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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後左右と、身体側および着衣側と、前から後に向かって順に腹部領域、股部領域およ
び臀部領域とを有する褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドであって、
　該パッドは、外面シート、外面シートの身体側に設けられた吸収体、吸収体の身体側に
設けられた内面シート、該パッドの左側部に設けられた左サイドシート、および該パッド
の右側部に設けられた右サイドシートを含み、
　左サイドシートの左側縁は外面シートの左側縁と一致しており、かつ左サイドシートと
外面シートは左側縁に沿って接合し、右サイドシートの右側縁は外面シートの右側縁と一
致しており、かつ右サイドシートと外面シートは右側縁に沿って接合し、
　左サイドシートの右側縁および右サイドシートの左側縁は、直線状であり、かつ内面シ
ートより身体側に位置し、かつ内面シートと接合せずに自由端を形成し、左サイドシート
の右側縁の少なくとも一部および右サイドシートの左側縁の少なくとも一部に弾性部材が
設けられていることによって、左サイドシートおよび右サイドシートがバリアカフスを形
成し、
　該パッドは、さらに、オーバーラップシートおよび低摩擦部材を含み、オーバーラップ
シートは臀部領域に設けられ、オーバーラップシートの右側縁は右サイドシートの左側部
に接合され、オーバーラップシートの左側縁は左サイドシートの右側部に接合され、低摩
擦部材はオーバーラップシートと内面シートの間に設けられていることを特徴とする褥瘡
予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
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【請求項２】
　左サイドシートの右側縁の後端および右サイドシートの左側縁の後端は内面シートに接
合していないことを特徴とする請求項１に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド
。
【請求項３】
　オーバーラップシートの後端縁は内面シートの後端縁と一致しており、オーバーラップ
シートの後端縁がタック部を介して内面シートに接合していることを特徴とする請求項１
または２に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項４】
　タック部がオーバーラップシートとは別の部材で形成されていることを特徴とする請求
項３に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項５】
　タック部がオーバーラップシートを折り返すことによって形成されていることを特徴と
する請求項３に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項６】
　オーバーラップシートが少なくとも一方向に伸縮し得るシートで形成されていることを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド
。
【請求項７】
　オーバーラップシートの伸縮し得る方向が該パッドの前後方向に一致するようにオーバ
ーラップシートが配置されていることを特徴とする請求項６に記載の褥瘡予防機能付き使
い捨て尿取りパッド。
【請求項８】
　オーバーラップシートがサイドシートの着衣側の面に接合されていることを特徴とする
請求項１～７のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項９】
　右サイドシートの左側縁および左サイドシートの右側縁がオーバーラップシートと重な
る部分のうち少なくとも後半分には、弾性部材が設けられていないことを特徴とする請求
項１～８のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１０】
　右サイドシートの左側縁および左サイドシートの右側縁に設けられた弾性部材は、オー
バーラップシートが設けられていない部分にのみ設けられていることを特徴とする請求項
９に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１１】
　腹部領域にもオーバーラップシートが設けられていることを特徴とする請求項１～１０
のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１２】
　臀部領域に設けられたオーバーラップシートの前端縁が後方にへこんだ形状を有するこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取り
パッド。
【請求項１３】
　腹部領域に設けられたオーバーラップシートの後端縁が前方にへこんだ形状を有するこ
とを特徴とする請求項１１または１２に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１４】
　低摩擦部材は、内面シートの身体側面に設けられ、かつオーバーラップシートと接する
領域に設けられていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の褥瘡予防
機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１５】
　低摩擦部材は、オーバーラップシートの着衣側面に設けられ、かつ内面シートと接する
領域に設けられていることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の褥瘡予防
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機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１６】
　臀部領域に設けられたオーバーラップシートの後端縁に弾性部材が設けられていること
