
JP 5314802 B1 2013.10.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
寝具上に載置される人体を短手方向である左右に傾斜させることができる流体袋を備えた
寝具用傾斜装置であって、前記人体を載置する直方状の傾斜面と、当該傾斜面の下に流体
を供給することによって三角柱状、直方状、球状、扇状又は円柱状のいずれか一の形状に
膨張する流体袋が配置され、前記傾斜面の両端長手部であって寝具面と接触する箇所に支
持部が配置され、前記流体袋が寝具の長手方向に複数に分断されて配置されており、当該
流体袋が傾斜面を左に傾斜させるように膨張する左傾斜用流体袋と、傾斜面を右に傾斜さ
せるように膨張する右傾斜用流体袋とを有し、前記左傾斜用流体袋と右傾斜用流体袋とが
、寝具の長手方向に交互に配置され、前記傾斜面の下に二以上の流体袋を重ねて設置し、
複数の流体袋を支持部近傍で固定し、前記流体袋のいずれか一以上の流体袋内に三角柱状
、直方状、球状、円錐状、四角錐状、扇状、円柱状のいずれか一以上からなる空間を形成
する仕切りを設け、当該仕切りには流体を通すための穴が設けられており、前記流体袋及
び前記仕切りは軟質塩化ビニル、テフロン（登録商標）６６、ナイロン材、ポリエステル
材、プラスチック材、ラミネート材又はウレタン材から形成されており、前記流体袋に流
体を供給することによって流体袋の固定された部分を支点として扇状に膨張させることに
よって流体袋上に載置された傾斜面を左右に傾斜させることができることを特徴する流体
袋を備えた寝具用傾斜装置。
【請求項２】
前記流体として空気を使用し、流体袋が二重構造となっており、内側の流体袋の下面に空
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気の噴出口が形成され、外側の流体袋の上面に空気の噴出孔が形成され、内側の流体袋に
冷気又は暖気を供給することによって冷気流又は暖気流を傾斜面に供給し得ることを特徴
とする請求項１に記載された寝具用傾斜装置。
【請求項３】
前記寝具用傾斜装置に、寝具上に載置される人体の頭頂部側を上昇させ、かつ人体の足元
側は上昇しないような形に膨張する流体袋を配置したことを特徴とする請求項１又は２に
記載された寝具用傾斜装置。
【請求項４】
前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上に配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具用補助
具を有し、当該寝具用補助具は人体における頭を保持する枕を有し、当該枕において人体
における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所に凹部を形成するか又は当該箇所が貫通して
いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置。
【請求項５】
前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上に配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具用補助
具を有し、当該寝具用補助具は更に人体における上半身を保持する胸部用寝台を有し、当
該胸部用寝台において人体における肺に当接する箇所に凹部を形成するか又は当該箇所が
貫通しており、該胸部用寝台において人体の胃周辺に当接する箇所に凹部を形成するか又
は当該箇所が貫通していることを特徴とする請求項４に記載された寝具用傾斜装置。
【請求項６】
前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上に配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具用補助
具を有し、当該寝具用補助具は更に人体における脚の一部又は全部を保持する脚用寝台を
有し、前記脚用寝台において人体における脚の付け根近傍箇所に脚間と脚の左右外側とに
脚を支持する三体の凸状支持体が形成されており、少なくとも中央に形成された凸状支持
体が脚の付け根に相当する側の巾が当該反対端部より広い平面視台形状を形成しているこ
とを特徴とする請求項５に記載された寝具用傾斜装置。
【請求項７】
前記寝具用補助具において、前記胸部用寝台における人体の胴部と腕部との間に凸状の落
下防止用ストッパが設置されていることを特徴とする請求項５又は６に記載された寝具用
傾斜装置。
【請求項８】
前記枕の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋が配置され、前記胸部用寝台
の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋が配置され、前記枕及び胸部用寝台
が任意の角度に上昇可能であることを特徴とする請求項６又は７に記載された寝具用傾斜
装置。
【請求項９】
前記流体袋が二重構造となっており、内側の流体袋の下面に空気の噴出口が形成され、外
側の流体袋の上面に空気の噴出孔が形成され、内側の流体袋に冷気又は暖気を供給するこ
とによって、冷気流又は暖気流を人体へ供給し得ることを特徴とする請求項８に記載され
た寝具用傾斜装置。
【請求項１０】
前記寝具用傾斜装置が、載置した人体より血液中の酸素飽和度を測定し、当該酸素飽和度
が所定の閾値に達した時に、駆動信号を送信して、傾斜面を左右に傾斜させることを特徴
とする請求項１乃至９のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置。
【請求項１１】
前記寝具用傾斜装置における流体袋に流体が供給されている状態において、流体袋内の流
体圧力を加圧センサーにより計測し、流体袋内の流体圧力が所定の閾値以下に減圧された
時に、流体袋より流体を排出することによって流体袋内の流体圧力を更に減圧することを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、就寝中うつ伏せ状態にある人の安眠を向上させる寝具用補助具、及び左右に
傾斜角を形成することができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置に関し、特に就寝中うつ伏
せ状態にある人を傾斜させることができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　うつ伏せ状態で就寝する際に使用されるうつ伏せ寝用枕としては、種々のものが知られ
ている。例えば、特許文献１乃至４にはうつ伏せに寝た時に、目、鼻、口を圧迫すること
なく、楽に呼吸ができる枕が開示されている。更に、うつ伏せ状態で就寝する際の寝返り
を防止する観点から、特許文献５に記載された寝具が発明されていた。
【０００３】
　また一般に就寝中の人の上気道は起床時に比較して狭くなっている。このため無呼吸症
の原因にもなっている。
　また睡眠によって顎の筋肉の緊張がとけ顎が喉の奥の方へ下がっていく。このために就
寝中の人の呼吸抵抗は起床時に比べて大きなものになっている。更に肉体疲労、ストレス
、風邪、花粉症、呼吸筋の老化や咽頭や鼻の病気等によって鼻詰まりを起こしている人は
苦しさのあまり口を開けて呼吸する。口を開くと口中に空気が入り込み、口中の圧力が上
がり、舌の根元がより沈下し、同時に軟口蓋や口蓋垂も下垂して空気の通る道がますます
狭くなる。
【０００４】
　従来無呼吸症やいびきを防止する方法としては、市販の薬剤、各種いびき防止グッズや
レーザーメス等を用いた手術等が知られている。　市販の薬剤としては、例えば点鼻薬等
は鼻粘膜の充血を改善することにより無呼吸やいびきを防止する効果があるが、長く使っ
ていると次第に使用量が増え、副作用の心配も考えられる。
　また各種いびき防止グッズの代表的なものとしては、磁気を用いた鼻クリップが知られ
ている。これは鼻の中心部である軟骨部をクリップによって挟むことにより、鼻の通りを
スムーズにして呼吸抵抗を小さくし、開口を防止し、いびきの発生原因である上気道を広
げ、鼻腔や気道の組織の振動や、空気が通る時の摩擦抵抗量を軽減することによりいびき
を防止するものである。
【０００５】
　又、別の無呼吸症やいびき防止グッズとしては、プラスチック製のマスクを装着し、空
気を送り込む装置をマスクに管で繋いで空気を送り込む。この空気の圧力が閉塞した上気
道を広げることによりいびきや無呼吸を防ぐことができる。
　しかしこれらの無呼吸症やいびき防止グッズは毎晩装着する必要があり、就寝中に無意
識に鼻をこすったり、外してしまったりすることも多く、誤飲や鼻の粘膜を傷付けるとい
った危険性もある。また、一体のマスクを複数人によって使用するのは衛生上好ましくな
いという欠点もある。また夏場はプラスチック製のマスクで汗をかき衛生上好ましくない
。さらに取り外しが必要なので、夜中に起き上がる際に煩雑であった。
【０００６】
　このような欠点を防止するものとして、ベッドの短手方向半分を可動とし、該可動部に
おける傾斜角度を調整するいびき防止用ベッドが知られている（特許文献６参照）。さら
に可動式ベッドとしては特許文献７，８に開示された技術が存在する。
　しかし、上記のベッドはベッド本体を可動するためにシリンダ等の装置が必要であり、
手軽に持ち運ぶことが困難である。
　このような従来技術の問題点を解決するために、本発明者は持ち運びが可能な寝具用流
体袋を発明した（特許文献９）。
　しかし、上記発明は基本的に仰向けで就寝する者が使用するための寝具であって、うつ
伏せで就寝する者の安眠を考慮したものではなかった。さらに、左右両方向へ傾斜面を形
成することができなかった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１１７９０５号公報
【特許文献２】特開２００６－５５３８３号公報
【特許文献３】特開２００６－３３４３６６号公報
【特許文献４】特開２００７－５０２２２号公報
【特許文献５】特開２００８－１２２１７号公報
【特許文献６】特許第３７１５９００号公報
【特許文献７】特開昭６３－２２２７１１号公報
【特許文献８】特許第１９４５９９６号公報
