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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】就床者の自動的な寝返りを補助するエアベッド
及びその操作方法を提供する。
【解決手段】上面に長軸方向に沿ってそれぞれ頭部領域
Ａ、頚部領域Ｂ、背部領域Ｃ、腿部領域Ｄ、膝部領域Ｅ
及び脚部領域Ｆが設けられたパッド１０２、当該頭部領
域及び脚部領域に組み付けられる複数の支持エアクッシ
ョン１０４、当該頚部領域、当該背部領域、当該腿部領
域及び当該膝部領域にそれぞれ組み付けられる複数の寝
返りエアクッション１０６、及びこれら支持エアクッシ
ョンとこれら寝返りエアクッションに給気するよう、こ
れら支持エアクッション及びこれら寝返りエアクッショ
ンにそれぞれ接続されるエアポンプユニット、を含む構
成とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の領域が上面に長軸方向に沿って順に画成されたパッドと、
　前記複数の領域の一部分に組み付けられる複数の支持エアクッションと、
　前記複数の領域の他の部分に組み付けられる複数の寝返りエアクッションと、
　前記複数の支持エアクッション及び前記複数の寝返りエアクッションに対し給気及び排
気するべく、当該複数の支持エアクッション及び当該複数の寝返りエアクッションにそれ
ぞれ接続されるエアポンプユニットと、
　を備えたことを特徴とする寝返りエアベッド。
【請求項２】
　前記複数の領域は、前記長軸方向に沿って順に頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領
域、膝部領域、及び脚部領域であることを特徴とする請求項１記載の寝返りエアベッド。
【請求項３】
　前記頭部領域には、前記複数の支持エアクッションのうちの１つが組み付けられ、前記
脚部領域には、前記複数の支持エアクッションのうちの２つ以上が組み付けられているこ
とを特徴とする請求項２記載の寝返りエアベッド。
【請求項４】
　前記頚部領域には、前記複数の寝返りエアクッションのうちの２つが左右対称に組み付
けられていることを特徴とする請求項２記載の寝返りエアベッド。
【請求項５】
　前記背部領域には、前記複数の寝返りエアクッションのうちの複数が左右対称に組み付
けられていることを特徴とする請求項２記載の寝返りエアベッド。
【請求項６】
　前記腿部領域には、前記複数の寝返りエアクッションのうちの複数が左右対称に組み付
けられていることを特徴とする請求項２記載の寝返りエアベッド。
【請求項７】
　前記膝部領域には、前記複数の寝返りエアクッションのうちの２つが左右対称に組み付
けられていることを特徴とする請求項２記載の寝返りエアベッド。
【請求項８】
　主制御回路基板及び複数のエアバルブユニットを更に備え、当該主制御回路基板は前記
エアポンプユニット及び当該複数のエアバルブユニットにそれぞれ接続されることを特徴
とする請求項１記載の寝返りエアベッド。
【請求項９】
　前記主制御回路基板に接続されて、当該主制御回路基板に命令して、前記エアポンプユ
ニット及び前記複数のエアバルブユニットに対し、前記複数の支持エアクッション及び前
記複数の寝返りエアクッションについて給気及び排気させることが可能な操作インターフ
ェイスを更に備えたことを特徴とする請求項８記載の寝返りエアベッド。
【請求項１０】
　頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領域、膝部領域、及び脚部領域が画成されるとと
もに、複数の支持エアクッションが前記頭部領域と前記脚部領域とに組み付けられ、複数
の寝返りエアクッションが前記頚部領域、前記背部領域、前記腿部領域、及び前記膝部領
域にそれぞれ組み付けられた寝返りエアベッドにおける右側寝返り操作方法であって、
　エアポンプユニットを介して、前記頭部領域における支持エアクッション及び前記膝部
