
JP 6122950 B2 2017.4.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者を保持し、その少なくとも一部を保持システムの縦軸に対して横方向に回転させ
るように構成された保持システムであって、前記保持システムが、
　大人の体全体を保持するために十分な大きさを有し、第一の端部と、前記第一の端部か
ら横方向に間隔を置いた反対側の第二の端部、第一の端と、前記第一の端から縦方向に間
隔をおいた反対側の第二の端とにより画定される外縁を持つマットレスを含み、
　前記マットレスは、実質的に水平の平坦な底面と、
　前記実質的に水平の平坦な底面の上側に位置する面であって、前記第一の端部と、前記
第一の端部から間隔を置いた反対側の第二の端部の間で実質的に全幅に渡って延び、前記
縦軸に沿って画定される長さを持つ、横方向に傾斜した就寝面を形成するように構成され
た少なくとも１つの保持部品と、
　を含む、保持システム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの保持部品が、前記横方向に傾斜した就寝面の長さに渡って輪郭を
形成する、請求項１に記載の保持システム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの保持部品が、連続的に傾斜した就寝面を形成する、請求項１に記
載の保持システム。
【請求項４】
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　前記少なくとも１つの保持部品が、前記縦軸の周りに回転可能な、請求項１に記載の保
持システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの保持部品が、前記横方向に傾斜した就寝面を共同して画定するよ
うに構成された複数の保持部品を含み、前記複数の保持部品の第一の保持部品が、前記保
持システムのベース面に対して第一の回転角度を持つ前記縦軸に沿って第一の保持面を形
成し、前記複数の保持システムの第二の保持部品が、前記第一の回転角度とは異なった、
前記ベース面に対する第二の回転角度を持つ前記縦軸に沿って第二の保持面を形成する、
請求項１に記載の保持システム。
【請求項６】
　前記複数の保持部品が、前記縦軸に沿って次第に大きくなる回転角度を持ち、前記使用
者の上気道の比較的大きな回転および前記使用者の下半身の比較的小さな回転を促進する
、請求項５に記載の保持システム。
【請求項７】
　前記第二の回転角度が前記第一の回転角度より大きく、前記第一の保持面上に少なくと
も部分的に保持された前記使用者の下半身よりも、前記第二の保持面上に保持された前記
使用者の上気道のより大きな回転を促進する、請求項５に記載の保持システム。
【請求項８】
　前記複数の保持部品の各保持部品が、前記保持システムの前記縦軸に平行に延長する軸
の周りに独立して回転できる、請求項５に記載の保持システム。
【請求項９】
　前記第一の保持面が、前記第一の保持部品のベース面に対して２０°～３０°の第一の
横方向回転角度で位置付けられ、前記第二の保持面が、第二の保持部品のベース面に対し
て１０°～２０°の第二の横方向回転角度で位置付けられ、第三の保持部品が、前記第三
の保持部品のベース面に対して５°～１５°の第三の横方向回転角度で位置付けられる第
三の保持面を画定する、請求項５に記載の保持システム。
【請求項１０】
　前記複数の保持部品の隣接保持部品の間に位置付けられた移行部品をさらに含み、前記
隣接保持部品の保持面の間への緩やかな連続的移行の提供を促進する、請求項５に記載の
保持システム。
【請求項１１】
　前記第一の保持部品が前記第二の保持部品と接する移行線の場所に位置付けられた移行
部品をさらに含み、前記使用者に保持を提供する、請求項５に記載の保持システム。
【請求項１２】
　前記保持システムについての情報を表示するように構成されたディスプレーを持つシス
テム制御装置をさらに含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項１３】
　前記システム制御装置が、前記システム制御装置で入力されたデータおよび／または前
記保持システムの１つ以上のセンサーから受信されたデータ信号に少なくとも部分的に基
づいて、前記保持面の回転角度を調節するように構成されたプロセッサを含む、請求項１
２に記載の保持システム。
【請求項１４】
　前記使用者の横方向の移動を制限するために、前記保持システムの側面に沿って位置付
けられた補助枕をさらに含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項１５】
　前記補助枕の少なくとも一部が、前記就寝面上に位置付けられた前記使用者の保持を強
化するために、織り目加工されている、請求項１４に記載の保持システム。
【請求項１６】
　前記就寝面全体にわたる包囲を提供するために、前記補助枕が形成可能材料から形成さ
れている、請求項１４に記載の保持システム。
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【請求項１７】
　前記就寝面上に位置付けられた前記使用者の維持を促進するために、前記補助枕に動作
可能に結合されたストラップをさらに含む、請求項１４に記載の保持システム。
【請求項１８】
　前記複数の保持部品の各保持部品が、右側傾斜を持つ第一の配向と左側傾斜を持つ第二
の配向との間で、前記縦軸の周りに回転可能な、請求項５に記載の保持システム。
【請求項１９】
　前記第一の保持部品内に位置付けられ、前記縦軸と同軸に整列されて、前記第二の保持
部品とは無関係に前記縦軸の周りに前記第一の保持部品が回転するのを促進するセクショ
ンをさらに含む、請求項１８に記載の保持
システム。
【請求項２０】
　前記保持面の長さを調節するように構成された少なくとも１つのスペーサーをさらに含
む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項２１】
　前記保持面が固定長を持ち、前記保持システムが、前記少なくとも１つの保持部品の長
さを調節するためのスペーサーをさらに含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの保持部品の隣接保持部品および前記スペーサーが、結合機構を使
用して一緒に結合されている、請求項２１に記載の保持システム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの保持部品が、流体を包含するように構成された膨張可能な流体袋
を含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項２４】
　前記流体袋内の流体の量が、電子的に制御される、請求項２３に記載の保持システム。
【請求項２５】
　前記流体袋内の流体の量を維持すること、および前記それぞれの保持平面に保持を提供
することの少なくとも１つを行なうように構成された連結手段をさらに含む、請求項２４
に記載の保持システム。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの保持部品の第一の保持部品が、前記就寝面の縦方向の傾斜に漸次
的変化を形成する複数の独立保持くさびを含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項２７】
　前記複数の独立保持くさびのそれぞれが、形成可能材料、半硬質材料、フォーム材料、
および流体袋の１つを含む、請求項２６に記載の保持システム。
【請求項２８】
　前記複数の独立保持くさびの第一の保持くさびが、第一の横方向回転角度に位置付けら
れた第一の保持面を画定し、第二の保持くさびが、前記第一の横方向回転角度とは異なる
第二の横方向回転角度で第二の保持面を画定する、請求項２７に記載の保持システム。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの保持部品が、前記就寝面の長さに沿って緩やかな密度移行を持つ
連続的保持部品を含む、請求項１に記載の保持システム。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの保持部品が、前記横方向に傾斜した就寝面を共同して画定するよ
うに構成された複数の保持部品を含み、前記複数の保持部品の第一の保持部品が第一の密
度を持ち、前記複数の保持部品の第二の保持部品が、前記第一の密度とは異なる第二の密
度を持つ、請求項１に記載の保持システム。
【請求項３１】
　前記複数の保持部品の各保持部品が、実質的に類似した初期の横方向回転角度で位置付
けられた保持面を画定する、請求項３０に記載の保持システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有害事象緩和システム、装置および２０の方法に一般的に関連する。より具
体的には、１つの例示的実施形態は、有害事象が発生する可能性を減らす、および／また
は進行中の有害事象を止めるのに役立つように介入を開始するように構成されたシステム
に関連するが、これに限定されない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　さまざまなシステムが開発されてきたものの、依然として改善の余地が残されている。
こうして、この技術分野においては、さらなる貢献の必要性が存続している。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、「有害事象緩和システム、方法および装置」と題する米国特許仮出願番号第
６１／６５０，０２２号（２０１２年５月２２日出願）、「有害事象緩和システム、方法
および装置」と題する米国特許仮出願番号第６１／７２９，８６８号（２０１２年１１月
２６日出願）、および「睡眠時無呼吸の予防および治療のための装置、システムおよび方
法」と題する米国特許仮出願番号第６１／７９２，９１１号（２０１３年３月１５日出願
）に対する優先権を主張し、それぞれの内容を参照し本書に組込む。
【０００４】
　方法は、有害状態の発生に対する使用者のリスクレベルを判断する手順と、リスクレベ
ルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、介護者が承認するためにケアプロトコ
ールに対応する使用者保持構造の配置の提案を表示する手順と、介護者によって承認され
た場合には配置を実行する手順とを含む。
【０００５】
　方法は、生理学的特性を示す信号を受信する手順と、信号を閾値と比較して、有害事象
が進行中かどうかを判断する手順と、有害事象が進行中であることを検出した時、有害事
象を止めるための介入を開始する手順をと含む。
【０００６】
　使用者保持面は、マットレスティッキングおよびマットレスコアを備えている。マット
レスコアは、マットレスティッキングで包まれており、使用者接触面から選択的に突き出
て、使用者の接する保持平面上に保持された使用者の首および上背部のうち少なくとも１
つの部分を保持するように構成された少なくとも１つの流体袋を含む。
【０００７】
　方法は、使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを決定する手順と、リスクレベ
ルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、使用者保持構造に保持された使用者の
第一の生理学的特性を感知する手順と、使用者の第二の生理学的特性を感知する手順と、
第一の生理学的特性と第二の生理学的特性を比較する手順と、第一の生理学的特性と第二
の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、ケアプロトコールに応じて使用者保持構造を構
成する手順をと含む。
【０００８】
　方法は、使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを決定する手順と、リスクレベ
ルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、使用者保持構造に保持された使用者の
第一の生理学的特性を感知する手順と、使用者の第二の生理学的特性を感知する手順と、
第一の生理学的特性と第二の生理学的特性を比較する手順と、第一の生理学的特性と第二
の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、有害な状態が起ろうとしていることを介護者に
警告する手順とを含む。
【０００９】
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　１つの態様では、保持システムは、その上の使用者を保持するように構成された就寝面
を画定する。保持システムは、複数の保持部品を含む。各保持部分は、保持部品のベース
表面または基底表面に対して横方向の回転の角度（または横方向回転角）を持つそれぞれ
の保持平面を画定する。特定の態様では、それぞれの保持平面の１つ以上は、保持部品の
ベース表面または基底表面に対して縦方向の回転角度も持ちうる。複数の保持部品の第一
の保持部品は、その他の保持平面の横方向回転角度とは異なる横方向回転角度を持つ第一
の保持平面を画定する。
【００１０】
　追加的な特徴は単独でも、または上記および請求項に列記され下記で詳述されるものを
含む他のいかなる特徴と組み合わせても、特許性のある主題を構成し得る。別の特徴も、
現時点で理解されている発明を実施するための最良の形態の模範例を示す例証となる実施
形態の下記の詳細な説明を考察することにより当業者にとって明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　次に、図面の用例を参照するが、ここで数字は、全体を通して同一であるかまたは類似
した要素を表す。
【図１】本開示の１つの実施例による、有害事象緩和システムの部分図である。
【図２】図１の使用者保持装置および使用者保持面の側面斜視図である。
【図３】図２の上部フレームのデッキおよび使用者保持面の垂直断面図である。
【図４】使用者保持面の層を示す、図２の使用者保持面の一部の断面図である。
【図５】頸椎および肩甲骨を保持するように構成された保持部を示す、別の実施形態によ
る図２の使用者保持面の側面図である。
【図６】１つの実施形態による予防的手順のブロックダイアグラムである。
【図７】１つの実施形態による反応性手順のブロックダイアグラムである。
【図８】１つの実施形態による予測手順のブロックダイアグラムである。
【図９】使用者を回転するように構成された衣服の部分図である。
【図１０Ａ】本書に開示された１つ以上の実施形態による、使用者を回転するように構成
された使用者保持装置の部分図である。
【図１０Ｂ】本書に開示された１つ以上の実施形態による、使用者を回転するように構成
された使用者保持装置の部分図である。
【図１０Ｃ】本書に開示された１つ以上の実施形態による、使用者を回転するように構成
された使用者保持装置の部分図である。
【図１１】保持システムによって画定された就寝面上に使用者を保持している模範的保持
システムの斜視図である。
【図１２】図１１に示される保持システムの側面斜視図である。
【図１３】図１１に示される保持システムの側面図である。
【図１４】図１１に示される保持システムの正面図である。
【図１５】模範的保持システムの概略図である。
【図１６】平面の横方向回転を示す、図１５に示される保持システムの部分正面図である
。
【図１７】平面の縦方向の回転を示す、図１５に示される保持システムの部分正面図であ
る。
【図１８】図１５に示される保持システムに動作可能なように結合された模範的制御シス
テムを示す。
【図１９】複数の独立的に回転可能な保持部品を含む、模範的保持システムの側面図であ
る。
【図２０Ａ】図１９の断面線２０Ａに沿って切り取られた、図１９に示された保持システ
ムの断面図である。
【図２０Ｂ】図１９の断面線２０Ａに沿って切り取られ、保持システムの縦軸の周りに１
８０°回転した、図１９に示された保持システムの断面図である。
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【図２１】複数の保持部品を含む、模範的保持システムの側面図である。
【図２２】隣接保持部品間に位置付けられたスペーサーを含む、図２１に示される保持シ
ステムの側面図である。
【図２３】複数の保持部品を含む、模範的保持システムの側面図である。
【図２４】保持部品の１つの代わりにスペーサーを含む、図２３に示される保持システム
の側面図である。
【図２５】就寝面に沿ったエッジ角度のより緩やかな変更を可能にするための、より多く
の数の保持くさびを示す、模範的保持システムの斜視図である。
【図２６】保持システムによって画定された就寝面上に使用者を保持している模範的保持
システムの上面図である。
【図２７】就寝面の縦の長さに沿って緩やかな密度遷移を呈する連続的保持部品を示す、
図２６に示される保持システムの側面図である。
【図２８】模範的動的保持システムの上面図である。
【図２９】模範的動的保持システムの正面図である。
【図３０】図２９に示される動的保持システムの上面図である。
【図３１】平面の横方向回転を示す、図２９に示される動的保持システムの上面図である
。
【図３２】図２９に示される動的保持システムの少なくとも一部を形成する流体袋のさま
ざまな構成を示している。
【図３３】図２９に示される動的保持システムの少なくとも一部を形成する流体袋のさま
ざまな構成を示している。
【図３４】図２９に示される動的保持システムの少なくとも一部を形成する流体袋のさま
ざまな構成を示している。
【図３５】図２９に示される動的保持システムの少なくとも一部を形成する流体袋のさま
ざまな構成を示している。
【図３６】模範的動的保持システムの概略図である。
【図３７】図３６に示される保持システムなど、動的保持システム上に位置付けられるユ
ーザーの睡眠活動を監視するための模範的方法を示す。
【図３８】無呼吸治療の表面機能の模範的な発見的制御を示す。
【図３９】無呼吸治療の表面機能の模範的な発見的制御を示す。
【図４０】無呼吸治療の表面機能の模範的な発見的制御を示す。
【図４１】無呼吸治療の表面機能の模範的な発見的制御を示す。
【図４２】模範的な連続ローテーションセラピー（ＣＬＲＴ）システムの斜視図である。
【図４３】図４２に示されるＣＬＲＴシステムを制御するように構成された制御システム
の正面図である。
【図４４】図４２に示された保持システムの断面図である。
【図４５】図４２に示された保持システムの一部の断面図である。
【図４６】流体袋の膨張を制限するための固定長バンドを持つ模範的保持システムの断面
図である。
【図４７】模範的姿勢矯正シャツの正面部分の正面斜視図である。および
【図４８】図４７に示される姿勢矯正シャツの背面部分の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本開示は数多くの異なる形態を取りうる一方で、この開示の原理の理解を促進する目的
で、ここで図面に示した実施形態への参照をし、またそれらを説明するために特定の文言
を使用する。従って、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。本明細書で
説明した本開示の原理のさまざまな変更、説明した実施形態のさらなる修正、および任意
のさらなる応用が意図されている。
【００１３】
　１つの意図された実施形態による、有害事象緩和システム１０が図１～８に示されてい
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る。有害事象緩和システム１０は、有害事象が発生する可能性を低減する、および／また
は進行中の有害事象を止めるのに役立つように構成されている。一部の意図された実施形
態では、有害事象緩和システム１０は、閉塞性睡眠時無呼吸が起こる可能性を減らすのを
助けうる、および／または進行中の閉塞性睡眠時無呼吸事象を止めるのを助けうる。その
他の意図された実施形態では、有害事象緩和システム１０は、その他の有害事象が発生す
る可能性を低減する、および／または進行中の有害事象を止めるのを助けうる。
【００１４】
　有害事象緩和システム１０は、図１に示されるように、使用者保持装置１２、使用者保
持装置１２上に保持された使用者保持面１４、および制御システム１６を含む。一部の意
図された実施形態では、図２に示されるように、使用者保持装置１２は病院用ベッドフレ
ームであり、使用者保持面１４がその上に保持されている。他の意図された実施形態にお
いて、使用者保持装置１２は、ストレッチャー、手術台、またはその他の使用者保持構造
でありうる。使用者保持装置１２は、図１に示すとおり、下部フレーム１７、下部フレー
ム１７に結合された保持部１８またはリフト機構１８、および下部フレーム１７の上方に
保持部１８により移動可能なかたちで保持された上部フレーム２０を含む。リフト機構１
８は、下部フレーム１７に対して上部フレーム２０を昇降させ、またトレンデレンブルグ
体位や逆トレンデレンブルグ体位など、さまざまな向きの間で上部フレーム２０を移動さ
せるように構成されている。
【００１５】
　上部フレーム２０は、図２に示すとおり、上部フレームベース２４、上部フレームベー
ス２４に結合されたデッキ２６、および上部フレームベース２４とデッキ２６に結合され
た複数のアクチュエータ２７を含む。複数のアクチュエータ２７は、上部フレームベース
２４に関してさまざまに連結された構成の間で、上部フレーム２０の長さに沿って延長す
る縦軸の少なくとも１つ、および上部フレーム２０の幅を横切って延びる横軸に沿って、
デッキ２６の少なくとも一部を動かすように構成されている。デッキ２６は、図３に示さ
れるように、腓腹セクション２８、大腿セクション３０、座セクション３２、ならびに頭
および胴のセクション３４を含む。腓腹セクション２８および大腿セクション３０は、下
肢保持セクションＬＬ１を画定する。頭および胴のセクション３４は、上半身保持セクシ
ョンＵ１を画定する。座セクション３２は、座セクションＳ１を画定する。腓腹セクショ
ン２８、大腿セクション３０、および座セクション３２は、下半身保持セクションＬＢ１
を画定する。少なくとも、腓腹セクション２８、大腿セクション３０、ならびに頭および
