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(57)【要約】
【課題】ベッド上等で簡単に洗髪でき、かつ、皮膚病を
予防することができる洗髪装置を提供する。
【解決手段】洗髪器本体１と、給水用タンク３と、オゾ
ン発生器４と、オゾン含有空気をタンク３内へ送給する
空気送給手段５と、集水用タンク６とを備える。洗髪器
本体は、下端を開口すると共に所望の部位に腕先挿入用
開口部１７を有する頭髪部被覆用カバー体１１と、上端
を開口部１７と連立させてカバー体１１内に垂下して設
けた筒状布部材１３と、任意数の噴水孔２１を有し、布
部材１３の下端開口部周縁に沿わせて装着したシャワー
用円形リング管１４と、カバー体に設けた排水口１５と
を備える。円形リング管はポンプ等の液体圧送手段３６
を介装して導水ホース３７により給水用タンク３と接続
され、排水口は排水ホース６３により集水タンクと接続
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗髪器本体と、給水用タンクと、オゾン発生器と、このオゾン発生器から送出されるオ
ゾン含有空気を前記給水用タンク内へ送給する空気送給手段と、集水用タンクとを備え、
　前記洗髪器本体は、下端を開口すると共に所望の部位に腕先挿入用開口部を有する頭髪
部被覆用カバー体と、前記腕先挿入用開口部の周縁に沿わせて装着した保形用の円形輪状
体と、上下端を開口すると共に上端を前記挿入用開口部と連通させて前記輪状体から前記
カバー体内に垂下して設けた筒状布部材と、任意数の噴水孔を有し、前記布部材の下端開
口部周縁に沿わせて装着したシャワー用円形リング管と、前記カバー体に設けた排水口と
を備え、
　前記円形リング管は送水ポンプ等の液体圧送手段を介装して導水ホースにより前記給水
タンクと接続するように構成され、
　前記排水口は排水ホースにより前記集水用タンクと接続するように構成されている
ことを特徴とする、介護用洗髪装置。
【請求項２】
　前記洗髪器本体は、前記カバー体の内壁面に接着して、前記カバー体の下端開口部から
前記円形輪状体に掛けると共に前記カバー体の円周方向に任意の間隔を存して任意本数設
けた弾性支柱部材を備えていることを特徴とする、請求項１に記載の介護用洗髪装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の介護用洗髪装置において、前記排水口は開閉バルブを備えてい
ることを特徴とする、介護用洗髪装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の介護用洗髪装置において、前記給水用タンクを加
熱する加熱器を備えていることを特徴とする、介護用洗髪装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の介護用洗髪装置において、前記排水口と集水用タ
ンクとを接続する前記排水ホース中に吸水ポンプが介装して設けてあることを特徴とする
、介護用洗髪装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、寝たきりの者等、要介護者の洗髪用に使用する介護用洗髪装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば老人福祉施設、保健施設、或いは一般家庭内における寝たきりの者等
の洗髪は介護者により行なわれているが、この洗髪作業は大変な労力を要している。そこ
で、最近において、要介護者のために水やお湯を使用しないで洗髪できるシャンプーが開
発された。このシャンプーを使用して洗髪することにより、介護者の負担は軽減すること
ができる。しかるに、水やお湯を使用しないで洗髪する方法では被洗髪者に満足感を与え
ることはできない問題を有している。
【０００３】
　上記のような問題を解消するため、要介護者の洗髪装置が提案されている。この洗髪装
置は、漏水受け皿を有する枕体と頭髪部被覆袋とを備え、前記被覆袋の内側部に洗髪用ブ
ラシ、噴水口、排水口及び洗剤注入口を設け、前記噴水口を導水ホースにより給水タンク
に接続すると共に前記排水口を排水ホースにより集水タンクに接続するように構成したも
のである（例えば、特許文献１参照）。
　上記従来の洗髪装置によれば、要介護者等をベッド上等で水やお湯を使用して洗髪する
ことが可能になる。
【０００４】
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　しかしながら、上記従来の洗髪装置においても次のような点において改良を加えるべき
