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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷可能なセルフラミネート加工掛けタグ（２０）を備えたクッション付きリストバン
ドであって、装着者の手首に接触するためのクッション素材（５２）の底層を持ったバン
ド部分（４６）を有するキャリア（４４）と、前記バンド部分（４６）の一方の端に結合
されて該一方の端から延びるストラップ（４８）と、キャリア（４４）に取り付けるため
の略長方形のセルフラミネート加工掛けタグ（２０）とを含み、前記セルフラミネート加
工掛けタグ（２０）が、前記ストラップ（４８）が挿入できる少なくとも１つのスロット
（４３）を有し、前記リストバンドがさらに、リストバンドが装着者の手首の周りに巻き
付けられたときにストラップ（４８）が少なくとも１つのスロット（４３）に挿入された
まま維持されるように、ストラップ（４８）をバンド部分（４６）の表層（５０）に対し
て固定するためのフック及びループからなる取付具（５０、５４）を含み、該フック及び
ループからなる取付具が、バンド部分（４６）の少なくとも一部を覆うフック素材（５４
）またはループ素材（５０）のうちのいずれか一方の層を含み、ストラップ（４８）がフ
ック素材（５４）またはループ素材（５０）のうちの他方の面を有し、掛けタグ（２０）
がバンド部分（４６）よりも狭い幅を有し、ストラップ（４８）は、掛けタグ（２０）が
キャリア（４４）に取り付けられている場合において、リストバンドが装着されたときに
、掛けタグの縁が装着者の手首に接触する機会を最小限にするためにバンド部分（４６）
の長手方向に沿った縁から内方へ間隔をあけて位置している、前記リストバンド。
【請求項２】
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　前記掛けタグ（２０）が、両端部に、前記ストラップ（４８）が挿入されるスロット（
４３）を有し、リストバンドが装着者の手首に装着されたときに、前記掛けタグ（２０）
の一方の側を、実質的に装着者の手首に隣接する平面を形成するように配向して、固定し
、表示する、請求項１に記載のリストバンド。
【請求項３】
　ストラップ（４８）は、リストバンドがユーザに使用されるときに前記スロット（４３
）の各々を通って挿入されてバンド部分（４６）に付着されるように十分に長く、またバ
ンド部分（４６）の幅よりも狭い幅を有し、さらに、リストバンドが装着者の手首に装着
された後、掛けタグ（２０）がバンド部分（４６）の縁を越えて出っ張るほどの掛けタグ
（２０）の傾斜を許容することなく、スロット（４３）を通る迅速な挿入が可能であるよ
うなサイズを有している、請求項２に記載のリストバンド。
【請求項４】
　掛けタグ（２０）が、フェースストック層（２６）にダイカットされた印刷可能なイメ
ージ形成領域（３４）とラミネート加工部分（３８）とを含み、前記ラミネート加工部分
（３８）が、折りたたまれて、印刷可能なイメージ形成領域（３４）を十分に封入するこ
とができるように、前記印刷可能なイメージ形成領域（３４）の約２倍のサイズであり、
前記掛けタグ（２０）が２層のシートレット（２２）から分離可能であり、シートレット
（２２）は、シートレットからの分離前に、コンピュータ制御下のプリンタによって、印
刷可能なイメージ形成領域（３４）の印刷を行うようになっている、請求項３に記載のリ
ストバンド。
【請求項５】
　ストラップ（４８）は、バンド部分（４６）に付着されるように、また、ストラップ（
４８）が、スロット（４３）のうちの少なくとも１つを通して挿入された後、装着者の手
首の周りに巻き付けられ、バンド部分（４６）の表層への付着のためにバンド部分（４６
）におけるストラップが結合された端とは反対の端を通り越して、装着者の手首がクッシ
ョン素材の層（５２）によって完全に取り囲まれ、掛けタグ（２０）がバンド部分（４６
）の表層側に位置するように、構成されている、請求項４に記載のリストバンド。
【請求項６】
　掛けタグ（２０）を受け入れるように構成されたクッション付きリストバンドであって
