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(57)【要約】
【課題】本発明は、医療用管体の動きを最小化すると共
に、迅速に結合できるようにし、体に付着する固定部材
が管体の動きに対して伸縮的作動して固定部材の付着力
が損なわないようにした医療用管体固定装置を提供する
。
【解決手段】本発明を適用すると、体の所定部に医療用
管体を早く固定したり離脱することができ、医療用管体
の揺動に対する固定部材の揺動を最小に制限できて固定
部材の付着力を損なわない長所がある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体に付着し、上面中央所定部に結合バンドが設けられた固定部材と、
　一側に開放口が形成され、前記開放口が延長され前記結合バンドが締結されるバンド締
結部と、前記開放口が延長され医療用管体が結合される管体結合部と、を有する管体即結
輪と、
を備えることを特徴とする、医療用管体固定装置。
【請求項２】
　前記固定部材は、
　体に接着される接着シートと、
　前記接着シートの中央所定部に固定されて結合バンドを接着シートに固定させる固定部
と、
　前記接着シートの上面に付着する上部保護シートと、
　前記接着シートの下部接着面に付着する剥離紙と、を有することを特徴とする、請求項
１に記載の医療用管体固定装置。
【請求項３】
　前記管体即結輪は、両側面縁に補強リーブが突出形成されることを特徴とする、請求項
１に記載の医療用管体固定装置。
【請求項４】
　前記バンド締結部は、下部に形成されるバンド締結孔を含み、
　前記管体結合部は、上部に形成される管体結合孔を含むことを特徴とする、請求項１に
記載の医療用管体固定装置。
【請求項５】
　前記開放口の両側には各々第１締結維持顎と第２締結維持顎が形成され、
　前記第１締結維持顎と前記第２締結維持顎との間隔は、管体の直径より小さいことを特
徴とする、請求項１に記載の医療用管体固定装置。
【請求項６】
　前記結合バンドは、伸縮バンドであることを特徴とする、請求項２に記載の医療用管体
固定装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用管体固定装置に関し、より詳細には医療用管体の動きを最小化すると
共に、迅速に結合できるようにし、体に付着する固定部材が管体の動きに対して伸縮的に
作動して、固定部材の付着力が損なわないようにした医療用管体固定装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、一般に排液管は、人体内の肝や胃等から胆汁または膿瘍等を人体外へ排
出するのに用いられるカテーテル（ｃａｔｈｅｔｅｒ）、または、膀胱に挿入されて糞尿
を排出するようにする導尿管を意味し、前記排液管は、一側は人体内に挿入された状態で
他の一側は人体外に出ている状態で用いられる。
【０００３】
　施術された排液管を固定する従来方法では、人体外に出ている排液管の一部を人体に固
定された施術糸で縛ってその部分をドレッシングで覆う方法が用いられていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、前記従来方法は施術糸で排液管をしっかり固定できないため、患者が動いたり
ドレッシングを交換する際に排液管が少しずつ人体外に押し出される問題があった。
【０００５】
　また、前記従来方法は、施術された排液管が少しずつ人体外に押し出されても、これを
患者や看護師が気づきにくい問題もあった。
【０００６】
　また、従来の方式は、施術糸で排液管をしっかり固定することは困難で、施術糸で排液
管を固定するための時間も相当必要であって、また、その解除にも同様に時間がかかる問
題があった。また、従来の技術は、排液管を体の所定部に固定するためには排液管が頻繁
に動くことになるため、患者にとっては良くない問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記従来技術の事情を勘案して案出されたもので、本発明の目的は、医療用
管体の動きを最小化すると共に、迅速に結合できるようにし、体に付着する固定部材が管
体の動きに対して伸縮的に作動して、固定部材の付着力が損なわれないようにした医療用
管体固定装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の好ましい実施形態によると、人体に付着してその
上面中央所定部に結合バンドが備えられた固定部材と、その一側に開放口が形成され、そ
の開放口と延長され前記結合バンドが締結されるバンド締結部と、その開放口と延長され
医療用管体が結合される管体結合部で構成された管体即結輪とで構成されたことを特徴と
する医療用管体固定装置が提供される。
【０００９】
　好ましくは、前記固定部材は、人体に接着される接着シートと、前記接着シートの中央