胴のセクション３４は、相互に、かつ／あるいは上部フレームベース２４に対して移動可
能である。一部の意図された実施形態において、腓腹セクション２８、大腿セクション３
０、座セクション３２、ならびに頭および胴のセクション３４は連携して、実質的に平面
すなわち横たわった配置と椅子の配置との間で使用者保持装置１２を移動させる。一部の
意図された実施形態において、腓腹セクション２８、大腿セクション３０、座セクション
３２、ならびに頭および胴のセクション３４は連携して、実質的に平面すなわち横たわっ
た配置と傾斜したすなわちリクライニング配置との間で使用者保持装置１２を移動させる
。一部の意図された実施形態において、頭および胴のセクション３４は、上部フレーム２
０を貫通する基準面ＲＰ１に対して少なくとも約３０°の角度を成すように動かされる。
【００１６】
　使用者保持面１４は、その上の使用者を保持し、さまざまな配置間でデッキ２０と一緒
に動くように構成されている。一部の意図された実施形態では、図２～４に示されるよう
に、使用者保持面１４は病院用ベッドマットレスである。一部の意図された実施形態では
、使用者保持面１４は民生用マットレスである。一部の意図された実施形態では、使用者
保持面１４は、使用者保持面１４上に位置付けられた熱・湿気の調節トッパーを含む。一
部の意図された実施形態では、使用者保持面１４は、使用者保持面１４上に位置付けられ
た圧力マッピングトッパーを含むことができる。使用者保持面１４は、図３に示されるよ
うに、腓腹部分３６、大腿部分３８、座部分４０、ならびに頭および胴の部分４２を含み
、これらはデッキ２６の対応するセクション上で保持されている。一つの例示的実施形態
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において、デッキセクションは、使用者保持面１４のさまざまな部分を基準面ＲＰ１に対
して角度α、βおよびγに移動および／または維持するのに役立つ。一部の意図された実
施形態では、使用者保持面１４は非電動式の（静止）面である。一部の意図された実施形
態では、使用者保持面１４は、図５に示されるように、流体供給源ＦＳ１からの流体を受
け入れるように構成された電動式の（動的）面である。
【００１７】
　使用者保持面１４は、図３および４に示すとおり、マットレスカバー４４およびマット
レスコア４６を含む。意図された一部の実施態様において、使用者保持面１４は、マット
レスカバー４４に結合された温度および湿気を調節するトッパー（非表示）を含む。マッ
トレスカバー４４は、マットレスコア４６を囲み、防火障壁４８、下部ティッキング５０
または耐久性のある層５０、および上部ティッキング５２を含む。一部の意図された実施
態様において、防火障壁４８はカバー４４の最内層であり、上部ティッキング５２は最外
層であり、また下部ティッキング５０は、防火障壁４８と上部ティッキング５２との間に
位置し、上部ティッキング５２には結合されていない。下部ティッキング５０と上部ティ
ッキング５２は、蒸気や空気を浸透させない。一部の意図された実施態様において、上部
ティッキング５２および下部ティッキング５０は、ポリウレタン被覆を施したナイロンか
ら成り、下部ティッキング５０は、防火障壁４８に対して上部ティッキング５２の移動を
促進するよう構成されている。その他の意図された実施態様において、上部ティッキング
５２および／または下部ティッキング５０は、空気および／または湿気浸透性でもよい。
【００１８】
　マットレスコア４６は、１種類の材料、もしくは材料および／または装置の組み合わせ
で構成されてもよい。電動式の面の場合、マットレスコア４６は、流体を流体供給源（図
示せず）から受け入れ、流体袋５４内の流体の圧力を所定のレベルに維持する、その内部
の少なくとも一つの流体袋５４を含む。一部の意図された実施形態では、電動式の面は、
その間に少なくとも一つの流体袋５４が位置付けられたフォームフレームなどの非電動式
構成要素を含んでもよい。一部の意図された実施形態では、流体袋５４は、大腿セクショ
ンの近くに膨らませて位置付けることができるか、または腓腹部分３６、大腿部分３８、
および／または座部分４０（その対応するデッキセクションを含む）は、例えば、頭およ
び胴のセクション３４の傾きが基準面ＲＰ１に対して増加するにつれて、使用者が使用者
保持面１４を滑り落ちるのを防ぐのに役立つように連接されうる。一部の意図された実施
形態では、くさび型の袋が使用者保持面１４の中心線の周りに横方向に対称的に位置付け
られ、これらは使用者を横方向に傾けるために連続して膨張するように構成され、それに
よって使用者の身体のさまざまな部分にかかる圧力を軽減して使用者の褥瘡発生の低減に
役立つ。
【００１９】
　一部の意図された実施形態では、マットレスコア４６は、膨張可能な流体袋５４ａおよ
び５４ｂを含み、これは、頚椎および肩甲骨を保持するために、使用者保持面１４の患者
に面する表面からそれぞれ少なくとも約７０ｍｍ、および約２０ｍｍ～約３０ｍｍ突き出
るように構成されている。一部の意図された実施形態では、膨張可能な流体袋５４ａおよ
び５４ｂは、フォーム補助枕または静止空気袋またはその組み合わせで置き換えられる。
一部の意図された実施形態では、使用者保持面１４の患者に面する表面から、流体袋５４
ａおよび５４ｂが突き出る距離は、使用者の体型および基準面ＲＰ１に対する表面の角度
を含むがこれに限定されない、任意の数の要因に応じて変化しうる。一部の意図された実
施形態では、流体袋５４ａおよび５４ｂは、使用者の頭および／または胴を横方向に傾け
るようにも構成されうる。一部の意図された実施形態では、くさび型の流体袋（非表示）
は、頭および胴の部分４２に位置付けられ、膨張された時、座部分４０に対する、頭およ
び胴の部分４２の使用者接触面の角度が増加するように構成される。
【００２０】
　一部の意図された実施形態では、使用者の頭および胴は、異なる角度で傾けることがで
きる。例えば、使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４は、胴体が基準面Ｒ
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Ｐ１に対して約１０°の角度になり、東部が基準面ＲＰ１に対して約１８０°になるよう
に、使用者を横方向に回転できる。使用者の胴体の回転は、使用者が、基準面ＲＰ１に対
して、頭部を約１８０°の角度に維持するのを助けうる。一部の意図された実施形態では
、使用者保持面１４は、横方向の位置付けでの快適性を改善するために、使用者の身体を
表面内に沈めることができるように構成される。一部の意図された実施形態では、保持ブ
ロック（非表示）を、使用者の近くの表面１４上に配置して、使用者の位置を維持するの
を助けうる。一部の意図された実施形態では、使用者保持装置１２および／または使用者
保持面１４は、胴体が基準面ＲＰ１に対して約１０°の角度になるように、横方向に使用
者を回転でき、流体袋５４ａおよび５４ｂは、使用者の頭部が少なくとも約１８０°にな
るように、使用者の頭部を回転できる。一部の意図された実施形態では、図９に示される
ように、使用者は、胴体が基準面ＲＰ１に対して少なくとも１０°の角度になるように、
使用者を横方向に回転するのに役立つように膨張するよう構成された流体袋Ｇ２の付いた
衣服Ｇ１を着用しうる。一部の意図された実施形態では、衣服Ｇ１は、例えば、パーカッ
ション、バイブレーション、および圧迫治療を含む、治療を提供するように構成されてい
る。一部の意図された実施形態では、衣服Ｇ１は、Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍが販売しているＶｅ
ｓｔ（登録商標）　Ａｉｒｗａｙ　Ｃｌｅａｒａｎｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍなどの、気道クリ
アランスベストである。その他の意図された実施形態では、衣服Ｇ１は、連続圧迫装置（
ＳＣＤ）を含む、その他の治療衣でありうる。一部の意図された実施形態では、流体は、
流体を流体袋５４ａおよび５４ｂに供給するように構成された流体供給源ＦＳ１を通して
、衣服Ｇ１に供給される。一部の意図された実施形態では、流体は、専用の流体供給源（
非表示）によって、衣服Ｇ１および／または流体袋Ｇ２に供給される。基準面ＲＰ１に対
する使用者の頭部の角度は、使用者の好み、使用者の有害状態のリスク、またはその他の
要因に応じて変化しうる。
【００２１】
　非電動式の面の場合は、マットレスコア４６は、単密度フォームなどの多孔質材料で構
成される。一部の意図された実施形態において、マットレスコア４６は、静止空気袋また
はその内部に発泡体が含まれる静止空気袋、金属製バネおよび／またはその他の非電動式
保持要素、あるいはそれらの組合せなど、少なくとも一つの袋５４を含む。一部の意図さ
れた実施形態において、マットレスコア４６は、使用者の身体の比率の違いに応じて圧力
の再配分を促進するよう構成された異なる保持特性を持つ複数のゾーンを含む。また、一
部の実施形態において、マットレスコア４６は、ＮＰ１００　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　Ｓ
ｕｒｆａｃｅ、ＡｃｃｕＭａｘ　Ｑｕａｎｔｕｍ（商標）　ＶＰＣ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｓ
ｕｒｆａｃｅ、およびＮＰ２００　Ｗｏｕｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ（発売元Ｈｉｌｌ-Ｒ
ｏｍ（登録商標））にあるものなど、異なる印加荷重によるたわみ（ＩＬＤ）特性を持つ
、さまざまな発泡体の層および／またはセクションを含む。
【００２２】
　制御システム１６は、使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４の少なくと
も１つの特性を変えて、有害事象が起こる可能性を低減する、および／または進行中の有
害事象を止めるのに役立つように構成されている。制御システム１６は、プロセッサ１０
０、入力１０２およびメモリ１０４を含む。一部の意図された実施形態では、入力１０２
は、使用者の心拍数、呼吸数、呼吸振幅、皮膚温度、体重、および位置など、使用者の生
理学的特性を示す入力信号をプロセッサ１００に提供するように構成された、位置センサ
ー、圧力センサー、温度センサー、音響センサー、および／または水分センサーなどのセ
ンサー１０６を含む。一部の意図された実施形態では、センサー１０６は、使用者保持面
１４または使用者保持面上に位置付けられたトッパーに組み込まれており、これは例えば
米国特許第７，５１５，０５９号（Ｐｒｉｃｅ他）および米国特許公報第２０１１／００
６８９２８号（Ｒｉｌｅｙ他）に開示されている。一部の意図された実施形態では、セン
サー１０６は、患者の頭部の位置／配向を追跡できるように、患者の頭部に取り付けられ
ているかまたは患者が装着する、例えば耳栓、イヤホン、接着センサー、耳たぶクリップ
、アイカバー、帽子、鼻ストリップまたはその他の装置に一体化または結合されうる、例
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追跡センサーを含む。使用者の上気道の横方向位置をモニタリングすることによって獲得
される情報によって、位置閉塞性睡眠時無呼吸（ＰＯＳＡ）の診断のための上気道角度の
より正確な測定値が提供される（１つの例では、睡眠研究室がこの情報を使用してより正
確にＰＯＳＡを診断できる）、使用者がＰＯＳＡを防ぐ姿勢を維持する訓練をするのに役
立つように、バイオフィードバックが提供される、システムが無呼吸を防ぐために十分な
角度を達成しているかどうかを判断するためにシステムの性能が追跡される、システムが
使用されているかどうかを判断するためにコンプライアンスが監視される、上気道角度を
監視し、無呼吸事象が起こった時に角度が記録される、およびセンサー１０６からの入力
に応じて横方向回転を提供することができる表面を制御し、最適な横方向位置が達成され
たかどうかを追跡し、望ましい頭部の横方向位置および／または上気道角度が達成される
ようにシステムが制御される、といった利点のうち１つ以上を含むいくつかの利点を持つ
。一部の意図された実施形態では、センサー１０６は、サイドレール、使用者保持面、デ
ッキ、ヘッドボード内、または使用者装置１０または使用者保持面１４上または内の場所
、または部屋の頭壁上または内、または部屋のその他の場所にある読取装置（すなわち、
ＲＦＩＤリーダー）によって追跡される。一部の意図された実施形態では、例えば米国特
許出願公開第２０１２／００２９８７９号（Ｓｉｎｇ他）に開示されているように、セン
サー１０６は、使用者の頭部の配向を追跡するために、ベッドの足元またはベッドの上方
に位置付けられたカメラを含む。
【００２３】
　一部の意図された実施形態では、入力１０２は、介護者または他のユーザーから情報を
受け取るように構成されたユーザーインターフェース１０８を含む。他の意図された実施
形態では、入力１０２は、病院ネットワーク１１２を介してプロセッサ１００と通信して
いる電子カルテ（ＥＭＲ）システム１１０である。一部の意図された実施形態では、プロ
セッサ１００は、介護者がカルテ記入のためにＥＭＲに入力すると自動的または手動で情
報を出力することができ、これには治療の開始・終了、有害事象発生情報、使用された治
療プロトコール、介護者ＩＤ、および使用者、介護者、使用者保持装置１２、使用者保持
面１４、および有害事象に関連する他の任意の情報を含みうる。
【００２４】
　メモリ１０４は、プロセッサ１００によって実行されるように構成された一つ以上の命
令セットを保存する。命令セットは、プロセッサによって実行された時、使用者保持装置
１２および／または使用者保持面１４の構成を変更する１つ以上のプロトコールをプロセ
ッサ１００に実行させる手順１１４を定義する。１つの例示的実施形態では、命令セット
は、使用者に睡眠時無呼吸のリスクがあることを特定する入力に応答して、プロセッサ１
００に使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４を構成させる予防的手順１１
４を定義する。手順１１４は、プロセッサ１００が、無呼吸事象が起こるリスクレベルを
示す入力１０２からの入力信号を受信する手順１１６で開始される。一部の意図された実
施形態では、リスクのレベルは、使用者のＥＭＲのフィールドから入力される。一部の意
図された実施形態では、リスクのレベルは、ユーザーインターフェース１０８を通して介
護者によって入力されるが、これは医師の指示から生じるか、または患者採点システムに
基づきうる。一部の意図された実施形態では、リスクのレベルは、以下の表に列挙される
ものを含むがこれに限定されない多くの要因に基づき、プロセッサ１００によって計算さ
れるリスクスコアに基づいて決定される。
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　使用者が、頻繁にいびきをかくことが知られており、高いＢＭＩを持ち、大手術を受け
た、および／または術後オピオイドを必要とする状況では、使用者のリスクは高い可能性
がある。使用者が、低いＢＭＩを持ち、大手術をしたことがあり、いびきをかかないこと
が知られており、表面的な手術を受けた、および／または術後オピオイドを必要としない
状況では、使用者のリスクは低い可能性がある。採点システムの例が以下の表に示されて
おり、スコア４は高いリスク、４より大きなスコアは著しく高いリスクを示しうる。
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　手順１１８で、プロセッサ１００は、リスクレベルに基づいて、どのプロトコールを実
行すべきかを決定する。プロトコールの１つのタイプは、特定のリスクプロファイルを持
つ患者に対する病院の標準作業手順／ガイドラインに従って設定されるデフォルトプロト
コールである。プロトコールの別のタイプは、使用者の好み（すなわち、左側を下にして
眠ることを好む）、介護者の観察、および／または使用者のＥＭＲ、センサー１０６、お
よび／またはその他の入力１０２からの使用者の病状についての情報（すなわち、褥瘡の
起こしやすさ、ＢＭＩ、手術のタイプなど）に基づいて、デフォルトプロトコールを変更
する可変プロトコールである。一部の意図された実施形態では、プロトコールは、治療ま
たは動きを除外または制限するように変更されうる。例えば、プロトコールは、使用者が
腹部手術から回復している場合、所定の閾値を超えてベッドヘッド角度（基準面ＲＰ１と
頭および胴のセクション３４または頭および胴の部分４２との間の角度）が大きくなるこ
とを防止できる。一部の意図された実施形態では、プロトコールは、使用者のＥＭＲまた
はその他の出所から得られた情報に基づき、介護者がその構成を実行しないように警告で
きる。
【００２５】
　手順１２０では、プロトコールが一旦選択されたら、例えば、グラフィカルユーザーイ
ンターフェースまたはその他の表示装置上で、構成設定が介護者に知らされ、介護者は設
定を承認／変更するように求められる。一部の意図された実施形態では、構成設定はハン
ドヘルドデバイスに通信されうる。１つの例において、プロトコールは、リスクスコアの
高い使用者では、基準面ＲＰ１に対してベッドヘッド角度が約３５°より大きいこと、お
よび横方向の傾斜角度が１５°より大きいことを要求しうる。別の例において、プロトコ
ールは、リスクスコアの低い使用者では、基準面ＲＰ１に対してベッドヘッド角度が約１
０°～約１５°、および横方向の傾斜角度が約１０°～約１５°であることを要求しうる
。一部の意図された実施形態では、上部フレーム２０は、トレンデレンブルグ体位または
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逆トレンデンブルグ体位に移動することもできる。一部の意図された実施形態では、プロ
トコールは、使用者が褥瘡を発症するリスクに応じて、横方向傾斜角度が３０～１２０分
ごとに変化する、連続ローテーションなど、追加的治療をアクティブにすることを要求し
うる。一部の意図された実施形態では、使用者を目覚めさせることなく動かすことができ
る睡眠状態に使用者がある時にのみ、使用者を動かすよう、使用者の睡眠段階が考慮され
うる。一部の意図された実施形態では、使用者保持装置１２および／または使用者保持面
１４は、使用者が目覚める前に、プロトコールの実行前の構成に戻る。一部の意図された
実施形態では、介護者、使用者、またはその他の人が、緊急時にプロトコールを終了でき
るよう、手動停止ボタンを含めることができる。一部の意図された実施形態では、プロト
コールは、介護者がＣＰＲハンドル（非表示）を引いた時または使用者が心肺停止状態の
時など、緊急状態が起こった時に、自動的に終了されうる。一部の意図された実施形態で
は、手順１１４は、病院ネットワークまたはナースコールシステムを介してなど、介護者
によって遠隔的に終了されうる。
【００２６】
　一部の意図された実施形態では、使用者の位置および／または配向が、使用者保持面１
４の患者に面した表面に対して感知され、使用者を望ましい位置に移動するために、使用
者保持面１４および／または使用者保持装置１２がどのように構成されるかに影響しうる
。例えば、使用者が、使用者保持面１４の患者に面した表面の左端に沿って位置付けられ
た場合、プロトコールはそれらを左に回転しない。一部の意図された実施形態では、使用
者が正しい位置にいるために、プロトコールが終了される。一部の意図された実施形態で
は、プロトコールは、使用者を定位置に維持するのを助ける。使用者保持面１４上での使
用者の位置は、上部フレーム２０に結合された１つ以上のロードセル（非表示）を利用し
て上部フレーム２０上の力分布を感知する、１つ以上のロードセルを使用して使用者の重
心を計算する、流体袋５４内の圧力を感知する、カメラ（非表示）または３Ｄセンサーを
使用する、またはその他の方法を使用することを含む、多くの方法で決定できる。
【００２７】
　手順１２２では、介護者が、構成または構成の変更を承認し、新しい構成を承認した場
合、プロセッサ１００は、所定時間の間、構成を実行する。一部の意図された実施形態で
は、プロセッサ１００は、介護者がそれを承認した瞬間に構成を実行し、介護者がそれを
無効化した時に構成を停止または変更できる。一部の意図された実施形態では、プロセッ
サ１００は、使用者が所定の睡眠段階になるまで構成を実行するのを待ち、使用者が目覚
め始めた時、初期構成に戻る。一部の意図された実施形態では、手順１１４は、介護者が
設定を確認または承認することを必要とせず、代わりに自動的に構成を開始する。例えば
、構成は、使用者が手術室を出てから所定時間後に自動的に開始でき、これは使用者のＥ
ＭＲに基づいて決定されうる。一部の意図された実施形態では、構成は、ベッドが使用さ
れていない場合は実行されない。
【００２８】
　手順１１４は、その他の多くの有害な状態に対して使用されうる。一部の意図された実
施形態では、手順１１４は、使用者に胃食道逆流症のリスクがあるか、または胃食道逆流
症を持っているかどうかを判断し、睡眠中に、使用者が左側臥位または半リクライニング
位を維持するのを手助けするプロトコールを選択するために使用されうる。一部の意図さ
れた実施形態では、手順１１４は、使用者に慢性呼吸不全のリスクがあるか、または慢性
呼吸不全を持っているかどうかを判断し、介護者が承認するように、睡眠中に、使用者が
左側臥位を維持するのを手助けするプロトコールを選択するために使用されうる。一部の
意図された実施形態では、手順は、使用者に、例えば羽毛またはダウンを詰めた枕、クッ
ションまたはカバーに対するアレルギーのリスクがあるか、またはアレルギーを持ってい
るかを判断するために使用でき、介護者がアイテムを取り除くことができるように介護者
に警告できる。その他の意図された実施形態では、手順１１４は、使用者が、例えば、喘
息、妊娠、睡眠麻痺または幻覚、いびき、歯ぎしり、咳、高齢入院患者の低酸素血症、脳
卒中、または結核など、仰臥位で寝ることによって悪影響を受ける可能性のある１つ以上
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のその他の状態のリスクがあるか、またはそれらの状態を有しているかどうかを判断し、