【特許文献９】特許第４７９００８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、就寝中における人体を左右両方向へ傾斜させることにより、無呼吸症やいび
きを抑止し快適な睡眠を確保することができ、かつ持ち運びが可能な流体袋を備えた寝具
用傾斜装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、うつ伏せ状態にある人の目、鼻、口を含む顔面の圧迫を防止する
寝具用補助具を提供することを目的とする。又、肺や胃の圧迫を防止することによって、
就寝時の呼吸を楽にし、快適な眠りを提供することを目的とする。
　又、本発明の他の目的は、傾斜面の傾斜速度を高速化することを目的とする。
　更に本発明は、仰向け又はうつ伏せ寝の両方において、寝具の傾斜に伴う人体の滑りを
抑止し、寝具からの転落を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記課題を解決するために以下の構成を有した寝具用補助具及び寝具用傾
斜装置を創作した。本発明に係る寝具用補助具及び寝具用傾斜装置は、通常の就寝時用と
しても使用可能であるに加えて、携帯して宿泊先でも使用可能であり、長距離バス又はト
ラックの仮眠用として使用可能である。
（１）寝具上に載置される人体を短手方向である左右に傾斜させることができる流体袋を
備えた寝具用傾斜装置であって、前記人体を載置する直方状の傾斜面と、当該傾斜面の下
に流体を供給することによって三角柱状、直方状、球状、扇状又は円柱状のいずれか一の
形状に膨張する流体袋が配置され、前記傾斜面の両端長手部であって寝具面と接触する箇
所に支持部が配置され、前記流体袋に流体を供給することによって前記傾斜面の支持部を
支点として傾斜面を左右に傾斜させることができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置である
。
　ここで、流体袋の形状である三角柱状、直方状、球状、円錐状、四角錐状、扇状、円柱
状には、基本的な形状が前記の形状と認識できる程度であれば該当し、例えば、角がない
ものや、円錐状になっているものも含まれる。
（２）前記流体袋が寝具の長手方向に複数に分断されて配置されており、当該流体袋が傾
斜面を左に傾斜させるように膨張する左傾斜用流体袋と、傾斜面を右に傾斜させるように
膨張する右傾斜用流体袋とを有し、前記左傾斜用流体袋と右傾斜用流体袋とが、寝具の長
手方向に交互に配置されていることを特徴とする上記（１）に記載された流体袋を備えた
寝具用傾斜装置である。
【００１０】
（３）前記傾斜面の下に二以上の流体袋を重ねて設置し、複数の流体袋を支持部近傍で固
定することにより、前記流体袋に流体を供給することによって流体袋の固定された部分を
支点として扇状に膨張させることによって流体袋上に載置された傾斜面を左右に傾斜させ
ることができる上記（１）又は（２）に記載された流体袋を備えた寝具用傾斜装置である
。
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　本発明に係る寝具用傾斜装置は、流体袋を膨張させることによって、傾斜面を左右に傾
斜させる構造となっている。流体袋を二以上重ねて設置することにより、各流体袋に同時
に流体を供給することができ、傾斜面の傾斜速度が飛躍的に高速化できる。
（４）前記傾斜面を空気が供給される流体袋によって形成し、前記流体として空気を使用
し、当該流体袋が二重構造となっており、内側の流体袋の下面に空気の噴出口が形成され
、外側の流体袋の上面に空気の噴出孔が形成され、内側の流体袋に冷気又は暖気を供給す
ることによって冷気流又は暖気流を傾斜面に供給し得ることを特徴とする上記（１）乃至
（３）のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置である。
（５）前記寝具用傾斜装置の下に、寝具上に載置される人体の頭頂部側を上昇させ、かつ
人体の足元側は上昇しないような形に膨張する流体袋を配置したことを特徴とする上記（
１）乃至（４）のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置である。
【００１１】
（６）前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上の配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具
用補助具を有し、当該寝具用補助具は人体における頭を保持する枕を有し、当該枕におい
て人体における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所に凹部を形成するか又は当該箇所が貫
通していることを特徴とする上記（１）乃至（５）のいずれか一に記載された寝具用傾斜
装置である。
（７）前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上の配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具
用補助具を有し、当該寝具用補助具は更に人体における上半身を保持する胸部用寝台を有
し、当該胸部用寝台において人体における肺に当接する箇所に凹部を形成するか又は当該
箇所が貫通しており、該胸部用寝台において人体の胃周辺に当接する箇所に凹部を形成す
るか又は当該箇所が貫通していることを特徴とする上記（６）に記載された寝具用傾斜装
置である。
（８）前記寝具用傾斜装置が前記傾斜面上の配置されるうつ伏せ寝する人体における寝具
用補助具を有し、当該寝具用補助具は更に人体における脚の一部又は全部を保持する脚用
寝台を有し、前記脚用寝台において人体における脚の付け根近傍箇所に脚間と脚の左右外
側とに脚を支持する三体の凸状支持体が形成されており、少なくとも中央に形成された凸
状支持体が脚の付け根に相当する側の巾が当該反対端部より広い平面視台形状を形成して
いることを特徴とする上記（７）に記載された寝具用傾斜装置である。
【００１２】
（９）前記寝具用補助具において、前記胸部用寝台における人体の胴部と腕部との間に凸
状の落下防止用ストッパが設置されていることを特徴とする上記（７）又は（８）に記載
された寝具用傾斜装置である。
（１０）前記枕の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋が配置され、前記胸
部用寝台の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋が配置され、前記枕及び胸
部用寝台が任意の角度に上昇可能であることを特徴とする上記（７）乃至（９）のいずれ
か一に記載された寝具用傾斜装置である。
（１１）前記枕及び胸部用寝台が空気が供給される流体袋によって形成され、前記流体と
して空気を使用し、当該流体袋が二重構造となっており、内側の流体袋の下面に空気の噴
出口が形成され、外側の流体袋の上面に空気の噴出孔が形成され、内側の流体袋に冷気又
は暖気を供給することによって、冷気流又は暖気流を人体へ供給し得ることを特徴とする
上記（７）乃至（１０）のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置である。
【００１３】
（１２）前記流体袋内に、三角柱状、直方状、球状、円錐状、四角錐状、扇状、円柱状の
一以上の空間を形成する仕切りを形成したことを特徴とする上記（１）乃至（１０）のい
ずれか一に記載された寝具用傾斜装置である。
　ここで、流体袋の形状である三角柱状、直方状、球状、円錐状、四角錐状、扇状、円柱
状には、基本的な形状が前記の形状と認識できる程度であれば該当し、例えば、角がない
ものや、円錐状になっているものも含まれる。
　このように流体袋の内部を仕切る事によって、流体袋を膨張させるために流体袋内に供
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給する流体の総量を削減することが可能となる。このような作用によって、傾斜面の傾斜
速度を高速化することができる。又、空間を設定することによって、流体袋の表面に柔軟
性をもたせることができるため、より快適な睡眠を確保することができる。
（１３）前記寝具用傾斜装置が、載置した人体より血液中の酸素飽和度を測定し、当該酸
素飽和度が所定の閾値に達した時に、駆動信号を送信して、傾斜面を左右に傾斜させるこ
とを特徴とする上記（１）乃至（１２）のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置である
。
　ここで酸素飽和度は、赤色光と赤外光を発して、これらの光が指先等を透過したもの（
または反射したもの）を受光部（センサー）で測定することによって計測できる。血液中
のヘモグロビンは酸素との結合の有無により赤色光と赤外光の吸光度が異なるので、セン
サーで透過光や反射光を測定して分析することによりＳｐＯ2を測定することができる。
又、拍動のある脈波成分より脈拍数を計測する。
　例えば、ＰＵＬＳＯＸ－５（ミノルタカメラセンシング株式会社）、ＰＵＬＳＯＸ－Ｍ
ｅ３００（帝人ファーマ株式会社）等の酸素飽和度モニタを使用して測定することができ
る。
　又、酸素飽和度における所定の閾値とは、例えば、ＳｐＯ2が９５％以下の状態が３秒
以上継続した時をいう。より好ましくは、使用する人の脈拍数を予め計測し、そこから５
ｂｐｍ以上上昇した状態が３秒以上継続した時を所定の閾値としてプリセットしておくこ
ともできる。
（１４）前記寝具用傾斜装置における流体袋に流体が供給されている状態において、流体
袋内の流体圧力を加圧センサーより計測し、流体袋内の流体圧力が所定の閾値以下に減圧
された時に、流体袋より流体を排出することによって流体袋内の流体圧力を更に減圧する
ことを特徴とする上記（１）乃至（１３）のいずれか一に記載された寝具用傾斜装置であ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る流体袋を備えた寝具用傾斜装置は、就寝中の人の体位を左右両方向へ傾斜
させることにより、無呼吸症やいびきを抑止し快適な睡眠を確保することができるという
優れた効果を奏する。
　また本発明に係る寝具用傾斜装置は、持ち運びが可能であり、携帯して宿泊先でも使用
可能であり、長距離バス又はトラックの仮眠用としても使用可能であるという効果を奏す
