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(57)【要約】
【課題】コンパクトにできる集尿用バッグを提供する。
【解決手段】本発明による集尿用バッグは、第一方向お
よび第二方向へコンパクトにでき、相互に対して反対側
にある前記バッグの第一領域およびバッグの第二領域と
の間を横切りかつ第一方向および第二方向への折り畳み
を可能にする少なくとも一つの折り線を有し、前記バッ
グの第一領域に第一引っ張り点を有しかつバッグの第二
領域に第二引っ張り点を有し、第一引っ張り点に力を加
えることにより第二引っ張り点から引き離されて完全に
展開するように折り畳まれて拘束要素に連結されている
。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一方向および第二方向へコンパクトにできる集尿用バッグであって、
　前記バッグの第一領域およびバッグの第二領域が、第一方向から見たときに相互に対し
て反対にあり、
　前記バッグの第一領域と第二領域との間を横切りかつ第一方向および第二方向への折り
畳みを可能にする少なくとも一つの折り線を有し、
　前記バッグの第一領域に設けられた第一引っ張り点を有しかつバッグの第二領域に設け
られた第二引っ張り点を有し、
　第一引っ張り点に力を加えることにより第二引っ張り点から引き離されて完全に展開す
るように折り畳まれ、かつ
　前記バッグが拘束要素に連結されている、集尿用バッグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は体液収集用装置を含む収集装置に関する。本発明は、収集装置の寸法が展開形
態の収集装置の寸法と比較して小さいコンパクト形態に調整される収集装置に関する。
【０００２】
　特に、本発明は内折り（inner folding)および外折り(outer folding)を有するバッグ
（bag）に関する。二つの引っ張り点が設けられていて、第一および第二引っ張り点に対
して反対方向への力を付与することにより内折りの折り畳みの展開を誘導するように構成
される。この構成により外折りは内折りが展開するときに付勢されて折り畳みを展開する
。
【背景技術】
【０００３】
　大群の人にとって、周期的カテーテル挿入が日常生活手順（処置）であり、一日に数回
行われる。周期的カテーテル挿入用の典型的カテーテルは尿失禁で苦しんいでる患者、自
発的放尿を可能にする制御ができない欠陥または四肢麻痺等無能力者により使用されてお
り、かかる人にとってカテーテル挿入は放尿法である。周期カテーテルの使用により、膀
胱は天然または人工の尿道へ排尿することができる。
【０００４】
　カテーテル組立体の利用性は、使用し易いことに加えて、それがコンパクトであり、分
離して運搬でき、かつ塵収集により廃棄できることであり、器用さの減退した個人にとっ
ても大群の個人の生活の質を大きく改善する。かかるコンパクトカテーテル例としてＣｏ
ｍｐａｃｔ　Ｆｅｍａｌｅを挙げることができ、これはＣｏｌｏｐｌａｓｔ　Ａ／Ｓで製
造されている。
【０００５】
　ＷＯ０３／００２１７９は、カテーテルの長さを尿道へカテーテルを挿入するのに適し
た形態でカテーテルの長さに対して縮小させることのできる尿カテーテル装置を開示して
いる。従って、カテーテルはコンパクトかつ分離形態で貯蔵かつ運搬できる。
【０００６】
　ある状況下で、使用者は、例えば車椅子の患者が車椅子からトイレへ移動することがで
きない場合において、尿バッグを連結したカテーテルの使用を希望する。尿バッグは典型
的には縁に沿って結合したフォイル材料によるシート（sheets)から形成される。尿バッ
グの厚みは、従って、非常に薄いが、尿バッグの平面寸法により運搬に適した分離ユニッ
トではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ０３／００２１７９



(3) JP 2010-179167 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、器用さの減退した個人にも使用し易く、運搬のためにコンパクトかつ
不連続性の尿バッグ装置等の収集装置を提供することにある。収集装置は、尿バッグ等の
収集バッグを含む。しかし、本発明は、尿バッグ等の収集バッグに限定されることなく、
コンパクトにできる他のいずれのタイプのバッグにも適用できる。
【０００９】
　かかる不連続、コンパクトかつ使用容易な収集装置を提供するために、収集バッグ等の
バッグを折り畳み(folding)かつ折り畳みを展開する（unfolding)方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するための本発明による集尿用バッグは、
　第一方向および第二方向へコンパクトにできる集尿用バッグであって、
　前記バッグの第一領域およびバッグの第二領域が、第一方向から見たときに相互に対し
て反対にあり、
　前記バッグの第一領域と第二領域との間を横切りかつ第一方向および第二方向への折り
畳みを可能にする少なくとも一つの折り線を有し、
　前記バッグの第一領域に設けられた第一引っ張り点を有しかつバッグの第二領域に設け
られた第二引っ張り点を有し、
　第一引っ張り点に力を加えることにより第二引っ張り点から引き離されて完全に展開す
るように折り畳まれ、かつ
　折り畳まれた前記バッグは拘束要素に連結されている、ことを特徴とする。
【００１１】
　好適には、前記バッグは、カテーテルを連結するための連結部材に連結されている。
【００１２】
　本発明は、更に、バッグを少なくとも部分的にコンパクト状態に拘束するための拘束要
