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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
弾性モジュールと、
制御モジュールと、
複数の圧力検出ユニットを備え、前記制御モジュールに電気的に接続され、前記弾性モ
ジュールの両側領域に設けられ、前記弾性モジュールの縁部圧力パラメータを検知するた
めの縁部圧力検出モジュールと、
複数の圧力検出ユニットを備え、前記制御モジュールに電気的に接続され、前記弾性モ
ジュールの中間領域に設けられ、前記弾性モジュールの内側圧力パラメータを検知するた
めの内側圧力検出モジュールと、
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を備え、
前記複数の圧力検出ユニットには、前記制御モジュールと電気的に接続される導電弾性
体と、絶縁基材と、該導電弾性体と該絶縁基材との間に介設されると共に複数のスルーホ
ールが設けられる絶縁弾性体と、が備えられ、
少なくとも一本のワイヤが、前記複数のスルーホールに露出するように前記絶縁基材に
おける前記導電弾性体と対向する表面に敷設され、
前記導電弾性体又は前記絶縁基材のいずれかが、前記絶縁弾性体に向かう圧力を受ける
と、それぞれに該絶縁弾性体に向かう変形が生じて、その変形により、該導電弾性体と前
記ワイヤとが前記スルーホールを介して電気的に接触して、前記内側圧力パラメータ及び
前記縁部圧力パラメータを検知し、
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前記制御モジュールは、前記縁部圧力パラメータと前記内側圧力パラメータとを共に参
照することにより、マットレス利用者の臥床情報を判断することを特徴とする、マットレ
ス装置。
【請求項２】
前記臥床情報は、前記マットレス利用者の臥床状態、床着座状態、床縁状態及び離床状
態の開始時点及びこれらの状態に対応する時間区間を含むことを特徴とする、請求項１に
記載のマットレス装置。
【請求項３】
通信モジュールを更に備え、
前記制御モジュールは、前記通信モジュールを介して前記臥床情報をホスト装置又は携
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帯装置に送信することを特徴とする、請求項１に記載のマットレス装置。
【請求項４】
前記臥床情報は、前記ホスト装置又は前記携帯装置を介して可視化又は文字化で表示さ
れることを特徴とする、請求項３に記載のマットレス装置。
【請求項５】
外部電源を直流電圧に変換し前記電池モジュールを充電する給電モジュールを更に備え
ることを特徴とする、請求項１に記載のマットレス装置。
【請求項６】
前記給電モジュールは、外部直流電圧を駆動電力として前記制御モジュール、前記縁部
圧力検出モジュール、前記内側圧力検出モジュール及び前記通信モジュールに提供するた
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めの直流電圧に変換するための直流−直流電圧変換ユニットを更に備えることを特徴とす
る、請求項５に記載のマットレス装置。
【請求項７】
前記給電モジュールは、外部直流電圧を駆動電力として前記制御モジュール、前記縁部
圧力検出モジュール、前記内側圧力検出モジュール及び前記通信モジュールに提供するた
めの直流電圧に変換するための交流−直流電圧変換ユニットを更に備えることを特徴とす
る、請求項５に記載のマットレス装置。
【請求項８】
前記給電モジュールは、駆動電力として前記制御モジュール、前記縁部圧力検出モジュ
ール、前記内側圧力検出モジュール及び前記通信モジュールに提供するための充電可能な
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電池を更に備えることを特徴とする、請求項５に記載のマットレス装置。
【請求項９】
前記縁部圧力検出モジュールは、第１の圧力値を検知する第１の圧力検出ユニットと、
第２の圧力値を検知する第２の圧力検出ユニットと、を備え、
前記内側圧力検出モジュールは、第３の圧力値を検知する第３の圧力検出ユニットと、
