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(54)【発明の名称】防護衣服
(57)【要約】
【課題】

防護衣服を着用したまま外部との気密性を保

持しながら、安全に排尿し、同時に排出も行うことので
きる新規な防護衣服を提供する。
【解決手段】

身体への固定用布１、該固定用布１に連

結した排尿袋２、及び該排尿袋２に取付けた排尿ホース
３を備える装着式排尿具と、前記排尿ホース３を貫通さ
せる部分に添着されるシール部材４、及び表地側に添着
されて該排尿ホース３の先端部を収納保護する収納ポケ
ット５を備えた衣服より構成される防護衣服である。
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【特許請求の範囲】

容器を取付けて使用するので、衣服を着用したまま排尿

【請求項１】

が可能であるが、排尿後は容器に尿が貯まったままなの

身体への固定用布、該固定用布に連結し

た排尿袋、及び該排尿袋に取付けた排尿ホースを備える

で適切な時期に該容器を取り外して処理する必要があ

装着式排尿具と、

る。その為、作業が一旦中断して作業に支障が生じた

前記排尿ホースを貫通させる部分に添着されるシール部

り、取り外し時に容器が破損する恐れもある。

材、及び表地側に添着されて該排尿ホースの先端部を収

【０００５】更に実開昭５９−４７６１６号や実開昭６

納保護する収納ポケットを備えた衣服より構成されるこ

０−３２３１９号は、つなぎ衣服や漁夫用防水衣に関

とを特徴とする防護衣服。

し、ズボン等の衣服を着用したまま用意に排尿し得る構

【請求項２】

前記シール部材が衣服の表地側及び裏地

側に夫々添着されたものである請求項１に記載の防護衣

成を採用している。しかし、これらの衣服は、排尿時に
10

服。
【請求項３】

陰茎部を露出することを想定している為、気密性が要求
される上記環境下に適用することはできない。その他、

排尿ホースの先端部に外気流入防止機構

おむつ状の排尿具も種々提案されているが、嵩高な為、

を設けた請求項１または２に記載の防護衣服。

装着中常に違和感があると共に、排尿後の尿が身体に接

【発明の詳細な説明】

触しているので衛生上問題がある。

【０００１】

【０００６】

【発明の属する技術分野】本発明は、農薬を散布する

【発明が解決しようとする問題】本発明は上記事情に着

際、若しくは、化学薬品の製造及びその使用時に、有機

目して成されたものであり、その目的は、有害化学薬品

リン系化合物等の有毒な化学薬品や、皮膚への吸収性が

等を取扱う作業者が、衣服を着用したまま、しかも身体

高く人体に悪影響を及ぼす有害物質を取扱う際、作業者

を外部に露出することなく安全に且つ作業効率を低下さ

を保護する衣服を着用したままで身体を外部環境に露出
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せずに排尿もでき、同時に排出も可能な新規な防護衣服

することなく安全に排尿でき、同時に排出も可能な、排

を提供することにある。

尿具と衣服が一体になった防護衣服に関するものであ

【０００７】

る。本発明の防護衣服を着用すれば、作業環境下に充満

【課題を解決するための手段】上記課題を解決し得た本

する有害物質が防護衣服内部に侵入することがなく、気

発明の防護衣服とは、身体への固定用布１、該固定用布

密性を維持したままで排尿し且つ防護衣服の外部に排出

１に連結した排尿袋２、及び該排尿袋２に取付けた排尿

することができるので、この様な作業従事者用の防護衣

ホース３を備える装着式排尿具と、上記排尿ホース３を

服として極めて有用である。

貫通させる部分に添着されるシール部材４、及び表地側

【０００２】

に添着されて該排尿ホース３の先端部を収納保護する収

【従来の技術】従来の排尿具としては、臨床領域で疾病

納ポケット５を備えた衣服より構成されるものであると

患者や寝たきりの療養者を対象にしたもの、或いは、レ
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ころに要旨を有する。