る。
　また本発明に係る寝具用補助具は、うつ伏せ状態にある人の目、鼻、口を含む顔面の圧
迫を防止すると同時に、肺や胃の圧迫を防止することによって、就寝時の呼吸を楽にし、
快適な眠りを提供するという効果を奏する。
　又、本発明の他の目的は、傾斜面の傾斜速度を高速化することを目的とする。
　更に本発明は、仰向け又はうつ伏せ寝の両方において、寝具の傾斜に伴う人体の滑りを
抑止し、寝具からの転落を防止するという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る寝具用補助具における実施形態１の概念図である。（ａ）は平面図
であり、（ｂ）は（ａ）における（ｂ）－（ｂ）矢視断面図である。
【図２】本発明に係る寝具用補助具における実施形態２の斜視図である。
【図３】実施形態２に係る枕の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋、及び
胸部用寝台の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋の昇降構造を説明するた
めの側面概念図である。（ａ）は枕の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋
、（ｂ）は胸部用寝台の下部に流体を供給することによって膨張する流体袋、を示す図で
ある。
【図４】実施形態２に係る空気が供給される二重構造の流体袋の作用を説明するための概
念図である。
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【図５】本発明に係る寝具用補助具における実施形態３の平面図である。
【図６】本発明に係る実施形態３における寝具用補助具の使用方法を説明するための平面
図である。
【００１６】
【図７】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態４の平面図である。
【図８】実施形態４に係る寝具用傾斜装置の作用を説明するための斜視図である。
【図９】実施形態４に係る寝具用傾斜装置の効果を説明するための正面図である。（ａ）
は傾斜面が右に傾斜した状態を示す図であり、（ｂ）は左に傾斜した状態を示す図である
。
【図１０】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態５の斜視図である。
【図１１】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態６の正面概念図である。
【図１２】実施形態６に係る寝具用傾斜装置に用いられる流体袋を説明するための断面図
である。
【図１３】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態７の斜視図である。
【図１４】実施形態７に用いられる流体供給管を説明する概念図である。
【図１５】本実施例に係るいびき防止用安眠ベッドの制御手順を示すフローチャートであ
る。
【図１６】流体の供給過剰を抑制するための制御手順を示すフローチャートである。（ａ
）は流体供給を行うフローを示し、（ｂ）は排気（減圧）フローを示している。
【図１７】本実施形態８に係る寝具用傾斜装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図１８】本発明に係る流体袋における実施形態９の斜視図である。（ａ）は実施形態９
に係る流体袋の一例を示す斜視図であり、（ｂ）は他の例を示す斜視図である。
【図１９】本発明に係る流体袋における実施形態１０の斜視図である。
【図２０】本発明に係る流体袋における実施形態１１の斜視図である。
【図２１】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態１２の斜視図である。
【図２２】本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態１３の側面概念図である。
【図２３】実施形態１３に係る寝具用傾斜装置の一例を示す斜視図である。
【図２４】本発明に係る寝具用傾斜装置の実施形態１４を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る寝具用傾斜装置に使用される寝具用補助具は、就寝中の人体における頭を
保持する枕を有する点に特徴がある。特にうつ伏せ寝する人体における寝具用補助具とし
て好適である。すなわち、寝具用補助具における枕は、人体における眼部、鼻部及び口部
に当接する箇所に凹部が形成されている。又は凹部の代わりに貫通させても良い。
　前記枕は布等のカバーで被覆しても良い。
　そして、前記枕の下部には流体を供給することによって膨張する流体袋を配置しても良
い。このような構造を採用することによって、前記枕は任意に上昇可能である。
　ここで、流体袋に用いられる材料としては、可撓性があれば特に制限はないが、軟質塩
化ビニル、テフロン（登録商標）６６、ナイロン材、ポリエステル材、プラスチック材、
ラミネート材、ウレタン材等が好ましい。これらの材料は膨縮を繰り返しても屈曲性、耐
久性に優れ、軽量であり持ち運びの際にも極めて有用である。
　又、流体袋の裏面には生ゴムを吹き付け等によって塗布してもよい。生ゴムを被覆する
ことによって、より機密性が向上するため好ましい。
　又、流体袋に用いられる材料として、ポリエステル等の通気性のある材料を表層用シー
トとして採用しても良いし、ウレタン樹脂と通気性のある材料を積層して構成しても良い
。
　このような寝具用補助具は、携帯することが可能である。例えば旅先の旅館やホテルの
布団やベッド上に設置して使用することも可能である。
　又、本発明に係る寝具用補助具は、人体における上半身を保持する胸部用寝台を有して
も良い。前記胸部用寝台は布等のカバーで被覆しても良い。
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　かかる胸部用寝台において人体における肺に当接する箇所に凹部を形成するか又は当該
箇所が貫通している。更にかかる胸部用寝台において人体の胃周辺に当接する箇所に凹部
を形成するか又は当該箇所が貫通している。かかる胸部用寝台の下部には、流体を供給す
ることによって膨張する流体袋が配置され、前記胸部用寝台が上昇可能である。
　上記の如く、本発明に係る寝具用補助具において、枕及び胸部用寝台の下部には、流体
を供給することによって膨張する流体袋が配置されている。しかし、本発明に係る寝具用
補助具においては、かかる流体袋を配置せず、枕と胸部用寝台とで構成しても良い。
【００１８】
　又、本発明に係る寝具用補助具は、更に人体における脚の一部又は全部を保持する脚用
寝台を有しても良い。かかる脚用寝台には、人体における脚の付け根近傍箇所に脚間と脚
の左右外側とに脚を支持する三体の凸状支持体が形成されている。そして少なくとも中央
に形成された凸状支持体が脚の付け根に相当する側の巾が当該反対端部より広い平面視台
形状を形成している点に特徴を有する。前記脚用寝台は布等のカバーで被覆しても良い。
カバーで被覆することにより、流体袋の部分的な膨張を抑止することができる。
　又、本発明に係る寝具用補助具は、前記胸部用寝台の左右両側であって、人体の側面に
当接する箇所に凸状の落下防止用ストッパが設置されていることを特徴とする。落下防止
用ストッパは傾斜面を形成する際に流体を供給することによって膨張させて形成するもの
であってもよいし、予めウレタンマット等により寝具の両側に設置しておいても良い。更
に、落下防止用ストッパを二重構造とし、内側に下面に空気の噴出口が形成されている流
体袋を設置し、外側の落下防止用ストッパの内側側面に空気の噴出孔を形成しておくこと
により、内側の流体袋に空気を供給することによって冷気流又は暖気流を人体へ供給する
ようにしても良い。
　更に本発明は、上記寝具用補助具を就寝する人体の下に配置される直方状の傾斜面の上
に配置した寝具用傾斜装置であっても良い。このような場合は、人体の下に配置される傾
斜面を短手方向である左右に傾斜させることができる流体袋を備えなければならない。か
かる流体袋は傾斜面の下に配置され、流体袋に外部より流体を供給することによって略三
角柱状、球状、又は円柱状のいずれか一の形状に膨張することを特徴とする。かかる場合
におけるヒンジは、前記傾斜面の長手方向両端部であって寝具面と接触する箇所に支持部
を形成することによって担保する。当該支持部は寝具上の長手方向両側に配置され、前記
流体袋に流体を供給することによって前記傾斜面支持部を支点として傾斜面を左右に傾斜
させることができる。
　上記の構成で使用される傾斜面は、ウレタン樹脂からなるマットか、エアマットを用い
るのが好ましい。前記マット以外のものであっても就寝中の人体を支えながら傾斜面が形
成されるものであれば、どのような材料、構造のマットを用いても良い。また本発明には
、傾斜する流体袋の上面をウレタン樹脂で形成し、流体袋の上面を直接傾斜面とするもの
も含まれる。
【００１９】
　又、本発明に係る寝具用傾斜装置は、前記流体袋を寝具の長手方向に複数に分断して配
置しても良い。この場合は、傾斜面を左に傾斜させるように膨張する左傾斜用流体袋と、
傾斜面を右に傾斜させるように膨張する右傾斜用流体袋とを有し、前記左傾斜用流体袋と
右傾斜用流体袋とが、寝具の長手方向に交互に配置されていることが望ましい。
　更に、前記傾斜面の下に二以上の流体袋を重ねて設置し、複数の流体袋を支持部近傍で
固定することにより、前記流体袋に流体を供給することによって流体袋の固定された部分
を支点として扇状に膨張させる構造を採用しても良い。このような構造を採用することに
よって流体袋上に載置された傾斜面をより高速に傾斜させることができる。
【００２０】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。以下の実施形態は本発明の例
示であって本発明を以下の形態に限定するものではない。実施形態１　図１は、本発明に
係る寝具用補助具における実施形態１の概念図である。（ａ）は平面図であり、（ｂ）は
（ａ）における（ｂ）－（ｂ）矢視断面図である。



(9) JP 5314802 B1 2013.10.16

10

20

30

40

50

　本実施形態１に係る寝具用補助具は、就寝中の人体における頭を保持する枕１である。
