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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面に、少なくとも管理に必要なデータが表示可能な表示部と、
この表示部の一端側に連続して延伸されるとともに、バンド穴が形成されたバンド部と、
前記表示部の他端側に延伸されるとともに、この延伸方向のほぼ中央部における前記延伸
方向と交差する方向に折れ線部が形成され、かつ、この折れ線部を挟んだ両側に前記バン
ド部の挿通用の一対のスリット、および前記バンド部の隣り合ったバンド穴の間隔と同じ
間隔で設けられたペアのセット穴が一対形成され、さらに、前記折れ線部に沿って折り曲
げ自在に形成されたバンド止め部と、
を備えたことを特徴とするリストバンド。
【請求項２】
表面に、少なくとも管理に必要なデータが表示可能な表示部と、
この表示部の一端側に連続して延伸されるとともに、バンド穴が形成されたバンド部と、
前記表示部の他端側に延伸されるとともに、この延伸方向のほぼ中央部における前記延伸
方向と交差する方向に折れ線部が形成され、かつ、この折れ線部を挟んだ両側に前記バン
ド部の挿通用の一対のスリット、および前記バンド部の隣り合ったバンド穴の間隔と同じ
間隔で設けられたペアのセット穴が一対形成され、さらに、前記折れ線部に沿って折り曲
げ自在に形成されたバンド止め部と、
を備えたリストバンドの使用方法であって、
前記折れ線部に沿ってバンド止め部を折り曲げ重ねてスリットおよびセット穴を形成する
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とともに、前記スリットに対し前記バンド部を挿通して環状とし、かつ、前記セット穴と
バンド穴の適宜位置を選択して重ね、係止具にて止めることを特徴とするリストバンドの
使用方法。
【請求項３】
前記バンド止め部は、先端部位が楕円状とされ、さらに、前記折れ線部側は、幅狭な折れ
線部に向けて円弧状のテーパー部が形成されていることを特徴とする請求項２に記載のリ
ストバンドの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、病院で患者の手首や足首などに環状に巻き付けて使用するリストバン
ドおよびリストバンドの使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、病院では患者の取り違えミスを防止するため、患者の名前や年齢、血液型といっ
た管理に必要な患者固有の識別データを表示したリストバンドを患者の手首や足首に取り
付けることが行われている。
　一般にリストバンドは帯状に形成されており、これを手首等に巻き付けて両端部をクリ
ップで留めるようにされている。クリップは、オスクリップとメスクリップとで構成され
ており、オスクリップに形成されたボスをリストバンドの両端部に形成された穴に挿入し
、これにメスクリップに形成された止穴を嵌め合わせてリストバンドを環状に巻き止める
ようになっている（例えば、特許文献１参照）。
　ところで、特許文献１のリストバンドにあっては、オスクリップに形成された円柱状の
突起を一方のバンド部に形成されたセット穴に挿入し、リストバンドを手首等に巻き付け
手首の太さに合わせて他方のバンド部のバンド穴を一つ選択してオスクリップの突起に嵌
め込み、その後、メスクリップに形成された止穴を突起に嵌めこむことにより患者に取り
付けられる。
　しかしながら、上記のリストバンドは、セット穴と選択したバンド穴を円柱状の突起を
備えたクリップで止めているため、よじれることがあった。すなわち、手首から弛む方向
（リストバンドの長手方向）にはずれないものの、円柱状の突起の１箇所で止めているた
め、セット穴が形成された一方のバンド部と、バンド穴が形成された他方のバンド部との
重なった部分が突起を中心に水平方向でずれることによる「よじれ」が生じ、患者に不快
感を与える場合があるという問題があった。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３６３８０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記の問題点に着目して成されたものであり、手首などに巻き付けても、重
なり部分がよじれることのないリストバンドおよびリストバンドの使用方法を提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るリストバンドは、表面に、少なくとも管理に必要なデータが表示可能な表
示部と、この表示部の一端側に連続して延伸されるとともに、バンド穴が形成されたバン
ド部と、前記表示部の他端側に延伸されるとともに、この延伸方向のほぼ中央部における
