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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の径からなる外周円、前記外周円から偏心させた位置に中心を設けて切断した内周
円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方向に所定の幅だけ切欠
いてなる切欠部を有し、水分を浸透させない不浸透性シート及びその上面に接合された水
分を吸収し保持する浸透性シートを有する基体部と、
　前記基体部の前記外周円に沿ってＣ字状に接続したＣ字状外周部の水分を浸透させない
不浸透性シートと、
　前記基体部を所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端を接合する接続部と、
　前記基体部の上面と前記Ｃ字状外周部の不浸透性シートとの間に挟んで配設され、水分
を吸収し保持する液体の堰となるＣ字状外周部の水分吸収保持層を有する水分吸収部と
を具備することを特徴とする涎掛け。
【請求項２】
　所定の径からなる外周円、前記外周円から偏心させた位置に中心を設けて切断した内周
円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方向に所定の幅だけ切欠
いてなる切欠部を有し、水分を浸透させない不浸透性シートを有する基体部と、
　前記基体部の前記外周円に沿ってＣ字状に接続したＣ字状外周部の水分を浸透させない
不浸透性シートと、
　前記基体部を所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端を接合する接続部と、
　前記基体部の上面と前記Ｃ字状外周部の不浸透性シートとの間に挟んで配設され、水分
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を吸収し保持する液体の堰となるＣ字状外周部の水分吸収保持層を有する水分吸収部と
を具備することを特徴とする涎掛け。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、涎掛け（よだれかけ）に関するもので、詳しくは、気管切開を行った患者の
体液の流路を確保する介護用涎掛け、乳幼児が溢乳したときの流路を確保する乳幼児用涎
掛けに使用できる涎掛けに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の涎掛けは、背後で結ばれる結び紐で、胸当て部が乳幼児の前方に位置するように
吊り下げて使用されているので、紐の結び方が緩いと、胸当て部が移動しやすく、乳幼児
の溢乳が乳幼児の体や衣服を汚すことがあった。このため、紐をきつく結ぶことで胸当て
部を固定すると乳幼児に窮屈な思いをさせる可能性がある。
【０００３】
　また、近年では、気管切開を行い異物による上気道閉塞を避けたり、酸素を供給したり
する手術が行われ、意識の低下に陥っても気道分泌物の喀痰により、気道確保できるよう
にしている。しかし、気管カニューレから流れ出る喀痰が、患者の人体を流れ、人体を汚
すことがある。
【０００４】
　特許文献１には、切れ目が形成された略ドーナツ型の形状で、内周と外周の間が所定の
長さ以上の本体と、該本体の切れ目を挟んで対向する両側に配置されると共に、同両側の
うち少なくとも一方に、前記本体の外周側に複数設けられた結合部材とを備える涎掛けが
開示されている。
【０００５】
　特許文献１では、切れ目が形成された略ドーナツ型の形状を有することによって、涎掛
けの本体が、使用者の頸を中心に体の全方位を覆うことになり、涎や溢乳で吐き戻したも
のから衣服を保護することになる。
　また、内周と外周の間が所定の長さ以上の本体によって、頸回りの部分だけでなく、胸
や背中の部分まで充分に覆われることになる。また、使用者が寝た姿勢の状態でも、頭部
周辺の領域まで、涎掛け本体に覆われることになる。
【０００６】
　そして、本体の切れ目を挟んで対向する両側に配置される結合部材を備えることによっ
て、切れ目側の端部を繋ぎ合わせることが可能となり、使用者の全方位を隙間なく本体を
覆うことができる。両側の少なくとも一方に、本体の外周側に複数設けられた結合部材を
備えることによって、本体外周の径の長さが変更可能となり、使用者の姿勢に応じて涎掛
けの形状を変えることができる。
【０００７】
　更に、本体の切れ目を挟んで対向する両側の内周近傍に配置された第１の雌雄型ホック
部と、前記本体の切れ目を挟んで対向する両側の外周近傍に配置されると共に、同本体の
外周側に複数設けられた第２の雌雄型ホック部を有し、本体の切れ目を挟んで対向する両
側のうち、一方側に配置された第１の雌雄型ホック部と第２の雌雄型ホック部の間の距離
が、本体の切れ目を挟んで対向する両側のうち、他方側に配置された第１の雌雄型ホック
部と第２の雌雄型ホック部の間の距離と略同じである場合には、内周と外周の両方で本体
を固定することができ、使用者の体を隙間なく覆った状態をより確実に保つことになる。
　また、本体外周の径の長さが変更可能となり、使用者の姿勢に応じて涎掛けの形状を変
えることができる。
【０００８】
　また、特許文献２の乳児用涎掛けは、乳幼児の頸を受入れるための開口部がその上方に
形成される合成樹脂材料の本体部分を含み、その本体部分の裏面はエンボス加工されて、
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乳幼児の皮膚との接触に対する浮き彫りの領域を具備する乳幼児用涎掛けが開示されてい
る。この特許文献２によると、乳幼児の頸を受入れる開口部の裏面がエンボス加工されて
乳幼児の皮膚との接触に対する浮き彫りの領域を得ることができる。しかし、これは乳幼
児の皮膚と合成樹脂材料との接触の問題解決策であり、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を
吸収するという点を解決するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１３－２４９５５７