第４の圧力値を検知する第４の圧力検出ユニットと、第５の圧力値を検知する第５の圧力
検出ユニットと、を備え、
前記制御モジュールは、前記第１の圧力値、前記第２の圧力値、前記第３の圧力値、前
記第４の圧力値及び前記第５の圧力値に基づいて、前記マットレス利用者の前記臥床情報
を判断することを特徴とする、請求項１に記載のマットレス装置。
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【請求項１０】
ホスト装置と複数のマットレス装置とを備え、
前記ホスト装置は、
処理モジュールと、
少なくとも臥床情報を図面化で表示装置に表示するための臥床介護画像表示モジュール
と、
少なくとも前記臥床情報を文字化で前記表示装置に表示するための介護メッセージ提示
モジュールと、
少なくとも前記臥床情報を携帯装置に通知する通知モジュールと、
通信モジュールと、を
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備え、
前記複数のマットレス装置は、前記複数のマットレス装置に対応する複数のマットレス
利用者の臥床情報を検知し、
前記ホスト装置は、前記通信モジュールを介して前記複数のマットレス装置から検知さ
れる臥床情報を受信し、
前記マットレス装置は、
弾性モジュールと、
制御モジュールと、
複数の圧力検出ユニットを備え、前記制御モジュールに電気的に接続され、前記弾性モ
ジュールの両側領域に設けられ、前記弾性モジュールの縁部圧力パラメータを検知するた
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めの縁部圧力検出モジュールと、
複数の圧力検出ユニットを備え、前記制御モジュールに電気的に接続され、前記弾性モ
ジュールの中間領域に設けられ、前記弾性モジュールの内側圧力パラメータを検知するた
めの内側圧力検出モジュールと、
を備え、
前記複数の圧力検出ユニットには、前記制御モジュールと電気的に接続される導電弾性
体と、絶縁基材と、該導電弾性体と該絶縁基材との間に介設されると共に複数のスルーホ
ールが設けられる絶縁弾性体と、が備えられ、
少なくとも一本のワイヤが、前記複数のスルーホールに露出するように前記絶縁基材に
おける前記導電弾性体と対向する表面に敷設され、
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前記導電弾性体又は前記絶縁基材のいずれかが、前記絶縁弾性体に向かう圧力を受ける
と、それぞれに該絶縁弾性体に向かう変形が生じて、その変形により、該導電弾性体と前
記ワイヤとが前記スルーホールを介して電気的に接触して、前記内側圧力パラメータ及び
前記縁部圧力パラメータを検知し、
前記制御モジュールは、前記縁部圧力パラメータと前記内側圧力パラメータとを共に参
照することにより、前記マットレス利用者の前記臥床情報を判断することを特徴とする、
ことを特徴とする、介護システム。
【請求項１１】
前記複数のマットレス装置に対応する複数のマットレス利用者の種々の特殊介護メッセ
ージを記録するための介護メッセージ記録モジュールを更に備えることを特徴とする、請
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求項１０に記載の介護システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、マットレス装置に関し、特に臥床情報を検知することを有するマットレス装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
高齢化社会がもうすぐおとずれ、医療人手及び介護人手の不足が回避できない。人々は
仕事と休憩時間に、睡眠時間が最も長く、６〜８時間であることが多い。高齢者の場合、
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身体が不自由で又は病気になるので、ベッドに安静にする必要がある時、それに伴い臥床
の時間は増加する。しかし、介護人手不足のため、各々の被介護者の臥床状況をリアルタ
イムに知ることができないので、介護品質も効果的に向上できない。
［特許文献１］

