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(57)【要約】
【課題】眼科用ドレープにて顔面を覆われた患者が容易
に呼吸する。
【解決手段】ドレープ１では、患者の顔面９０を覆うシ
ート部２が鼻部９１および口部９３に重なる折り畳み部
２４を有し、左右方向に伸びる帯状部材３１が折り畳み
部２４と開口２０との間に固定される。折り畳み部２４
の両端部は固定され、折り畳み中央部２４２の幅は３０
ｃｍ以上８０ｃｍ以下である。ドレープ１の使用時には
、帯状部材３１が顔面９０から離れるように変形され、
折り畳み部２４の折り畳み中央部２４２が顔面９０から
離れる方向に展開される。これにより、シート部２のう
ち患者の鼻部９１および口部９３に対応する部位が患者
の顔面９０から離間し、顔面９０とシート部２との間に
、鼻下部９１１から左右の頬部に至る空間が形成される
。その結果、シート部２が患者の鼻下部９１１および頬
部に密着することが防止され、当該空間を介して患者が
容易に呼吸することが可能となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科用ドレープであって、
　患者の顔面の上部を覆うとともに前記患者の目に対応する開口が形成された上部被覆部
と、
　前記上部被覆部に連続するとともに患者の顔面の下部を覆う下部被覆部と、
を備え、
　前記下部被覆部が、使用前の状態において、前記患者の鼻部または口部に対応する位置
にて左右方向に伸びる２本以上の折り畳み線にて折り畳まれた折り畳み部であり、
　前記折り畳み部の前記左右方向の両端部において、前記２本以上の折り畳み線のうち少
なくとも１本の折り畳み線の両側の部位が互いに接合され、
　使用時に、前記折り畳み部の前記左右方向における中央部が展開されて前記患者の鼻下
部から左右の頬部に至る空間が形成され、
　前記折り畳み部の前記中央部の前記左右方向の幅が、３０ｃｍ以上８０ｃｍ以下である
ことを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項２】
　請求項１に記載の眼科用ドレープであって、
　前記上部被覆部に固定され、前記顔面と前記上部被覆部との間に、前記空間から連続す
る空間を形成する保形部材をさらに備えることを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項３】
　請求項２に記載の眼科用ドレープであって、
　使用時に前記保形部材の形状が変更可能であることを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部上において前記左右方向に伸びる帯状部材を
含むことを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部から口部に向かって伸びる帯状部材を含むこ
とを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部から前記左右の頬部に向かって伸びる２本の
帯状部材を含むことを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記保形部材が樹脂により形成されることを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記２本以上の折り畳み線が４本であることを特徴とする眼科用ドレープ。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載の眼科用ドレープであって、
　前記シート部の少なくとも前記患者の鼻部および口部に対応する部位が通気性を有さな
いことを特徴とする眼科用ドレープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科用ドレープに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、手術室において外科手術等の医療処置が行われる際には、不潔領域と定めら
れる患者の体表を医療用のドレープにて覆い、清潔領域を当該不潔領域から隔離すること
が行われている。例えば、特許文献１では、眼科手術用ドレープの本体シートに固定され
た受液ポケットに塑性変形可能な帯状の保形部材を設け、当該保形部材を変形することに
より、受液ポケットの開口を開いた状態にて維持する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－６０９０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、眼科手術の際には、ドレープにより患者の鼻部や口部が覆われるため、患者
