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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転落の危険性がある使用者のベッドの状態を通知する方法であって、
　患者位置監視（ＰＰＭ）システムが装備されているかどうかを特定することと、
　安全装置が有効であるかどうかを特定することと、
　両方の特定に応じて、以下に規定するように、
　　　ＰＰＭ　　　　安全装置　　　　ベッド状態の表示
　　　装備　　　　　　有効　　　　　　　　満足
　　　装備　　　　　　無効　　　　　　　　不満足
ベッドの満足状態または不満足状態を示すようにランプモジュールを作動させることと
を有する方法。
【請求項２】
　前記安全装置は、一つ以上の入力条件がすべて満足されたときのみ有効となる、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　満足すべき前記入力条件が、１）ブレーキがかかっていること、２）ベッドの高さ調節
可能部分が最低の高さになっていること、および３）使用者のヘッドエンド側の少なくと
も２つの横方向に間隔をあけたサイドレールが配置されていることを含む、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
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　前記安全装置は、一つ以上の入力条件のいずれか一つが満足されたときに有効となる、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　満足すべき前記入力条件は、１）ブレーキがかかっていること、２）ベッドの高さ
調節可能部分が最低の高さになっていること、および３）使用者のヘッドエンド側の少な
くとも２つの横方向に間隔をあけたサイドレールが配置されていることを含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＰＰＭシステムが装備されていない場合、前記ランプモジュールの作動を控えるこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記満足状態および前記不満足状態は、前記ランプモジュールが放射する光特性により
互いに区別される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記光特性は、少なくとも色および断続点灯性の一つである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ランプモジュールは、連続的な緑の光を放射することによって満足状態を示し、断
続的にアンバー光を放射することによって不満足状態を示し、実質的に可視光を放射しな
いことによって前記ＰＰＭシステムが装備解除されていることを示す、請求項７に記載の
方法。
【請求項１０】
　満足状態専用の第１ランプモジュールと、不満足状態専用の第２ランプモジュールとを
有し、前記満足状態は、前記第１ランプモジュールを作動させることによって示され、前
記不満足状態は、前記第２ランプモジュールを作動させることによって示される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記満足状態および前記不満足状態は、互いに、作動されたランプモジュールが放射す
る光特性によりさらに区別される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記光特性は、少なくとも色および断続点灯性の一つである、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記満足状態を示すランプモジュールは、作動されると連続的な緑の光を放射し、前記
不満足状態を示すランプモジュールは、作動されると断続的にアンバー光を放射する、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ランプモジュールはベッドに固定されている、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　補助条件が、許容可能あるいは許容不可能であるかどうかを特定することと、
　以下に規定するように、
　補助条件　　　　ＰＰＭ　　　　安全装置　　　　ベッド状態の表示
　許容可能　　　　装備　　　　　　有効　　　　　　　　満足
　許容可能　　　　装備　　　　　　無効　　　　　　　　不満足
　許容不可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
ベッドの満足状態または不満足状態を示すランプモジュールを作動させることと
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ベッドの使用者が、十分に保護されているかどうかを通知する状態通知システムであっ