余地が残されている。（１）長い期間のベッド生活者は頭皮や頭髪から臭気が発生すると
共に皮膚病などにかかり易い。しかるに、上記従来の洗髪装置は消臭や皮膚病などの予防
に関する考慮を欠除している。（２）被介護者の洗髪は、指先で手加減しながら行なうこ
とが好ましい。しかるに、上記従来の洗髪装置はブラシを使用して洗髪するように構成し
てあるため、充分に手加減しながら洗髪することはできない問題を有している。
【特許文献１】特開平８－１１２３２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、ベッド上等で手加減しながら簡単
良好に洗髪でき、かつ、消臭及び皮膚病などを予防することができる介護用洗髪装置を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明のうち１つの発明（第１の発明）は、洗髪器本体と、
給水用タンクと、オゾン発生器と、このオゾン発生器から送出されるオゾン含有空気を前
記給水用タンク内へ送給する空気送給手段と、集水用タンクとを備え、前記洗髪器本体は
、下端を開口すると共に所望の部位に腕先挿入用開口部を有する頭髪部被覆用カバー体と
、前記腕先挿入用開口部の周縁に沿わせて装着した保形用の円形輪状体と、上下端を開口
すると共に上端を前記挿入用開口部と連通させて前記輪状体から前記カバー体内に垂下し
て設けた筒状布部材と、任意数の噴水孔を有し、前記布部材の下端開口部周縁に沿わせて
装着したシャワー用円形リング管と、前記カバー体に設けた排水口とを備え、前記円形リ
ング管は送水ポンプ等の液体圧送手段を介装して導水ホースにより前記給水タンクと接続
するように構成され、前記排水口は排水ホースにより前記集水用タンクと接続するように
構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　第１の発明のように構成すると、給水用タンク内にオゾン発生器からオゾン含有空気が
送給されるので、給水用タンク内に貯留されている洗浄用の水はオゾン含有水となり、液
体圧送手段を稼動することにより、前記オゾン含有水は前記円形リング管に圧力送給され
、噴水孔からシャワーとなって噴出する。
　そこで、前記カバー体を被洗髪者の頭に被せて頭髪部を被覆する。次いで前記カバー体
の腕先挿入用開口部から介護者の腕先部を筒状布部材を通過して前記カバー体内に挿入す
ると共に液体圧送手段を稼動してオゾン含有水を噴水孔から噴出させて頭髪を濡らした後
、液体圧送手段を停止する。そして、洗剤を頭髪に付着して手で洗髪した後、液体圧送手
段を再び稼動してオゾン含有水を噴射して頭髪を洗浄する。これにより、頭髪をオゾン含
有水で洗浄することができる。また、前記カバー体内の洗浄廃水は排水ホースを通って集
水用タンク内に集水される。
【０００８】
　上記のように、本発明によれば、頭髪部被覆用カバー体内に手を挿入して、指で手加減
しながらオゾン含有水で頭髪を簡単かつ円滑良好に洗髪することができると共に小量の洗
浄用の水を使用してきれいに洗髪することができる。
【０００９】
　また、オゾン含有水を頭髪に噴射して洗髪することにより、次のような作用を奏する。
（１）頭皮や頭髪から発生している臭気を略完全に消臭することができる。（２）頭皮等
を殺菌・消毒することができる。（３）洗髪後の頭皮等を活性し、皮膚病等を予防するこ
とができる。
【００１０】
　本発明の他の１つの発明（第２の発明）は、第１の発明の介護用洗髪装置において、前
記洗髪器本体は、前記カバー体の内壁面に接着して、前記カバー体の下端開口部から前記
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円形輪状体に掛けると共に前記カバー体の円周方向に任意の間隔を存して任意本数設けた
弾性支柱部材を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明のように構成すると、前記支柱部材により前記カバー体と頭皮との間に空隙
部が形成される。したがって、前記作用効果に加え、洗髪作業が一層円滑良好に行うこと
ができる。
【００１２】
　本発明のさらに他の１つの発明（第３の発明）は、第１又は第２の発明の介護用洗髪装
置において、前記排水口は開閉バルブを備えていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明のさらに他の１つの発明（第４の発明）は、第１ないし第３のうちのいずれかの