、クッション素材の内側層（５２）及びループ素材の外側層（５０）を有する略長方形の
バンド部分（４６）と、バンド部分（４６）の端部付近に固定されたストラップ（４８）
とからなるキャリア（４４）を有しており、ストラップ（４８）が、フック素材の層（５
４）を有するとともに、リストバンドがユーザの手首に使用されるときに、掛けタグ（２
０）に形成された少なくとも１つのスロット（４３）を通して挿入された後、ループ素材
の外側層（５０）へストラップを付着させるためにユーザの手首の周りに巻き付けられる
ようなサイズを有しており、ストラップ（４８）はさらに、リストバンドがユーザの手首
の周りで略一直線にそろえて巻き付けられたときに、付着されたストラップ（４８）がス
トラップ（４８）とユーザの手首との間の接触を最小限にすべくその全体がバンド部分（
４６）と接触するようにキャリア（４４）に対して位置決めされるように構成されている
、リストバンド。
【請求項７】
　前記掛けタグ（２０）が、素材の２つの層（２６、２８）の部分からなり、該２つの部
分は、印刷されるイメージを受け入れるための印刷可能なイメージ形成領域（３４）と、
印刷可能なイメージ形成領域（３４）の上部をラミネート加工するためのラミネート層（
３８）とを含む、請求項６に記載のリストバンドに取り付けるための掛けタグ（２０）。
【請求項８】
　前記バンド部分（４６）は、リストバンドを使用する際、バンド部分（４６）がユーザ
の手首を完全に一周し、リストバンドが一旦装着されると、掛けタグ（２０）をバンド部
分（４６）の外側に位置させてユーザの皮膚に接触させないように、対象とするユーザに
合ったサイズを有して形成されたものであり、ストラップ（４８）が前記バンド部分（４
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６）に縫い糸で固定されている、請求項７に記載のリストバンドおよび掛けタグの組合せ
。
【請求項９】
　前記掛けタグ（２０）は、フェースストックの層（２６）にダイカット（３６）によっ
て画定されたイメージ形成領域（３４）と、ラミネート層（２８）にダイカット（４０）
によって画定されたラミネート加工部分（３８）とを含み、該掛けタグ（２０）が、リス
トバンドに取り付けるためにシートレット（２２）から分離されて掛けタグ（２０）にセ
ルフラミネート加工される前にプリンタによってイメージ形成すべく、シートレット（２
２）の形態になっている、請求項８に記載のリストバンドおよび掛けタグの組合せ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセルフラミネート加工識別タグを備えたクッション付きリストバンドに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書における発明者はこれまでに、主に医療または病院環境で患者に使用するため
の、セルフラミネート加工リストバンドの様々な設計を発明してきた。これらの例は、発
明者が先に出願した特許第５９３３９９３号、６０００１６０号、６０６７７３９号、６
４３８８８１号、６５１０６３４号および６６８５２２８号に加えて、それに関連するさ
らなる設計、改良、ならびに発明の技術および方法に関する他の特許出願中に見出され、
それらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。これらの様々な発明および設計の中
には、未熟児を含む新生児への使用を目的とした、セルフラミネート加工リストバンドが
含まれる。よく知られているように、これらの乳児および特に未熟児は、多くの例で極端
な敏感肌を持っているので、乳児の手首または足首の周りに置かれる、いかなるリストバ
ンドまたはその他の物体も、その敏感度を慎重に考慮したものでなければならない。さら
に、乳児が自分の腕や足を急にばたばたさせたり、振り回すようにして動かしたり、目を
こすったり、その他に自分が入り込んだ新たな世界を感じるように手足を動かすことはよ
く知られている。多くの例では、自分の腕や足の動きを強めたり、または激しくしたりす
