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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低コスト化が可能であり、使用者が少ない負担
で身体位置、姿勢等の体位変更の動作を容易かつスムー
ズに行うことができ、かつ、使い勝手が良いこと。
【解決手段】左右に所定間隔で対向する１対の側枠部１
２、及び１対の側枠部１２の下端部を連結し平坦状の底
面部１３Ａを有する底枠部１３、及び底枠部１３と所定
間隔で対向し１対の側枠部１２の上端部を相互に連結す
る上枠部１４からなる四辺形枠状に形成された枠体１０
と、枠体１０の内部に設けられて枠体１０の底枠部１３
及び上枠部１４と対向し、１対の側枠部１２間を相互に
接続する把持部２０とから構成される身体位置変更用補
助具１を、使用者の動作目的に応じ、ベッド上の任意の
所望の位置に立設させ、その上枠部１４を掴んで力を入
れたり、また、脇に挟んでベッド上の任意の所望の位置
に立設させた状態でその把持部２０を握って力を入れた
りすることで、使用者の支えとする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右に所定間隔で対向する１対の側枠部、及び前記１対の側枠部の下端を連結し、平坦
状の底面部を有する底枠部、及び前記底枠部と所定間隔で対向し前記１対の側枠部の上端
部を連結する上枠部からなる四辺形枠状に形成された枠体と、
　前記枠体の内部に設けられて前記枠体の前記底枠部及び前記上枠部と対向し、前記１対
の側枠部間を相互に接続する１以上の把持部と
を具備することを特徴とする身体位置変更用補助具。
【請求項２】
　前記枠体の前記上枠部と前記把持部間の距離間隔を変位自在としたことを特徴とする請
求項１に記載の身体位置変更用補助具。
【請求項３】
　前記枠体の前記上枠部と前記把持部間の距離間隔は、前記１対の側枠部を、それぞれ所
定間隔の複数の貫通孔が形成された二つの管を嵌合し、当該貫通孔を適宜の位置で合わせ
て雄ネジ及び雌ネジを螺合させ、その長さを調節自在にして、前記枠体の上枠部と把持部
間の距離間隔を変位自在としたことを特徴とする請求項２に記載の身体位置変更用補助具
。
【請求項４】
　前記枠体における前記上枠部の少なくとも上面側を曲面状に湾曲して形成されているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１つに記載の身体位置変更用補助具。
【請求項５】
　前記把持部はその周囲が曲面状に湾曲して形成されていることを特徴とする請求項１乃
至請求項４の何れか１つに記載の身体位置変更用補助具。
【請求項６】
　前記枠体における前記上枠部の少なくとも上面側に滑り止めを設けたことを特徴とする
請求項１乃至請求項５の何れか１つに記載の身体位置変更用補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッドから自力で上半身を起こす際や、起き上がった状態から歩行に入るた
め等にベッド上で体の向きを変えたり体を移動させたりする際や、歩行等に入るためにベ
ッドから立ち上がる際の介助手段として使用される、即ち、起き上がりから立ち上がりま
での一連の動作を自ら達成するのを介助する身体位置、姿勢等の体位を変更する場合に一
助となる身体位置変更用補助具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　筋力が低下する高齢者や身体障害者等にとって、家庭用や病院用等のベッドで横になっ
ている状態から自力で起き上がり、歩行等に入るためにベッドから立ち上がるまでの一連
の動作は重労働である。ベッドに横たわっている高齢者や身体障害者等が自ら起き上がり
、体の向きを変えまたは体を移動し、そして、立ち上がるために無理して力を入れ、骨折
したり転倒したりする等の事故に繋がるケースも見られる。
　特に、ベッドに横たわっている状態から上体を起こす際には、通常、床上に手腕を付い
て反動をつけ支えながら起き上がるが、マットや敷布団が敷設されているベッド上におい
ては手腕を付いた際の沈み込みが強いため、筋力が低下する高齢者や身体障害者等にとっ
て、ベッド上についた手腕に力を入れて体を支えながら上体を起こす動作は不安定であり
、大変な労力を要するものである。また、同様に、ベッド上に付いた手腕に力を入れて手
腕を支えとしながらベッド上で体の向きを変えたり体を移動させたり、更には、ベッドか
ら立ち上がったりする動作においても容易かつスムーズに行うことは困難である。
【０００３】
　そこで、従来から、手動や電動によって屈曲する上半身を起き上がらせるためのベッド
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が開発されているが、このようなベッドは極めて高価である。
　また、ベッドサイドに沿って設けられベッドからの転落防止や布団等の落下防止等の安
全手段としての機能を有する側柵を、起き上がりから立ち上がりまでの一連の動作の手掛
かりとして使用する手段も知られている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、ベッドのサイドフレームに設けられた付属部品取付用穴に支
柱支持機構を介してサイドフレーム長手方向に装着する支柱部と、この支柱部に固定手段
を介して任意の位置に締め付け装着する握り部とで構成される介助機構が開示されている
。そして、特許文献１の記載によれば、使用者は、寝た状態から逆Ｕ字状の支柱部を握り
、上体を起こす動作を行うことができるとされ、更に、逆Ｕ字状の支柱部を手掛かりに身
体を移動していきベッドサイドに座り、操作レバーの操作によって床部側方外側へ回して
固定した握り部を支えとして立ち上がることができるとされている。
【０００５】
　さらに、特許文献２では、ベッドのマット台上に保持され、マット下部に敷き込まれる
基部と、この基部に結合し、ベッドの頭部よりの側面に直立する起き上がりフレームと、
この起き上がりフレームに形成され、使用者がベッドから起き上がる際に握る起き上がり
手すりと、前記起き上がりフレームに結合し、ベッドの横外方へ延び、かつ床面上に支持
される歩き出しフレームと、この歩き出しフレームに形成され、使用者が歩き出す際に握
る歩き出し手すりと、起き上がりフレーム又は歩き出しフレームの両フレーム結合部付近
に形成され、使用者が立ち上がる際に握る立ち上がり手すりを有するベッド用手すりを開
示している。この特許文献２においては、ベッドに寝ている使用者は、起き上がり手すり
を握ってベッド上に起き上がることができ、そして、立ち上がり手すりを握って、ベッド
に腰掛けた状態となり、さらに、つえ等を併用しながら立ち上がり、次に歩き出し手すり