て、
　装備状態および装備解除状態を含む患者位置監視（ＰＰＭ）システムと、



(3) JP 5618514 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

　少なくとも一つのランプモジュールと、
　前記ランプモジュールの作動を条件によって制御する手段と
を備え、
　前記手段は、前記ＰＰＭが装備されているかどうか及び前記安全装置が有効であるかど
うかを示す情報を受信し、前記ＰＰＭの情報及び前記安全装置の情報の両方に応じて、以
下に規定するように、
　　　　　　ＰＰＭ　　　　安全装置　　　　作動方法
　　　　　　装備　　　　　　有効　　　　　　第１
　　　　　　装備　　　　　　無効　　　　　　第２
ベッドの満足状態を示すために第１の方法によって、またはベッドの不満足状態を示すた
めに第２の方法によって前記ランプモジュールを作動させるメッセージを発生する、状態
通知システム。
【請求項１７】
　前記安全装置は、一つ以上の入力条件がすべて満足されたときのみ有効となる、請求項
１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　満足すべき前記入力条件が、１）ブレーキがかかっていること、２）ベッドの高さ調節
可能部分が最低の高さになっていること、および３）使用者のヘッドエンド側の少なくと
も２つの横方向に間隔をあけたサイドレールが配置されていることを含む、請求項１７に
記載のシステム。
【請求項１９】
　前記安全装置は、一つ以上の入力条件のいずれか１つが満足されたときに有効となる、
請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　満足すべき前記入力条件が、１）ブレーキがかかっていること、２）ベッドの高さ調節
可能部分が最低の高さになっていること、および３）使用者のヘッドエンド側にある少な
くとも２つの横方向に間隔をあけたサイドレールが配置されていることを含む、請求項１
９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１の方法は、第１の色の可視光を放射することであり、前記第２の方法は、第２
の色の可視光を放射することである、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第１の放射方法および前記第２の放射方法のうち一つが、断続的な光の放射を含む
、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ＰＰＭが装備解除状態の場合、前記手段は、ランプモジュールを第３の方法で作動
させるためのメッセージをさらに発生する、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第１の方法は、第１の色の可視光を放射し、前記第２の方法は、第２の色の可視光
を放射し、前記第３の方法は可視光を放射しない、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１の放射方法および前記第２の放射方法のうち一つが、断続的な光の放射を含む
、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記少なくとも一つのランプモジュールが、複数の発光体を含む、請求項１６に記載の
システム。
【請求項２７】
　補助条件が、許容可能あるいは許容不可能であるかどうかを特定することと、
　以下に規定するように、
　補助条件　　　　ＰＰＭの状態　　　　安全装置　　　　ベッド状態の表示
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　許容可能　　　　　装備　　　　　　　　有効　　　　　　　満足
　許容可能　　　　　装備　　　　　　　　無効　　　　　　　不満足
　許容不可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
前記ベッドの満足状態を示すために第１の方法によって、または前記ベッドの不満足状態
を示すために第２の方法によって、前記ランプモジュールを作動させることと
を備える、請求項１６に記載の状態通知システム。
【請求項２８】
　望ましくない事象の危険性がある使用者のベッドの状態を通知する方法であって、
　望ましくない事象の危険に前記使用者が晒されていることを表示することと、
　以下に規定するように、
　危険か？　　　事象固有の安全装置は有効か？　　　ベッド状態の表示
　はい　　　　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　　　満足
　はい　　　　　　　　　いいえ　　　　　　　　　　　　　不満足
前記使用者が危険かどうか、および前記安全装置が有効かどうかの両方の特定に応じて、
ベッドの満足状態または不満足状態を示すランプモジュールを作動させることと