所定部に固定されて結合バンドを接着シートに固定する固定部と、前記接着シートの上面
に付着する上部保護シートと、前記接着シートの下部接着面に付着する剥離紙とで構成さ
れたことを特徴とする医療用管体固定装置が提供される。
【００１０】
　好ましくは、前記管体即結輪は、その両側面縁に補強リーブが突出形成されたことを特
徴とする医療用管体固定装置が提供される。
【００１１】
　好ましくは、前記バンド締結部は、下部に形成されバンド締結孔を含んで構成され、前
記管体結合部は、上部に形成され管体結合孔を含んで構成されたことを特徴とする医療用
管体固定装置が提供される。
【００１２】
　好ましくは、前記開放口の両側には、各々第１締結維持顎と第２締結維持顎が形成され
、第１締結維持顎と第２締結維持顎との間隔は、管体の径より小さいことを特徴とする医
療用管体固定装置が提供される。
【００１３】
　好ましくは、前記結合バンドは、伸縮バンドであることを特徴とする医療用管体固定装
置が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る医療用管体固定装置は、身体所定部に医療用管体を早く固定したり離脱で
きると共に、医療用管体の揺動に対する固定部材の揺動を最小に制限できて、固定部材の
付着力を損なわない長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置を示した分解斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置に含まれた管体即結輪を示した斜
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視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置に含まれた管体即結輪を示した正
面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置が医療用管体に結合した状態を示
した要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置を示した分解斜視図であり、図
２は、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置に含まれた管体即結輪を示した斜視
図であり、図３は、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置に含まれた管体即結輪
を示した正面図であり、図４は、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置が医療用
管体に結合した状態を示した要部斜視図である。
【００１８】
　これを参照すると、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置２は、医療用管体の
動きを最小化すると共に、迅速に結合できるようにし、体に付着する固定部材が管体の動
きに対して伸縮的に作動して、固定部材の付着力が損なわないようにした装置である。
【００１９】
　より詳細には、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置２は、体に付着しその上
面中央所定部に結合バンド１２が備えられた固定部材４と、その一側に開放口が形成され
、その開放口と延長され前記結合バンド１２が締結されるバンド締結部４０と、その開放
口と延長され医療用管体５０が結合される管体結合部３０で構成された管体即結輪２０と
で構成される。
【００２０】
　ここで、前記固定部材４は、医療用管体５０が体に固定されて所定量以上に揺動するこ
とを防止するものであって、好ましくは前記医療用管体５０がやむを得ず動く場合であれ
ば、その移動力によって前記固定部材４の接着力が低下することを防止できるようにする
と、より好ましくなるため、以下詳細に説明する。
【００２１】
　一方、前記固定部材４は、体の表面に接着されるようにその下面に接着剤が塗布された
接着シート６と、前記接着シート６の中央所定部に固定されて結合バンド１２を接着シー
ト６に固定させる固定部１０と、前記接着シート６の上面に付着する上部保護シート１４
と、前記接着シート６の下部接着面８に付着する剥離紙１６とで構成される。
【００２２】
　好ましくは、前記固定部１０は軟質ではないほどの所定の強度を持ちながら前記接着シ
ート６の上面に付着しなければならないため、その下面に接着剤が塗布されて前記接着シ
ート６の中央に付着される。
【００２３】
　また、前記上部保護シート１４は、前記固定部１０を中心に各々分割されており、その
中央部は一定長さだけ重なる。
【００２４】
　同様に、前記剥離紙１６も前記接着シート６を中心に二分されて、その中央部は一定長
さだけ重なって、簡単に接着シート６から引き離すことができる。