使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４が使用者を望ましい体位に維持する
ために構成されうるように、プロトコールを選択、および／または介護者に警告するため
に使用されうる。一部の意図された実施形態では、手順１１４は、使用者の睡眠体位を変
えて、使用者が静止したままでいると不必要に減少しうる血液酸素化の刺激を助けるため
に使用されうる。
【００２９】
　別の例示的実施形態では、命令セットは、無呼吸事象などの有害事象の感知に反応して
、使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４を構成する応答手順１１４を、プ
ロセッサ１００に実行させる。手順１２４は、有害事象緩和システムが、介護者によって
手動で有効化されるか、または使用者のＥＭＲ、介護者からの情報、またはプロセッサ１
００によって計算された情報に基づいて自動的に有効化される、手順１２６で開始される
。
【００３０】
　手順１２７では、プロセッサ１００は、使用者の心拍数、および振幅および速度などの
呼吸特性、および／または使用者の動きの量を含むがこれに限定されない、使用者の生理
学的特性を示すセンサー１０６からの信号を受信する。
【００３１】
　手順１２８では、プロセッサ１００は、センサー１０６からの信号と所定の閾値を比較
して、無呼吸事象が進行中であるかどうかを判断する。例えば、呼吸と呼吸の間に少なく
とも約１０秒の間隔がある場合、使用者は無呼吸事象を経験している可能性が高い。別の
例では、使用者が少なくとも１０秒間、通常の呼吸の約２５％未満しか呼吸していない場
合、使用者は無呼吸事象を経験している可能性が高い。別の例では、少なくとも約４％の
酸素飽和の低下がある場合、使用者は無呼吸事象を経験している可能性が高い。使用者が
、通常の呼吸の約２６％～約６９％の呼吸をしている場合、使用者は呼吸低下事象を経験
している可能性が高い。一部の意図された実施形態では、プロセッサ１００は、有害事象
が進行中であることを判断し、有害事象が起こること、および使用者の位置および／また
は使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４の構成、使用者のリスクスコア、
および／または使用者の生理学的特性、使用者のＥＭＲからの医学的情報、および／また
はその他の情報に基づいて、それが無呼吸事象でない可能性が高いことを介護者に警告す
る。一部の意図された実施形態では、介護者は、使用者保持装置１２上の視覚的または音
声アラーム、使用者保持装置１２がある部屋に位置する視覚的または音声アラーム、およ
び／または廊下など、部屋の近くに位置する視覚的または音声アラームによって、警告さ
れうる。
【００３２】
　一部の意図された実施形態では、介護者は、通信システム（非表示）によって遠隔的に
通知されうる。一部の意図された実施形態では、通信システムは、病院内呼び出しを発信
する能力がある患者ステーション、またその呼び出しに優先順位をつけ、それを保存する
リモートマスターステーションを含む患者／看護師呼び出し（ナースコール）システムで
ある。こうしたシステムの１つの例が、米国特許番号第５，５６１，４１２号（１９９６
年１０月１日、Ｎｏｖａｋ他）で開示されており、参照することによりその全文を本明細
書に組み込む。こうしたシステムの別の実施例が、米国特許番号第４，９６７，１９５号
（２００６年５月８日、Ｓｈｉｐｌｅｙ）で開示されており、参照することによりその全
文を本明細書に組み込む。
【００３３】
　別の意図された実施形態では、通信システムは、多数のデータ装置を音声ステーション
に接続できる適度な数の室内ネットワークがあるネットワークを介してパケット内の音声
ならびにデータを伝達するシステムであり、ここで音声ステーションによりそれぞれの室
内ネットワークがパケットベースのネットワークに接続される。こうしたシステムの一実
施例は、米国特許番号第７，３１５，５３５号（２００８年１月１日、Ｓｃｈｕｍａｎ）
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で開示されており、参照することによりその全文を本明細書に組み込む。こうしたシステ
ムに関する別の実施例は、米国特許公開番号第２００８／００９５１５６号（２００８年
４月２４日、Ｓｃｈｕｍａｎ）で開示されており、参照することによりその全文を本明細
書に組み込む。
【００３４】
　また別の意図された実施形態では、通信システムは、患者／看護師呼び出しシステム、
看護師呼び出し／位置追跡用バッジ、電子カルテ（ＥＭＲ）データベース、およびワーク
フロープロセスソフトウェアを用いてプログラムされた一つ以上のコンピュータを含む。
こうしたシステムの一実施例は、米国特許公開番号第２００８／００９４２０７号（２０
０８年４月２４日、Ｃｏｌｌｉｎｓ，　Ｊｒ．他）で開示されており、参照することによ
りその全文を本明細書に組み込む。こうしたシステムの別の例が、米国特許公開番号第２
００７／０２１０９１７号（２００７年９月１３日、Ｃｏｌｌｉｎｓ，Ｊｒ．他）で開示
されており、参照することによりその全文を本書に組み込む。こうしたシステムのさらに
別の実施例は、米国特許番号第７，３１９，３８６号（２００８年１月１５日、Ｃｏｌｌ
ｉｎｓ，　Ｊｒ．他）で開示されており、参照することによりその全文を本明細書に組み
込む。当然のことながら、ワークフロープロセスソフトウェアは、Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ，　Ｉｎｃ．から入手可能なＮａｖｉＣａｒｅ（登録商標）ソフトウェアで
ありうる。米国特許番号第７，４４３，３０３号（２００８年１０月２８日、Ｓｐｅａｒ
他）に開示されているシステムでありうることも理解されるべきであり、同特許を参照す
ることによりその全文を本明細書に組み込む。バッジは、Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ，　Ｉｎｃ．のＣｏｍＬｉｎｘ（商標）システムの一部として入手可能なタイプであ
ることもさらに理解されるべきである。当然のことながら、バッジはＶｏｃｅｒａ　Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，　Ｉｎｃ．から入手可能なタイプでもありうる。
【００３５】
　また別の意図された実施形態では、通信システムは、病院の部門や病棟内でのさまざま
な非ベッド呼び出しと共に、ベッド状況情報を整理、保存、維持し、またその検索の促進
を行い、さらに使用者保持装置、患者、介護者の状況ならびに位置を遠隔的に識別および
監視するよう構成されている。こうしたシステムの一実施例は、米国特許番号第７，２４
２，３０８号（２００７年７月１０日、Ｕｌｒｉｃｈ他）で開示されており、参照するこ
とによりその全文を本明細書に組み込む。リモートステータスならびに位置モニタリング
は、米国特許番号第７，２４２，３０６号（２００７年７月１０日、Ｗｉｌｄｍａｎ他）
に開示されたシステムでありうることが理解されるべきであり、同特許を参照することに
よりその全文を本明細書に組み込む。リモートステータスならびに位置モニタリングは、
米国特許公開番号第２００７／０２４７３１６号（２００７年１０月２５日、Ｗｉｌｄｍ
ａｎ他）に開示されているシステムでありうることも理解されるべきであり、同特許を参
照することによりその全文を本書に組み込む。
【００３６】
　手順１３０では、無呼吸事象が進行中であるとプロセッサが判断した場合、プロセッサ
１００は、無呼吸事象に介入して止めるのに役立つように、使用者保持面１４および／ま
たは使用者保持装置１２を構成する。１つの例示的実施形態では、プロセッサ１００は、
使用者が基準面ＲＰ１に対して約１０°の角度になるように、使用者保持面１４の袋５４
を膨張させて、使用者を側位に回転させる。一部の意図された実施形態では、上部フレー
ム２０は、使用者を横方向に傾斜させるために縦軸に沿って回転されうる。別の例示的実
施形態では、プロセッサ１００は、使用者保持装置１２の頭および胴のセクション３４を
動かすことによって、および／または使用者保持面の袋５４を膨張させることによって、
ベッドヘッド角度を約１５°に増加させる。一部の意図された実施形態では、プロセッサ
１００は、ベッドヘッド角度を増加させ、使用者の身体の少なくとも一部を横方向に回転
させる。一部の意図された実施形態では、プロセッサ１００は、例えば、使用者が、褥瘡
などの追加的有害状態を発症するリスクに応じて、連続ローテーションセラピー（ＣＬＲ
Ｔ）、パーカッション・バイブレーションセラピー、熱および湿気管理治療、回転治療、
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またはその他の治療などの追加的治療を実行する。
【００３７】
　一部の意図された実施形態では、手順１２４は、プロセッサ１００が、介入を実行した
後、使用者の生理学的特性および／または使用者の動きの量を示すセンサー１０６からの
信号を受信し、それらを所定の閾値と比較して介入が成功して無呼吸が終わったかどうか
を判断する手順１３２および手順１３４を含む。１つの例示的実施形態では、プロセッサ
１００は、介入が実行された後、５秒など、所定の時間だけ待ってから、センサー１０６
からの信号を受信する。一部の意図された実施形態では、プロセッサ１００は、介入が実
行される時にセンサー１０６からの信号を受信し、無呼吸事象が終わった時に介入を停止
するかまたは介入の現在のレベルを維持することができる。例えば、プロセッサ１００は
、ベッドヘッド角度および／または横方向傾斜角度が次第に増加する時、センサー１０６
からの信号を受信し、無呼吸事象が一旦終わると、ベッドヘッド角度および／または横方
向の傾斜角度の増加を停止させる。一部の実施形態では、ベッドヘッド角度および／また
は横方向の傾斜角度は次第に増加し、角度が所定の閾値に達した時、アラームが有効化さ
れる。介入が成功したとプロセッサ１００が判断した場合、プロセッサ１００は、使用者
保持装置１２および／または使用者保持面１４に現在の構成を維持させるか、またはその
初期位置に戻すことができる。
【００３８】
　無呼吸事象がまだ進行中であるとプロセッサ１００が判断した場合、プロセッサ１００
は、介入のレベルを増すことができる。１つの例示的実施形態では、ベッドヘッド角度お
よび／または横方向傾斜角度は、さらに５°増加することができる。その他の実施形態で
は、刺激には、使用者を目覚めさせるまたは目覚めさせない可能性のある、振動、音、温
度、臭い、光（点滅および／または点灯）、またはその他の刺激、またはその組み合わせ
を含みうる。一部の場合、介入の目的は、使用者を目覚めさせることなく無呼吸事象を停
止させることであり、これには、使用者が特定の睡眠段階にある間に使用者を動かすこと
、および／または使用者を深い睡眠段階から浅い睡眠段階に移すことを含みうる。一部の
意図された実施形態では、（心拍数、呼吸数、および／または動きの増加に基づいて）使
用者が目覚めつつある、または浅い睡眠段階に移っていることをプロセッサ１００が感知
した場合、使用者の移動を終了することができる。介入のレベルを増加させてもまだ成功
しない場合、プロセッサ１００は、使用者保持装置１２上またはその近くのアラームを起
動させて、使用者を目覚めさせる、および／またはナースコールまたはその他の通信手段
を介して、介入する必要があることを介護者に通知することができる。一部の意図された
実施形態では、使用者が鎮静されているという情報をプロセッサ１００が受信した場合、
プロセッサ１００は、例えば座位または椅子位置などの位置に使用者を動かすことができ
る。
【００３９】
　別の例示的実施形態では、命令セットは、プロセッサ１００が有害事象の発症を予測し
た時、使用者保持装置１２および／または使用者保持面１４を構成する予防的手順１３６
を、プロセッサ１００に実行させる。手順１３６は、有害状態を緩和するシステムが、使
用者のリスクプロファイルに基づき、介護者またはベッドまたはＥＭＲによって有効化さ
れる手順１３８で開始される。
【００４０】
　手順１３９では、プロセッサ１００は、使用者の生理学的特性および／または使用者の
動きの量を示すセンサー１０６からの信号を受信する。
【００４１】
　手順１４０では、プロセッサ１００は、信号値をメモリ１０４に保存し、所定時間の間
に対する、値の変化の量および／または大きさを判断する。次にプロセッサ１００は、変
化の量および／または大きさを、所定の閾値と比較して、有害事象が起こりそうであるか
どうかを判断する。一部の意図された実施形態では、プロセッサ１００は、有害事象が起
こる可能性を判断する時、使用者のリスクスコア、体の位置または配向、使用者保持装置
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１２および／または使用者保持面１４の構成、医学的状態、および／または介護者、使用
者のＥＭＲ、センサー１０６、および／または使用者保持装置１２および／または使用者
保持面１４からのその他の情報など、その他の要因を考慮する。例えば、使用者の無呼吸
のリスクが高く、仰臥位にあり、かつ使用者の呼吸数が減少している場合、無呼吸事象が
起こりうる。別の例では、使用者の呼吸振幅が減少し、使用者の酸素飽和度が減少してい
る場合は、無呼吸事象が起こりうる。別の例では、使用者のいびきがとても大きく、使用
者の無呼吸のリスクが高い場合、無呼吸事象が起こりうる。別の例では、使用者のリスク
が高く、かつ使用者が通常の呼吸の９０％の呼吸をしている場合、無呼吸事象が起こる可
能性は低くなりうる。
【００４２】
　一部の意図された実施形態では、無呼吸事象が起こる可能性が高い時を決定するのに役
立つように、無呼吸事象の予測は、心拍数、呼吸、および酸素飽和度の間の非線形遅動型
相互作用の時間領域モデルを使用して達成できる。一部の意図された実施形態では、無呼
吸の予測は、ベイジアン「信念ネットワーク」モデルを使用して達成できる。一部の意図
された実施形態では、無呼吸事象の予測は、大容量メモリ保存・検索（ＬＡＭＳＴＡＲ）
人工神経ネットワークを使用して心拍数の変動性、鼻圧、口鼻温度、顎下ＥＭＧ、および
電気眼球図記録法を示す信号を分析することによって達成できる。一部の意図された実施
形態では、無呼吸事象の予測は、気管呼吸音を分析することによって達成できる。
【００４３】
　手順１４２では、プロセッサは、手順１１４および手順１２４に関して上述したように
使用者保持面１４および／または使用者保持装置１２を構成して、無呼吸事象に介入し、
その防止を助ける。
【００４４】
　図１１～１８を参照すると、別の意図された実施形態では、保持システムは、使用者が
仰臥位で眠ることを防止または制限するため、より具体的には、水平面に実質的に直交す
る垂直面に対して、上気道の配向が垂直または望ましくない横方向回転角度の状態で使用
者が眠る時間を減らすために、横方向保持面を形成する１つ以上の保持部品またはユニッ
トを含む。特定の実施形態では、垂直面に対する使用者の頭の横方向回転角度は、少なく
とも３０°、より具体的には少なくとも４５°である。代替的実施形態では、垂直面に対
する使用者の頭の横方向回転角度は、３０°未満でありうる。１つの実施形態では、保持
部品は、使用者の身体を保持するための複数の保持平面を提供する。
【００４５】
　図１１～１８に示されるように、１つの実施形態では、人などの使用者を保持するのに
適した保持システム１１００は、例えば、複数の保持部品、すなわち、第一の保持平面１
１０４を形成している第一の、つまり脚の保持部品１１０２、第二の保持平面１１０８を
形成している第二の、つまり胴体の保持部品１１０６、および第三の保持平面１１１２を
形成している第三の、つまり頭部の保持部品１１１０を含み、これらは、就寝面１１１４
の第一または底部端部１１１６から就寝面１１１４の反対側の第二または上部端部１１１
８まで、保持システム１１００の縦軸１１１５に沿って次第に大きくなる角度を持ち、（
閉塞性無呼吸の防止における有効性のために必要に応じて）使用者の上気道の比較的大き
な回転、および使用者の下半身の比較的小さな回転（使用者の体重の大部分の回転を避け
ることによって、より大きな快適性および感知される安定性をもたらす）をもたらす、分
割された、複数面の、横方向に角度の付いた就寝面１１１４を全体として画定する。代替
的な実施形態では、就寝面１１１４は、対応する保持平面を画定している、適切な数の保
持部品、例えば、第一の端部１１１６から反対側の第二の端部１１１８までの就寝面１１
１４の長さに渡って滑らかな形状を形成する１つの保持部品、または就寝面１１１４の長
さに渡って滑らかな形状を形成する２つの保持部品、３つの保持部品、または４つ以上の
保持部品など複数の保持部品を使用して形成される。
【００４６】
　１つの面の回転を使用して使用者の睡眠位置および／または配向を操作しようとする、
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閉塞性睡眠時無呼吸の防止のための従来的な位置治療とは異なり、特定の実施形態では、
本書に記述されたシステムは、横方向に使用者を回転するために、１つ以上の保持部品で
形成された複数の保持平面を使用する。例えば、１つの実施形態では、２つの保持部品が
２つの別々の保持平面を提供し、第一の保持平面は、使用者の胴体および脚を保持するよ
うに構成された第一の保持部品によって画定され、第二の保持平面は、使用者の首と頭を
保持するように構成された第二の保持部品によって画定される。
【００４７】
　代替的な実施形態では、３つの保持部品が３つの別々の保持平面を提供し、第一の保持
平面は、使用者の脚を保持するように構成された第一の保持部品によって画定され、第二
の保持平面は、使用者の胴体を保持するように構成された第二の保持部品によって画定さ
れ、第三の保持平面は使用者の頭を保持するように構成された第三の保持部品によって画
定される。
【００４８】
　さらなる代替的実施形態では、４つ以上の保持部品、例えば、就寝面１１１４の縦方向
に２～１８インチ、またはより具体的には４～１２インチ、またはさらにより具体的には
６インチの長さを持つ多数の独立した保持部品は、対応する数の別々の保持平面を提供す
る。各保持部品は、その他の保持部品からは独立して横方向に回転でき、共同して就寝面
１１１４を形成する。特定の実施形態では、多数の保持部品は、組み合わされて別々の保
持部品を形成することができ、例えば、保持システム１１００の側部で縦方向に１８イン
チの長さを持つ第一の保持部品、縦方向に１２インチの長さを持つ隣接する第二の保持部
品、および縦方向に６インチの長さを持ち第二の保持部品に隣接する第三の保持部品を生
成する。これらの実施形態では、保持平面を形成している保持部品は、臨床的に効果的で
許容可能な忍容性を示す最適な構成を達成するために必要または希望に応じて回転されう
る。代替的実施形態では、連続的に傾斜する就寝面は、横方向の回転角度の段階的増加な
しに複数の保持部品によって形成され、これは、無限数の保持部品を持つ就寝面として示
されている。
【００４９】
　本書に記述された実施形態では、各保持部品および画定された保持平面（および保持平
面間の移行の結果的場所）の縦方向の長さは、臨床的有効性および忍容性を達成するよう
に設計されている。従って、特定の長さは、（ａ）一般的面寸法（例えば、平均的身体形
状に基づき、平均的使用者の頭が頭部保持部品によって保持される時、胴体保持部品と脚
保持部品の間の移行が使用者のＳ３脊椎より下で起こるように画定された使用者の胴体セ
クションの長さ）、（ｂ）カスタム化された面寸法（例えば、胴体保持平面は、使用者の
脚の長さ、胴体の長さ、および／または使用者の股下までの距離に適合する縦方向の適切
な長さを持つ）または、（ｃ）動的面寸法（例えば、使用者に適切な動的面上で選択され
た移行、選択はユーザー選択、介護者定義、または自動的に計算される）を含むがこれに
限定されない多数の構成で定義されうる。
【００５０】
　特定の実施形態では、対応する保持平面を画定している各保持部品は、保持システムの
縦軸に平行に延長する軸の周りに独立して回転できる。各保持部品の独立回転により、介
護者または使用者が、使用者の胴体、使用者の首および／または頭を保持するように位置
付けられた保持平面を持つ１つ以上の保持部品において、回転角度を次第に大きくするこ
とに焦点を置くことが可能になる。特定の実施形態では、使用者の首および／または頭を
保持するように構成された保持部品によって画定される１つ以上の保持平面が位置付けら
れる回転角度（または横方向の回転角度）は、使用者の胴体を保持するように構成された
保持部品によって画定される１つ以上の保持平面の回転角度より大きく、これは、使用者
の脚を保持するように構成された保持部品によって画定される１つ以上の保持平面が位置
付けられる回転角度よりも大きい。
【００５１】
　特定の実施形態では、使用者の脚および胴体を保持するように構成された保持部品によ
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って画定される保持平面は、保持部品のベース面に対して１０°の回転角度で位置付けら
れる一方、使用者の頭を保持するように構成された保持部品によって画定される保持平面
は、保持部品のベース面に対して２０°の回転角度で位置付けられる。代替的実施形態で
は、使用者の脚を保持するように構成された保持部品によって画定される第一の保持平面
は、第一の保持部品のベース面に対して１０°の回転角度で位置付けられ、使用者の胴体
を保持するように構成された第二の保持部品によって画定される第二の保持平面は、第二
の保持部品のベース面に対して１５°の回転角度で位置付けられ、使用者の頭を保持する
ように構成された第三の保持部品によって画定される第三の保持平面は、第三の保持部品
のベース面に対して２０°の回転角度で位置付けられる。代替的実施形態では、保持平面
は、任意の適切な横方向回転角度および／または任意の適切な縦方向回転角度を含む、任
意の回転角度で位置付けられうる。
【００５２】
　さらに図１４および１５を参照すると、特定の実施形態では、第一の保持部品１１０２
は、第一の保持部品１１０２のベース面１１２２に対して、２０°～３０°、またはより