る傾向を持つ場合もあるこれらの新生児は、むずかって泣く場合もある。当然のことなが
ら、乳児は自分の手、腕および足を動かすときに、例えば顔などの他の敏感な部分に触れ
て、一部の例では引っ掻き傷になってしまったり、稀な例では乳児に怪我をさせてしまっ
たりすることさえある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　発明者の先の設計は、集中治療中にさえいるかもしれない乳児を含めた、これらのより
小さな乳児を対象としたリストバンドを含み、不快感、発疹、または発生するその他の怪
我のいかなる可能性も著しく最小化するために、様々な機能が提供されている。しかしな
がら、これらの乳児に使用するための非常に安全なリストバンドを提供した発明者のリス
トバンドの発明が、大きな商業的成功を収め、広く採用され、使用されているにもかかわ
らず、発明者は、乳児に炎症または怪我の起こりうるほんの僅かな機会さえも完全になく
すために、さらに一層これらの設計を改良する努力を続けてきた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　努力を継続した結果、本明細書における発明者は、このリストバンドを装着した乳児に
発疹、不快感、または乳児の乱暴な振る舞いの結果として生じるどんな怪我でさえも実質
的に起こらないようにする、クッション付きリストバンドの設計および開発に成功した。
簡単に言うと、この最新の発明のクッション付きリストバンドは、好ましくは一方の側に
縫い付けられ、一方の側から伸びる固定ストラップを備えた、乳児の手首または足首の周
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りに伸びるクション付きキャリア（ｃａｒｒｉｅｒ）を含む。ストラップは好ましくは、
Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）のフック型ファスナ素材で覆われた１つの面を有し、一方でキ
ャリアはＶｅｌｃｒｏ（登録商標）のループ素材で覆われた面を有する。乳児の皮膚に接
触するキャリアの反対側の面は、好ましくは任意のアレルギーを起こしにくい、柔らかな
クッション素材である。ストラップは好ましくは、レーザープリンタを通して処理されて
もよいセルフラミネート加工のタグを貫くようにサイズ設定されており、発明者の以前の
リストバンドの設計の多くに構造が類似している。本質的に、このセルフラミネート加工
タグは好ましくは、フェースストック（ｆａｃｅ　ｓｔｏｃｋ）の素材のイメージ形成領
域と、好ましくは層構造（ｌａｍｉｎａｔｉｏｎ）に配置され、好ましくはイメージ形成
領域の両側にある固定スロット（ｃｉｎｃｈ　ｓｌｏｔ）を備えた、イメージ形成領域の
およそ２倍の大きさの、基礎をなすセルフラミネート加工部分とを含む。使用の際、タグ
は患者の名前、医師の名前、バーコード識別子、入院日、および所望の任意のその他情報
を印刷するために、レーザープリンタを通して処理される。次いでタグは、シートレット
サイズもしくはページサイズ、またはその他の都合のよいサイズの業務用書式から分離さ
れ、層構造がタグをセルフラミネート加工するために折りたたまれ、その後ストラップを
一方か、または両方の固定スロットを通して挿入することによって、キャリアに適用され
てもよい。一旦全部が組み立てられると、次いでリストバンドは乳児の手首の周りに巻き
付けられ、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）ファスナのフック素材とループ素材とを合わせるこ
とによってストラップがキャリアの裏面に取り付けられ、それによってリストバンドが乳
児に固定される。リストバンドは、クション素材が乳児の手首、足首等の周りに完全に巻
き付けられ、好ましくはクション素材のみが乳児の皮膚に触れるように二重になるように
サイズ設定されるのが好ましい。
【０００５】
　図１には、多少類似する先行技術のデバイスが示されている。デバイスは、Ｖｅｌｃｒ
ｏ（登録商標）のループ素材１０４Ｐの裏張りと、リストバンドを固定するために配置さ