を備える方法。
【請求項２９】
　使用者監視システムを装備することは、使用者が危険に晒されていることを示し、前記
事象固有の安全装置は、ベッドの少なくとも一つの物理条件を含む、請求項２８に記載の
方法。
【請求項３０】
　補助条件が満足または不満足であるかどうかを判断することと、
　以下に規定するように、
　補助条件　　　危険か？　　事象固有の安全装置は有効か？　　ベッド状態の表示
　許容可能　　　はい　　　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　　満足
　許容可能　　　はい　　　　　　　　いいえ　　　　　　　　　　　　不満足
　許容不可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
ベッドの満足または不満足な状態を示すための表示を提供することと
を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　ベッドの使用者が十分に保護されているかどうかを明らかにするためにベッドを改良す
る後付けキットであり、
　前記ベッドに固定でき、満足メッセージ、不満足メッセージおよびＮＵＬＬメッセージ
に応答できるよう構成された少なくとも一つのランプモジュールと、
　以下に規定するように、
　ＰＰＭの状態　　　　危険固有の安全装置　　　　メッセージ
　装備　　　　　　　　　　　　有効　　　　　　　　満足
　装備　　　　　　　　　　　　無効　　　　　　　　不満足
ＰＰＭシステムが装備されているかまたは装備解除されているかを示すＰＰＭメッセージ
に対応し、さらに危険固有の安全装置が有効であるかどうかを明らかにする状態または条
件情報に対応して、満足または不満足メッセージを発生する手段と
を備える後付けキット。
【請求項３２】
　前記手段は、
　ベッド上の既存のチップの代わりに用いることができるチップと、
　ベッド上の既存のプリント回路基板（ＰＣＢ）の代わりに用いることができるＰＣＢと
を有する、請求項３１に記載の後付けキット。
【請求項３３】
　前記手段は、さらに補助条件に対応し、以下に規定するように、
　補助条件　　　ＰＰＭの状態　　　危険固有の安全装置　　　メッセージ
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　許容可能　　　　　装備　　　　　　　　　有効　　　　　　　満足
　許容可能　　　　　装備　　　　　　　　　無効　　　　　　　不満足
　許容不可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
満足または不満足メッセージ発生する、請求項３１に記載の後付けキット。
【請求項３４】
　前記ランプモジュールを作動させることが、前記ランプモジュールから放射される光が
少なくとも部分的に床に向けられることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
　前記光が主に床に向けられる、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ランプモジュールから放射される光が少なくとも部分的に床に向けられるように、
前記ランプモジュールを位置付けおよび方向付ける、請求項１５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記光が主に床に向けられる、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　近接のベッド使用者に向けられる光の放射を遮蔽するシールドを有する、請求項１６に
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明する対象は、病院用ベッドなどにおいて、ベッドの状態を通知するため
の方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家庭用ではないベッドは、病院、個人住宅およびその他の施設で使用される。これらの
ベッドには、複数のブレーキ、ヘッドエンドサイドレール、フットエンドサイドレール、
調整可能な高さなどの特殊機能が含まれる。この種のベッドの使用者は、通常患者であり
、転落などの有害事象に対して無防備な人たちである。無防備な患者に対する危険を緩和
するために、安全装置を用いることができる。例えば、転落の危険がある患者は、ベッド
にブレーキをかけ、ベッドの高さは最低の位置に調整し、少なくとも複数のヘッドエンド
サイドレールを配置することによってより守られる。このような安全装置が備わっている
か否かを示すことは、ベッドが望ましい状態にあることを伝えて安心を得るため、あるい
はベッドが望ましい状態にない場合は是正措置を講じるために望ましい。本出願は、その
