａ－１，１１ａ－２
，１１ａ－３は防水生地１２を貫通していて、互いにショートしない状態にある。
【００２７】
　図６に示すように、肌面側ベルト本体５は、表側ベルト本体４と同じ形状をしていて、
図６において左端部は、逃げ部１３ｂを有する切込み１３ａにより二股状にしてあって、
一対の片状部１３が形成してある。
【００２８】
　また、図６に示すように、片状部１３の外面側には雄型面ファスナー１５が縫着してあ
る。また、肌面側ベルト本体５の外面側には、その長手方向の、図６において左寄りに電
極体装着部１６が設けてある。この電極体装着部１６は、発生器装着用ホック１１－１，
１１－２，１１－３にそれぞれ対応するように、三個の雌型リングホックからなる電極体
装着用ホック１７－１，１７－２，１７－３と、三個の面ファスナー１８－１，１８－２
，１８－３で構成してあり、電極体装着用ホック１７－１，１７－２，１７－３と、面フ
ァスナー１８－１，１８－２，１８－３は、肌面側ベルト本体５の幅方向の中心線ａ上に
等間隔に配置してある。
【００２９】
　面ファスナー１８－１，１８－２，１８－３は肌面側ベルト本体５の外面側に縫い付け
てあり、面ファスナー１８－１，１８－２，１８－３の中央に電極体装着用ホック１７－
１（１７－２，１７－３）が、面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）を貫通した
状態で装着してある。そして、図７に示すように、電極体装着用ホック１７－１，１７－
２，１７－３の裏側部が配線接続部１７ａ－１，１７ａ－２，１７ａ－３にしてある。
【００３０】
　そして、図７に示すように、発生器装着用ホック１１－１の配線接続部１１ａ－１とこ
れと対応関係にある電極体装着用ホック１７－１の配線接続部１７ａ－１とは導電性紐状
配線１９－１で接続してあり、発生器装着用ホック１１－２の配線接続部１１ａ－２とこ
れと対応関係にある電極体装着用ホック１７－２の配線接続部１７ａ－２とは導電性紐状
配線１９－２で接続してあり、発生器装着用ホック１１－３の配線接続部１１ａ－３とこ
れと対応関係にある電極体装着用ホック１７－３の配線接続部１７ａ－３とは導電性紐状
配線１９－３で接続してある。
【００３１】
　そして、これらの導電性紐状配線１９－１，１９－２，１９－３は導電性の糸状体であ
る抵抗値の低い導電メッキ糸を約１ｃｍ幅に織って帯状の紐形状にしたものである。なお
、この導電性紐状配線１９－１，１９－２，１９－３は、導電メッキ糸を束ねたり、撚糸
、編み等で形成してもよく、又、その他導電性不織布で形成することによりか構成を浴す
ることができる。更に、導電メッキ糸は、１００％導電メッキの糸でなくてもよい。
【００３２】
　これらの導電性紐状配線１９－１（１９－２，１９－３）と発生器装着用ホック１１－
１（１１－２，１１－３）の配線接続部１１ａ－１（１１ａ－２，１１ａ－３）との接続
は、導電性紐状配線１９－１（１９－２，１９－３）の一端部に配線接続部１１ａ－１（
１１ａ－２，１１ａ－３）を貫通させた状態で、発生器装着用ホック１１－１（１１－２
，１１－３）を加締めることにより行う。そして、導電性紐状配線１９－１（１９－２，
１９－３）は、配線止め部材１９ａにより表側ベルト本体４の内面側に固定してある。
【００３３】
　また、導電性紐状配線１９－１（１９－２，１９－３）と電極体装着用ホック１７－１
（１７－２，１７－３）の配線接続部１７ａ－１（１７ａ－２，１７ａ－３）と接続は、
導電性紐状配線１９－１（１９－２，１９－３）の他端部に、配線接続部１７ａ－１（１
７ａ－２，１７ａ－３）を貫通させた状態で、電極体装着用ホック１７－１（１７－２，
１７－３）を加締めることにより行われる。
【００３４】
　そして、表側ベルト本体４と肌面側ベルト本体５とを重ね合わせて両ベルト本体４，５
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の周縁部をバイアステープ２０で固定し、バイアステープ２０の部分を縫合することで装
着ベルト１が形成してある。この場合、導電性紐状配線１９－１，１９－２，１９－３は
表側ベルト本体４と肌面側ベルト本体５との間に納められる。
【００３５】
　したがって、図５に示すように、表側ベルト本体４の外面側には、低周波発生器装着部
９を構成する、ポケット１０と、三個の発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１－