本実施形態１に係る枕１は、人体における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所に凹部２が
形成されている。又、前記枕１の下部には流体を供給することによって膨張する流体袋３
が配置されている。ここで側面部から凹部２にかけて外気を取り入れる通気穴を設けても
良い。通気穴は枕１の側面から凹部２へ貫通穴を設けることにより通気穴を確保すること
ができる。
　前記流体袋３には、図示しない流体経路より流体を送り込むことにより、流体袋３を膨
張させることができる。そして流体を送り込み流体袋３を膨張させると、前記枕１を任意
に上昇させることができる。また流体袋３から流体を排出することによって枕１を下降さ
せることができ、高さを任意に調整することが可能である。ここで使用される流体として
は、水や油等の液体、ゼリー状の半流動体、空気や窒素等の気体が挙げられる。取り扱い
や移動の便宜に鑑みると空気を利用するのが好ましい。
　ここで、前記流体袋を二重構造としても良い。内側の流体袋を頭頂側からネック側に向
って下り傾斜する四角錐形状等とすることにより、枕１の傾斜角度を調整する事ができる
。
【００２１】
実施形態２
　図２は、本発明に係る寝具用補助具における実施形態２の斜視図である。
　本実施形態２に係る寝具用補助具は、就寝中の人体における頭を保持する枕５を有する
。本実施形態２に係る枕５は、人体における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所に凹部６
が形成されている。又、前記枕５の下部には流体を供給することによって膨張する流体袋
７が配置されている。
　前記枕５のネック側の下部には、長さ調整部材９が設けられている。かかる長さ調整部
材９の表面には、ホック１０が形成されている。
　又、本発明に係る寝具用補助具は、人体における上半身を保持する胸部用寝台１１を備
えている。かかる胸部用寝台１１には、人体における肺に当接する箇所１２が貫通してい
る。又、かかる胸部用寝台１１において人体の胃周辺に当接する箇所１３が貫通している
。そして、かかる胸部用寝台１１の下部には、流体を供給することによって膨張する流体
袋１５が配置されている。
　前記流体袋７及び８には、図示しない流体経路より流体を送り込むことにより、流体袋
７，８を膨張させることができる。そして流体を送り込み流体袋７，８を膨張させると、
前記枕５及び胸部用寝台１１を任意に上昇させることができる。また流体袋７，８から流
体を排出することによって枕５及び胸部用寝台１１を下降させることができ、高さを任意
に調整することが可能である。
　更に、流体として空気を用いた場合、前記流体袋７及び８を二重構造とし、図示しない
内側の流体袋の下面に空気の噴出口を形成し、外側の流体袋の上面に空気の噴出孔を形成
することによって、冷気流又は暖気流を枕５及び胸部用寝台１１に供給することも可能で
ある。
【００２２】
　図３（ａ）は、実施形態２に係る枕の下部に流体を供給することによって膨張する流体
袋７を示す図である。また図３（ｂ）は、胸部用寝台の下部に流体を供給することによっ
て膨張する流体袋８を示す図である。
　図３（ａ）に示す如く、流体袋７の頭頂部側の側面には、高さ調整部材４が付属してい
る。かかる高さ調整部材４の先端部には、嵌合ホック４ｄが付属している。また流体袋７
の頭頂部側の側面には、前記嵌合ホック４ｄと嵌合するホック４ａ，４ｂ，４ｃが付属し
ている。前記嵌合ホック４ｄを４ａ，４ｂ，４ｃのいずれかを選択して嵌合することがで
きる。このように嵌合した状態で、流体袋７に流体を供給すれば、流体袋７の頭頂部側の
高さを調節することができる。このような構造を採用することによって、就寝者の任意で
枕の高さを調節することができる。
　なお、上記では頭頂部側に調整部材を配置していたが、顎部側に配置しても良いし、ま
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た、頭頂部側と顎部側の両方に調整部材を配置しても良い。
　図３（ｂ）に示す如く、流体袋８の足先側の側面には、高さ調整部材１４が付属してい
る。かかる高さ調整部材１４の先端部には、嵌合ホック２８ｄが付属している。また流体
袋８の足先側の側面には、前記嵌合ホック２８ｄと嵌合するホック２８ａ，２８ｂ，２８
ｃが付属している。前記嵌合ホック２８ｄを２８ａ，２８ｂ，２８ｃのいずれかを選択し
て嵌合することができる。このように嵌合した状態で、流体袋８に流体を供給すれば、流
体袋上に配置されている胸部用寝台の高さを調節することができる。このような構造を採
用することによって、就寝者の体形等に適した寝台の高さに調節することができる。
　図３に示す流体袋７，８は、軽量であり、外出先に持ち出す事も容易に行える。
【００２３】
　上記の流体袋７，８は、二重構造としても構成しても良い。図４は、実施形態２に係る
空気が供給される二重構造の流体袋の作用を説明するための概念図である。
　図４に示す如く流体袋７，８は二重構造となっており、内側の流体袋２９の下面には空
気の噴出口２９ａが多数形成されている。かかる内側の流体袋２９に外側Ｅより空気が供
給される。更に外側の流体袋７，８には、上面に空気の噴出孔７ａが多数形成されている
。内側の流体袋２９の下面から回り込んだ空気は、外側の流体袋７，８の上面の噴出孔７
ａより排出される。
　このような構造を採用することにより、冷気、暖気を均等に外側の流体袋７，８の噴出
口７ａより排出することができる。また、図４に示す流体袋７，８は、軽量であり、外出
先に持ち出す事も容易に行える。なお、噴出口の形状は円形、直方形、扇型等任意の形状
とすることができる。
【００２４】
実施形態３
　図５は、本発明に係る寝具用補助具における実施形態３の平面図である。
　本実施形態３に係る寝具用補助具は、就寝中の人体における頭を保持する枕１５を有す
る。本実施形態３に係る枕１５は、人体における眼部に当接する箇所に凹部１６が形成さ
れている。又、人体における鼻部及び口部に当接する箇所１７に凹部が形成されている。
本実施形態３に係る枕１５は、人体における首の部分が連接している。
　前記枕１５のネック側の下部には、長さ調整部材１８が設けられている。かかる長さ調
整部材１８の表面には、ホック１９が形成されている。
　又、本発明に係る寝具用補助具は、人体における上半身を保持する胸部用寝台２１を備
えている。かかる胸部用寝台２１には、人体における肺に当接する箇所２２，２２に凹部
が設けられている。又、かかる胸部用寝台２１において人体の胃周辺に当接する箇所２３
に凹部が設けられている。
　前記胸部用寝台２１における頭部側上方底面には、ホック２０が形成されている。かか
るホック２０は、上述の枕１５における長さ調整部材１８の表面に形成されているホック
１９と嵌合するようになっている。このような構成を採用することによって、使用者は自
己の体の大きさ等にあわせて、枕１５と胸部用寝台２１との間隔を調節することが可能で
ある。
【００２５】
　更に本実施形態３に係る寝具用補助具においては、前記胸部用寝台２１における人体の
側面に当接する２箇所に凸状の落下防止用ストッパ２４，２４が設置されている。
　かかる落下防止用ストッパ２４，２４は、後述する傾斜面が形成される寝具用傾斜装置
において特に有益に使用される。すなわち、落下防止用ストッパ２４は、流体袋によって
形成されている。そして、傾斜面が形成されて下方側の落下防止用ストッパ２４を膨張さ
せることによって、人体の下方への滑りを防止するものである。かかる落下防止用ストッ
パ２４は人体の体と腕との間に配置され、人体の体に直接当接し、滑りを防止することが
できる。かかる落下防止用ストッパ２４の膨張時の形状は、傾斜時の傾斜面上における人
体の滑りを防止し得る形状であれば、任意に選択することができる。例えば、四角形型、
長方形型、三角形型、かまぼこ型等を任意に選択することができる。
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　なお、本実施形態３に係る寝具用補助具については、前記枕１５及び胸部用寝台２１の
下部には、流体を供給することによって膨張する流体袋は配置されていない。
　本実施形態３に係る寝具用補助具は、人体における脚の一部を保持する脚用寝台２５を
有している。かかる脚用寝台２５においては、人体における脚の付け根近傍箇所に脚間と
脚の左右外側とに脚を支持する三体の凸状支持体が形成されている。すなわち、脚間中央
に形成された凸状支持体２６及び脚の左右外側に凸状支持体２７，２７が形成されている
。このうち、中央に形成されている凸状支持体２６は、脚の付け根に相当する側の巾が当
該反対端部より広い平面視台形状に形成されている。
【００２６】
　次に本実施形態３に係る寝具用補助具について、より詳細にその使用方法を説明する。
図６は、本発明に係る実施形態３における寝具用補助具の使用方法を説明するための平面
図である。
　図６に示す如く、本実施形態３における枕１５は、就寝中の人体Ｐにおける頭部を保持
する。枕１５には、人体における眼部に当接する箇所には凹部１６が形成されている。又
、人体における鼻部及び口部に当接する箇所１７に凹部が形成されている。このような構
成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の目、鼻、口を含む顔面の圧迫を防止
し、就寝時の呼吸を楽にし、快適な眠りを提供することができる。
　又、人体Ｐにおける上半身を保持するために胸部用寝台２１が配置される。かかる胸部
用寝台２１には、人体Ｐにおける肺に当接する箇所２２，２２に凹部が設けられている。
又、かかる胸部用寝台２１において人体Ｐの胃周辺に当接する箇所２３に凹部が設けられ
ている。
【００２７】
　このような構成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の肺や胃の圧迫を防止
することによって、就寝時の呼吸を楽にし、より快適な眠りを提供することができる。
　又、前記胸部用寝台２１における人体Ｐの側面に当接する２箇所に凸状の落下防止用ス
トッパ２４，２４が配置される。
　かかる落下防止用ストッパ２４，２４は、上述の如く、傾斜面が形成されて下方側の落
下防止用ストッパ２４を膨張させることによって、人体の下方への滑りを防止するもので