れた、一方の側に縫い付けられ、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）のフック素材１０８Ｐを有す
るショートストラップ１０６Ｐとを備えた、クッション素材１０２Ｐから作られたリスト
バンド１００Ｐを含む。リストバンドの裏側には、患者ラベル１１２Ｐが付着されてもよ
いパネル１１０Ｐが縫い付けられている。この患者パネル１１２Ｐは、別の書式の一部と
して与えられ、レーザープリンタを通した処理などによって印刷されてもよい。患者ラベ
ルは露出されており、ラミネート加工されていないので、水分、体液、および受けると思
われるその他の酷使に耐えるために、ビニルまたはその他の耐久素材などの弾性素材から
作られることが必要であることに注意されたい。さらに、リストバンドへの患者ラベルの
絶対的または機械的な取付具（ａｔｔａｃｈｅｍｅｎｔ）は存在しないので、患者ラベル
は磨耗し、酷使された場合、判読が困難になるか、または分離さえするかもしれず、確実
に乳児を識別するという本質的な目的におけるリストバンドの欠陥につながることにもな
る。本発明のリストバンドによって、固定スロットは、判読困難になったり、分離したり
することが実質的にあり得ないようにする、ラミネート加工の患者ラベルの絶対的な機械
的取付具を提供し、したがって、劇的に向上した性能を提供する。先行技術の患者ラベル
は、患者ラベルを新しいものに一新するために都合よく取り外されることはなく、代わり
に新しい患者ラベルは既存の患者ラベルの上に付着されなければならないと考えられてい
る。病院の環境では起こりそうにもないことだが、新たな患者ラベルを受け入れるための
パネルの準備に最大限の注意が払われでもしない限り、この構造では、２番目の患者ラベ
ルは最初のものよりも不確実な方法で付着されることになる。看護師には、新たな患者ラ
ベルを受け入れるために表面をきれいにして準備することよりも、時間内にもっとやるべ
きことがある。本発明では、患者ラベルを一新することはめったに必要ではなく、必要な
場合には、リストバンドを取り外し、古い患者ラベルを抜き取って新しい患者ラベルを差
し入れ、その後リストバンドを乳児に戻すことによる２、３のステップの中で、患者ラベ
ルの一新が達成されることが可能である。表面をきれいにすること、または古いラベルを
剥がすことは必要とされない。さらに、交換される患者ラベルは、ちょうど元の患者ラベ
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ルと同じように固定される。したがって、本発明はこの先行技術の構造の先を行く目ざま
しいステップを表している。
【０００６】
　本発明によって提供される新たな特徴および利点は数多く存在する。これらのうちの一
部は以下のものを含む。後で乳児のために使用されるかもしれない、その他のリストバン
ドおよびラベルを含む他の書式とともに、セルフラミネート加工タグは、入院時のレーザ
ープリンタを通す都合のよい処理のために、シートレットまたはフルページサイズの書式
に都合よく与えられてもよい。したがって発明者の先の特許に記載されている利点は、そ
の点に関して本発明に持ち越される。セルフラミネート加工タグは、クッション素材のみ
が乳児の皮膚に触れるようにして、乳児の手首または足首の周りに緩やかにも、または緊
密にもしっかりと固定されてもよく、それによって耐久性がありながら、乳児に対するい
かなる不快感も伴わない、信頼性の高い識別が提供される。キャリアは、異なる大きさ、
または年齢の乳児に使用されてもよいように様々な長さを提供して、それ自体に巻き付け
られることができるので、調節可能である。つまりリストバンドのキャリアは、長さが調
節可能となり、乳児の外肢に緩やかにも、または緊密にも適合するように、そのフックと
ループのファスナを用いてサイズ設定され、調整される。掛けタグは、所望のとおりに、
固定スロットのうちの一方にも、または両方にも取り付けられてよい。１つの固定スロッ
トに取り付けられる場合、本質的にタグはリストバンドに関して自由に動くので、より簡
単なバーコードスキャニングのためにより接近しやすく、平らなままである。両方のスロ
