
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 扁平
な袋
　 これら上下両端部間がその上下方向へ伸縮可能

　前記袋 の上方において、
前記前方部分と前記後方部分との間で弾性的に

伸縮可能
　 ことを特徴とする 着用物品。
【請求項２】
　前記 が、

請求項１記載の着用物品。
【請求項３】
　前記 請求項１記載の着用物品。
【請求項４】
　前記 が、

請求項１ 記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
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上面，下面，前方部分および後方部分を有し、前記上面に形成された開口を備える
；

上端部および下端部を有し、 であり、前
記下端部において前記袋の前記開口の周縁に接続している筒状の導入手段；および

の前記上面 前記袋の前記前方部分および前記後方部分並びに前
記導入手段の前記上端部の周縁に接続し、

な支持手段
を含む 使い捨ての排泄物処理用

支持手段 前記袋の前記上面の上方に位置して前記袋の縁部に接合している非伸
縮性シートと、前記非伸縮性シートを介して前記導入手段の前記上端部の周縁に接続して
いる弾性部材とからなる

支持手段が、弾性伸縮材料からなる

支持手段 前記導入手段よりも前方に位置する二条の帯部を含み、前記二条の帯
部が互いに離間しながら前方に延びている ～３のいずれかに



【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、便、特に軟便を処理するのに好適な使い捨ての排泄物処理用着用物品に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
　ＷＯ　９９／０００９２号公報には、便処理用の着用物品であるバッグが開示されてい
る。このバッグは、開口と開口を囲むフランジとを有し、フランジの上面には粘着剤が塗
布されている。このバッグは使い捨ておむつと一体にして着用することができるもので、
着用するときには、バッグを使い捨ておむつの内側に置き、フランジを肛門の周囲に貼り
付ける。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　前記公知のバッグでは、フランジ部の粘着力を高くすることの反作用として、フランジ
部を肌から剥そうとするときに痛みを伴うようになったり、粘着剤で肌がかぶれ易くなっ
たりするということがある。
【０００４】
　この発明では、軟便等の排泄物を処理するための袋を備えた使い捨ての着用物品におい
て、粘着剤を使用しなくてもその袋を肌へ密着させることができるように改良することを
課題にしている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題解決のため この発明 使い捨ての排泄物処理用着用物品

。
【０００６】
【０００７】
【発明の実施の形態】
　この発明者に係る使い捨ての排泄物処理用着用物品として軟便処理具を例にとり、添付
の図面を参照して説明すると、以下のとおりである。
【０００８】
　図１は、軟便処理具１がこれと併用される使い捨ておむつ２の内側に載せられ、これら
処理具１とおむつ２とが平坦に伸展された状態にあるときの平面図である。図において部
分破断図で示されたおむつ２は、周知慣用のもので、透液性表面シート３と、不透液性裏
面シート４と、これら両シート３，４間に介在する吸液性コア６とを有する。おむつ２の
胴周り方向ヘ延びる前後端縁部７，８と脚周り方向ヘ延びる側縁部９とには、胴周り弾性
部材１０，１１と脚周り弾性部材１２とがあって、これら弾性部材１１，１２がそれぞれ
の周り方向へ伸長された状態で表裏面シート３，４の少なくとも一方の内面に接合してい
る。おむつ２の後胴周り域の両側縁部１３には、テープファスナ１４が取り付けられてい
る。
【０００９】
　処理具１は、おむつ２の前後方向（図の上下方向）に長く矩形を呈するように形成され
ており、前方部分２１と後方部分２２とを有し、後方部分２２の幅方向中央には軟便導入
部２３が形成されている。処理具１は、前方部分２１をおむつ２の前方へ向け、軟便導入
部２３を肛門の周囲に当接させておむつ２とともに着用する。
【００１０】
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の の は、上面，下面，前
方部分および後方部分を有し、前記上面に形成された開口を備える扁平な袋；上端部およ
び下端部を有し、これら上下両端部間がその上下方向へ伸縮可能であり、前記下端部にお
いて前記袋の前記開口の周縁に接続している筒状の導入手段；および前記袋の前記上面の
上方において、前記袋の前記前方部分および前記後方部分並びに前記導入手段の前記上端
部の周縁に接続し、前記前方部分と前記後方部分との間で弾性的に伸縮可能な支持手段を
含むことを特徴とする