を特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパ
ッド。
【請求項１７】
　低摩擦部材が開孔を有する低摩擦シートから構成されていることを特徴とする請求項１
～１６のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１８】
　複数の低摩擦部材が間隔を置いて配置されていることを特徴とする請求項１～１７のい
ずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項１９】
　臀部領域に設けられたオーバーラップシートが設けられた領域に、吸収体が存在しない
領域または吸収体の目付が相対的に低い領域があることを特徴とする請求項１～１８のい
ずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【請求項２０】
　臀部領域に設けられたオーバーラップシートが親水性シートであることを特徴とする請
求項１～１９のいずれか１項に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドに関する。より具体的には、本発明
は、テープ式またはパンツ式のおむつカバーとともに用いられる褥瘡予防機能付き使い捨
て尿取りパッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大人用のおむつカバーとともに用いられる使い捨て尿取りパッドが知られているが、特
に、寝たきりの高齢者の場合、仰向けで寝ているときに、他の部分よりも突き出た仙骨が
自重でベッド等に押し付けられ、褥瘡の原因になることがある。そこで、使い捨て尿取り
パッドに褥瘡の発生や悪化を予防する機能を付与する試みがなされている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１は、尿取りパッド本体に、肌当シートを設け、さらに肌当シート
と尿取りパッド本体の間に摩擦抵抗低減手段を形成することによって褥瘡の発生や悪化を
予防する機能を付与した使い捨て尿取りパッドを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１６７４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の使い捨て尿取りパッドは、肌当シートの両側部がパッド本体に接
合されており、使い捨て尿取りパッドがバリアカフスを有するときは、肌当シートはバリ
アカフスとパッド本体との間に取り付けられている。あるいは、肌当シートがバリアカフ
スに接合されていたとしても、バリアカフスの前後端がパッド本体に固定されている。
【０００６】
　肌当シートがパッド本体に直接接合されている場合は、肌当シートがバリアカフスに接
合されている場合に比べ、肌当シートの寸法は大きくなるので、肌当シートのための資材
量が多くなり、製造費用が増加する。したがって、製造費用の観点から、肌当シートはバ
リアカフスに接合することが好ましい。
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【０００７】
　肌当シートがバリアカフスに接合されている場合、特許文献１のバリアカフスの前後端
はパッド本体に固定されているため、肌当シートのパッド本体に対する前後方向の相対的
な動きが阻害されている。しかし、寝たきりの高齢者の場合、ベッドをギャッチアップし
て上半身を起こすと、体重によって臀部が前方にずれることがあり、また、車椅子を利用
する高齢者の場合も、車椅子利用中に、体重によって次第に臀部が前方にずれることがあ
り、そのずれが原因で褥瘡が発生しまたは悪化する。したがって、臀部が前方にずれた場
合に、パッド本体は動かなくとも、肌当シートが臀部とともに動くこと、すなわち肌当シ
ートがパッド本体に対して相対的に前後方向に動きやすいことが好ましい。
【０００８】
　本発明は、製造費用を削減するとともに、肌当シートがパッド本体に対して相対的に前
後方向に動きやすくすることにより褥瘡の発生や悪化を予防する機能を付与した使い捨て
尿取りパッドを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、前後左右と、身体側および着衣側と、前から後に向かって順に腹部領域、股
部領域および臀部領域とを有する褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドであって、
　該パッドは、外面シート、外面シートの身体側に設けられた吸収体、吸収体の身体側に
設けられた内面シート、該パッドの左側部に設けられた左サイドシート、および該パッド
の右側部に設けられた右サイドシートを含み、
　左サイドシートの左側縁は外面シートの左側縁と一致しており、かつ左サイドシートと
外面シートは左側縁に沿って接合し、右サイドシートの右側縁は外面シートの右側縁と一
致しており、かつ右サイドシートと外面シートは右側縁に沿って接合し、
　左サイドシートの右側縁および右サイドシートの左側縁は、直線状であり、かつ内面シ
ートより身体側に位置し、かつ内面シートと接合せずに自由端を形成し、左サイドシート
の右側縁の少なくとも一部および右サイドシートの左側縁の少なくとも一部に弾性部材が
設けられていることによって、左サイドシートおよび右サイドシートがバリアカフスを形
成し、
　該パッドは、さらに、オーバーラップシートおよび低摩擦部材を含み、オーバーラップ
シートは臀部領域に設けられ、オーバーラップシートの右側縁は右サイドシートの左側部
に接合され、オーバーラップシートの左側縁は左サイドシートの右側部に接合され、低摩
擦部材はオーバーラップシートと内面シートの間に設けられていることを特徴とする褥瘡
予防機能付き使い捨て尿取りパッドである。
【００１０】
　本発明は、以下の［１］～［２０］の実施態様を含む。
　［１］前後左右と、身体側および着衣側と、前から後に向かって順に腹部領域、股部領
域および臀部領域とを有する褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドであって、
　該パッドは、外面シート、外面シートの身体側に設けられた吸収体、吸収体の身体側に
