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(57)【要約】
【課題】本発明は、被介護者には何らの負担を求めず、
不快な使用感をも与えることがなく、簡便な構造で操作
が容易な、被介護者にとっても介護者にとっても安心し
て使用できる介護用リフトを提供するものである。
【解決手段】被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１
アームと、被介護者の膝の裏側を支持する第２アームと
、左右端に第１アームとアームの各端部を固定して突出
し、コ字状構造体を構成する接続桿体と、前記接続桿体
を上下に移動させてコ字状構造体に支承された被介護者
を昇降させる昇降体と、ベルト巻き取り機等の駆動装置
を搭載した基部と、該基部に立設され、前記昇降体走行
時のガイドレールとなる枠体と、昇降体上部の左右両端
に一端が固定され、他端が前記駆動装置によって巻き取
られ又は繰り出されて前記昇降体を上下させるベルトと
、該ベルトの走行を支える複数の滑車とで構成された介
護用リフトによる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被介護者をベッドから移動させる介護用リフトであって、
被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アーム（２ａ）と、被介護者の膝の裏側を支持
する第２アーム（２ｂ）と、左右端に前記第１アーム（２ａ）と第２アーム（２ｂ）の各
端部を固定して突設し、コ字状構造体を構成するための接続桿体（３）と、前記接続桿体
（３）を上下に移動させてコ字状構造体に支承された被介護者を昇降させる昇降機構（２
０）とで構成されてなることを特徴とする介護用リフト。
【請求項２】
　被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アーム（２ａ）に、被介護者の頚部に近い背
中部を支承する背面支承部材（４）を突設してなることを特徴とする請求項１に記載の介
護用リフト。
【請求項３】
　被介護者の頚部の裏側を支持する第１アーム（２ａ）の途中に、又は被介護者の頚部に
近い背中部を支承する背面支承部材（４）の左右端部に、被介護者の左右の脇の下に挟挿
されて脇の下を支える脇の下支持桿体（６、６）を回動自在に突設してなることを特徴と
する請求項２に記載の介護用リフト。
【請求項４】
　被介護者の頚部の裏側を支持する第１アーム（２ａ）に被介護者の頭部を支えるヘッド
レスト（５）を突設してなることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の介護
用リフト。
【請求項５】
　第１アーム（２ａ）又は第２アーム（２ｂ）のいずれか一方あるいは双方が、接続桿体
（３）に直交してスライド可能に定着されてなることを特徴とする請求項１～４のいずれ
か１項に記載の介護用リフト。
【請求項６】
　接続桿体（３）が、左右２本に分割された筒状体（３ａ、３ｂ）からなり、両筒状体（
３ａ、３ｂ）のいずれか一方の筒状体（３ａ又は３ｂ）がもう一方の筒状体（３ｂ又は３
ａ）の内側に挿入可能に構成され、前記第１アーム（２ａ）と第２アーム（２ｂ）との間
隔を被介護者の身長に合わせて調整可能にしてなることを特徴とする請求項１～５のいず
れか１項に記載の介護リフト。
【請求項７】
　接続桿体（３）が、該接続桿体（３）に突設、固定された前記第１アーム（２ａ）と第
２アーム（２ｂ）とで被介護者を支承して昇降体（７）を上昇させたとき、支承した被介
護者の頭部側が持ち上がるよう、前記接続桿（３）の第２アーム（２ｂ）を突設した側が
第１アーム（２ａ）を突設した側よりも長くなるようにして回動軸（３ｃ）を設けてなり
、かつ該回動軸（３ｃ）が、前記昇降体（７）の中心部に回動可能に軸着されてなること
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【請求項８】
　前記第１アーム（２ａ）が被介護者の頚部の裏側近傍に当接する部分に、また第２アー
ム（２ｂ）が補介護者の膝の裏側に当接する部分に、さらに背面支承部材（４）が被介護
者の背中に当接する部分に、さらにまた脇の下支持桿体（６、６）が被介護者の脇の下に