【特許文献２】特開２００５－５１３２８５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このように、特許文献１の涎掛けは、切れ目が形成された略ドーナツ型形状の本体の切
れ目側の内周と、外周の間が所定の長さ以上になっている。また、本体の切れ目を挟んで
対向する両側に配置され、うち少なくとも一方に、本体の外周側に複数設けられた結合部
材を備え、両側の内周近傍には、第１の雌雄型ホック部が設けられ、両側の外周近傍には
、本体の外周側に複数設けられた第２の雌雄型ホック部が設けられており、涎や溢乳で吐
き戻した異物の汚れから、使用者及び母親、介護者の体や衣服を保護することができるも
のである。
【００１１】
　ところが、特許文献１の涎掛けは、特許文献１の図２乃至図３に示されている使用態様
並びに図４及び図５示されている使用態様は、何れもガーゼ及びガーゼに内包された脱脂
綿で構成されているから、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物は本体の表面を流れ、吸水性、
速乾性は期待できない。特に、特許文献１を参照する限り、本体をガーゼ、ガーゼに内包
された脱脂綿で構成するとなると、図２及び図３並びに図４及び図５示されている使用形
態を取ることは困難である。
　また、特許文献２は、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収するという点を解決するも
のではない。
【００１２】
　そこで、本発明は上記問題点を解消すべく、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、
乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能な涎掛けの提供を課題とす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明にかかる涎掛けは、水分を浸透させない不浸透性シートを有する基体部
には、所定の径からなる外周円、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心を設けて切
断した内周円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方向に所定の
幅だけ切欠いてなる切欠部が形成されている。また、前記基体部の前記外周円の外周囲に
は、その周囲をＣ字状に接続させたＣ字状外周部が形成されている。そして、前記基体部
の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端には、接続部によって接合し、略環状とする。
　前記基体部の表面に配設した水分吸収部は、前記基体部の上面に並行してに配設したも
のである。
【００１４】
　ここで、所定の径からなる外周円と、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心を設
けて切断した内周円は、正確に円であることを必要とするものではなく、楕円形または長
円形であってもよい。何れにせよ、内周円は頸の位置であり、外周円はその境界となる周
囲を特定するものであるから、正確な円形に拘束される理由はない。
　前記基体部は、所定の径からなる外周円、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心
を設けて切断した内周円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方
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向に並行して所定の幅を切欠いてなる切欠部を形成したものであり、所定の径からなる外
周円が大径であり、前記内周円はその円よりも小さい径であり、また、切欠部の幅は、前
記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線に沿って開閉するように切断されておれ
ばよく、その開閉する幅は、接続部の設定によって決定される。したがって、前記外周円
の中心及び前記内周円の中心から特定の角度を開く形態とする必要はない。
【００１５】
　また、上記Ｃ字状外周部は、前記基体部の外周円の外周囲に帯状の不浸透性シートを接
続したものであり、帯状の不浸透性シートは前記基体部の外周円に接続されているから、
前記基体部の径を接続部によって小さくすると、前記帯状の不浸透性シートが前記基体部
の面から開く方向（直角方向）に変形し、前記基体部と前記帯状の不浸透性シートとの間
に空間が形成され、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物等の液体の収容空間または堰となる。
　そして、上記接続部は、前記基体部の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端を接合す
るもので、具体的な接続手段としては、前記基体部の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の
両端を接合する面ファスナー等の接着布、ボタン、紐の何れでもよく、ボタンと紐等の異
種のものとの組み合わせでもよい。
【００１６】
　加えて、前記基体部及び前記Ｃ字状外周部を構成する不浸透性シートは、水分を通過さ
せない浸透性のない合成樹脂シート、紙シート、布シート等のシートであり、液の不透過
性材料であり、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等
の高分子化合物製のフィルム等が合成樹脂シートとして使用される。勿論、複数枚を接着
等の接合させたものでもよいし、単数枚で不浸透性機能を持たせてもよい。
　また、上記浸透性シートは、最上面または最下面に位置し、少なくとも垂直下方向に水
分を透過するシートである。前記浸透性シートは、液体を水分吸収部に導くことができる
ものであればよく、例えば、合成繊維または天然繊維からなる織布または不織布、微細孔