設けられた内面シート、該パッドの左側部に設けられた左サイドシート、および該パッド
の右側部に設けられた右サイドシートを含み、
　左サイドシートの左側縁は外面シートの左側縁と一致しており、かつ左サイドシートと
外面シートは左側縁に沿って接合し、右サイドシートの右側縁は外面シートの右側縁と一
致しており、かつ右サイドシートと外面シートは右側縁に沿って接合し、
　左サイドシートの右側縁および右サイドシートの左側縁は、直線状であり、かつ内面シ
ートより身体側に位置し、かつ内面シートと接合せずに自由端を形成し、左サイドシート
の右側縁の少なくとも一部および右サイドシートの左側縁の少なくとも一部に弾性部材が
設けられていることによって、左サイドシートおよび右サイドシートがバリアカフスを形
成し、
　該パッドは、さらに、オーバーラップシートおよび低摩擦部材を含み、オーバーラップ
シートは臀部領域に設けられ、オーバーラップシートの右側縁は右サイドシートの左側部
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に接合され、オーバーラップシートの左側縁は左サイドシートの右側部に接合され、低摩
擦部材はオーバーラップシートと内面シートの間に設けられていることを特徴とする褥瘡
予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［２］左サイドシートの右側縁の後端および右サイドシートの左側縁の後端は内面シー
トに接合していないことを特徴とする［１］に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパ
ッド。
　［３］オーバーラップシートの後端縁は内面シートの後端縁と一致しており、オーバー
ラップシートの後端縁がタック部を介して内面シートに接合していることを特徴とする［
１］または［２］に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［４］タック部がオーバーラップシートとは別の部材で形成されていることを特徴とす
る［３］に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［５］タック部がオーバーラップシートを折り返すことによって形成されていることを
特徴とする［３］に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［６］オーバーラップシートが少なくとも一方向に伸縮し得るシートで形成されている
ことを特徴とする［１］～［５］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取
りパッド。
　［７］オーバーラップシートの伸縮し得る方向が該パッドの前後方向に一致するように
オーバーラップシートが配置されていることを特徴とする［６］に記載の褥瘡予防機能付
き使い捨て尿取りパッド。
　［８］オーバーラップシートがサイドシートの着衣側の面に接合されていることを特徴
とする［１］～［７］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［９］右サイドシートの左側縁および左サイドシートの右側縁がオーバーラップシート
と重なる部分のうち少なくとも後半分には、弾性部材が設けられていないことを特徴とす
る請求項［１］～［８］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド
。
　［１０］右サイドシートの左側縁および左サイドシートの右側縁に設けられた弾性部材
は、オーバーラップシートが設けられていない部分にのみ設けられていることを特徴とす
る［９］に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１１］腹部領域にもオーバーラップシートが設けられていることを特徴とする［１］
～［１０］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１２］臀部領域に設けられたオーバーラップシートの前端縁が後方にへこんだ形状を
有することを特徴とする［１］～［１１］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い
捨て尿取りパッド。
　［１３］腹部領域に設けられたオーバーラップシートの後端縁が前方にへこんだ形状を
有することを特徴とする［１］～［１２］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い
捨て尿取りパッド。
　［１４］低摩擦部材は、内面シートの身体側面に設けられ、かつオーバーラップシート
と接する領域に設けられていることを特徴とする［１］～［１３］のいずれか１つに記載
の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１５］低摩擦部材は、オーバーラップシートの着衣側面に設けられ、かつ内面シート
と接する領域に設けられていることを特徴とする［１］～［１３］のいずれか１つに記載
の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１６］オーバーラップシートの後端縁に弾性部材が設けられていることを特徴とする
［１］～［１５］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１７］低摩擦部材が開孔を有する低摩擦シートから構成されていることを特徴とする
［１］～［１６］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１８］複数の低摩擦部材が間隔を置いて配置されていることを特徴とする［１］～［
１７］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［１９］オーバーラップシートが設けられた領域に、吸収体が存在しない領域または吸
収体の目付が相対的に低い領域があることを特徴とする［１］～［１８］のいずれか１つ