当接する部分に、それぞれクッションを設けてなることを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の介護用リフト。
【請求項９】
　背面支承部材（４）が、その左右端部に、被介護者の胸の前で結合できる安全ベルトを
備えてなることを特徴とする請求項２～８のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【請求項１０】
　背面支承部材（４）が、被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アーム（２ａ）にス
ライド可能に定着されてなることを特徴とする請求項２～９のいずれか１項に記載の介護
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用リフト。
【請求項１１】
　左右端に前記第１アーム（２ａ）と第２アーム（２ｂ）の各端部を固定して突設した接
続桿体（３）を上下に移動させる昇降機構（２０）が、前記接続桿体（３）を装着、保持
して上下する昇降体（７）と、モータや減速機、ベルト巻き取り機（１３）等の駆動装置
を搭載した基部（８）と、該基部（８）に立設され、前記昇降体（７）走行時のガイドレ
ール（１０、１０）となる枠体（９）と、昇降体（７）上部の左右両端にその一端が固定
され、他端が前記駆動装置によって巻き取られ又は繰り出されて前記昇降体（７）を上下
させるベルト（１１）と、該ベルト（１１）を支持しその走行方向を変換する複数の滑車
（１２）とで構成されてなることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の介護
用リフト。
【請求項１２】
　昇降体（７）が、その両側面に前記ガイドレール（１０、１０）に沿って走行する３対
の車輪（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）を備えてなり、かつ上方に配設した１対の車輪（１５
ａ）は、ガイドレール（１０、１０）となる枠体（９）の正面側内壁に当接し、下方に配
設した１対の車輪（１５ｂ）は枠体（９）の背面側内壁に当接し、そして中央部に配設し
た１対の車輪（１５ｃ）は枠体（９）の側面内壁に当接して走行し、前記昇降体（７）が
安定して上下するようにしてなることを特徴とする請求項１１に記載の介護用リフト。
【請求項１３】
　昇降機構（２０）の基部（８）が、キャスター（１７）を有する脚部（１６）を備え、
介護用リフト（１）を移動可能にしてなることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の
介護用リフト。
【請求項１４】
　前記枠体（９）の両側面に介護用リフトを移動する際に使用する取っ手（１８）を設け
てなることを特徴とする請求項１１～１３のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　被介護者をベッドから安全に移動させる介護用リフトに係わり、特に被介護者を抱きか
かえるようにして移動できる介護用リフトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　少子高齢化に伴って要介護者が増加する一方で、介護者の高齢化も進み老老介護といっ
た用語も多用されるようになってきている。また、介護の職場では被介護者を抱え上げる
ことによる腰痛や筋肉痛などの傷害が多発している。
　このような現状に鑑み、人が人を抱え上げて介護するのでなく、被介護者の移動やシー
ツの取り替えなどのベッドメーキングの際等に被介護者を安全に支持して持ち上げ、移動
させられる介護用機器（リフト）が数多く提案され、一部では実用されてきている。
　しかし、これらの介護用機器（リフト）の多くは、例えば、特開２００４－２２３０７
８号公報や特開平８－３３６５６１号公報に見られるように、被介護者を数本のベルト又
はシートやネットで吊り上げて移動するものであり、ベルトが体に食い込むとか、シート
やネットで体の両脇を締め付けられるなどして被介護者にとっては快適でないという問題
があった。
　そこで、特開平６－１４９６５号公報にはベルトやシートなどでの吊り下げによらない
介護用リフトの発明として「支柱に上下動可能に横設したカンチレバーの自由端部分に、