素であって、そのなくとも一領域がバッグの所定領域に取り付けられている、拘束要素を
提供する。好適には、前記拘束要素は、前記バッグを少なくとも部分的に収容するための
区画を有する。選択的に、前記拘束要素は管状要素である。好適には、前記拘束要素は、
カテーテルを連結するための連結部材が拘束要素の所定領域に設置されている。好適には
、前記連結要素と前記バッグ間は連通している。
【００１３】
　本発明は、更に、体液収集用の収集バッグを含む収集装置を提供し、前記収集バッグは
コンパクト形態で設置されている。好適には、前記拘束要素は、後述する本発明の方法に
よりコンパクト状態にコンパクトにされている。好適には、コンパクト形態の前記収集バ
ッグの外装面は、収集バッグの表面積の２０％未満の表面積を有する。好適には、コンパ
クト形態の収集バッグを備えた前記収集装置の外装面は、収集バッグの表面積の２０％未
満の表面積を有する。好適には、コンパクト形態の前記収集バッグの外面および／または
コンパクト形態の前記収集バッグを備えた収集装置の外面のいずれかの寸法は、前記収集
バッグの長さよりも実質的に小さい。好適には、前記収集バッグはコンパクト形態に折り
畳まれている。好適には、前記収集バッグは、収集バッグの第一引っ張り点へ力を加える
ことにより完全に展開するように折り畳まれている。前記収集バッグの折り畳みは内折り
および外折りを含む。前記内折りはＺ字折りを含む。
【００１４】
　好適には、前記収集装置において、前記収集バッグをコンパクト形態で固定するための
拘束手段が更に含まれる。好適には、前記拘束手段は、コンパクト形態の収集バッグの少
なくとも一部を包囲するように構成されたスリーブ部材である。好適には、前記収集バッ
グは、収集バッグの第一解放点へ解放力を付与することにより拘束手段から解放可能であ
る。好適には、前記収集バッグは、収集バッグの第一解放点へ解放力を付与することによ
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り完全に展開するように折り畳まれている。好適には、前記収集装置は、尿カテーテル装
置へ収集装置を連結するための連結手段を更に含む。
【００１５】
　本発明は、更に、上述の収集装置、および尿カテーテル装置を含むカテーテル組立体を
提供し、前記カテーテル組立体において、前記収集装置は尿カテーテル装置に取り付け自
在である。
【００１６】
　本発明は、更に、上述のいずれかの収集装置、および尿カテーテル装置を含むカテーテ
ル組立体を提供し、このカテーテル組立体において、前記収集装置は尿カテーテル装置に
取り付けられている。選択的に、前記収集装置および尿カテーテル装置が側－側配置でき
るように構成されている。他の好適形態によれば、前記収集装置が、尿カテーテル装置の
延長線上に位置決めできるように構成されている。他の好適形態によれば、前記収集装置
が、尿カテーテル装置を囲うように構成されている。
【００１７】
　バッグをコンパクト状態に折り畳む方法は、第一方向へバッグを圧縮（packing)するこ
とにより非コンパクト状態から準コンパクト状態へバッグをコンパクトにする工程、第一
方向と異なる第二方向へバッグを圧縮することにより準コンパクト状態からコンパクト状
態へバッグをコンパクトにする工程を含み、かつ
　－バッグの折り畳みを展開するときには、第一力をバッグの第一領域へ付与し、第二力
をバッグの第二領域へ付与し、第一方向を基準に第一領域と第二領域をバッグの両側に配
置する。
【００１８】
　一実施形態において、非コンパクト状態から準コンパクト状態へバッグをコンパクトに
する工程は、少なくとも一つの折り線から第一方向へバッグを折り畳むことを含む。その
ようにして、折り線は、バッグの折り畳みを展開するときに強化手段として有利に作用し
、かつそれにより折り畳みの展開を促進しかつバッグの展開状態の維持に役立つ。
【００１９】
　他の実施形態において、非コンパクト状態から準コンパクト状態へバッグをコンパクト
にする工程は、少なくとも二つの折り線からバッグを折り畳むことを含み、かつ少なくと
も二つの折り線を中心にバッグを時計方向および反時計方向へ連続的に折り畳む。
【００２０】
　強化手段として作用する複数の折り線を設けることにより、コンパクトにされたバッグ
は更に一層容易に展開される。折り線を中心にバッグを時計方向および反時計方向へ転換
して折り畳むことにより、折り畳んだバッグの引き離しを可能にするバッグ上の二つの対
向領域の保持が可能になるので、バッグは同様に容易に展開する。
【００２１】
　有利には、請求項に記載のいずれか一つの方法により折り畳まれたバッグを展開する方
法が提供される。この方法において、第一力をバッグの第一領域へ付与しかつ第二力をバ
ッグの第二領域へ付与し、第一領域と第二領域を少なくとも一つの折り線により分離し、
この場合に第一および第二力は異なる方向に付与される。このようにして、単に一方向へ
引っ張ることにより、折り畳んだバッグの容易展開が可能になる。
【００２２】
　実施において、第二領域が第一領域から引き離される間、第一領域は手により固定維持
される。それにより、第一力が第二力に反作用する状態で第一領域へ付与され、引き離す
作用が第二領域へ加わる。
【００２３】
　バッグは色々な異なる方法により折り畳まれることができる。例えば、非コンパクト状
態から準コンパクト状態へバッグをコンパクトにする工程は、第一方向へバッグをしわ寄
せする（crumpling）ことを含む。
【００２４】
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　更に、準コンパクト状態からコンパクト状態へバッグをコンパクトにする工程は、第二