領域の左半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気する工程と、
　前記エアポンプユニットを介して、前記頚部領域の左半部における寝返りエアクッショ
ン、前記背部領域の左半部における寝返りエアクッション、及び前記腿部領域の左半部に
おける寝返りエアクッションにそれぞれ給気する工程と、
　を備えたことを特徴とする寝返りエアベッドにおける右側寝返り操作方法。
【請求項１１】
　頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領域、膝部領域、及び脚部領域が画成されるとと
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もに、複数の支持エアクッションが前記頭部領域と前記脚部領域とに組み付けられ、複数
の寝返りエアクッションが前記頚部領域、前記背部領域、前記腿部領域、及び前記膝部領
域にそれぞれ組み付けられた寝返りエアベッドにおける左側寝返り操作方法であって、
　エアポンプユニットを介して、前記頭部領域における支持エアクッション及び前記膝部
領域の右半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気する工程と、
　前記エアポンプユニットを介して、前記頚部領域の右半部における寝返りエアクッショ
ン、前記背部領域の右半部における寝返りエアクッション、及び前記腿部領域の右半部に
おける寝返りエアクッションにそれぞれ給気する工程と、
　を備えたことを特徴とする寝返りエアベッドにおける左側寝返り操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエアベッドとその操作方法に関し、特に、就床者の自動的な寝返りを補助する
エアベッド及びその操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常市販されているエアベッドは、エアクッション内に空気を充填することで使用者が
快適にベッドに横たわれるようにしている。しかし、使用者が身体の不自由な高齢者や重
傷で自由に身動きできない患者の場合、自分ではベッド上で寝返りが打てないことから、
長時間圧迫された部位に血液循環不良が起こりやすく、深刻な場合には筋肉の壊死症状が
発生する場合もある。また、長時間横たわっていると通気性がなくなり、褥瘡などの皮膚
病も生じやすい。従って、これらの人々の苦痛を軽減するために、介護者は一定時間ごと
に寝返りを補助する必要がある。
【０００３】
　そこで、現在では上記の課題を解決するために、自動で就床者の寝返りを補助するエア
ベッドの提供が必須とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、自動で就床者の寝返りを補助可能なことから、長期間の就床を必要とする身
体の不自由な高齢者や患者への使用に適し、褥瘡など皮膚病の罹患率を低減する寝返りエ
アベッド及びその操作方法を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一つの側面として、上面に長軸方向に沿ってそれぞれ頭部領域、頚部領域、背
部領域、腿部領域、膝部領域及び脚部領域が設けられたパッド、当該頭部領域及び脚部領
域に組み付けられる複数の支持エアクッション、当該頚部領域、当該背部領域、当該腿部
領域及び当該膝部領域にそれぞれ組み付けられる複数の寝返りエアクッション、及びこれ
ら支持エアクッションとこれら寝返りエアクッションに給気するよう、これら支持エアク
ッション及びこれら寝返りエアクッションにそれぞれ接続されるエアポンプユニット、を
含む寝返りエアベッドが提供される。
【０００６】
　本発明のもう一つの側面として、頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領域、膝部領域