発明の介護用洗髪装置において、前記給水用タンクを加熱する加熱器を備えていることを
特徴とする。第４の発明のように構成すると、前記作用効果に加え、給水用タンク内の洗
浄用の水を所望温度に加熱し、温水で洗髪することができる。
【００１４】
　本発明のさらに他の１つの発明（第５の発明）は、第１ないし第４のうちのいずれかの
発明の介護用洗髪装置において、前記排水口と集水用タンクとを接続する前記排水ホース
中に吸水ポンプが介装して設けてあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、被洗髪者をベッド上等に寝かせたままで、簡単かつ円滑良好に洗髪す
ることができる。また、頭皮等から発生する臭気を消臭することができる。さらにまた、
頭皮等を殺菌・消毒すると共に洗髪後の頭皮等を活性し、皮膚病等を予防することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を説明する。
【００１７】
　図１は本発明の介護用洗髪装置の一実施の形態の全体構成の概要を示す説明図、図２は
同上洗髪装置に採用した洗髪器本体を示す平面説明図、図３は同上洗髪器本体の上半部側
を示す説明図、図４は同上洗髪器本体の下半部側を示す説明図、図５は同上洗髪器本体に
設けたシャワー用円形リング管を示す底面図（ａ）と側面図（ｂ）、及び拡大断面図、図
６は洗髪装置の使用状態の一例を示す説明図である。
【００１８】
　上記図１ないし図６において、この実施の形態の介護用洗髪装置は、洗髪器本体１と、
給水用タンク３と、オゾン発生器４と、このオゾン発生器４から送出されるオゾン含有空
気を前記タンク３内へ送給する空気送給手段５と、集水用タンク６とを備えている。
【００１９】
　前記洗髪本体１は、頭髪用カバー体１１と、保形用の円形輪状体１２と、筒状布部材１
３と、シャワー用円形リング管１４と、前記カバー体１１に設けた排水口１５とを備えて
いる。
【００２０】
　前記カバー体１１は軟質プラスチックシート或いは、防水加工を施した防水性生地その
他の防水性シート材で構成され、下端を開口１６すると共に所望の部位に位置させて形成
した腕先挿入用開口部１７を備えている。前記カバー体１１を構成する防水性シート材は
透明性のものを採用するのが好ましいが、半透明や非透明性であってもよい。前記カバー
体１１は、寝たきりの者等、被洗髪者８０の頭８２（図６参照）に被覆した状態で充分な
洗髪用作業空間部を形成し得る大きさに構成することが好ましい。前記カバー体１１の腕
先挿入用開口部１７を形成する部位は特に限定するものではなく任意に決定できる。即ち
例えば、前記カバー体１１を被洗髪者の頭８２に被せた際に、額（前頭部）の近辺、頂頭
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部、或いはその中間部等に相当する部位その他所望の部位を選択して適当に決定すること
ができる。
【００２１】
　この実施の形態の前記カバー体１１は、前記カバー体１１の下端における開口部１６の
周縁部を被洗髪者の頭皮にフィットして密接させる水漏れ防止手段１８を備えている。実
施の形態の水漏れ防止手段１８は、前記カバー体１１の下端開口部１６の周縁に沿わせて
設けた適当な厚み及び巾の伸縮性の輪状バンド１９と、このバンド１９の下端に設けた調
整用ベルト２０とを備えている。前記バンド１９はゴム材等で構成され、前記バンド１９
の中間部にゴム紐等よりなるサイズ調整用の伸縮帯１９ａ，１９ａが介装して設けてある
。これにより、前記カバー体１１を頭に被せると、下端開口部１６の周縁が頭の大きさに
対応してバンド１９が伸縮し、下端開口部周縁が頭皮に密に接触するように構成してある
。
　また、前記ベルト２０はゴム材等で構成され、ベルト２０の両端部には面状ファスナー
２０ａ，２０ｂが取付けてある。前記ベルト２０は前記カバー体１１を頭に被せた後、両
端を牽引して面状ファスナー２０ａ，２０ｂにより止着される。これにより、前記カバー
体１１の下端開口部周縁は頭皮にさらにフィットして密に接触し、水漏れの防止を一層良
好に行なえるようになっている。
【００２２】
　なお、実施の形態の水漏れ防止手段１８は上記したように、前記バンド１９及び前記ベ
ルト２０で構成した例を開示したが、例えば、前記バンド１９を省略し、前記ベルト２０
のみで水漏れ防止手段１８を構成する等、任意に変更可能である。要は前記カバー体１１
を被洗髪者の頭に被せた際、下端開口部周縁が頭にフィットして頭皮に密に接触させるよ
うに構成すればよいものである。
【００２３】