ような表示を行うための方法およびシステムを開示する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　望ましくない事象の危険に晒される使用者のベッドの状態を通知する方法には、使用者
が望ましくない事象の危険に晒されていることを示す表示と、危険表示に対応してベッド
が満足できる状態にあるかまたは満足できない状態にあるかを示すランプモジュールの作
動と、危険に対する安全装置が有効であるかどうかの表示とが含まれる。
【０００４】
　本方法と関連システムのさまざまな実施形態の前記およびその他の特徴は、以下の詳細
説明および添付図によってより明確になる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、病院用ベッドの斜視図である。
【図２】図２は、図１のベッドの一部の拡大図である。
【図３】図３は、ベッドの概略側面図である。
【図４】図４は、ベッドの状態によって、第１あるいは第２の方法でランプモジュールを
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作動させる判断を示すブロック図である。
【図５】図５は、図４と同様だが、ベッドの状態によって２つの専用ランプモジュールの
内、一つまたは他方を作動させることを示す図である。
【図６】図６は、ベッドの状態を通知する物理的システムの特定の構成要素を示す概略図
である。
【図７】図７は、図４と同様だが、ベッドの状態を評価するための補助条件を使用する方
法とシステムを示す図である。
【図８】図８は、図５と同様だが、ベッドの状態を評価するための補助条件を使用する方
法とシステムを示す。
【図９】図９は、図４の方法とシステムの一般的な変形を示す図である。
【図１０】図１０は、図７の方法とシステムの一般的な変形を示す図である。
【図１１】図１１は、本明細書に開示された通知機能を既存のベッドに組み込むための後
付けキットの構成要素の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図１および図２を参照すると、入院患者に使用されるタイプのベッド１２は、ベースフ
レーム１４、高さ調節フレーム１６および一組のリンク１８を有し、最低の高さと最高の
高さの間で高さ調節フレームを調整するためのシステムの一部を構成する。ベースフレー
ムは、車輪２０と足ペダル２２によって制御されるブレーキシステムを有し、これにより
回転軸２４で回る車輪のうち、少なくとも１つの車輪の回転を防止する。さまざまなブレ
ーキシステムとさまざまな高さ調節システムが、本明細書で開示される複数の方法とシス
テムに使用できる。
【０００７】
　当該ベッドは、調節可能なフレーム上のマットレス３０、ヘッドボード３２およびフッ
トボード３４をさらに含む。調節可能なフレームは、横方向に間隔をあけた一組のヘッド
エンドサイドレール３６と横方向に間隔をあけた一組のフットエンドサイドレール３８を
支える。サイドレールは、図示されるように配置したり、あるいはより低い位置に引っ込
めたり、またはベッド使用者が乗り降りしやすいように、あるいは介護人が使用者に近づ
きやすいように取り除くことができる。図３の略図に示されているように、ベッドのヘッ
ドエンドは、ベッドの頭部（Ｈｅａｄ　ｏｆ　Ｂｅｄ；ＨＯＢ）を角度αに起こすように
枢動可能である。
【０００８】
　少なくとも１つのランプモジュール４２が、シールド部分４５を有する左右のブラケッ
ト４３によって高さ調節可能フレームにさらに固定される。図２および図６に示すように
、例示的なランプモジュールは、半透明あるいは透明の保護レンズ５４の後ろに収容され
る発光ダイオード（ＬＥＤ）４８および５０のような発光体の２つのアレイ４４および４
６を備える。ランプモジュールは、モジュールから放射される光の大部分、あるいは少な
くともその一部が床に向けられるように、フレームとブラケットに対して位置付けおよび
方向付けられる。これによって、ライトが点灯したときの近接ベッド使用者に対する迷惑
を軽減することができる。しかしながら、ライトは床に対して光るので、床の明かりと床
からの反射によって、近傍の介護人の注意を引くことができる。ブラケットのシールド部
分４５は、ランプモジュールを損傷から保護し、近接ベッドの使用者に対して邪魔になる
方向への発光を遮断することに役立つ。ＬＥＤアレイは、異なる性質をもつ光線を放射す
る。例えば、アレイ４４のＬＥＤ４８は、可視的な緑の光を放射し、アレイ４６のＬＥＤ
５０は、可視的なアンバー光を放射する。アレイのどちらか一方または両方は、連続的ま
たは断続的（連続的でない）な光の放射を発生するよう制御できる。図６に最も分かりや
すく示すように、アレイは、個別部品が交互になるよう配列される。
【０００９】
　ベッドは、概略的に６０として示される患者位置監視（Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ；ＰＰＭ）システムをさらに有する。ベッド使用者の位置お