前記延伸方向と交差する方向に折れ線部が形成され、かつ、この折れ線部を挟んだ両側に
前記バンド部の挿通用の一対のスリット、および前記バンド部の隣り合ったバンド穴の間
隔と同じ間隔で設けられたペアのセット穴が一対形成され、さらに、前記折れ線部に沿っ
て折り曲げ自在に形成されたバンド止め部と、を備えたことを特徴とする。
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　また、リストバンドの使用方法は、表面に、少なくとも管理に必要なデータが表示可能
な表示部と、この表示部の一端側に連続して延伸されるとともに、バンド穴が形成された
バンド部と、前記表示部の他端側に延伸されるとともに、この延伸方向のほぼ中央部にお
ける前記延伸方向と交差する方向に折れ線部が形成され、かつ、この折れ線部を挟んだ両
側に前記バンド部の挿通用の一対のスリット、および前記バンド部の隣り合ったバンド穴
の間隔と同じ間隔で設けられたペアのセット穴が一対形成され、さらに、前記折れ線部に
沿って折り曲げ自在に形成されたバンド止め部と、を備えたリストバンドの使用方法であ
って、前記折れ線部に沿ってバンド止め部を折り曲げ重ねてスリットおよびセット穴を形
成するとともに、前記スリットに対し前記バンド部を挿通して環状とし、かつ、前記セッ
ト穴とバンド穴の適宜位置を選択して重ね、係止具にて止めることを特徴とする。
　また、バンド止め部は、先端部位が楕円状とされ、さらに、折れ線部側は、幅狭な折れ
線部に向けて円弧状のテーパー部が形成されるようにできる。

【発明の効果】
【０００６】
　本発明のリストバンドは、折れ線部に沿って折り曲げ自在に形成されたバンド止め部を
折り曲げてスリットおよびセット穴を形成するので、バンド止め部が二重構造となるとと
もに、スリットにより金具相当部分が形成されるため金具を不要とした分、金具相当部分
の部品点数が少なくて済むばかりか、被装着者である患者などに与える金具接触による不
快感がないという効果がある。
　また、リストバンドの使用方法は、折れ線部に沿ってバンド止め部を折り曲げ重ねてス
リットおよびセット穴を形成するとともに、スリットに対しバンド部を挿通して環状とし
、かつ、セット穴とバンド穴の適宜位置を選択して重ね、係止具にて止めるようにしたの
で、バンド止め部およびバンド部が重ねられて係止具にて係合されたセット穴と、このセ
ット穴と離れたスリットの２点で位置決めされるためバンド止め部とバンド部とがよじれ
ることがないという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明のリストバンドの第一の実施の形態を図１および図３に基づき説明する。
　図１は、リストバンド１が形成されたバンド本体２を示した平面図であり、リストバン
ド１は、帯状に形成されたバンド本体２にミシン目３で型抜きされて形成されており、図
示省略のプリンタにて所望の情報を印字した後、バンド本体２から抜き取って使用する。
バンド本体２は長手方向Ｌに沿って連続的に形成されており、隣り合うバンド本体２、２
同士の境界部分にはミシン目４が形成されている。
【０００８】
　リストバンド１は、管理に必要な各種情報を表示するための幅広に形成された表示部５
を設けており、かつ、表示部５の一方にはバンド部６が形成され、他方にはバンド止め部
７が形成され、長手（延伸）方向Ｌに延伸された構成となっている。
　表示部５には、各種情報を印字して、表示できるようにしてある。
　バンド部６は、幅方向Ｗの中央部にバンド穴８、８・・・が一定の間隔をもって形成さ
れている。
　一方、バンド止め部７は、バンド部６よりも長手方向Ｌにおいて短く、かつ、幅方向Ｗ
においてバンド部６よりも幅広の矩形状に形成されており、長手方向Ｌのほぼ中央部位に
は、幅方向Ｗにわたって折れ線部９が形成されるとともに、端部側（図１における左側）
より順にセット穴１０ａ、幅方向Ｗのスリット１１ａ、前記折れ線部９、幅方向Ｗのスリ
ット１１ｂおよびセット穴１０ｂが形成されており、かつ、１対のセット穴１０ａ、１０
ｂ、およびスリット１１ａ、１１ｂは、前記折れ線部９からの長手方向Ｌにおける距離が
同じとなっている。すなわち、折れ線部９から同じ距離へだてた適宜位置にスリット１１
ａ、１１ｂが、また、このスリット１１ａ、１１ｂよりさらに同じ距離へだてた適宜位置
にセット穴１０ａ、１０ｂが設けられており、折れ線部９を軸とした、いわゆる「線対称
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」の形状となっている。
　また、スリット１１ａ、１１ｂは、前記バンド部６の幅より若干長め（幅広）でバンド
部６が挿通できる幅となっており、かつ、各々のスリット１１ａ、１１ｂの両端部の切り
目終端部には、わずかな半径の円弧などによる弧状の切欠き部１２を形成してある。