ットを通して伸びるストラップに取り付けられる場合、タグはキャリアに対してよりしっ
かりと固定されて、不注意に分離しにくくなり、不注意に乳児に触れる可能性が少なくな
ってもよい。リストバンドは比較的安価であるが、著しい酷使の結果にタグが交換される
ことが望まれるはずであり、入院時にさらなるタグが都合よく印刷されるかもしれないと
いった多くの場合に、再処理を伴わずにそれが都合よく行われるかもしれないという点で
、耐久性と柔軟性がある。セルフラミネート加工されることによって、タグは、乳児が食
物を与えられるか、または口から薬を投与されるとき、乳児がよだれを垂らすとき、およ
び乳児がその他の身体機能を行うときに接触する可能性がある、様々な体液から保護され
ている。掛けタグは着脱可能なので、キャリアは所望のとき、または品切れもしくは緊急
事態のときに再利用されてもよく、したがってリストバンドのシステム全体をより柔軟に
する。実際のところ、キャリアそのものは同様のことを考慮して、洗われてもよい。掛け
タグは、リストバンドの書式のより大きな集合物の一部として提供され、書式の単一のセ
ットが予め印刷されて、乳児の入院の日数が進んだときに使用するため、および乳児が延
長で入院し続けるといった比較的希な機会にさえ対応するために、利用可能であってもよ
い。
【０００７】
　本発明の主要な利点および特徴が上で簡単に説明されてきたが、本発明とその利点のよ
り完全な理解および認識は、以下の図面および好ましい実施形態の説明を参照することに
よって得られるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図２および３に示すように、セルフラミネート加工掛けタグ２０は、図２のシートレッ
ト２２に示されるマルチウェブの業務用書式の一部か、または図３に示されるページサイ
ズの組合せ書式２４の一部として提供される。シートレット２２は、当技術分野で知られ
ているように、また上で述べた発明者の先の特許で説明されているように、レーザープリ
ンタを通す都合のよい処理のために、大体封筒の大きさにサイズ設定されている。シート
レット２２は通常、基礎をなすラミネート層（ｐｌｙ）２８に接合された上部の表面層２
６と、シートレット２２のアウトライン３０で示されるセルフラミネート加工部分との２
つの層から構成される。一対のセルフラミネート加工リストバンド３２とともに、一対の
掛けタグ２０は、シートレット２２の範囲内に適合するように都合よくサイズ設定されて
いる。本発明の目的のための特定の関心事は、掛けタグ２０である。これらの各々は、フ
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ェースストック層２６のダイカット３６によって定められるイメージ形成領域３４と、ラ
ミネート層２８のダイカット４０によって定められる基礎をなすラミネート加工部分３８
とを含む。一対の固定スロット４３は、好ましくはラミネート加工部分３４に与えられ、
イメージ形成領域３４をまたいでいる。これらの固定スロットは、以下でさらに詳細に説
明されるように、掛けタグ２０をキャリア４４に付着するために使用される。図２および
３に示すように、固定スロット４３は長さ約７／１６インチ、幅約１／１６インチで、約
１と３／４インチの間隔をあけて配置されるか、またはそれとは別に、以下で説明される
ように、掛けタグ２０がスライドして付着されることができるように適切にサイズ設定さ
れてもよい。さらに詳細には、固定スロット４３は好ましくは、リストバンドが一旦乳児
に適用されたならば、掛けタグ２０が動く可能性を最小限にするようにサイズ設定される
べきであるということを、発明者は考える。セルフラミネート加工の掛けタグ２０はシー
トレット２２から都合よく分離され、ラミネーション部分３８はイメージ形成領域３４を
完全に封入するために、刻み目線（ｓｃｏｒｅ　ｌｉｎｅ）４２のあたりで折りたたまれ
る。当然のことながら、イメージ形成領域３４はレーザープリンタを通して処理され、患
者の入院の際の患者情報、または乳児の場合には誕生の際の患者情報とともに印刷されて
よい。リストバンド３２と掛けタグ２０とは、シートレット２２の書式で提供される他に