及び脚部領域が設けられ、複数の支持エアクッションが当該頭部領域と脚部領域に組み付
けられ、複数の寝返りエアクッションがそれぞれ当該頚部領域、当該背部領域、当該腿部
領域及び当該膝部領域に組み付けられた寝返りエアベッドにおける右側寝返り操作方法が
提供され、当該操作方法は、エアポンプユニットを介して当該頭部領域の支持エアクッシ
ョン及び当該膝部領域の左半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気し、当該エ
アポンプユニットを介して、当該頚部領域の左半部、当該背部領域の左半部及び当該腿部
領域の左半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気する。
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【０００７】
　本発明の更にもう一つの側面として、頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領域、膝部
領域及び脚部領域が設けられ、複数の支持エアクッションが当該頭部領域と脚部領域に組
み付けられ、複数の寝返りエアクッションがそれぞれ当該頚部領域、当該背部領域、当該
腿部領域及び当該膝部領域に組み付けられた寝返りエアベッドにおける左側寝返り操作方
法が提供され、当該操作方法は、エアポンプユニットを介して当該頭部領域の支持エアク
ッション及び当該膝部領域の右半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気し、当
該エアポンプユニットを介して、当該頚部領域の右半部、当該背部領域の右半部及び当該
腿部領域の右半部における寝返りエアクッションにそれぞれ給気する。
【０００８】
　本発明のまた更にもう一つの側面として、頭部領域、頚部領域、背部領域、腿部領域、
膝部領域及び脚部領域が設けられ、複数の支持エアクッションが当該頭部領域と脚部領域
に組み付けられ、複数の寝返りエアクッションがそれぞれ当該頚部領域、当該背部領域、
当該腿部領域及び当該膝部領域に組み付けられた寝返りエアベッドの操作方法が提供され
、当該操作方法は、エアポンプユニットを介してこれら支持エアクッション及びこれら寝
返りエアクッションの少なくとも一方にそれぞれ給気する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態として提供する寝返りエアベッドの斜視図である。
【図２】寝返りエアベッドの配管を示す図である。
【図３】寝返りエアベッドの回路を示すブロック図である。
【図４】寝返りエアベッドを操作して自動で右側へ寝返りさせる方法を示すフローである
。
【図５】寝返りエアベッドによる就床者の右側への寝返り補助を示す図である。
【図６】寝返りエアベッドを操作して左側へ寝返りさせる方法を示すフローである。
【図７】寝返りエアベッドによる就床者の左側への寝返り補助を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態として提供する寝返りエアベッド１００の斜視図である。
　図１に示すように、寝返りエアベッド１００は、パッド１０２、複数の支持エアクッシ
ョン１０４及び複数の扇形の寝返りエアクッション１０６を含む。パッド１０２の上面１
０２Ａには長軸Ｙが定義され、長軸Ｙ方向に沿って、パッド１０２の上面１０２Ａには頭
部領域Ａ、頚部領域Ｂ、背部領域Ｃ、腿部領域Ｄ、膝部領域Ｅ及び脚部領域Ｆが順に設け
られている。頚部領域Ｂは、更に長軸Ｙを挟んで両側に頚部右半部領域Ｂ１と頚部左半部
領域Ｂ２に分けられる。背部領域Ｃは、更に長軸Ｙを挟んで両側に背部右半部領域Ｃ１と
背部左半部領域Ｃ２に分けられる。腿部領域Ｄは、更に長軸Ｙを挟んで両側に腿部右半部
領域Ｄ１と腿部左半部領域Ｄ２に分けられる。膝部領域Ｅは、更に長軸Ｙを挟んで両側に
膝部右半部領域Ｅ１と膝部左半部領域Ｅ２に分けられる。
【００１１】
　本実施形態において、パッド１０２の頭部領域Ａには支持エアクッション１０４が１つ