方向へバッグを回転（rolling)、折り畳み、またはしわ寄せすることを含む。
【００２５】
　本発明は、更に、第一方向および第二方向へコンパクトにできるバッグを提供する。こ
のバッグにおいて、バッグの第一領域およびバッグの第二領域は、第一方向から見たとき
に相互に対して反対にあり、かつバッグは、バッグの第一端に設けられた第一引っ張り点
を有しかつバッグの第二端に設けられた第二引っ張り点を有する。この構成は、単に一方
向において二つのタブを分離することにより折り畳みを展開できるバッグを有利に提供す
る。
【００２６】
　前記バッグは、バッグをコンパクト状態で拘束するための拘束要素に連結されていてよ
い。選択的または付加的に、バッグは、カテーテルを連結するための連結部材に連結され
ていてよい。
【００２７】
　本発明は、更に、拘束要素を提供する。本発明による拘束要素は、バッグを少なくとも
部分的にコンパクト状態に拘束するように構成され、拘束要素の少なくとも一領域がバッ
グの所定領域に取り付けられている。
【００２８】
　好適には、前記拘束要素は、バッグを少なくとも部分的に収容するための区画を有する
。かかる拘束要素は、例えば管状要素であってよい。
【００２９】
　一実施形態において、カテーテルを連結するための連結部材が拘束要素の所定領域に設
置され、典型的には、連結要素とバッグ間は連通している。この構成は、媒体、典型例と
して尿等の流体のカテーテルからバッグへの流出を可能にする。
【００３０】
　従って、尿バッグ装置が提供される。本発明による尿バッグ装置は尿の収集のための尿
バッグを含み、尿バッグはコンパクト形態に構成もしくは調整されている。
【００３１】
　有利には、収集バッグは上述の方法によりコンパクト状態へコンパクトにされている。
【００３２】
　本発明による尿バッグ装置はコンパクト形態の唯一の尿バッグを有するワンピースバッ
ケージの形態で提供されてよい。コンパクト形態において、尿バッグは運搬に便利かつ分
離できる。尿バッグ装置は、例えば筒状であってよく、かつ尿バッグ装置の主部が手で覆
われる、または尿バッグ装置がズボンのポケットへ挿入できるようなサイズであってよい
。従って、尿バッグ装置の寸法および形状は移動電話またはハンドバッグ内の他の物の寸
法および形状に対応してよく、かつ尿バッグは分離可能かつ非医療外観の装置内に設置で
きる。尿バッグ装置は、また、ポーチ形態、例えばワンピース生理タオルに類似の寸法お
よび外観で提供でき、そのようにして尿バッグ装置をズボンのポケットに適合するように
する。
【００３３】
　コンパクト形態の尿バッグのコンパクト性を評価するために、コンパクト形態の尿バッ
グの外面が考慮されてよい。所定対象物の外装面は、その対象物を包む想像面として形成
されてよく、かつ最小の可能面積であってよい。従って、対象物の寸法は対象物の外面の
寸法として規定されてよい。
【００３４】
　対象物が第一方向に折り畳まれかつ第二方向へ折り畳まれると、対象物はコンパクト形
態でキューブ（cube)により包装され得る。この形態において、所定対象物の長さはその
対象物の最大寸法と規定されてよい。対象物の厚みは対象物の最小寸法と規定されてよい
。尿バッグの外装面は、そのようにして、キューブの六面全面と考えられる。
【００３５】



(6) JP 2010-179167 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

　対象物を第一方向へ折り畳み、かつ第二方向へ回転する場合に、対象物はコンパクト形
態で筒(cylinder)により包装され得る。従って、尿バッグの外装面は筒の周面と二つの円
形端面であると考えることができる。
【００３６】
　尿バッグはコンパクト形態に調整でき、コンパクト形態の尿バッグの外装面は、尿バッ
グの表面積の２０％未満の表面積を有する。同様に、尿バッグ装置は、尿バッグの表面積
の２０％未満の表面積を有するものであってよい。コンパクト形態の尿バッグおよび／ま
たはコンパクト形態の尿バッグ装置の外装面は、その尿バッグの表面積の１５％未満、１
０％未満、８％未満、６％未満または５％未満等であってよい。
【００３７】
　理論的には、第一に第一方向へ３回折り畳まれ、その後に第二方向へ３回折り畳まれる
尿バッグは、単に１／９、仮に厚みを無視して考えた場合に、非コンパクト状態の尿バッ
グの表面積の略１１％の外装面を有すると理解することができる。
【００３８】
　しかしながら、仮に、非コンパクト状態で、尿バッグの高さが１３．３ｃｍ、幅が１９
．８ｃｍ、厚みが０．１ｃｍの場合、更に精確な数値を求めることができる。尿バッグが
非コンパクト状態の場合、外装面は、［２＊（１３．３ｃｍ＊１９．８ｃｍ）］＋［２＊
（０．１ｃｍ＊１３．３ｃｍ）］＋［２＊（０．１ｃｍ＊１９．８ｃｍ）］＝５３３．３
ｃｍ２になる。
【００３９】
　準コンパクト状態へ向けて第一方向に３回折り畳む場合、バッグは高さが１３．３ｃｍ
、幅が６．６ｃｍ、厚みが０．３ｃｍになる。この結果、外装面は１８７．５ｃｍ２とな
る。
【００４０】
　最後に、バッグをコンパクト状態に向けて第二方向へ３回折り畳む場合、バッグは高さ
が４．４ｃｍ、幅が６．６ｃｍ、厚みが０．９ｃｍになる。この結果、外装面は７７．８
８ｃｍ２となる。従って、コンパクト状態の尿バッグの外装面は、非コンパクト状態の尿
バッグの寸法の（７７．８８ｃｍ２／５５３．３ｃｍ２）＊１００％＝１４．６％になる
。
【００４１】
　選択的に、同一寸法を有しかつ第一方向へ３回折り畳み、更にコンパクト形態へ向けて
回転させた尿バッグは、高さ６．６ｃｍかつ半径０．５ｃｍの筒によって包装できる。こ