が息苦しい思いをする場合がある。特に、通気性が低いドレープや通気性を有さないドレ
ープが利用される場合、患者が息を吸うことによりドレープが鼻部や口部に張り付いてし
まい、患者の呼吸が苦しくなってしまう。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、眼科用ドレープにて顔面を覆われた患
者が容易に呼吸することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、眼科用ドレープであって、患者の顔面の上部を覆うとともに
前記患者の目に対応する開口が形成された上部被覆部と、前記上部被覆部に連続するとと
もに患者の顔面の下部を覆う下部被覆部とを備え、前記下部被覆部が、使用前の状態にお
いて、前記患者の鼻部または口部に対応する位置にて左右方向に伸びる２本以上の折り畳
み線にて折り畳まれた折り畳み部であり、前記折り畳み部の前記左右方向の両端部におい
て、前記２本以上の折り畳み線のうち少なくとも１本の折り畳み線の両側の部位が互いに
接合され、使用時に、前記折り畳み部の前記左右方向における中央部が展開されて前記患
者の鼻下部から左右の頬部に至る空間が形成され、前記折り畳み部の前記中央部の前記左
右方向の幅が、３０ｃｍ以上８０ｃｍ以下である。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の眼科用ドレープであって、前記上部被覆部
に固定され、前記顔面と前記上部被覆部との間に、前記空間から連続する空間を形成する
保形部材をさらに備える。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の眼科用ドレープであって、使用時に前記保
形部材の形状が変更可能である。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部上において前記左右方向に伸びる帯状部材
を含む。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部から口部に向かって伸びる帯状部材を含む
。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記保形部材が、使用時に前記患者の鼻部から前記左右の頬部に向かって伸びる２本
の帯状部材を含む。
【００１２】
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　請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記保形部材が樹脂により形成される。
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、請求項１ないし７のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記２本以上の折り畳み線が４本である。
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、請求項１ないし８のいずれかに記載の眼科用ドレープであっ
て、前記シート部の少なくとも前記患者の鼻部および口部に対応する部位が通気性を有さ
ない。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、患者が容易に呼吸することができる。また、請求項２の発明では、患者が
より容易に呼吸することができる。請求項３の発明では、患者の顔面に合わせて呼吸用の
空間を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施の形態に係るドレープの平面図である。
【図２】ドレープの部分断面図である。
【図３】ドレープの平面図である。
【図４】ドレープの側面図である。
【図５】鼻部近傍の図である。
【図６】第２の実施の形態に係るドレープの平面図である。
【図７】ドレープの平面図である。
【図８】ドレープの側面図である。
【図９】第３の実施の形態に係るドレープの平面図である。
【図１０】第４の実施の形態に係るドレープの平面図である。
【図１１】保形部材の斜視図である。
【図１２】第５の実施の形態に係るドレープの平面図である。
【図１３】ドレープの部分断面図である。
【図１４】ドレープの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る眼科用ドレープ１（以下、単に「ドレープ１
」という。）の使用前の状態を示す平面図である。ドレープ１は、滅菌処理が施されたシ
ート状部材であり、手術室や処置室等の医療施設内において手術等の医療処置が行われる
患者の顔面等を覆うことにより、不潔領域である患者の体表から清潔領域を隔離する。図