を握って歩き出すことができると記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－０２４０１３号公報
【特許文献２】特開２００３－２３５９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１及び特許文献２を始めとする側柵においては、ベッドサイドに沿って固
定されているものであることから、起き上がりの介助手段として使用する際、使用場所が
限定され、ベッドに横になっている状態の使用者と側柵との位置関係によっては、即ち、
側柵から遠い位置に使用者が横になっている場合には、起き上がるために使用者がわざわ
ざその都度側柵を掴める位置まで身体を移動しなければなない不便さがあった。また、ベ
ッド上で体を移動させたりベッドから立ち上がったりする際には、側柵の近傍でしかそれ
を握って体を移動させたり立ち上がったりすることができず、介助手段としての使用場所
が限定されている不便さがあった。さらに、上半身を起こす際に横になっている位置から
身体を移動させず、無理な姿勢で側柵を掴もうとして体を傷めたりすることもあった。
【０００８】
　また、このような側柵を、既存のベッドに後付けしようとする場合、螺子等の固定手段
によってベッドサイドに取り付けなければならず、その組み付け作業が面倒である。
　加えて、ベッドサイドに固定されている側柵の場合、ベッドサイドの視界が遮られ使用
者に不安感を与えることもある。
【０００９】
　そこで、本発明は、かかる不具合を解決すべくなされたものであって、低コストであり
、使用者が身体位置、姿勢等の体位変更動作を容易かつスムーズに行うことができ、かつ
、使い勝手が良い身体位置変更用補助具の提供を課題とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の発明の身体位置変更用補助具は、左右に所定間隔で対向する１対の側枠部、
及び当該１対の側枠部の下端部を連結し平坦状の底面部を有する底枠部、及び当該底枠部
と所定間隔で対向し前記１対の側枠部の上端部を連結する上枠部からなる四辺形枠状に形
成された枠体と、その内部に設けられて前記枠体の底枠部及び上枠部と対向し、１対の側
枠部間を相互に接続する１または２以上の把持部とを具備するものである。
【００１１】
　ここで、上記枠体は、底面部を平坦状に形成し、この底面部を下にしてベッド上に立設
させ使用者の体重の一部を支持する枠体であり、使用者の体重の一部を十分支持できる強
度を備えていればよく、その材質には、例えば、金属、合成樹脂、エラストマー、木材、
竹材等が使用でき、これらを組み合わせて用いることも可能である。また、この枠体には
、円筒状、円柱状、角筒状、角柱状等のものを使用することができるが、金属で形成する
場合にはパイプ構造等にすることにより軽量化を図るのが好ましく、更に、起き上がりの
際、使用者の掴み所となる上枠部においては、使用者が掴み易くて力を加え易いように少
なくともその上面が曲面状に湾曲して形成されていることが好ましい。また、滑り止めの
機能を付与するのが望ましい。
【００１２】
　上記枠体において、前記１対の側枠部の下端部を連結する底枠部は、側枠部と一体に連
続して形成させてもよいし、側枠部とは別体に形成し固着手段によって側枠部に接続させ
てもよい。
　また、上記１対の側枠部の上端部を連結する上枠部においても、側枠部と一体に形成に
連続して形成させてもよいし、側枠部とは別体に形成し固着手段によって側枠部に接続さ
せてもよい。しかし、この底枠部は、外力が集中しないように、側枠部及び上枠部よりも
その太さ、長さを示す底面面積（シルエットライン）が広いことが望ましい。
【００１３】
　上記把持部は、前記枠体の内部に設けられて、ベッド上で体の向きを変えたり体を移動
させたりする際、またはベッドから立ち上がる際に使用者の握りとなり力が加えられる所
であり、所定の強度を備えていればその材質には、例えば、金属、合成樹脂、エラストマ
ー、木材等が使用でき、これらを組み合わせて用いることも可能である。また、この把持
部には、円筒状、円柱状、角筒状、角柱状等のものが使用できるが、使用者が握り易くて
力を加え易いように周囲が曲面状に湾曲した形状である円筒状または円柱状に形成するこ
とが好ましい。特に、金属で形成する場合にはパイプ構造等にすることにより軽量化を図
るのが好ましい。
【００１４】
　請求項２の発明の身体位置変更用補助具は、請求項１の構成において、前記枠体の上枠
部と前記把持部間の距離間隔を変位自在としたものであり、ベッド上で体の向きを変えた
り体を移動させたりする際やベッドから立ち上がる際に使用者の脇の下に配置されること
になる上枠部と、手の握り所となる把持部との距離間隔を使用者の腕の長さ等の体型や身
体的特徴に対応し易い構成とし、また、嗜好にも合致させ易くしたものである。
　ここで、上記枠体の上枠部と前記把持部間の距離間隔を変位自在は、上枠部と把持部に
よって連結されている１対の側枠部をその長さ方向に可変自在としたり、側枠部に対する
把持部の接続位置を変位自在としたりすることによって達成される。
【００１５】
　請求項３の発明の身体位置変更用補助具は、請求項２の構成において、前記１対の側枠
部を、それぞれ所定間隔の複数の貫通孔が形成された二つの管を嵌合し、当該貫通孔を適
宜の位置で合わせて雄ネジ及び雌ネジを螺合して、その長さを調節自在に形成することに
よって、枠体の上枠部と把持部間の距離間隔を変位自在としたものであり、簡単な操作で
使用者にとって最適な長さに調節できるようにしたものである。
【００１６】
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　請求項４の発明の身体位置変更用補助具は、請求項１乃至請求項３の構成において、前
記枠体における上枠部の少なくとも上面側が曲面状に湾曲して形成されているものであり
、少なくとも上面側の縦断面を円形状とし使用者が上枠部を掴み易いように形成されてい
るものである。
　なお、上記枠体における上枠部の少なくとも上面側とは、通常、上体を起こす際には、
掌の腹を上枠部の上面側に沿うように掴み、掌の腹を使用して下方に押すように力を入れ
ることで効率的に腕力が使用されることから、起き上がろうとする使用者の掌の腹が必ず
当たることになる上面側を曲面状に湾曲して形成する最小限の範囲として設定したもので
あり、上枠部全体を曲面状に湾曲して形成することも可能である。勿論、上記枠体におけ
る上枠部を超えて、把持部を掴み、上体を起こす際、把持部を下方に押すように力を入れ
ることで効率的に腕力を使用することもできる。
【００１７】
　請求項５の発明の身体位置変更用補助具は、請求項１乃至請求項４の構成において、前
記把持部の周囲が曲面状に湾曲して形成されているものであり、縦断面を円形状とし使用