の結果、２＊ｐｉ＊６．６ｃｍ＊０．５ｃｍ＝２０．７ｃｍ２の外装面を有する。
【００４２】
　非コンパクト状態の尿バッグの外装面は５５９．７８ｃｍ２であるので、コンパクト状
態の尿バッグの外装面は非コンパクト寸法の（２０．７ｃｍ２／５５９．７８ｃｍ２）＊
１００％＝３．７％である。
【００４３】
　しかし、尿バッグが非コンパクト状態で高さ１３．３ｃｍ、幅１９．８ｃｍおよび厚み
０．５ｃｍを有する場合、更に精確な数値を求めることができる。尿バッグが非コンパク
ト状態の場合、尿バッグの外装面は、［２＊（１３．３ｃｍ＊１９．８ｃｍ）］＋［２＊
（０．５ｃｍ＊１３．３ｃｍ）］＋［２＊（０．５ｃｍ＊１９．８ｃｍ）］＝５５９．７
８ｃｍ２になる。
【００４４】
　尿バッグは液体を収容するキャビティを形成する少なくとも一つの壁を含み、尿バッグ
は更にキャビティと連絡する少なくとも一つの入口開口を含み、液体は入口開口からキャ
ビティへ侵入する。壁は代表的にポリマーフィルム等の可撓性材料で構成され、ポリ塩化
ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、熱可塑性エラストマー、またはこ
れらの材料を含むサンドイッチ形態で形成される。
【００４５】
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　尿バッグは、例えば、前記キャビティを形成する縁に沿って結合されたフォイル材によ
るシートから形成され、入口開口を形成するために未結合の小部が縁に形成されてよい。
【００４６】
　尿バッグは、折り畳みを展開したときの尿バッグの壁が概ね平面状態になる意味で、実
質的二次元構成であってよい。尿バッグの厚みは、このように、平面状態の尿バッグの寸
法、即ち尿バッグの主要面と比較して無視できる。実質的二次元尿バッグは、例えば、縁
に沿って結合される小寸の二つの対向壁を含む。尿バッグは、更に、折り畳みを展開する
ときの尿バッグの壁が他との比較で無視できない寸法であるという意味で三次元物体を形
成するという意味で三次元構成である。換言すれば、尿バッグは壁を折り畳むことなく扁
平にされることない。三次元尿バッグは典型的には扁平形態で保管される。尿バッグのコ
ンパクト形態と比較した場合の相対的寸法および表面積は、この場合、扁平化した尿バッ
グに関する。従って、「折り畳まれていない」尿バッグの寸法および表面積は、扁平化し
た尿バッグの外装面により画定される。
【００４７】
　本発明の一実施形態において、尿バッグは折り畳まれていないまたは扁平形態から折り
畳まれてコンパクト形態をとる。折り畳み方法は、尿バッグを折り畳み、プリーツ折りし
、回転し、かつ／またはしわ寄せることを含む。
【００４８】
　コンパクト形態において、尿バッグの主要寸法（面）は典型的には減少するが、厚みは
尿バッグの主要面と比較的して増加する。しかし、厚みの絶対的増加は、典型的には、他
の面の減少よりも小さく、そのようにして尿バッグはコンパクト形態になる、即ち尿バッ
グの体積は実質的に同一であり、尿バッグの最大幅は縮小する。
【００４９】
　本発明の一実施形態において、コンパクト形態の尿バッグの外装面、および／または尿
バッグ装置の外装面のいずれかの寸法は尿バッグの長さよりも実質的に小さくなる。
【００５０】
　本発明の一実施形態において、コンパクト形態の尿バッグのいずれかの寸法は尿バッグ
の高さの実質的半分またはそれ以下になる。これは、例えば尿バッグをコンパクト形態に
折り畳むことにより達成可能であり、折り畳みは、尿バッグの長手を二つに分割する折り
線を有するＶ字折りを含む。折り畳み方法は、尿バッグの付加的折り畳み、プリーツ折り
、回転またはしわ寄せを含み、尿バッグの長手の半分の長さを越えない寸法に縮小する。
【００５１】
　本発明の一実施形態において、コンパクト形態の尿バッグのいずれかの寸法は尿バッグ
の長手の実質的１／３またはそれ以下になる。これは、例えば尿バッグをコンパクト形態
に折り畳むことにより達成可能であり、折り畳みは、尿バッグの長手を三つに分割する折
り線を有するＺ字折りを含む。折り畳み方法は、尿バッグの付加的折り畳み、プリーツ折
り、回転またはしわ寄せを含み、尿バッグの長手の１／３の長さを越えない寸法に縮小す
る。
【００５２】
　使用者にとって、非常に重要なパラメタは、コンパクト形態の尿バッグを含む尿バッグ
装置の寸法である。尿バッグ装置の寸法は、典型的に、コンパクト形態の尿バッグの寸法
に類似である。
【００５３】
　選択的に、尿バッグ装置は尿バッグの長手の半分であってよい。尿バッグ装置は、尿バ
ッグの長手の１／３またはそれ以下であってよい。
【００５４】
　本発明の一実施形態において、尿バッグは、尿バッグの第一引っ張り点へ力を加えるこ
とにより完全に展開するように折り畳まれ、典型的には、尿バッグの第二引っ張り点を反
対に向かう力を付与することにより固定維持しながら完全展開を支持する。力は典型的に
は引く力であるが、押す力であってもよい。かかる力の付与の結果として、第一引っ張り
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点は第二引っ張り点から移動して離れる。第二引っ張り点は、例えば、尿バッグの開口に
位置決めされてよい。第一引っ張り点は、第一引っ張り点と反対の尿バッグの縁に位置決
めされてよい。把持手段が、力の付与を促進し、かつ力を付与する場所を明確に表示する
ために、第一引っ張り点に取り付けられてよい。第二引っ張り点は拘束手段に取り付けら
れてよい。
【００５５】
　尿バッグのコンパクト形態において、引っ張り点または引っ張り点の少なくとも把持手