１中の左右方向は患者の顔面の左右方向に対応し、図１中の上下方向は患者の顔面の左右
方向に垂直な上下方向（すなわち、鼻部が伸びる方向）に対応する。
【００１８】
　図１に示すように、ドレープ１は、患者の一方の目に対応する開口２０が形成された略
矩形のシート部２、並びに、シート部２の患者側とは反対側の主面２１（すなわち、清潔
領域に対向する面であり、以下、「表面２１」という。）に固定された保形部材３および
医療用パウチ５を備える。医療用パウチ５は、手術時における術野からの液体（例えば、
血液や体液、術野の洗浄に利用された生理食塩水等）を受ける、いわゆる受水袋であり、
受液口５１がドレープ１の開口２０を向くように開口２０近傍に両面粘着テープ等で固定
される。
【００１９】
　シート部２の患者に対向する主面２２（以下、「裏面２２」という。）には、開口２０
の周囲に粘着層２３が形成されている。ドレープ１により患者の顔面を覆う際には、医療
処置が行われる一方の目に開口２０が重なるようにシート部２が配置され、目がシート部
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２から露出する。そして、粘着層２３が目の周囲の皮膚に貼付される。これにより、ドレ
ープ１により患者の顔面が覆われた状態で、開口２０を介して処置対象部位である目に容
易にアクセスすることができる。
【００２０】
　シート部２は、好ましくは、不織布やプラスチックフィルムにより形成される。本実施
の形態では、シート部２はプラスチックフィルムにより形成されるため、実質的に通気性
を有さない。シート部２をこのような構造とすることにより、シート部２の表面２１に付
着した血液等が、シート部２の上から力が加わった場合等にシート部２を通過し、当該血
液等によりシート部２の表面２１と裏面２２とが連通してしまう（すなわち、清潔領域と
不潔領域との間に当該血液等による通り道が形成されてしまう）ことが防止される。シー
ト部２の厚さは、好ましくは、２００μｍ～５００μｍである。シート部２の厚さを２０
０μｍ以上とすることにより、ドレープ１の強度を十分に確保することができ、シート部
２の厚さを５００μｍ以下とすることにより、ドレープ１の風合いを柔らかくすることが
できる。
【００２１】
　図２は、ドレープ１を図１中のＡ－Ａの位置にて切断した断面の一部を示す図である。
図１および図２に示すように、シート部２は、開口２０の図１中の上側および下側に位置
する２つの折り畳み部２４を有する。各折り畳み部２４は、患者の鼻部または口部に対応
する位置にて左右方向に伸びる２本の折り畳み線２４１ａ，２４１ｂにて折り畳まれる。
各折り畳み部２４では、折り畳み部２４を展開した状態において、折り畳み線２４１ａが
折り畳み線２４１ｂよりも開口２０に近い。シート部２では、折り畳み線２４１ａの両側
の部位（すなわち、折り畳み線２４１ａが境界となる２つの部位）が裏面２２が対向する
ように折り返され、折り畳み線２４１ｂの両側の部位が表面２１が対向するように折り返
されることにより折り畳み部２４が形成される。換言すれば、折り畳み部２４は、シート
部２が裏面２２側に折り重ねられるようにして形成される。
【００２２】
　図２に示すように、各折り畳み部２４の折り畳み線２４１ａと折り畳み線２４１ｂとの
間ではシート部２が３層に重なっており、当該３つの層（すなわち、折り畳み線２４１ａ
，２４１ｂのそれぞれの両側の部位）は、図１中に平行斜線を付して示すように、折り畳
み部２４の左右方向の両端部において両面粘着テープ等により互いに接合される。以下の
説明では、折り畳み部２４の両端部をそれぞれ「折り畳み端部２４３」という。折り畳み
端部２４３における接合は、熱圧着や超音波圧着、または、ホットメルト接着剤による接
着により行われてもよい。
【００２３】
　一方、折り畳み部２４の左右方向における中央部（すなわち、２つの折り畳み端部２４
３の間にて２つの折り畳み端部２４３に連続する部位であり、以下、「折り畳み中央部２
４２」という。）では、折り畳み部２４の重ねられた３つの層は接合されない。折り畳み
中央部２４２の左右方向の幅は、３０ｃｍ以上８０ｃｍ以下であり、好ましくは、４０ｃ
ｍ以上６０ｃｍ以下である。換言すれば、折り畳み中央部２４２の左右方向の幅は、通常
の成人の鼻部９１および口部９３近傍における顔の幅の約２～５倍である。
【００２４】
　保形部材３は、上下方向において開口２０と各折り畳み部２４との間に位置する（すな
わち、後述する上部被覆部２５に設けられた）２つの帯状部材３１を備え、各帯状部材３
１は、シート部２の左右方向のおよそ中央に配置される。各帯状部材３１は、好ましくは
、容易に塑性変形可能な（すなわち、形状が容易に変更可能な）樹脂により形成され、本