ある。
　更に、人体Ｐにおける脚の一部を保持する脚用寝台２５が配置される。かかる脚用寝台
２５においては、人体Ｐにおける脚の付け根近傍箇所に脚間と脚の左右外側とに脚を支持
する三体の凸状支持体が形成されている。すなわち、脚間中央に形成された凸状支持体２
６及び脚の左右外側に凸状支持体２７，２７が配置される。このうち、中央に形成されて
いる凸状支持体２６は、脚の付け根に相当する側の巾が当該反対端部より広い平面視台形
状に形成されている。通常は脚の付け根に相当する側の巾は、反対端部より２倍ほど長い
のが好適である。このような構成を採用することによって、就寝する人の脚部が安定し、
より快適な睡眠を得ることができる。
【００２８】
実施形態４
　図７は、本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態４の平面図である。
　本実施形態４に係る寝具用傾斜装置は、載置された人体を短手方向である左右に傾斜さ
せることができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置である。図７は、人体の下に配置される
直方状の傾斜面の下に配置される傾斜装置の一例を示す平面図である。図７に示す如く、
傾斜面を右に傾斜させる右傾斜用流体袋３０，３０，３０，３０と、傾斜面を左に傾斜さ
せる左傾斜用流体袋３１，３１，３１，３１とが、寝具の長手方向に交互に配置されてい
る。
【００２９】
　図８は、実施形態４に係る寝具用傾斜装置の作用を説明するための斜視図である。図８
に示す如く、前記右に傾斜させる右傾斜用流体袋３０，３０，３０，３０は、流体を供給
することによって略三角柱状に膨張する流体袋３２を有している。そして、前記傾斜面の



(12) JP 5314802 B1 2013.10.16

10

20

30

40

50

長手方向両端部であって寝具面と接触する箇所にある右傾斜用流体袋３０，３０，３０，
３０の支持部３３，３３，３３，３３が寝具上の長手方向に配置されている。
　本実施形態４に係る寝具用傾斜装置は、前記流体袋３２が寝具の長手方向に複数に分断
されて配置されている。そして、前記流体袋に流体を供給した際に扇型の三角柱状に膨張
する２つの流体袋３２ａ，３２ｂを少なくとも支持部３３近傍を密着して重ね合わせ、当
該密着して重ね合わせた部分を寝具面の長手方向に配置し、前記流体袋に流体を供給する
ことによって流体袋における重ね合わせた部分を支点として扇状に膨張させることによっ
て流体袋上に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。ここで各流体袋を布等
で覆っても良い。流体袋を膨張させた時に中央部の突出を抑制するためである。また、流
体袋の中央等に貫通穴を設けておくことにより、その穴を通して流体袋の平面を覆う布等
と流体袋の下面とを結接することができる。これによっても流体袋の中央部分における膨
らみを抑止することができる。流体袋の中央部分が膨らむことによって、体が不安定とな
り、安眠が妨げられるからである。
　一方、左傾斜用流体袋３１，３１，３１，３１は、傾斜面を左側へ傾斜させるものであ
り、左傾斜用流体袋３１は、図示しない流体袋に流体を供給することによって、密着して
重ね合わせた流体袋を支持部３４を支点として扇状に膨張させることによって流体袋の傾
斜面を左側に傾斜させることができる。
【００３０】
　図９は、実施形態４に係る寝具用傾斜装置の効果を説明するための正面図である。符号
３５は傾斜面であり、符号３６は寝台であり、符号３９は枕である。傾斜面３５の材料は
硬度があれば、厚さや材料は問われないが、ウレタンマット、エアマット等によって形成
されるのが好ましい。硬度のある材料で傾斜面を形成することによって、流体袋の表面の
凹凸などを抑制することができる。
　又、寝台３６はベッド等である。なお、このようなベッドやベースシートはなくても良
い。直接床に本実施形態４に係る寝具用傾斜装置を配置することも可能である。図９に示
す如く、右傾斜用流体袋と、左傾斜用流体袋が有している流体袋３２ａ，３２ｂ，３４ａ
，３４ｂに交互に流体を供給することによって、傾斜面３５を左右に傾斜させることがで
きる。図９（ａ）は流体袋３２ａ，３２ｂに流体を供給することによって傾斜面３５が右
に傾斜した状態を示す図であり、図９（ｂ）は流体袋３４ａ，３４ｂに流体を供給するこ
とによって傾斜面３５が左に傾斜した状態を示す図である。
　傾斜面３５が傾斜した際に、下方側の落下防止用ストッパ３７を膨張させることによっ
て、人体Ｐの下方への滑りを防止することができる。
【００３１】
実施形態５
　図１０は、本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態５の斜視図である。
　本実施形態５に係る寝具用傾斜装置は、載置された人体を短手方向である左右に傾斜さ
せることができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置である。図１０は、人体の下に配置され
る直方状の傾斜面の下に配置される傾斜装置の一例を示す斜視図である。図１０では傾斜
面を図示しないが、ウレタン等で形成された硬質の一枚部材を用いるのが好ましい。図１
０に示す如く、傾斜面を右に傾斜させる右傾斜用流体袋４０，４０，４０，４０と、傾斜
面を左に傾斜させる左傾斜用流体袋４１，４１，４１，４１とが、寝具の長手方向に交互
に配置されている。
　前記右に傾斜させる右傾斜用流体袋４０，４０，４０，４０は、流体を供給することに
よって略三角柱状に膨張する流体袋４２を有している。
　本実施形態５に係る寝具用傾斜装置は、前記流体袋４２が寝具の長手方向に複数に分断
されて配置されている。そして、前記流体袋に流体を供給した際に略三角柱状に膨張する
３体の流体袋４２ａ，４２ｂ，４２ｃを少なくとも支持部近傍を密着して重ね合わせ、当
該密着して重ね合わせた支持部を寝具面の長手方向に配置し、前記流体袋に流体を供給す
ることによって流体袋における重ね合わせた部分を支点として扇状に膨張させることによ
って流体袋上に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。
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　一方、左傾斜用流体袋４１，４１，４１，４１は、傾斜面を左側へ傾斜させるものであ
り、左傾斜用流体袋４１に設けられた流体袋に流体を供給することによって、密着して重
ね合わせた流体袋が支持部を支点として扇状に膨張させることによって流体袋上に載置さ
れた傾斜面を左側に傾斜させることができる。
　ここで前記流体袋に供給する流体量を調整することによって、流体袋の傾斜面を支点か
らの傾斜角度０～８０°の範囲で調整することができる。特にうつ伏せ寝の場合は、傾斜
角０～３０°程度が好適である。
　図示しない傾斜面が傾斜した際には、下方側の落下防止用ストッパ４７を膨張させるこ
とによって、人体の落下を防止することができる。
【００３２】
実施形態６
　図１１は、本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態６の正面概念図である。
　図１１に示す如く、実施形態６に係る寝具用傾斜装置５０は、傾斜面５５を有する流体
袋５２，５３を寝台５６上に配置する。流体袋５２，５３の上方にある傾斜面５５はウレ
タン樹脂によって形成されている。
【００３３】
　図１１における流体袋５２，５３は膨張時に円柱形状を呈する。このような構造におい
て、傾斜面５５の支持部を床面の長手方向に配置し、流体袋５２に図示しない流体経路よ
り流体を送り込むことにより、傾斜面５５の支持部を支点として傾斜面５５に傾斜角を形
成することできる。
　更に流体袋５２に空気を供給した際に、寝台５６上における短手方向外側への流体袋５
２の移動を防止するために、ずれ防止網５７が張り渡されている。かかるずれ防止網５７
は、布や革等の可撓性があり、傾斜面５５を寝台５６とフラットにした際に折り畳める素
材で形成されている。
　このような構造において、傾斜面５５の支持部を床面の長手方向に配置し、流体袋５２
，５３に図示しない流体経路より流体を送り込むことにより、傾斜面５５の支持部を支点
として傾斜面５５に傾斜角を形成することできる。
　又、傾斜面５５が傾斜した際には、下方側の落下防止用ストッパ５８を膨張させること
によって、人体の下方への滑りを防止することができる。
【００３４】
　図１２は、本実施形態６に係る寝具用傾斜装置５０に使用される流体袋５２，５３の断
面概念図である。
　かかる流体袋５２，５３は、外層６０と、内層６１の二層から形成されている。内層６
１の内側には空気６４が充填されている。符号６６は、図示しない流体経路より流体を流
体袋５２，５３内部に供給するための流体経路の一部である。
　前記外層６０は、耐圧力、耐久性のある麻、ナイロン製生地、綿、フッ素樹脂等の繊維
生地によって形成されている。前記内層６１は、ポリエステル、ウレタン、ウレタンゴム
、ナイロン、軟質塩化ビニル等の材料によって形成されるが、弾力性、耐久性があれば材
質は問わない。外層６０は、内層６１の膨張を制御する機能を有する。
【００３５】
実施形態７
　図１３は、本発明に係る寝具用傾斜装置の実施形態７を示す斜視図である。
　図１３に示す如く、本実施形態７における枕７５は、就寝中の人体Ｐにおける頭部を保
持する。枕７５には、人体における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所は貫通している。
このような構成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の目、鼻、口を含む顔面
の圧迫を防止し、就寝時の呼吸を楽にし、快適な眠りを提供することができる。
　又、人体Ｐにおける上半身を保持するために胸部用寝台７１が配置される。かかる胸部
用寝台７１には、人体Ｐにおける肺に当接する箇所７２，７２が貫通している。又、かか
る胸部用寝台７１において人体Ｐの胃周辺に当接する箇所７３も貫通している。
　このような構成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の肺や胃の圧迫を防止