段は尿バッグ装置の外側から容易にアクセス可能である。尿バッグのコンパクト形態にお
いて、第一および第二引っ張り点は、例えば尿バッグ装置の対向端に存在してよい。二つ
の引っ張り点が尿バッグの対向端に位置する場合、これはＺ字折りを含む尿バッグの折り
畳みにより形成可能であり、そのようにして尿バッグの対向端は尿バッグ装置の対向端に
存在する。
【００５６】
　本発明のある実施形態において、両引っ張り点は尿バッグ装置の同一端に位置する。こ
れは、Ｖ字折りまたはＷ字折りを含む尿バッグの折り畳みにより得られ、そのようにして
尿バッグ装置の対向端が尿バッグ装置の同一端に存在する。
【００５７】
　本発明の一実施形態において、尿バッグの折り畳みは内折りおよび外折りを含む。尿バ
ッグをコンパクト形態に折り畳むときに、内折りは形成すべき第一折り畳みであり、尿バ
ッグは非コンパクト状態から準コンパクト状態に折り畳まれ、かつそれに外折りが続き、
尿バッグは準コンパクト状態からコンパクト状態に折り畳まれる。引っ張り点は、第一お
よび第二引っ張り点に反対方向の力を加えることにより内折りの折り畳みを展開するよう
に構成される。この構成により、外折りは内折りが展開されるときに付勢されて展開する
。
【００５８】
　本発明の一実施形態において、内折りはＺ字折りを含む。この折り畳みは、更に、Ｚ字
折りした尿バッグの一つまたはそれ以上のＶ字折り、プリーツ折りまたは回転を含む外折
りを含んでよく、外折りはＺ字折りの折り線に垂直の折り線を有する。上述したように、
Ｚ字折りは、第一および第二引っ張り点が尿バッグ装置の対向端に存在する尿バッグ装置
を形成するのに有利である。内折りはＶ字折りまたはＷ字折りを含んでよく、この場合、
第一および第二引っ張り点が尿バッグ装置の同一端に存在する尿バッグ装置が形成される
。
【００５９】
　尿バッグは、更に、折り畳まれてよく、かかる場合、尿バッグの一部は、図１１から理
解できるように、尿バッグの他の部の内側にポケットを形成する。尿バッグまたは尿バッ
グの一部は枕のようにしわ寄せされてよい。これは、尿バッグの開口が尿バッグ装置の一
端に存在し、かつ第一引っ張り点が尿バッグ装置の反対端、または尿バッグ装置の同一端
に存在するように形成される。
【００６０】
　尿バッグ装置は、コンパクト形態で尿バッグを拘束するための拘束手段を含んでよい。
拘束手段は折り畳んだ尿バッグを展開する傾向を抑制してよく、従って、コンパクト形態
の尿バッグを固定する。拘束手段は、尿バッグをコンパクト形態に一緒に保持するように
位置決めされた紐、ベルト、テープ片、ステッカーであってよい。拘束手段はコンパクト
形態の尿バッグの少なくとも主要部を覆ってよい。この場合、拘束手段は、尿バッグを損
傷、環境汚染から保護する保護カバーを構成してよい。拘束手段は尿バッグ全体を覆うも
のであってよい。これは、尿バッグを滅菌状態で保存できる利点を有する。しかし、尿バ
ッグ装置は外装を含んでよい。この場合、尿バッグは、拘束手段が尿バッグの一部を覆う
場合であっても清潔または滅菌条件で保持される。
【００６１】
　本発明の一実施形態において、拘束手段は、コンパクト形態の収集バッグの少なくとも
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一部を包囲するように構成されたスリーブ部材である。尿バッグ装置は、従って、スリー
ブ部材内にコンパクト形態の尿バッグを有する。この構成は、例えば、尿バッグの開口が
スリーブ部材の一端に位置するようなものであってよい。スリーブ部材は、典型的には、
コンパクト形態の尿バッグの少なくとも主要部を被覆する。スリーブ部材は、例えば、コ
ンパクト形態の尿バッグの全長を取り囲むことのできる十分な長さを有してよい。
【００６２】
　スリーブ部材は二つの開放端を有するかまたは一端または両端が、例えば開放端の両縁
間の連結または取り外し可能蓋により閉鎖していてよい。スリーブ部材は、更に、コンパ
クト形態の尿バッグを封入するように閉鎖されていてよい。
【００６３】
　スリーブ部材はプラスチックバッグのように柔軟、薄い材料により形成されてよい。ス
リーブ部材は相対的に硬質な管の形状で提供されてもよい。これは、例えば尿バッグが他
の物、そのいくつかが鋭利エッジを有するような物と一緒にハンドバッグ内に保存される
場合に、損傷に対して良好な保護を提供する。
【００６４】
　本発明の一実施形態において、尿バッグは、尿バッグの第一解放点へ解放力を付与する
ことにより拘束手段から解放可能である。解放力は引く力または押す力であってよい。尿
バッグ装置の平行移動を防止するために、尿バッグおよび／または拘束手段の第二解放点
は、第一解放点に付与される力と反対方向へ向かう力の付与により固定保持されてよい。
尿バッグは、尿バッグがコンパクト形態から展開される意味で、拘束手段から解放自在で
ある。従って、拘束手段と尿バッグとの間の接触は、尿バッグが解放された後にも維持さ
れてよい。拘束手段は、尿バッグが拘束手段に管理される意味で尿バッグの一部を形成し
てよい。拘束手段は尿バッグから除去可能であってよい。
【００６５】
　尿バッグは、尿バッグのコンパクト形態における解放点が尿バッグ装置の外部から容易
にアクセスできるように折り畳まれてよい。
【００６６】
　尿バッグは、引っ張りを促進するために、解放点に、リング、フラップ、紐、柄等の把
持手段を有してよい。これは、器用さの低下した使用者に有利でありかつ引っ張り場所を
明らかに表示する。
【００６７】
　一例として尿バッグ装置は、スリーブ部材の形態の拘束手段を含んでよく、かつ尿バッ
グは尿バッグの解放点で引っ張ることによりスリーブ部材から引き出すことができ、他方
で反対に向かう力を拘束手段に付与する。