　前記円形輪状体１２はゴム材等で構成され、手首が自由に出し入れできるように、適当
な大きさに形成されている。円形輪状体１２は腕先挿入用開口部１７の周縁に沿わせ接着
等により前記カバー体１１に装着されている。これにより、前記開口部１７は円形に保持
できるようになっている。
【００２４】
　前記筒状布部材１３は前記カバー体１１と同様に防水性シート材で構成され、上下端を
開口すると共に上端を腕先挿入用開口部１７と連通させて前記輪状体１２から前記カバー
体１１内に垂下して設けてある。この実施の形態の筒状布部材１３は下端を手首を挿入可
能な大きさに開口した逆円錐筒状に形成してある。
　なお、この場合において、筒状布部材１３は前記カバー体１１と別体に形成することが
できるが、前記カバー体１１に延設して前記カバー体１１と一体的に形成することもでき
る。筒状布部材１３の長さは適当に決定する。
【００２５】
　前記シャワー用円形リング管１４は、適当な太さのゴム管や軟質又は硬質性プラスチッ
ク管等で構成され、手首を挿入可能な円形リング状に形成されている。前記リング管１４
には、図５に詳細に示すように、液体を噴出させる任意数の噴水孔２１…２１が設けてあ
る。また、前記リング管１４の適当部には接続用入口２２が設けてある。前記リング管１
４は噴水孔２１…２１を下側に向け、前記布部材１３の下端開口部周縁に沿わせて接着等
により前記布部材に装着されている。これにより、給水用タンク３から圧力送給されるオ
ゾン含有水は前記リング管１４の各噴水孔２１からシャワーとなって噴出するようになっ
ている。
【００２６】
　上記のように、給水用タンク３内のオゾン含有水を前記リング管１４へ送給し、各噴水
孔２１から噴出させるもので、この実施の形態では前記カバー体１１の適当部（図示では
下端部側）にホース接続具２３を設け、この接続具２３と前記入口２２を中継ホース２４
で接続してある。そして、一端を給水用タンク３側に接続した導水ホース３７の他端を前
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記ホース接続具２３に取外し可能に接続し、給水用タンクと前記リング管１４を接続する
ように構成してある。
　なお、この場合において、中継ホース２４を省略し、導水ホース３７の他端を前記リン
グ管の前記前記入口２２と直接接続するように構成することも勿論可能である。
【００２７】
　前記排水口１５は前記カバー体１１の適当な部位に設けてある。この排水口１５は前記
カバー体１１内に留まった廃水（洗浄汚水）をカバー体１１外に排出するもので、この実
施の形態の排水口１５には開閉バルブ２５が設けてある。
【００２８】
　また、この実施の形態の洗髪器本体１は、前記カバー体１１の内壁面に接着等により固
着して、前記カバー体１１の下端開口部側から前記円形輪状体１２に掛けると共に前記カ
バー体１１の円周方向に任意の間隔を存して任意本数設けた弾性支柱部材２６…２６を備
えている。この実施の形態では前記支柱部材２６を８本設けた例が開示されているが、こ
の本数は任意に増減できるものである。
【００２９】
　前記支柱部材２６はゴム材等で構成されている。この実施の形態の各支柱部材２６は断
面半円形に形成したものを採用している。そして、各支柱部材２６は平担面側を前記カバ
ー体１１の内壁面に接着して固定されている。この実施の形態のように支柱部材２６を設
ける構成を採用すると、各支柱部材２６により前記カバー体１１と頭皮との間に図４（ｃ
）に示すように空隙部２７が形成される。したがって、指先が前記カバー体１１と頭皮と
の間に入り易くなるので、洗髪作業が一層円滑に行なえる。また、前記支柱部材２６によ
りカバー体１１の保形性を良好に保持することができる。
【００３０】
　前記給水用タンク３は洗浄用の水３１を貯留するもので、タンク３の容量は１回の洗髪
に必要な水量（例えば、約２リットル～約３リットル程度）が入る大きさに形成されてい
る。前記タンク３は水注入口３２、水出口３３、オゾン含有空気入口３４及びエアー抜き
口（図示せず）等を有し、水出口３３には適当な長さ（下端がタンク３内の底部近くに位
置する長さ）の吸上管３５が取付けてある。洗浄用の水３１としては水道水等が使用され
る。
【００３１】
　前記タンク３は、送水ポンプ等の液体圧送手段３６を介装して前記導水ホース３７によ
り水出口３３と前記洗髪器本体１のホース接続具２３とを接続し、タンク３内の洗浄用水
（オゾン含有水）を前記リング管１４へ圧力送給するように構成してある。実施の形態で
は液体圧送手段３６として吐出容量可変型の送水ポンプを採用している。図１において、