者が把持部を握り易いように形成したものである。
【００１８】
　請求項６の発明の身体位置変更用補助具は、請求項１乃至請求項５の構成において、前
記枠体における上枠部の少なくとも上面側に滑り止めを設けたものである。
　ここで、上記滑り止めは、上枠部を掴んだ手との接触抵抗が高く、上枠部を掴んだ手を
滑り難くするものであればよく、例えば、ゴム、エラストマー等の軟質樹脂等の滑り止め
防止素材で形成したり、また、凹凸を設けたりする構造としてもよい。
　なお、前記枠体における上枠部の少なくとも上面側とは、通常、上体を起こす際、使用
者は掌の腹を上枠部の上面側に沿うように掴み、掌の腹を使用して下方に押すように力を
入れることで効率的に腕力が使用されることから、起き上がろうとする使用者の掌の腹が
必ず当たることになる上面側を滑り止めを設ける最小限の範囲として設定したものであり
、上枠部の全体に滑り止めを設けることも可能である。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の発明にかかる身体位置変更用補助具は、左右に所定間隔で対向する１対の側
枠部、前記１対の側枠部の下端部を連結し平坦状の底面部を有する底枠部、及び当該底枠
部と所定間隔で対向し前記１対の側枠部の上端部を連結する上枠部からなる四辺形枠状に
形成された枠体と、前記枠体の内部に設けられて前記枠体の底枠部及び上枠部と対向し、
前記１対の側枠部を相互に接続する１または２以上の把持部とを具備している。
　この発明の身体位置変更用補助具によれば、ベッドに横臥している使用者が起き上がる
際、使用者のすぐ側方のベッド上の任意の所望位置で底枠部の平坦状の底面部を下にして
ベッド上に立設させ、上枠部を手で掴み掴んだ手に力を入れることで、上半身を起こす際
の使用者の支えとなる。このとき、平坦状の底面部による支持面積が広く底面の範囲に加
えた力が分布されてベッドへの沈み込みが少なく、使用者は安定して力を入れることがで
きることから、少ない負担でスムーズかつ容易に上半身を起こすことができる。
　また、上半身を起こした状態の使用者が、ベッド上で体の向きを変えたり、体を移動さ
せたりする際、更に、ベッドから立ち上がる際に、腕と体幹の間に挟みベッド上に立設さ
せた状態で把持部を握って掴んだ手に力を入れることで、場合によっては、上枠部に体重
をかけることで、体の向きを変えたり、体を移動させたり、立ちあがったりする際の使用
者の支えとなる。そして、このときも、平坦状の底面部による支持面積が広く、底面の範
囲に加えた力が分布されてベッドへの沈み込みが少なく、使用者は安定して力を入れるこ
とができることから、少ない負担でスムーズかつ容易に体の向きを変えたり、体を移動さ
せたり、立ちあがったりすることができる。
【００２０】
　そして、このように本発明の身体位置変更用補助具は、使用者の動作目的に応じて所望
の位置に立設させて上枠部を掴んだり、脇に挟んで把持部を握ったりして使用者の所望の
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位置で支えとして使用するものであり、従来のベッドサイドに固定される側柵のように視
認性阻害の煩わしさを与えることもなく、また、ベッドサイドに固定する作業の手間も必
要なく、自由に持ち運び可能で使用場所を選ばずに使用でき、使い勝手が良い。
　さらに、構成部材が少なく構造が簡単であり、従来の側柵のようにベッド環境に左右さ
れない構造形態であることから、コストが掛からない。
　また、複数の把持部を枠体の内部に設けた場合、使用者は自身の腕の長さ等の体型や身
体的な特徴に合わせ使いやすい位置で把持部を握ることができ、使用者にとって非常に使
いやすいものとなる。
【００２１】
　このようにして、低コストであり、使用者が少ない負担で身体位置、姿勢等の体位変更
の動作を容易かつスムーズに行うことができ、かつ、使い勝手が良い身体位置変更用補助
具となる。
【００２２】
　請求項２の発明にかかる身体位置変更用補助具によれば、前記枠体の上枠部と前記把持
部間の距離間隔を変位自在としたとしたものであるから、請求項１に記載の効果に加えて
、使用者の体型や身体的な特徴に合わせ、使いやすい状態に設定することができる。
【００２３】
　請求項３の発明にかかる身体位置変更用補助具によれば、それぞれ所定間隔の複数の貫
通孔が形成された二つの管を嵌合し、当該貫通孔を適宜の位置で合わせて雄ネジ及び雌ネ
ジを螺合することによって前記１対の側枠部の長さを調節自在に形成し、枠体の上枠部と
把持部間の距離間隔を変位自在としたものであるから、枠体の上枠部と把持部間の距離間
隔を変位させる長さ調整の構造が簡単で、貫通孔を選択して雄ネジ及び雌ネジを螺合する
という簡単な操作で調整できる。よって、請求項２に記載の効果に加えて、高齢者等でも
簡単に長さ調整が可能で操作性がよく、使用者の体型や身体的な特徴に合わせ、容易に使
いやすい状態に設定することができる。
【００２４】
　請求項４の発明にかかる身体位置変更用補助具によれば、前記枠体における上枠部の少
なくとも上面側が曲面状に湾曲して形成されていることから、請求項１乃至請求項３の何
れか１つに記載の効果に加えて、起き上がろうとする使用者にとって上枠部が掴み易くて
力を入れ易く、使用者はより容易にかつスムーズに上体を起こすことができる。
【００２５】
　請求項５の発明にかかる身体位置変更用補助具によれば、前記把持部は、その周囲が湾
曲して形成されていることから、請求項１乃至請求項４の何れか１つに記載の効果に加え
て、体の向きを変えたり体を移動させたりする際、また、立ち立ち上がる際に使用者にと
って把持部が握り易くて力を入れ易く、体の向きを変えたり体を移動させたりする動作や
立ち上がる動作がより容易かつスムーズに行うことができる。
【００２６】
　請求項６の発明にかかる身体位置変更用補助具によれば、前記枠体における上枠部の少
なくとも上面側に滑り止めを設けたことから、請求項１乃至請求項５の何れか１つに記載
の効果に加えて、使用者の上枠部を掴んだ手が滑り難く、使用者は安定して力を入れるこ
とができ、より容易かつスムーズに起き上がることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具の全体斜視図である。
【図２】図２は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具の正面図である。
【図３】図３（ａ）は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具を使用して使用
者が起き上がるその直前の使用状態を示す説明図であり、図３（ｂ）本発明の実施の形態
にかかる身体位置変更用補助具を使用して使用者が起き上がるその途中の使用状態を示す
説明図である。