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することによって、就寝時の呼吸を楽にし、より快適な眠りを提供することができる。
　又、前記胸部用寝台７１における人体Ｐの側面に当接する２箇所に凸状の落下防止用ス
トッパ８４，８４が配置される。
　かかる落下防止用ストッパ８４，８４は、上述の如く、傾斜面が傾斜した際に下方側の
落下防止用ストッパ８４を膨張させることによって、人体の下方への滑りを防止するもの
である。
【００３６】
　更に、人体Ｐにおける脚の一部を保持する脚用寝台７４が配置される。かかる脚用寝台
７４においては、人体Ｐにおける脚の付け根近傍箇所に脚間と脚の左右外側とに脚を支持
する三体の凸状支持体が形成されている。すなわち、脚間中央に形成された凸状支持体７
６及び脚の左右外側に凸状支持体７７，７７が配置される。
　本実施形態７に係る寝具用傾斜装置に使用される流体袋は、略三角柱状の３体の流体袋
８２ａ，８２ｂ，８２ｃを断面三角形状の頂点近傍を密着して重ね合わせた重ね合わせ部
を有する。このような構造において、各流体袋８２ａ，８２ｂ，８２ｃには流体供給管７
８より流体を供給することにより、前記流体袋８２ａ，８２ｂ，８２ｃの頂点を支点とし
て図に示す如く扇状に膨張させることができる。流体を供給することによって流体袋８２
ａ，８２ｂ，８２ｃを膨張させると、流体袋８２の最上部に位置する流体袋８２ａの上面
に載置された傾斜面８５に傾斜角を形成することができる。なお、傾斜面８５の巾は任意
であり、人体を載置できるのであれば、図１３に示す傾斜面の巾より広く、又はより狭く
設定することも可能である。また、流体供給管７９が反対側にも設置されている。
【００３７】
　本実施形態７において、流体としては空気を用いている。空気の供給は周知の方法を用
いることができる。
　ここでは、給気ポンプ９１と、切替弁及び排気弁を内蔵した弁機構９０と具備している
。給気ポンプ９１より取り込まれた空気は弁機構９０の切替弁を介して流体供給管９５、
流体供給管７８等より流体袋８２ａ，８２ｂ，８２ｃ，落下防止用ストッパ８４に供給さ
れる。
　この際、必要に応じて部分的に空気の供給を制御することが可能である。例えば、流体
袋８２ａに空気を供給し、流体袋８２ｂ及び８２ｃに空気を供給しないことによって比較
的緩い傾斜角の傾斜面８５を形成することができる。また必要に応じて落下防止ストッパ
８４を使用しないことも可能である。
　なお本実施形態７においては、枕７５、胸部用寝台７１及び脚用寝台７４は、傾斜面８
５上に載置されているだけなので、枕７５等を取り外して傾斜装置のみを使用しても良い
。更に、枕７５、胸部用寝台７１及び脚用寝台７４を、厚めに形成された傾斜面８５中に
埋め込んで、枕７５等の表面と傾斜面８５の表面とを面一に形成しても良い。
【００３８】
　本実施形態７における弁機構９０は、給気ポンプ９１からの空気を送る際に、流体供給
管９５を連通せしめる給気状態と、前記流体袋８２ａ等から流体供給管９５、流体供給管
７８等を介して逆流しようとする空気の流れを止める閉栓状態と、空気を逆流させて排気
弁９２より外部へ排気せしめる排気状態とを任意に切り替える機能を具備している。
　給気ポンプ９１としては、電磁式エアーポンプ、ダイヤフラム式エアーポンプ、ピスト
ン式エアーポンプ、ロータリー方式等のポンプを用いることができる。
　図１４は、本実施形態７に使用される流体供給管７８の概念図である。
　図１４に示す如く、流体供給管７８は、複数の流体袋に流体を供給するために内部で枝
分かれしている。騒音防止のために供給口（Ｄ）は足元にあるため、頭部側への流体供給
量を増やすために、枝分かれしている箇所に調整弁を設けて各枝管の流体供給量を調整す
ると良い。より簡便に調整を行う方法としては、供給口（Ｄ）に近いところの枝管の口径
を小さくして、頭部に近い位置を徐々に大きくしても良い。
【００３９】
　次に本実施形態７の制御方法について説明する。
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　図１５は、本実施形態７に係る寝具用傾斜装置の制御手順を示すフローチャートである
。先ず図示しない咽喉マイク等のセンサーにより無呼吸やいびきの検知が開始される（ス
テップＳ１）。無呼吸やいびきの有無は図示しない制御装置のＣＰＵによって判断される
（ステップＳ２）。特にいびきの検知には、ｄｓＰＩＣ搭載システム（マイクロチップ社
製）を使用するのが好ましい。ｄｓＰＩＣは、いびきの音響工学的に特徴に基づくアルゴ
リズムが用いられる。本来のいびきのスペクトルと、一定周期で繰り返されることによっ
て生じる微細構造とに分解し、音声情報処理の分野でピッチ抽出に使われているケプスト
ラム分析を用いる。Ｓｉｍｐｌｅ－ｗａｖｅｆｏｒｍ　Ｓｎｏｒｅについては、パワース
ペクトルのピーク周波数から判定することができる（ただし、この周波数領域は母音の第
１フォルマントと競合する可能性があるため、持続時間などにより区別されている。）。
　センサーにより無呼吸やいびきが検知されず、ＣＰＵが無呼吸等が無いと判断した場合
は、上記のフローを繰り返す。
　一方、センサーにより無呼吸やいびきが検知され、検知信号がＣＰＵに入力されると、
ＣＰＵは無呼吸状態等が発生していると判断し、給気ポンプ９１から流体供給管９５を介
して流体袋８２ａに空気を供給し流体袋８２ａを膨張させる。この際、予めに設定してお
けば、流体袋８２ａのみならず、流体袋８２ｂ及び８２ｃを膨張させることも可能である
。このように複数の流体袋を予め重ね合わせておくことによって右方向へ傾斜角度を素早
く形成することができる。また流体袋以外の落下防止用ストッパ８４にも予め設定により
空気を供給することができる。
【００４０】
　任意の流体袋８２ａ等を膨張させた後、流体ポンプの運転を間断運転に切り替え流体袋
の膨張を維持する（ステップＳ４）。弁機構９０によって閉栓状態により、流体袋等に供
給された空気をそのまま袋内に維持して、流体袋等の膨張状態を所定時間保持する（ステ
ップＳ５）。
　ここで、本実施形態においては流体袋の膨張状態を維持する際に、センサーにより無呼
吸等の検知作業が再開され（ステップＳ６）、ＣＰＵがその検知結果に基づいて、無呼吸
等の再発の有無を判断する（ステップＳ７）。なお、上記のステップＳ５より、ステップ
Ｓ６及びステップＳ７の工程を飛ばして、ステップＳ８の工程に移行することも可能であ
る。すなわち、流体袋の膨張を維持している状態（ステップＳ５）において、いびきの再
検知（ステップＳ６）を行うことなく、タイマーによって排気弁より排気を開始するステ
ップＳ８の工程に移行しても良い。
【００４１】
　センサーにより無呼吸が検知されず、ＣＰＵが無呼吸が停止したと判断した場合、弁機
構９０の排気弁９２より空気を排気して（ステップＳ８）、流体袋等を収縮させ膨張を解
除することができる（ステップＳ９）。
　この際、供給された空気は３０分以内で排出され、傾斜面を水平に戻すことができる。
また空気を抜く方法としては約６０秒～９０秒程度で排出することもできる。排気弁９２
としてはマグネット弁を用いることができる。空気の排出は挿入ポンプ側から抜くことも
できる。
　次いで左方向へ傾斜角度を形成するための流体袋へ、流体供給管９５より空気を供給す
る。以上の如く、本実施形態においては、流体袋等の膨張状態を維持する際に、センサー
の検知結果に基づいて、無呼吸等の再発の有無を判断すると共に、給気ポンプ９１と弁機
構９０を制御することによって、人体Ｐからの呼吸の再発の有無に応じて、流体袋８２ａ
等への空気の供給と、空気の排気を制御し、左右両方向へ寝台を傾斜させることができ、
無呼吸症やいびきを抑止し快適な睡眠を確保することができる。
【００４２】
　本実施形態の他の制御方法としては、手動によりマニュアル方式を採用しても良い。そ
の一例を以下に説明する。
　第一に、使用者が寝床に入ってから就寝するまでの就寝時間を設定する。例えば、就寝
前に読書を５０分行う場合は「就寝時間」として「５０分」を設定する。
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　すぐに就寝する場合は、例えば「０～５分」の間で設定すれば良い。
　第二に、就寝してから眠りにつくまでの待機時間を設定する。例えば、眠りにつくのが
速い人であれば「待機時間」として「８分」、眠りにつくのが遅い人であれば「待機時間
」として「３０分」、平均的には「１５分～２０分」の間で設定すれば良い。
　第三に、流体袋に空気を供給する流体供給（加圧）時間を設定する。傾斜面を形成する
ためには、電磁弁が開き、流体袋に空気を供給する必要がある。この際、空気の供給時間
はエアポンプの機能によって左右される。すなわち、エアーポンプのエアー噴出し量とポ
ンプ運転時間、及び流体袋の大きさによって決まる。例えば、傾斜角度８０度にするのに
５分かかるエアポンプを使用する場合において、８０度傾けたい場合は「空気の供給時間
」として「５分」を設定する。傾斜速度はエアポンプの大きさを変えることで速めること
ができる。ただし、１分以内で８０度傾けると、就寝の妨げになるおそれがあることから
、通常は１分以上５分以下程度で設定すれば良い。
　第四に、傾斜面を形成した状態を維持する傾斜停止時間を設定する。例えば、「傾斜停
止時間」として「４０分」に設定すれば良い。通常は、睡眠時の無呼吸対策としては「３
０分～６０分」が好適な時間である。
　第五に、流体袋から空気を排出する流体排出（減圧）時間を設定する。流体排出時間は
、通常は、上記第三工程である流体供給時間と同じ設定とするのが好ましい。
　これで１サイクルが終了するため、上記第二工程に戻って、設定を繰り返せば良い。
　更に、本実施形態においては、起床時間を設定することもできる。例えば、起床時間を
「午前６時」に設定すれば、起床時間までに傾斜面を元の平坦な状態に戻しておくことが
可能である。
【００４３】
　図１６は、流体の供給過剰を抑制するための制御手順を示すフローチャートである。（
ａ）は流体供給（加圧）フローを示し、（ｂ）は排気（減圧）フローを示している。
　寝具用傾斜装置において、傾斜面が形成されている状態で、寝具用傾斜装置から人が離
れる場合には、安全性の観点から流体袋が容量以上に加圧されないように制御する手段が
必要となる。