脇支持バンドと背部支持バンドを有する上部機構と腿担持部とふくらはぎ担持部を有する
下部アタッチメント機構をともに回動、ロックできるように設けた介護用リフト移送装置
」が開示されている。
　この介護用リフト移送装置は、その明細書に〔実施例〕として記載されているように構
造が複雑であり、かつ、電池をも搭載していることからかなりの重量があるものと想定さ
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れるほか、
この介護用リフト移送装置による被介護者の移送作業についても〔００３０〕の記載事項
「（２）キャッジベッドの背中側を立てる（図２４）」に示されているようにあらかじめ
被介護者の上半身を起こしておかねばならず、キャッジベッドを使用していない場合は、
他の介護者が必要になる問題がある。
　そしてこの介護用リフト移送装置では、被介護者を腿とふくらはぎを担持した状態、す
なわち足を伸ばしたまま腰を曲げた状態で移動することから〔００３４〕に「アタッチメ
ントを上げる際に被介護者に手すり部１０を掴ませるようにする（図２８）」と記載され
ているように被介護者の協力を必要としていること、さらに、〔００３３〕の記述「（５
）前記腿乗せ部分、ふくらはぎ乗せ部分を足の下に入れながら閉める（図２７）」や、〔
００３６〕「ふくらはぎ支持部分を足を抱えながら外す（図３０）」、〔００３７〕「ア
タッチメントの回転用のプランジャーを引き、被介護者を支えながら回転させる（図３１
）」と介護者の人手による作業が記載されており、被介護者への負担、及び介護者の人手
によるこまめな作業が少なくないといった問題がある。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２３０７８号公報
【特許文献２】特開平８－３３６５６１号公報
【特許文献３】特開平６－１４９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記背景技術に鑑み、被介護者には何らの負担を求めず、不快な使用感をも
与えることがなく、簡便な構造で操作が容易な、介護者にとって安心して使用できる介護
用リフトを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者は、上記課題を下記の手段により解決した。
　（１）被介護者をベッドから移動させる介護用リフトであって、
被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アームと、被介護者の膝の裏側を支持する第２
アームと、左右端に前記第１アームと第２アームの各端部を固定して突設し、コ字状構造
体を構成するための接続桿体と、前記接続桿体を上下に移動させてコ字状構造体に支承さ
れた被介護者を昇降させる昇降機構とで構成されてなることを特徴とする介護用リフト。
【０００６】
　（２）被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アームに、被介護者の頚部に近い背中
部を支承する背面支承部材を突設してなることを特徴とする前項（１）に記載の介護用リ
フト。
　（３）被介護者の頚部の裏側を支持する第１アームの途中に、又は被介護者の頚部に近
い背中部を支承する背面支承部材の左右端部に、被介護者の左右の脇の下に挟挿されて脇
の下を支える脇の下支持桿体を回動自在に突設してなることを特徴とする前項（２）に記
載の介護用リフト。
　（４）被介護者の頚部の裏側を支持する第１アームに被介護者の頭部を支えるヘッドレ
ストを突設してなることを特徴とする前項（１）～（３）のいずれか１項に記載の介護用
リフト。
【０００７】
　（５）第１アーム又は第２アームのいずれか一方あるいは双方が、接続桿体に直交して
スライド可能に定着されてなることを特徴とする前項（１）～（４）のいずれか１項に記
載の介護用リフト。
【０００８】
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　（６）接続桿体が、左右２本に分割された筒状体からなり、いずれか一方の筒状体がも
う一方の筒状体の内側に挿入可能に構成され、前記第１アームと第２アームとの間隔を被
介護者の身長に合わせて調整可能にしてなることを特徴とする前項（１）～（５）のいず