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に記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
　［２０］オーバーラップシートが親水性シートであることを特徴とする［１］～［１９
］のいずれか１つに記載の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドは、安価に製造することができるとと
もに、オーバーラップシートが内面シートに対して相対的に前後方向に動きやすいので、
褥瘡の発生や悪化を予防する機能を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドの平
面図である。
【図２】図２は、図１のＩ－Ｉ線断面図である。
【図３】図３は、図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドの平
面図である。
【図５】図５は、図４のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図６】図６は、タック部の別の例を示す断面図である。
【図７】図７は、オーバーラップシートの後端縁に弾性部材が設けられている実施形態を
示す断面図である。
【図８】図８は、オーバーラップシートの後端縁に弾性部材が設けられている別の実施形
態を示す断面図である。
【図９】図９は、低摩擦部材の形状の１例を示す図である。
【図１０】図１０は、低摩擦部材の形状の別の例を示す図である。
【図１１】図１１は、吸収体が存在しない領域または吸収体の目付が相対的に低い領域の
１例を示す図である。
【図１２】図１２は、吸収体が存在しない領域または吸収体の目付が相対的に低い領域の
別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明を説明するが、本発明は図面に記載のものに限定され
るものではない。
　図１は本発明の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド（以下単に「尿取りパッド」と
もいう。）の第１の実施形態の平面図であり、図２は図１のＩ－Ｉ線断面図であり、図３
は図１のＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【００１４】
　尿取りパッド１は、前後左右と、身体側Ｓおよび着衣側Ｃと、前から後に向かって順に
腹部領域２、股部領域３および臀部領域４とを有する。
　尿取りパッド１は、外面シート５、外面シートの身体側に設けられた吸収体６、吸収体
の身体側に設けられた内面シート７、該パッドの左側部に設けられた左サイドシート８、
および該パッドの右側部に設けられた右サイドシート９を含む。この実施形態においては
、外面シート５と吸収体６の間にさらに漏れ防止フィルム１０が設けられている。漏れ防
止フィルム１０は、外面シート５が液不透過性であるときは、必ずしも設ける必要はない
。
　左サイドシートの左側縁８Ｌは外面シートの左側縁５Ｌと一致しており、かつ左サイド
シートと外面シートは左側縁に沿って接合し、右サイドシートの右側縁９Ｒは外面シート
の右側縁５Ｒと一致しており、かつ右サイドシートと外面シートは右側縁に沿って接合し
ている。
　左サイドシートの右側縁８Ｒおよび右サイドシートの左側縁９Ｌは、直線状であり、か
つ内面シートより身体側に位置し、かつ内面シートと接合せずに自由端を形成し、左サイ
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ドシートの右側縁の少なくとも一部および右サイドシートの左側縁の少なくとも一部に弾
性部材１１が設けられていることによって、左サイドシートおよび右サイドシートがバリ
アカフス１２を形成している。
　尿取りパッド１は、さらに、オーバーラップシート１３および低摩擦部材１４を含み、
オーバーラップシート１３は臀部領域４に設けられ、オーバーラップシートの右側縁１３
Ｒは右サイドシートの左側部９Ｓに接合され、オーバーラップシートの左側縁１３Ｌは左
サイドシートの右側部８Ｓに接合され、低摩擦部材１４はオーバーラップシート１３と内
面シート７の間に設けられている。
【００１５】
　本発明の尿取りパッドにおいては、オーバーラップシート１３と内面シート７の間に低
摩擦部材１４が設けられているので、オーバーラップシート１３と内面シート７との間の
摩擦抵抗が少なく、オーバーラップシート１３が内面シート７に対して相対的に移動しや
すい。
　また、オーバーラップシートの右側縁１３Ｒは右サイドシートの左側部９Ｓに接合され
、オーバーラップシートの左側縁１３Ｌは左サイドシートの右側部８Ｓに接合されている
。換言すれば、オーバーラップシートの左右端縁は、バリアカフス１２に接合されている
。すなわち、オーバーラップシートは、尿取りパッドの左右両端縁までは延びていない。
したがって、オーバーラップシートを尿取りパッドの左右両端縁で接合したときに比べ、
本発明におけるオーバーラップシートは寸法を小さくすることができ、原材料費を削減す
ることができる。
　また、オーバーラップシート１３は、バリアカフス１２に接合されており、尿取りパッ
ド本体（ここで、尿取りパッド本体とは、外面シート、吸収体および内面シートからなる
部分をいう。）に直接固定されていないので、尿取りパッド本体によって動きを制限され
ることがない。オーバーラップシートは、むしろ動きの自由度の大きいバリアカフスに接
合されているので、オーバーラップシートは、尿取りパッド本体に対して相対的に移動し
やすい。
　また、オーバーラップシートはバリアカフスに接合しているので、着用したときに、バ
リアカフスの起立によって、オーバーラップシートは内面シートから浮き上がり、排泄物
がオーバーラップシートの身体側面に乗ってしまうことが少なくなる。
　図１中、１５はオーバーラップシートとサイドシートの接合領域を示す。接合領域の左
右方向の寸法は、着用中に外れない程度の強さで接合している限り、特に限定されないが
、好ましくは５～３０ｍｍ、より好ましくは１０～２５ｍｍ、さらに好ましくは１５～２
０ｍｍである。オーバーラップシートとサイドシートの接合方法は、特に限定するもので