からなる開孔フィルム等の使用が可能である。具体的には、例えば、スパンボンド不織布
、芯成分にポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレンを用いた複合繊維、或いは不織
布とした材料とすることもできる。ここで、水分を少なくとも垂直下方向に透過するとは
、重力に対する直角方向の浸透性を有するものでよいが、垂直下方向に透過する能力があ
ればよいことを意味する。
【００１７】
　そして、上記水分吸収部は、浸透性シートと共に使用されるか、または水分吸収保持層
が単独で使用されるものでもよい。何れにせよ、水分を吸収し保持する材料、例えば、パ
ルプ繊維等の親水性繊維またはパルプ繊維等の親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物、
スポンジ等の吸水性多孔質体、吸水性多孔質体と吸収性ポリマー等を用いることができる
。また、織布または不織布と吸収性ポリマー等の積層複合体等からなる厚いシートを用い
ることができる。吸収性ポリマーが水分を吸収保持し、浸透性シートの水分の保持能力と
比較すると１００倍以上の能力を有している。
　即ち、前記水分吸収部は、一般に、スポンジ等の吸水性多孔質からなる水分吸収保持層
に対して、その表裏に吸収性ポリマーをパルプ繊維等の綿花状の親水性繊維に保持された
積層複合体として使用することもできる。
　なお、上記水分吸収部は、水分吸収保持層としてクレープ状の皺や襞が付与され、前記
基体部の前記Ｃ字状外周部の内周側表面に配設したものでもよい。
【００１８】
　請求項２の発明にかかる涎掛けは、水分を浸透させない不浸透性シートからなる基体部
には、所定の径からなる外周円、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心を設けて切
断した内周円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方向に所定の
幅だけ切欠いてなる切欠部が形成されている。また、前記基体部の前記外周円の外周囲に
は、帯状の不浸透性シートの周囲を接続したＣ字状外周部が形成されている。そして、前
記基体部の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端は、接続部によって接合可能とし、略
環状としている。前記基体部と前記Ｃ字状外周部との間に配設した水分吸収部は、前記基
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体部の上面と前記Ｃ字状外周部の内面に接合して環状に配設したものである。
【００１９】
　ここで、所定の径からなる外周円と、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心を設
けて切断した内周円は、正確に円であることを必要とするものではなく、楕円形または長
円形であってもよい。何れにせよ、内周円は頸の位置であり、外周円はその境界となる周
囲を特定するものであるから、正確な円形に拘束される理由はない。
　前記基体部は、所定の径からなる外周円、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心
を設けて切断した内周円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方
向に並行して所定の幅を切欠いてなる切欠部を形成したものであり、所定の径からなる外
周円が大径であり、前記内周円はその円よりも小さい径であり、また、切欠部の幅は、前
記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上が開閉するように切断されておればよ
く、開閉する幅は、接続部の設定によって決定される。
【００２０】
　また、上記Ｃ字状外周部は、前記基体部の外周円の外周囲に帯状の不浸透性シートを接
続したものであり、帯状の不浸透性シートは前記基体部の外周円に接続されているから、
前記基体部の径を小さくすると、前記帯状の不浸透性シートが前記基体部の面から開く方
向（直角方向）に移動し、前記基体部と前記帯状の不浸透性シートとの間に空間が形成さ
れ、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物等の液体の収容空間または堰となる。
　そして、上記接続部は、前記基体部の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端を接合す
るもので、接続手段としては、前記基体部の所定の幅だけ切欠いてなる切欠部の両端を接
合する面ファスナー等の接着布、ボタン、紐の何れでもよく、ボタンと紐等の異種のもの
との組み合わせでもよい。
【００２１】
　加えて、前記基体部及び前記Ｃ字状外周部が有する不浸透性シートは、水分を通過させ
ない浸透性のない合成樹脂シート、紙シート、布シート等のシートであり、液の不透過性
材料であり、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなど
の高分子化合物製のフィルム等が合成樹脂シートとして使用される。勿論、複数枚を接着
等の接合させたものでもよい。
　また、上記浸透性シートは、最上面または最下面に位置し、少なくとも垂直下方向に水
分を透過するシートである。前記浸透性シートは、液体を水分吸収部に導くことができる
ものであればよく、例えば、合成繊維または天然繊維からなる織布または不織布、微細孔
からなる開孔フィルム等の使用が可能である。ここで、浸透性シートを浸透した水分を吸
液及び透過するとは、水分の吸収及び保持する能力及び透過する能力があればよい。その
ため、通常、シートの表面積を広くするために襞、皺等が形成されたクレープ状としてい
る。
　具体的には、例えば、スパンボンド不織布、芯成分にポリプロピレン、ポリエステル、
ポリエチレンを用いた複合繊維、或いは不織布とした材料とすることもできる。ここで、
水分を少なくとも垂直下方向に透過するとは、重力に対する直角方向の浸透性を有するも