特開２００６−３３０９６０号公報

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従って、如何に、介護者にリアルタイム臥床情報をリアルタイムに提供することができ
るマットレス装置を提供するかが、将来業界の重要な課題となる。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
これに鑑みて、本発明は、弾性モジュールと、制御モジュールと、複数の圧力検出ユニ
ットを備え、制御モジュールに電気的に接続され、弾性モジュールの両側領域に設けられ
、弾性モジュールの縁部圧力パラメータを検知するための縁部圧力検出モジュールと、複
数の圧力検出ユニットを備え、制御モジュールに電気的に接続され、弾性モジュールの中
間領域に設けられ、弾性モジュールの内側圧力パラメータを検知するための内側圧力検出
モジュールとを備え、制御モジュールは、縁部圧力パラメータ及び内側圧力パラメータに
基づいて、マットレス利用者の臥床情報を判断する、マットレス装置を提供する。
【０００５】
また、臥床情報は、マットレス利用者の臥床状態、床着座状態、床縁状態及び離床状態
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の開始時点及びこれらの状態に対応する時間区間を含む。
【０００６】
また、マットレス装置は通信モジュールを更に備え、制御モジュールは、通信モジュー
ルを介して臥床情報をホスト装置又は携帯装置に送信する。
【０００７】
また、臥床情報は、ホスト装置又は携帯装置を介して可視化又は文字化で表示される。
【０００８】
また、給電モジュールは、外部直流電圧を制御モジュール、縁部圧力検出モジュール、
内側圧力検出モジュール及び通信モジュールに駆動電力を提供するための直流電圧に変換
するための直流−直流電圧変換ユニットを更に備える。
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【０００９】
他の実施例では、給電モジュールは、制御モジュール、縁部圧力検出モジュール、内側
圧力検出モジュール及び通信モジュールに駆動電力を提供するための充電可能な電池を更
に備える。他の実施例では、給電モジュールは、外部交流電源を制御モジュール、縁部圧
力検出モジュール、内側圧力検出モジュール及び通信モジュールに駆動電力を提供するた
めの直流電圧に変換するための交流−直流変換モジュールを更に備えることができる。
【００１０】
また、縁部圧力検出モジュールは、第１の圧力値を検知する第１の圧力検出ユニットと
、第２の圧力値を検知する第２の圧力検出ユニットと、を備える。内側圧力検出モジュー
ルは、第３の圧力値を検知する第３の圧力検出ユニットと、第４の圧力値を検知する第４
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の圧力検出ユニットと、第５の圧力値を検知する第５の圧力検出ユニットと、を備える。
また、制御モジュールは、第１の圧力値、第２の圧力値、第３の圧力値、第４の圧力値、
及び第５の圧力値に基づいて、マットレス利用者の臥床情報を判断する。
【００１１】
本発明の実施例は、処理モジュールと、少なくとも臥床情報を図面化で表示装置に表示
するための臥床介護画像表示モジュールと、少なくとも臥床情報を文字化で前記表示装置
に表示するための介護メッセージ提示モジュールと、少なくとも臥床情報を携帯装置に通
知する通知モジュールと、通信モジュールとを備えるホスト装置と、これらのマットレス
装置に対応する複数のマットレス利用者の臥床情報を検知するための複数のマットレス装
置とを備え、ホスト装置は、通信モジュールを介してこれらのマットレス装置から検知さ
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れる臥床情報を受信する介護システムを提供する。
【００１２】
また、マットレス装置は、弾性モジュールと、制御モジュールと、複数の圧力検出ユニ
ットを備え、制御モジュールに電気的に接続され、弾性モジュールの両側領域に設けられ
、弾性モジュールの縁部圧力パラメータを検知するための縁部圧力検出モジュールと、複
数の圧力検出ユニットを備え、制御モジュールに電気的に接続され、弾性モジュールの中
間領域に設けられ、弾性モジュールの内側圧力パラメータを検知するための内側圧力検出
モジュールとを備える。制御モジュールは、縁部圧力パラメータ及び内側圧力パラメータ
に基づいて、マットレス利用者の臥床情報を判断する。
【００１３】

50

(5)

JP 6479075 B2 2019.3.6

また、介護システムは、これらのマットレス装置に対応する複数のマットレス利用者の
種々の特殊介護メッセージを記録するための介護メッセージ記録モジュールを更に備える
。
【発明の効果】
【００１４】
本発明に係る実施例のマットレス装置は、異なる領域に設けられる圧力検出ユニットに
より、マットレス利用者の臥床情報を判断することができる。臥床情報は、臥床状態、床
着座状態、床縁状態又は離床状態等を含む。更に、マットレス利用者の現在の状態をリア
ルタイムに介護者に注意し、より良い介護方法を提供するために、通信モジュールを介し
てリアルタイムメッセージを介護者の携帯装置又はホスト装置に送信することができる。
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本発明の介護システムは、介護メッセージの伝達速度を向上するために、ホスト装置を介
して複数のマットレス装置において異なるマットレス利用者に対応する臥床情報を受信し
、可視化及び文字化で介護者に提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は本発明に係る実施例のマットレス装置の模式図を示す。
【図２】図２は本発明に係る実施例のマットレス装置がホスト装置と組み合わせられる模
式図を示す。
【図３】図３は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの模式的分解斜視図を示す
20