はないが、接着剤、熱融着等によって接合することができる。好ましくは、ホットメルト
接着剤による接合である。
【００１６】
　オーバーラップシートは褥瘡の発生しやすい領域に設ける。すなわち、尿取りパッドを
着用したときに、少なくとも着用者の仙骨が当たる領域に設ける。そのような領域は、臀
部領域４に存在する。したがって、オーバーラップシート１３は臀部領域４に設けられる
。
　オーバーラップシート１３は、尿取りパッドのできるだけ後方まで存在していた方が、
仙骨を乗せられる許容範囲が増えるので、オーバーラップシート１３は尿取りパッドの後
端縁１Ｂまで延在していることが好ましい。すなわちオーバーラップシートの後端縁１３
Ｂは尿取りパッドの後端縁１Ｂと一致していることが好ましい。
　少なくとも着用者の仙骨が当たる領域にオーバーラップシートが存在している限り、オ
ーバーラップシートの前後方向の寸法は、特に限定されないが、好ましくは臀部領域４の
前後方向寸法の２５～１００％、より好ましくは４０～８０％、さらに好ましくは４０～
７０％である。なお、後述するように、オーバーラップシートの前端縁が後方にへこんだ
形状を有する場合は、ここでいうオーバーラップシートの前後方向の寸法は最短のオーバ
ーラップシートの前後方向の寸法である。
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【００１７】
　オーバーラップシート１３の左右方向の寸法は、少なくとも着用者の仙骨が当たる領域
にオーバーラップシートが存在する限り、特に限定されない。しかし、オーバーラップシ
ート１３は両側縁が固定されるので、左右方向の寸法が大きいほど、前後方向の動きの自
由度は大きくなり、褥瘡の発生または悪化の予防の観点からは好ましい。しかし、オーバ
ーラップシート１３の左右方向の寸法を大きくするためには、バリアカフスを外側に配置
しなければならず、漏れ防止の観点からは好ましくない。したがって、褥瘡の発生または
悪化の予防と漏れ防止のバランスをとることが好ましい。たとえば、オーバーラップシー
ト１３の左右方向の寸法は、好ましくは７０～１３０ｃｍであり、より好ましくは８０～
１２０ｃｍであり、さらに好ましくは９０～１１０ｃｍである。なお、後述するように、
オーバーラップシートがサイドシートの着衣側の面に接合されている場合は、ここでいう
オーバーラップシートの左右方向の寸法とは、左サイドシートの右側縁と右サイドシート
の左側縁の間の寸法（いわゆる有効寸法）をいうものとする。
【００１８】
　オーバーラップシートを構成する材料は、特に限定するものではないが、不織布、織物
、編物、プラスチックフィルム等を使用することができ、親水性、疎水性のどちらであっ
てもよい。体圧の高い部分に位置するので、やわらかい材料が好ましい。たとえば、エア
スルー不織布で構成することができる。疎水性であれば、着用者の臀部を濡らさない効果
が発揮できるので、耐水性が高いものが好ましい。逆に、親水性の材料を用いた場合には
、汗をかいたときに、汗を着衣側に通すことができるという効果、また尿がオーバーラッ
プシート上にきた場合も、オーバーラップシートを透過して、尿取りパッド本体が尿を吸
収することが可能というメリットがある。
【００１９】
　オーバーラップシートは、少なくとも一方向に伸縮し得るシートで形成されていること
が好ましい。オーバーラップシートが伸縮し得るシートで形成されていると、臀部が移動
したときにオーバーラップシートも臀部とともに移動することができるので、褥瘡の発生
や悪化を予防することができる。例えば、一方向に伸縮し得るシートで形成されたオーバ
ーラップシートを使用する場合、オーバーラップシートの伸縮し得る方向が尿取りパッド
の前後方向に一致するようにオーバーラップシートを配置すると、ベッドを起こしたとき
や車椅子利用中に臀部が前方にずれた場合にも、オーバーラップシートが臀部とともに移
動することができるので、褥瘡の発生や悪化を予防することができる。
【００２０】
　少なくとも一方向に伸縮し得るシートとしては、伸縮性を有する限り、特に限定するも
のではないが、たとえば、弾性繊維を含む不織布または織編物、畝部と溝部が交互に形成
された表面を有する不織布、ギア延伸加工した不織布、弾性部材を取り付けた不織布また
は織編物等を用いることができる。畝部と溝部が交互に形成された表面を有する不織布は
、たとえば、繊維の集合体をカード機に通して開繊し堆積して得た繊維ウェブを、搬送し
ながら、その搬送方向と直交する方向に並ぶ多数のノズルから流体を噴射することによっ
て、流体の噴射された部分に溝部を形成することによって製造することができる。畝部と
溝部が交互に形成された表面を有する不織布は、畝部と溝部が延びる方向と直行する方向
に伸縮が可能である。畝部と溝部が交互に形成された表面を有する不織布は、伸縮性を有
するだけでなく、肌との接触面積が少なく、肌への刺激も小さいので、オーバーラップシ
ートとして特に好ましく用いることができる。
【００２１】
　本発明の尿取りパッドにおいては、オーバーラップシート１３と内面シート７の間に低
摩擦部材１４が設けられている。低摩擦部材１４は、内面シート７の身体側面に設けられ
ていてもよいし、オーバーラップシート１３の着衣側面に設けられていてもよい。低摩擦
部材１４が不透液性または不透気性の場合は、内面シートの表面に低摩擦部材を設けると
内面シートの表面の透液性または透気性が阻害される虞があるので、内面シートの表面の
透液性または透気性を重視する場合は、オーバーラップシート１３の着衣側面に低摩擦部
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材を設けることが好ましい。逆に、オーバーラップシートが伸縮性を有する場合であって
、低摩擦部材が伸縮性を有しないときは、低摩擦部材をオーバーラップシートの表面に設
けると、低摩擦部材がオーバーラップシートの伸縮挙動を阻害する虞があるので、オーバ
ーラップシートの伸縮性を重視する場合は、内面シートの身体側面に低摩擦部材を設ける
ことが好ましい。
【００２２】
　低摩擦部材は、摩擦抵抗を低減するものである限り、特に限定されないが、たとえば、
基材シートにシリコーン樹脂を塗布したものを用いることができる。基材シートとしては