　すなわち、流量センサー（超音波センサー等）にて設定された流体袋の容量以下の加圧
を防止するために、寝具より人が離れる等の理由で加圧していても一定以下の圧力になっ
たときに自動的に減圧動作を開始する。加圧フローは図１６（ａ）に示すとおりである。
　図１６（ａ）に示す如く、先ずエアーポンプから空気を供給する（ステップＳ１）。任
意の流体袋等を膨張させた後、流体ポンプの運転を間断運転に切り替え流体袋の膨張を維
持する（ステップＳ２）。弁機構によって閉栓状態により、流体袋等に供給された空気を
そのまま袋内に維持して、流体袋等の膨張状態を所定時間保持する。
　その後、超音波センサーにて設定された流体袋が容量以上に加圧されないように監視す
る（ステップＳ３）。流量より容量が低い場合は、流体袋の破裂の危険を圧力センサによ
り監視する（ステップＳ４）。そして異常が認められない場合は、ステップＳ３の監視を
継続する。異常が生じた場合は流体袋を減圧して初期状態に戻す等のエラー処理を行う（
ステップＳ６）。
　一方、ステップ３にて流量が容量を上回った場合は、加圧完了後の異常を監視する（ス
テップＳ５）。すわなち、圧力異常、流体袋からの流量漏れを流量センサーや圧力センサ
ーによって監視する。異常が生じた場合は流体袋を減圧して初期状態に戻す等のエラー処
理を行う（ステップＳ６）。異常が認められない場合は、ステップＳ７に進行する。
　減圧は、図１６（ｂ）に示す如くポンプより減圧する。まず減圧を開始する（ステップ
Ｓ１）。エアポンプが始動しバルブ切替により膨張している流体袋から気体が排出される
（ステップＳ２）。傾斜面が平坦になるまで流体センサにより監視しながら排気（減圧）
を継続し（ステップＳ３）、平坦になったと判断された場合、その後の減圧動作を中止し
、ステップＳ４に進行する。
【００４４】
実施形態８
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　次に本実施形態８の制御方法について説明する。
　図１７は、本実施形態８に係る寝具用傾斜装置の制御手順を示すフローチャートである
。先ず図示しない酸素飽和度モニタを使用して睡眠時における無呼吸状態をスクリーニン
グする（ステップＳ１）。本実施形態８では、酸素飽和度モニターとしてＰＵＬＳＯＸ－
Ｍｅ３００（帝人ファーマ株式会社）を使用した。
　スクリーニングされた情報は解析ソフトウエアＤＳ－Ｍｅによって、ＳｐＯ2測定値と
、メモリインターバルを検査する（ステップＳ２）。
　ここで血液中の酸素欠乏が認定された場合、すなわち、酸素飽和度における所定の閾値
（ＳｐＯ2９５％以下の状態が３秒以上継続）が認定された場合、検知信号がＣＰＵに入
力され、ＣＰＵは無呼吸状態等が発生していると判断し、給気ポンプから流体供給管を介
して流体袋に空気を供給し流体袋を膨張させる。
【００４５】
　任意の流体袋等を膨張させた後、流体ポンプの運転を間断運転に切り替え流体袋の膨張
を維持する（ステップＳ４）。弁機構によって閉栓状態により、流体袋等に供給された空
気をそのまま袋内に維持して、流体袋等の膨張状態を所定時間保持する（ステップＳ５）
。これによって傾斜面を右方向へ傾斜させることができる。
　ここで、本実施形態においては流体袋の膨張状態を維持する際に、酸素飽和度モニター
により酸素欠乏の検知作業が再開され（ステップＳ６）、ＣＰＵがその検知結果に基づい
て、無呼吸等の再発の有無を判断する（ステップＳ７）。
　酸素飽和度モニターにより無呼吸が検知されず、ＣＰＵが無呼吸が停止したと判断した
場合、弁機構の排気弁より空気を排気して（ステップＳ８）、流体袋等を収縮させ膨張を
解除することができる（ステップＳ９）。
　次いでステップＳ１に戻り、上記と同様の方法により、次は左方向へ傾斜角度を形成す
ることができる。
【００４６】
実施形態９
　図１８は、本発明に係る流体袋における実施形態９の斜視図である。
　図１８（ａ）は、流体袋の内部に仕切りを設けた点に特徴を有する。本実施形態９に係
る傾斜装置は、流体袋１１２ａ及び１１２ｂが重ねて設置されている。上側の流体袋１１
２ａを例にとって説明すると、流体袋１１２ａの内部には、短手方向に長方形状の仕切り
１１１ａ及び１１１ｂが設けられている。符号Ａは、流体袋１１２ａ内に供給された流体
を各セルに供給するために設けられている開口である。
　このような構造を採用することにより、流体袋１１２ａの内部に仕切り１１１ａ及び１
１１ｂを張り渡す事によって流体袋１１２ａの膨張の際に表面を凸状に膨張させることな
く、表面の平滑性を維持することができる。
　なお、図１８（ａ）では、２枚の仕切りとなっているが、１枚でも良いし、３枚以上設
けても良い。
　図１８（ｂ）は、流体袋の内部に仕切りを設けた他の形態を示す斜視図である。本実施
形態９に係る傾斜装置は、流体袋１１４ａ及び１１４ｂが重ねて設置されている。上側の
流体袋１１４ａを例にとって説明すると、流体袋１１４ａの内部には、長手方向に一枚の
長方形状の仕切り１１７が設けられている。符号Ａは、流体袋１１４ａ内に供給された流
体を他のセルに供給するために設けられている開口である。
　このような構造を採用することにより、流体袋１１４ａの内部に仕切り１１７を張り渡
す事によって流体袋１１４ａの膨張の際に表面を凸状に膨張させることなく、表面の平滑
性を維持することができる。
　なお、図１８（ｂ）では、１枚の仕切りとなっているが、２枚以上設けても良い。
【００４７】
実施形態１０
　図１９は、本発明に係る流体袋における実施形態１０の斜視図である。
　本実施形態１０に係る流体袋１２０は、二重構造となっている点に特徴がある。外側の
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流体袋１２２ａ及び１２２ｂは重ねて設置されている。上側の流体袋１２２ａを例にとっ
て説明すると、外側の流体袋１２２ａの内側には、直方状の空間１２４ａ及び１２４ｂが
形成されている。図１９に示す如く、外側の流体袋１２２ａの内側に仕切り１２５ａ及び
１２５ｂを張り渡す事によって空間１２４ａが形成され、１２５ｃ及び１２５ｄを張り渡
す事によって空間１２４ｂが形成されている。
　符号Ａは、外気の取入口及び排出口である。流体袋１２２ａに流体供給管１２７より流
体を供給すると、流体袋１２２ａは膨張する。流体袋１２２ａの膨張と共に、穴Ａは外気
の取入口として機能する。一方、流体袋１２２ａから流体を排出すると共に、穴Ａは気体
の排出口として機能する。穴Ａは反対側の側面にも形成されていても良い。
　この機構によって、流体袋１２２ａを完全に膨張させるのに必要な流体供給管１２７か
らの流体の総量を減少させることができ、傾斜面の傾斜速度を高速化することができる。
また、内側の仕切り１２５ａ，１２５ｂ，１２５ｃ，１２５ｄが流体袋１２２ａの底部と
平面部とに張り渡されている事から、流体袋１２２ａの膨張の際に表面を凸状に膨張させ
ることなく、表面の平滑性を維持することができる。
　さらに符号Ｂ，Ｂ’及びＣ，Ｃ’は、空間１２４ａ及び１２４ｂの内部に設けられた通
路の開口部であり、流体供給管１２７から供給された流体を、空間１２４ａ及び空間１２
４ｂで仕切られた各セルに供給するための流体通路を形成する。
　なお、図１９では、直方状の空間が２箇所に設けられているが、１箇所でも良いし、３
箇所以上設けても良い。穴Ａの数や、空間内部に設けられた通路の数も変更が可能である
。
【００４８】
実施形態１１
　図２０は、本発明に係る流体袋における実施形態１１の斜視図である。
　本実施形態１１に係る流体袋１３０は、二重構造となっている点に特徴がある。外側の
流体袋１３２ａ及び１３２ｂは重ねて設置されている。上側の流体袋１３２ａを例にとっ
て説明すると、外側の流体袋１３２ａの内側には、直方状の空間１３５が形成されている
。図２０に示す如く、外側の流体袋１３２ａの内側に２枚の仕切りを張り渡す事によって
空間１３５が形成されている。
　符号Ａは、外気の取入口及び排出口である。流体袋１３２ａに図示しない流体供給管よ
り流体を供給すると、流体袋１３２ａは膨張する。流体袋１３２ａの膨張と共に、穴Ａは
外気の取入口として機能する。一方、流体袋１３２ａから流体を排出すると共に、穴Ａは
気体の排出口として機能する。この機構によって、流体袋１３２ａを完全に膨張させるの
に必要な流体供給管からの流体の総量を減少させることができ、傾斜面の傾斜速度が高速
化することができる。また、内側の仕切りが流体袋１３２ａの底部と平面部とに長手方向
に張り渡されている事から、流体袋１３２ａの膨張の際に表面を凸状に膨張させることな
く、表面の平滑性を維持することができる。
　さらに符号Ｂ，Ｂ’、符号Ｃ，Ｃ’及び符合Ｄ，Ｄ’は、空間１３５の内部に設けられ
た通路の開口部であり、流体供給管から供給された流体を、空間１３５で仕切られた他の
セルへ供給するための流体通路１３４ｂ，１３４ｃ，１３４ｄを形成する。
　なお、図２０では、空間１３５が１箇所設けられているが、このような空間を２箇所以
上設けても良い。穴Ａの形状や数、空間内部に設けられた通路の形状や数も変更が可能で
ある。
【００４９】
実施形態１２
　図２１は、本発明に係る寝具用傾斜装置における実施形態１２の斜視図である。
　本実施形態１２に係る寝具用傾斜装置は、載置された人体を短手方向である左右に傾斜
させることができる流体袋を備えた寝具用傾斜装置である。図２１は、人体の下に配置さ
れる直方状の傾斜面の下に配置される傾斜装置の一例を示す平面図である。図２１に示す
如く、傾斜面を右に傾斜させる右傾斜用流体袋１４０及び１４２と、傾斜面を左に傾斜さ
せる左傾斜用流体袋１４１ａ及び１４１ｂとが、寝具の長手方向に交互に配置されている
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　前記右に傾斜させる右傾斜用流体袋１４０は、流体を供給することによって略三角柱状
に膨張する３つの流体袋１４０ａ，１４０ｂ，１４０ｃを有している。又、右傾斜用流体
袋１４２は、流体を供給することによって略三角柱状に膨張する３つの流体袋１４２ａ，
１４２ｂ，１４２ｃを有している。
　本実施形態１２に係る寝具用傾斜装置は、前記流体袋に流体を供給した際に楕円形状に
膨張する流体袋１４０ａ，ｂ，ｃ及び１４２ａ，ｂ，ｃを少なくとも支持部近傍１４５，
１４６を密着して重ね合わせ、前記流体袋１４０及び１４２に流体を供給することによっ