実施の形態では、ポリエチレン等により形成される。各帯状部材３１は左右方向に伸びる
直線状の部材であり、およそ全長に亘ってシート部２の表面２１に粘着テープ等により接
合される。帯状部材３１の左右方向の長さは折り畳み中央部２４２の左右方向の長さより
も小さく、折り畳み中央部２４２の左右方向の両端部は、帯状部材３１の両端部よりも左
右方向の外側に位置する。ドレープ１の使用前の状態においては、シート部２全体が小さ
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く折り畳まれており（例えば、上下左右に折り畳まれており）、帯状部材３１はおよそ中
央において２つ折りにされる。なお、シート部２は、線状かつ平坦な帯状部材３１を変形
させることなく、小さく折り畳まれてもよい。
【００２５】
　図３は、ドレープ１が患者の顔面９０上に広げられた状態を示す平面図である。図３で
は、シート部２の開口２０が患者の左目に重なるようにドレープ１が配置され、図３中の
下側の帯状部材３１が、患者の鼻部９１上において鼻部９１を横切るように左右方向に伸
びる。また、図３中の下側の折り畳み部２４が、患者の鼻下部９１１および口部９３上に
配置される。ドレープ１では、当該折り畳み部２４が、患者の顔面９０の下部を覆う下部
被覆部であり、２つの折り畳み部２４の間にて２つの折り畳み部２４に連続する部位２５
が、患者の顔面９０の上部を覆う上部被覆部２５となっている。折り畳み部２４では、折
り畳み中央部２４２の左右方向の中心は、患者の顔面９０の左右方向に垂直な中心線（す
なわち、鼻梁を通る線）におよそ一致する。
【００２６】
　ドレープ１の使用時には、開口２０の下側の帯状部材３１が患者の顔面９０から離れる
ように変形されるとともに、下側の折り畳み部２４の折り畳み中央部２４２が患者の顔面
９０から離れる方向に引き上げられて広げられる（すなわち、展開される）。図４は、ド
レープ１の側面図であり、図５は、患者の鼻部９１近傍を下側（すなわち、口部９３側）
から見た図である。図５では、帯状部材３１の位置でのドレープ１の断面を示す。図４に
示すように、折り畳み部２４では、折り畳み中央部２４２が展開されることにより、折り
畳み中央部２４２が患者の鼻部９１および口部９３から離れる方向に立体的に（すなわち
、ドーム状に）突出する。これにより、患者の顔面９０とシート部２との間に、鼻下部９
１１および口部９３から左右の頬部９２に至る空間９５１が形成される。また、図５に示
すように、帯状部材３１は、左右方向の両端部を除く部位が鼻部９１から離間した状態で
形状が維持され、シート部２の上部被覆部２５が患者の鼻部９１およびその近傍から離間
する。これにより、図４に示すように、上部被覆部２５と患者の顔面９０との間に、空間
９５１から連続する空間９５２が形成される。以下の説明では、シート部２と顔面９０と
の間の空間９５１，９５２を合わせて空間９５ともいう。
【００２７】
　ドレープ１では、使用時における折り畳み中央部２４２の展開により、シート部２が患
者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に密着することなく離間する。折り畳み部２
４では、折り畳み中央部２４２の左右方向の幅が３０ｃｍ以上（より好ましくは、４０ｃ
ｍ以上）であるため、折り畳み部２４の展開により十分な大きさの空間９５１を形成する
ことができる。その結果、シート部２の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に対する
密着が防止され、空間９５１を介して患者が容易に呼吸することが可能となる。また、折
り畳み中央部２４２の左右方向の幅が８０ｃｍ以下（より好ましくは、６０ｃｍ以下）で
あるため、展開された折り畳み部２４の形状を容易に保持し、空間９５１を容易に維持す
ることができる。
【００２８】
　また、ドレープ１では、保形部材３の変形により、空間９５１に連続する空間９５２を
鼻部９１上に形成することにより、空間９５を介して患者がより容易に呼吸することが可
能となる。保形部材３は、その形状を容易に変更して維持することができるため、様々な
患者の顔面形状に合わせて適切な呼吸用の空間９５を容易に形成することができる。さら
に、折り畳み中央部２４２の展開により、保形部材３をあまり大きく変形させることなく
空間９５を確保することができるため、ドレープ１の使用の際における保形部材３の変形
作業を簡素化することができる。
【００２９】
　ドレープ１では、保形部材３が、使用時に患者の鼻部９１上において左右方向に伸びる
帯状部材３１を備えることにより、シート部２を患者の鼻部９１から確実に離間させるこ
とができ、その結果、空間９５がより確実に維持される。さらに、帯状部材３１が上部被