【図４】図４（ｃ）は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具を使用して使用
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者が起き上がったその直後の使用状態を示す説明図であり、図４（ｄ）本発明の実施の形
態にかかる身体位置変更用補助具を使用して起き上がり状態から体の向きを変える際の使
用状態を示す説明図である。
【図５】図５（ｅ）は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具を使用して使用
者が起き上がり状態から体の向きを変えるその直前の使用状態を示す説明図であり、図５
（ｆ）は本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具を使用してベッドサイドでの
腰かけ状態から立ち上がるその直前の使用状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　なお、本実施の形態において、同一の記号及び同一の符号は同一または相当する機能部
分を意味するものであるから、ここでは重複する詳細な説明を省略する。
【００２９】
　まず、本発明の実施の形態にかかる身体位置変更用補助具の構造について、図１及び図
２を参照して説明する。
　本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、図１及び図２に示すように、アルミ
ニウム等の金属製の丸いパイプ材を略コ字状に屈曲させた上管１１ａと同じくアルミニウ
ム等の金属製の丸いパイプ材を略コ字状に屈曲させた下管１１ｂを互いに略コ字状の開放
側を内側にして対向させ嵌装させることによって概略四角形枠の４辺を構成して、左右（
幅方向両側）に所定間隔で対向する１対の側枠部１２、及び１対の側枠部１２の下端部に
位置する底枠部１３、及び１対の側枠部１２の上端部に位置する上枠部１４からなる枠体
１０を形成し、更に、この枠体１０の内部下部側において１対の側枠部１２間を把持部２
０によって接続したものである。
【００３０】
　詳細には、本実施の形態にかかる枠体１０は、下部側に配置される略コ字状の下管１１
ｂが略コ字状の開放側に向かって縮径する形状をなし、また、この下管１１ｂに嵌装して
上部側に配置される略コ字状の上管１１ａが略コ字状の開放側に向かって拡径する形状を
なして台形状の枠体を呈し、四角形枠の上辺を構成する上枠部１４の長さよりも四角形枠
の底辺を構成する底枠部１３の長さが長くなっている。
【００３１】
　そして、本実施の形態においては、これら上管１１ａ及び下管１１ｂに、それぞれ同じ
所定間隔で複数の貫通孔１１ｃが長手方向に形成され、上管１１ａに対して下管１１ｂを
挿入させた状態でこの一定の同一距離で設けた貫通孔１１ｃを適宜の位置で一致させ、雄
ネジ１１ｄと図示しない雌ネジを螺合することによって、上管１１ａ及び下管１１ｂが相
互に結合し固定されるようになっている。なお、雄ネジ１１ｄに螺合する雌ネジとしては
、大きな力を要せず操作に便利なナットや、指で容易に回せる蝶ネジ等を使用することが
できる。
　即ち、本実施の形態にかかる１対の側枠部１２は、上管１１ａ及び下管１１ｂを嵌装状
態でスライドさせ貫通孔１１ｃを選択して所望の位置で合わせ雄ネジ１１ｄと図示しない
雌ネジを螺合することで、その長さが調節自在となっており、この長さ調節は、上管１１
ａと下管１１ｂとの貫通孔１１ｃのピッチを相互に変えることによって、より多くの伸縮
段階での調節が可能である。
　なお、貫通孔１１ｃは、雄ネジ１１ｄの寸法形状に対応して、螺合状態で上管１１ａ及
び下管１１ｂがガタつくことなく上下方向の移動が拘束される寸法精度で形成されている
。
【００３２】
　四角形枠の底辺を構成する底枠部１３は、丸いパイプ材の下管１１ｂにゴムや軟質樹脂
等からなる略四角形状の外筒１５を被覆して構成され、略四角形状の外筒１５により、そ
の底面部１３Ａ（図１）は平坦状をなし、ベッド上面への安定した立設面を形成している
。特に、ベッド上面への立設面となる底面部１３Ａにゴムやエラストマー等の軟質樹脂等
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からなる材料が使用されることで、ベクトル的に垂直方向の力のみならず水平方向の力が
加えられた場合の横滑りが防止され、滑り止め機能が付加される。なお、本発明を実施す
る場合には、巨視的に底面部１３Ａが平坦状をなしていれば、滑り止め用として底面部１
３Ａに凹凸を形成することも可能である。
【００３３】
　四角形枠の上辺を構成する上枠部１４は、把持部２０を介して底枠部１３と所定間隔で
対向しており、丸いパイプ材の上管１１ａにゴムや軟質樹脂等からなる円筒状の外筒１６
が被覆されて構成されている。この上枠部１４は、後述するようにベッドから起き上がる
際の掴み所となり体重の一部が加わるので、更には、ベッド上で体の向きを変えたり体を
移動させたりする際やベッドから立ち上がる際の脇当てとなるので、円筒状の外筒１６に
より、その上面が特に滑らかな曲線に形成されて使用者が掴み易く掴んだ手に力が入り易
いように、また、脇への圧迫が軽減されるようになっている。特に、外筒１６にゴムや軟
質樹脂等からなる材料が使用されることで、外筒１６とそれ掴む掌や指との密着が高まっ
てより掴み易くなり、また、滑り止め機能が付加される。
【００３４】
　把持部２０は、枠体１０の内部下部側に配置されて底枠部１３及び上枠部１４と対向し
、長さ調節を行う貫通孔１１ｃより下部の位置において１対の側枠部１２間（コ字状の下
管１１ｂの内側間）を相互に接続しており、アルミニウム等の金属製の丸いパイプ材の内
管２１にゴムや軟質樹脂等からなる円筒状の外筒２２が被覆されて構成されている。特に
、この把持部２０は、後述するように使用者が体の向きを変えたり体を移動させたりする
際や立ち上がる際の握り所となり力が加わるので、円筒状の外筒２２によりその周囲が曲
面状に形成されて握り易く握った手に力を入れ易くなっている。また、円筒状の外筒２２
にゴムや軟質樹脂等からなる材料が使用されることで、外筒２２とそれ掴む掌や指との密
着が高まってより掴み易くなり、更に、滑り止め機能が付加される。
　なお、この把持部２０は、１対の側枠部１２に溶接等によって一体に堅固に固着されて
おり、これによって枠体１０の機械的強度が高められる。
【００３５】
　そして、本実施の形態においては、上述したように、枠体１０における上管１１ａと下
管１１ｂとの貫通孔１１ｃのピッチを相互に変えて雄ネジ１１ｄと図示しない雌ネジを螺
合することにより、上管１１ａと下管１１ｂの嵌装状態が変位して１対の側枠部１２の長
さが可変となり、それによって、コ字状の上管１１ａに形成された上枠部１４とコ字状の