れか１項に記載の介護リフト。
　（７）接続桿体が、該接続桿体に突設、固定された第１アームと第２アームとで被介護
者を支承して昇降体を上昇させたとき、支承した被介護者の頭部側が持ち上がるよう、前
記接続桿の第２アームを突設した側が第１アームを突設した側よりも長くなるようにして
回動軸を設けてなり、かつ該回動軸が、前記昇降体の中心部に回動可能に軸着されてなる
ことを特徴とする前項（１）～（６）のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【０００９】
　（８）前記第１アームが被介護者の頚部の裏側近傍に当接する部分に、また第２アーム
が補介護者の膝の裏側に当接する部分に、さらに背面支承部材が被介護者の背中に当接す
る部分に、さらにまた脇の下支持桿体が被介護者の脇の下に当接する部分に、それぞれク
ッションを設けてなることを特徴とする前項（１）～（７）のいずれか１項に記載の介護
用リフト。
【００１０】
　（９）背面支承部材が、その左右端部に、被介護者の胸の前で結合できる安全ベルトを
備えてなることを特徴とする前項（２）～（８）のいずれか１項に記載の介護用リフト。
　（１０）背面支承部材が、被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アームにスライド
可能に定着されてなることを特徴とする前項（２）～（９）のいずれか１項に記載の介護
用リフト。
【００１１】
　（１１）左右端に前記第１アームと第２アームの各端部を固定して突設した接続桿体を
上下に移動させる昇降機構が、前記接続桿体を装着、保持して上下する昇降体と、モータ
や減速機、ベルト巻き取り機等の駆動装置を搭載した基部と、該基部に立設され、前記昇
降体走行時のガイドレールとなる枠体と、昇降体上部の左右両端にその一端が固定され、
他端が前記駆動装置によって巻き取られ又は繰り出されて前記昇降体を上下させるベルト
と、該ベルトを支持しその走行方向を変換する複数の滑車とで構成されてなることを特徴
とする前項（１）～（１０）のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【００１２】
　（１２）昇降体が、その両側面に、前記ガイドレールに沿って走行する３対の車輪を備
えてなり、かつ上方に配設した１対の車輪は、ガイドレールとなる枠体の正面側内壁に当
接し、下方に配設した１対の車輪は枠体の背面側内壁に当接し、そして中央部に配設した
１対の車輪は枠体の側面内壁に当接して走行し、前記昇降体が安定して上下するようにし
てなることを特徴とする前項（１１）に記載の介護用リフト。
【００１３】
　（１３）昇降機構の基部が、キャスターを有する脚部を備え、介護用リフトを移動可能
にしてなることを特徴とする前項（１１）又は（１２）に記載の介護用リフト。
　（１４）前記枠体の両側面に介護用リフトを移動する際に使用する取っ手を設けてなる
ことを特徴とする前項（１１）～（１３）のいずれか１項に記載の介護用リフト。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の介護用リフトによって、次のような効果が発揮できる。
　〈１〉本発明の被介護者をベッドから移動させる介護用リフトが、被介護者の頚部の裏
側近傍を支持する第１アームと、被介護者の膝の裏側を支持する第２アームと、左右端に
前記第１アームと第２アームの各端部を固定して突設し、コ字状構造体を構成するための
接続桿体と、前記接続桿体を上下に移動させてコ字状構造体に支承された被介護者を昇降
させる昇降機構とで構成されているので、前記第１アームと第２アームによって被介護者
を抱きかかえるように支承して移動でき、被介護者に不快な使用感を与えることなく、安
心して身を委ねさせることができる。
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【００１５】
　〈２〉被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アームに、被介護者の頚部に近い背中
部を支承する背面支承部材を突設しているので、前記第１アームと第２アームによって支
承された被介護者の背中に背面支承部材を当接して支承でき、また被介護者の頚部の裏側