具体的には２０°～２５°、またはさらにより具体的には２５°の横方向回転角度αで位
置付けられる保持平面１１０４を画定する。第二の保持部品１１０６は、第二の保持部品
１１０６のベース面１１２４に対して、１０°～２０°、またはより具体的には１０°～
１５°、またはさらにより具体的には１５°の横方向回転角度βで位置付けられる保持平
面１１０８を画定する。第三の保持部品１１１０は、第三の保持部品１１０６のベース面
１１２６に対して、５°～１５°、またはより具体的には１０°の横方向回転角度γで位
置付けられる保持平面１１１２を画定する。漸進的横方向回転角度を達成するためには、
その他の横方向回転角度および各保持部品間の横方向回転角度の段階的増加も使用されう
る。
【００５３】
　図１５に示す実施形態では、第一の移行部品１１３０および第二の移行部品１１３２な
どの、輪郭にあわせた１つ以上の移行部品は、保持平面間の緩やかな連続的移行を提供す
るために、隣接保持部品間、または隣接保持部品の間の移行線の場所またはその近くに位
置付けることができる。図１５に示されるように、１つの実施形態では、使用者に腰部の
保持を提供するため、第一の移行部品１１３０は、第一の保持部品１１０２が隣接する第
二の保持部品１１０６に接触する移行線の場所に位置付けられる。同様に、使用者に腰部
の保持を提供するため、第二の移行部品１１３２は、第二の保持部品１１０６が隣接する
第三の保持部品１１１０に接触する移行線の場所に位置付けられる。特定の実施形態では
、例えば使用者の首領域および／または膝領域に追加的保持を提供するため、１つ以上の
追加的移行部品を、保持平面上に位置付けうる。その他の実施形態では、輪郭移行部品の
数を増やすことで、保持システム１１００の長さに沿った保持角度の、さらに輪郭に沿っ
た緩やかな変化が可能になる。
【００５４】
　図１７に示されるように、第一の保持部品１１０２、第二の保持部品１１０６、および
第三の保持部品１１１０のそれぞれは、保持システム１１００の縦軸１１１５に垂直な方
向にそれぞれの高さを持つ。１つの実施形態では、第一の保持部品１１０２は、ベース面
１１２２から保持平面１１１６までの、縦軸１１５に垂直な方向に１４～１８インチ、ま
たはより具体的には１６～１７インチの最大高さを持ち、第二の保持部品１１０６は、ベ
ース面１１２４から保持平面１１０８までの、縦軸１１１５に垂直な方向に８～１２イン
チ、またはより具体的には９～１０インチの最大高さを持ち、第三の保持部品１１１０は
、ベース面１１２６から保持平面１１１２までの、縦軸１１１５に垂直な方向に４～８イ
ンチ、またはより具体的には６～７インチの最大高さを持つ。結果として、保持システム
１１００が複合縦面角度（例えば、逆トレンデレンブルグ角度）を提供して、睡眠時無呼
吸の防止および／または治療を強化すると共に忍容性を向上するように、保持部品は、望
ましい高さ、および望ましい回転角度に位置付けられた画定保持平面で設計されうる。
【００５５】
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　以下により詳細に説明されるように、特定の実施形態では、保持システム１１００は、
各保持部品の横方向面角度および／または各保持部品の複合面角度を含むがこれに限定さ
れない、保持システム１１００についての情報を表示するように構成されたディスプレー
を持つ、図１８に示される制御装置１１４０などのシステム制御を含む。１つの実施形態
では、制御装置１１４０は、使用者または介護者によるデータ入力および／または保持シ
ステム１１００上またはその近くの場所に位置付けられた１つ以上のセンサーから受信さ
れたデータ信号に基づいて、保持平面の回転角度を調節するように構成された１つ以上の
プロセッサを含む。
【００５６】
　再び図１５を参照すると、１つの実施形態で、保持システム１１００は、使用者の横方
向の移動を制限または防止するために、保持システム１１００の少なくとも１つの側面に
沿って位置付けられた補助枕１１４２またはその他の適切な境界を含む。より具体的には
、補助枕１１４２は、側面の少なくとも一部に沿って、縦軸１１１５とほぼ平行に延長し
て、就寝面１１１４上に位置付けられた使用者の横方向の動きを防止または制限して、使
用者が動いたりまたは就寝面１１１４から滑り落ちたりするのを阻止する。補助枕１１４
２は、就寝面１１１４の下端１１１６で支えられており、包囲ゾーンを画定する。１つの
実施形態では、補助枕１１４２は、下端１１１６から、保持システム１１００の長さに部
分的に沿って、使用者の胴体領域まで延長するが、この実施形態では、使用者の頭部の下
で終わっている。特定の実施形態では、補助枕１１４２の少なくとも一部は、使用者を保
持システム１１００上の望ましい位置に維持するのを促進するように織目の入った表面を
提供するための適切な材料を含む。さらに、または代替的に、補助枕１１４２は、就寝面
１１１４全体にわたる包囲を増すために、補助枕１１４２の長さに沿って１つ以上の異な
る密度を持つ、適切なフォーム材料など、形成可能な材料を含みうる。使用者を就寝面１
１１４上に適切に位置付けたままにするのを容易にするため、ベルトおよび／または調節
可能なストラップ（図１５では非表示）または体を、補助枕１１４２に動作可能なように
結合しうる。
【００５７】
　１つの実施形態では、保持部品１１０２、１１０６、１１１０のそれぞれは、縦軸１１
１５の周りに回転でき、右側傾斜、または左側傾斜を持つ就寝面１１１４を提供して、使
用者がそれぞれ右側または左側を下にして眠ることができるようにする。１つの実施形態
では、１つ以上の円筒形または管状のセクションが、第一の保持部品１１０２、第二の保
持部品１１０６、および第三の保持部品１１１０の少なくとも一部分内に、縦軸１１１５
と同軸上に整列して位置付けられ、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０が、その他
の保持部品１１０２、１１０６、１１１０から独立して、縦軸１１１５の周りに回転でき
るようにする。
【００５８】
　図１９に示されるように、第一の円筒形セクション１１４４は、第一の保持部品１１０
２および第二の保持部品１１０６の一部内に画定された穴１１４６内に、縦軸１１１５に
沿って位置付けられ、第一の保持部品１１０２および第二の保持部品１１０６が、縦軸１
１１５を中心に、および相互に回転できるようにする。同様に、第二の円筒形セクション
１１４８は、第二の保持部品１１０６および第三の保持部品１１１０の一部内に画定され
た穴１１５０内に、縦軸１１１５に沿って位置付けられ、第二の保持部品１１０６および
第三の保持部品１１１０が、縦軸１１１５を中心に、および相互に回転できるようにする
。表示されていない代替的実施形態では、単一の円筒形セクションは、第二の保持部品１
１０６を通って、第一の保持部品１１０２の少なくとも一部分内および第三の保持部品１
１１０の少なくとも一部分内に延長し、第一の保持部品１１０２、第二の保持部品１１０
６、および第三の保持部品１１１０のそれぞれが、縦軸１１１５を中心に、および相互に
回転できるようにする。この実施形態では、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０は
、図２０Ａに示されるような右側傾斜を持つ第一の配向と、図２０Ｂに示されるような左
側傾斜を持つ第二の配向との間で回転できる。軸回転により、各保持部品１１０４、１１
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０６、１１１０は、図２０Ａおよび２０Ｂに示されるような右側傾斜または左側傾斜で平
らに配置されうる。
【００５９】
　特定の実施形態では、保持部品１１０２、１１０６、１１１０は、異なる密度を持つ２
つのフォーム材料など、複数の材料（例えば２つ以上の材料）から形成され、密度の低い
材料が密度の高い材料を覆う。この実施形態では、密度の低い材料は、それぞれのベース
面および保持部品のそれぞれの保持平面で密度の高い材料の上に置かれて、右側傾斜また
は左側傾斜に関わらず、就寝面１１１４が適切に機能できるようにする。密度の高い材料
を密度の低い材料の間に挟むと、使用者は、第一または第二の配向のいずれかで、密度の
低い方の材料の上に位置付けられる。
【００６０】
　この実施形態において、保持システム１１００は、使用者が自分の就寝の好みに基づい
て、右側または左側のいずれかを下にして眠ることを可能にする。就寝の好みは定まって
いない場合がある。例えば、使用者が、けがや痛みがある場合や、就寝の好みを変えたい
という希望を持つ場合、使用者の就寝の好みに対応するため、就寝面１１１４の配向をい
つでも変更することができる。配向は、日ごとに、または夜の間にも変更できる。さらに
、製造の観点から、多目的の保持システム１１００は、右側傾斜を持つ就寝面１１１４お
よび左側傾斜を持つ別個の就寝面１１１４を製造・流通する必要性（これは生産・流通費
用を増加させうる）をなくしてくれる。最後に、潜在的購入者は、製品を購入する前に就
寝する体側を決める必要性（これは製品購入を妨げうる）がない。
【００６１】
　１つの実施形態では、保持システム１１００は、保持システム１１００の長さを、保持
システム１１００に保持されている使用者の身長に対して調節・カスタム化できるように
する、１つ以上のスペーサー１１５２を含む。例えば、隣接保持部品１１０２、１１０６
、１１１０によって画定される保持平面の横方向角度の間の移行線が、使用者の首領域お
よび腰領域にうまく来るように、就寝面１１１４の長さは、１つ以上の適切なスペーサー
１１５２を追加することにより、または１つ以上の保持部品１１０２、１１０６、１１１
０を異なる長さの適切なスペーサー１１５２で置き換えることによって調節できる。１つ
の実施形態では、スペーサー１１５２は、隣接保持部品またはスペーサー１１５２で置き
換えられる保持部品のそれぞれの横方向回転角度およびそれぞれの縦方向回転角度と、同
じまたは類似した横方向回転角度および／または同じまたは類似した縦方向回転角度を持
つ。代替的な実施形態では、スペーサー１１５２は、隣接保持部品またはスペーサー１１
５２で置き換えられる保持部品のそれぞれの横方向回転角度およびそれぞれの縦方向回転
角度とは、異なる横方向回転角度および／または異なる縦方向回転角度を持つ。図２１お
よび２２に示されるように、スペーサー１１５２は、就寝面１１１４の長さを調節するた
めに、第一の保持部品１１０２と第二の保持部品１１０６の間に位置付けられる。図２３
および２４に示されるように、スペーサー１１５２は、就寝面１１１４の長さを調節する
ために、第一の保持部品１１０２と置き換えられる。
【００６２】
　使用者が、就寝面１１１４上の適切な場所に自分の首を位置付け、就寝面１１１４の全
体的長さが調節可能であると仮定して、１つの実施形態では、保持システム１１００の第
二の保持部品１１０６の長さのみが調節可能である。固定長を持つ保持システム１１００
の代替的実施形態では、第一の保持部品１１０２および第二の保持部品１１０６の両方の
長さが調節可能である。この実施形態では、第一の部品１１０２の長さは、第二の保持部
品１１０６の長さが減少するにつれて増加し、逆に、第一の保持部品１１０２の長さは、
第二の保持部品１１０６の長さが増加するにつれて減少する。
【００６３】
　１つの実施形態では、隣接保持部品１１０２、１１０６、１１１０およびスペーサー１
１５２は、スナップ、ストラップ、ボタン、マジックテープの１つ以上を含むがこれに限
定されない、適切な結合機構を使用して一緒に結合できる。特定の実施形態では、就寝面
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１１１４の長さは、１つ以上のスペーサー１１５２を挿入すること、１つ以上の保持部品
１１０２、１１０６、１１００を長めまたは短めのスペーサー１１５２で置き換えること
、１つ以上の保持部品１１０２、１１０６、１１００を望ましい長さに切断または調整す
ること、および１つ以上の保持部品１１０２、１１０６、１１１０を除去することの任意
の組み合わせによって調節できる。代替的実施形態では、就寝面１１１４の長さは調節で
きないが、就寝面１１１４の脚領域、胴体領域、および頭領域の１つ以上は、就寝面１１
１４の長さを調節することなく、１つ以上のスペーサー１１５２を挿入すること、１つ以
上の保持部品１１０２、１１０６、１１００を長めまたは短めのスペーサー１１５２で置
き換えること、１つ以上の保持部品１１０２、１１０６、１１００を望ましい長さに切断
または調整すること、および１つ以上の保持部品１１０２、１１０６、１１１０を除去す
ることの任意の組み合わせによって調節できる。
【００６４】
　さらなる代替的実施形態では、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０は、空気など
の流体を包含するように構成された１つ以上の膨張可能な流体袋を含む。この実施形態で
は、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０の長さは、１つ以上のそれぞれの流体袋に
流体を追加またはそれから流体を除去することによって調節できる。それぞれの流体袋の
１つ以上に流体を追加することによって、それぞれの保持部品１１０２、１１０６、１１
１０の長さが増加し、それぞれの保持平面１１０４、１１０８、１１１２の長さも増加す
る。逆に、それぞれの流体袋の１つ以上から流体を除去すると、それぞれの保持部品１１
０２、１１０６、１１１０の長さが減少し、それぞれの保持平面１１０４、１１０８、１
１１２の長さも減少する。それぞれの流体袋内の流体の量は、適切な空気ポンプまたはノ
ズルを含むがこれに限定されない適切な装置を使用して、電子的に、または使用者または
介護者によって、監視・制御されうる。特定の実施形態では、１つ以上のスナップまたは
ストラップなどの連結手段を使用して、それぞれの流体袋内の流体の望ましい量を維持し
、例えば、流体袋が膨張しない時に、それぞれの保持平面に追加的保持を提供する。
【００６５】
　本書に記述のように、使用者の身体の位置が、望ましくない睡眠時無呼吸エピソードを
防止し、快適性を向上させるという設計意図を最適化またはそれに一致する保持システム
１１００性能を強化するために、就寝面１１１４は、個別の使用者の身体計測寸法にカス
タム化できる。
【００６６】
　特定の実施形態では、保持システム１１００は、２つの保持部品、３つの保持部品、ま
たは３つを超える保持部品、より具体的には、少なくとも６つの保持部品、さらにより具
体的には８～２０個の保持部品など、複数の保持部品を含む。例えば、図２５を参照する
と、１つの実施形態では、第一の保持部品１１０２に対応する脚領域１１６０、第二の保
持部品１１０６に対応する胴体領域１１６２、および第三の保持部品１１１０に対応する
頭領域１１６４のそれぞれは、就寝面１１１４の縦傾斜により細かい勾配を形成して、睡
眠時無呼吸エピソードの防止または制限における使用者のコンプライアンスおよび保持シ
ステム１１００の有効性を増し、就寝面１１１４上に保持された使用者にさらなる快適性
を提供する、複数の独立保持くさびを含む。保持くさびは、形成可能材料、半硬質材料、
フォーム材料または１つ以上の流体袋を含むがこれに限定されない、１つ以上の適切な材
料から形成されうる。
【００６７】
　図２５に示す実施形態では、第一の保持部品１１０２は、異なる横方向回転角度で位置
付けられたそれぞれの保持平面を画定する２つの独立した保持くさびを含み、第二の保持
部品１１０６は、異なる横方向回転角度で位置付けられたそれぞれの保持平面を画定する
３つの独立した保持くさびを含み、第三の保持部品１１１０は、横方向回転角度で位置付
けられたそれぞれの保持平面を画定する４つの独立した保持くさびを含む。代替的実施形
態では、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０は、任意の適切な数の独立した保持く
さびを含む。一般的に、選択された保持部品内の独立した保持くさびの数を増やすことに
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より、就寝面１１１４のより細かく特異的な輪郭付け、および就寝面１１１４に沿った隣
接保持くさびおよび保持部品の回転角度のより緩やかな変化が可能になる。
【００６８】
　例えば、一連の保持くさびを含む保持システムは、異なる横方向回転角度に対して３つ
の大きな保持部品のみを含む保持システムよりも、使用者の身体をねじるかまたは体を回
転するように強く促し、使用者の頭をより緩やかな動きで傾けうる。追加的保持くさびは
、患者の下半身、胴体、および上半身の間およびその中でのより快適な移行を可能にする
。保持くさびの数を増やすと、患者の体のより特異的な位置づけおよびより効果的な治療
が可能になる。
【００６９】
　図２６および２７を参照すると、１つの実施形態では、各保持部品１１０２、１１０６
、１１１０は、同じまたは類似の横方向回転角度に位置付けられた保持平面を画定するが
、各保持部品１１０２、１１０６、１１１０は、その他の保持部品を作るために使用され
る材料とは異なる密度を持つ材料で作られる。各保持部品１１０２、１１０６、１１１０
の基本材料は、その他の保持部品の基本材料と同じまたは異なってもよいが、密度は異な
る。特定の実施形態では、保持システム１１００は、異なる身体部分にわたる使用者の身
体の横方向回転での変化を達成するために、様々なフォーム密度を使用する。１つの特定
実施形態では、保持部品１１０２は最も低密度の材料で作られ、保持部品１１０６は中く
らいの密度の材料で作られ、保持部品１１１０は最も高密度の材料で作られる。
【００７０】
　この実施形態では、就寝面１１１４は、同じ横方向回転角度で保持平面を形成するよう
に切断されているが、異なる密度を持つ保持部品で形成される。使用者の頭部でのより大
きな相対的回転を達成するために、第三の保持部品１１１０は、第二の保持部品１１０６
よりも密度が高いが、使用者の脚領域での相対的回転を小さくするかまたは制限するため
に、第一の保持部品は第二の保持部品１１０６および第三の保持部品１１１０よりも密度
が低い。特定の実施形態では、複数の個別保持部品を持つのではなく、就寝面１１１４は
、就寝面１１１４の脚位置が就寝面１１１４の反対側の頭位置よりも密度が低くなるよう
に、就寝面１１１４の縦の長さに沿って緩やかな密度移行を呈する、１つの連続的保持部
品である。この特徴は、使用者に対して威圧感が少なく、審美的にさらに心地よい保持シ
ステムをもたらしうる。さらに、就寝面１１１４が、横方向右側傾斜または図２７に示さ
れる横方向左側傾斜の１つに配向されるように、就寝面１１１４は、図２６に示される縦
軸１１１５の周りに回転できる。
【００７１】
　図２８～３５を参照すると、代替的実施形態では、就寝面１１１４は、睡眠時に使用者
の身体を回転するように誘導して、睡眠時無呼吸の発生の防止または制限を強化する、閉
鎖空気システム１１６０で形成される。特定の実施形態では、閉鎖空気システム１１６０
は、電力または制御装置を必要とせず、使用者が睡眠中に、横方向左側傾斜と横方向右側
傾斜の間で睡眠配向を静かに移動できるようにする。
【００７２】
　１つの実施形態では、閉鎖空気システム１１６０は、互いに連通している１対以上の流
体袋を含む。例えば、図２８および３０に示されるように、流体袋の第一の対１１６２は
、閉鎖空気システム１１６０の脚領域１１６４内に位置付けられ、流体袋の第二の対１１
６６は、閉鎖空気システム１１６０の胴体領域１１６８内に位置付けられ、流体袋の第三
の対１１７０は、閉鎖空気システム１１６０の頭領域１１７２内に位置付けられる。特定
の実施形態では、睡眠センサーは、枕の中または袋１１６６の上に位置付けられる。特定
の実施形態では、流体袋は、図２８および３０の参照番号１１７４で図示されるように、
適切なサイズのチューブまたはホース、または流体袋の内部空洞間を連通させて、結合さ
れた袋の間で流体が望ましい速度で移動できるようにする任意の適切な結合機構を使用し
てまとめて配管される。空気などの流体は、流体袋のそれぞれの対の硬さおよび横方向回
転角度を調節するために、例えば１つ以上のノズルを通して、手動で、または適切なポン
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プを使用して、流体袋の各対に追加できる。この実施形態では、使用者は、（睡眠中にで
も）眠る体側および流体袋内に含まれる流体の量を調節して、就寝面１１１４の硬さおよ
び／または就寝面１１１４を形成している各保持平面の横方向回転角度を調節できる。こ
の実施形態では、流体袋の各対は、保持システム１１００の縦軸１１１５に沿って分離さ
れている。特定の実施形態では、使用者の睡眠状態に基づいて、袋１１６６に流体を追加
できる。
【００７３】
　特定の実施形態では、図２９～３１に示されるように、閉鎖空気システム１１６０は、
睡眠中に使用者の横方向の移動を防止または制限するために、保持システム１１００の反
対側の側面の少なくとも一部に沿って位置付けられた１つ以上の補助枕１１７６を含む。
１つの実施形態では、補助枕１１７６は、図１５を参照して上述された補助枕１１４２と
同じかまたは類似している。さらに図２９を参照すると、各空気袋は、フォーム材料層１
１７８および／またはマットレスなどの適切な底部層の上にあって、それによって保持さ
れており、フォーム材料層１１８０などの別の適切な上部層によって覆われうる。当業者
に知られているフォーム材料以外の材料も、底部層および／または上部層を形成するため
に使用できる。特定の実施形態では、材料層１１８０は、流体袋を保持システム１１００
内に適切に位置付けたままにするために、１つ以上の流体袋を少なくとも部分的に取り囲
むかまたは包み込む。流体袋の１つ以上の対の１つ以上の流体袋は、使用者の睡眠状態に
少なくとも部分的に基づいて、使用者をその右側または左側に回転するために膨張するこ
とができる。
【００７４】
　１つの実施形態では、流体袋１１６２、１１６６、１１７０の１つ以上の対は、マジッ
クテープなどの適切な連結手段を使用して、材料層１１７８および／または材料層１１８
０に取り外し可能なように結合された２つのくさび形流体袋を含む。例えば、流体袋の第