のでよいが、垂直下方向に透過する能力があればよいことを意味する。
【００２２】
　そして、上記水分吸収部は、浸透性シートと共に使用されるか、または水分吸収保持層
が単独で使用されるもので、水分を吸収し保持する材料から構成され、例えば、パルプ繊
維等の親水性繊維またはパルプ繊維等の親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物、スポン
ジ等の吸水性多孔質体、吸水性多孔質体と吸収性ポリマー等を用いることができる。また
、織布または不織布と吸収性ポリマー等の積層複合体等からなる厚いシートを用いること
ができる。吸収性ポリマーが水分を吸収保持し、浸透性シートの水分の保持能力と比較す
ると１００倍以上の能力を有している。
　即ち、前記水分吸収部は、一般に、スポンジ等の吸水性多孔質からなる水分吸収保持層
に対して、その表裏に吸収性ポリマーをパルプ繊維等の綿花状の親水性繊維に保持された
積層複合体として使用することもできる。
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　なお、上記水分吸収部は、水分吸収保持層としてクレープ状の皺や襞が付与され、前記
基体部の前記Ｃ字状外周部の内周側表面に配設したものでもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の発明は、水分を浸透させない不浸透性シートを有する基体部の外周円の中心
から偏心させた位置に中心を設けて切断した内周円の切断口を、使用者の頸を通過させる
位置としている。例えば、乳幼児、被介護者の場合には、頸を通過させて軽く顎が載る状
態とすればよい。また、気管切開した患者の場合には、頸と気管カニューレが内周円の切
断口を通過させる状態とする。前記基体部の表面に配設した水分吸収部は、所定の径から
なる外周円から前記内周円及び切欠部の切断口を除いて水分の吸収能力を持たせることに
より、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類
を汚さなくしている。特に、前記水分吸収部は、前記基体部の上面に並行して全面に配設
したものであるから、前記水分吸収部を流れようとする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が
流れる前に捉えることができる。前記基体部及び前記基体部の前記外周円の外周囲に接続
させた前記不浸透性シートを有するＣ字状外周部は、その流れを規制して、痰や涎や溢乳
で吐き戻した異物を乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部は、前記基体部から立ち上がるＣ字状外周
部の角度を設定するものであり、また、前記基体部及び前記Ｃ字状外周部の形状を維持す
るものである。接続部はこのときの状態を維持する接着布、ボタン、紐の何れでもよい。
　したがって、本発明の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や患
者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【００２４】
　請求項２の発明は、水分を浸透させない不浸透性シートを有する基体部の外周円の中心
から偏心させた位置に中心を設けて切断した内周円の切断口を、使用者の頸を通過させる
位置としている。例えば、乳幼児、被介護者の場合には、頸を通過させて軽く顎が載る状
態とすればよい。また、気管切開した患者の場合には、頸と気管カニューレが内周円の切
断口を通過させる状態とする。前記基体部と前記Ｃ字状外周部との間に挟んだ水分吸収部
は、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に、乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類
を汚さなくしている。特に、前記水分吸収部は、前記基体部の上面に並行して全面に配設
したものであるから、前記水分吸収部を流れようとする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が
流れる前に捉えることができる。前記基体部及び前記基体部の前記外周円の外周囲に接続
させた前記不浸透性シートを有するＣ字状外周部は、その流れを規制して、痰や涎や溢乳
で吐き戻した異物を乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部は、前記基体部から立ち上がるＣ字状外周
部の角度を設定するものであり、また、前記基体部及び前記Ｃ字状外周部の形状を維持す
るものである。接続部はこのときの状態を維持する接着布、ボタン、紐の何れでもよい。
　したがって、本発明の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や患
者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は本発明の実施の形態にかかる涎掛けの平面図である。
【図２】図２は本発明の実施の形態にかかる涎掛けの接続部を接続した場合の平面図であ
る。
【図３】図３は本発明の実施の形態にかかる涎掛けにおける基体部の一部の断面図である
。
【図４】図４は本発明の実施の形態にかかる涎掛けにおける接続部を解放したＣ字状外周
部の要部断面図である。
【図５】図５は本発明の実施の形態にかかる涎掛けにおけるＣ字状外周部と水分吸収部と
の断面構造を示す要部断面図である。
【図６】図６は本発明の実施の形態にかかる涎掛けにおけるＣ字状外周部と他の水分吸収
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部との断面構造を示す要部断面図である。
【図７】図７は本発明の実施の形態にかかる涎掛けにおける基体部に２種類の水分吸収部
を接合したものの断面図で、（ａ）は浸透性シートと水分吸収保持層が積層されているも
の、（ｂ）は水分吸収保持層が浸透性シートにサンドウィッチ状に保持されているもので