【００６８】
　典型的には、尿バッグは、尿バッグが拘束手段から解放された後に少なくとも部分的に
折り畳まれている。そこで、使用者は、使用前に尿バッグを完全に展開しなければならな
い。このことは器用さの減退した使用者に有利である。
【００６９】
　本発明の一実施形態において、尿バッグは解放点に解放力を付与することにより完全展
開を支持するように折り畳まれている。即ち尿バッグの折り畳みを完全に展開するための
力は解放力であってよく、第一解放点および第一引っ張り点は同一である。従って、尿バ
ッグは拘束手段から解放され、かつ尿バッグの解放点または引っ張り点への力の付与によ
り、例えばかかる点を引っ張ることにより、完全に展開されてよい。
【００７０】
　本発明の一実施形態において、尿バッグ装置は、尿カテーテル装置へ尿バッグ装置を連
結するための連結手段を含む。連結手段は、尿カテーテル装置から尿バッグへ誘導される
ように、尿バッグの開口に適宜設置されてよい。
【００７１】
　しかしながら、尿カテーテル装置と尿バッグとの間の流体の連絡は、いくつかの他の方
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法、例えば尿バッグの開口をスリーブ部材の一端へ連結し、かつ連結手段をスリーブ部材
の他端へ取り付ける等により形成されてよい。
【００７２】
　尿カテーテル装置は、尿鞘（urisheath)等の外部カテーテル、または例えば周期カテー
テルまたは内在カテーテル等の内部カテーテルを含み、内部カテーテルは尿道または恥骨
使用である。本発明による尿バッグ装置は、ＷＯ０３／００２１７９に開示のカテーテル
装置に類似のコンパクトな周期カテーテルに特に使用できる。
【００７３】
　連結手段は尿バッグまたは拘束手段に取り付けられるか取り付け自在である。連結手段
は、尿を確実にカテーテルから尿バッグへ漏洩なく誘導する。従って、連結手段は、例え
ば連結手段と尿カテーテルとの間および連結手段と尿バッグとの間に液密シールを提供す
ることにより、カテーテルから尿バッグへの液密通路を有利に提供する。
【００７４】
　本発明の一特徴は、上述の特徴をおよび尿カテーテル装置を具備した尿バッグ装置を含
むカテーテル組立体に関する。
【００７５】
　本発明の一実施形態において、尿バッグ装置は尿カテーテル装置に、尿バッグ装置をカ
テーテル装置へ連結するために連結手段により、取り付け可能である。これは、尿バッグ
を装備してまたは装備しないでカテーテル装置を使用するかの使用者による選択を可能に
する利点を有する。
【００７６】
　本発明の他の実施形態において、尿バッグ装置は定着状態で尿カテーテル装置に取り付
けられる。この形態の利点は、カテーテル装置と尿バッグ装置との適正な連結を失敗する
危険を解消する。
【００７７】
　本発明の一実施形態において、尿バッグ装置および尿カテーテル装置が側－側配置でき
るように構成されている。これは、組立体のコンパクト形態での保管を提供する。尿バッ
グ装置と尿カテーテル装置との連結手段は曲折を支持できるように可撓性であってよい。
この連結手段は、例えば波形ホース等の可撓性ホースであってよい。これは、カテーテル
組立体が尿カテーテル装置に取り付けられた尿バッグ装置を装備する場合に特に有利であ
る。
【００７８】
　本発明の他の実施形態において、カテーテル組立体は、尿バッグ装置が、尿カテーテル
装置の延長線上に位置決めできるように構成される。
【００７９】
　本発明の他の実施形態において、尿バッグ装置は、尿カテーテル装置を囲うように構成
される。カテーテル組立体は、例えば尿カテーテル装置を取り囲むコンパクト形態の尿バ
ッグ装置を具備してよい。
【００８０】
　本発明の他の特徴は次の工程を含む尿バッグ折り畳み方法に関する。
　１．一端に開口を有しかつ反対端に引っ張り点を有する尿バッグを提供し、
　２．内折りに尿バッグを折り畳み、かつ
　３．尿バッグを外折りに折り畳む、各工程を含み、
　前記内折りが尿バッグを複数のセクタに分割する折り線を有し、尿バッグの開口は一つ
のセクタに属し、かつ前記引っ張り点は他のセクタに属し、かつ
　前記外折りの折り線は前記内折りの折り線に垂直である。
【００８１】
　前記内折りはＺ字折りを含んでよい。前記外折りは、一つまたはそれ以上のＶ字折りに
尿バッグを回転させ、プリーツ折りし、または折り畳むことを含んでよい。
【００８２】
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　セクタの折り畳みを展開するときに、尿バッグの開口は所定場所に保持され、かつ引っ
張り点はその開口から引き離される。尿バッグは、それにより、簡単な操作により展開し
かつ使用できる状態になる。
【００８３】
　本発明の原理は、他の用途に使用できる。即ち、犬用バッグ、ピクニック用の廃棄バッ
グ、家庭用の廃棄バッグ等の消費目的の使い捨てバッグに使用できる。本発明の他の使用
は、折り畳まない形態では貯蔵または運搬が困難な薄いフィルム／フォイルまたは紙で構
成されるいずれかの製品分野、即ちベッドウエッタ（"bed wetters")用のシース（sheath
s)、生理ナプキン、レインコート、テーブル保護シースであってよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明による尿バッグ装置の第一実施形態を示し、尿バッグはコンパクト形態で
示されている。
【図２】本発明による同一実施形態を示し、尿バッグは使用のために展開されている。
【図３】Ｚ字折りを示す。
【図４】Ｖ字折りを示す。
【図５】尿バッグの折り畳み工程を示す。
【図６】尿バッグの折り畳み工程を示す。