３８はポンプの電源スイッチ、３９はボリュームを示す。これにより、電源スイッチ３８
をＯＮにすると、タンク３内の前記水３１は吸い上げられ、導水ホース３７、中継ホース
２４を通って前記リング管１４へ圧力送給され、噴水孔２１からシャワーとなって噴出す
る。また、送給量はボリューム３９により調整できる。
【００３２】
　前記オゾン発生器４はハウジング４０内に設けられ、空気導入口４１及び空気排出口４
２を有する外筒４３と、この外筒４３内に配設されて紫外線（オゾン線）を照射する紫外
線ランプ４４とを有している。前記ランプ４４は図示しない電源から漏電ブレーカ、安定
器４５（チョークボックス）を経て送られる電力より点灯させるように構成されている。
【００３３】
　前記空気送給手段５は、オゾン発生器４から送出されるオゾン含有空気を給水用タンク
３内へ送給するものである。この実施の形態の空気送給手段５は、コンプレッサー、ブロ
アーポンプ或いは送風機等で構成され、接続ホース５１を介して外筒４３の空気導入口４
１と接続してハウジング４０内に配設した圧力空気送給機５０を備え、オゾン発生器４の
空気排出口４２と給水用タンク３の前記空気入口３４を空気輸送ホース５２により接続し
てある。また、前記空気入口３４には前記タンク３内に位置させて適当長さの空気送給管
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５３が取付けてある。
【００３４】
　前記圧力空気送給機５０はモータ（図示せず）で稼動する。これにより、前記送給機５
０から外筒４３内へ送られる圧力空気は紫外線ランプ４４から照射される紫外線が作用し
てオゾン含有空気となり、このオゾン含有空気は空気排出口４２から圧力送出され、前記
ホース５２を通って空気送給管５３の下端から前記タンク３内へ吐き出される。上記によ
り、給水用タンク３内の前記水３１はオゾン含有水となる。前記水３１に含有するオゾン
の含有量（濃度）は特に限定するものではなく、適当に設定し得るものであるが、低濃度
で殺菌、消毒、消臭、及び頭皮等の活性の諸効果を充分に発揮する。なお、この場合にお
いて、オゾンの含有濃度が高過ぎると生体組織に悪影響を与える恐れがあるので、この点
については十分注意することが好ましい。
【００３５】
　前記集水用タンク６は洗髪に使用した洗浄汚水（廃水）を集水するものである。前記タ
ンク６の容量は給水用タンク３の容量と同じ大きさのものを使用する。前記タンク６は水
入口６１、水排出口、及びエアー抜き口（図示せず）を有し、排水ホース６３により水入
口６１を前記洗髪器本体１の排水口１５と取外し可能に接続し、前記カバー体１１内から
流出する廃水を前記タンク６内へ集水するように構成してある。また、この実施の形態で
は前記ホース６３に吸水ポンプ６４を介装して設け、前記カバー体１１内の廃水を吸引し
て前記タンク６へ送給するように構成してある。この場合、吸水ポンプ６４は所望に応じ
て設けるもので、省略してもよい。
【００３６】
　また、この実施の形態の介護用洗髪装置は給水用タンク３を加熱する加熱器７を備え、
タンク３内の前記水３１を適当温度（例えば約４０℃～約４５℃）に加熱し得るように構
成されている。図１において、７１は加熱器７の電源スイッチ、７２は温度設定用ダイヤ
ル等を示す。前記加熱器７は所望に応じて設けるものである。加熱器７を設けない場合に
あっては、洗浄用の水として、適当な温度のお湯を給水用タンク３に入れて使用すること
ができる。
　なお、この実施の形態では、前記両タンク３，６、オゾン発生器４、圧力空気送給機５
０、及び加熱器７を１つのケース８内に収容するように構成してある。この場合、前記液
体圧送手段３６、吸水ポンプ６４、及び洗髪器本体１も前記ケース８内に収容できるよう
に構成してもよい。このように構成すると、洗髪装置の持ち運びや保管等に便利になる。
【００３７】
　この実施の形態の介護用洗髪装置は上記のように構成したので、次に使用方法の一例に
ついて説明する。図６に示すように、寝たきりの者等、被洗髪者８０をベッド８１上等に
寝かせたままで、被洗髪者８０の頭８２へ洗髪器本体１の前記カバー体１１を被せて頭髪
部を被覆し、調整用ベルト２０の両端を止着して洗髪器本体１をセットする。また、被洗
髪者８０の後頭部の適当部に枕８３を設置する。
　一方、給水用タンク３内には所定量の水道水等の洗浄用の水３１を貯留して加熱器７で
適当な温度に加熱して置く。また、圧力空気送給機５０を稼動してオゾン含有空気を給水
用タンク３内に送給して前記水３１に適当な濃度（低濃度）のオゾンを含有させて置く。