。
【図４】図４は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの別の模式的分解斜視図を
示す。
【図５】図５は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの別の模式的分解斜視図を
示す。
【図６】図６は本発明に係る実施例の介護システムの模式図を示す。
【図７】図７は本発明に係る実施例の介護システムのホスト装置の模式図を示す。
【図８Ａ】図８Ａは本発明に係る実施例のマットレス装置の臥床情報が携帯装置に表示さ
れる模式図を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは本発明に係る実施例のマットレス装置の臥床情報が携帯装置に表示さ
れる模式図を示す。
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【図８Ｃ】図８Ｃは本発明に係る実施例のマットレス装置の臥床情報が携帯装置に表示さ
れる模式図を示す。
【図８Ｄ】図８Ｄは本発明に係る実施例のマットレス装置の臥床情報が携帯装置に表示さ
れる模式図を示す。
【図９】図９は本発明に係る実施例のホスト装置が臥床情報及び提示情報を表示する模式
図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明の前記特徴とメリットがより一層分かりやすいように、以下に好ましい実施例を
特に挙げ、添付図面を参照しながら、下記の通りに詳しく説明する。
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【００１７】
以下に添付図面を参照し、種々の例示的な実施例をより十分に説明し、添付図面に幾つ
かの例示的な実施例を示す。しかし、本発明の概念は多くの異なる形で具現される可能性
があり、本明細書に述べられている例示的な実施例に限定されるものではない。正確に言
えば、これらの例示的な実施例を提供することで、本発明が詳しく且つ完全になり、当業
者に本発明の概念の範疇を十分に伝える。各図面において、明確にするために、層及び区
の大きさ並びに相対的大きさを誇張して示すことができる。同様な数字は常に同様なエレ
メントを指す。
【００１８】
なお、本明細書では、第１、第２、第３等の用語で種々のエレメントを説明する可能性
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があるが、これらのエレメントはこれらの用語に制限されるべきではない。これらの用語
は一つのエレメントと別のエレメントを区別するためのものである。従って、後述する第
１のエレメントは、第２のエレメントと言え、本発明の概念の教示を逸脱しない。本明細
書に用いられるように、用語「及び／又は」は関連の列記される項目中のいずれか、及び
一つ又は複数の全ての組合せを含む。
【００１９】
以下に少なくとも一つの実施例により、図面を参照しながら、前記マットレス装置を説
明するが、下記の実施例は本開示内容を制限するためのものではない。
〔本発明のマットレス装置の実施例〕
【００２０】
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図１及び図２を参照する。図１は本発明に係る実施例のマットレス装置の模式図を示す
。図２は本発明に係る実施例のマットレス装置がホスト装置と組み合わせられる模式図を
示す。
【００２１】
本発明に係る実施例のマットレス装置１は、弾性モジュール１０と、縁部圧力検出モジ
ュール１１と、内側圧力検出モジュール１２と、通信モジュール１４と、給電モジュール
１６と、制御モジュール１７とを備える。
【００２２】
本実施例では、縁部圧力検出モジュール１１、内側圧力検出モジュール１２、通信モジ
ュール１４、及び給電モジュール１６は、いずれも制御モジュール１７に電気的に接続さ
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れる。
【００２３】
本実施例では、縁部圧力検出モジュール１１は、第１の圧力検出ユニット１１１と、第
２の圧力検出ユニット１１２とを備える。第１の圧力検出ユニット１１１及び第２の圧力
検出ユニット１１２は、弾性モジュール１０の縁部領域にそれぞれ設けられる。本実施例
では、第１の圧力検出ユニット１１１及び第２の圧力検出ユニット１１２は、弾性モジュ
ール１０の長辺方向の両側にそれぞれ設けられる。内側圧力検出モジュール１２は、第３
の圧力検出ユニット１２１と、第４の圧力検出ユニット１２２と、第５の圧力検出ユニッ
ト１２３とを備える。本実施例では、第３の圧力検出ユニット１２１、第４の圧力検出ユ
ニット１２２及び第５の圧力検出ユニット１２３は、弾性モジュール１０の長辺方向に沿
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い、弾性モジュール１０の中間領域に設けられる。他の実施例では、縁部圧力検出モジュ
ール１１及び内側圧力検出モジュール１２の圧力検出ユニットの数及び設置方法は、実際
の要求に応じて設計を行うことができ、特に制限されていない。
【００２４】
給電モジュール１６は、受信すると共に外部直流電力を直流電圧に変換するための直流
−直流電圧変換ユニット（図示せず）を備える。直流電圧は、駆動電力として制御モジュ
ール１０、縁部圧力検出モジュール１１、内側圧力検出モジュール１２及び通信モジュー
ル１４に提供するためのものである。給電モジュール１６は、制御モジュール等のエレメ
ントに直流電力を提供するためのものである。
【００２５】
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制御モジュール１７は、縁部圧力検出モジュール１１により検知される縁部圧力パラメ
ータ、及び内側圧力検出モジュール１２により検知される内側圧力パラメータに基づいて
、利用者の臥床情報を判断する。
【００２６】
本実施例では、利用者の臥床情報は、臥床状態、床着座状態、床縁状態及び離床状態を
少なくとも含む。本実施例では、マットレス装置１は、マットレス利用者の臥床情報の各
時間区間を記録する計時モジュール（図示せず）を更に備える。つまり、制御モジュール
１７は計時モジュール（図示せず）により、マットレス利用者の臥床状態の時間区間、床
着座状態の時間区間、床縁状態の時間区間及び離床状態の時間区間を記録する。なお、マ
ットレス装置１は、マットレス利用者の臥床状態の開始時点、床着座状態の開始時点、床
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縁状態の開始時点及び離床状態の開始時点を更に記録する。これらの利用者の臥床情報は
、通信モジュール１４を介してリモートサーバ又はローカルサーバに送信される。本実施
例では、臥床状態とは、マットレス利用者がマットレス装置１に仰臥又は側臥することを
意味する。床着座状態とは、マットレス利用者が着座姿勢でマットレス装置１に座ること
を意味する。マットレス装置１が、角度調整が可能なベッドフレーム又は病院の病床に設
けられる場合、床着座状態は、マットレス装置１がベッドフレーム又は病院の病床に応じ
て角度を調整し屈曲され、マットレス利用者が着座姿勢でマットレス装置１にリクライニ
ングすることができる。床縁状態とは、マットレス利用者がマットレス装置１の側縁に座
る状況を意味する。離床状態は、マットレス利用者がマットレス装置１に仰臥または腰掛
けはしない状況である。