、図３に示すページサイズの組合せ書式２４の一部としても提供されてよい。組合せ書式
２４の構造は、上述の発明者の先の特許のうちの１つまたは複数の中で、より詳細に説明
されている。
【０００９】
　図４にキャリア４４が示されている。キャリア４４は、バンド部分４６とストラップ部
分４８とを含む。バンド部分４６は、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）ファスナの素材の「ルー
プ面」の表層５０と、好ましくは、外科用の等級であってもよい任意の軟質フォームか、
またはスポンジ状の素材であるクッション素材の底層５２とを備えた多層構造である。Ｖ
ｅｌｃｒｏ（登録商標）ストラップ４８は、キャリア４４が乳児の手首に巻き付けられる
ときに、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）フック面５４がＶｅｌｃｒｏ（登録商標）ループ面の
上に置かれるように持ってこられて、キャリア４４の両端を付着し、リストバンドを完成
させてもよいように、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）ファスナの「フック面」から構成される
下層５４を有する。
【００１０】
　好ましい実施形態の中で示すように、ストラップ部分は好ましくは、キャリアまたはバ
ンド部分４６の端部に縫い付けられ、長さは約３インチ、幅は約３／８インチである。掛
けタグの固定スロット４３は、ループ部分５０に対して露出するために、ストラップ部分
４８を受け入れて、そこを通過させ、ストラップ部分４８の端部が第２固定スロット４３
を越えて伸びるように、適切にサイズ設定されている。
【００１１】
　使用の際、シートレット、またはページサイズの書式の形態をとる掛けタグは、患者名
またはその他の識別情報がイメージ形成領域に適用されるときに、レーザープリンタ等を
通して都合よく処理される。次いで、掛けタグはシートレットまたはページサイズの書式
から分離され、キャリアストラップは固定スロットの１つ、または両方を通して挿入され
る。図５に示すように、掛けタグはキャリアの裏側のループ素材への付着のために、スト
ラップ上に置かれて、ストラップの余分な長さが外側寄りの（ｏｕｔｂｏａｒｄ）固定ス
ロットを越えて伸び、最大限のサイズの「舌状部（ｔｏｎｇｕｅ）」が伸びるようにして
もよい。また図５には、キャリアを形成するクッション素材のみが患者の皮膚に触れるよ
うに、キャリアが二重にされて示されている。この配置は、同様に図７で示されている。
この配置を用いることで、キャリアは締め付けることはないが、しっかりと固定されるよ
うに、手首または足首に「ぴったり合わされ」てもよく、さらにクッション素材のみが皮
膚に柔らかく押し当てられるので、患者に最大限の快適さが提供されるということが考え
られる。図６には、ストラップが２つの固定スロットのうちの１つのみを通される第２の
構成が示されている。図６には、内側寄りの（ｉｎｂｏａｒｄ）固定スロットを通して挿
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入されているストラップを示すが、ストラップは看護師の選択によって、ボードの外側の
スロットを通して同様に挿入されてもよい。掛けタグの一方か、または他方の上にあるバ
ーコードに接近しやすくするために、または、例えば単なる個人的な好みを含む任意のそ
の他の理由のために、１つか、または別のスロットが選択されてもよい。図６には、図５
のような最大限の快適さのために二重にされたキャリアが再び示されている。しかしなが
ら、例えばより長いリストバンドが必要とされるべき場合など、キャリアは二重にされな
いで配置されることが可能であるが、この応用例は、場合によってはざらざらした角およ
び表面が患者の皮膚にさらされることもあるので、発明者によって好ましいものと考えら
れてはいない。
【００１２】
　図７に示すように、リストバンドはご対面（ｒｅａｄｙ　ｖｉｅｗｉｎｇ）および、例
えば上に印刷されたバーコードを読み取るための接近のために露出された掛けタグ上の情