ある。
【図８】図８は本発明における実施の形態の涎掛けを気管切開した患者の体液の流路を確
保する介護用涎掛けとした場合の事例の図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は切断線Ａ－Ａに
よる要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。なお、実施の形態にお
いて、図示の同一記号及び同一符号は、同一または相当する機能部分であるから、ここで
はその重複する説明を省略する。
【００２７】
　本実施の形態の涎掛けは、所定の径、即ち、半径Ｌからなる外周円、その外周円の中心
Ｏから偏心距離Ｎだけ移動した位置に中心Ｃを設けて切断した半径Ｍの内周円、前記外周
円の中心Ｏ及び前記内周円の中心Ｃを通る直線上の偏心方向に所定の幅だけ切欠いてなる
切欠部Ｗとを有し、水分を浸透させない不浸透性シート１ａを有する基体部１は、水分を
通過させない浸透性のない合成樹脂シート、紙シート、布シート、ゴムシート等のシート
であり、水分の不浸透性材料であり、通常、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リエチレンテレフタレート等の高分子化合物製のフィルム等が合成樹脂シートとして使用
される。不浸透性シート１ａは、単に一重のシートではなく、肌触り感を出す等の目的に
応じたポリエチレンに紙シートまたは布シートを重ねたシートとして使用してもよい。
　また、基体部１の表面には、肌触り感を良くし、水分を通過させる浸透性シート１ｂが
上面に接合されている。これら、不浸透性シート１ａと浸透性シート１ｂは、基体部１を
構成している。なお、基体部１は水分を浸透させない機能が必要不可欠であるから、基体
部１が不浸透性シート１ａのみとして使用することができる。
【００２８】
　図３に示すように、本実施の形態の基体部１の半径Ｌからなる外周円に揃えた不浸透性
シート２ａ及び浸透性シート２ｂは、周囲を縫製６して接続されてなるＣ字状外周部２を
構成している。基体部１と同様、水分を浸透させない不浸透性シート２ａと肌触り感を良
くし、水分を通過させる浸透性シート２ｂからなるＣ字状外周部２が基体部１の上面に接
合されている。これら、Ｃ字状外周部２の不浸透性シート２ａは、基体部１の浸透性シー
ト１ｂの上面にその不浸透性シート２ａを取付けている。
　不浸透性シート１ａは、水分を通過させない浸透性のない合成樹脂シート、紙シート、
布シート、ゴムシート等のシートであり、水分の不透過性材料であり、通常、例えば、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの高分子化合物製のフィ
ルム等が合成樹脂シートとして使用される。
　また、Ｃ字状外周部２は、全体として所定の幅の略Ｃ字状に形成され、切欠部Ｗを除き
、基体部１の外周と同径に縫製６され、更に、必要に応じてパイピング７で端部の処理が
なされている。勿論、合成樹脂シートで形成する場合には、接着剤の使用または高周波等
で熱接着することもできる。
【００２９】
　基体部１とＣ字状外周部２は、共に可撓性を有し、水分を通過させない浸透性のない不
浸透性シート１ａ、不浸透性シート２ａを有しており、本実施の形態では各々２層からな
り、上層が合成樹脂シートからなる浸透性シート１ｂで、下層が不浸透性シート１ａで基
体部１が構成されている。
　また、Ｃ字状外周部２は、水分を通過させない浸透性のない合成樹脂シートの不浸透性
シート２ａを具備し、本実施の形態では、上層が合成樹脂シートからなる浸透性シート２
ｂ、下層が不浸透性シート２ａでそれらを合わせることにより、見栄え良く、かつ、肌触
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り感を良くし、水分を通過させない浸透性のないＣ字状外周部２を構成している。
　切欠部Ｗの両端を接続部４で接合するとＣ字状外周部２は、図３に示すように、内周が
上に湾曲される形態となる。
【００３０】
　基体部１を所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗの両端を接合する接続部４は、面ファス
ナー等と呼ばれる接着布４ａ及び接着布４ｂを縫い付けている。接着布４ａと接着布４ｂ
は端部の上面と下面に設けたもので、本実施の形態では縫製６によって固着されている。
　接着布４ａと接着布４ｂは互いに対向して接着されるものであり、その接合によって重
なり合う距離が設定されている。
　なお、接着布４ａと接着布４ｂは、図１では４個配設した事例で説明しているが、本発
明を実施する場合には、接着布４ａと接着布４ｂの枚数を拘束される要因はなく、片側が
１枚以上であればよい。
【００３１】
　そして、基体部１の上表面の略全面に配設した水分吸収部３は、図４に示すように、基
体部１の上面に並行して配設されたものである。
　この水分吸収部３は一般に、図７（ａ）に示すように、浸透性シート３ｂ及び水分吸収
保持層３ａを有する。しかし、水分吸収保持層３ａは、水分を吸収し保持する材料から構
成され、単独で使用される場合と、浸透性シート３ｂと共に使用する場合がある。水分吸
収保持層３ａは、例えば、パルプ繊維等の親水性繊維またはパルプ繊維等の親水性繊維と
吸収性ポリマーとの混合物、スポンジ等の吸水性多孔質体、吸水性多孔質体と吸収性ポリ
マー等を用いることができる。また、織布または不織布と吸収性ポリマー等の積層複合体
等からなるシートを用いることができる。水分の保持能力と比較すると吸収性ポリマーが
水分を吸収保持し、浸透性シート３ｂのみよりも、１００倍以上の能力を有している。
　即ち、水分吸収部３は、一般に、スポンジ等の吸水性多孔質からなる水分吸収保持層３
ａに対して、その表裏に吸収性ポリマーをパルプ繊維等の綿花状の親水性繊維に保持され
た積層複合体として使用することもできる。しかし、浸透性シート３ｂ単独での使用を否
定するものではない。
【００３２】
　図４に示す浸透性シート３ｂは、最上面に位置し、少なくとも垂直下方向に水分を透過
するシートである。浸透性シート３ｂは、水分を水分吸収保持層３ａに導くことができる