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覆部２５の開口２０と折り畳み部２４との間に配置されることにより、折り畳み中央部２
４２の展開が帯状部材３１により阻害されることが防止される。
【００３０】
　このように、ドレープ１は、シート部２と患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９
２との密着を防止して患者の呼吸を容易にすることができるため、実質的に通気性を有さ
ないシート部２（少なくとも、患者の鼻部９１および口部９３に対応する部位が通気性を
有さないシート部２）を備えるドレープに特に適している。
【００３１】
　ドレープ１では、保形部材３が樹脂により形成されるため、主に不織布やプラスチック
フィルム等により形成されるシート部２と保形部材３とを分別することなくドレープ１を
廃棄することができる。これにより、ドレープ１の廃棄に要する作業を簡素化することが
できる。
【００３２】
　ドレープ１は患者の左右いずれの目の手術にも利用可能であり、患者の右目の手術が行
われる場合には、ドレープ１は図３に示す状態からドレープ１に垂直な軸を中心に水平面
内にて１８０°回転した状態で患者の顔面９０上に配置される。そして、図３中の上側に
位置する帯状部材３１が変形されるとともに上側の折り畳み部２４が下部被覆部となり、
当該折り畳み部２４の折り畳み中央部２４２が展開される（以下の実施の形態に係るドレ
ープにおいても同様。）。これにより、上記と同様に、折り畳み部２４が患者の鼻部９１
および口部９３から離間してドーム状に突出し、患者の顔面９０とシート部２との間に、
鼻下部９１１および口部９３から左右の頬部９２に至る空間９５が形成される。その結果
、シート部２が患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に密着することが防止され
、空間９５を介して患者が容易に呼吸することが可能となる。
【００３３】
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る眼科用のドレープについて説明する。図６は、
第２の実施の形態に係るドレープ１ａを示す平面図である。ドレープ１ａでは、保形部材
３ａが、図１に示す２本の帯状部材３１に代えて、図６中の上下方向に直線状に伸びる２
本の帯状部材３１ａを備える。ドレープ１ａの他の構成は、図１に示すドレープ１の構成
と同様であり、以下の説明では、ドレープ１の各構成に対応する構成に同符号を付す。
【００３４】
　各帯状部材３１ａは、シート部２の左右方向のおよそ中央に配置される。図６中におい
て開口２０よりも上側に位置する帯状部材３１ａの下端部は、上部被覆部２５の開口２０
と上側の折り畳み部２４との間にてシート部２の裏面２２に接合され（すなわち、固定さ
れ）、下端部以外の部位は、シート部２の裏面２２側にて、シート部２に接合されること
なく折り畳み部２４を上下方向に横切る。開口２０よりも下側に位置する帯状部材３１ａ
の上端部は、上部被覆部２５の開口２０と下側の折り畳み部２４との間にてシート部２の
裏面２２に接合され、上端部以外の部位は、シート部２の裏面２２側にてシート部２に接
合されることなく折り畳み部２４を上下方向に横切る。図６では、図の理解を容易にする
ために、帯状部材３１ａを細実線にて描いている（図７、図９および図１０においても同
様）。ドレープ１ａの使用前の状態においては、第１の実施の形態と同様に、シート部２
全体が小さく折り畳まれている。
【００３５】
　図７は、ドレープ１ａが患者の顔面９０上に広げられた状態を示す平面図である。図７
では、シート部２の開口２０が患者の左目に重なるようにドレープ１ａが配置され、図７
中の下側の帯状部材３１ａは、患者の顔面９０の左右方向の略中央において患者の鼻部９
１から口部９３に向かって上下方向に伸びる。また、図７中の下側の折り畳み部２４が、
患者の鼻下部９１１および口部９３上に配置される。本実施の形態では、下側の帯状部材
３１ａの上端部は鼻部９１の上下方向の略中央上に位置し、下端部は口部９３よりも下側
（より好ましくは、下顎部の輪郭から下側に突出した位置）に位置している。
【００３６】
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　ドレープ１ａの使用時には、図７中の下側の帯状部材３１ａおよび折り畳み中央部２４
２がそれぞれ、図８に示すように変形および展開されて患者の顔面９０から離れる。これ
により、第１の実施の形態と同様に、患者の顔面９０とシート部２との間に、鼻下部９１
１および口部９３から左右の頬部９２に至る空間９５が形成される。その結果、シート部