　図２，３は、自由状態にある処理具１の斜視図と、同図のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図であ
る。処理具１は、矩形の上面シート２６と下面シート２７とを重ね合わせ、互いの周縁部
を接着または溶着によって接合することにより形成され

扁平な袋状の軟便収容部１５と、上面シート２６の上方におい
て前方部分２１と後方部分２２との間に延びる支持部２０と、収容部１５と支持部２０と
の間において上下方向ヘ延びる軟便導入部２３とを有する（図１を併せて参照）。
【００１１】
　収容部１５では、上面シート２６に開口２８が設けられ、下面シート２７に底部１６と
前後の端壁１７，１８と両側壁１９とが形成され、これら底部１６と壁１７，１８，１９
とが形成する凹部には吸液層３６と体液分配層３７とが納められている。
【００１２】
　軟便導入部２３は、処理具１着用者が排泄する軟便を収納部１５へ導き入れる手段であ
って、上下方向ヘ延びる導入管２９を有する。導入管２９は、下端部３９が開口２８の周
縁に水密に接合し、上端部には、開口３１と開口３１を囲むフランジ３２とが形成されて
いる。導入管２９は、図の上下方向へ非弾性的または弾性的に伸縮可能なもので、例えば
非弾性的な不織布やプラスチックフィルム、弾性的なウレタンゴムやシリコンゴム等のシ
ート材料からなる筒にその筒の軸方向ヘの伸縮を容易にするための蛇腹形状の多数のひだ
３８を設けることによって作ることができる。導入管２９の上端部に形成されたフランジ
３２には、好ましくは柔軟な弾性シート３５、例えば発泡ポリエチレンシートや発泡ポリ
ウレタンシート、捲縮繊維からなる不織布等が積層されていて、フランジ３２が肌によく
密着する。フランジ３２と弾性シート３５の幅方向中央部には、フランジ３２の上面また
は下面に前後方向ヘ延びる溝４１を形成しておくと、フランジ３２の上下方向への変形が
容易になる。
【００１３】
　支持部２０は、ウレタンゴムやシリコンゴム等からなる弾性伸縮性シート、ウレタン弾
性糸からなる弾性伸縮性不織布等の弾性伸縮性素材からなり、それが伸長状態で収容部１
５の前方部分２１と後方部分２２とにそれらの縁の部位２１ａ，２２ａで接合するととも
に、導入部２３のフランジ３２の下面にも接合している。処理具１は、それが自由状態に
あるときには、図２に示されるように支持部２０が前方部分２１と後方部分２２との間で
収縮することによって収容部１５が上面シート２６を内側にして湾曲し、軟便導入部２３
が、支持部２０によって吊り上げられるように上面シート２６の上方へ伸長する。支持部
２０の伸長率や伸長応力の調整によって、収容部１５が湾曲して形成する弧を大きくする
ことも小さくすることもできる。軟便導入部２３の導入管２９は、かかる支持部２０の収
縮を妨げることがないような十分な長さを有している。支持部２０は、導入部２３よりも
後方で一条を成すシート材料が導入部２３よりも前方では に分
かれて

の間には処理具１着用者のペニスを納め
ることができる。
【００１４】
　処理具１において、上面シート２６は透液性不織布や透液性開孔プラスチックフィルム
、不透液性不織布、不透液性プラスチックフィルム等で形成される。下面シート２７は不
透液性プラスチックフィルム、より好ましくは通気不透液性のプラスチックフィルムによ
って形成される。上下面シート２６，２７間には粉砕パルプや高吸水性ポリマー粉末等の
吸水性材料をティシューペーパ５２等の透液性シートで被覆してなる吸液層３６が設けら
れ、より好ましくは吸液層３６の上に発泡ポリウレタンや発泡ポリエチレン、発泡ポリス
チレン等の柔軟弾性材料からなる体液分配層３７が形成される。
【００１５】
　図４は、収容部１５を形成している吸液層３６と体液分配層３７（図３参照）との部分
破断斜視図である。粉砕パルプまたは粉砕パルプと高吸水性ポリマー粉末とが圧縮され、
ティシューペーパ５２で被覆されたパネル状の吸液層３６の上には、ティシュペーパ等の
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て、上面，下面，前方部分２１お
よび後方部分２２を有する