固着され、頚部右半部領域Ｂ１及び頚部左半部領域Ｂ２には寝返りエアクッション１０６
が１つずつ固着され、頭部領域Ａの支持エアクッション１０４は、頚部右半部領域Ｂ１の
寝返りエアクッション１０６と頚部左半部領域Ｂ２の寝返りエアクッション１０６にそれ
ぞれ隣接している。背部右半部領域Ｃ１には、長軸Ｙ方向沿いに３つの互いに隣接した寝
返りエアクッション１０６が固着され、背部左半部領域Ｃ２には、長軸Ｙ方向沿いに３つ
の隣接した寝返りエアクッション１０６が固着されている。腿部右半部領域Ｄ１には、長
軸Ｙ方向沿いに２つの隣接した寝返りエアクッション１０６が固着され、腿部左半部領域
Ｄ２には、長軸Ｙ方向沿いに２つの隣接した寝返りエアクッション１０６が固着されてい
る。膝部右半部領域Ｅ１及び膝部左半部領域Ｅ２には寝返りエアクッション１０６が１つ
ずつ固着され、膝部右半部領域Ｅ１の寝返りエアクッション１０６及び膝部左半部領域Ｅ
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２の寝返りエアクッション１０６は、腿部右半部領域Ｄ１における１の寝返りエアクッシ
ョン１０６及び腿部左半部領域Ｄ２における１の寝返りエアクッション１０６にそれぞれ
隣接している。脚部領域Ｆには、長軸Ｙ方向沿いに２つの支持エアクッション１０４が固
着されている。
　その他の実施形態では、これら支持エアクッション１０４及び寝返りエアクッション１
０６は取り外し可能にパッド１０２に組み付けられてもよい。また、これら支持エアクッ
ション１０４及び寝返りエアクッション１０６の各領域における配置数は、例えば脚部領
域Ｆに２つ以上の支持エアクッション１０４を組み付けるなど使用上の必要に応じて変更
してもよい。寝返りエアクッション１０６の形状もまた扇形に限らず、例えば多角形とし
てもよい。
【００１２】
　図１のほか、図２は寝返りエアベッド１００の配管を示す図であり、図３は寝返りエア
ベッド１００の回路を示すブロック図である。
　本実施形態において、寝返りエアベッド１００は更に、４組のエアバルブユニット１０
８Ａ，１０８Ｂ，１０８Ｃ，１０８Ｄ、エアポンプユニット１１０、主制御回路基板１１
２、スイッチ電源１１４及び操作インターフェイス１１６を含む。これらエアバルブユニ
ット１０８及び当該エアポンプユニット１１０により実行部モジュール１１８が構成され
、当該実行部モジュール１１８と主制御回路基板１１２はパッド１０２の脚部領域Ｆに隣
接して配置されている。エアポンプユニット１１０は、これらエアバルブユニット１０８
Ａ，１０８Ｂ，１０８Ｃ，１０８Ｄにそれぞれ接続される。また、スイッチ電源１１４は
外部電源に接続されて前記部材の運転時に必要な電力を供給可能である。
　主制御回路基板１１２は、電源処理回路１２０、データ論理処理及び制御回路１２２、
及び駆動回路１２４を含み、当該電源処理回路１２０は当該スイッチ電源１１４に接続さ
れ、当該データ論理処理及び制御回路１２２は、当該電源処理回路１２０、当該駆動回路
１２４及び当該操作インターフェイス１１６にそれぞれ接続される。当該駆動回路１２４
は、当該エアポンプユニット１１０及びこれらエアバルブユニット１０８にそれぞれ接続
される。当該操作インターフェイス１１６は、表示回路１２６、キー回路１２８、論理処
理回路１３０を内部に含み、キー回路１２８は表示回路１２６及び論理処理回路１３０に
それぞれ接続される。当該操作インターフェイス１１６の外部には、表示画面１３２及び
キー群１３４が設けられ、当該表示画面１３２は表示回路１２６に接続され、当該キー群
１３４はキー回路１２８に接続される。その他の実施形態では、エアポンプユニット及び
エアバルブユニットの数は使用上の必要に応じて変更してもよい。
【００１３】
　本実施形態において、エアバルブユニット１０８Ａとエアポンプユニット１１０は配管
ａ、配管ｂ及び配管ｃを介して、使用上の必要に応じて頭部領域Ａの支持エアクッション