【図７】尿バッグの折り畳み工程を示す。
【図８】尿バッグの折り畳み工程を示す。
【図９】本発明によるカテーテル組立体の第一実施形態を示す。
【図１０】本発明によるカテーテル組立体の第二実施形態を示す。
【図１１】本発明によるカテーテル組立体の第三実施形態を示す。
【図１２】本発明の一形態による尿バッグの展開工程を示す。
【図１３】裁断に適した収集バッグの一実施形態の代表図を示す。
【図１４】裁断に適した収集バッグの他の実施形態の代表図を示す。
【図１５】裁断に適した収集バッグの他の実施形態の代表図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００８５】
　図１は本発明による尿バッグ装置を示し尿バッグ４はスリーブ部材１等の拘束手段の内
側にコンパクト形態で設けられる。連結部材２はスリーブ部材１の一端から延在する。連
結部材２は拘束手段および／または尿バッグに取り付けられてよい。スリーブ部材１の反
対端から柄３が尿バッグ４の第一引っ張り点に突設され、尿バッグはスリーブ部材２の内
側にコンパクト形態で設けられている。柄３を矢印方向へ引っ張ることにより、尿バッグ
４はスリーブ部材１から解放される。
【００８６】
　図２は、尿バッグ４をスリーブ部材１から解放した後の図１の尿バッグ装置を示す。連
結部材２および尿バッグ４は、スリーブ部材１の反対側から突出している。図１に示され
たようにコンパクト形態で尿バッグを収容した尿バッグ装置の寸法は、図２に示されたよ
うな使用状態の尿バッグの長さよりも実質的に小さい。
【００８７】
　図３および４は、異なるタイプの折り畳み方を示す。図３は、二つの折り線１１および
１２を有するＺ字折りを示し、かつ図４は一つの折り線１３を有するＶ字折りを示す。折
り畳みリム（limbs)４ａ、４ｂ、４ｃ、および４ｄは同一でないが、実質的同一リムによ
る折り方が典型的には寸法経済的である。
【００８８】
　図５から８は、尿バッグの折り畳み方を示す。展開された尿バッグは、第一に時計方向
そして反時計方向へ、点線１１および１２により示された折り線によりＺ字折りに折り畳
まれている。第二に、Ｚ字折り尿バッグは、Ｚ字折りしたバッグの下端１５から上端１６
へ回転させる。最後に、尿バッグはスリーブ部材１の内側へ押し込まれる。尿バッグは、
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スリーブ部材の内側に延在する首部を有し、首部は連結部材２に取り付けられる。首部は
スリーブの内側でしわ寄せまたは折り畳むことができ、尿バッグのスリーブ部材１への押
し込みを可能にし、図８に示されたコンパクト構成に到達する。尿バッグのこのような折
り畳みは、スリーブ部材１を保持しながら、柄３即ち把持手段３により引っ張り点まで引
っ張ることにより尿バッグの完全展開を支持する。引っ張り点３の位置は、把持手段３で
引っ張るときに尿バッグが捩じれないようにする。
【００８９】
　図９は、ＷＯ０３／００２１７９、図１５－１８に開示の装置に類似の周期カテーテル
装置５を含むカテーテル組立体を示す。このカテーテル装置は、連結部材２を介して尿バ
ッグのスリーブ部材１に取り付けられる。連結部材２は可撓性ホース６を含み、可撓性ホ
ース６は、カテーテル装置および尿バッグ装置が並設、即ち、側－側配置できるように１
８０°曲折してよい。使用時に、可撓性ホース６は、尿バッグがカテーテル装置へ延びる
ように直線状態になってよい。カテーテル組立体は外装内に設けられてよく、外装はカテ
ーテル装置および尿バッグ装置を並設状態で保持してよい。
【００９０】
　図１０は、本発明の一実施形態を示し、この図では尿バッグ装置はカテーテル装置の延
長線上に取り付けられている。図示形態は、また、カテーテル装置に取り付け自在の尿バ
ッグ装置を装備する形態であってよい。
【００９１】
　図１１は、本発明の一実施形態の基本スケッチであり、この図においてカテーテル装置
は尿バッグ装置の内側になる。尿バッグはカテーテル装置の回りに折り畳まれかつスリー
ブ部材の形態の拘束手段により周囲が囲まれている。尿バッグは、典型的には、カテーテ
ル装置よりも幅広いので、コンパクト形態の尿バッグの折り畳み方法は、尿バッグの回転
または捩じれを含み、カテーテル装置の周りへの尿バッグのタイトなラップを可能にする
。
【００９２】
　図１２は、折り畳んだコンパクトバッグを展開する工程を示す。この実施形態において
、尿バッグは尿バッグ装置、ここでは比較硬質の管のスリーブ部材に包装されている。尿
バッグは、最初にＺ字折りにし、次に、回転する、即ち、巻回されている。
【００９３】
　次に、図１２を参照してコンパクトバッグの展開工程を説明する。
　Ａ）　尿バッグの二つの対向側の引っ張り点をしっかりと握り、第一に点２０をそして
第二に点２１を引っ張る。
　Ｂ）　第一部を引っ張りながら、尿バッグ２２をスリーブ部材２３から引き出す。
　Ｃ）　同一方向、即ちスリーブ部材の外へ引き出しながら、Ｚ字折りを開き、Ｚ字折り
を展開しながら尿バッグの巻回を解く。
　Ｄ）　尿バッグの包装状態を全体的に弛緩する。Ｚ字折りを尿バッグの上部２４から完
全に展開し、かつ尿バッグの下部２５の折り畳みを展開する。
　Ｅ）　尿バッグを完全に展開する。
　Ｆ）　尿バッグを解放する。
【００９４】
　図１３は、シート（sheet)２６の形態の収集バッグの一実施形態を概略的に示す。シー
ト２６は、本発明の方法により折り畳まれる収集バッグの利点を実行するために、切断お
よび折り畳みに好適である。
【００９５】
　第一に実線２７に沿ってシート２６を裁断する。配置の目的から、シートの前面は印刷
を施す側となり、かつシートの背面は印刷をしない。シートの印刷を施す側にはタブ（ta