前記水３１に所定量のオゾンを含有させた後、前記送給機５０を停止する。さらにまた、
排水口１５のバルブ２５は閉にする。
【００３８】
　上記作業を終了後、介護者（図示せず）は一方の手（例えば右手）を腕先挿入用開口部
１７から前記カバー体１１内に挿入し、他方の手（例えば左手）で液体圧送手段３６（ポ
ンプ）のボリューム３９を小容量に調整し、ポンプ３６の電源スイッチ３８をＯＮにする
。これにより、給水用タンク３内の加温された前記水３１（オゾン含有水）は導水ホース
３７、中継ホース２４を通り、リング管１４の各噴水孔２１から噴出する。介護者は左手
で被洗髪者８０の頭部を支えながら前記カバー体１１内に挿入した右手で操作して前記噴
出する水で頭髪を濡らした後、ポンプ３６のスイッチ３８をＯＦＦにして前記水の噴出を
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停止する。
【００３９】
　ついで、洗剤（図示せず）を手で持ち、前記開口部１７を通じて頭８２（頭髪）に付着
し、右手で手加減しながら操作して泡立てて頭髪部全体を洗髪する。洗髪終了後、排水口
１５のバルブ２５を開くと共に吸水ポンプ６４を稼動し、また、ポンプ３６のボリューム
３９を大容量に調整し、電源スイッチ３８を再びＯＮにする。そして、前記開口部１７か
ら挿入した右手の指を使って前記リング１４から噴出するオゾン含有水で洗髪後の頭髪を
よく洗浄する。この洗浄廃水はポンプ６４で吸引されて、排水口１５からカバー体１１外
に排出され、ホース６３を通って集水用タンク６内へ集水される。
　上記洗浄操作の際、右手を動かすことにより、右手と同調して前記リング管１４も移動
し、シャワー水は手の動く方向へ噴射されるので、頭髪の洗浄が効率よく行なえる。また
、洗浄は指先で加減しながら行なうので、洗浄作業が良好になる。
　さらにまた、前記カバー体１１と頭皮との間には前記支柱部材２６により間隙部２７が
形成され、指先が入り易くなるので洗浄作業がし易くなる。そのため、頭髪全体をきれい
に洗浄することができる。
【００４０】
　次いで、前記洗浄作業が終了後、ポンプ３６のスイッチをＯＦＦにすると共にポンプ６
４の稼動を停止する。そして、洗髪機本体１を被洗髪者の頭から取外し、バスタオル等（
図示せず）で頭髪の水分を取り除き、洗髪は終了する。
　上記洗髪はオゾン水を頭髪に噴射して行なうので、頭皮や頭髪から発生している臭気を
略完全に消臭することができると共に頭皮等を殺菌、消毒し、かつ、洗髪後の頭皮等を活
性し、皮膚病等を予防することができる。
【００４１】
　なお、上記した実施の形態は一例として開示したもので、本発明は上記の実施の形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の技術思想を越脱しない範囲内において
任意に変更可能なものである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の介護用洗髪装置の一実施の形態の全体構成の概要を示す説明図である。
【図２】同上介護用洗髪装置に採用した洗髪器本体を示す平面説明図である。
【図３】同上洗髪器本体の上半部側を示す説明図である。
【図４】同上洗髪器本体を示す説明図であって、同図（ａ）は同上洗髪器本体の下半部側
を示す正面図から見た説明図、同図（ｂ）は同上洗髪器本体の頭髪部被覆用カバー体の一
部を拡大して示す説明図、同図（ｃ）は同上カバー体の一部を拡大して示す横断面説明図
である。
【図５】同上洗髪器本体に設けたシャワー用円形リング管を示す図であって、同図（ａ）
は同上リング管の底面図、同図（ｂ）は同じく側面図、同図（ｃ）は同図（ｂ）のＡ－Ａ
線拡大断面図である。
【図６】同上介護用洗髪装置の使用状態の一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４３】
１　　　　洗髪器本体
３　　　　給水用タンク
４　　　　オゾン発生器
５　　　　空気送給手段
６　　　　集水用タンク
１１　　　頭髪部被覆用カバー体
１３　　　筒状布部材
１４　　　シャワー用円形リング管
１５　　　排水口
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１７　　　腕先挿入用開口部
２１　　　噴水孔
３６　　　液体圧送手段
３７　　　導水ホース
６３　　　排水ホース

【図１】 【図２】

【図３】
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