３が配置してあるし、右端部には雌型面ファスナー８が配置してある。また、図６に示す
ように、肌面側ベルト本体５には、三個の電極体装着用ホック１７－１，１７－２，１７
－３と、これらの電極体装着用ホック１７－１，１７－２，１７－３の位置には、それぞ
れに面ファスナー１８－１，１８－２，１８－３が配置してあり、肌面側ベルト本体５の
片状部１３の外面側には雄型面ファスナー１５が縫着してある。
【００３６】
　図８に示すように、低周波発生器２は、低周波治療用の治療電流を発生する電気治療発
生回路（図示せず）を内蔵する発生器本体２Ａを備えており、この発生器本体２Ａの表側
には、電源のオンオフができ、且つ刺激の強さを変えるための強さ調整ダイヤル２１と、
治療モードを変えるための治療選択スイッチ２２が設けてあり、この治療選択スイッチ２
２によってモードを切り換えることにより、叩くような感覚のパルスが出力したり、操む
ような感覚のパルスが出力したりする。これらの種類のモードは、パルス間隔を変えるこ
とによって実現することができる。
【００３７】
　また、図９に示すように、発生器本体２Ａに裏面部には、電気治療発生回路が発生させ
た治療電流を出力するための、三個の出力端子を構成する端子側ホック２３－１，２３－
２，２３－３が逆三角形の各頂点に位置するように配置してあり、これらの端子側ホック
２３－１，２３－２，２３－３は上記した発生器装着用ホック１１－１，１１－２，１１
－３に係脱可能に係合されるものであって、雌型ホック形状にしている。
【００３８】
　電極体３は、図１０乃至図１６に示すように、電極２４と、吸水材２５と、裏地２６と
リングホックである二個の電極側ホック２７，２８を有している。電極２４は、導電性を
有する不織布又は導電性を有する糸状体である導電メッキ糸を丸編みで筒形状にしたもの
を所定の長さに切断して形成してある。また、吸水材２５は、厚さ１ｍｍ程度の多孔質吸
水材又は厚さ３ｍｍ程度のスポンジ（又はフェルト）を重ねたものである。また、裏地２
６はフエルト又は面ファスナー（他の面ファスナーに接着する素材）で構成してある。
【００３９】
　そして、図１２乃至図１４に示すように、裏地２６に電極２４を沿わせて、これら両者
を二個の電極側ホック２７，２８を加締めることで裏地２６に電極２４を取付けた構成と
しており、図１２及び図１４の場合には、電極２４が無端条に形成されているが、図１３
に示すように有端条に形成してもよい。又、図１５及び図１６に示すように、電極２４内
に吸水材２５を挿入して、図１６に点線で示すように、裏地２６及び電極２４の周囲にバ
イアステープ２９を貼付け、この周囲をミシンで縫うことにより電極体３が構成してある
。
【００４０】
　図１１に示すように、二個の電極側ホック２７，２８のうち、一方の電極側ホック２７
は電極体３の中央、すなわち、電極体３の長手方向に沿う中心線ｆと電極体３の短手方向
に沿う中心線ｇとの交点ｈに位置しており、他の電極側ホック２８は中心線ｆ上であって
、交点ｈより所定距離だけ離れた位置にある。
【００４１】
　上記のように構成された電極体３は、装着ベルト１の電極体装着部１６に着脱可能に装
着してある。すなわち、電極体装着部１６のそれぞれの電極体装着用ホック１７－１（１
７－２，１７－３）に、電極体３の一方の電極側ホック２７を係脱可能に係合すると共に
、電極体装着部１６の面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）に裏地２６（フエル
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ト又は面ファスナー）を接着させることで、図４に示すように、三個の電極体３を、その
長手方向を縦にして電極体装着部１６に装着する。この場合、裏地２６が面ファスナー１
８－１（１８－２，１８－３）に接着されるために、電極体３の姿勢が、その長手方向が
縦になるように規制される。
【００４２】
　また、装着ベルト１の低周波発生器装着部９には低周波発生器２を装着する。すなわち
、低周波発生器装着部９のポケット１０に低周波発生器２の下部を挿入し、この低周波発
生器２の端子側ホック２３－１（２３－２，２３－３）を発生器装着用ホック１１－１（
１１－２，１１－３）に係脱可能に係合することで、低周波発生器２を低周波発生器装着
部９に装着する。
【００４３】
　したがって、低周波発生器２の端子側ホック２３－１（２３－２，２３－３）は、発生