、ポリエチレンやポリプロピレン等の熱可塑性樹脂によって形成されたプラスチックフィ
ルムを用いることができ、このフィルムに質量約０．６～０．８ｇ／ｍ２のシリコーン樹
脂が塗布される。シリコーン樹脂として、形態別では、溶剤系、無溶剤系、またはエマル
ジョン系のいずれも用いることができ、また、硬化様式の違いによる区分では、熱硬化型
または紫外線硬化型のものを用いることができる。ただし、基材シートとして熱可塑性フ
ィルムを用いた場合には、シリコーン樹脂を硬化させるために加熱すると、基材シートが
溶融する可能性があるので、紫外線硬化型のシリコーン樹脂を用いることが好ましい。
　また、基材シートを用いずに、低摩擦部材を設ける位置において、内面シートまたはオ
ーバーラップシートに直接シリコーン樹脂を塗布してもよい。この場合は、シリコーン樹
脂そのものが低摩擦部材を構成する。内面シートまたはオーバーラップシートとして不織
布を用いる場合には、シリコーン樹脂の質量は、約１．０～１．５ｇ／ｍ２とすることが
できる。塗工方法としては、スプレー方式、ロール方式、ディップ方式等のいずれも用い
ることができるが、一方の面にのみ塗布することを考えると、スプレー方式またはロール
方式を採用するのが望ましい。
　また、シリコーン樹脂に替えてフッ素樹脂を用いることもできる。
【００２３】
　低摩擦部材１４の表面の静摩擦係数は、好ましくは０．１～０．８であり、より好まし
くは０．１～０．５であり、さらに好ましくは０．１～０．３である。低摩擦部材１４の
表面の動摩擦係数は、好ましくは０．１～０．７５であり、より好ましくは０．１～０．
４５であり、さらに好ましくは０．１～０．３５である。
　静摩擦係数および動摩擦係数は、ＪＩＳ　Ｐ８１４７　（ｂ）水平法によって測定する
ことができる。ただし、水平板用の試験片としてＪＩＳ　Ｌ０８０３で規定される摩擦用
綿布「交織３号（かなきん３号）」を用い、おもり用試験片として低摩擦部材１４を用い
るものとする。
【００２４】
　低摩擦部材１４は、オーバーラップシートが存在する領域と同一の範囲またはそれより
も広い範囲に配置してもよいが、資材量が増大してコスト高の要因になる割には摩擦抵抗
低減効果が向上しないし、逆に液透過性や通気性が阻害されるという悪影響の虞もあるの
で、オーバーラップシートが存在する領域よりも狭い範囲に設けるだけでよい。低摩擦部
材が内面シート上に存在する場合、オーバーラップシートがスライドした場合でも、低摩
擦部材が露出しないよう、オーバーラップシートの長さよりも一回り小さく、内側に納め
ることが好ましい。たとえば、低摩擦部材１４の面積は、オーバーラップシートの面積の
１０～８０％であり、好ましくは２０～６０％であり、さらに好ましくは２５～４０％で
ある。低摩擦部材１４を配置する位置は、オーバーラップシートが存在する領域の範囲内
であればよく、特に限定するものではないが、好ましくはオーバーラップシートが存在す
る領域のほぼ中央である。
【００２５】
　低摩擦部材の基材シートは、ホットメルト接着剤等の公知の接着手段によって内面シー
トまたはオーバーラップシートに接着される。接着手段は、前後方向および左右方向にお
いて連続的に塗布することもできるし、不連続に塗布することもできる。接着手段を不連
続に塗布することによって、通気性を確保し、尿取りパッド内の蒸れを予防することがで
きる。
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【００２６】
　低摩擦部材の形状は、特に限定するものではないが、正方形、長方形、円形、楕円形、
菱形、六角形、八角形等、摩擦低減効果を奏する限り、いかなる形状でもよい。また、低
摩擦部材を、図９に示すように、開孔２０を有するシートで構成してもよい。開孔２０を
有する低摩擦部材１４を内面シートに設けた場合には、その開孔２０により液透過性を確
保でき、低摩擦部材上に尿等の排泄物が来たときでも排泄物を吸収できる。また、図１０
に示すように、複数の低摩擦部材を間隔を置いて配置してもよい。間隔を置いて配置する
ことにより、液透過性を確保できるとともに、資材量を減らし製造費用を削減することが
できる。
【００２７】
　左サイドシート８の左側縁８Ｌは外面シート５の左側縁５Ｌと一致し、右サイドシート
９の右側縁９Ｒは外面シート５の右側縁５Ｒと一致している。左サイドシート８と外面シ
ート５は左側縁に沿って接合し、右サイドシート９と外面シート５は右側縁に沿って接合
している。ただし、外面シート５と吸収体６の間に漏れ防止フィルム１０が設けられてい
る場合であって、外面シート５と漏れ防止フィルム１０が同一の形状および同一の大きさ
を有するときは、左サイドシート８は左側縁に沿って漏れ防止フィルム１０に接合し、右
サイドシート９は右側縁に沿って漏れ防止フィルム１０に接合していてもよい。換言すれ
ば、左サイドシート８と外面シート５は漏れ防止フィルム１０を介して接合していてもよ
い。
【００２８】
　左サイドシート８の右側縁８Ｒおよび右サイドシート９の左側縁９Ｌは、直線状であり
、かつ内面シート７より身体側に位置し、かつ内面シート７と接合せずに自由端を形成し
、左サイドシート８の右側縁８Ｒの少なくとも一部および右サイドシート９の左側縁９Ｌ
の少なくとも一部に弾性部材１１が設けられ、それによって１対のバリアカフス１２，１
２が形成される。バリアカフスは、尿等の排泄物が左右に漏れるのを防止する。
　弾性部材１１は、左サイドシート８の右側縁８Ｒおよび右サイドシート９の左側縁９Ｌ
の全長に亘って設けられていてもよいが、必ずしも全長に亘って設けられている必要はな
く、尿取りパッドの後端に近い部分および尿取りパッドの前端に近い部分には弾性部材１
１は設けられていなくてもよい。尿取りパッドの端部を反らせないためには、尿取りパッ
ドの後端に近い部分および尿取りパッドの前端に近い部分には弾性部材が設けられていな
いことが好ましい。図１に示すように、右サイドシートの左側縁および左サイドシートの
右側縁が、臀部領域に設けられたオーバーラップシートと重なる部分のうち、少なくとも
後半分には、弾性部材が設けられていないことが好ましい。オーバーラップシートと重な
る部分に弾性部材１１が設けられていると、オーバーラップシートに皺が発生する虞があ