10

【００２７】
以上に記載の種々の臥床情報については、本実施例では、制御モジュール１７は、縁部
圧力検出モジュール１１及び内側圧力検出モジュール１２により検知される縁部圧力パラ
メータ及び内側圧力パラメータに基づいて判断し知ることができる。
【００２８】
本実施例では、縁部圧力パラメータは、縁部圧力検出モジュール１１の第１の圧力検出
ユニット１１１により検知される第１の圧力値と、第２の圧力検出ユニット１１２により
検知される第２の圧力値とを含む。内側圧力パラメータは、内側圧力検出モジュール１２
の第３の圧力検出ユニット１２１により検知される第３の圧力値と、第４の圧力検出ユニ
ット１２２により検知される第４の圧力値と、第５の圧力検出ユニット１２３により検知
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される第５の圧力値とを含む。つまり、本実施例では、制御モジュール１７は、第１の圧
力検出ユニット１１１の第１の圧力値、第２の圧力検出ユニット１１２の第２の圧力値、
第３の圧力検出ユニット１２１の第３の圧力値、第４の圧力検出ユニット１２２の第４の
圧力値、及び第５の圧力検出ユニット１２３の第５の圧力値に基づいて、マットレス利用
者の臥床情報を判断する。
【００２９】
本実施例では、制御モジュール１７は、第１の圧力検出ユニット１１１の第１の圧力値
、及び第２の圧力検出ユニット１１２の第２の圧力値に基づいて、マットレス利用者の仰
臥姿勢がマットレス装置１の縁部に近接するかを判断することができる。第３の圧力検出
ユニット１２１の第３の圧力値、第４の圧力検出ユニット１２２の第４の圧力値、及び第
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５の圧力検出ユニット１２３の第５の圧力値がゼロであり、且つ第１の圧力検出ユニット
１１１の第１の圧力値がゼロでない場合、マットレス利用者の臥床情報は床縁状態にある
かを判断することができる。臥床情報の判断について、他の実施例では、制御モジュール
１７は、他の計算方法により計算することができ、本発明では制限されるものではない。
【００３０】
本実施例では、制御モジュール１７は、通信モジュール１４を介してマットレス利用者
の臥床情報をホスト装置２００に送信する。他の実施例では、制御モジュール１７は、更
に、通信モジュール１４を介して、マットレス利用者の臥床情報を携帯装置（図示せず）
、例えば携帯電話又はタブレットＰＣに送信することができる。本発明に係る実施例のマ
ットレス装置１に対応するアプリケーションプログラムを介して、マットレス利用者の臥
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床情報及びその対応時間を表示する。なお、制御モジュール１７は、マットレス利用者の
介護者にその臥床時間が長すぎるか、又はマットレス利用者がすでに離床したことを注意
するように、更に、通信モジュール１４を介して、ホスト装置２００又は携帯装置（図示
せず）に警告信号を送信することができる。本実施例では、通信モジュール１４は無線通
信モジュール、例えば、ブルートゥースモジュール（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標））
、ワイファイモジュール（Ｗｉ−Ｆｉ（登録商標））又はジグビーモジュール（ＺｉｇＢ
ｅｅ（登録商標））である。他の実施例では、通信モジュール１４は有線通信モジュール
であってもよく、本発明では制限されるものではない。
【００３１】
図３乃至図５を参照する。図３は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの模式
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的分解斜視図を示す。図４は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの別の模式的
分解斜視図を示す。図５は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの別の模式的分
解斜視図を示す。
【００３２】
縁部圧力検出モジュール１１及び内側圧力検出モジュール１２にそれぞれ含まれる圧力
検出ユニットの構造は、図３乃至図５の構造を参照できる。
【００３３】
ここでは、第１の圧力検出ユニット１１１を例に、図３において、第１の圧力検出ユニ
ット１１１