器装着用ホック１１－１（１１－２，１１－３），導電性紐状配線１９－１（１９－２，
１９－３），電極体装着用ホック１７－１（１７－２，１７－３），電極体３の電極側ホ
ック２７を介して電極体３の電極２４に導通することになる。
【００４４】
　次に、上記のように構成された低周波電気刺激装置Ａの人体への使用について説明する
。
【００４５】
　身体Ｂのこりや痛み、例えば腰痛の場合、図２に示すように、装着ベルト１を、電極体
１２が身体Ｂ側になるように装着ベルト１を腰回りに沿うように当てて身体Ｂに巻き付け
る。この場合、持ち手７に一方の手の指を挿入し、他方の手で、装着ベルト１の左端部（
持ち手７が無い二股状の端部）をもって装着ベルト１を締め付け、左端部に設けた雄型面
ファスナー１５を装着ベルト１の右端部に設けた雌型面ファスナー８に接着して装着ベル
ト１を身体Ｂに固定する。
【００４６】
　次に、低周波発生器２の、強さ調整ダイヤル２１を回すことによって、スイッチをオン
作動して、設定された大きさの治療電流が電極体３を介して身体Ｂに流れるようになる。
【００４７】
　また、強さ調整ダイヤル２１を操作して刺激の強さを変え、されに、治療選択スイッチ
２２によってモードを切り換えることにより、叩くような感覚のパルスを出力させ、操む
ような感覚のパルスを出力させることで、電極体３付近にある筋肉が緊張、緩和し、筋肉
の運動が始まる。このように筋肉が運動することで、こりや痛みの原因の根本から治療す
る。又、同様にして筋肉を運動させることで、筋肉トレーニングとしても使用できる。
【００４８】
　上記のように、電極体３は、その一方の電極側ホック２７を、電極体装着部１６のそれ
ぞれの電極体装着用ホック１７－１（１７－２，１７－３）に係脱可能に係合して、電極
体装着部１６の面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）に裏地２６（フエルト又は
面ファスナー）を接着させることで、図４に示すように、三個の電極体３を、その長手方
向を縦にして電極体装着部１６に装着するようにしたが、図１７に示すように、三個の電
極体３を、その長手方向を横にして電極体装着部１６に装着するようにしてもよい。
【００４９】
　また、図１８に示すように、電極体３は、その他方の電極側ホック２８を、電極体装着
部１６のそれぞれの電極体装着用ホック１７－１（１７－２，１７－３）に係脱可能に係
合し、電極体装着部１６の面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）に裏地２６を接
着させることで、三個の電極体３を、その長手方向を縦にして、素着ベルト１の長手方向
に沿う中心線ａより上寄りに電極体装着部１６に装着するようにしてもよいし、図１７に
一点鎖線に示すように、電極体３を、その長手方向を縦にして、電極体３の長手方向に沿
う中心線ａより下寄りに電極体装着部１６に装着するようにしてもよい。
【００５０】
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　上記したように、電極体３の位置及び姿勢を、電極体３が有する二個の電極側ホック２
７，２８及び面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）と裏地２６（フエルト又は面
ファスナー）を用いて、容易に変えることができて、身体のこりや痛みの箇所又は筋肉ト
レーニングしたい箇所に適切に電極体３を位置させることができる。
【００５１】
　尚、本実施例は低周波パルス電流による電気刺激装置として構成しているが、これに限
定されること無く、中波数パルス電流や矩形波電流或いは正弦波電流等パルス波電流を用
いるようにしてもよい。
【００５２】
　以上、説明したように、本発明の実施の態様によれば、装着ベルト１の表側ベルト本体
４に発生器装着用ホック１１－１（１１－２，１１－３）が設けてあり、装着ベルト１の
肌面側ベルト本体５に電極体装着用ホック１７－１（１７－２，１７－３）が設けてあり
、導電性紐状配線１９－１（１９－２，１９－３）は導電性の糸状体である導電メッキ糸
を約１ｃｍ幅に織って帯状の紐形状にしたものであり、これらの導電性紐状配線１９－１
（１９－２，１９－３）は表側ベルト本体４と肌面側ベルト本体５との間に配置してあっ
て、従来の電気刺激装置に存在したプラスチック成形品のポケットや、導電線及びこの導
電線のホックへの接続に用いた電子接続部品がないために、導電線に錆びが発生し、断線