三の対１１７０は、使用者の上半身または頭領域に対して位置付けられ、就寝面１１１４
が使用者のサイズおよび体重に少なくとも部分的に基づいて調節できるように、マジック
テープを使用して材料層１１８０に取り外し可能なように結合される。これらの流体袋は
膨張可能で、使用者の睡眠状態に基づいて使用者の上半身を回転させる。さらに、流体袋
の第一の対１１６２および／または流体袋の第二の対１１６６も膨張可能で、それぞれ使
用者の脚および／または使用者の胴体を回転させる。
【００７５】
　図３２～３５をさらに参照すると、流体袋の各対１１６２、１１６６、１１７０の各流
体袋は膨張可能で、望ましいまたは選択された形状を持つ保持部品を形成する。図３２に
示されるように、選択された流体袋は、実質的に収縮したままにすることができ、または
流体袋の１つ以上の対の両方の流体袋または１つの流体袋のみを膨張させて、図３３およ
び３４にそれぞれ示されるように、望ましい就寝面１１１４を形成しうる。代替的実施形
態では、図３５に示されるように、膨張した時、使用者が所定の睡眠状態になった後に使
用者を横方向右側または横方向左側に回転させる、保持システム１１００の縦軸１１１５
に沿って位置付けられた閉鎖空気システム１１６０の脚領域１１６４、胴体領域１１６８
、および頭領域１１７２の１つ以上に、単一の流体袋１１８２を使用しうる。この実施形
態では、流体袋１１８２は、使用者が自分で体の位置を変えることができるよう、時々収
縮されうる。例えば、流体袋の１つ以上が膨張した時に枕が傾くように、流体袋の第三の
対の上に枕を位置付けうる。
【００７６】
　流体袋は、空気または（必要に応じて、流体袋の空洞内から貯留層中に排出できる）別
の適切な流体で膨張させることができる。図３０に示されるように、流体供給源１１８８
は、床の上、ベッドの下、またはベッドに結合されるなど、保持システム１１００に、ま
たはその近くに位置付けられる。流体供給源は、流体袋の各対１１６２、１１６６、１１
７０と独立流体連結しており、例えば制御装置からの信号に基づいて、各流体袋に望まし
い量の流体を供給する。
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【００７７】
　図３０に示す１つの実施形態では、保持システム１１００は、閉鎖空気システム１１６
０と動作可能なように制御上の通信状態にあるなど、閉鎖空気システム１１６０に動作可
能なように結合されている適切なコンピュータ実行制御システム１１９０を含む。コンピ
ュータ実行制御システムは、１つ以上のプロセッサ１１９４または、１つ以上の圧力セン
サーなど、プロセッサ１１９４と信号通信状態にある１つ以上の睡眠センサー１１９６を
持つコンピュータ１１９２を含む。睡眠センサー１１９６は使用者の睡眠パターンを監視
するように構成され、データの操作および評価のために、感知した睡眠パターンを示す信
号をプロセッサ１１９４に送信する。１つ以上の睡眠センサー１１９６から受信された１
つ以上の信号に少なくとも部分的に基づいて、制御システム１１９０は、選択された流体
袋を膨張または収縮させて、睡眠中に使用者の身体の位置を変え、例えば、睡眠時無呼吸
エピソードの発生を防止または制限するように構成される。
【００７８】
　さらに、特定の実施形態では、閉鎖空気システム１１６０は、従来的マットレスの上に
載るように構成されているか、またはベッドフレームまたは床などの保持構造上に直接載
るように構成または強化されうる。流体袋のそれぞれから流体を実質的に除去すると、閉
鎖空気システム１１６０は、閉鎖空気システム１１５０の保管と移動を容易にするため、
小さな構成に折り畳むか丸めることができる。特定の実施形態では、閉鎖空気システムは
、従来的マットレスより安くより小型で、保持システム１１００の携帯性を促進する。さ
らに、閉鎖空気システム１１６０は、使用者の隣で眠っている使用者のパートナーに対す
る撹乱を防止または制限するように構成されている。
【００７９】
　本書に記述のように、特定の実施形態では、保持システム１１００は、静的保持システ
ムではなく動的保持システムであり、コンピュータ１１９２、またはコンピュータ１１９
２に動作可能なように結合された別の制御を使用して制御システム１１９０に入力される
データ、および／または例えば、１つ以上の睡眠センサー１１９６によって感知されるデ
ータに少なくとも部分的に基づいて、就寝面１１１４の構成を制御し、臨床的有効性およ
び使用者の忍容性に関して、就寝面１１１４の性能を向上するように構成されている。
【００８０】
　本書に記述のように、また例えば図３６および３７に図式的に示されるように、動的保
持システム１１００は、その他の構成要素に加えて、使用者の身体の位置、就寝面１１１
４に対する使用者の場所、使用者の配向（例えば、左側配向または右側配向）、使用者の
睡眠状態などの使用者のバイタルサイン、および睡眠中の追加的な関連使用者活動を含む
がこれに限定されない、複数の睡眠センサー１１９６を含む。各睡眠センサー１１９６は
、コンピュータ１１９２内に包含された１つ以上のプロセッサ１１９４と信号通信状態に
あり、関連データを収集し、収集されたデータを示す信号を生成し、プロセッサ１１９４
に送信するように構成されている。睡眠センサー１１９６は、プロセッサ１１９４からの
動作制御信号も受信するように構成されている。
【００８１】
　コンピュータ１１９２内で、睡眠センサー１１９６から受信されたデータが分析され、
動作制御信号が睡眠センサー１１９６並びに流体供給源１１８８などの保持システム１１
００のその他の構成要素に送信されて、流体供給源１１８８を作動させ、１つ以上の流体
袋に空気を提供する、および／または１つ以上の流体袋から空気を除去して、睡眠センサ
ー１１９６によって生成され、コンピュータ１１９２内で分析される信号に基づいて就寝
面１１１４を調節する。１つの実施形態では、コンピュータ１１９２は、制御システム１
１９０によって感知および／または生成されたデータを保存するために適切なメモリ１１
９８を含む。
【００８２】
　保持システム１１００上に位置付けられたユーザーの睡眠活動を監視するための制御シ
ステム１１９０を使用した模範的方法１２００が、図３７に示されている。上述のように
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、制御システム１１９０は、本書に記述された手順を実施するように構成された１つ以上
のプロセッサ１１９４を含む。
【００８３】
　制御システム１１９０は、使用者が眠り始めるにつれて、使用者の睡眠活動およびパタ
ーンを監視するために、手動的または自動的のいずれかで作動１２０２される。１つの実
施形態では、制御システム１１９０は、使用者が眠りに落ち始める時１２０４を感知し、
保持システム１１００（または動的就寝面）を遅延１２０６して作動させ、使用者が３０
分間眠った後など、睡眠後の適切な時間が感知された時点で使用者を回転する。代替的実
施形態では、制御システム１１９０は、使用者の睡眠活動のモニタリングに依存すること
なく、例えば、３０分遅れなど事前設定された時点で保持システム１１００を作動させる
ようにプログラムされる。特定の実施形態では、制御システム１１９０は、使用者が深い
眠りにつくまで、使用者の睡眠間の回転を遅らせる。さらに、使用者が目覚めかけている
ことを制御システム１１９０が感知した時、制御システム１１９０は保持システム１１０
０を作動させて、使用者が保持システム１１００から出られるように、就寝面１１１４を
初期構成へと移動する。さらなる実施形態では、制御システム１１９０は、使用者が側臥
位で眠っていることを制御システム１１９０が感知した場合、保持システム１１００の作
動を阻止する。
【００８４】
　眠る前に、使用者は、好みの睡眠体側と位置、使用者の測定値（例えば、使用者の身長
、体重および股下と胴体の測定値を含む）、就寝面１１１４を画定している１つ以上の保
持平面の好みの横方向回転角度および／または縦方向回転角度を含むがこれに限定されな
い睡眠データ１２１０を制御システム１１９０に入力１２０８できる。使用者の入力デー
タに少なくとも部分的に基づいて、制御システム１１９０は、保持システム１１００を作
動させて、就寝面１１１４を画定している１つ以上の保持平面の回転の方向および／また
はレベルを調節するように構成される。例えば、使用者が就寝面１１４４として左側傾斜
を好む場合、制御システム１１１４は、保持システム１１００内の流体袋を作動させて、
望ましい横方向左側傾斜を形成するか、または使用者のパートナーが使用者の左側で眠っ
ている場合、左角度を生成しうる。１つの実施形態では、使用者によっては無呼吸事象お
よびいびきは同等であることもそうでないこともあるため、使用者のＡＨＩを５未満に維
持する、および／またはいびきを防止するために就寝面１１１４に対して最小限の調節が
行なわれる。さらに、制御システム１１９０は、使用者が眠るにつれて取得されるデータ
を収集・記録し、例えば使用者の無呼吸低呼吸指数（ＡＨＩ）を含む、任意の望ましくな
いかまたは異常な睡眠活動または状態を診断するように構成される。
【００８５】
　睡眠中、制御システム１１９０は、使用者の快適度１２１４を評価し、特定の実施形態
では、現在の評価を以前の評価と比較する。次に、睡眠中の体の領域の場所１２１８、お
よび使用者の活動と動き１２２０をマップするために、使用者の身体がマッピングされる
１２１６。その後、使用者の首、腰、および膝を含む関節の場所、好みの表面配向（右側
配向対左側配向）、体の配向（例えば、使用者の身体の配向の結果としての、就寝面１１
１４上のさまざまな場所でのマッピング圧力、例えば狭い圧力マッピングプロファイルに
よって示される横方向睡眠位置）を決定するために、収集データが分析１２２２される。
１つの実施形態では、１つ以上の保持平面の場所が、移行点に基づいて計算され決定され
る。圧力マッピング下で、圧力を増加または減少させるための特定の圧力点が特定される
。例えば、体の場所および望ましい横方向回転角度に基づいて、選択された流体袋が膨張
または収縮される。
【００８６】
　次に制御システム１１９０は、例えば、頭の角度１２２６および胸の角度１２２８の決
定を含め、使用者の身体の配向を評価１２２４する。睡眠中、制御システムは使用者のバ
イタルサインも能動的に監視１２３０し、これには、例えば使用者の呼吸数と振幅、ＡＨ
Ｉ、睡眠状態、いびき、および酸素飽和度（ＳｐＯ２）の測定と監視が含まれる。有害事
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象が感知された場合、制御システム１１９０は、保持システム１１００の１つ以上の構成
要素を作動させて１２３４、適切に反応する。例えば、流体供給源１１８８が作動されて
、１つ以上の流体袋を膨張または収縮しうる。制御システム１１９０は、いびきの感知、
ＡＨＩエピソード（無呼吸および／または低呼吸）の感知、および使用者が仰臥位（例え
ば、胴体が仰臥位、上気道（ＵＲＴ）が垂直から４５°以内）にあることの感知といった
事象のうち１つ以上に基づいて流体供給源１１８８を作動させうる。また制御システム１
１９０は、制御システム１１９０が無呼吸エピソードなどの有害事象を感知した場合、保
持システム１１００を作動させて振動させ、使用者を目覚めさせる。
【００８７】
　図３８～４１を参照すると、１つの実施形態では、睡眠時無呼吸治療システムは、十分
大きな集団で試験された治療に対して平均的使用者がどのように反応するかに基づいて設
計されている。睡眠時無呼吸治療システムは、任意の使用者の睡眠時無呼吸を効果的かつ
相当に治療する。結果として、治療は、治療のレベル（特に、回転量）を下げるように変
更でき、使用者の快適性を最適化し、使用コンプライアンスを増加しながら、それでもな
お臨床的有効性を達成できる。治療の変化に対して使用者がどのように反応するかを知る
ことによって、睡眠時無呼吸治療システムは、治療の結果を最適化するために調節するこ
とができる。図３８～４１に示されるように、睡眠時無呼吸治療システムは、例示実施形
態では、表面の能動的制御（例えば、回転面、回転角度、回転時間／持続時間、流体袋の
圧力）、忍容性を感知・評価する能力（例えば、睡眠状態／段階、バイタル、動き、使用
者評価）、および臨床的有効性を感知・評価する（例えば、ＡＨＩ、呼吸数、頭の配向）
ように設計される。これらの評価で、閉塞性睡眠時無呼吸の臨床的に有効な治療に対する
忍容性および使用者のコンプライアンスが最大化される。
【００８８】
　図３８に示されるように、睡眠時無呼吸治療システムは、重要要素の感知を組み込み、
図３９および４０に示されるように、要素間のバランスが最適化されるまでこれらの要素
間の関連性を評価する。結果として、システムは、経時的変化にもかかわらず、有効性と
忍容性の間のバランスを維持できる（例えば、図４１に示されるように、使用者が風邪を
引いているかまたは肥満度指数（ＢＭＩ）が高くなる）。
【００８９】
　１つの実施形態では、無呼吸治療は、連続ローテーションセラピー（ＣＬＲＴ）システ
ムでのオプションとして組み込まれうる。模範的ＣＬＲＴシステムは、褥瘡の防止のため
の治療として、並びに人工呼吸器関連肺炎および長期臥床に関連する筋肉消耗の防止のた
めの使用で、横方向回転を提供するように構成される。模範的ＣＬＲＴシステムは、以下
の構成要素または要素を加えて、睡眠時無呼吸の防止のための治療として使用するのに適
している。１つの実施形態では、ＣＬＲＴシステムは、使用者の胴体領域および／または
頭領域の回転を制限することによって、次第に大きな回転を生成または発現させるための
抑制的な横方向回転を含む。さらに、横方向回転の増大は、使用者の胴体領域および／ま
たは頭領域の回転を増加させる。
【００９０】
　図４２～４６を参照すると、模範的ＣＬＲＴシステム１３００は、回転機能（回転の増
大または抑制）を持つように構成された制御システム１３０２を含む。図４２を参照する
と、制御システム１３０２は、保持システム１３０４に動作可能なように結合されている
。制御システム１３０２は、保持平面の数、各保持平面の寸法、および就寝面を画定する
ために１つ以上の保持平面が位置付けられるのに望ましい横方向回転角度および／または
望ましい縦方向回転角度を選択するように構成された無呼吸設定を含む。さらに、制御シ
ステム３０２は、（例えば、圧力変更または身体的拘束によって）就寝面の胴体領域およ
び／または頭領域での強制的な回転、ならびにクッションによる補完回転を可能にする回
転機能を含む。
【００９１】
　図４３に示されるように、制御システム１３０２は無呼吸モードを含み、ここでは、保
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持平面の回転を開始・維持するために、送風機が制御される。無呼吸モード内で、制御シ
ステム１３０２は、使用者または介護者が１つ以上の治療モード（例えば、回転の量およ
び／または場所）を選択および／または定義できるようにする。１つの実施形態では、制
御システム１３０２は、ＡＨＩスコア、ＢＭＩ、感知された呼吸数、および感知されたＳ
ｐＯ２履歴のうち１つ以上を含むがこれに限定されない、感知または入力データに基づい
て、回転プロトコールを提案するように構成またはプログラムされる。制御システム１３
０２は、使用者の好みに基づいて左側傾斜または右側傾斜または交互の横方向回転を選択
し、逆トレンドまたは複合縦方向角度を選択し、プロトコールを手動でキャンセルして、
および／または就寝面を直ちに平らな初期位置に戻すようにも構成またはプログラムされ
る。経過時間後に交互に行なうため、使用者を目覚めさせないように特定の速度で回転す
るため、指定された回転数の後に、最初の回転での初期の低い横方向回転角度から望まし
い最大横方向回転角度へと次第に横方向回転角度を増加させるために、交互の横方向回転
を指定できる。
【００９２】
　１つの実施形態では、保持システム１３０４は、ベース保持部１３０６のベース面１３
１０に対して５°～１５°、またはより具体的には１０°の横方向回転角度θを持つ単一
の保持平面１３０８を形成している、保持システム１３０４の縦軸にほぼ平行に配列され
た複数の膨張可能な流体袋を含むベース保持部１３０６を含む。１つ以上の補足的保持く
さび１３１２は、保持システム１３０４の脚領域、胴体領域、および頭領域のうち１つ以
上の中の保持平面１３０８上に位置付けられる。この実施形態では、補足的保持くさび１
３１２は、くさび形の膨張可能な流体袋である。
【００９３】
　図４４に示されるように、補足的保持くさび１３１２は、保持システム１３０４の頭領
域に位置付けられ、補足的保持くさび１３１２のベース面１３１６に対して、５°～１５
°、またはより具体的には１０°の横方向回転角度λを持つ補足的保持平面１３１４を形
成する。結果として、図４４に示す実施形態では、補足的保持平面１３１４は、ベース保
持部１３０６のベース面１３１０に対して、２０°の合計横方向回転角度ｔで位置付けら
れる（角度θと角度λの合計）。代替的実施形態では、合計横方向回転角度は、２０°よ
り小さいかまたは２０°より大きい、任意の適切な角度でありうる。さらに、１つ以上の
補足的保持くさび１３１２は、保持システム１３０４の脚領域、胴体領域、および頭領域
のうち１つ以上の中に位置付けられうる。
【００９４】
　図４５および４６を参照すると、１つの実施形態で、保持システム１３０４は、ベース
保持部１３０６を形成している個別の流体袋の膨張を制限するために、横方向に位置付け
られた側面拘束部１３２０を含む。保持システム１３０４は、横方向に位置付けられた側
面拘束部１３２０の有無を問わず、個別の流体袋の膨張を制限するために、隣接流体袋の
間など、個別の流体袋に対して位置付けられた複数の固定長バンド１３２２を含みうる。
【００９５】
　１つの実施形態では、睡眠時無呼吸の発生を防止または制限するため、または睡眠時無
呼吸が起こった場合に、使用者の肩、腕、および／または頭の上に、けん引力などの適切
な力を加えて、使用者の上気道を開くために望ましいまたは必要な頭の回転を強制または
生じさせるようにするため、姿勢矯正衣類またはシャツ１５００が、睡眠時無呼吸を患う
使用者によって着用される。力を加えて使用者が側臥位に体全体を回転するようにするこ
とは、この望ましい頭角度を達成するための代替的アプローチである。これには、全身用
の衣類またはシャツとズボンを組み合わせた衣類の使用を伴いうる。
【００９６】
　図４７および４８に示されるように、姿勢矯正シャツ１５００は、図４７に示される姿
勢矯正シャツ１５００の正面部分、および／または図４８に示される姿勢矯正シャツ１５
００の背面部分上にある１つ以上のエリア１５０２を含み、これには姿勢矯正シャツ１５
００のその他のエリアとは異なる弾力性を持つ材料パネルおよび／または材料の織り方が
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含まれる。エリア１５０２内の異なる材料弾力性のために、エリア１５０２は、使用者の
胴体、四肢、頭、および／または首の選択部分を、上気道を開くために望ましい方向に引
くまたは強制する傾向がある。特定の実施形態では、エリア１５０２内の姿勢矯正シャツ
１５００のセクションまたはパネルは、協働して使用者の身体を適切に位置付ける、異な
る弾力性材料から作られる。姿勢矯正シャツ１５００は、長袖、半袖を有することがある
か、または袖を含まないことがあり、および／またはフードを持ちうる。当業者に知られ
ている任意の適切な材料を、エリア１５０２内に使用でき、これには、好ましい変形性お
よび復元性を与えて使用者の姿勢の変化を誘発する、組成（ナイロン、ポリエステル、ポ
リエステルフリース、および／または綿の１つ以上）または織り方（平織り、バスケット
織り、およびあや織りの１つ以上）に基づいた弾力性材料を含むがこれに限定されない。
【００９７】
　１つの実施形態では、圧縮姿勢矯正シャツ１５００は、一般的なシャツのように着用さ
れ、使用者の胴体、首および／または頭を自然にねじる。従来的な姿勢矯正シャツとは異
なり、使用者に仰臥睡眠位置から向きを変えさせるまたは回転させるために、袋またはテ
ニスボールのような挿入物を挿入する必要がない。さらに、圧縮式姿勢矯正シャツ１５０
０は、使用者からの介入を必要とすることなく、使用者を強く引っ張るので、睡眠時無呼
吸用の圧縮式姿勢矯正シャツ１５００は使用者のトレーニングを必要としない。
【００９８】
　特定の実施形態では、１つ以上のプロセッサおよび／または１つ以上の回路基板などの
電気回路は、制御システム１１９０と電気的または電子的に通信して、保持システム１１
００の１つ以上の構成要素の動作を監視する、または制御システム１３０２と通信して、
保持システム１３０４の１つ以上の構成要素の動作を監視するなど、動作可能なように結
合されて、動作データおよびモーター使用データなどの情報を収集、処理および／または
保存し、動作データおよびモーター使用データなどの情報を、保持システム１１００また
は保持システム１３０４内またはそれに動作可能なように結合された制御装置および／ま
たは表示装置、および／または例えば１つ以上のナースステーションまたは管理ステーシ
ョンにあるコンピュータまたはコンピュータのネットワーク上の制御装置および／または
表示装置などを含むがこれに限定されないコンピュータ実行マシンまたは装置の１つ以上
に送信する。
【００９９】
　１つの実施形態では、１つ以上のプロセッサおよび／または１つ以上の回路基板などの
電気回路は、制御システム１１９０または制御システム１３０１内に包含され、それぞれ
保持システム１１００または保持システム１３０４と通信状態に接続される。特定の実施
形態では、１つ以上のセンサーまたはその他の適切な感知構成要素が、保持システム１１
００または保持システム１３０４および／または制御システム１１９０または制御システ
ム１３０２に動作可能なように結合されて、動作を感知する。１つ以上のセンサーは、感
知された動作を示す電子信号を生成して回路基盤に送信するように構成され、回路基板は
このような情報を収集、処理、および／または保存し、情報を生成して、上述のように回
路基板と通信状態にある１つ以上のコンピュータ実行マシンまたは装置に送信するように
構成されている。
【０１００】
　特定の実施形態では、回路基板と通信状態にある１つ以上のコンピュータ実行マシンま
たは装置は、保持システム１１００または保持システム１３０４内に包含されている回路