は、導電弾性体１０１

と、絶縁基材１０２

と、導電弾性体１０１

と絶

縁基材１０２

との間に設けられる絶縁弾性体１０３

とを備える。本実施例では、絶縁

弾性体１０３

は発泡材料、例えばポリウレタン材料等である。図３に示すように、絶縁

弾性体１０３

は複数のスルーホール１０４

を備える。絶縁弾性体１０３

で弾性を持つ絶縁不導体から作製されてもよい。導電弾性体１０１

は他の軟質

は、本実施例では導

電発泡体であり、他の実施例では、導電ゴムであってもよい。絶縁基材１０２
、絶縁弾性体１０３

10

の材料は

の材料と同じであってもよい。

【００３４】
本実施例では、絶縁基材１０２
くとも一本のワイヤ１０５

の導電弾性体１０１

に向かう一側の表面には、少な

が敷設されている。本実施例では、絶縁基材１０２

には複

数本のワイヤが敷設されている。実際に組み付けられる場合、導電弾性体１０１

、絶縁

弾性体１０３

及び絶縁基材１０２

絶縁基材１０２
１０３

は２つずつ密着している。導電弾性体１０１

又は

20

は、一つの外部の圧力を受ける場合、歪み量を有するので、絶縁弾性体

における対応して圧力を受けるべき領域も歪み量を有する。絶縁弾性体１０３

は複数のスルーホール１０４
ルーホール１０４

を備えるので、絶縁基材１０２

を介して導電弾性体１０１

まり、第１の圧力検出ユニット１１１
導電弾性体１０１

のワイヤ１０５

は、ス

に接触し、圧力検出信号を送信する。つ

は、絶縁基材１０２

のワイヤ１０５

のために

に接触し圧力信号を生じる。第１の圧力検出ユニット１１１

の圧力を受けて歪みを生じない場合、ワイヤ１０５

は外部

が導電弾性体１０１

に接触しない

は、導電弾性体１０１

と、絶縁弾性

ため、圧力信号を生じる。
【００３５】
図４において、第１の圧力検出ユニット１１１
体１０２

とを備える。導電弾性体１０１

と絶縁弾性体１０２

との対向する一面には

、複数の凹部（図示せず）がそれぞれ設けられており、導電弾性体１０１
せず）と絶縁弾性体１０２
出ユニット１１１

を有する一側に設けられるワイヤ１０３
と絶縁弾性体１０２
イヤ１０３

の凹部（図示

との凹部（図示せず）は対向して設けられる。第１の圧力検

は、更に、絶縁弾性体１０２

は、絶縁弾性体１０２

一側、即ち、複数の凹部（図示せず）

を少なくとも備える。更には、ワイヤ１０３

の凹部（図示せず）に設けられる。つまり、導電弾性体１０１
とが密着する場合、外部の圧力を受けて歪み量を生じない場合、ワ

は導電弾性体１０１

と接触しない。第１の圧力検出ユニット１１１

部の圧力を受けて歪みを生じる場合、凹部（図示せず）におけるワイヤ１０３
弾性体１０１
０３
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に接触し圧力信号を生じる。本実施例では、ワイヤ１０５

が外

は、導電

及びワイヤ１

40

は導電繊維又は金属線であってもよく、実際の要求に応じて調整を行うことができ

、特に制限されていない。
【００３６】
図５を参照する。図５は本発明に係る実施例の第１の圧力検出ユニットの別の模式的分
解斜視図を示す。
【００３７】
第１の圧力検出ユニット１１１
４

は、導電弾性体１０１

とを備える。導電弾性体１０４

１０３

と、導電弾性体１０

には、複数の格子状の溝模様の絶縁弾性体

【００３８】

が敷設されている。
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が正極Ｖ＋及び負極Ｖ−に電気的に接続され、