下管１１ｂ間を接続する把持部２０と間の距離間隔が変位するようになる。これより、使
用者の腕の長さ等の体型や身体的な特徴に合わせ上枠部１４と把持部２０と間の距離間隔
を簡単な操作で所望の長さに設定でき、容易に使いやすい状態に調節することができる。
【００３６】
　なお、本発明を実施する場合には、上枠部１４と把持部２０間の距離間隔を変位自在と
するために１対の側枠部１２の長さを伸縮自在に調整する手段は、上記の構成に限定され
ず、例えば、上管１１ａまたは下管１１ｂに所定間隔でロック穴を形成し、これに出没自
在にばね等で弾性支持させる上管１１ａまたは下管１１ｂに設けたプッシュボタンを嵌合
させることにより簡単な操作で所定の長さに調節可能にするプッシュボタンロック方式や
、上管１１ａと下管１１ｂをローレット螺子によって連結する連結方式等によって側枠部
１２の長さを伸縮自在に調整することも可能である。
　また、本発明を実施する場合には、１対の側枠部１２間を接続する把持部２０の接続手
段を螺合式等として１対の側枠部１２に対する把持部２０接続位置を可変自在に構成する
ことによっても、上枠部１４と把持部２０間の距離間隔を変位自在とすることが可能であ
る。
　更には、把持部２０の上枠部１４に対する位置を変位可能に形成せずとも、１対の側枠
部１２間を接続する把持部２０を枠体１０の内部に複数段設けることにより、使用者が自
身の腕の長さ等の体型や身体的な特徴に合わせ使いやすい位置で把持部２０を握ることが
できるようになり、長さ調整の操作を必要とすることもなく、使用者にとって使いやすい
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構成となる。
【００３７】
　因みに、本実施の形態の身体位置変更用補助具１は、側枠部１２の長さを約３５～５０
ｃｍとして約１５ｃｍ程度伸縮自在となっており、底枠部１３の長さを約３０ｃｍ、上枠
部１４の長さを約２０ｃｍ、底枠部１３と把持部２０間の距離間隔を約５ｃｍとして形成
したものである。特に、底枠部１３に対し上枠部１４の長さが短くて枠体１０が台形状に
形成されており、コンパクトな設計で使い勝手を良くしている。
　また、金属パイプ材からなる円筒状の上管１１ａ及び下管１１ｂの直径を約３ｃｍ、底
枠部１３を構成するゴムや軟質樹脂等からなる四角形状の外筒１５の短径を約５ｃｍ、上
枠部１４を構成するゴムや軟質樹脂等からなる円筒状の外筒１６の直径を約５ｃｍ、把持
部２０を構成するゴムや軟質樹脂等からなる円筒状の外筒２２の直径を約３ｃｍに形成し
たものである。
【００３８】
　ここで、本実施の形態において、枠体１０の上枠部１４が使用者にとって掴み易く掴ん
だ手に力が入り易いように、上枠部１４は、円筒状の外筒１６によってその全周囲が曲面
状に湾曲され縦断面が円形状に形成されているが、後述するように使用者が起き上がる際
には、通常、掌の腹の部分を内側にして上枠部１４の上面側に沿うように掴み、掌の腹を
使用して下方に押すように力を入れることで効率的に腕力を使用できることから、本発明
を実施する場合には、掌の腹の部分が当たることになる上枠部１４の少なくとも上面側を
曲面状に湾曲して形成することで、使用者にとって掴み易く、かつ、掴んだ手に力が入り
易いもとのなり、好ましい。更には、縦断面が円形状の直径を約３ｃｍ乃至約５ｃｍの範
囲内に設定することで、起き上る際に使用者にとって掴み易く、掌との密着度が高くて掴
んだ手に一層力が入り易くなり、また、ベッド上で体の向きを変えたり体を移動させたり
する際やベッドから立ち上がる際に上枠部１４を脇当てとした場合、支えとして安定感が
大きく、使用に最適となる。
　また、ベッド上で体の向きを変えたり体を移動させたりする際、或いは立ちあがりの際
の握りとなる把持部２０においても、その周囲が曲面状に湾曲されていてその縦断面が円
形状に形成されることによって、使用者にとって握り易くて手に力を入れ易くなるが、更
に、縦断面が円形状の直径を約２ｃｍ乃至約３ｃｍの範囲内に設定することで、握り易く
、掌との密着度が高くて掴んだ手に一層力が入り易くなり、使用に最適となる。
【００３９】
　なお、本実施の形態においては、金属製の丸いパイプ材である上管１１ａ及び下管１１
ｂを略コ字状に屈曲させることによって、側枠部１２と底枠部１３が一体に連続して形成
され、また、側枠部１２と上枠部１４も一体に連続して形成されているが、本発明を実施
する場合には、側枠部１２と、底枠部１３や上枠部１４とを別体として１対の側枠部１２
に対し底枠部１３や上枠部１４を架設させる構造としてもよく、特に、上枠部１４は、１
対の側枠部１２の上端部に外力が加わるように組み付けることによって、上半身を起こし
たい使用者が上枠部１４を掴んで力を加えた際に生じさせる変形を防止できる。
【００４０】
　次に、このように構成された本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１の使用状態
、即ち、身体位置変更用補助具１を使用して使用者がベッドから起き上がり、体の向きを
変えたり体を移動させたりし、歩行等に入るために立ち上がるまでの動作について、図３
乃至図５を参照して説明する。
【００４１】
　まず、ベッドＢに横たわっている状態から上体を起こしたい場合は、図３（ａ）に示す
ように、身体位置変更用補助具１を使用者Ｍのすぐ側方のベッドＢ上に立て、より詳細に
は、身体位置変更用補助具１の底枠部１３の平坦状の底面部１３Ａ（図１参照）をベッド
Ｂへの立設面または立設辺として、ベッドＢの略水平面に対し身体位置変更用補助具１を
略垂直方向に立設させる。そして、図３（ｂ）に示すように、身体位置変更用補助具１が
立つ方向に体を向けた使用者Ｍは、身体位置変更用補助具１が立つ方向とは反対側の手Ｈ
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１で上枠部１４を掴み、上枠部１４を掴んだ手Ｈ１に力を入れることによって、身体位置
変更用補助具１を支えにし、更にはベッドＢ上に付いた他方の手Ｈ２に力を入れ両腕の力
を有効に使い、図４（ｃ）に示すように、上半身を起こす。なお、通常、掌の腹の部分を
上枠部１４の上面側に沿うように掴み、掌の腹を使用して下方に押すように力を入れるこ
とで効率的に腕力を使用でき、上半身を起こし易くなる。
【００４２】
　このとき、身体位置変更用補助具１の使用によって、平坦状の底面部１３Ａ（図１参照
）による支持面積が広く、底面の範囲に加えた力が分布して単位面積当たりの荷重を小さ
くし、上枠部１４を掴んだ手に加えた力が分散されることから、直接ベッドＢに手を付い
て起き上がる場合と比較してベッドＢへの沈み込みが少なく使用者Ｍは安定して力を入れ
ることができ、少ない負担で容易に起き上がることができる。
【００４３】