２が患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に密着することが防止され、空間９５
を介して患者が容易に呼吸することが可能となる。また、保形部材３ａの形状を容易に変
更して維持することができるため、様々な患者の顔面形状に合わせて適切な呼吸用の空間
９５を容易に形成することができる。ドレープ１ａでは、保形部材３ａが、使用時に患者
の鼻部９１から口部９３に向かって伸びる帯状部材３１ａを備えることにより、シート部
２を患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２からより確実に離間させることができ
、その結果、空間９５がより確実に維持される。
【００３７】
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る眼科用のドレープについて説明する。図９は、
第３の実施の形態に係るドレープ１ｂを示す平面図である。ドレープ１ｂでは、保形部材
３ｂが、図１に示す２本の帯状部材３１に代えて、開口２０近傍から図９中の上下方向お
よび左右方向に対して傾斜する方向（すなわち、略矩形のシート部２の各辺に対して傾斜
する方向）にそれぞれ直線状に伸びる４本の帯状部材３１ｂを備える。ドレープ１ｂの他
の構成は、図１に示すドレープ１の構成と同様であり、以下の説明では、ドレープ１の各
構成に対応する構成に同符号を付す。
【００３８】
　図９中において開口２０よりも下側に位置する２本の帯状部材３１ｂの左右方向の間の
距離は、図９中の上側から下側に向かうに従って大きくなる。換言すれば、当該２本の帯
状部材３１ｂは、上端部が下端部よりも互いに近接したハの字型に配置される。開口２０
よりも上側に位置する２本の帯状部材３１ｂは、下端部が上端部よりも互いに近接した逆
ハの字型に配置される。各帯状部材３１ｂでは、上下方向に関して開口２０に近い端部が
、上部被覆部２５の開口２０と折り畳み部２４との間にてシート部２の裏面２２に接合さ
れ、当該端部以外の部位は、シート部２の裏面２２側にてシート部２に接合されることな
く折り畳み部２４を上下方向に横切る。ドレープ１ｂの使用前の状態においては、第１の
実施の形態と同様に、シート部２全体が小さく折り畳まれている。
【００３９】
　ドレープ１ｂの使用時には、図９中における開口２０の下側の２本の帯状部材３１ｂが
、患者の鼻部９１から左右の頬部９２に向かって（すなわち、口部９３を間に挟んで）伸
びるように、ドレープ１ｂが患者の顔面９０上に配置される。本実施の形態では、２本の
帯状部材３１ｂの上端部は、鼻部９１の上下方向の略中央の左右両側に位置し、下端部は
左右の頬部９２よりも下側（すなわち、下顎部の輪郭から下側に突出した位置）に位置し
ている。
【００４０】
　ドレープ１ｂでは、図９中の下側の２本の帯状部材３１ｂおよび折り畳み中央部２４２
がそれぞれ変形および展開されて患者の顔面９０から離れる。これにより、第１の実施の
形態と同様に、患者の顔面９０とシート部２との間に、鼻下部９１１および口部９３から
左右の頬部９２に至る空間が形成され、シート部２が患者の鼻下部９１１、口部９３およ
び頬部９２に密着することが防止される。また、ドレープ１ｂでは、保形部材３ｂが、使
用時に患者の鼻部９１から左右の頬部９２に向かって伸びる２本の帯状部材３１ｂを備え
ることにより、シート部２を患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２からより確実
に離間させることができ、その結果、上記空間がより確実に維持される。
【００４１】
　次に、本発明の第４の実施の形態に係る眼科用のドレープについて説明する。図１０は
、第４の実施の形態に係るドレープ１ｃを示す平面図である。ドレープ１ｃは、図１に示
す保形部材３に代えて図１０に示す保形部材３ｃを備える。ドレープ１ｃの他の構成は、
図１に示すドレープ１の構成と同様であり、以下の説明では、ドレープ１の各構成に対応
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する構成に同符号を付す。
【００４２】
　図１０に示すように、保形部材３ｃは、開口２０よりも上側の折り畳み部２４に重なる
４本の直線状の帯状部材３１ｃを備え、４本の帯状部材３１ｃは格子状に配置されて互い
に接合される。上下方向に伸びる２本の帯状部材３１ｃの下端部は、開口２０と折り畳み
部２４との間にてシート部２の裏面２２に接合され、当該２本の帯状部材３１ｃの他の部
位、および、左右方向に伸びる他の２本の帯状部材３１ｃはシート部２には接合されない
。保形部材３ｃは、開口２０よりも下側の折り畳み部２４に重なる４本の直線状の帯状部