１０４、頚部右半部領域Ｂ１の寝返りエアクッション１０６及び頚部左半部領域Ｂ２の寝
返りエアクッション１０６についてそれぞれ給気又は排気が可能である。エアバルブユニ
ット１０８Ｂとエアポンプユニット１１０は配管ｄ、配管ｅを介して、使用上の必要に応
じて背部右半部領域Ｃ１の寝返りエアクッション１０６及び背部左半部領域Ｃ２の寝返り
エアクッション１０６についてそれぞれ給気又は排気が可能である。エアバルブユニット
１０８Ｃとエアポンプユニット１１０は配管ｆを介して、使用上の必要に応じて腿部右半
部領域Ｄ１の寝返りエアクッション１０６及び膝部右半部領域Ｅ１の寝返りエアクッショ
ン１０６についてそれぞれ給気又は排気が可能である。エアバルブユニット１０８Ｃとエ
アポンプユニット１１０は配管ｇを介して、使用上の必要に応じて腿部左半部領域Ｄ２の
寝返りエアクッション１０６及び膝部左半部領域Ｅ２の寝返りエアクッション１０６につ
いてそれぞれ給気又は排気が可能である。エアバルブユニット１０８Ｄとエアポンプユニ
ット１１０は配管ｈを介して、使用上の必要に応じて脚部領域Ｆの支持エアクッション１
０４についてそれぞれ給気又は排気が可能である。
　その他の実施形態では、配管の数は使用上の必要に応じて変更してもよい。各寝返りエ
アクッション１０６に給気する場合、各寝返りエアクッション１０６の上面とパッド１０
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２との夾角は３０～９０度の間としてもよいし、９０～１８０度の間としてもよいが、４
５度又は９０度のときに就床者は最も快適に寝返りを打つ。
　本実施形態において、膝部右半部領域Ｅ１及び膝部左半部領域Ｅ２の寝返りエアクッシ
ョン１０６に給気すると、それぞれ排気状態から右側及び左側へ展開して給気状態となる
。また、膝部右半部領域Ｅ１及び膝部左半部領域Ｅ２の寝返りエアクッション１０６は給
気状態から排気されると、それぞれ左側及び右側に収縮して排気状態となる。しかし、膝
部右半部領域Ｅ１及び膝部左半部領域Ｅ２における寝返りエアクッション１０６の展開及
び収縮方向はこれに限らない。例えば、他の実施形態では、膝部右半部領域Ｅ１及び膝部
左半部領域Ｅ２の寝返りエアクッション１０６は排気状態から給気されると、それぞれ上
側に展開して給気状態となる。また、膝部右半部領域Ｅ１及び膝部左半部領域Ｅ２の寝返
りエアクッション１０６は給気状態から排気されると、それぞれ下側に収縮して排気状態
となる。
【００１４】
　操作インターフェイス１０６の論理処理回路１３０内には複数の異なる命令が蓄積され
ており、当該キー群１３４の各キーがそれぞれの命令を表している。あるキーが押下され
ると、このキーが表す命令が主制御回路基板１１２のデータ論理処理及び制御回路１２２
に送信されて処理される。続いて、駆動回路１２４が命令の内容に基づいてエアポンプユ
ニット１１０及びこれらエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｂ，１０８Ｃ，１０８Ｄの
少なくとも１つを選択的に駆動することで、これら支持エアクッション１０４及び寝返り
エアクッション１０６の少なくとも１つに給気する。そして、操作インターフェイス１０
６の表示画面１３２が「給気」の文字又は画像情報を表示する。
　また、別のキーが押下されると、駆動回路１２４はまずエアポンプユニット１１０及び
これらエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｂ，１０８Ｃ，１０８Ｄの少なくとも１つを
駆動することで、給気されているこれら支持エアクッション１０４及び寝返りエアクッシ
ョン１０６に排気させる。そして、操作インターフェイス１０６の表示画面１３２が「排
気」の文字又は画像情報を表示する。続いて、駆動回路１２４は、新たな命令に基づいて
エアポンプユニット１１０及びこれらエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｂ，１０８Ｃ