の両側にそれぞれ設けられる。つまり、導電弾性体１０１

において、本実施例では、正極Ｖ＋及び負極Ｖ−に電気的に接続される２組の導電ユニッ
ト（図示せず）をそれぞれ有する。第１の圧力検出ユニット１１１

が外部の圧力に

圧されていない場合、正極Ｖ＋及び負極Ｖ−は互いに導通されない。第１の圧力検出ユニ
ット１１１

が外部の圧力に圧される場合、導電弾性体１０１

、格子状の絶縁弾性体１０３

を介して導電弾性体１０４

は、歪みを生じ
に接触することで、

正極Ｖ＋及び負極Ｖ−が導通され、圧力検出信号を送信する。本実施例では、正極Ｖ＋及
び負極Ｖ−は、給電モジュール１６及び制御モジュール１０に電気的に接続される。他の
実施例では、正極Ｖ＋及び負極Ｖ−は、異なる導電弾性層に設けられてもよく、特に制限
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されていない。
【００３９】
本実施例では、絶縁弾性体１０３

は、格子状を有する溝模様であり、他の実施例

では、円形、菱形又は他の不規則な形状を有する溝模様であってもよく、特に制限されて
いない。絶縁弾性体１０３

の溝模様のサイズは、圧力検出の解像度の要求に応じて

設計を行うことができ、特に制限されていない。
【００４０】
本実施例では、第１の圧力検出ユニット１１１

、第１の圧力検出ユニット１１１

、制御モジュール１７に電気的に接続されるので、第１の圧力検出ユニット１１１
第１の圧力検出ユニット１１１

は
又は

が圧力信号を生じる場合、この圧力信号を制御モジュー
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ル１７に送信する。制御モジュール１７は、この圧力信号を介して第１の圧力検出ユニッ
ト１１１

又は第１の圧力検出ユニット１１１

力検出ユニット１１１

の抵抗値又は電圧値を検知し、第１の圧

又は第１の圧力検出ユニット１１１

にかけられる圧力の大きさ

、面積や接触点の数等の圧力データを判断することができる。つまり、制御モジュール１
７は、第１の圧力検出ユニット１１１

又は第１の圧力検出ユニット１１１

される圧力信号から、少なくとも第１の圧力検出ユニット１１１
ニット１１１

により送信

又は第１の圧力検出ユ

の第１の圧力値を検知する。

【００４１】
本実施例では、第１の圧力検出ユニット１１１

又は第１の圧力検出ユニット１１１

に含まれる種々のエレメントは、相互の粘着、縫合又は他の方式により一体化されること
が可能である。本実施例では、第１の圧力検出ユニット１１１
ット１１１
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又は第１の圧力検出ユニ

に含まれる種々の材料は軟質の封止材料、例えば布カバーに封止されること

で、第１の圧力検出ユニット１１１

又は第１の圧力検出ユニット１１１

中の各エレメ

ントが一体に封止され、その封止方法は、特に制限されていない。
【００４２】
本実施例では、各圧力検出ユニットは、独立したモジュール化圧力検出ユニットであっ
てもよく、弾性モジュール１０の他の材料と同じプロセスで作製されてもよい。各圧力検
出ユニットは特に制限されていない。
〔本発明の介護システムの実施例〕
【００４３】
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図６乃至図９を参照する。図６は本発明に係る実施例の介護システムの模式図を示す。
図７は本発明に係る実施例の介護システムのホスト装置の模式図を示す。図８Ａ乃至図８
Ｄは本発明に係る実施例のマットレス装置の臥床情報が携帯装置に表示される模式図を示
す。図９は本発明に係る実施例のホスト装置が臥床情報及び提示情報を表示する模式図を
示す。
【００４４】
本発明の介護システムは、ホスト装置２００と、複数のマットレス装置とを備える。本
実施例では、介護システムは、ホスト装置２００と、マットレス装置１と、マットレス装
置２と、マットレス装置３と、マットレス装置４と、マットレス装置５と、マットレス装
置６と、マットレス装置７と、マットレス装置８とを備える。以上に記載の各マットレス

50

(10)