報とともに、患者の手首を一周するために都合よく配置され、適所に固定するために手首
に対して「ぴったり合わされ」てもよい。この配置を用いて、リストバンドが、患者情報
を不明瞭にする意図しない移動をしたり、動きをしたりすることを防ぐ。しかしながら上
で述べたように、一部の場合では患者の外肢のサイズに対するリストバンドの長さは、リ
ストバンドを二重構造で適用するか、どうかについての選択肢を制限する。キャリアの２
つの端部の間の短い隙間は相対的なキャリアの厚みによって十分に許容可能であるかもし
れないが、付着の完全さを損なうかもしれないループ面に接触するストラップのフック面
の量を短くすること同様に、長すぎる隙間はストラップの「フック」面を患者の皮膚に露
出させてしまうかもしれない。したがって、リストバンドの設計は多少の調整性を与える
が、特定の患者のために正しいサイズのリストバンドを選択することには多少の注意が払
われなければならない。
【００１３】
　本発明は、図面中で示され、上で説明された好ましい実施形態に関して説明されてきた
。しかしながら、特定の開示に対する様々な変更および変形形態は当業者には明らかであ
り、本発明の教示の中に含まれるので、本発明はこの好ましい実施形態の特性に限定され
るものとして考えられるべきではない。例えば、キャリアのバンド部分には様々な種類の
素材が使用されてよく、バンドおよびストラップなどの、キャリアの様々な部分のために
様々な寸法および長さが都合よく選択されることが可能であり、ストラップはフックとル
ープのファスナ、スナップ等を含む任意の都合のよい付着手段によってバンド部分に固定
されてもよく、掛けタグは医療状況または患者の処置に関する特別な注意事項もしくはそ
の他警告、または指示などの、含まれることが望ましい情報とともに事前に印刷されるこ
とが可能であり、固定スロットは掛けタグの両側に与えられる代わりに一方の側にだけ与
えられるか、または掛けタグの異なる領域に移動されることが可能であり、リストバンド
はストラップ部分を切り離すこと、およびその他の同様の変更よって、掛けタグとして機
能することが可能である。さらに本発明のリストバンドは、主に乳児の患者に対する使用
を目的として説明されているが、火傷の被害者や老齢の患者などの、皮膚全体に問題を抱
えた患者のために快適さを増し、擦傷、発疹、または意図しない怪我の危険性を減少させ
るために、いかなる患者に対しても使用されることが可能である。このように、本発明は
本明細書に添付される特許請求の範囲、およびその法的な等価物によってのみ限定される
ものとみなされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】先行技術のクッション素材のキャリアを有するリストバンドおよびラベルの平面
図である。
【図２】図４に示されるクッション付きキャリアに使用するための、一対のセルフラミネ
ート加工リストバンドと、一対のセルフラミネート加工掛けタグとを有するシートレット
サイズの業務用書式の平面図である。
【図３】一対のセルフラミネート加工掛けタグとともに、一対のセルフラミネート加工リ
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ストバンドを含む上部と、印刷可能な糊付きラベルの行列を有する下部とを有する、フル
ページサイズの「組合せ」書式の平面図である。
【図４】図２および３に示されるセルフラミネート加工掛けタグの付着のために、一方の
側に縫い付けられたＶｅｌｃｒｏ（登録商標）ストラップを示すクッション付きキャリア
の平面図である。
【図５】ストラップが２つの固定スロットのうちの両方を通された、組み立てられたリス
トバンドの透視図である。
【図６】ストラップが固定スロットのうちの１つを通された、組み立てられたリストバン
ドの透視図である。
【図７】患者の手首に適用された、組み立てられたリストバンドの透視図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】
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