を支持する第１アームに被介護者の頭部を支えるヘッドレストを突設しているので、被介
護者は寝椅子に腰掛けた感覚で使用でき、より優れた使用感が得られる。
【００１６】
　〈３〉被介護者の頚部の裏側を支持する第１アームの途中に、又は被介護者の頚部に近
い背中部を支承する背面支承部材の左右端部に、被介護者の左右の脇の下に挟挿されて脇
の下を支える脇の下支持桿体を回動自在に突設してなり、また前記背面支承部材が、その
左右端部に、被介護者の胸の前で結合できる安全ベルトを備えているので、被介護者の支
承部位が増え、被介護者を支承して移動する際の安全性が高まる。
【００１７】
　〈４〉第１アーム又は第２アームのいずれか一方あるいは双方が、接続桿体に直交して
スライド可能に定着されているので、第１アームと第２アームを同時に、若しくはいずれ
か一方ずつを被介護者の頚部の裏側と膝の裏側に挿入できることから、仰臥した被介護者
が首を持ち上げ、又は膝を持ち上げて膝裏とベッドとの間に空間を作るという動作が自力
でできるかどうかによって使い分けができ、介護者の省力化が図れる。
【００１８】
　〈５〉接続桿体が、左右２本に分割された筒状体からなり、いずれか一方の筒状体がも
う一方の筒状体の内側に挿入可能に構成されているので、前記第１アームと第２アームと
の間隔を被介護者の身長に合わせて調整することができる。
　（６）接続桿体が、該接続桿体に突設、固定された第１アームと第２アームとで被介護
者を支承して昇降体を上昇させたとき、支承した被介護者の頭部側が持ち上がるよう、前
記接続桿の第２アームを突設した側が第１アームを突設した側よりも長くなるようにして
回動軸を設けてなり、かつ該回動軸が、前記昇降体の中心部に回動可能に軸着されている
ので、該接続桿体に装着された前記第１アームと第２アームとによって被介護者を支承し
て昇降体を上昇させたとき、被介護者の頭部側が自然に持ち上がり、あたかも椅子に腰掛
けたような体形となることから、被介護者は安心して身を委ねることができる。
【００１９】
　〈７〉前記第１アームが被介護者の頚部の裏側近傍に当接する部分に、また第２アーム
が補介護者の膝の裏が当接する部分に、さらに背面支承部材が被介護者の背中に当接する
部分に、さらにまた脇の下支持桿体が被介護者の脇の下に当接する部分に、それぞれクッ
ションを設けているので、本発明の介護用リフトが被介護者の各部に柔らかく当接し，痛
痒などの不快感を与えることがない。
　また、前記背面支承部材が、その２つの屈曲部に、被介護者脇の胸の前で結合できる安
全ベルトを備えているので、移動中の被介護者の安全が確保される。
【００２０】
　〈８〉前記昇降機構が、前記第１アームと第２アームの各端部をその左右端に固定した
接続桿体を装着、保持して上下する昇降体と、モータや減速機、ベルト巻き取り機等の駆
動装置を搭載した基部と、該基部に立設され、前記昇降体走行時のガイドレールとなる枠
体と、昇降体上部の左右両端にその一端が固定され、他端が前記駆動装置によって巻き取
られ又は繰り出されて前記昇降体を上下させるベルトと、該ベルトの走行を支持する複数
の滑車とで構成され、かつ前記基部にキャスターを有する脚部を備え、また前記枠体の両
側面に介護用リフトを移動する際に使用する取っ手が設けられているので、介護用リフト
の取り扱いが容易で、介護者の労力負担が軽減できる。
【００２１】
　〈９〉前記昇降体が、その両側面に前記ガイドレールに沿って走行する３対の車輪を備
えてなり、かつ上方に配設した１対の車輪は、ガイドレールの正面側内壁に当接し、下方
に配設した１対の車輪は背面側内壁に当接し、そして中央部に配設した１対の車輪はガイ
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ドレールの側壁内面に当接して走行し、前記昇降体が安定して上下するようにしているの
で、第１アームと第２アームとによって被介護者を支承した際、その荷重によって昇降体
が前方に傾いた状態となっても、昇降体の走行が容易に行え、かつ左右へのブレもなく安
定した上下移動が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明一実施例の介護用リフト斜視図
【図２】昇降機構の構造説明図
【図３】第１アームと第２アーム、及び接続桿体で構成されるコ字状構造体周辺の構造説
明図