b)ＣおよびＤが設けられている。タブを設けるシート領域は上端１６およびタブを設けな
い反対領域は下端１５と呼ぶ。図５および６を参照。
【００９６】
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　工程１：　シート１を点線Ｂ－Ｂに沿って第一方向へ折り畳んでシートの前面を一緒に
折り畳むようにする。次に、点線Ａ－Ａに沿ってシートの背面を一緒に折り畳むように折
り畳む。これは、シートの準コンパクト状態であり内折りが形成される。
【００９７】
　工程２：　シートの下端を、折り線Ａ－ＡおよびＢ－Ｂに全体的に平行に第二方向にお
いて上端へ向かって折り畳み、かつ続いて折り線ii-iiおよび i-iを中心に折り畳む。こ
れは、シートのコンパクト状態であり、外折りが形成される。
【００９８】
　折り畳んだシートを展開するには、タブＣおよびＤを第一方向に実質的に同一の方向に
おいて相互から離すように引っ張る。理解されるように、シートは、一方向への一回の引
っ張り運動により、二方向へ有利に展開する。
【００９９】
　工程１の折り畳みの代わりに、シートをしわ寄せし、かつ工程２でシートを回転または
しわ寄せすることができる。この方法は、タブＣおよびＤを引っ張って離すことによりシ
ートを展開させる。
【０１００】
　図１４において、他のシート２８の裁断が示され、本発明による収集バッグを折り畳む
他の方法が示されている。
【０１０１】
　実線２７に沿ってシートを裁断する。図１３に示されたように、印刷を施す側はシート
の前面、印刷をしない側をシートの背面と呼ぶ。タブＧおよびＨをシートの対角線方向の
対向コーナーに設ける。タブＧが設けられた領域を上端１６、そしてタブＨが設けられた
領域を下端１５と呼ぶ。図５および６を参照。
【０１０２】
　工程１：　シート１を点線Ｆ－Ｆに沿って第一方向へ折り畳んでシートの前面を一緒に
折り畳むようにする。次に、点線Ｅ－Ｅに沿ってシートの背面を一緒に折り畳むように折
り畳む。これはシートを準コンパクト状態にし、内折りを形成する。
【０１０３】
　工程２：　次に点線ｖｉ－ｖｉを中心に第二方向へシートを折り畳んでシートの背面が
一緒に折り畳まれるようにする。その後に、シートを点線ｖ－ｖから折り畳んでシートの
前面が一緒に折り畳まれるようにする。同一工程を点線ｉｖ－ｉｖ、ｉｉｉ－ｉｉｉ、お
よびｉ－ｉについて繰り返して、点線ｉ－ｉからｉｖ－ｉｖへ順番にシートを時計方向お
よび反時計方向へそれらの点線を中心に折り畳むようにする。これはシートをコンパクト
状態にし、外折りを形成する。
【０１０４】
　折り畳んだシートを展開するには、タブＧおよびＨを第一方向と実質的に同一の方向に
おいて相互から離すように引っ張る。理解されるように、一つの引っ張り点、例えばタブ
Ｇおよびもう一つの引っ張り点、例えばタブＨが実質的対角線上に形成されているので、
シートの展開を促進する。
【０１０５】
　収集バッグがシート２６，２８により上述のように形成される場合に、非コンパクト状
態に容易に折り畳みを展開できる。収集バッグへの開口は、例えばタブＣおよびＧに形成
できる。尿カテーテル装置を連結するための連結部材は、例えば、この開口に設けるか、
または拘束手段を、例えば開口と拘束手段とを一緒に溶接または接着することによって、
取り付けることができる。タブＤおよびＨは、例えば上述したように把持手段を設けるこ
とにより、引っ張り点として機能する。
【０１０６】
　図１５において、第三裁断シート２９が本発明による収集バッグの他の実施形態を示す
ために設けられている。シート２９は、実線２７に沿って裁断される。
【０１０７】
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　工程１：　シート１を点線Ｋ－Ｋに沿って第一方向へ折り畳んでシートの前面を一緒に
折り畳むようにする。次に、点線Ｊ－Ｊに沿ってシートの背面を一緒に折り畳むように折
り畳む。これはシートを準コンパクト状態にし、内折りを形成する。
【０１０８】
　工程２：　次に点線ｖｉｉ－ｖｉｉを中心に第二方向へシートを折り畳んでシートの背
面が一緒に折り畳まれるようにする。その後に、シートを点線ｖｉ－ｖｉから折り畳んで
シートの前面が一緒に折り畳まれるようにする。同一工程を点線ｖ－ｖ、ｖｉ－ｖｉ、ｉ
ｉｉ－ｉｉｉ、ｉｉ－ｉｉおよびｉ－ｉについて繰り返して、点線ｉ－ｉからｖｉｉ－ｖ
ｉｉへ順次にシートを時計方向および反時計方向へそれらの点線を中心に折り畳むように
する。これはシートをコンパクト状態にし、外折りを形成する。
【０１０９】
　折り畳んだシートを展開するには、引っ張り点、即ちタブＬおよびＭを相互から引き離
す。次に、シートを一方向へ引っ張って二方向に展開させる。更に、図１５の実施形態か
ら理解されるように、第一および第二折り畳み方向は相互に対して必ずしも垂直でない。
二つの折り畳み方向の各々における折り線は、また、平行である必要はなく、このことは
例えばバッグが二つの折り畳み方向のうちの一つの方向へしわ寄せされる形態のときに、
折り線はランダム配置されかつ時には破断している。
【０１１０】
　理解されるように、収集バッグは上述の図示例に限定されることなく、本発明の範囲内
で多くの他の方法により折り畳むことができる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　　スリーブ部材
　２　　連結部材
　３　　柄
　４　　尿バッグ
　５　　カテーテル装置
　６　　ホース
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