基板と、有線または無線のいずれかで信号通信状態にある制御装置を含む。制御装置は、
回路基板から受信した情報および／または回路基板から受信した情報に基づいて制御装置
によって生成された情報を表示するために適切なディスプレーを含む。特定の実施形態で
は、制御装置は、命令信号を生成し、保持システム１１００または保持システム１３０４
内に包含された回路基板に命令信号を送信して、保持システム１１００または保持システ
ム１３０４の動作を制御、および／または例えば回路基板にプログラムされたパラメータ
および／または限度を調節する。
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【０１０１】
　上記の実施形態は、機能的ブロック構成要素およびさまざまな処理手順に関して記述さ
れうる。このような機能的ブロックは、指定された機能を実施するように構成された任意
の数のハードウェアおよび／またはソフトウェア構成要素によって実現されうる。例えば
、実施形態は、例えば、メモリ要素、処理要素、ロジック要素、ルックアップテーブルな
どの、さまざまな統合回路構成要素を採用でき、これらは、１つ以上のプロセッサ、マイ
クロプロセッサまたはその他の制御装置下、さまざまな機能を実行しうる。同様に、上記
の実施形態が、ソフトウェアプログラミングまたはソフトウェア要素を使用して実施され
る場合、実施形態は、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ、アセンブラなどの任意のプログラミングま
たはスクリプト言語で実行でき、さまざまなアルゴリズムを、データ構造、オブジェクト
、プロセス、ルーチンまたはその他のプログラミング要素の任意の組み合わせで実施でき
る。さらに、実施形態は、電子機器構成、信号処理および／または制御、データ処理など
のために、任意の数の従来的技術を採用しうる。機構という言葉は、広く使用される可能
性があり、機械的または物理的実施形態に限定されないが、プロセッサなどと併せたソフ
トウェアルーチンを含みうる。
【０１０２】
　本書に図示および記述された特定の実施は、本発明の説明のための例であり、それ以外
にいかなる方法でも本発明の範囲を限定することを意図していない。簡潔にするため、シ
ステムの従来的電子機器、制御システム、ソフトウェア開発およびその他の機能的側面（
およびシステムの個別動作構成要素の構成要素）は、詳細に記述されない場合がある。さ
らに、提示されたさまざまな図に示される接続ライン、またはコネクタは、模範的な機能
的関係および／またはさまざまな要素の間の物理的または論理的カップリングを示すこと
を意図している。多くの代替的または追加的な機能的関係、物理的接続または論理的接続
が、実用的装置には存在しうることに注意すべきである。さらに、要素が「必須」または
「重要」として特に記述されていない限り、どの品目または構成要素も本発明の実行にと
って必須ではない。当業者にとっては、本実施形態の精神および範囲を逸脱することなく
、多くの変更および適合が容易に明らかとなる。
【０１０３】
　他に特に定めのない限り、本書に例示および記述された実施形態の動作の実行または実
施の順序は必須ではない。すなわち、他に特に定めのない限り、動作は任意の順序で実施
でき、記述された実施形態は、本書に開示されたものよりも多くのまたは少ない動作を含
みうる。例えば、特定の動作を、別の動作の前に、それと同時に、またはその後に実行ま
たは実施することは、本発明の態様の範囲内であることが意図されている。
【０１０４】
　実施形態は、コンピュータ実行可能命令で実施しうる。コンピュータ実行可能命令は、
１つ以上のコンピュータ実行可能構成要素またはモジュールに組織化しうる。本開示の態
様は、このような構成要素またはモジュールの任意の数および組織化で実施されうる。例
えば、本開示の態様は、図に例示説明されたおよび／または本書に記述された特定のコン
ピュータ実行可能命令または特定の構成要素またはモジュールに限定されない。その他の
実施形態は、本書に図示または記述されたものより多くのまたはより少ない機能性を持つ
、異なるコンピュータ実施可能命令または構成要素を含みうる。
【０１０５】
　本開示のその他数多くの実施形態も想定される。例えば、方法は、有害状態の発生に対
する使用者のリスクレベルを判断する手順と、リスクレベルに基づいてケアプロトコール
を選択する手順と、介護者が承認するためにケアプロトコールに対応する使用者保持構造
の配置の提案を表示する手順と、介護者によって承認された場合には配置を実行する手順
とを含む。別の意図された実施形態では、構成は、使用者保持構造に、第一のセクション
が基準面に対して０°より大きい角度を成すように使用者保持構造の第一のセクションを
上昇させる。別の意図された実施形態では、構成は、使用者保持構造に、使用者が基準面
に対して０°より大きい角度となるように使用者保持構造上に保持されている使用者を横
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方向に傾けさせる。別の意図された実施形態では、構成は、使用者保持構造を、トレンデ
レンブルグおよび逆トレンデレンブルグ体位の少なくとも１つへと移動させる。別の意図
された実施形態では、構成は、治療を開始させる。別の意図された実施形態では、治療は
熱および湿気の調節治療を含む。別の意図された実施形態では、治療は連続ローテーショ
ンセラピーを含む。別の意図された実施形態では、治療は、パーカッションセラピーおよ
びバイブレーションセラピーの少なくとも１つを含む。別の意図された実施形態では、提
案構成は、使用者保持構造上に保持された使用者の配向を示す第二の入力に応じて変更さ
れる。別の意図された実施形態では、提案構成は、使用者保持構造上に保持された使用者
の位置を示す第二の入力に応じて変更される。別の意図された実施形態では、方法は、使
用者保持構造上に保持された使用者の睡眠状態を示す入力を受信する手順と、使用者が目
覚めかけている場合、使用者保持構造を以前の構成に戻す手順とをさらに含む。別の意図
された実施形態では、使用者保持構造は、使用者が所定の睡眠段階に達した時に構成され
る。別の意図された実施形態では、方法は、構成のオーバーライド命令を受信する手順と
、使用者保持構造を以前の構成に戻す手順とをさらに含む。１つの意図された実施形態で
は、構成のオーバーライド命令は、遠隔場所から伝達される。別の意図された実施形態で
は、構成のオーバーライド命令は、ＣＰＲ機能が作動された時に伝達される。別の意図さ
れた実施形態では、構成のオーバーライド命令は、使用者保持構造に結合されたＧＵＩか
ら伝達される。別の意図された実施形態では、方法は、材料の存在が有害状態を悪化させ
うる場合、介護者に通知する手順をさらに含む。別の意図された実施形態では、方法は、
使用者保持構造上に保持された使用者の近くの材料を示す入力を受信する手順と、材料が
、使用者が有害状態を起こすリスクを増加させるかどうかを判断する手順とをさらに含む
。
【０１０６】
　別の例では、方法は、生理学的特性を示す信号を受信する手順と、信号を閾値と比較し
て、有害事象が進行中かどうかを判断する手順と、有害事象が進行中であることを検出し
た時、有害事象を止めるための介入を開始する手順をと含む。１つの意図された実施形態
では、第二の介入は、第一の介入の大きさを増加させる手順を含む。別の意図された実施
形態では、第二の介入は、介護者に警告する手順を含む。
【０１０７】
　別の例では、使用者保持平面は、マットレスティッキングおよびマットレスコアを備え
る。マットレスコアは、マットレスティッキングで包まれており、使用者接触面から選択
的に突き出て、使用者の接する保持平面上に保持された使用者の首および上背部のうち少
なくとも１つの部分を保持するように構成された少なくとも１つの流体袋を含む。１つの
意図された実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、使用者の頚椎を保持するように構
成される。別の意図された実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、使用者に面した表
面から少なくとも約７０ｍｍの距離だけ突き出るように構成される。別の意図された実施
形態では、少なくとも１つの流体袋は、使用者の肩甲骨を保持するように構成される。別
の意図された実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、使用者に面した表面から少なく
とも約２０ｍｍの距離だけ突き出るように構成される。別の意図された実施形態では、少
なくとも１つの流体袋は、使用者に面した表面から約２０ｍｍ～約３０ｍｍの距離だけ突
き出るように構成される。別の意図された実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、使
用者に面した表面から約３０ｍｍ未満の距離だけ突き出るように構成される。別の意図さ
れた実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、膨張された時、使用者の頭を横方向に傾
けるように構成される。別の意図された実施形態では、少なくとも１つの流体袋は、有害
状態の発生を感知した時に膨張する。
【０１０８】
　別の例では、方法は、使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを決定する手順と
、リスクレベルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、使用者保持構造に保持さ
れた使用者の第一の生理学的特性を感知する手順と、使用者の第二の生理学的特性を感知
する手順と、第一の生理学的特性と第二の生理学的特性を比較する手順と、第一の生理学
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的特性と第二の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、ケアプロトコールに応じて使用者
保持構造を構成する手順をと含む。
【０１０９】
　別の例では、方法は、使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを決定する手順と
、リスクレベルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、使用者保持構造に保持さ
れた使用者の第一の生理学的特性を感知する手順と、使用者の第二の生理学的特性を感知
する手順と、第一の生理学的特性と第二の生理学的特性を比較する手順と、第一の生理学
的特性と第二の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、有害な状態が起ろうとしているこ
とを介護者に警告する手順とを含む。
【０１１０】
　本明細書に記載した一切の理論、動作メカニズム、証明、所見は、本開示の原理の理解
をさらに高めることを意図し、いかなる方法でも本開示をそうした理論、動作メカニズム
、実例となる実施形態、証明、または所見に依存することを意図していない。上記の説明
において、好ましいという用語は、そのように記載した特徴がより望ましいことを示すが
、それにもかかわらず、それが必要なわけではなく、その記載のない実施形態も本開示の
範囲に入るものと意図されることが理解されるべきであり、その範囲は以下の請求項で定
義される。
【０１１１】
　請求項を読む際に、単数形（「ａ」、「ａｎ」）、「少なくとも一つ」、「少なくとも
一部分」などの単語が使用されている時、請求項にそれに反する内容が具体的に述べられ
ていない限り、請求項を一つの項目だけに限定する意図はないことが意図されている。「
少なくとも一部分」および／または「一部分」という用語が使用されている時、その項目
には、これに反して具体的に記載のない限り、一部分および／または項目全体が含まれる
。
【０１１２】
　一部の実施形態のみを図示・説明しており、本明細書または下記の請求項のいずれかに
より定義した通り、本開示の精神を逸脱しない、考えられるすべての代替、修正、態様、
組み合わせ、原理、変形物、および均等物（等価物）が保護されることが望ましいことが
理解されるべきである。本開示の実施形態について、図面および上述の説明で詳細に図示
・説明してきたが、これらは、実例となるものとして考慮されるべきであり、本発明を網
羅するものではなく、開示した正確な形態に本開示を限定することを意図したものではな
い。追加的代替品、変更および変化は当業者には明らかでありうる。また、発明の複数の
態様や原理について提示してきたが、上記の各種の実施形態に照らすと、これらは組み合
わせで利用する必要はなく、また発明の態様や原理のさまざまな組み合わせが可能である
。
【０１１３】
　本発明の１つの態様は、有害状態の発生に対する使用者のリスクレベルを示す入力を受
信する手順と、
　前記入力に基づいてケアプロトコールを選択する手順と、
　介護者が承認するために、前記ケアプロトコールに対応する使用者保持構造の提案構成
を伝達する手順と、
　前記介護者が承認した時、前記ケアプロトコールに従って前記使用者保持構造を構成す
る手順と、
　を含む方法であってよい。
【０１１４】
　また、本発明の方法は、前記構成が、前記使用者保持構造に、第一のセクションが基準
面に対して０°より大きい角度を成すように前記使用者保持構造の前記第一のセクション
を上昇させるようにしてもよい。
【０１１５】
　また、本発明の方法は、前記構成が、前記使用者保持構造に、使用者が基準面に対して
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０°より大きい角度となるように使用者保持構造上に保持されている前記使用者を横方向
に傾けさせるようにしてもよい。
【０１１６】
　また、本発明の方法は、前記構成が、前記使用者保持構造を、トレンデレンブルグおよ
び逆トレンデレンブルグ体位の少なくとも１つへと移動させるようにしてもよい。
【０１１７】
　また、本発明の方法は、前記構成が、治療を開始させるようにしてもよい。
【０１１８】
　また、本発明の方法は、前記治療が熱および湿気の調節治療を含むようにしてもよい。
【０１１９】
　また、本発明の方法は、前記治療が連続ローテーションセラピーを含むようにしてもよ
い。
【０１２０】
　また、本発明の方法は、前記治療が、パーカッションセラピーおよびバイブレーション
セラピーのうち少なくとも１つを含むようにしてもよい。
【０１２１】
　また、本発明の方法は、前記提案構成が、前記使用者保持構造上に保持された使用者の
配向を示す第二の入力に応じて変更されるようにしてもよい。
【０１２２】
　また、本発明の方法は、前記提案構成が、使用者保持構造上に保持された使用者の位置
を示す第二の入力に応じて変更されるようにしてもよい。
【０１２３】
　また、本発明の方法は、
　前記使用者保持構造上に保持された前記使用者の睡眠状態を示す入力を受信する手順と
、
　前記使用者が目覚めかけている場合、前記使用者保持構造を以前の構成に戻す手順と、
をさらに含むようにしてもよい。
【０１２４】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、使用者が所定の睡眠段階に達した時に
構成されるようにしてもよい。
【０１２５】
　また、本発明の方法は、構成のオーバーライド命令を受信する手順と、
　前記使用者保持構造を以前の構成に戻す手順と、
　をさらに含むようにしてもよい。
【０１２６】
　また、本発明の方法は、前記構成のオーバーライド命令が、遠隔場所から伝達されるよ
うにしてもよい。
【０１２７】
　また、本発明の方法は、前記構成のオーバーライド命令が、ＣＰＲ機能が作動された時
に伝達されるようにしてもよい。
【０１２８】
　また、本発明の方法は、前記構成のオーバーライド命令が、前記使用者保持構造に結合
されたＧＵＩから伝達されるようにしてもよい。
【０１２９】
　また、本発明の方法は、材料の存在が有害状態を悪化させうる場合、介護者に通知する
手順をさらに含むようにしてもよい。
【０１３０】
　また、本発明の方法は、前期使用者保持構造上に保持される使用者の近くの材料を示す
入力を受信する手順と、
　前記材料が、前記使用者が有害状態を起こすリスクを増加させるかどうかを判断する手



(34) JP 6122950 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

順と、
　をさらに含むようにしてもよい。
【０１３１】
　また、本発明の１つの態様は、
　生理学的特性を示す入力信号を受信する手順と、
　前記入力信号に基づいて、有害事象が進行中かどうかを判断する手順と、
　有害事象が進行中であると判断された場合、第一の介入を開始して前記有害事象を停止
させる手順と、
　前記第一の介入が開始された後の時点で前記生理学的特性を示す第二の入力信号を受信
する手順と、
　前記有害事象がまだ進行中であるかどうかを判断する手順と、
　前記有害事象がまだ進行中であると判断された場合、第二の介入を開始する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０１３２】
　また、本発明の方法は、前記第二の介入が、前記第一の介入の大きさを増加させる手順
を含むようにしてもよい。
【０１３３】
　また、本発明の方法は、前記第二の介入が、介護者に警告する手順を含むようにしても
よい。
【０１３４】
　また、本発明の１つの態様は、マットレスティッキング、
　前記マットレスティッキングによって取り囲まれ、使用者に面した表面および前記使用
者に面した方面から選択的に突き出て、前記使用者保持面上に保持された使用者の首およ
び上背部の少なくとも１つの部分を保持するように構成された少なくとも１つの流体袋を
含むマットレスコアを備える、使用者保持面であってよい。
【０１３５】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、使用者の頚椎を保持
するように構成されているようにしてもよい。
【０１３６】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、前記使用者に面した
表面から少なくとも約７０ｍｍの距離だけ突き出るように構成されているようにしてもよ
い。
【０１３７】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、使用者の肩甲骨を保
持するように構成されているようにしてもよい。
【０１３８】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、前記使用者に面した
表面から少なくとも約２０ｍｍの距離だけ突き出るように構成されているようにしてもよ
い。
【０１３９】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、前記使用者に面した
表面から少なくとも約２０ｍｍ～約３０ｍｍの距離だけ突き出るように構成されているよ
うにしてもよい。
【０１４０】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、前記使用者に面した
表面から少なくとも約３０ｍｍ未満の距離だけ突き出るように構成されているようにして
もよい。
【０１４１】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、膨張された時、使用
者の頭を横方向に傾けるように構成されているようにしてもよい。
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【０１４２】
　また、本発明の使用者保持面は、前記少なくとも１つの流体袋が、有害事象の発生を感
知した時に膨張するようにしてもよい。
【０１４３】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを示す入力を受信する手順と、
　前記リスクレベルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、
　使用者保持構造に保持された使用者の第一の生理学的特性を示す入力信号を１回目に受
信する手順と、
　前記使用者の第二の生理学的特性を示す入力信号を２回目に受信する手順と、
　前記第一の生理学的特性と前記第二の生理学的特性を比較する手順と、
　前記第一の生理学的特性と前記第二の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、前記ケア
プロトコールに応じて前記使用者保持構造を構成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０１４４】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者が有害な状態を発生するリスクのレベルを示す入力を受信する手順と、
　前記リスクレベルに基づいてケアプロトコールを選択する手順と、
　使用者保持構造に保持された使用者の第一の生理学的特性を示す入力信号を１回目に受
信する手順と、
　前記使用者の第二の生理学的特性を示す入力信号を２回目に受信する手順と、
　前記第一の生理学的特性と前記第二の生理学的特性を比較する手順と、
　前記第一の生理学的特性と前記第二の生理学的特性の差が所定範囲外の場合、有害状態
が起こることを介護者に警告する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０１４５】
　また、本発明の１つの態様は、
　その上に使用者を保持するように構成された使用者保持構造、
　基準面に対する使用者の頭の配向を感知するように構成されたセンサー、
　前記センサーからの前記入力に反応して前記使用者保持構造の機能を制御し、前記使用
者の頭を配向の範囲内に維持するように構成された制御システムを含むシステムであって
よい。
【０１４６】
　また、本発明のシステムは、前記センサーが、ＲＦＩＤセンサーを含み、前記使用者保
持構造がＲＦＩＤリーダーを含むようにしてもよい。
【０１４７】
　また、本発明のシステムは、前記センサーが使用者の頭に結合されているようにしても
よい。
【０１４８】