　特に、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、起き上がる際に使用者
Ｍの掴み所となる上枠部１４の周囲が、円筒状の外筒１６（図１及び図２参照）によって
曲面状に湾曲していてその縦断面が円形状に形成されており、更に、その縦断面円形状の
直径が約３ｃｍ乃至約５ｃｍの範囲内に形成されていることから、ベッドＢ上に横たわっ
ている使用者Ｍは、上枠部１４を掴み易く掴んだ手に力を入れ易い。
　また、上枠部１４を構成し使用者Ｍの掌に直接触れられる外筒１６（図１及び図２参照
）がゴムや軟質樹脂等によって形成されていることで、滑り難くて安全であり、また掌や
指との密着が高まって一層掴み易く力を入れ易い状態にある。
　更に、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、その側枠部１２の長さが約３
５ｃｍ乃至約５０ｃｍに形成されていることから、ベッドＢ上において使用者Ｍの側方の
任意位置に置いた際、横たわっている状態の使用者Ｍに対して起き上がる際の掴み位置と
なる上枠部１４までの高さが十分にあり、それ故に、上枠部１４を掴んで起き上がる際に
、使用者Ｍの上半身に対する上枠部１４を掴んだ腕の傾斜角度が十分に大きく、腕の力を
効率的に使用できる。
　このため、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、使用者Ｍは大きい
腕力や握力を必要とすることなく容易に上半身を起こすことができる。
【００４４】
　次に、上体を起こした使用者Ｍが、ベッドＢから立ち上がる等のためにベッドＢ上で体
の向きを変えたい場合は、図４（ｄ）に示すように、身体位置変更用補助具１の上枠部１
４を脇の下に挟み把持部２０を握って身体位置変更用補助具１を腕と体幹の間に挟み、身
体位置変更用補助具１をベッドＢ上の任意の位置に立設させた状態で把持部２０を握った
手に力を入れて、場合によっては、上枠部１４に体重をかけ、身体位置変更用補助具１を
支えにし、図５（ｅ）及び図５（ｆ）に示すように、ベッドＢに対して相対的に体の向き
を変える。これによってベッドサイドに腰かけ状態となる場合には、そのまま立ち上がり
動作に移行できるが、必要な場合には、身体位置変更用補助具１を腕と体幹の間に挟みベ
ッドＢ上の任意の位置に立設させた状態で把持部２０を握った手に力を入れ、場合によっ
ては、上枠部１４に体重をかけ、身体位置変更用補助具１を支点として下肢を移動させる
ことによって、ベッドサイドでの立ち上がりが可能な位置までベッドＢ上を移動してベッ
ドサイドに腰かける。
【００４５】
　このとき、身体位置変更用補助具１の使用によって、上述と同様、平坦状の底面部１３
Ａ（図１参照）による支持面積が広く、底面の範囲に加えた力が分布して単位面積当たり
の荷重を小さくし、加えた力が分散されることから、直接ベッドＢに手を付いて起き上が
る場合と比較してベッドＢへの沈み込みが少なく使用者Ｍは安定して力を入れることがで
き、少ない負担で容易に体の向きを変えたり、体を移動させたりすることができる。
【００４６】
　また、ベッドサイドに固定された側柵を手掛かりとする場合、上体を起こした使用者Ｍ
がベッドＢから立ち上がるまでには、側柵を掴んだ手の位置を少しずつ変位させながら手
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腕の力を頼ってベッドサイドに沿う側柵の縁まで移動してベッドサイドに腰掛けることに
なるが、手の位置を少しずつ変位させながら体を移動させることによる不安定さや、手の
位置を少しずつ変位させる際に滑ってバランスを崩す不安感から、また、側柵がベッドサ
イドに固定されているためにこの側柵の位置や寸法形状に合わせて体を移動させなければ
ならず自由な体の動きや姿勢が制限されることから、身体位置の変更動作をスムーズに効
率よく行うことが困難であることが多い。
　これに対し、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、使用者Ｍが把持部２０
を握って脇に挟み、任意の所望の位置に立設させてその位置で支えとして使用するもので
あり、把持部２０を握った手の位置を変える必要なく、身体位置変更用補助具１を自由に
移動させて使用者Ｍの任意の所望の位置で支えとして使用することから、通常にベッドＢ
上に手を付いて体の向きを変えたり体を移動させたりするのと同じ動作で行うことができ
使用動作が簡単で使用者Ｍの体の動きや姿勢が制限されることもなく、安心して身を委ね
安定した状態で身体位置、姿勢等の体位を変更することができる。故に、体の向きを変え
たり体を移動させたりする身体位置、姿勢等の体位変更動作がスムーズに効率よく行える
。
【００４７】
　さらに、身体位置、姿勢等の体位変更の際に側柵を手掛かりとして用いる場合、通常、
側柵が使用者の一側方のみに位置することから、アンバランスな身体位置、姿勢等の体位
で移動しなければならず不意なふらつきを引き起こしやすかった。
　これに対し、図４（ｄ）及び図５（ｅ）に示したように、２つの身体位置変更用補助具
１を使用することで、即ち、使用者Ｍは両脇の下に身体位置変更用補助具１を挟んでベッ
ドＢ上の任意の位置での立設状態で把持部２０を握った両手に力を入れ、使用者Ｍの両サ
イドで身体位置変更用補助具１を支えとすることで、体の左右でバランスよく安定して力
を入れることができて、安定した状態で体の向きを変えたり、体を移動させたりすること
ができ、身体位置、姿勢等の体位変更動作がよりスムーズで容易に行える。
【００４８】
　加えて、側柵を手掛かりとした場合においては、体を移動させるのに側柵を掴む手腕の
みの力を頼ることになるから安定感が小さく大きな力が必要であるが、身体位置変更用補
助具１によれば、脇の下に挟む上枠部１４に体重を掛けて支えることによって身体の位置
を変更させることもでき、これにより手腕に対する負荷が軽減され、安定した支持状態が
得られて身体位置、姿勢等の体位変更動作を小さな力で行うことが可能となる。
【００４９】
　また、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、体の向きを変えたり体
を移動させたりする身体の位置変更の際に使用者Ｍの握り所となる把持部２０の周囲が曲
面状に湾曲していてその縦断面が円形状に形成されており、更に、縦断面円形状の直径が
約２ｃｍ乃至約３ｃｍの範囲内に形成されていることから、使用者Ｍにとって、把持部２
０を握り易く握った手に力を入れ易い。
　また、把持部２０を構成し使用者Ｍの掌に直接触れられる外筒２２（図１及び図２参照
）がゴムや軟質樹脂等によって形成されていることで、滑り難く、また、掌や指との密着
が高まって一層握り易く力を入れ易い状態にある。