JP 6479075 B2 2019.3.6

装置は、その構造と機能は上記の実施例中のマットレス装置１と同じであるため、ここで
は省略する。
【００４５】
ホスト装置２００は、処理モジュール２０１と、臥床介護画像表示モジュール２０２と
、介護メッセージ提示モジュールと、通知モジュール２０４と、通信モジュール２０５と
、記憶モジュール２０６と、介護メッセージ記録モジュール２０７とを備える。
【００４６】
本実施例では、ホスト装置２００は、通信モジュール２０５を介して、マットレス装置
１、マットレス装置２、マットレス装置３、マットレス装置４、マットレス装置５、マッ
トレス装置６、マットレス装置７及びマットレス装置８から送信される各マットレス装置
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に対応するマットレス利用者の臥床情報を受信する。処理モジュール２０１は、マットレ
ス装置１、マットレス装置２、マットレス装置３、マットレス装置４、マットレス装置５
、マットレス装置６、マットレス装置７及びマットレス装置８から送信される各マットレ
ス装置に対応するマットレス利用者の臥床情報から、図８に示すように、臥床介護画像表
示モジュール２０２及び介護メッセージ提示モジュール２０３を介して、これらの情報を
可視化及び文字化で表示装置（図示せず）に表示することができる。なお、マットレス装
置１、マットレス装置２、マットレス装置３、マットレス装置４、マットレス装置５、マ
ットレス装置６、マットレス装置７及びマットレス装置８から送信される各マットレス装
置に対応するマットレス利用者の臥床情報は、記憶モジュール２０６に記憶される。本実
施例では、通信モジュール２０５は無線通信モジュール、例えば、ブルートゥースモジュ
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ール（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ）、ワイファイモジュール（Ｗｉ−Ｆｉ）又はジグビーモジュ
ール（ＺｉｇＢｅｅ）である。他の実施例では、通信モジュール２０５は有線通信モジュ
ールであってもよく、本発明では制限されるものではない。
【００４７】
図８Ａ乃至図８Ｄに示すように、通知モジュール２０４は各マットレス利用者の臥床情
報を対応する介護者の携帯装置９００に通知するためのものである。なお、完全な臥床統
計データを提供するように、処理モジュール２０１は、各マットレス利用者の臥床情報を
更に統計し、解析する。
【００４８】
ホスト装置２００の介護メッセージ記録モジュール２０７は、介護者に、それぞれ担当
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するマットレス利用者の特殊メッセージを提供したり記録させたりする。例えば、ホスト
装置２００の介護メッセージ記録モジュール２０７は、介護者に「９０９号室１床のマッ
トレス利用者は身体が不自由で、離床時に特別に介助する必要があり、長時間歩行しては
いけない」などの特殊メッセージを提供したり記録させたりする。ホスト装置２００は、
通知モジュール２０４、介護メッセージ提示モジュール２０３又は臥床介護画像表示モジ
ュールを介して介護者に注意するほかに、更に、通知モジュール２０４を介して、介護メ
ッセージ記録モジュール２０７から警告メッセージを介護者に提供することができる。こ
れにより、より良い介護品質を提供することができる。
【００４９】
本実施例では、ホスト装置２００は、ローカルサーバ又はリモートサーバであってもよ
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く、特に制限されていない。
〔実施例の可能な効果〕
【００５０】
前記のように、本発明に係る実施例のマットレス装置は、異なる領域に設けられる圧力
検出ユニットにより、マットレス利用者の臥床情報を判断することができる。臥床情報は
、臥床状態、床着座状態、床縁状態又は離床状態等を含む。更に、マットレス利用者の現
在の状態をリアルタイムに介護者に注意し、より良い介護方法を提供するために、通信モ
ジュールを介してリアルタイムメッセージを介護者の携帯装置又はホスト装置に送信する
ことができる。本発明の介護システムは、介護メッセージの伝達速度を向上するために、
ホスト装置を介して複数のマットレス装置において異なるマットレス利用者に対応する臥
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床情報を受信し、可視化及び文字化で介護者に提示することができる。
【００５１】
上述したのは本発明の実施例に過ぎず、本発明の特許請求の範囲を制限するためのもの
ではない。
【符号の説明】
【００５２】
１、２、３、４、５、６、７、８
１０

弾性モジュール

１１

縁部圧力検出モジュール

１２

内側圧力検出モジュール

２０６

マットレス装置
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記憶モジュール

１４

通信モジュール

１６

給電モジュール

１７

制御モジュール

１１１、１１１

、１１１

、１１１

第１の圧力検出ユニット

１１２

第２の圧力検出ユニット

１２１

第３の圧力検出ユニット

１２２

第４の圧力検出ユニット

１２３

第５の圧力検出ユニット

２００

ホスト装置

２０１

処理モジュール

２０２

臥床介護画像表示モジュール

２０３

介護メッセージ提示モジュール

２０４

通知モジュール

２０５

通信モジュール

２０７

介護メッセージ記録モジュール

１０１

、１０１

１０２
１０３

９００

、１０１

、１０４

導電弾性体

絶縁基材
、１０２

１０４
１０５

20

、１０３

スルーホール
、１０３
携帯装置

Ｖ＋

正極

Ｖ−

負極

ワイヤ

絶縁弾性体
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