ジャー等で乗物に長時間拘束される人を対象にした臨時

【０００８】尚、一層優れた気密性・防護性を得る為に

の携帯品等が一般的である。その他には、水中用衣服を

は、上記シール部分４は、衣服の表地側及び裏地側に夫

対象にしたものが提供されているが、人体に有害な物質

々添着された構造を採用することが推奨される。また、

が存在する作業環境下で、作業者を防護する衣服を長時

排尿ホースの先端部には、外気流入防止機構（逆止弁

間着用したまま安全に排尿でき、同時に排出も可能な防

７）が設けられていることが好ましく、これにより、化

護衣服は未だ提供されていない。即ち、従来の排尿具や

学物質等の身体への侵入を確実に防止することができ

防護衣服を、上述した様な気密性の要求される環境下で

る。

使用すると種々の不都合を生じる。

【０００９】

【０００３】例えば、実開平５−２１９３７号や特公昭
６１−４３０６３号には、寝たきりの療養者等を対象と

【発明の実施の形態】前述の如く、本発明者らは、有害
40

物質を取扱う作業従事者の身体を保護するという観点か

した、装着容易で排尿処理を確実に行える排尿器が開示

ら、気密性を維持したまま排尿でき、同時に排出も可能

されている。これらは、いずれも採尿管を介して尿を受

な防護衣服を提供すべく鋭意検討した。その結果、装着

尿容器に回収するものであるから、有害な化学薬品が充

式排尿具に取付けられた排尿ホースが、外気の侵入を防

満している環境下で使用する為の必須条件である「防護

止し得るシール部材が添着された衣服の通過孔に貫通す

衣服を着用したまま排尿する」ことが出来ないという問

る構成からなる防護衣服を着用すれば、気密性を維持し

題がある。

たまま、安全に排尿でき同時に外部への排出も可能であ

【０００４】また、実開昭６３−５０２９２号や実開平

ることを見出し、本発明を完成したのである。

４−６０２２０号には、家庭向けリハビリ介護を対象と

【００１０】後述する実施例に相当する図１及び図２を

した、尿を貯めるタンクや袋等の容器を備えた排尿器が

参照する。本発明の防護衣服は前述した通り、身体への

提案されている。これらの排尿器は、衣服の内側に上記
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固定用布１、該固定用布１に連結した排尿袋２、及び該
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排尿袋２に取付けた排尿ホース３を備える装着式排尿具

ル部材４は、表地側及び裏地側の内側、外側のいずれに

と、上記排尿ホース３を貫通させる部分に添着されるシ

添着されていても構わない。

ール部材４、及び表地側に添着されて該排尿ホース３の

【００１４】更に上記衣服には、上記排尿ホース３の先

先端部を収納保護する収納ポケット５を備えた衣服より

端部を収納保護する収納ポケット５が設置されており、

構成されている。

これにより、排尿ホース３のみならずシール部材４を保

【００１１】まず、本発明の防護衣服を構成する装着式

護することができる。尚、上記衣服の素材としては、液

排尿具について説明する。この排尿具は、身体に直接装

状若しくはガス状の有毒化学物質を浸透させないゴム曳

着できる固定用布１、排尿袋２、及び排尿ホース３を備

き布の他、実公平２−１１０９１号に記載の防護衣用材

えるものである。このうち固定用布１の形状は、着用者
の体型に応じてウエスト周囲を調節できるという観点か

（外層布と、繊維状活性炭布を中間層に含む内層布との
10

積層構成を有する材料）等も用いることができる。ま

ら、おむつ型が好ましい。また、上記固定用布１及び排

た、衣服の形状は、上衣とズボンからなるツーピースで

尿袋２に使用し得る材料としては、作業中に破損せず排

あっても良いし、或いは繋ぎ腹のようなワンピースでも

尿時にも尿が漏洩しない様な適度な強度と気密性を有す

構わない。

るものであれば特に限定されないが、着用感やフィット

【００１５】上記衣服に前記装着式排尿具を取付ける位

性を考慮する必要がある。

置としては、大腿部の内側及び外側、膝下部分等が挙げ

【００１２】また、排尿袋２には排尿ホース３が取付け

られるが、操作性や、外的衝撃等から排尿ホース３等を

られているが、この排尿ホース３の先端部分には、外部

保護する観点からすれば、大腿部内側部分に取付けるの

環境下にある化学物質等の流入を完全に防止できる様、

が好ましい。

外気流入防止機構（逆止弁７）が設けられていることが

【００１６】以下実施の形態に基づいて本発明を詳述す

好ましい。上記排尿ホース３、及び衣服に添着されるシ
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る。ただし、下記実施の形態は本発明を制限するもので