【図４－１】本発明一実施例の介護用リフトの使用方法説明図
【図４－２】本発明一実施例の介護用リフトの使用方法説明図
【図４－３】本発明一実施例の介護用リフトの使用方法説明図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の介護用リフトを実施するための形態を、その一実施例の図に基づいて説明する
。
　図１は本発明一実施例の介護用リフト斜視図、図２は昇降機構の構造説明図、図３は第
１アームと第２アーム、及び接続桿体で構成されるコ字状構造体周辺の構造説明図であり
、図４－１～図４－３は本発明一実施例の介護用リフトの使用方法説明図である。なお、
図３において実践は被介護者を支承した状態における背面支承部材、ヘッドレスト、脇の
下支持桿体、及び膝の裏側を支持する第２アームの位置を示し、点線は前記背面支承部材
、ヘッドレスト、膝の裏側を支持する第２アームが移動する位置、及び脇の下支持桿体を
被介護者の脇の下から離脱させたときの位置を示している。
　図において１は介護用リフト、２ａは第１アーム、２ｂは第２アーム、３は接続桿体、
３ａ、３ｂは筒状体、３ｃは回動軸、３ｄは装着部、４は背面支承部材、５はヘッドレス
ト、６は脇の下支持桿体、７は昇降体、８は基部、９は枠体、１０はガイドレール、１１
はベルト、１２は滑車、１３はベルト巻き取り機、１４はクッション、１５ａ、１５ｂ、
１５ｃは車輪、１６は脚部、１７はキャスター、１８は取っ手、１９は操作スイッチ、２
０は昇降機構である。
【００２４】
　本発明の一実施例の介護用リフト１は、図１の斜視図に示すように、
被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アーム２ａと、被介護者の膝の裏側を支持する
第２アーム２ｂと、左右端に前記第１アーム２ａと第２アーム２ｂの各端部を固定して突
設し、コ字状構造体を構成するための接続桿体３と、前記接続桿体３を上下に移動させて
コ字状構造体に支承された被介護者を昇降させる昇降機構２０とで構成されている。
　そして、被介護者の頚部の裏側近傍を支持する第１アーム２ａに、被介護者の頚部に近
い背中部を支承する背面支承部材４がスライド可能に突設され、また前記第１アーム２ａ
の途中に、又は前記背面支承部材４の左右端部に、被介護者の左右の脇の下に挟挿されて
脇の下を支える脇の下支持桿体６、６が回動自在に突設されている。
　なお、図１では、背面支持部材４をコ字状に折り曲げられた棒状体で示し、そのスライ
ド機構を第１アームに穿設された貫通孔に、前記コ字状の棒状体を挿通させることで行う
ように示したが、この形状に限られるものでなく、その作用を実現できる方法、手段であ
ればよい。
【００２５】
　本発明では、第１アーム２ａ又は第２アーム２ｂのいずれか一方あるいは双方が、接続
桿体３に直交してスライド可能に定着されているとしている。そこで、図３では被介護者
の膝の裏側を支持する第２アーム２ｂのみが前記接続桿体３の一方の端部に設けられた装
着部３ｄにスライド可能に定着されている実施例によって、後述する本発明の介護リフト
１の使用方法の説明を簡潔に行えるようにした。したがって前記第１アーム２ａ及び第２
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アーム２ｂをともにスライド可能に定着し、あるいは第１アーム２ａのみをスライド可能
に定着することがあってよい。要は本発明の介護リフト１の第１アーム２ａ及び第２アー
ム２ｂを、被介護者の頚部の裏側近傍と膝の裏側への挿入離脱が、介護者の少ない負担で
行えるように構成されたものであればよい。
【００２６】
　また、前記接続桿体３が、左右２本に分割された筒状体（図１においては角筒状）３ａ
、３ｂからなり、両筒状体３ａ、３ｂのいずれか一方の筒状体（例えば３ａ）がもう一方
の筒状体（例えば３ｂ）の内側に挿入可能に構成され、前記第１アーム２ａと第２アーム
２ｂとの間隔を被介護者の身長に合わせて調節可能にしている。なお、被介護者の身長に
合わせて前記接続桿体３の長さを調節した後、挿入した両筒状体３ａ、３ｂが離脱しない
ように固定手段を備えていることはいうまでもない。
【００２７】
　そして、前記第１アーム２ａが被介護者の頚部の裏側近傍に当接する部分に、また第２
アーム２ｂが補介護者の膝の裏が当接する部分に、さらに背面支承部材４が被介護者の背