　故に、使用者Ｍは、体の向きを変えたり体を移動させたりする動作を一段とスムーズか
つ容易に行うことが可能である。
【００５０】
　そして、ベッドサイドに腰掛けた状態の使用者Ｍが、歩行等に入るためにベッドＢから
立ち上がりたい場合は、図５（ｆ）に示すように、身体位置変更用補助具１の上枠部１４
を脇の下に挟み把持部２０を握って身体位置変更用補助具１を腕と体幹の間に挟み、ベッ
ドＢ上の任意の所望の位置に立設させた状態で把持部２０を握った手に力を入れて、場合
によっては、上枠部１４に体重をかけて、身体位置変更用補助具１を支えにし、重心移動
させて立ち上がる。
【００５１】
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　このとき、身体位置変更用補助具１の使用によって、上述と同様、平坦状の底面部１３
Ａ（図１参照）による支持面積が広く、底面の範囲に加えた力が分布して単位面積当たり
の荷重を小さくし、加えた力が分散されることから、直接ベッドＢに手を付いて起き上が
る場合と比較してベッドＢへの沈み込みが少なく使用者Ｍは安定して力を入れることがで
き、少ない負担で容易にベッドＢから立ちあがることができる。
【００５２】
　また、ベッドＢから立ち上がる際に側柵を手掛かりとして用いる場合、通常、側柵が使
用者の側方のみに位置することから、アンバランスな身体位置、姿勢等の体位で腰を浮か
せなければならず体のバランスを崩してふらつきを引きおこし転倒しやすかった。
　これに対し、図５（ｆ）及び図５（ｅ）に示したように、２つの身体位置変更用補助具
１を使用することで、即ち、使用者Ｍは両脇の下に身体位置変更用補助具１を挟んでベッ
ドＢ上の任意の位置での立設状態で把持部２０を握った両手に力を入れ、使用者Ｍの両サ
イドで身体位置変更用補助具１を支えとすることで、体の左右でバランスよく安定して力
を入れることができて安定した支持状態が得られ、安定して腰を浮かせ重心移動させるこ
とができ、立ち上がり動作をよりスムーズかつ容易に行える。
【００５３】
　更に、側柵を手掛かりとした場合においては、ベッドＢから立ちあがるのに側柵を掴む
手腕のみの力を頼ることになるから安定感が小さく大きな力が必要であるが、身体位置変
更用補助具１によれば、脇の下に挟む上枠部１４に体重を掛けて支えることによって腰を
浮かせ重心移動させることもでき、これにより手腕に対する負荷が軽減され、安定した支
持状態が得られ小さな力でベッドＢから立ちあがることも可能となる。
【００５４】
　加えて、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、立ち上がる際に使用
者Ｍの握り所となる把持部２０の周囲が曲面状に湾曲していてその縦断面が円形状に形成
されており、更に、縦断面円形状の直径が約２ｃｍ乃至約３ｃｍの範囲内に形成されてい
ることから、使用者Ｍにとって把持部２０を握りやすく握った手に力を入れ易い。
　また、把持部２０を構成し使用者Ｍの掌に直接触れられる外筒２２（図１及び図２参照
）がゴムや軟質樹脂等によって形成されていることで、滑り難く、また、掌や指との密着
が高まって一層握り易く力を入れ易い状態にある。
　故に、使用者Ｍは立ち上がり動作を一段とスムーズかつ容易に行うことが可能である。
【００５５】
　このように、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、使用者Ｍの動作目的に
応じてベッドＢ上の任意の所望の位置に立設状態で上枠部１４を掴んだり、脇に挟んで把
持部２０を握ったりしてその位置で支えとして使用するものであり、この身体位置変更用
補助具１によれば、使用者Ｍは少ない負担で起き上がったり、体の向きを変えたり、体を
移動させたり、また、立ち上がったりすることができ、起き上がりから立ち上がるまでの
身体の位置変更動作をスムーズかつ容易に行うことができる。
【００５６】
　そして、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、支えとして使用した
い位置での使用が可能で、場所を選ばすに使用できることから、使い勝手が良い。
　即ち、使用者Ｍが起き上がる際に、介助手段としてベッドサイドに固定されている側柵
を使用する場合においては、側柵の設置場所が限定されていることから、ベッドＢ上の横
になっている位置から側柵を掴んで力を入れることができる位置まで体をわざわざその都
度移動させなければならない不便さや、側柵の近傍でしかそれを握って体を移動させたり
立ち上がったりすることができず使用場所が限定される不便さがあった。また、体を移動
させず無理な姿勢で側柵を掴もうとして体を傷めたりすることもあった。
　これに対し、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、持ち運び移動が自由で
任意の所望の位置での立設状態で上枠部１４を掴んだり、脇に挟んで把持部２０を握った
りしてその位置で支えとして使用するものであり、ベッドＢ上に横たわっている状態から
起き上がりたい場合、身体位置変更用補助具１を使用者Ｍのすぐ側方に立設させて上枠部
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１４を掴ってその位置で支えとして使用することにより、体を移動させることなくその横
たわっている位置で起き上がることができる。更には、上半身を起こした状態で、身体位
置変更用補助具１を脇に挟み把持部２０を握って任意の所望の位置に立設させてその位置
で支えとして使用することにより、自由な方向に体の向きを変えたり体を移動させたりす
ることができ、また、ベッドサイドの任意の所望の位置で立ち上がることが可能である。
【００５７】
　加えて、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、側柵のようにベッドサイド
に固定して使用されるものではなく、上述のように、自由に移動可能で任意の所望の位置
に立設させて使用するものであり、何処へでも持ち運びできて使用場所を選ばず、また、
側柵のようにベッドサイドに固定する作業の手間も必要なく、使用できる。そして、使用
しないときには、ベッドＢ上の任意の所望の位置、例えば、図３（ａ）、図３（ｂ）及び
図４（ｃ）に示したように、ベッドＢの頭部側のヘッドボード立て掛けて置いておくこと
ができ、側柵のようにベッドサイドに常時固定されることによる視認性阻害の煩わしさを
与えることもない。また、身体位置変更用補助具１がコンパクトであるため、ベッド使用
者の邪魔となる煩わしさを与えることも少ない。さらに、使用者Ｍの使いやすい位置に変
位させて固定する側柵のように使用の度に面倒な変位操作を行う必要がなく、取扱いやす
い。それ故、非常に使い勝手が良い。
【００５８】