材３１ｃをさらに備え、当該４本の帯状部材３１ｃも格子状に配置されて互いに接合され
る。上下方向に伸びる２本の帯状部材３１ｃの上端部は、上部被覆部２５の開口２０と折
り畳み部２４との間にてシート部２の裏面２２に接合され、当該２本の帯状部材３１ｃの
他の部位、および、左右方向に伸びる他の２本の帯状部材３１ｃはシート部２には接合さ
れない。ドレープ１ｃの使用前の状態においては、第１の実施の形態と同様に、シート部
２全体が小さく折り畳まれている。
【００４３】
　ドレープ１ｃが使用される際には、患者の鼻部９１および口部９３に重なる折り畳み部
２４の折り畳み中央部２４２が展開されるとともに、当該折り畳み部２４と重なる４本の
帯状部材３１ｃの形状が、図１１に示すように、中央部３１５が患者の顔面から離れる方
向に突出するドーム状とされる。そして、この状態で保形部材３ｃの形状が維持されるこ
とにより、第１の実施の形態と同様に、患者の顔面９０とシート部２との間に、鼻下部９
１１および口部９３から左右の頬部９２に至る空間が形成され、シート部２が患者の鼻下
部９１１、口部９３および頬部９２に密着することが防止される。
【００４４】
　次に、本発明の第５の実施の形態に係るドレープについて説明する。図１２は、第５の
実施の形態に係るドレープ１ｄの使用前の状態を示す平面図であり、図１３はドレープ１
ｄを図１２中のＢ－Ｂの位置にて切断した断面の一部を示す図である。ドレープ１ｄは、
図１および図２に示す折り畳み部２４とは構造が異なる折り畳み部２４ａを備える。ドレ
ープ１ｄの他の構成は、図１に示すドレープ１の構成と同様であり、以下の説明では、ド
レープ１の各構成に対応する構成に同符号を付す。
【００４５】
　図１２および図１３に示すように、上部被覆部２５において開口２０の上下に位置する
２つの折り畳み部２４ａはそれぞれ、患者の鼻部または口部に対応する位置にて左右方向
に伸びる４本の折り畳み線２４１ａ～２４１ｄにて折り畳まれる。各折り畳み部２４ａで
は、折り畳み部２４ａを展開した状態において、折り畳み線２４１ａが開口２０に最も近
く、開口２０から離れる方向に折り畳み線２４１ｂ，２４１ｃ，２４１ｄが順に配列され
る。シート部２では、折り畳み線２４１ａの両側の部位が裏面２２が対向するように折り
返され、折り畳み線２４１ｂの両側の部位が表面２１が対向するように折り返され、折り
畳み線２４１ｃの両側の部位が裏面２２が対向するように折り返され、さらに、折り畳み
線２４１ｄの両側の部位が表面２１が対向するように折り返されることにより折り畳み部
２４ａが形成される。すなわち、折り畳み部２４ａは、第１の実施の形態と同様に、シー
ト部２が裏面２２側に折り重ねられるようにして形成される。
【００４６】
　図１３に示すように、各折り畳み部２４ａの折り畳み線２４１ａと折り畳み線２４１ｂ
との間、および、折り畳み線２４１ｃと折り畳み線２４１ｄとの間ではシート部２が３層
に重なっており、当該３つの層（すなわち、折り畳み線２４１ａ～２４１ｄのそれぞれの
両側の部位）は、図１２中に平行斜線を付して示す折り畳み端部２４３において両面粘着
テープ等により互いに接合される。一方、折り畳み部２４ａの折り畳み中央部２４２では
、折り畳み部２４ａの重ねられた３つの層は接合されない。折り畳み中央部２４２の左右
方向の幅は、３０ｃｍ以上８０ｃｍ以下であり、好ましくは、４０ｃｍ以上６０ｃｍ以下
である。
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【００４７】
　ドレープ１ｄの使用時には、第１の実施の形態と同様に、開口２０の下側の帯状部材３
１が患者の顔面から離れるように変形されるとともに、下側の折り畳み部２４ａの折り畳
み中央部２４２が患者の顔面から離れる方向に引き上げられて広げられる（すなわち、展
開される）。図１４は、ドレープ１ｄの側面図である。図１４に示すように、折り畳み部
２４ａでは、折り畳み中央部２４２が展開されることにより、折り畳み中央部２４２が患
者の鼻部９１および口部９３から離れる方向に立体的に（すなわち、ドーム状に）突出す
る。これにより、患者の顔面９０とシート部２との間に、鼻下部９１１および口部９３か
ら左右の頬部９２に至る空間９５１が形成される。また、帯状部材３１の変形により、シ
ート部２の上部被覆部２５が患者の鼻部９１およびその近傍から離間し、上部被覆部２５
と患者の顔面９０との間に、空間９５１から連続する空間９５２が形成される。
【００４８】
　ドレープ１ｄでは、使用時における折り畳み中央部２４２の展開により、シート部２が
患者の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に密着することなく離間する。折り畳み部
２４ａでは、折り畳み中央部２４２の左右方向の幅が３０ｃｍ以上（より好ましくは、４