二条の帯部２０ａ，２０ｂ
いる。図に示されているように、二条の帯部２０ａ，２０ｂは、互いに離間しなが

ら前方に延びており、二条の帯部２０ａ，２０ｂ



吸水性シート４２またはネット状の透水性シートの上面に三次元網状構造を有する発泡ポ
リウレタン等のブロック４４が複数個接合してなる体液分配層３７が載せられている。ブ
ロック４４どうしの間には溝４６が形成され、導入管２９から導かれた軟便等を収容部１
５の各部位へ案内することができる。またブロック４４は、その高さを調整することによ
って、上下面シート２６，２７を適宜の寸法だけ離間させ、収容部１５内部への軟便の流
入を容易にすることができる。各ブロック４４は、吸水性シート４２に接合していること
によって相互の位置が一定に保たれる。ただし、この発明において、ブロック４４や溝４
６の形状やレイアウトに格別の規制はない。また、この発明では、体液分配層３７を持た
ない収容部１５を使用することもできる。
【００１６】
　この発明において、図示例のように収容部１５が湾曲する処理具１は、これを図１のお
むつ２とともに着用し、そのときに導入管２９の開口３１を着用者の肛門に一致させる。
収縮する支持部２０の作用によって、フランジ３２を肛門の周囲に密着させ、開口３１と
肛門とが一致した状態を維持する。このような処理具１では、従来技術のようにフランジ
３２の上面に強い粘着力を有する粘着剤を塗布しておき、その粘着剤を使ってフランジ３
２を処理具１着用者の肌に止着するという必要がない。また、仮にフランジ部３２に粘着
剤を塗布する場合であっても、その粘着力を弱くして着用者の肌に対する刺激を抑えるこ
とが可能になる。
【００１７】
　処理具１における収容部１５の上面シート２６には、好ましくは透液性のものを使用す
る。そのようにすれば排泄される尿を処理具１の前方部分２１で受け止め、この尿を上面
シート２６を透過させて収容部１５の内側へ導くことができる。かかる透過を容易にする
ために、上面シート２６が開孔プラスチックフィルムからなる場合にはそのフィルムの内
面を坪量２０～５０ｇ／ｍ２ を有する親水性繊維の集合体によって裏打ちすることが好ま
しい。また、上面シート２６が透液性の不織布からなる場合には、その不織布の内面をそ
の不織布よりも高密度な親水性の繊維集合体４０（図３参照）によって裏打ちすることが
好ましい。そのようにすると、尿は、収容部１５の外側から繊維集合体４０へ向かって浸
透し易くなる。ただし、尿をこのように処理する必要がない場合には、不透液性の上面シ
ート２６を使用してこの発明を実施することができる。
【００１８】
　処理具１における収容部１５の下面シート２７は、その外面の一部分に粘着剤を塗布し
たり商品名マジックテープで知られるメカニカルファスナの雄部材を取り付けたりするこ
とによって、おむつ２の表面シート３に対して剥離可能に止着することができる。
【００１９】
　図５，６は、この発明の実施態様の一例を示す図２と同様の図面と、図５のＶＩ－ＶＩ
線断面図である。この処理具１では、支持部２０が非伸縮性のシート５６と糸状の弾性部
材５７とによって形成されている。シート５６は、透液性または不透液性のもので、導入
部２ の上端部周縁に形成されているフランジ３２の下面に接合するとともに収容部１５
の周縁にも接合して、図５に示されるように収容部１５の上面シート２６の過半を覆って
いる。ただし、収容部１５の前方部分２１では、シート５６の一部分が切り欠かれ、