，１０８Ｄの少なくとも１つを駆動することで、別の位置の支持エアクッション１０４及
び寝返りエアクッション１０６に給気可能となる。そして、操作インターフェイス１０６
の表示画面１３２が「給気」の文字又は画像情報を再び表示する。
【００１５】
　図４は、寝返りエアベッドを操作して自動的に就床者の右側への寝返りを補助する場合
のフローである。図５は、寝返りエアベッドによる就床者の右側への寝返り補助を示す図
である。
　就床者が右側へ寝返りを打つ必要がある場合に、寝返りエアベッド１００を操作して右
側へ寝返りさせる方法には以下のステップが含まれる。
【００１６】
　Ｓ４０１：右側寝返り命令を表すキーを就床者自身又は他者が押下し、操作インターフ
ェイス１０６の表示画面１３２（図２参照）が「右に寝返り」の文字又は画像情報を表示
する。
【００１７】
　Ｓ４０２：エアポンプユニット１１０と２つのエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｃ
（図３参照）が、就床者の頭部及び膝を持ち上げるように、それぞれ配管ａ及び配管ｇを
介して頭部領域Ａにおける１の支持エアクッション１０４と膝部左半部領域Ｅ２における
１の寝返りエアクッション１０６に給気し、操作インターフェイス１０６の表示画面１３
２が「給気」の文字又は画像情報を表示する。
【００１８】
　Ｓ４０３：頭部領域Ａの支持エアクッション１０４及び膝部左半部領域Ｅ２の寝返りエ
アクッション１０６が充満されると給気を停止し、操作インターフェイス１０６の表示画
面１３２が「給気停止」の文字又は画像情報を表示する。
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【００１９】
　Ｓ４０４：エアポンプユニット１１０と３つのエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｂ
，１０８Ｃがそれぞれ配管ｃ、配管ｅ、配管ｇを介して頚部左半部領域Ｂ２における１の
寝返りエアクッション１０６、背部左半部領域Ｃ２の３つの寝返りエアクッション１０６
及び腿部左半部領域Ｄ２の２つの寝返りエアクッション１０６に給気し、操作インターフ
ェイス１０６の表示画面１３２が「給気」の文字又は画像情報を表示する。
【００２０】
　Ｓ４０５：頚部左半部領域Ｂ２の寝返りエアクッション１０６、背部左半部領域Ｃ２の
寝返りエアクッション１０６及び腿部左半部領域Ｄ２の寝返りエアクッション１０６が充
満されると給気を停止し、操作インターフェイス１０６の表示画面１３２が「給気停止」
の文字又は画像情報を表示する。
【００２１】
　図６は、寝返りエアベッドを操作して自動的に就床者の左側への寝返りを補助する場合
のフローである。図７は、寝返りエアベッドによる就床者の左側への寝返り補助を示す図
である。
　就床者が左側へ寝返りを打つ必要がある場合に、寝返りエアベッド１００を操作して左
側へ寝返りさせる方法には以下のステップが含まれる。
【００２２】
　Ｓ６０１：左側寝返り命令を表すキーを就床者自身又は他者が押下し、操作インターフ
ェイス１０６の表示画面１３２（図２参照）が「左に寝返り」の文字又は画像情報を表示
する。
【００２３】
　Ｓ６０２：エアポンプユニット１１０と２つのエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｃ
（図３参照）が、就床者の頭部及び膝を持ち上げるように、配管ａと配管ｆを介して頭部
領域Ａにおける１の支持エアクッション１０４と膝部右半部領域Ｅ１における１の寝返り
エアクッション１０６に給気し、操作インターフェイス１０６の表示画面１３２が「給気
」の文字又は画像情報を表示する。
【００２４】
　Ｓ６０３：頭部領域Ａの支持エアクッション１０４及び膝部右半部領域Ｅ１の寝返りエ
アクッション１０６が充満されると給気を停止し、操作インターフェイス１０６の表示画
面１３２が「給気停止」の文字又は画像情報を表示する。