る。オーバーラップシートの皺の発生を防止する観点からは、右サイドシートの左側縁お
よび左サイドシートの右側縁に設けられた弾性部材１１は、オーバーラップシートが設け
られていない部分にのみ設けられていることが好ましい。そのようにすることにより、オ
ーバーラップシートの皺の発生が防止され、肌へトラブルが発生しないようになる。
　弾性部材１１をサイドシートに取り付けるときの伸長倍率は、オーバーラップシートを
引っ張りすぎず、かつ漏れを増やさないようなバランスで設計することが好ましい。たと
えば、伸長倍率は１．３～３．０倍が好ましい。すなわち、弾性部材をその自然長に対し
て１．３～３．０倍に伸ばした状態でサイドシートに取り付けることが好ましい。より好
ましくは伸長倍率は１．５～２．５倍であり、さらに好ましくは１．７～２．３倍である
。
　第１の実施形態においては、弾性部材１１は、左サイドシート８の右側縁８Ｒおよび右
サイドシート９の左側縁９Ｌに、それぞれ１本ずつ設けられているが、２本ずつ設けても
よいし、それぞれ３本以上でもよい。
　弾性部材としては、使い捨ておむつや尿取りパッドに普通に使用される糸ゴムを使用す
ることができる。
【００２９】
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　サイドシート８，９は、液不透過性のシートで形成することが好ましく、限定するもの
ではないが、たとえば、スパンボンド不織布、スパンボンド・メルトブローン・スパンボ
ンド（ＳＭＳ）不織布、エアスルー不織布等の不織布等で形成することができる。
【００３０】
　従来の尿取りパッドは、左サイドシートの右側縁の後端および右サイドシートの左側縁
の後端（すなわちバリアカフスの後端）は、バリアカフス１２が左右方向の中央に向かっ
て倒された状態で、内面シートに接合している。左サイドシートの右側縁の後端および右
サイドシートの左側縁の後端が内面シートに接合していないと、バリアカフス１２が左右
方向の外側に向かって倒れることもでき、バリアカフス１２が左右方向の外側に向かって
倒れると、バリアカフスが効果的に漏れを防止することができなくなるからである。
　一方、本発明の第１の実施形態の尿取りパッドにおいては、左サイドシートの右側縁の
後端および右サイドシートの左側縁の後端は内面シートに接合していない。本発明の尿取
りパッドにおいては、オーバーラップシートがバリアカフスに接合しているので、左サイ
ドシートの右側縁の後端および右サイドシートの左側縁の後端が内面シートに接合してい
なくても、バリアカフス１２が左右方向の外側に向かって倒れることがない。したがって
、本発明の第１の実施形態の尿取りパッドにおいては、左サイドシートの右側縁の後端お
よび右サイドシートの左側縁の後端は内面シートに接合している必要がない。むしろ、左
サイドシートの右側縁の後端および右サイドシートの左側縁の後端が内面シートに接合し
ていると、オーバーラップシートの前後方向への動きが阻害されるので、左サイドシート
の右側縁の後端および右サイドシートの左側縁の後端は内面シートに接合していないこと
が好ましい。
【００３１】
　内面シート７は、吸収体６の身体側に設けられる。内面シート７は、吸収体６の面積の
できるだけ広い範囲を覆うように配置されることが好ましいが、吸収体６のすべての面積
を覆っていなくてもよい。
　内面シート７の左側縁は左サイドシートの着衣側面に接合され、内面シート７の右側縁
は右サイドシートの着衣側面に接合されている。接合方法は、接着剤、熱融着等、いかな
る方法でもよいが、ホットメルト接着剤による接合が好ましい。接合位置は、バリアカフ
スの起立基点付近である。
【００３２】
　内面シート７は、液透過性のシートで形成され、限定するものではないが、スパンボン
ド不織布、スパンボンド・メルトブローン・スパンボンド（ＳＭＳ）不織布、エアスルー
不織布等の不織布等で形成することができる。
【００３３】
　外面シート５は、限定するものではないが、スパンボンド不織布、スパンボンド・メル
トブローン・スパンボンド（ＳＭＳ）不織布、エアスルー不織布等の不織布等で形成する
ことができる。外面シート５と吸収体６の間に漏れ防止フィルム１０を設ける場合は、外
面シート５は液不透過性でも液透過性でもよいが、外面シート５と吸収体６の間に漏れ防
止フィルム１０を設けない場合は、外面シート５は液不透過性のシートで形成する。
【００３４】
　漏れ防止フィルム１０は、液不透過性のフィルムであればよく、限定するものではない
が、たとえば、液不透過性のプラスチックフィルムで形成することができる。蒸れ防止の
観点から、漏れ防止フィルム１０は透湿性を有することが好ましい。
　漏れ防止フィルム１０を配置する領域は、第１の実施形態では、外面シート５の全面で
あるが、必ずしも外面シート５の全面に漏れ防止フィルム１０を配置する必要はなく、外
面シート５の一部に漏れ防止フィルム１０を配置してもよい。ただし、少なくとも吸収体
の配置されている領域には漏れ防止フィルム１０を配置することが好ましい。
【００３５】
　吸収体６は、尿を吸収するものであればよく、限定するものではないが、たとえば、フ
ラッフパルプと高吸水性ポリマー粒子との混合物等を圧縮形成した吸液性の芯材を、ティ
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ッシュ等の液拡散性シートで覆ったものを用いることができる。
　吸収体６は、少なくとも股部領域３に位置するとともに、腹部領域２および臀部領域４
に向かって前後方向に延びている。吸収体６は、股部領域３において、左右方向の寸法が
小さくなり、左右方向の中心に向かってくびれた形状を有している。
【００３６】
　次に、本発明の尿取りパッドの第２の実施形態について説明する。
　図４は第２の実施形態の尿取りパッドの平面図であり、図５は図４のＩＩＩ－ＩＩＩ線
断面図である。この第２の実施形態では、オーバーラップシート１３がタック部１６を介
して内面シート７に接合されている点、腹部領域２に第２のオーバーラップシート１７が
設けられている点等が第１の実施形態と異なる。第１の実施形態と同様の構成については
、第１の実施形態と同じ符号を用い、その詳細な説明を省略する。