上面
シート２６が露出している。その には、ペニスを納めるこ
とができる。シート５６は、収容部１５の側縁に沿って延びるように形成されたまち５８
を有する。弾性部材５７は、収容部１５の両側縁に沿って伸長状態で延びて前方部分２１
と後方部分２２とに部位２１ａと部位２２ａとで固定されている。この処理具１が自由状
態にある時には、弾性部材５７が収縮して収容部１５を湾曲させるとともに、図６に示さ
れるように、まち５８を広げながらシート５６を上面シート２６から離間するように持ち
上げ、その作用によって軟便導入部２３を上方ヘ伸長させる。シート５６には多数のギャ
ザーが生じるが、図５，６ではそのギャザーの図示が省略されている。弾性部材５７が非
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３

二条
の帯部２０ａ，２０ｂに分かれている。図４に示されるように、二条の帯部２０ａ，２０
ｂは、互いに離間しながら前方に延びており、二条の帯部２０ａ，２０ｂの間では、

二条の帯部２０ａ，２０ｂの間



伸縮性のシート５６を介して軟便導入部２３に係合しているかような処理具１もまた、全
体が弾性伸縮性の支持部２０と軟便導入部２３とが直接的に係合している図２、３のそれ
と同様に、支持部２０の作用によって軟便導入部２３の開口３１を肛門に一致させておく
ことが容易である。シート５６の存在によって、上面シート２６の上の尿は、上面シート
２６から外へ流れ出ることがない。図５，６に例示の処理具１では、収容部１５に吸液層
３６が形成されていても、体液分配層は形成されていない。シート５６は、弾性部材５７
に接着することができる。
【００２０】
　図７もまた、この発明の実施態様の一例を示す図４と同様の図面である。この収容部１
５の体液分配層３７は、発泡ポリウレタン等の柔軟弾性材料で形成された互いに交差する
多数の筋６１，６２を有し、これらの筋６１，６２がます目６３を形成している。ます目
６３には軟便が流入可能である。
【００２１】
　これまでの図示例において、処理具１は使い捨ておむつ２とともに使用されるものとし
て説明されているが、おむつ２は、処理具１の着用手段の一例に過ぎないもので、処理具
１をおむつカバ－やパンツとともに使用することもできる。処理具１は、着用者の股部に
おいて前後方向へ容易に湾曲できるように前後方向へ長く形成されていることが好ましい
が、その外形は図示例のような矩形に代えて、砂時計型等の適宜の形状にすることができ
る。この発明において接合というときには、接着や溶着等の手段によって部材どうしが一
体化していることを意味している。
【００２２】
【発明の効果】
　この発明に係る使い捨ての排泄物処理用着用物品は、扁平な袋に軸方向ヘの伸縮性を有
する排泄物導入管を設けるとともに、その導入管の上端部開口の近傍と袋の前後方向ヘ伸
長状態で延びる弾性部材とを係合させ、弾性部材の収縮作用で導入管を上方ヘ伸張させて
導入管の開口周辺に形成されたフランジを肛門周囲に密着させるようにしたから、開口と
肛門とを一致させておくときに、粘着剤を使用してそのフランジを肛門周辺に止着させる
ことが不要になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　使い捨ておむつに載せられた排泄物処理用着用物品の平面図。
【図２】　排泄物処理用着用物品の斜視図。
【図３】　図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】　吸液層と体液分配層との斜視図。
【図５】　実施態様の一例を示す図２と同様の図面。
【図６】　図５のＶＩ－ＶＩ線断面図。
【図７】　実施態様の一例を示す図４と同様の図面。
【符号の説明】
　１　　　
　１５　　　袋（収容部）
　２０　　　
　２１　　　前方部分
　２２　　　後方部分
　２３　　　
　２６　　　上面シート
　２７　　　下面シート
　２８　　　開口
　３１　　　上端開口
　３２　　　フランジ部
　３３　　　止着手段（粘着剤）
　３６　　　吸液層
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軟便処理具（排泄物処理用着用物品）

支持部（支持手段）

導入部（導入手段）



　３７　　　分配層
　３９　　　下端部
　 　　　
　５７　　　

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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５６ 非伸縮性シート
弾性部材



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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