【０００９】
　次に、主に、図２および図３に基づき、リストバンド１の使用状態を説明する。
　図２は、リストバンド１を示す平面図であり、帯状に形成されたバンド本体２（図１）
に図示省略のプリンタにて必要情報を印字した後、ミシン目４、３より切り離し、かつ、
折れ線部９に沿ってバンド止め部７を折り曲げた状態を示している。
　表示部５には、必要情報として、例えば、患者名１３（図示の例では、「佐藤太郎」）
、血液型１４（同、「Ａ型」）、入院病棟１５（同、「西２号棟」）、入院科１６（同、
「整形外科」）、およびこれらの個人情報をコード化した二次元コード１７などの各種情
報を印字して病院の入院患者を識別できるようにしてある。
　バンド止め部７の図２における左半分側の端部（想像線にて図示してある）を折れ線部
９に沿って折り曲げると二重構造となり、かつ、スリット１１ａ、１１ｂ同士、およびセ
ット穴１０ａ、１０ｂ同士が重なって、一つのスリット１１およびセット穴１０が形成さ
れるものであり、スリット１１は、いわばリストバンドや時計バンドなどの「バンド」に
おける「金具相当部分」として形成される。
【００１０】
　次に、主に、図３に示すように、バンド部６とバンド止め部７とを重ねて係止具として
のクリップ２０により入院患者の手などに装着する。
　使用するクリップ２０は、突起部２１ａが形成されたオスクリップ部２１と、前記突起
部２１ａを嵌合する嵌合穴２２ａが形成されたメスクリップ部２２とが、折り曲げ自在に
一体成型されており、このクリップ２０の突起部２１ａを、リストバンド１の二重構造に
されたバンド止め部７のセット穴１０に挿通するとともに、バンド部６をスリット１１の
裏面側より表面側に挿通して図示省略の患者の手の太さに合ったバンド穴８を選択して前
記突起部２１ａに嵌め合せてバンド部６を重ね合せるものであり、バンド止め部７とバン
ド部６が重ね合わされた状態の突起部２１ａにメスクリップ部２２の嵌合穴２２ａを嵌め
合せて装着するものである。
【００１１】
　上述したように、スリット１１の裏面よりバンド部６を挿通してクリップ２０のオスク
リップ２１の突起部２１ａにてバンド止め部７のセット穴１０とバンド部６のバンド穴８
とを位置決めした上で、メスクリップ２２の嵌合穴２２ａを嵌め合せるため、重ねられた
バンド止め部７とバンド部６が、クリップ２０の嵌合位置と離れたスリット１１との２点
で係合・位置決めされるため、突起部２１ａを中心にバンド止め部７とバンド部６とがよ
じれることがない。
　また、患者に装着された状態において、前記スリット１１の両端部の切り目終端部に形
成された切欠き部１２は、切り目終端部に応力が集中しないようにしてスリット１１の強
度を維持し、これ以上スリット１１が拡大してバンド止め部７の破断に至らないようにし
てある。
　なお、折れ線部９は、折り曲げ時に折り曲げ易いよう厚み方向の途中まで切断する、い
わゆる「ハーフカット」となっている。折り曲げたバンド止め部７は二重構造とされるの
で頑丈となり、かつ、先の切欠き部１２により応力が集中しない構造となっているためバ
ンド止め部７が破断しにくくなっている。
【００１２】
　次に、図４に基づき、他の実施の形態につき説明する。
　なお、以下において、先の実施の形態と同様の部分は同一の符号を付すに止め、詳説を
省略する。
　図４は、リストバンド３１が形成されたバンド本体３２を示した図１相当の平面図であ
り、リストバンド３１は、帯状に形成されたバンド本体３２にミシン目３で型抜きされて
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形成されており、表示部５の一方には、複数のバンド穴８を備えたバンド部６が形成され
、他方にはバンド止め部３３が形成されている。
　先の実施の形態に比し、バンド止め部３３が異なった形状となっており、長手方向Ｌの
ほぼ中央部位に、幅方向Ｗにわたって形成された折れ線部９は、バンド止め部３３の他の
部分より幅狭（短い長さ）とされており、この折れ線部９により先端部３３ａ（図４にお
ける左端部側）と、基端部３３ｂ（図４における右端部の表示部５側）とに二分にされて
いる。
　先端部３３ａは、やや楕円形を帯びた形状となっており、先端部位５０はコーナー部の
ない楕円状を呈し、また、折れ線部９側は、幅狭な折れ線部９に向けて円弧状のテーパー
部５１となっている。
　基端部３３ｂ側は、折れ線部９側が先端部３３ａの折れ線部９側のテーパー部５１と同
様、幅狭な折れ線部９に向けて円弧状のテーパー部５２となっている。
　また、バンド止め部３３は、バンド部６よりも長手方向Ｌにおいて短く、かつ、幅方向
Ｗにおいてバンド部６よりも幅広に形成されており、先端部３３ａの先端部位５０より順
にセット穴３４ａ、３５ａ、幅方向Ｗのスリット３６ａ、前記折れ線部９、幅方向Ｗのス