０ｃｍ以上）であるため、折り畳み部２４ａの展開により十分な大きさの空間９５１を形
成することができる。その結果、シート部２の鼻下部９１１、口部９３および頬部９２に
対する密着が防止され、空間９５１を介して患者が容易に呼吸することが可能となる。ま
た、折り畳み中央部２４２の左右方向の幅が８０ｃｍ以下（より好ましくは、６０ｃｍ以
下）であるため、展開された折り畳み部２４ａの形状を容易に保持し、空間９５１を容易
に維持することができる。さらに、折り畳み部２４ａにおいて４本の折り畳み線２４１ａ
～２４１ｄにてシート部２が折り畳まれることにより、折り畳み部２４ａを展開した際に
空間９５１をより大きくすることができる。ドレープ１ｄでは、保形部材３の変形により
、空間９５１に連続する空間９５２を鼻部９１上に形成することにより、空間９５を介し
て患者がより容易に呼吸することが可能となる。
【００４９】
　以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れるものではなく、様々な変更が可能である。
【００５０】
　第１、第２および第５の実施の形態に係るドレープでは、保形部材は、上述の２本の帯
状部材を含むのであれば他の部材を備えていてもよい。第３の実施の形態に係るドレープ
１ｂでは、保形部材３ｂは、上述の４本の帯状部材３１ｂを含むのであれば他の部材を備
えていてもよい。第１および第５の実施の形態に係るドレープ１では、保形部材３はシー
ト部２の裏面２２に接合されてもよい。上記実施の形態に係るドレープでは、保形部材は
必ずしも帯状部材を含む必要はなく、例えば、使用時に形状が変更可能（すなわち、塑性
変形可能）な直線状や曲線状の線状部材が保形部材として利用されてもよい。保形部材は
、折り畳み部の展開を妨げないのであれば、折り畳み部に固定されてもよい。さらには、
上記実施の形態に係るドレープでは、患者の顔面９０とシート部２との間に十分な空間を
形成し、患者が容易に呼吸することが可能な場合には、保形部材は省略されてもよい。
【００５１】
　上記実施の形態に係るドレープでは、折り畳み部は、シート部２が表面２１側に折り重
ねられるようにして形成されてもよい。すなわち、折り畳み部を展開した状態において開
口２０から数えて奇数番目の折り畳み線の両側の部位が表面２１が対向するように折り返
され、偶数番目の折り畳み線の両側の部位が裏面２２が対向するように折り返される。第
５の実施の形態に係るドレープ１ｄでは、折り畳み部２４ａは、折り畳み線２４１ａの両
側の部位が表面２１が対向するように折り返され、折り畳み線２４１ｂの両側の部位が裏
面２２が対向するように折り返され、折り畳み線２４１ｃの両側の部位が裏面２２が対向
するように折り返され、さらに、折り畳み線２４１ｄの両側の部位が表面２１が対向する
ように折り返されることにより形成されてもよい。また、折り畳み部２４ａは、折り畳み
線２４１ａの両側の部位が裏面２２が対向するように折り返され、折り畳み線２４１ｂの
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表面２１が対向するように折り返され、さらに、折り畳み線２４１ｄの両側の部位が裏面
２２が対向するように折り返されることにより形成されてもよい。このように、折り畳み
部２４は、シート部２が２本、あるいは、それ以上の本数の折り畳み線により折り畳まれ
ることにより形成されていればよい。また、折り畳み端部２４３では、２本以上の折り畳
み線のうち少なくとも１本の折り畳み線の両側の部位が互いに接合されていればよい。
【００５２】
　上述のドレープでは、使用前にドレープを小さく折り畳むことができるのであれば、保
形部材は必ずしも線状または平坦でなくてもよく、一般的な患者の顔面に合わせることが
できるのであれば、保形部材の形状は変更不能であってもよい。ドレープでは、保形部材
が樹脂以外の材料（例えば、アルミニウム（Ａｌ）等の金属）により形成されている場合
であっても、患者が容易に呼吸することが可能となる。また、ドレープでは、患者の両目
に対応する２つの開口がシート部２に形成されてもよく、この場合、２つの開口の下側に
のみ保形部材および折り畳み部が設けられる。
【符号の説明】
【００５３】
　１，１ａ～１ｄ　　ドレープ
　２　　シート部
　３，３ａ～３ｃ　　保形部材
　２０　　開口
　２４，２４ａ　　折り畳み部
　３１，３１ａ～３１ｃ　　帯状部材
　９０　　顔面
　９１　　鼻部
　９２　　頬部
　９３　　口部
　９５　　空間
　２４１ａ～２４１ｄ　　折り畳み線
　２４２　　折り畳み中央部
　９１１　　鼻下部
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