(7) JP 5618514 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

よび／または活動を監視することが望ましい場合、ＰＰＭシステムを装備状態にして使用
する。例えば、使用者が許容できないほどの高い転落危険性があると判断された場合、ま
たは使用者が介添えなしにベッドから離れることが許可されていない場合に、ＰＰＭシス
テムを装備状態にすることができる。代表的な装備状態のＰＰＭシステムには３段階の感
度レベルがあり、１つは使用者が動いた場合に警告を発し、１つは使用者がベッドから離
れる意図を持って動いたときに警告を発し、もう１つは使用者がベッドから離れたときに
警告を発する。
【００１０】
　転落の危険があると判断された使用者については、ブレーキの状態、高さ調節可能フレ
ーム１６、および複数のヘッドエンドサイドレール３６を、転落の危険に関連したベッド
の状態あるいは条件として指定することができる。これらの状態または条件は、それぞれ
が個別に危険に対する安全装置として有効になっているかどうかを決める入力条件である
。またこれらの状態を総合して、転落の危険に対する安全装置の状態を規定する。安全装
置は、関連入力条件を満たしているかどうかによって有効または無効にできる。例えば、
ブレーキがセットされ、高さ調節可能フレームが最低位置に調整され、ヘッドエンドサイ
ドレールが配置されていることは、転落の危険があると判断された使用者にとって、ブレ
ーキ、高さ調節可能フレームおよびヘッドエンドサイドレールがそれぞれ比較的安全な状
態であることを示す。対照的に、ブレーキが開放され、高さ調節可能フレームが最低位置
より高い位置にあり、ヘッドエンドサイドレールが引っ込められていたり取り外されたり
している場合は、その使用者にとって比較的安全でない状態である。望ましくは、安全装
置が有効であると宣言するためには、望ましい条件（ブレーキがセットされ、高さ調節可
能フレームがその最低位置に設定され、両方のヘッドエンドサイドレールが配置されてい
る）がすべて満たされていなければならない。望ましい入力条件のうちたとえ１つでも満
たされていない場合は、安全装置は有効ではない。あるいは、望ましい条件の１つでも満
たされる場合は、安全装置が有効であると宣言することができる。その場合、望ましい条
件のすべてが欠けている場合のみ、安全装置が有効でないとみなされる。
【００１１】
　サイドレールの配置に関連した上述の条件は、ユーザーによって設定可能である。具体
的には、サイドレールが望ましい状態にあるとみなされるためには、ユーザーが、すべて
の４つのサイドレールが配置されていなければならない、あるいは、両方のヘッドエンド
サイドレールとどちらかのフットエンドサイドレールが配置されていなければならないこ
とを指定できる。個別の条件または複数の条件および他の条件の組み合わせなどの変形は
、本明細書で主張する対象の範囲内である。
【００１２】
　図４を参照すると、転落の危険がある使用者用のベッドの状態を通知する方法は、ＰＰ
Ｍシステムが装備状態にあるかどうかを特定することを含む。装備状態の場合、さらに、
転落の危険に対する安全装置が有効な場合、ランプモジュール４２（図１および図２）は
、第１の方法で点灯され、ベッドが満足できる状態であることを示す。しかしながら、Ｐ
ＰＭシステムが装備状態にあり、転落の危険に対する安全装置が有効でない場合、ランプ
モジュール４２は第２の方法で点灯し、ベッドは不満足な状態であることを示す。ＰＰＭ
が装備状態でない場合は、方法はランプモジュールの作動を控える。満足できるベッド状
態と不満足なベッド状態の両方を示すために、同じランプモジュールが使われる。したが
って、モジュールはどちらの状態を示すべきかによって、違う方法で作動する。好ましく
は、モジュールは、満足状態を示すのに緑の光を放射し、不満足状態を示すのにはアンバ
ー光を放射するのがよい。光の放射は、連続的もしくは断続的にでき、または１つの状態
の場合は連続的、他の場合は断続的にすることができる。好ましくは、満足できるベッド
状態に対応する発光は連続的、不満足な状態に対応する発光は断続的であるのがよい。同
じランプモジュールを満足状態の表示と不満足状態の表示の両方に使うことは、図１に示
すように複数の同様なモジュールをベッドの周りに分散させることを妨げない。あるいは
、図５で提案されているように、満足状態を示すよう作動するランプモジュールと不満足
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状態を示すよう作動するランプモジュールを別々にして相互に排他的なモジュールとし、
１つは満足状態専用、もう１つは不満足状態専用とし、ＰＰＭシステムが装備解除中はど
ちらのモジュールも作動しないようにできる。専用モジュールは相互に排他的なので、両
方とも同じ方法で作動させること（例えば、両方とも同じ色、同じ強度、連続的な発光を
含む同程度の断続性による光線の放射）も、または非専用ランプモジュールの場合には上