リット３６ｂおよびセット穴３５ｂ、３４ｂが形成されており、かつ、スリット３６ａ、
３６ｂおよびセット穴３５ａ、３５ｂ並びにセット穴３４ａ、３４ｂの各組（ペア）は、
前記折れ線部９からの長手方向Ｌにおける距離が同じとなっている。すなわち、折れ線部
９から図４における左側および右側の同じ距離へだてた任意位置にスリット３６ａ、３６
ｂが、また、このスリット３６ａ、３６ｂよりさらに同じ距離へだてた任意位置にセット
穴３５ａ、３５ｂが、また、このセット穴３５ａ、３５ｂよりさらに同じ距離へだてた任
意位置にセット穴３４ａ、３４ｂが、おのおの設けられている。
　次に、リストバンド３１の使用状態を説明する。
　上記リストバンド３１は、ミシン目４、３より切り離し、先ず折れ線部９に沿ってバン
ド止め部３３を折り曲げ、先端部３３ａと基端部３ｂとを重ねると、スリット３６、セッ
ト穴３５、３４が形成される。なお、バンド止め部３３のセット穴３５、３４の間隔と、
バンド部６の隣り合ったバンド穴８、８の間隔は同じとされている。
　また、図示を省略するが、上記リストバンド３１に用いる「係止具」は、上記セット穴
３５、３４に挿通可能なオスクリップ部の突起部が２つ、およびメスクリップ部の嵌合穴
が２つ形成された「クリップ」を用いるものとする。
　リストバンド３１を患者に装着する際、二重構造にされたバンド止め部３３のセット穴
３５、３４に図示省略の「クリップ」の「突起部」を挿通するとともに、バンド部６をス
リット３６の裏面側より表面側に挿通して図示省略の患者の手の太さに合ったバンド穴８
を選択して図示省略のオスクリップ部の２つの突起部に挿入通してバンド部６を重ね合わ
せ、かつ、図示省略のメスクリップ部の２つの嵌合穴を嵌め合わせる。
　上述したように、スリット３６の裏面よりバンド部６を挿通し、前記スリット３６およ
び適宜位置、離れた２つのセット穴３５、３４の３点にて重なり合ったバンド止め部３３
とバンド部６とを係合・位置決めするため、１つのセット穴１０およびこのセット穴１０
より適宜位置、離れたスリット１１の２点にて係合・位置決めしていた先の実施の形態に
比し、バンド止め部３３とバンド部６との重ね合わせ部分は、さらによじれにくく装着状
態がより安定するものである。
　また、バンド止め部３３の先端部３３ａがやや楕円形を帯びた形状となっており、先端
部位５０がコーナー部のない楕円状を呈しているため、折り曲げ部９を介して内側（図示
省略の患者の肌に接する側）に折り重ねたとしても装着した患者に不快感を与える虞が軽
減され、また、外側に折り曲げたとしても接する医師や看護士などを傷つける虞が軽減し
、さらに、折り曲げた際、バンド止め部３３は、幅狭な折り曲げ部９と、この折り曲げ部
９からなだらかに形成されたテーパー部５１、５０が重なった円弧状を呈した「端部」が
表出するため、患者自身、あるいは医師や看護士などを傷つける虞が少ないものである。
　その他の構成、作用、効果については、先の実施の形態とほぼ同様につき詳説を省略す
る。
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【００１３】
　なお、上記実施の形態の構成及び動作は例であって、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
適宜変更することができることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係るリストバンドが形成されたバンド本体を示す平面図である。
【図２】同、バンド本体よりミシン目に沿って切り離したリストバンドの平面図である。
【図３】同、クリップを使ったリストバンドの装着状態を示す概略斜視図である。
【図４】同、他の実施の形態のリストバンドが形成されたバンド本体を示す平面図である
。
【符号の説明】
【００１５】
Ｌ　　長手方向
Ｗ　　幅方向
１　　リストバンド（第１の実施の形態）
２　　バンド本体
３　　ミシン目
４　　ミシン目
５　　表示部
６　　バンド部
７　　バンド止め部
８　　バンド穴
９　　折れ線部
１０、１０ａ、１０ｂ　セット穴
１１、１１ａ、１１ｂ　スリット
１２　切欠き部
１３　患者名（必要情報）
１４　血液型（必要情報）
１５　入院病棟（必要情報）
１６　入院科（必要情報）
１７　二次元コード（必要情報）
２０　クリップ
２１　オスクリップ部
２１ａ　突起部
２２　メスクリップ部
２２ａ　嵌合穴
３１　リストバンド（第２の実施の形態）
３２　バンド本体
３３　バンド止め部
３３ａ　バンド止め部３３の先端部
３３ｂ　バンド止め部３３の基端部
３４、３４ａ、３４ｂ　セット穴
３５、３５ａ、３５ｂ　セット穴
３６、３６ａ、３６ｂ　スリット
５０　先端部位
５１、５２　テーパー部
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