【００２５】
　Ｓ６０４：エアポンプユニット１１０と３つのエアバルブユニット１０８Ａ，１０８Ｂ
，１０８Ｃがそれぞれ配管ｂ、配管ｄ、配管ｆを介して頚部右半部領域Ｂ１における１の
寝返りエアクッション１０６、背部右半部領域Ｃ１の３つの寝返りエアクッション１０６
及び腿部右半部領域Ｄ１の２つの寝返りエアクッション１０６に給気し、操作インターフ
ェイス１０６の表示画面１３２が「給気」の文字又は画像情報を表示する。
【００２６】
　Ｓ６０５：頚部右半部領域Ｂ１の寝返りエアクッション１０６、背部右半部領域Ｃ１の
寝返りエアクッション１０６及び腿部右半部領域Ｄ１の寝返りエアクッション１０６が充
満されると給気を停止し、操作インターフェイス１０６の表示画面１３２が「給気停止」
の文字又は画像情報を表示する。
【００２７】
　なお、図４及び図６に示す２つの実施形態は本発明の寝返りエアベッド１００が実行可
能な２つの機能に過ぎない。本発明の寝返りエアベッド１００は種々の使用ニーズに応え
るべく、操作インターフェイス１０６を通じて任意の位置の支持エアクッション１０４及
び寝返りエアクッション１０６について給気及び排気が可能であり、且つ、給気及び排気
時間の調整も可能である。
【００２８】
　本発明が提供する寝返りエアベッド及びその操作方法は、少なくとも次の点において優
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れている。即ち、寝返りエアベッド１００の操作インターフェイス１０６を介して、パッ
ド１０２上の任意の位置の支持エアクッション１０４及び寝返りエアクッション１０６に
給気可能なことから、就床者における長時間圧迫部位のストレッチや、就床者の左側及び
右側への随時寝返りを補助可能となり、褥瘡など皮膚病の罹患率を低下させられる。
【００２９】
　以上、本発明における複数の異なる実施形態について述べたが、これらの各特徴は単一
で実施してもよいし、各種の組み合わせにより実施してもよい。よって、本発明の実施形
態の開示は本発明の原則を明らかにするための具体的実施例であって、本発明は開示の実
施例に限定されない。更に、上記及び図面は本発明を例示するためのものであって、これ
に限定されない。その他部材の変形又は組み合わせも可能であり、且つ本発明の主旨及び
範囲と矛盾しない。
【符号の説明】
【００３０】
　１００　　寝返りエアベッド
　１０２　　パッド
　１０２Ａ　上面
　１０４　　支持エアクッション
　１０６　　寝返りエアクッション
　１０８Ａ　エアバルブユニット
　１０８Ｂ　エアバルブユニット
　１０８Ｃ　エアバルブユニット
　１０８Ｄ　エアバルブユニット
　１１０　　エアポンプユニット
　１１２　　主制御回路基板
　１１４　　スイッチ電源
　１１６　　操作インターフェイス
　１１８　　実行部モジュール
　１２０　　電源処理回路
　１２２　　データ論理処理及び制御回路
　１２４　　駆動回路
　１２６　　表示回路
　１２８　　キー回路
　１３０　　論理処理回路
　１３２　　表示画面
　１３４　　キー
　Ｙ　　　　長軸
　Ａ　　　　頭部領域
　Ｂ　　　　頚部領域
　Ｂ１　　　頚部右半部領域
　Ｂ２　　　頚部左半部領域
　Ｃ　　　　背部領域
　Ｃ１　　　背部右半部領域
　Ｃ２　　　背部左半部領域
　Ｄ　　　　腿部領域
　Ｄ１　　　腿部右半部領域
　Ｄ２　　　腿部左半部領域
　Ｅ　　　　膝部領域
　Ｅ１　　　膝部右半部領域
　Ｅ２　　　膝部左半部領域
　Ｆ　　　　脚部領域
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　ａ　　　　配管
　ｂ　　　　配管
　ｃ　　　　配管
　ｄ　　　　配管
　ｅ　　　　配管
　ｆ　　　　配管
　ｇ　　　　配管

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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