ール部材４（後記する）は、有害な化学物質に曝される

はなく、前・後記の趣旨を逸脱しない範囲で変更実施す

恐れも若干ある為、或る程度の耐薬品性を有すると共

ることは全て本発明の技術範囲に包含される。

に、比較的自由度が高く変形自在で、且つ加工性の良好

【００１７】

な素材を使用することが要求される。更に、これら素材

【実施例】以下、衣服の形状をズボンにした場合におけ

の肉厚及び管径についても、気密性や着用性を考慮して

る本発明の一実施態様を図１及び図２に示し、これらの

制御することが好ましい。

図を用いて本発明防護衣服を着用する方法について説明

【００１３】次に、本発明の防護衣服を構成する衣服に

する。このうち図１は、上記防護衣服を装着したときの

ついて説明する。この衣服には、上記排尿ホース３を貫

斜視図及び透視図であり、図２は、図１のＡ−Ａ

通させる部分に添着されるシール部材４、及び表地側に

図である。尚、図２のシール部材４は、衣服の表地側の

添着されて排尿ホース３の先端部を収納保護する収納ポ
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断面

内側及び裏地側の外側に夫々添着された構造を有してい

ケット５が備えられている。上記衣服には、前記装着式

る。

排尿具に取付けられた排尿ホース３が貫通する孔が設け

【００１８】先ず、作業従事者は、排尿袋２および排尿

られており、その内側に、排尿ホース３が外気に接触し

ホース３が一体となった固定用布１を装着する。この実

ない様シールするためのシール部材４が添着されてい

施例において、排尿袋２は陰茎挿入袋とされている。

る。尚、シール部材４において排尿ホース３を貫通させ

【００１９】次に、作業上着を着用すると共に、排尿ホ

る為には、十字の切れ目を施す等し、できるだけ外部と

ース３が貫通する通過孔を有する防護用ズボン６を着用

の気密性を確保し得る様にすることが推奨される。ま

する。排尿ホース３が貫通する部分には、有害物質の侵

た、シール部材４における排尿ホース３の通過孔部分

入を防止する目的で、シール部材４が添着されている。

は、気密性保持を目的として、シール性の高い素材で構
成されることが好ましい。更に、上記シール部材４は、

このズボンを着用する際には、予め排尿ホース３の先端
40

部に設置された逆止弁７を外しておき、図２に示す様に

身体への有害物質の漏洩を完全に防止する為、衣服の表

排尿ホースをシール部材４の通過孔に通してから逆止弁

地側及び裏地側に夫々添着された構造にすることが推奨

７をホース先端に取付け、その後、収納ポケット５に納

される。このうち、裏地側に添着されたシール部材４

める。上記ズボンには、図１に示す通り、作業従事者が

は、表地側に添着されたシール部材４と同じ高さに添着

排尿ホースの先端部を容易に取出せる位置、即ち、股の

するのではなく、若干位置をずらすことが好ましい。こ

内側上部等に排尿ホース３の取出し部分が設けられてい

の様な構成にすれば、万が一、表地側に添着されたシー

るので排尿を容易に行うことができる。

ル部材４から有毒物質が漏れて内部へ侵入したとして

【００２０】排尿する際には、作業従事者は、収納ポケ

も、その奥側に添着されたシール部材４により、それ以

ット５から排尿ホース３を取出し、速やかに排尿・排出

上内部への侵入を防止することができる結果、身体への

すればよい。排尿後は、排尿ホース３の先端を速やかに

化学物質の侵入を確実に防止できる。尚、これらのシー
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収納ポケットに納める。従って、本発明の防護衣服を用
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いれば、有害な物質等が存在する環境下で作業する際に

することができる。従って、本発明の防護衣服は、有害

も、安全に排尿し、且つ排出することができる

な化学物質等を取扱う作業従事者用防護衣服として好適

【００２１】

に使用することができる。

【発明の効果】本発明の防護衣服は上記の様に構成され

【図面の簡単な説明】

ており、排尿具と衣服が一体構造になっているので、以

【図１】本発明の一実施例を示す斜視図及び透視図であ

下のような効果を奏する。先ず、防護衣服を着用したま

る。

ま排尿し、且つ排出もできるので、作業効率が向上し、

【図２】図１のＡ−Ａ

生理的負担及び精神的ストレスを著しく軽減することが

【符号の説明】

できる。また、排尿ホースやシール部材の材質等を適正
化することにより、外部との遮断性に極めて優れた防護

１ 固定用布
10

２ 排尿袋

衣服を提供できるので、排尿時に、排尿ホースを外部に

３ 排尿ホース

取出して排尿したとしても、気密性が保持されたままで

４ シール部材

ある。

５ 収納ポケット

【００２２】更に排尿ホースの先端部分を収納保護する

６ 防護ズボン

収納ポケットが設置されているので、防護性を一層向上

７ 逆止弁

【図１】

断面図である。

【図２】
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