て流体袋における重ね合わせた部分を支点として扇状に膨張させることによって流体袋上
に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。
　一方、左傾斜用流体袋１４１ａ及び１４１ｂは、傾斜面を左側へ傾斜させるものであり
、左傾斜用流体袋１４１ａ及び１４１ｂに設けられた流体袋に流体を供給することによっ
て、密着して重ね合わせた流体袋が支持部を支点として扇状に膨張させることによって流
体袋上に載置された傾斜面を左側に傾斜させることができる。３つの左側傾斜用流体袋１
４１ａはそれぞれ支持部１４７によって固定され、１４１ｂは支持部１４８によって固定
され、膨張時に３つの流体袋が押圧されて突出しないようになっている。
　ここで、流体袋の支持部（例えば、符号１４６等）は、各流体袋１４２ａ，１４２ｂ，
１４３ｃ毎にボタンやチャック等の止め金具で固定されているのが好ましい。このように
流体袋を簡単に着脱可能とすることによって、一の流体袋が破損した場合に、破損した流
体袋のみを新しい流体袋と交換することができる。
　また、各流体袋１４０、１４１ａ、１４１ｂ、１４２を布等で被覆しても良い。流体袋
の膨張時の大きさにあわせた布を被せておく事により、余剰加圧を防止するとともに流体
袋の中央部分における膨らみを抑止することができる。
【００５０】
実施形態１３
　図２２は、本発明に係る寝具用傾斜装置の実施形態１３を示す斜視図である。
　図２２に示す如く、傾斜面１０２の上には枕１０５、胸部用寝台１１５及び脚用寝台１
１６が配置されている。本実施形態８における枕１０５は、就寝中の人体Ｐにおける頭部
を保持する。枕１０５には、人体における眼部、鼻部及び口部に当接する箇所は貫通して
いるのが好ましい。このような構成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の目
、鼻、口を含む顔面の圧迫を防止し、就寝時の呼吸を楽にし、快適な眠りを提供すること
ができる。
　又、人体Ｐにおける上半身を保持するために胸部用寝台１１５が配置される。かかる胸
部用寝台１１５には、人体Ｐにおける肺に当接する箇所が貫通しているのが好ましい。又
、かかる胸部用寝台１１５において人体Ｐの胃周辺に当接する箇所７３も貫通している。
　このような構成を採用することによって、うつ伏せ状態にある人の肺や胃の圧迫を防止
することによって、就寝時の呼吸を楽にし、より快適な眠りを提供することができる。　
更に、人体Ｐにおける脚の一部を保持する脚用寝台１１６が配置される。足先側には低反
発ウレタンマットによる落下防止ストッパ１０６が形成されている。
　本実施形態１３に係る寝具用傾斜装置には、傾斜面１０２の下に傾斜面を形成するため
の流体袋を備えた傾斜面形成装置が配置されている。
【００５１】
　図２２に示す如く、本実施形態１３に係る寝具用傾斜装置には、頭部側が上昇し、長手
方向に傾斜面が形成される点に特徴がある。長手方向における傾斜面の形成には、傾斜装
置１０７が使用される。ベッドや床等のベースシート１０８の上に傾斜装置１０７が配置
されている。うつ伏せ寝の人体を時間をかけて徐々に頭頂部側を上昇させることができ、
設定された位置で停止させることができる。この際の傾斜角度は最大約４５ー程度が好ま
しい。予め設定された停止時間経過後、元の状態へ頭頂部側を下降させることができる。
　このような構造を採用することによって、よりスムーズな排尿、排便を促すことが期待
され、摂取された食物の気管への誤入を抑止し、好適な消化を補助する効果が期待される
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【００５２】
　図２３は、本実施形態１３に用いられる傾斜装置の一例を示す斜視図である。図２３に
示す如く、傾斜面を右に傾斜させる右傾斜用流体袋１６０，１６１，１６２と、傾斜面を
左に傾斜させる左傾斜用流体袋１６３，１６４，１６５とが、寝具の長手方向に交互に配
置されている。寝具上に載置される人体における、頭部側から１６３，１６０，１６４，
１６１，１６５，１６２の順に配置されている。
　前記右に傾斜させる右傾斜用流体袋１６０，１６１，１６２は、流体を供給することに
よって略三角柱状に膨張する流体袋を有している。
　右傾斜用流体袋１６０は、流体袋１７０ａ，１７０ｂ，１７０ｃが三段重ねで配置され
ている。そして、前記流体袋に流体を供給した際に略三角柱状に膨張する３体の流体袋１
７０ａ，１７０ｂ，１７０ｃを少なくとも支持部近傍を密着して重ね合わせ、前記流体袋
に流体を供給することによって流体袋における重ね合わせた頂点部分を支点として扇状に
膨張させることによって流体袋上に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。
　また、右傾斜用流体袋１６１は、流体袋１７１ａ，１７１ｂが二段重ねで配置されてい
る。そして、前記流体袋に流体を供給した際に略三角柱状に膨張する２体の流体袋１７１
ａ及び１７０ｂを少なくとも支持部近傍を密着して重ね合わせ、前記流体袋に流体を供給
することによって流体袋における重ね合わせた頂点部分を支点として扇状に膨張させるこ
とによって流体袋上に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。
　さらに、右傾斜用流体袋１６２は、流体袋１７２のみが配置されている。そして、前記
流体袋１７２に流体を供給することによって、流体袋を扇状に膨張させることによって流
体袋上に載置された傾斜面を右側に傾斜させることができる。
　すなわち、本実施形態に係る傾斜装置は、流体袋の傾斜角度が寝具上に載置される人体
における頭部から足元にかけて徐々に低くなるように形成されている。このようにして流
体袋に流体を供給すれば、図２２に示す如く、寝具上に載置される人体における頭部側の
み上昇させることができる。
　説明は省略するが、左傾斜用流体袋１６３，１６４，１６５も上記と同様に、流体袋１
６３が三段重ね、流体袋１６４が二段重ね、流体袋１６５が単体で構成されている。
　流体袋の巾や、段数を調整する事によって、傾斜させる位置を、人体の腰部から上、足
元から上等、必要に応じて任意に設定する事が出来る。
　符号１６７，１７７は落下防止用ストッパである。図２３においては、右傾斜用流体袋
によって傾斜面を右側に傾斜させる状態が示されているため、右側の落下防止用ストッパ
１６７のみが膨張している。
【００５３】
実施形態１４
　図２４は、本発明に係る寝具用傾斜装置の実施形態１４を示す斜視図である。
　本実施形態１４における寝具用傾斜装置２００は、主に仰向けで就寝する際に好適なも
のである。図２４は、傾斜装置２００が右側に傾斜面を形成している状態を示している。
図示しないが、傾斜装置２００は左側にも傾斜面を形成することができる。
　本実施形態１４に係る寝具用傾斜装置に使用される流体袋は、略三角柱状の３体の流体
袋２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｃを断面三角形状の頂点近傍を密着して重ね合わせた重ね
合わせ部を有する。このような構造において、各流体袋２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｃに
は図示しない流体供給管より流体を供給することにより、前記流体袋２０２ａ，２０２ｂ
，２０２ｃの重ね合わせた部分を支点として図に示す如く扇状に膨張させることができる
。流体を供給することによって流体袋２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｃを膨張させると、最
上部に位置する流体袋２０２ａの上面に載置された傾斜面２０５に傾斜角を形成すること
ができる。
　そして、傾斜装置が右側へ傾斜する際に、流体が頭部保持枕２０６に供給され、仰向け
に就寝する人体における側頭部を保持する。また、同時に流体が第一落下防止用ストッパ
２０４及び第二落下防止用ストッパ２０１にも供給される。流体が供給され膨張した第一
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滑りを防止する。する。さらに、流体が供給され膨張した第二落下防止用ストッパ２０１
は、主に人体における右肩から右手側方を保持し、寝具からの落下を防止する。また、傾
斜面が傾斜し、人体が横向きになった場合に、左側の腕が第二落下防止用ストッパ２０１
を抱き込むようになり、人体の疲労を防止し、快適な睡眠を得ることができる。
　図２４に示す如く、左側に傾斜した際に膨張する頭部保持枕２０７及び第一落下防止用
ストッパ２０８は、萎んだ状態で畳まれている。左側へ傾斜する際に膨張する第二落下防
止用ストッパは、傾斜面２０５に隠れて見えないが、寝台２０９の上に畳まれた状態で設
置されている。
【符号の説明】
【００５４】
　１，５，３９，７５，１０５　枕
　２，６　鼻部及び口部に当接する箇所に凹部
　３，７，１５，３２，４２，５２，５３，８２，１０７　流体
４，１４　高さ調整部材
　９　　長さ調整部材
　１１，７１，１１５　胸部用寝台
　１２，７２　肺に当接する箇所
　１３，７３　胃周辺に当接する箇所
　１９　内側の流体袋
　３０，３１，３２ａ，３２ｂ，３４ａ，３４ｂ，４０，４１，１４０，１４２，１４１
ａ、１４１ｂ　流体袋
　３３，３４，１４５，１４６　支持部
　３５，５５，８５，１０２　傾斜面
　３６，５６　寝台
　３７，４７，５８，８４，１０６　落下防止用ストッパ
　５０　寝具用傾斜装置
　５６　寝台
　７４，１１６　脚用寝台
　７６，７７　凸状支持体
　１００　傾斜面形成装置
　Ｐ　　人体
【要約】
就寝時における無呼吸症やいびきを抑止できる携帯可能な寝具用傾斜装置を提供する。人
体を載置する直方状の傾斜面と、当該傾斜面の下に流体を供給することによって三角柱状
等に膨張する流体袋が配置され、前記傾斜面の両端長手部であって寝具面と接触する箇所
に支持部が配置され、前記流体袋に流体を供給することによって前記傾斜面の支持部を支
点として傾斜面を左右に傾斜できる寝具用傾斜装置である。特に二以上の流体袋を重ねて
設置することにより、流体袋の固定された部分を支点として扇状に膨張させる構造が好ま
しい。
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