述のような別の方法で作動させることもできる。さらに、専用モジュールの複数のセット
をベッドの周りに配置できる。
【００１３】
　図６を参照すると、状態通知方法に関する物理的システムの特定の構成要素には、ＰＰ
Ｍシステム６０、少なくとも１つのランプモジュール４２、ランプ論理６２を内蔵する集
積回路チップ６４、およびプリント回路基板（ＰＣＢ）６６が含まれる。チップは、ラン
プモジュールが満足あるいは不満足なベッド状態のどちらを示すべきかを決定する論理６
２を含む、ベッドの多くの機能に関する論理を有する。ＰＣＢは、チップと通信を行い、
論理６２の決定に基づき要求された表示をさせるようランプモジュールを操作する。チッ
プとＰＣＢは、双方合わせてＰＰＭシステムからの入力（装備あるいは装備解除）および
前記のように安全装置が有効かどうかの決定に基づき、ランプモジュールの作動を条件に
よって制御する手段６８を画成する。手段６８は、ＰＰＭが装備状態にあり、安全装置が
有効である場合、「満足」メッセージまたは信号を発生し、第１の方法でランプモジュー
ルを作動させる。手段６８は、ＰＰＭが装備状態にあり、安全装置が無効である場合、「
不満足」メッセージまたは信号を発生し、第２の方法でランプモジュールを作動させる。
結果（「満足」または「不満足」）によって、ランプモジュールは、ベッドが満足な状態
にあることを示すための第１の方法で作動するよう、あるいはベッドが不満足な状態にあ
ることを示すための第２の方法で作動するよう指示される。図示されるように、第１の方
法で作動するランプモジュールと第２の方法で作動するランプモジュールは、同じランプ
モジュールである。第１の方法の作動は、緑のＬＥＤ４８を連続的または断続的に作動す
ることによるが、連続的な作動の方が望ましい。第２の方法の作動は、アンバーＬＥＤ５
０を連続的または断続的に作動することによるが、断続的の方が望ましい。しかしながら
、図５の状況における上述の方法に従い、システムは、１つは満足なベッド状態専用であ
り、もう１つは不満足なベッド状態専用である別々のランプモジュールを代わりに使用す
ることもできる。
【００１４】
　ＰＰＭが装備されていない場合、使用者は容認できない転落の危険があるとはみなされ
ていない。したがって、ランプモジュールは第３の方法で作動する。具体的には、方法お
よびシステムは、ランプモジュール（またはモジュール）を作動させるメッセージあるい
は信号の送出を控えるので、ランプモジュールから可視光線が出ることはない。信号また
はメッセージが送出されないということは、ＮＵＬＬメッセージの発行と見ることもでき
る。
【００１５】
　場合によっては、上述のシステムおよび方法は、望ましい状態でないことを示すための
警告、警報あるいはその他の表示を出す他のシステムがすでに装着されているベッドで使
用することもあり得る。そのような他システムの一例は、ベッドの頭部（ＨＯＢ）警報で
あり、ＨＯＢ警報が装備状態でベッドの頭部角度α（図３）が３０度未満であると特定さ
れた場合に可聴警報が鳴動する。上記のシステムが他のシステムと併用される場合、他の
システムに不適合の表示を送出させるまたはさせ得るいかなる状態において、たとえ上記
のシステムが満足状態を示す場合であっても、上記システムは、不満足状態を知らせるこ
とが望ましい。
【００１６】
　図７は、すでに説明した方法やシステムとＨＯＢ角が３０度未満かどうかなどの補助条
件との組み合わせを示す。図で示されるように、当該方法ではＰＰＭが装備されているか
どうかを判断する。装備されており、安全装置が有効の場合（例えば、複数のヘッドエン
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ドサイドレールが配置され、高さ調整フレームが最低位置に設定され、ブレーキがかけら
れている）は、当該方法は補助条件が許容可能（例えばＨＯＢ角が３０度以上）状態かど
うかを判断する。補助条件が満足あるいは許容可能な状態の場合（経路Ａ）、当該方法は
ランプモジュールを第１の方法で作動させ、ベッドが満足な状態にあることを示す。しか
し、補助条件が不満足あるいは許容不可の場合（経路Ｂ）、当該方法はランプを第２の方
法で作動させ、ベッドが不満足な状態にあることを示す。システムは、ＰＰＭが装備され
、安全装置が有効ではない場合（経路Ｃ）、あるいはＰＰＭシステムが装備されておらず
、安全装置が有効であるかないかに関わらず、補助条件が許容不可（例えば補助条件が満
足でない）の場合も（経路Ｄ）、ランプを第２の方法で作動させ、不満足状態を示す。Ｐ
ＰＭシステムが装備されておらず補助条件の状態が許容可能の場合は、当該方法はＮＵＬ
Ｌ状態を示す（経路Ｅ）。
【００１７】
　図８は、図７と同様の方法およびシステムを示すが、満足状態を示す専用ランプモジュ
ールと不満足状態を示す専用ランプモジュールを使用する。
【００１８】
　図９および図１０は、転落以外の望ましくない危険に一般化された方法および関連シス