　加えて、ベッドに取り付ける側柵の場合、その取付形態がベッド環境に左右されベッド
の機種に対応した構造形態の必要性からコスト高となるのに対し、本実施の形態にかかる
身体位置変更用補助具１は、枠体１０及び把持部２０によって構成され構成部材が少なく
構造が簡単であり、上述の如く、自由に持ち運び移動ができ取り付けの必要がなく任意の
所望の位置に立設状態で上枠部１４を掴んだり、脇に挟んで把持部２０を握ったりしてそ
の位置で支えとして使用するもので、場所を選ばすにどのベッド上でも使用できる形態と
なるから、低コスト化が可能である。
【００５９】
　なお、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、使用者Ｍが介護者の補
助を要せず、起き上がりから立ち上がりまでの一連の動作を自力で容易に行えるのを介助
できることから、高齢者や身体障害者等の使用者Ｍに対して積極的にベッドＢから起き上
がったり、ベッドＢ上で体の向きを変えたり、体を移動させたり、また、ベッドＢから立
ちあがったりするきっかけを与えることができ、寝たきり状態を改善し、回復訓練の一助
とすることが可能である。特に、ベッドＢ上で体の向きを変えたり、体を移動させたりす
る際や立ち上がりの際に、身体位置変更用補助具１を両脇に挟みその把持部２０を両手で
握って使用する使用態様は、バランス感覚を養う訓練としても適している。
【００６０】
　このように、本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１は、左右に所定間隔で対向
する１対の側枠部１２、及び１対の側枠部１２の下端部を連結し平坦状の底面部１３Ａを
有する底枠部１３、及び底枠部１３と所定間隔で対向し１対の側枠部１２の上端部を相互
に連結する上枠部１４からなる四辺形枠状に形成された枠体１０と、枠体１０の内部に設
けられて枠体１０の底枠部１３及び上枠部１４と対向し、１対の側枠部１２間を相互に接
続する把持部２０とを具備するものである。
【００６１】
　本実施の形態にかかる身体位置変更用補助具１によれば、ベッドＢに横たわっている使
用者Ｍが起き上がる際、使用者Ｍのすぐ側方のベッドＢ上の任意の所望位置に底枠部１３
の平坦状の底面部１３Ａを下にしてベッドＢ上に立設させ、上枠部１４を手で掴み力を入
れることで、上半身を起こす際の使用者Ｍの支えとなる。また、上半身を起こした状態の
使用者Ｍが、ベッドＢ上で体の向きを変えたり、体を移動させたりする際、更に、ベッド
Ｂから立ち上がる際に、身体位置変更用補助具１を腕と体幹の間に挟みベッドＢ上に立設
させた状態で把持部２０を握って力をいれることで、場合によっては、上枠部１４に体重
をかけることで、体の向きを変えたり、体を移動させたり、立ちあがったりする際の使用
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者Ｍの支えとなる。
　このとき、平坦状の底面部１３Ａによる支持面積が広く、底面の範囲に加えられた力が
分布されてベッドＢへの沈み込みが少なく、使用者Ｍは安定して力を入れることができる
ことから、少ない負担でスムーズかつ容易に上半身を起こしたり、体の向きを変えたり、
体を移動させたり、立ちあがったりする身体位置、姿勢等の体位変更動作を行うことがで
きる。
【００６２】
　特に、本実施の形態においては、枠体１０の上枠部１４が曲面状に湾曲して形成されて
いることから、上半身を起こしたい使用者Ｍにとって上枠部１４は掴み易くて掴んだ手に
力を入れ易く、より容易かつスムーズに起き上がることが可能である。また、上枠部１４
は、上管１１ａにゴム、軟質樹脂等の材料からなる外筒１６が被覆されて構成されており
、表面に滑り止めを設けていることから、ベッドＢ状に横たわっている状態の使用者Ｍに
とってより掴みやすく、さらに、掴んだ手が滑り難く安全であり、使用者Ｍはより安定し
て力を入れることができ、一段と容易かつスムーズに起き上がることができる。
【００６３】
　また、本実施の形態においては、把持部２０の周囲が曲面状に湾曲して形成されている
ことから、体の向きを変えたり体を移動させたりする際、更には、立ち立ち上がりの際に
、使用者Ｍにとって把持部２０が握り易くて握った手に力を入れ易く、体の向きを変えた
り体を移動させたりする動作や立ち上がり動作もより容易かつスムーズに行うことができ
る。
【００６４】
　そして、このように本実施の形態の身体位置変更用補助具１は、使用者Ｍの動作目的に
応じて任意の所望の位置に立設させて上枠部１４を掴んだり、脇に挟んで把持部２０を握
ったりして使用者Ｍの所望の位置で支えとして使用するものであり、従来のベッドサイド
に固定される側柵のように視認性阻害の煩わしさを与えることもなく、また、側柵のよう
にベッドサイドに固定する作業の手間も必要なく、自由に持ち運び可能で使用場所を選ば
ず使用でき、使い勝手が良い。
　加えて、本実施の形態においては、それぞれ所定間隔の複数の貫通孔１１ｃが形成され
た上管１１ａ及び下管１１ｂの二つの管を嵌装して貫通孔１１ｃを適宜の位置で合わせ雄
ネジ及び雌ネジで螺合することによって、１対の側枠部１２の長さを調節自在に形成し、
枠体１０の上枠部１４と把持部２０間の距離間隔を変位自在としたものであるから、使用
者Ｍの体型や身体的な特徴に合わせ、容易に使いやすい状態に設定することができて、か
つ、その操作も簡単であることから、非常に使い勝手がよい。
【００６５】
　さらに、本実施の形態の身体位置変更用補助具１は、構成部材が少なく構造が簡単であ
り、従来の側柵のようにベッド環境に左右されない構造形態であることから、低コストで
製造できる。また、身体位置変更用補助具１をアルミニウム等の金属製の丸パイプで形成
することを前提に説明したが、本発明を実施する場合には、機械的強度が強く、軽量であ
れば、合成樹脂のみまたはインサートされたものを含む合成樹脂、他の金属、木材、竹材
の使用が可能である。
【００６６】
　このようにして、低コストであり、使用者Ｍが少ない負担で身体位置、姿勢等の体位変
更の動作を容易かつスムーズに行うことができ、かつ、使い勝手が良い身体位置変更用補
助具１となる。
【００６７】
　なお、本発明の実施の形態で挙げている数値は、臨界値を示すものではなく、実施に好
適な好適値を示すものであるから、上記数値を若干変更してもその実施を否定するもので
はない。
【符号の説明】
【００６８】
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　　１　　　身体位置変更用補助具
　　１０　　枠体
　　１２　　側枠部
　　１３　　底枠部
　　１３Ａ　底面部
　　１４　　上枠部
　　２０　　把持部

【図１】 【図２】
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