ものであればよく、例えば、合成繊維または天然繊維からなる織布または不織布、微細孔
からなる開孔フィルム等の使用が可能である。具体的には、例えば、スパンボンド不織布
、芯成分にポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレンを用いた複合繊維、或いは不織
布とした材料とすることもできる。ここで、水分を少なくとも垂直下方向に透過するとは
、重力に対する直角方向の浸透性を有するものでよいが、垂直下方向に透過する能力があ
ればよいことを意味する。
【００３３】
　このように、上記実施の形態の涎掛けは、所定の径Ｌからなる外周円、前記外周円の中
心Ｏから偏心位置Ｎに中心Ｃを設けて切断した半径Ｍからなる内周円、前記外周円の中心
Ｏ及び内周円の中心Ｃを通る直線上の偏心方向に所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗとを
有し、水分を浸透させない不浸透性シート１ａを有する基体部１と、基体部１の外周円の
外周囲に不浸透性シート２ａの周囲を接続させてなるＣ字状外周部２と、基体部１を所定
の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗの両端を接合する接続部４と、基体部１の上表面に配設し
た水分吸収部３とを具備し、水分吸収部３は、基体部１の上面に並行する面に配設した。
【００３４】
　したがって、上記実施の形態の涎掛けは、水分を浸透させない不浸透性シート１ａを有
する基体部１の外周円の中心Ｏから偏心させた位置Ｎに中心Ｃを設けて切断した内周円の
切断口Ｒを、使用者の頸を通過させる位置としている。例えば、乳幼児、被介護者の場合
には、頸を通過させて軽く顎が載る状態とすればよい。また、気管切開した患者の場合に
は、頸と気管カニューレが内周円の切断口Ｒを通過させる状態とする。基体部１及び基体
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部１の外周円の外周囲に接続させた不浸透性シート２ａを有するＣ字状外周部２は、その
流れを規制して、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類
を汚さなくしている。
【００３５】
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗは、基体部１の面から立ち上がるＣ字状
外周部２の角度を設定するものであり、また、基体部１及びＣ字状外周部２の形状を維持
するものである。接続部４はこのときの状態を維持するもので、接着布、ボタン、紐の何
れかを使用できればよい。
　基体部１の表面に配設した水分吸収部３は、所定の径Ｌからなる外周円から内周円及び
切欠部Ｗの切断口Ｒを除いて水分の吸収能力を持たせることにより、痰や涎や溢乳で吐き
戻した異物が流れる前に乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。特に
、水分吸収部３は、基体部１の上面に並行して全面に配設したものであるから、水分吸収
部３を流れようとする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に捉えることができる。
　したがって、本実施の形態の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼
児や患者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【００３６】
　また、上記実施の形態の涎掛けは、所定の径Ｌからなる外周円、前記外周円から偏心さ
せた位置Ｎに中心Ｃを設けて切断した内周円、外周円の中心Ｏ及び内周円の中心Ｃを通る
直線上の偏心方向に所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗを有し、水分を浸透させない不浸
透性シート１ａを有する基体部１と、基体部１の外周円の外周囲に帯状の水分を浸透させ
ない不浸透性シート２ａの周囲を接続させてなるＣ字状外周部２と、基体部１を所定の幅
だけ切欠いてなる切欠部Ｗの両端を接合する接続部４と、基体部１とＣ字状外周部２の内
周に配設した水分を吸収し保持する、例えば、パルプ繊維等の親水性繊維またはパルプ繊
維等の親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物、スポンジ等の吸水性多孔質体、吸水性多
孔質体と吸収性ポリマー等を用いたシートからなる水分吸収保持層３ａを有する水分吸収
部３とを具備するものである。
【００３７】
　したがって、水分を浸透させない不浸透性シート１ａを有する基体部１の切断口Ｒを、
使用者の頸を通過させる位置としている。例えば、乳幼児、被介護者の場合には、頸を通
過させて軽く顎が載る状態とすればよい。また、気管切開した患者２０の場合には、頸と
気管カニューレ２１が内周円の切断口Ｒを通過させる状態とする。基体部１とＣ字状外周
部２との間に挟んだ水分吸収部３は、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に、乳幼
児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。特に、水分吸収部３は、基体部１
の上面に並行して全面に配設したものであるから、水分吸収部３を流れようとする痰や涎
や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に捉えることができる。
　よって、本実施の形態の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や
患者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。基体部１の外周円の外周囲
に接続させた不浸透性シート２ａを有するＣ字状外周部２は、その流れを規制して、痰や
涎や溢乳で吐き戻した異物を乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗは、基体部１から立ち上がるＣ字状外周