【００２５】
　より詳細には、本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置に含まれた管体即結輪２
０は、その両側面縁に補強リーブ３４が突出形成されてあり、小面積でも強い強度を持つ
ことができ、その材質は合成樹脂からなる。
【００２６】
　また、前記管体即結輪２０を構成する前記バンド締結部４０は、輪本体の下部に形成さ
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れバンド締結孔４２を含んで構成され、前記管体結合部３０は上部に形成され管体結合孔
３２を含んで構成される。
【００２７】
　この時、前記バンド締結孔４２と管体結合孔３２は、連通状態で切開され、その一側に
開放口が形成されているため、その開放口を介して前記結合バンド１２や医療用管体５０
が一次的に挿入される。
【００２８】
　前記結合バンド１２や医療用管体５０が開放口を介して一次的に挿入された後には、前
記バンド締結孔４２及び管体結合孔３２を介して結合され、前記管体即結輪２０の一側所
定部に形成された前記開放口の両側には各々第１締結維持顎３６と第２締結維持顎３８が
形成され、第１締結維持顎３６と第２締結維持顎３８との間隔は管体５０の径より小さい
。
【００２９】
　即ち、医療用管体５０を前記管体結合孔３２に締結するためには、開放口に医療用管体
５０を密着させた状態で輪の内部に向けて加圧しなければならない。すると、医療用管体
５０が、第１締結維持顎３６と第２締結維持顎３８を広げながら前記管体結合孔３２に締
結されることになり、締結された後には前記第１締結維持顎３６と第２締結維持顎３８が
元に戻って医療用管体５０が管体結合孔３２から勝手に離脱し難くなる。
【００３０】
　それを実現するために、前記第１締結維持顎３６または第２締結維持顎３８のうちいず
れか一つの顎は、相対的にフレキシブルでなければならないが、材質に異種材質を用いる
には複雑で経済性が落ちるため、前記第１締結維持顎３６または第２締結維持顎３８のう
ちいずれか一つの顎の厚さを細く構成した所、本発明では前記第１締結維持顎３６の厚さ
を第２締結維持顎３８の厚さより薄く構成して、医療用管体５０の着脱を容易にする。
【００３１】
　一方、前記バンド締結孔４２は、その入口部は狭く内周縁は結合バンド１２が締結後容
易に結合状態を維持できるように一字状で形成される。従って、前記結合バンド１２が締
結されると、図３の破線のように前記バンド締結孔４２の内周縁に結合バンド１２がしっ
かり安着結合される。
【００３２】
　また、前述のように、前記固定部材４は、医療用管体５０が体に固定されて所定量以上
揺動することを防止するもので、好ましくは前記医療用管体５０がやむを得ず動く場合は
、その移動力によって前記固定部材４の接着力が低下することを防止する。
【００３３】
　即ち、医療用管体５０と前記固定部材４が連結され、前記固定部材４は、接着面８が体
に付着した状態であるが、やむを得ず前記医療用管体５０が揺動しなければならない場合
は、前記固定部材４は揺動されないか揺動幅が小さい方が有利である。
【００３４】
　仮に、それでも前記医療用管体５０の揺動分を反映して、前記固定部材４が揺動すると
、固定部材４に構成された接着シート６が体から離脱して接着力が損なわれる。その場合
には、前記固定部材４が本来の機能を行うことができないため、前記固定部材４を取替え
なければならない。
【００３５】
　従って、本発明では、前記医療用管体５０が揺動される時、前記固定部材４は、揺動さ
れないか揺動幅を小さくするために、前記結合バンド１２を伸縮バンドで構成する。
【００３６】
　本発明の一実施形態に係る医療用管体固定装置２に構成された固定部材４を体の一部に
付着して１次固定させ、前記管体即結輪２０をその固定部材４の結合バンド１２に嵌め込
んで前記管体即結輪２０と固定部材４を結合した状態で、図４に示したように前記管体即
結輪２０の側面に形成された開放口に医療用管体の排液管５２や注入管（Ｓａｌｉｎｅ）
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５４を加圧して挿入すると、簡単に医療用管体５０を身体所定部に固定させることができ
る。
【００３７】
　一方、本発明の実施形態に係る医療用管体固定装置は、単に前記実施形態に限定される
ものではなく、その技術的要旨を離脱しない範囲内で多様な変更が可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　２　　医療用管体固定装置
　４　　固定部材
　６　　接着シート
　１２　　結合バンド
　２０　　管体即結輪
　３０　　管体結合部
　４０　　バンド締結部
 
 

【図１】 【図２】
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