【００３７】
　図５は図４のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。オーバーラップシートの後端縁１３Ｂは
内面シートの後端縁７Ｂと一致しており、オーバーラップシートの後端縁１３Ｂがタック
部１６を介して内面シート７に接合している。図５に示されるタック部１６は、オーバー
ラップシートとは別の部材で形成されている。図６に示すように、タック部１６は、オー
バーラップシートを折り返すことによって形成してもよい。タック部１６と内面シート７
との接合は、接着剤、熱融着等、いかなる方法で行ってもよいが、ホットメルト接着剤に
よる接合が好ましい。タック部１６を設けることにより、オーバーラップシートの前後方
向の動きを阻害せずに、尿等の排泄物の背側への漏れを防止することができる。タック部
１６をオーバーラップシートとは別の部材で形成する場合は、オーバーラップシートとタ
ック部用の資材をそれぞれ選択することができるという利点を有する。たとえば、オーバ
ーラップシートを親水性資材で形成し、タック部を疎水性資材で形成した場合は、オーバ
ーラップシート上の尿も吸収でき、疎水性のタック部で漏れ出しを防ぐことができる。
【００３８】
　第２の実施形態では、腹部領域２に第２のオーバーラップシート１７が設けられている
。第２のオーバーラップシートの前端縁１７Ｆは、内面シートの前端縁７Ｆと一致してお
り、第２のオーバーラップシートの前端縁１７Ｆがタック部１６を介して内面シート７に
接合している。タック部１６を有する第２のオーバーラップシート１７は、尿等の排泄物
が上腹部側へ漏れ出すのを防止するのに役立つ。
【００３９】
　第２の実施形態では、臀部領域に設けられたオーバーラップシート（以下、単に「オー
バーラップシート」という場合は、臀部領域に設けられたオーバーラップシートを指すも
のとする。）の前端縁が後方にへこんだ形状を有する。そのような形状にすることにより
、オーバーラップシート上に便が乗りにくくなる。第２のオーバーラップシートの後端縁
は前方にへこんだ形状を有する。
【００４０】
　図７および図８に示すように、オーバーラップシート１３の後端縁１３Ｂに弾性部材１
８を設けてもよい。弾性部材１８を設けることにより、ポケットを形成し、背側からの排
泄物の漏れ出しをより効果的に防ぐことができる。第２のオーバーラップシート１７の前
端縁１７Ｆに弾性部材を設けてもよい。
【００４１】
　図１１に示すように、オーバーラップシート１３が設けられた領域に、吸収体が存在し
ない領域または吸収体の目付が相対的に低い領域１９を設けてもよい。吸収体が存在しな
い領域または吸収体の目付が相対的に低い領域１９の形状は、特に限定されず、円形、楕
円形、正方形、長方形、菱形、六角形、八角形等のいずれの形状であってもよい。また、
図１２に示すように、吸収体の形状に切欠きを設けることによって、吸収体が存在しない
領域を形成してもよい。吸収体が存在しない領域または吸収体の目付が相対的に低い領域
１９は、尿取りパッドを着用したときに、着用者の仙骨が当たる位置に設けることが好ま
しい。体圧も含めて低減させることにより、褥瘡の発生または悪化をより低減することが
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できる。
【００４２】
　本発明の尿取りパッドは、次のようにして製造することができる。
　まず、外面シートの上に漏れ防止フィルムを貼り合わせ、漏れ防止フィルムの上に吸収
体を載せ、吸収体の上に内面シートを重ね、内面シートの上に低摩擦部材を貼り合わせて
、外面シート、漏れ防止フィルム、吸収体、内面シートおよび低摩擦部材の積層体を作製
する。別途、左サイドシートおよび右サイドシートを形成するためのシートに弾性部材を
配設して、左サイドシートおよび右サイドシートを作製し、作製した左サイドシートと右
サイドシートに跨るようにオーバーラップシートを接合して、サイドシートとオーバーラ
ップシートの組み合わせ体を作製する。外面シート、漏れ防止フィルム、吸収体、内面シ
ートおよび低摩擦部材の積層体の低摩擦部材側の面に、サイドシートとオーバーラップシ
ートの組み合わせ体を重ね、接合すれば、尿取りパッドが得られる。
【００４３】
　本発明の尿取りパッドは、オーバーラップシートが内面シートに対して相対的に前後方
向に動きやすい。寝たきりの高齢者の場合、ベッドをギャッチアップして上半身を起こす
と、体重によって臀部が前方にずれることがあり、また、車椅子を利用する高齢者の場合
も、車椅子利用中に、体重によって次第に臀部が前方にずれることがあり、そのずれが原
因で褥瘡が発生しまたは悪化する。本発明の尿取りパッドは、オーバーラップシートが内
面シートに対して相対的に前後方向に動きやすいので、臀部が前方にずれた場合に、尿取
りパッド本体は動かなくとも、オーバーラップシートと内面シートが容易に滑り、オーバ
ーラップシートが臀部とともに動くので、褥瘡の発生または悪化を予防することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッドは、テープ式またはパンツ式のおむつ
カバーとともに用いることにより、使い捨ておむつとして利用することができる。特に寝
たきりの高齢者等のように褥瘡の虞がある者のための使い捨て尿取りパッドとして好適に
利用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　　褥瘡予防機能付き使い捨て尿取りパッド
　２　　腹部領域
　３　　股部領域
　４　　臀部領域
　５　　外面シート
　６　　吸収体
　７　　内面シート
　８　　左サイドシート
　９　　右サイドシート
　１０　　漏れ防止フィルム
　１１　　弾性部材
　１２　　バリアカフス
　１３　　オーバーラップシート
　１４　　低摩擦部材
　１５　　オーバーラップシートとサイドシートの接合領域
　１６　　タック部
　１７　　第２のオーバーラップシート
　１８　　弾性部材
　１９　　吸収体が存在しない領域または吸収体の目付が相対的に低い領域
　２０　　開孔
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