部２の傾斜角度を設定するものである。
【００３８】
　基体部１とＣ字状外周部２との間に水分吸収部３を挟んだとき、図５及び図６に示すよ
うに、Ｃ字状外周部２は上方に湾曲する。それと同時に、両者間で水分吸収部３を固定す
る。このとき、水分吸収部３のサイズは、図５に示すように、内周円の切断口Ｒを打ち抜
いた基体部１の略全面としてもよいし、図６のように、Ｃ字状外周部２に沿った形状とし
てもよい。
　また、図５及び図６の場合には、水分吸収部３を打ち抜いたり、指定された形状に形成
する必要があるから、例えば、パルプ繊維等の親水性繊維またはパルプ繊維等の親水性繊
維と吸収性ポリマーとの混合物、スポンジ等の吸水性多孔質体、吸水性多孔質体と吸収性
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ポリマー等を用いた紐状とし、その紐状の水分吸収部３を基体部１とＣ字状外周部２との
間に挟んだ形態とすることもできる。
【００３９】
　通常は、図７（ａ）に示す形態を採るが、図７（ｂ）に示すように、親水性繊維と吸収
性ポリマーとの混合物からなる水分吸収保持層３ａを水分を浸透させる浸透性シート３ｂ
で挟んでサンドウィッチ構造とすることもできる。浸透性シート３ｂを浸透した水分が水
分吸収保持層３ａから排出され難くなるので、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物の吸収が安
定している。また、浸透性シート３ｂは図示しない両面テープ等によって基体部１やＣ字
状外周部２に接合自在であり利便性が高い。
【００４０】
　特に、この形態は痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が大量な乳幼児の涎掛けに使用するの
が好ましい。逆に痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が小量な場合には、基体部１を構成する
浸透性シート１ｂを浸透性シートとすることにより、短期間の取替えが不要になり、全体
を廃棄することもできる。勿論、基体部１を構成する浸透性シート１ｂをパルプ繊維等の
親水性繊維またはパルプ繊維等の親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物、スポンジ等の
吸水性多孔質体、吸水性多孔質体と吸収性ポリマー等を用いたシートとすることもできる
。
　この実施の形態では、不浸透性シート１ａ、２ａと他のシートとの貼り合せを前提と説
明したが、１枚物でも、形成する際に水分吸収部３の特性がでればよい。
【００４１】
　図８は本実施の形態の気管切開を行った患者２０の体液の流路を確保する介護用の涎掛
けとして使用する場合の事例で、カニューレ２１の挿通穴３１を設けた案内板３０を配設
したものである。カニューレ２１を介して排出された体液は、基体部１の上に配設された
水分吸収部３に導くことができ、肌や肌着を汚すことがない。
　即ち、気管切開を行った患者２０の体液の流路を確保する介護用の涎掛けとして使用す
る場合、カニューレ２１の挿通孔２２が通過する挿通穴３１を設け、排出された体液がガ
イド提３２によって案内されるようになっている。
　したがって、案内板３０によって、カニューレ２１を介して排出された体液が、直接、
基体部１の上に配設された水分吸収部３に導くことができ、肌や肌着を汚すことがない。
【００４２】
　ここで、案内板３０はゴム製であり、薄くても沈み込みが生じない弾性を有している。
挿通穴３１はカニューレ２１の挿通孔２２が通過する位置決め孔となる。ガイド提３２は
排出された体液が人体の左右に分かれて流れるように他の構成部分から垂直に立ち上がっ
ている。したがって、カニューレ２１を介して排出された体液は、案内板３０の上面、ガ
イド提３２に案内されて基体部１の上面を流れることになる。
　このように、気管切開を行った患者２０の体液の流路を確保する介護用の涎掛けとして
使用する場合は、カニューレ２１の挿通穴３１を設けた案内板３０を配設したものである
から、カニューレ２１を介して排出された体液は、基体部１の上に配設された水分吸収部
３に導くことができ、肌や肌着を汚すことがない。
　なお、案内板３０はゴム製で説明したが、基体部１の表面に配設した浸透性シート１ｂ
と同一材料としてもよいし、親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物からなる水分吸収保
持層３ａを浸透性シート１ｂまたは浸透性シート３ｂの一面に配設したものでもよい。
【００４３】
　そして、上記実施の形態の涎掛けは、水分を浸透させない不浸透性シート１ａを有する
基体部１の外周円の中心Ｏから偏心させた位置Ｎに中心を設けて切断した内周円の切断口
Ｒを、使用者の頸を通過させる位置としている。例えば、乳幼児、被介護者の場合には、
頸を通過させて軽く顎が載る状態とすればよい。また、気管切開した患者の場合には、頸
と気管カニューレ２１が内周円の切断口Ｒを通過させる状態とする。基体部１及び基体部
１の外周円の外周囲に周囲を接続させた不浸透性シート２ａからなるＣ字状外周部２は、
その流れを規制して、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を乳幼児や患者、被介護者の身体や
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衣類を汚さなくしている。
【００４４】
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗは、基体部１から立ち上がるＣ字状外周
部２の傾斜角度を設定するものであり、また、基体部１及びＣ字状外周部２の形状を維持
するものである。基体部１の表面に配設した浸透性シート１ｂは、痰や涎や溢乳で吐き戻
した異物が流れる前に乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。特に、
浸透性シート１ｂは、基体部１の上面に並行して配設したものであるから、浸透性シート