　また、本発明のシステムは、前記センサーが、使用者の目、耳、鼻、および上気道の少
なくとも１つに結合されており、使用者によって装着されているようにしてもよい。
【０１４９】
　また、本発明のシステムは、使用者の頭が垂直に対して少なくとも±３０°の配向であ
ると前記センサーが示すように、前記制御システムが、前記保持構造に、使用者を横方向
に回転させるようにしてもよい。
【０１５０】
　また、本発明のシステムは、使用者の頭が所定の配向閾値より低い場合、前記制御シス
テムがアラームを作動させるようにしてもよい。
【０１５１】
　また、本発明の１つの態様は、その上に使用者を保持するように構成された就寝面を画
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定する保持システムであって、前記保持システムが複数の保持部品を含み、前記複数の保
持部品の各保持部品が、前記保持部品のベース面に対して横方向回転角度を持つそれぞれ
の保持平面を画定し、前記複数の保持部品の第一の保持部品が、その他の保持平面の前記
横方向回転角度とは異なる横方向回転角度を持つ第一の保持平面を画定する保持システム
であってよい。
【０１５２】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者保持構造上に保持された使用者の生理学的特性を示す入力信号を受信する手順と
、
　前記入力信号に基づいて無呼吸事象が進行中かどうかを判断する手順と、
　無呼吸事象が進行中の場合、介入を生成する手順をと含む方法であってよい。
【０１５３】
　また、本発明の方法は、前記介入が施設のケアプロトコールによって指定されるように
してもよい。
【０１５４】
　また、本発明の方法は、前記介入が使用者のケアププランによって指定されるようにし
てもよい。
【０１５５】
　また、本発明の方法は、前記介入が、介護者に警告する手順を含むようにしてもよい。
【０１５６】
　また、本発明の方法は、前記介入が、治療を有効化する手順を含むようにしてもよい。
【０１５７】
　また、本発明の方法は、前記治療が連続ローテーションセラピーを含むようにしてもよ
い。
【０１５８】
　また、本発明の方法は、前記治療が、パーカッションセラピーおよびバイブレーション
セラピーのうち少なくとも１つを含むようにしてもよい。
【０１５９】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者保持構造の再構成を含むようにしても
よい。
【０１６０】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、リフト機構によって下部フレームの上
方に移動可能なように保持された上部フレームを含み、前記上部フレームが、無呼吸事象
の感知に反応して、ほぼ水平な位置と逆トレンデレンブルグ体位との間を移動するように
構成されているようにしてもよい。
【０１６１】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、リフト機構によって下部フレームの上
方に移動可能なように保持された上部フレームを含み、前記上部フレームが、無呼吸事象
の感知に反応して、ほぼ水平な位置と椅子位置との間を移動するように構成されているよ
うにしてもよい。
【０１６２】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、リフト機構によって下部フレームの上
方に移動可能なように保持された上部フレームを含み、前記上部フレームが、無呼吸事象
の感知に反応して、ほぼ水平な位置と横方向に回転された位置との間を移動するように構
成されており、前記上部フレームが横方向に回転した時、上記上部フレームが、前記上部
フレームの長さに沿って延長する軸の周りを回転するようにしてもよい。
【０１６３】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、リフト機構によって下部フレームの上
方に移動可能なように保持された上部フレームを含み、前記上部フレームが、無呼吸事象
の感知に反応して、第一の位置と第二の位置の間を移動するように構成されており、前記
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上部フレームの１つのセクションが前記第一の位置ではほぼ水平で、前記第二の位置では
傾斜しているようにしてもよい。
【０１６４】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が少なくとも１つの流体袋を含むマットレ
スを含み、前記少なくとも１つの流体袋が、無呼吸事象の感知に反応して使用者の身体を
回転させるために膨張するようにしてもよい。
【０１６５】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者を目覚めさせる刺激を含むようにしてもよ
い。
【０１６６】
　また、本発明の方法は、前記刺激が、光、音、臭い、および物理的刺激のうち少なくと
も１つを含むようにしてもよい。
【０１６７】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者を目覚めさせる事なく、深い睡眠段階から
浅い睡眠段階に移動させる刺激を含むようにしてもよい。
【０１６８】
　また、本発明の方法は、
　使用者保持構造上に保持された使用者の第二の生理学的特性を受信する手順と、
　前記第二の生理学的特性を所定の閾値と比較して、無呼吸事象が進行中かどうかを判断
する手順と、
　生理学的特性が前記所定の閾値を超えた場合、前記介入の大きさを増加させる手順をさ
らに含むようにしてもよい。
【０１６９】
　また、本発明の方法は、
　使用者保持構造上に保持された使用者の生理学的特性を示す入力信号を受信する手順と
、
　前記第二の生理学的特性に基づいて無呼吸事象が進行中かどうかを判断する手順と、
　無呼吸事象が進行中の場合、警告を生成する手順と、
　をさらに含むようにしてもよい。
【０１７０】
　また、本発明の方法は、前記生理学的特性が使用者の呼吸数を含むようにしてもよい。
【０１７１】
　また、本発明の方法は、前記生理学的特性が使用者の呼吸振幅を含むようにしてもよい
。
【０１７２】
　また、本発明の方法は、前記生理学的特性が使用者の血液酸素飽和レベルを含むように
してもよい。
【０１７３】
　また、本発明の方法は、前記所定の閾値が、酸素飽和の少なくとも約４％の減少である
ようにしてもよい。
【０１７４】
　また、本発明の方法は、前記所定の閾値が、使用者の通常呼吸の約６９％未満であるよ
うにしてもよい。
【０１７５】
　また、本発明の１つの態様は、
　流体袋を含む衣服、および
　前記衣服に結合され、選択的に膨張された前記衣服を着用している使用者の一部を第一
の配向と第二の配向との間で回転させるように構成された少なくとも１つの回転袋を含む
治療システムであってよい。
【０１７６】
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　また、本発明の治療システムは、前記衣服が連続的圧縮装置を含むようにしてもよい。
【０１７７】
　また、本発明の治療システムは、前記衣服が胸壁振動装置を含むようにしてもよい。
【０１７８】
　また、本発明の治療システムは、前記流体袋および前記回転袋の両方に流体を供給する
ように構成された流体供給源をさらに備えるようにしてもよい。
【０１７９】
　また、本発明の治療システムは、有害状態の感知時に、回転袋が、前記使用者の前記部
分を、基準に対して少なくとも３０°の大きさだけ回転させるように構成されているよう
にしてもよい。
【０１８０】
　また、本発明の１つの態様は、
　その上に使用者を保持するように構成された使用者保持構造、
　前記使用者保持構造上に保持された使用者の睡眠状態を判断するように構成された入力
装置、および
　使用者の睡眠状態に応じて、前記使用者保持構造の機能を制御するように構成された制
御システムを備える、
　使用者保持システムであってよい。
【０１８１】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記使用者保持構造が、リフト機構によって下
部フレームの上方に移動可能なように保持された上部フレームを含み、前記制御システム
が、睡眠状態に応じて、前記上部フレームの少なくとも一部分を、前記下部フレームに対
して動かすようにしてもよい。
【０１８２】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームの１つのセクションが、実質
的に水平な位置と傾斜した位置との間で移動されるようにしてもよい。
【０１８３】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームが、実質的に水平な位置と逆
トレンデレンブルグ体位との間で移動されるようにしてもよい。
【０１８４】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームが、前記上部フレームの長さ
に沿って延長する軸の周りに横方向に回転されるようにしてもよい。
【０１８５】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームが、水平に対して±３０°回
転されるようにしてもよい。
【０１８６】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームが、実質的に水平な位置と逆
トレンデレンブルグ体位との間で移動されるようにしてもよい。
【０１８７】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記上部フレームが、実質的に平面な位置と傾
斜した位置逆との間で移動されるようにしてもよい。
【０１８８】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記使用者保持構造が、流体袋を含むマットレ
スを含み、前記流体袋が、睡眠状態に応じて流体で満たされて、前記マットレス上に保持
された使用者を、前記マットレスの長さに沿って延長する軸の周りに横方向に回転させる
ようにしてもよい。
【０１８９】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記制御システムが、睡眠状態に基づいて、治
療を有効化するようにしてもよい。
【０１９０】
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　また、本発明の使用者保持システムは、前記治療が連続ローテーションセラピーを含む
ようにしてもよい。
【０１９１】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記治療が、パーカッションセラピーおよびバ
イブレーションセラピーのうち少なくとも１つを含むようにしてもよい。
【０１９２】
　また、本発明の使用者保持システムは、前記治療が、温度および湿気の調節治療を含む
ようにしてもよい。
【０１９３】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者の病歴および有害事象のリスクスコアの少なくとも１つを示す入力を受信する手
順と、
　前記入力に基づいて睡眠時無呼吸事象が起こりそうかどうかを判断する手順と、
　睡眠時無呼吸事象が起こる可能性が高い場合、介入を生成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０１９４】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者に睡眠時無呼吸の病歴があることを介
護者に警告する手順を含むようにしてもよい。
【０１９５】
　また、本発明の方法は、前記使用者の病歴が前記使用者に睡眠時無呼吸の病歴があるこ
とを示す時に、無呼吸事象が起こりそうであると判断されるようにしてもよい。
【０１９６】
　また、本発明の方法は、前記介入が、治療を有効化する手順を含むようにしてもよい。
【０１９７】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者を保持している使用者保持構造に機能
を実施させることを含むようにしてもよい。
【０１９８】
　また、本発明の方法は、前記入力が、電子医療記録システムから受信されるようにして
もよい。
【０１９９】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者の特性を示す入力受信する手順と、
　前記入力に基づいて睡眠時無呼吸が起こるリスクを判断する手順と、
　睡眠時無呼吸事象が起こるリスクに応じて介入を生成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０２００】
　また、本発明の方法は、前記介入が、介護者に警告する手順を含むようにしてもよい。
【０２０１】
　また、本発明の方法は、前記介入が、施設入力に応じてケアプロトコールを決定する手
順と、前記ケアプロトコールを承認のために介護者に伝える手順をと含むようにしてもよ
い。
【０２０２】
　また、本発明の方法は、前記介入が、治療を有効化する手順を含むようにしてもよい。
【０２０３】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者保持構造に機能を実施させることを含むよ
うにしてもよい。
【０２０４】
　また、本発明の方法は、前記特性が呼吸数を含むようにしてもよい。
【０２０５】
　また、本発明の方法は、前記特性が使用者の呼吸振幅を含むようにしてもよい。
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【０２０６】
　また、本発明の方法は、前記特性が使用者のＢＭＩを含むようにしてもよい。
【０２０７】
　また、本発明の方法は、前記特性が、前記使用者のいびきの強度を含むようにしてもよ
い。
【０２０８】
　また、本発明の方法は、前記特性が使用者の首の周囲を含むようにしてもよい。
【０２０９】
　また、本発明の方法は、前記特性が、睡眠中の呼吸の停止を含むようにしてもよい。
【０２１０】
　また、本発明の方法は、前記特性に、前記使用者が麻酔下にあるかどうかを含むように
してもよい。
【０２１１】
　また、本発明の方法は、前記特性に、前記使用者が外科手術を受けたかどうかを含むよ
うにしてもよい。
【０２１２】
　また、本発明の方法は、前記特性に、前記使用者が服用している薬を含むようにしても
よい。
【０２１３】
　また、本発明の方法は、前記特性が、睡眠研究からの情報を含むようにしてもよい。
【０２１４】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者の身体の位置を示す入力を受信する手順と、
　前記使用者の病状を示す入力を受信する手順と、
　前記使用者の位置が前記病状に及ぼす効果を判断する手順と、
　前記効果に応じて介入を生成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０２１５】
　また、本発明の方法は、前記使用者の位置が、３Ｄセンサーを使用して感知されるよう
にしてもよい。
【０２１６】
　また、本発明の方法は、前記使用者の位置が、画像捕捉装置を使用して感知されるよう
にしてもよい。
【０２１７】
　また、本発明の方法は、前記使用者の病状が、電子医療記録システムから受信されるよ
うにしてもよい。
【０２１８】
　また、本発明の方法は、前記使用者の病状が介護者によって入力されるようにしてもよ
い。
【０２１９】
　また、本発明の方法は、前記使用者が体位性睡眠時無呼吸を患っており、仰臥位で横た
わっている時、前記介入が生成されるようにしてもよい。
【０２２０】
　また、本発明の方法は、前記使用者が胃食道逆流症性疾患を患っており、仰臥位で横た
わっている時、前記介入が生成されるようにしてもよい。
【０２２１】
　また、本発明の方法は、前記介入に、前記使用者に体位を変えさせることを含むように
してもよい。
【０２２２】
　また、本発明の方法は、前記使用者が動的使用者保持面上に保持されており、前記介入



(41) JP 6122950 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

が、前記動的使用者保持面に、前記使用者の身体を回転させるようにしてもよい。
【０２２３】
　また、本発明の方法は、前記動的使用者保持面が、選択的に膨張可能な少なくとも１つ
の流体袋を含むようにしてもよい。
【０２２４】
　また、本発明の方法は、前記介入が、介護者に警告する手順を含むようにしてもよい。
【０２２５】
　また、本発明の方法は、前記使用者が、リフト機構によって下部フレームの上方に移動
可能なように保持されている上部フレームを含むベッドフレーム上に保持されており、前
記介入が、前記上部フレームを、前記上部フレームの長さに沿って延長する軸の周りに回
転させて、前記使用者の身体を横方向に回転させるようにしてもよい。
【０２２６】
　また、本発明の方法は、前記使用者が、リフト機構によって下部フレームの上方に移動
可能なように保持された上部フレームを含むベッドフレーム上に保持されており、前記介
入が、前記上部フレームの一部を、実質的に水平な位置と傾斜位置との間を移動させるよ
うにしてもよい。
【０２２７】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者の睡眠状態を示す情報を受信するように構成された入力装置と、
　前記入力によって受信された前記情報に基づいて、前記使用者の睡眠状態を判断し、使
用者の睡眠状態に応じて装置を制御するように構成された制御システムと、
　を備えるシステムであってよい。
【０２２８】
　また、本発明のシステムは、前記装置が、流体袋を含むマットレスを含み、前記流体袋
が、睡眠状態に応じて流体で満たされて、前記マットレス上に保持された使用者を、前記
マットレスの長さに沿って延長する軸の周りに横方向に回転させるようにしてもよい。
【０２２９】
　また、本発明のシステムは、前記装置が、使用者を、前記使用者の身体の長さに沿って
延長する軸の周りに回転するように構成されるようにしてもよい。
【０２３０】
　また、本発明のシステムは、前記装置が、連続ローテーションセラピーを提供するよう
に構成されているようにしてもよい。
【０２３１】
　また、本発明のシステムは、前記装置が、パーカッションセラピーおよびバイブレーシ
ョンセラピーの少なくとも１つを提供するように構成されているようにしてもよい。
【０２３２】
　また、本発明のシステムは、前記装置が、温度および湿気の調節治療を提供するように
構成されているようにしてもよい。
【０２３３】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者をその上に保持するように構成された使用者保持面であって、
　傾斜面と、
　前記傾斜面の底部に位置付けられた補助枕を含み、前記補助枕が前記使用者を前記傾斜
面上に維持するように構成されている、
　使用者保持面であってよい。
【０２３４】
　また、本発明の使用者保持面は、前記傾斜面が、第一のセクションおよび第二のセクシ
ョンを含み、前記第一のセクションの傾斜と前記第二のセクションの傾斜が異なるように
してもよい。
【０２３５】
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　また、本発明のシステムは、前記第一のセクションの傾斜が、基準面に対して約２０°
～約３０°の間であり、前記第二のセクションの傾斜が基準面に対して約１０°～約２０
°の間であるようにしてもよい。
【０２３６】
　また、本発明のシステムは、第三のセクションをさらに含み、前記第三のセクションの
傾斜が基準面に対して約５°～約１５°の間であるようにしてもよい。
【０２３７】
　また、本発明のシステムは、前記第一のセクションの傾斜が、基準面に対して約２０°
より大きいようにしてもよい。
【０２３８】
　また、本発明のシステムは、前記第一のセクションの傾斜が、基準面に対して約１０°
より大きく、前記第一のセクションの傾斜より小さいようにしてもよい。
【０２３９】
　また、本発明のシステムは、第三のセクションをさらに含み、前記第三のセクションの
傾斜が基準面に対して約５°より大きく、前記第二のセクションの傾斜より小さいように
してもよい。
【０２４０】
　また、本発明のシステムは、前記傾斜面がくさび形であるようにしてもよい。
【０２４１】
　また、本発明の１つの態様は、
　有害状態を感知する方法であって、
　使用者の生理学的特性および使用者の姿勢を示す入力を受信する手順と、
　前記入力に基づいて、体位性無呼吸事象ではない有害事象が進行中であるかどうかを判
断する手順と、
　有害事象が進行中の場合、介護者に警告する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０２４２】
　また、本発明の１つの態様は、
　有害状態の発生に対する使用者のリスクレベルを示す入力を受信する手順と、
　前記入力に基づいて、提案介入を決定する手順と、
　前記提案介入を、承認のために介護者に伝達し、前記介護者が承認した時、介入を開始
する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０２４３】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者保持構造に、第一のセクションが基準面に
対して０°より大きい角度を成すように前記使用者保持構造の前記第一のセクションを上
昇させるようにしてもよい。
【０２４４】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者保持構造に、使用者が基準面に対して
０°より大きい角度となるように前記使用者保持構造上に保持されている前記使用者を横
方向に傾けさせるようにしてもよい。
【０２４５】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者保持構造を、トレンデレンブルグおよ
び逆トレンデレンブルグ体位の少なくとも１つへと移動させるようにしてもよい。
【０２４６】