や導通不良を起こすというようなことがなくなり、装着ベルト１を普通の洗浄方法（手洗
い等）で洗浄することができる。
【００５３】
　また、本発明の実施の態様によれば、電極体３の製作が容易であるばかりか、電極２４
の肌への密着性が良好になり、身体Ｂへの低周波パルス波電流の印加を容易に行うことが
できる。しかも、電極体３の位置及び姿勢を、電極体３が有する二個の電極側ホック２７
，２８及び面ファスナー１８－１（１８－２，１８－３）とフエルト又は面ファスナーの
ような裏地２６を用いて、容易に変えることができて、身体Ｂのこりや痛みの箇所または
筋力トレーニングしたい箇所に適切に電極体３を位置させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明に係る電気刺激装置によれば、装着ベルトに、電極体装着用ホックと、発生器装
着用ホックと、導電性紐状配線だけが設けてあって、従来の電気治療器に存在した、プラ
スチック成形品のポケットや、導電線及びこの導電線のホックへの接続に用いた電子接続
部品がないために、導電線に錆びが発生し、断線や導通不良を起こすというようなことが
なくなり、装着ベルトを普通の洗浄方法（手洗い等）で洗浄することができるという効果
を有しており、身体に治療電流を流し、筋肉を電気刺激によって収縮・弛緩を繰り返しな
がら筋肉をトレーニングする電気刺激装置等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る電気刺激装置の一例としての低周波電気刺激装置の斜視図である。
【図２】同低周波電気刺激装置の使用状態の斜視図である。
【図３】同低周波電気刺激装置の展開状態の正面図である。
【図４】同低周波電気刺激装置の展開状態の裏面図である。
【図５】同低周波電気刺激装置の装着ベルトの展開状態の正面図である。
【図６】同装着ベルトの展開状態の裏面図である。
【図７】低周波電気刺激装置における配線の説明図である。
【図８】低周波発生器の正面側からの斜視図である。
【図９】低周波発生器の裏面側からの斜視図である。
【図１０】電極体の正面図である。
【図１１】同電極体の裏面図である。
【図１２】同電極体の製作工程を示すもので、裏地に電極を取付ける状態の斜視図である
。
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【図１３】同電極体の製作工程を示すもので、裏地に電極を取付けた状態の斜視図である
。
【図１４】同電極体の製作工程を示すもので、電極に吸水材を挿入する状態の斜視図であ
る。
【図１５】同電極体の製作工程を示すもので、電極に吸水材を取付けた状態の斜視図であ
る。
【図１６】同電極体の製作工程を示すもので、電極に吸水材を取付けた状態の斜視図であ
る。
【図１７】三個の電極体を、その長手方向を横にして電極体装着部に装着するようにした
状態の正面図である。
【図１８】三個の電極体を、装着ベルトの長手方向に沿う中心線ｆより上寄りに電極体装
着部に装着するようにした状態の正面図である。
【図１９】従来の低周波電気刺激装置の展開状態を正面から見た斜視図である。
【図２０】同低周波電気刺激装置の展開状態を裏面から見た斜視図である。
【図２１】同低周波電気刺激装置の概略的な断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　Ａ　　　低周波電気刺激装置
　Ｂ　　　身体
　１　　　装着ベルト
　２　　　低周波発生器
　２Ａ　　発生器本体
　３　　　電極体
　４　　　表側ベルト本体
　５　　　肌面側ベルト本体
　８　　　雌型面ファスナー
　９　　　低周波発生器装着部
　１０　　ポケット
　１０ａ　ポケット本体
　１１－１，１１－２，１１－３　　発生器装着用ホック
　１１ａ－１，１１ａ－２，１１ａ－３　　配線接続部
　１２　　防水生地
　１５　　雄型面ファスナー
　１６　　電極体装着部
　１７－１，１７－２，１７－３　　電極体装着用ホック
　１８－１，１８－２，１８－３　　面ファスナー
　１９－１，１９－２，１９－３　　導電性紐状配線
　１９ａ　配線止め部材
　２０　　バイアステープ
　２１　　調整ダイヤル
　２２　　治療選択スイッチ
　２３－１，２３－２，２３－３　　端子側ホック
　２４　　電極
　２５　　吸水材
　２６　　裏地
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