テムを示す。一般化は、ベッドの使用者が望ましくない事象に対する危険に晒されている
ことを示すこと（例えば、ＰＰＭシステムを装備することはベッド使用者が許容できない
ほど高い転落の危険に晒されていることを示す）と、危険に対する固有の安全装置が有効
になっているかを特定することとを含む。特定の危険固有の安全装置が有効であるか否か
は、問題の危険に関する１つ以上の状態または条件の相関関係である。特に図９と下表を
参照すると、使用者が危険に晒されていると示され、当該危険固有の安全装置が有効であ
る場合は、ベッドの満足状態を示す表示がなされる。使用者が危険に晒されていると示さ
れ、当該危険固有の安全装置が有効でない場合は、以下に定められるように不満足状態を
示す表示がなされる。　

　　　　危険か？　　事象固有の安全装置は有効か？　　ベッド状態の表示
　　　　　はい　　　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　満足
　　　　　はい　　　　　　　　いいえ　　　　　　　　　　　不満足

図１０と下表に示されるように、ＨＯＢ角度などの補助条件も判断の対象にすることがで
きる。　

補助条件　　危険か？　　事象固有の安全装置は有効か？　　ベッド状態の表示
許容可能　　　はい　　　　　　　　はい　　　　　　　　　　　　満足
許容可能　　　はい　　　　　　　　いいえ　　　　　　　　　　　不満足
許容不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
【００１９】
　図９および図１０に示すシステムおよび方法は、同じランプモジュールを使って、満足
状態および不満足状態の両方を示すことを提案しているが、前述のように、専用ランプモ
ジュールを代わりに採用できる。さらに、前述のような本題の変形（点灯特性、専用対非
専用のランプモジュール、単独あるいは複数のランプモジュールの使用、補助条件の使用
）またそれに限定されない複数の変形を採用するか否かは、設計者の判断次第であると理
解される。
【００２０】
　開示のシステムは、新たに製造された複数のベッドの中に組み込むことができ、これに
より当該ベッドは開示された方法を実現できる。また、システムは、ベッドの機能を向上
させるよう現存のベッドに後付けできる。すなわち、図１１に示されるように、後付けキ
ット７０は、満足メッセージ、不満足メッセージおよびＮＵＬＬメッセージに対応するよ
う構成された少なくとも１つのランプモジュール４２を有し、さらに、ランプモジュール
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を高さ調節可能フレーム１６に固定するための左右のブラケット４３を有する。キットは
、チップ６４、ＰＣＢ６６や、複数のブラケットねじ７２、複数の磁石７４、複数のケー
ブルタイ７６などのさまざまなファースナーをさらに有し、これによりブラケットとワイ
ヤーをベッドに固定できる。また、キットは、複数のラベル８０、複数の手順書８２およ
び複数のパッケージ部品８４をさらに有する。チップ６４は、ランプの作動論理６２を含
まないベッド上の既存のチップと代用可能である。同様に、ＰＣＢは、ランプモジュール
を作動できないベッド上の既存のＰＣＢと代用可能である。ランプ作動論理６２は、患者
位置監視（ＰＰＭ）システムが装備されているか、または装備解除されているかを示すＰ
ＰＭメッセージをＰＰＭシステムから受信できる。さらに、ランプ作動論理６２は、危険
固有の安全装置が有効かどうかを判断するための状態または条件情報も受信できる。論理
６２とＰＣＢ６４は、以下に示すように、ＰＰＭメッセージおよび状態または条件情報に
応じて満足または不満足メッセージを発生する。　

　　　　　　　ＰＰＭ　　　安全装置　　　ベッド状態の表示
　　　　　　　装備　　　　　有効　　　　　　　満足
　　　　　　　装備　　　　　無効　　　　　　　不満足
【００２１】
　本方法は、ある要件に対する不適格性を示すよう設計された他のシステムと併用するこ
ともできる。論理６２とＰＣＢ６４は、以下に示すように、ＰＰＭメッセージ、状態また
は条件情報および補助条件に応じて満足または不満足メッセージを発生する。　

　補助条件　　　ＰＰＭ　　　安全装置　　　ベッド状態の表示
　許容可能　　　装備　　　　　有効　　　　　　　満足
　許容可能　　　装備　　　　　無効　　　　　　　不満足
　許容不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不満足
【００２２】
　本開示は、特定の複数の実施形態を参照しているが、当業者は、添付の請求項によって
規定された対象を逸脱することなくさまざまな形式上の変更や詳細の変更を行うことが可
能であることを理解するであろう。
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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