　また、本発明の方法は、前記介入が、治療を開始させるようにしてもよい。
【０２４７】
　また、本発明の方法は、前記治療が熱および湿気の調節治療を含むようにしてもよい。
【０２４８】
　また、本発明の方法は、前記治療が連続ローテーションセラピーを含むようにしてもよ
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い。
【０２４９】
　また、本発明の方法は、前記治療が、パーカッションセラピーおよびバイブレーション
セラピーのうち少なくとも１つを含むようにしてもよい。
【０２５０】
　また、本発明の方法は、前記提案介入が、使用者保持構造上に保持された使用者の配向
を示す第二の入力に応じて変更されるようにしてもよい。
【０２５１】
　また、本発明の方法は、前記提案介入が、使用者保持構造上に保持された使用者の位置
を示す第二の入力に応じて変更されるようにしてもよい。
【０２５２】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者が所定の睡眠段階に達した時に構成される
ようにしてもよい。
【０２５３】
　また、本発明の方法は、材料の存在が有害状態を悪化させうる場合、介護者に通知する
手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２５４】
　また、本発明の方法は、受信された前記情報および前記介入に対応する情報を、電子医
療記録データベースに送信する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２５５】
　また、本発明の方法は、前記提案介入のコンプライアンスを確実にするために、前記介
入を監視する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２５６】
　また、本発明の方法は、前記介入が、衣服に前記使用者の身体の一部を回転させること
を含むようにしてもよい。
【０２５７】
　また、本発明の１つの態様は、睡眠時、使用者の身体を横方向に回転させて、睡眠時無
呼吸の発生を制限するのを促進するように構成された保持システムであって、前記保持シ
ステムが、第一の端部と、前記第一の端部から間隔を置いた反対側の第二の端部の間に、
前記保持システムの縦軸に沿って画定された長さを持つ横方向に傾斜した就寝面を形成す
るように構成された少なくとも１つの保持部品を持つ閉鎖空気システムを含み、前記少な
くとも１つの保持部品が、互いに連通して結合された横方向に間隔を置いた流体袋の対を
含む保持システムであってよい。
【０２５８】
　また、本発明のシステムは、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対の第一の流体袋の第
一の内部空洞と、第二の流体袋の第二の内部空洞の間に流体連通をなして、流体が前記第
一の内部空洞と前記第二の内部空洞の間を移動できるようにする結合機構をさらに含むよ
うにしてもよい。
【０２５９】
　また、本発明のシステムは、前記閉鎖空気システムが、複数の保持部品を含み、前記複
数の保持部品の第一の部品が第一の保持面を形成し、横方向に間隔を置いた流体袋の第一
の対を含み、前記複数の保持部品の第二の保持部品が第二の保持面を形成し、横方向に間
隔を置いた流体袋の第二の対を含むようにしてもよい。
【０２６０】
　また、本発明のシステムは、前記第一の保持面の第一の横方向回転角度および前記第二
の保持面の第二の横方向回転角度の少なくとも１つが、調節可能であるようにしてもよい
。
【０２６１】
　また、本発明のシステムは、前記第一の横方向の回転角度を調節するために、前記第一
の流体袋および前記第二流体袋のそれぞれの中に包含される流体の量が調節可能であるよ
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うにしてもよい。
【０２６２】
　また、本発明のシステムは、前記第一の保持部品が、前記保持システムの前記縦軸に沿
って、前記第二の保持部品から分離されているようにしてもよい。
【０２６３】
　また、本発明のシステムは、睡眠中、前記使用者の横方向の移動を制限するために、前
記保持システムの第一の側面の少なくとも一部に沿って位置付けられた補助枕をさらに含
むようにしてもよい。
【０２６４】
　また、本発明のシステムは、前記少なくとも１つの保持部品を保持するように構成され
た第一の材料層をさらに含むようにしてもよい。
【０２６５】
　また、本発明のシステムは、第二の材料層が、前記少なくとも１つの保持部品の反対側
に位置付けられ、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対を少なくとも部分的に包んで、前
記保持システム内に位置付けられた横方向に間隔を置いた流体袋の前記対を保持するよう
にしてもよい。
【０２６６】
　また、本発明のシステムは、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対が、前記就寝面が調
節できるように、前記第一の材料層および前記第二の材料層の少なくとも１つに取り外し
可能に結合されているようにしてもよい。
【０２６７】
　また、本発明のシステムは、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対が、前記使用者の身
体の少なくとも一部を回転させるために膨張可能であるようにしてもよい。
【０２６８】
　また、本発明のシステムは、前記第一の流体袋および前記第二の流体袋のそれぞれに流
体を供給するため、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対と独立流体連通する流体供給源
をさらに含むようにしてもよい。
【０２６９】
　また、本発明のシステムは、前記閉鎖空気システムが、前記閉鎖空気システムの保管お
よび移動を容易にするために、小型の構成に構成できるようにしてもよい。
【０２７０】
　また、本発明のシステムは、前記閉鎖空気システムに動作可能なように結合されたコン
ピュータ実行制御システムをさらに含む保持システムであって、前記コンピュータ実行制
御システムが、
　１つ以上のプロセッサを持つコンピュータと、
　前記１つ以上のプロセッサと信号通信状態にある１つ以上の睡眠センサーと、を含み、
前記１つ以上の睡眠センサーのそれぞれが、前記使用者の睡眠パターンを監視し、前記の
感知された睡眠パターンを示す１つ以上の信号を前記１つ以上のプロセッサに送信する保
持システムとしてもよい。
【０２７１】
　また、本発明の保持システムは、前記１つ以上の睡眠センサーから受信された１つ以上
の信号に少なくとも部分的に基づいて、前記制御システムが、選択された流体袋を膨張ま
たは収縮させて、睡眠中に使用者の身体の位置を変えて、睡眠時無呼吸エピソードの発生
を制限するように構成されるようにしてもよい。
【０２７２】
　また、本発明の１つの態様は、動的保持システムであって、
　第一の端部と、前記第一の端部から間隔を置いた反対側の第二の端部の間に、前記の保
持システムの縦軸に沿って画定された長さを持つ横方向に傾斜した就寝面を形成するよう
に構成された少なくとも１つの保持部品を持つ閉鎖空気システムを備える使用者保持装置
であって、前記少なくとも１つの保持部品が、互いに連通して結合された一対の横方向に



(45) JP 6122950 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

間隔を置いた流体袋を含む使用者保持装置と、
　前記使用者保持装置と動作制御上の通信状態にある１つ以上のプロセッサを含むコンピ
ュータと、
　睡眠中に使用者活動を感知するように構成された複数の睡眠センサーであって、前記複
数の睡眠センサーの各睡眠センサーが、前記１つ以上のプロセッサと信号通信状態にあり
、データを収集し、前記収集されたデータを示す信号を生成して前記１つ以上のプロセッ
サに送信するように構成されており、各睡眠センサーが前記１つ以上のプロセッサからの
動作制御信号も受信するように構成されている複数の睡眠センサーと、
　を含む動的保持システムであってよい。
【０２７３】
　また、本発明の動的保持システムは、前記コンピュータが、各睡眠センサーから受信し
た前記データを分析し、動作制御信号を前記保持システムに送信するように構成されるよ
うにしてもよい。
【０２７４】
　また、本発明の動的保持システムは、動作制御信号を前記流体供給源に送信し、前記流
体供給源を作動させて、前記睡眠センサーによって生成され前記コンピュータ内で分析さ
れた信号に基づいて前記就寝面を調節するように構成された、前記コンピュータと通信状
態にある流体供給源をさらに含むようにしてもよい。
【０２７５】
　また、本発明の動的保持システムは、前記コンピュータが、前記流体供給源を作動させ
、横方向に間隔を置いた流体袋の前記対の１つ以上に空気を提供するかまたは空気を除去
して、前記就寝面を調節するように構成されているようにしてもよい。
【０２７６】
　また、本発明の動的保持システムは、前記コンピュータが、データを保存するためのメ
モリを含むようにしてもよい。
【０２７７】
　また、本発明の動的保持システムは、使用者の活動に、前記使用者の身体の位置、前記
就寝面に対する前記使用者の場所、前記使用者の睡眠配向、前記使用者のバイタルサイン
、および前記使用者の睡眠状態の１つ以上を含むようにしてもよい。
【０２７８】
　また、本発明の１つの態様は、
　このような手順を実施するように構成された１つ以上のプロセッサを持つ制御システム
を含む保持システム上に位置付けられた使用者の睡眠活動を監視する方法であって、
　前記使用者が眠り始めるにつれて、前記使用者の睡眠活動およびパターンを監視するた
めに、前記制御システムを作動させる手順と、
　前記保持システムを作動させて、睡眠中に前記使用者を回転させる手順と、
　を含む方法であってよい。
【０２７９】
　また、本発明の方法は、前記使用者が眠り始めた時を前記制御システムによって感知す
る手順と、
　前記保持システムを作動させて、睡眠が感知された後に前記使用者を回転させる手順と
、
　をさらに含むようにしてもよい。
【０２８０】
　また、本発明の方法は、前記保持システムを作動させて、睡眠中に前記使用者を回転さ
せる手順に、前記保持システムを時間遅延で作動させるように前記制御システムをプログ
ラムする手順をと含むようにしてもよい。
【０２８１】
　また、本発明の方法は、前記保持システムを作動させて、睡眠中に前記使用者を回転さ
せる手順に、前記使用者の睡眠活動のモニタリングに依存することなく、前記保持システ
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ムを現時点で作動させるように前記制御システムをプログラムする手順をと含むようにし
てもよい。
【０２８２】
　また、本発明の方法は、前記使用者が深い眠りにあることを前記制御システムが感知す
るまで、睡眠間の回転を遅延する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２８３】
　また、本発明の方法は、前記使用者が目覚めかけていることを前記制御システムが感知
した時、前記制御システムによって前記保持システムを作動させて、前記使用者が前記保
持システムから出られるように、前記就寝面を初期構成へと移動するようにしてもよい。
【０２８４】
　また、本発明の方法は、前記使用者が側臥位で眠っていることを前記制御システムが感
知した場合、前記制御システムによって前記保持システムの作動を阻止する手順をさらに
含むようにしてもよい。
【０２８５】
　また、本発明の方法は、眠る前に、好みの睡眠体側および／または位置、前記使用者の
測定値（例えば、使用者の身長、体重および股下と胴体の測定値を含む）、前記就寝面を
画定している１つ以上の保持面の好みの横方向回転角度および／または好みの縦方向回転
角度のうち１つ以上を含む睡眠データを前記制御システムに入力する手順をさらに含むよ
うにしてもよい。
【０２８６】
　また、本発明の方法は、前記使用者の入力データに少なくとも一部基づき、前記制御シ
ステムを使用して、前記保持システムを作動させ、前記就寝面を画定している１つ以上の
保持面の方向および回転レベルの少なくとも１つを調節する手順をさらに含むようにして
もよい。
【０２８７】
　また、本発明の方法は、前記使用者が眠る時、前記制御システムによってデータを収集
し、取得データを記録して、任意の望ましくないかまたは異常な睡眠活動または状態を診
断する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２８８】
　また、本発明の方法は、
　前記制御システムを使用して、睡眠中の前記使用者の快適度を評価する手順と、
　現在の評価と以前の評価を比較する手順と、
　をさらに含むようにしてもよい。
【０２８９】
　また、本発明の方法は、睡眠中の体の領域の場所、および前記使用者の活動と動きをマ
ップするために、前記使用者の身体をマッピングする手順をさらに含むようにしてもよい
。
【０２９０】
　また、本発明の方法は、前記データを分析して、関節の場所、好みの表面配向、および
体の配向の１つ以上を判断する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２９１】
　また、本発明の方法は、移行点に基づいて、１つ以上の保持面の場所を計算する手順を
さらに含むようにしてもよい。
【０２９２】
　また、本発明の方法は、前記制御システムを使用して、前記使用者の身体の配向を評価
する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２９３】
　また、本発明の方法は、前記制御システムを使用して、睡眠中に前記使用者のバイタル
サインを能動的に監視する手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２９４】



(47) JP 6122950 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

　また、本発明の方法は、有害事象が感知された場合、適切に反応するために前記保持シ
ステムを作動させる手順をさらに含むようにしてもよい。
【０２９５】
　また、本発明の１つの態様は、
　保持システムと、
　前記保持システムに動作可能なように結合された制御システムと、を含み、
　前記制御システムが、保持面の数、各保持面の寸法、および前記就寝面を画定するため
に１つ以上の保持面が位置付けられるのに望ましい横方向回転角度および／または望まし
い縦方向回転角度の１つ以上を選択するために、無呼吸設定を選択するように構成された
１つ以上のプロセッサを有する、
　連続ローテーションセラピー（ＣＬＲＴ）システムであってよい。
【０２９６】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記制御システムが、前記就寝面の胴体領域およ
び頭領域の少なくとも１つでの強制的な回転ができるようにする回転機能を含むようにし
てもよい。
【０２９７】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記制御システムが無呼吸モードを含み、前記保
持面の回転を開始・維持するために送風機が制御されるようにしてもよい。
【０２９８】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記無呼吸モード内で、前記制御システムが、１
つ以上の治療モードを選択・定義するように構成されているようにしてもよい。
【０２９９】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、感知データおよび入力データの少なくとも１つに
少なくとも部分的に基づいて、前記制御システムが回転プロトコールを提示するように構
成されているようにしてもよい。
【０３００】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記制御システムが、使用者の好みに基づいた左
側傾斜または右側傾斜または交互の横方向回転、逆トレンドまたは複合縦方向角度、プロ
トコールキャンセルして、および前記就寝面の初期位置への復帰のうち１つ以上を選択す
るように構成されているようにしてもよい。
【０３０１】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記保持システムが、前記ベース保持部のベース
面に対して５°～１５°の横方向回転角度を持つ単一の保持面を形成している、前記保持
システムの縦軸にほぼ平行に配列された複数の膨張可能な流体袋を持つベース保持部を含
むようにしてもよい。
【０３０２】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記保持システムの脚領域、胴体領域、および頭
領域のうち１つ以上の中の前記保持面上に位置付けられた、１つ以上の補足的保持くさび
をさらに含むようにしてもよい。
【０３０３】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記補足的保持くさびが、膨張可能な流体袋を含
むようにしてもよい。
【０３０４】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記補足的保持くさびが、保持システムの前記頭
領域に位置付けられ、補足的保持面が前記ベース保持部の前記ベース面に対して合計の横
方向の回転角度で位置付けられるように、前記補足的保持くさびのベース面に対して第一
の横方向回転角度を持つ補足的保持面を形成するようにしてもよい。
【０３０５】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記ベース保持部を形成している個別流体袋の膨
張を制限するために、横方向に位置付けられた側面拘束部をさらに含むようにしてもよい
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【０３０６】
　また、本発明のＣＬＲＴシステムは、前記個別流体袋の膨張を制限するために、個別流
体袋に対して位置付けられた複数の固定長バンドをさらに含むようにしてもよい。
【０３０７】
　また、本発明の１つの態様は、前記使用者に適切な力を加えて、前記使用者の頭を回転
させ、前記使用者の上気道を開いて睡眠時無呼吸の発生を制限するために、使用者によっ
て着用されるよう構成された姿勢矯正衣類であって、前記姿勢矯正衣類が、前記使用者を
望ましい方向に位置づけて前記上気道を開くのを促進するために、前記衣服のその他のエ
リアとは異なる弾力性を持つ材料を含む前記姿勢矯正衣類の前面部分および前記姿勢矯正
衣類の背面部分の少なくとも１つの上に位置する１つ以上の選択エリアを含む姿勢矯正衣
類であってよい。
【０３０８】
　また、本発明の姿勢矯正衣類は、前記１つ以上の選択エリアが、それぞれが、前記使用
者の身体を望ましい位置に協働して位置付ける、異なる弾力性を持つ材料から作られた複
数のセクションを含むようにしてもよい。
【０３０９】
　また、本発明の１つの態様は、
　有害事象のリスクスコアを示す入力を受信する手順と、
　前記入力に基づいて、睡眠時無呼吸事象が起こりそうかどうかを判断する手順と、
　睡眠時無呼吸事象が起こりそうな場合、介入を生成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０３１０】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者に睡眠時無呼吸のリスクがあることを
介護者に警告する手順を含むようにしてもよい。
【０３１１】
　また、本発明の方法は、前記介入に、治療を有効化する手順を含むようにしてもよい。
【０３１２】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者を保持している使用者保持構造に機能
を実施させることを含むようにしてもよい。
【０３１３】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、前記使用者保持構造の長さに沿って延
長する軸の周りに使用者を回転させるようにしてもよい。
【０３１４】
　また、本発明の方法は、前記入力が、電子医療記録システムから受信されるようにして
もよい。
【０３１５】
　また、本発明の方法は、前記使用者が所定の姿勢にある場合、前記介入がキャンセルさ
れるようにしてもよい。
【０３１６】
　また、本発明の１つの態様は、
　使用者の特性を示す複数の入力を受信する手順と、
　前記複数の入力によって示される傾向に基づいて、有害事象が起こりそうかどうかを判
断する手順と、
　睡眠時無呼吸事象が起こりそうな場合、介入を生成する手順と、
　を含む方法であってよい。
【０３１７】
　また、本発明の方法は、前記特性に、呼吸数、呼吸振幅、心拍数、睡眠状態、および使
用者の姿勢の少なくとも１つを含むようにしてもよい。
【０３１８】
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　また、本発明の方法は、前記介入に、治療を有効化する手順を含むようにしてもよい。
【０３１９】
　また、本発明の方法は、前記治療がローテーションセラピーを含むようにしてもよい。
【０３２０】
　また、本発明の方法は、前記介入が、前記使用者の睡眠状態に基づいて開始されるよう
にしてもよい。
【０３２１】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者保持構造に機能を実施させることを含むよ
うにしてもよい。
【０３２２】
　また、本発明の方法は、前記介入が、使用者保持構造にその構成を変更させることを含
むようにしてもよい。
【０３２３】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、前記使用者の上半身を上昇させるよう
に構成されているようにしてもよい。
【０３２４】
　また、本発明の方法は、前記使用者保持構造が、前記使用者の頭を横方向に回転させる
ように構成されているようにしてもよい。
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