１ｂを流れようとする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に捉えることができる。
　したがって、本実施の形態の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼
児や患者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【００４５】
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗは、基体部１から立ち上がるＣ字状外周
部２の角度を設定するものであり、また、基体部１及びＣ字状外周部２の形状を維持する
ものである。基体部とＣ字状外周部２との間に挟んだ水分吸収部３は、痰や涎や溢乳で吐
き戻した異物が流れる前に、乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。
　特に、水分吸収部３は、基体部１の上面に並行して全面に配設したものであるから、水
分吸収部３を流れようとする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に捉えることがで
きる。
　したがって、本発明の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や患
者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【００４６】
　このとき、所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗは、基体部１から立ち上がるＣ字状外周
部２の角度を設定するものであり、また、基体部１及びＣ字状外周部２の形状を維持する
ものである。
　基体部１の表面に配設した浸透性シート１ｂは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れ
る前に乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類を汚さなくしている。特に、浸透性シート１
ｂは、基体部１の上面に並行して配設したものであるから、浸透性シート１ｂを流れよう
とする痰や涎や溢乳で吐き戻した異物が流れる前に捉えることができる。
　したがって、本発明の涎掛けは、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や患
者、被介護者の身体や衣類を汚すことなく使用可能となる。
【００４７】
　水分吸収部３は、親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物からなる水分吸収保持層３ａ
を配設してなるものであるから、水分を浸透させる浸透性シート３ｂの一面に形成した水
分吸収保持層３ａは、浸透性シート３ｂの水分の保持能力と比較すると１００倍以上の能
力を有しており、痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、それを保持できるから、逆流
させることがない。
【００４８】
　水分吸収部３は、水分を浸透させる浸透性シート３ｂで親水性繊維と吸収性ポリマーと
の混合物からなる水分吸収保持層３ａを具備するものであるから、浸透性シート３ｂを浸
透した水分が水分吸収保持層３ａから排出され難くなるので、痰や涎や溢乳で吐き戻した
異物の吸収が安定している。また、両面テープ等によって基体部１やＣ字状外周部２に接
合自在である。
　この水分吸収部３は、水分を浸透させる浸透性シート３ｂで親水性繊維と吸収性ポリマ
ーとの混合物からなる水分吸収保持層３ａを具備するものであるが、単純な構成において
は、親水性繊維のみからなる水分を浸透させる浸透性シート３ｂのみでもよいし、水分の
吸収効率を高めるために親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合物からなる水分吸収保持層
３ａを用いてもよい。
【００４９】
　また、案内板３０を水分吸収部３として形成してもよい、即ち、基体部１の表面に配設
した浸透性シート１ｂと同一材料としてもよいし、親水性繊維と吸収性ポリマーとの混合
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したものでもよい。
　本実施の形態の涎掛けは、乳幼児と大人の患者が使用するものとではそのサイズが異な
ってくる。乳幼児用の場合には、所定の径からなる外周円は小さく、水分吸収部３の能力
を上げるのが望ましい。また、大人の患者が使用する涎掛けは、患者の様態によって左右
されるが、大別して、大径サイズ、小径サイズの２種類は必要であり、また、水分吸収部
３の吸収能力も大きくする必要がある。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　基体部
１ａ　　不浸透性シート
１ｂ　　浸透性シート
２　　　Ｃ字状外周部
２ａ　　不浸透性シート
２ｂ　　浸透性シート
３　　　水分吸収部
３ａ　　水分吸収保持層
３ｂ　　浸透性シート
４　　　接続部
２１　　カニューレ
２２　　挿通孔
３０　　案内板
３１　　挿通穴
Ｗ　　　切欠部
【要約】
【課題】痰や涎や溢乳で吐き戻した異物を吸収し、乳幼児や患者、被介護者の身体や衣類
を汚すことなく使用可能なこと。
【解決手段】所定の径からなる外周円、前記外周円の中心から偏心させた位置に中心を設
けて切断した内周円、前記外周円の中心及び前記内周円の中心を通る直線上の偏心方向に
所定の幅だけ切欠いてなる切欠部Ｗを有する水分を浸透させない基体部１と、基体部１の
外周円の外周囲に周囲を接続させてなるＣ字状外周部２と、基体部１を所定の幅だけ切欠
いてなる切欠部Ｗの両端を接合する接続部４と、基体部１の上表面に配設し、かつ、基体
部１の上面に並行して全面に配設した水分吸収部３とを具備する。
【選択図】図１
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