中に当接する部分に、さらにまた脇の下支持桿体６、６が被介護者の脇の下に当接する部
分に、それぞれクッション１４を備えており、介護リフト１が被介護者へ装着される際の
被介護者への負担を軽減するとともに、前記背面支承部材４の２つの屈曲部に、被介護者
脇の胸の前で結合できる安全ベルトを備えて被介護者移動時の安全を確保している。
　なお、図１には被介護者の右側から第１アーム２ａ及び第２アーム２ｂを挿入して被介
護者を支承する介護リフト１を示したが、被介護者の左側から支承する介護リフト１もあ
ってしかるべきであり、そのため第１アーム２ａを接続桿体３へ固定する際の角度を変更
できるなどの対応策も考慮され、用意されている。
【００２８】
　前記昇降機構２０は、図１及び図２に示すように、被介護者の頚部の裏側近傍を支持す
る前記第１アーム２ａと、被介護者の膝の裏側を支持する前記第２アーム２ｂの各端部を
その左右端に固定した接続桿体３を装着、保持して上下する昇降体７と、モータや減速機
、ベルト巻き取り機１３等の駆動装置を搭載した基部８と、該基部８に立設され、前記昇
降体７走行時のガイドレール１０、１０となる枠体９と、前記昇降体７上部の左右両端に
その一端が固定され、他端が前記駆動装置によって巻き取られ又は繰り出されて前記昇降
体７を上下させるベルト１１と、該ベルト１１の走行を支持する複数の滑車１２とで構成
されている。
　そして、前記昇降体７は、その前面中央に前記接続桿体３を回動可能に装着する軸体を
突設し、その側面には前記ガイドレール１０、１０に沿って走行する３対の車輪１５ａ、
１５ｂ、１５ｃを備え、かつ上方に配設した１対の車輪１５ａがガイドレール１０、１０
の正面側内壁に当接し、下方に配設した１対の車輪１５ｂが背面側内壁に当接し、そして
中央部に配設した１対の車輪１５ｃがガイドレール１０の側壁内面に当接して走行するよ
うにして昇降体７が安定して上下するよう図られている。
【００２９】
　そしてまた、前記基部８にキャスター１７を有する脚部１６を設けるとともに、前記枠
体９の両側面に取っ手１８を設けて移動を容易にしている。
【００３０】
　次いで本発明の介護用リフト１の昇降機構２０構造とその作用を、図２に基づいて説明
する。
　本昇降機構２０は、その前面中央部に接続桿体３（図示せず）を回動可能に装着する軸
体を突設した昇降体７と、介護用リフト１の基部８に立設された枠体９に設けられた左右
のガイドレール１０、１０に沿って上下する昇降体７と、前記昇降体７の上部左右端にそ
の一端が固定され、他端が、枠体９の上端部左右、及び基部８内に設けられた２組の滑車
１２を介して基部８に搭載されたベルト巻き取り機１３に取り付けられた２本のベルト１
１と、前記ベルト巻き取り機１３を、減速機を介して駆動するモータ（図示せず）とから
構成されている。
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　前記昇降体７の側面には、左右の揺れを防止するため枠体９の左右の側壁内側に当接し
て回転移動する１対の車輪１５ｃと、前記第１アーム２ａと第２アーム２ｂによって被介
護者を支承した際、その荷重によって昇降体７が前方に傾いた状態となって上下すること
を考慮し、その両側面の上方には、ガイドレール１０、１０の正面側内壁に当接して回転
する車輪１５ａが、また下方にはガイドレール１０、１０の背面側内壁に当接して回転す
る車輪１５ｂとが備えられている。
　この昇降機構は、枠体９の側面に装着された操作スイッチ１９によってモータを制御す
ると、ベルト巻き上げ機１３が作動してベルト１１を巻き取り又は繰り出して、昇降体７
を上昇又は下降させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【００３１】
　本発明の介護用リフト１の使用方法を図４－１～図４－３に基づいて説明する。
　被介護者をベッドに仰臥した状態からから車椅子等に移動し着座させる場合は、次の手
順による。
　ａ．まず、本発明の介護用リフト１の昇降体７を、その中央部に突設され接続桿体３の
回動軸となる軸体がベッドのほぼ上面の高さになる位置に下降させ、前記接続桿体３がほ
ぼ水平に保たれるようにする。なお、前記接続桿体３は、前記第２アーム２ｂを固定した
側が前記第１アーム２ａを固定した側よりも長くなるように前記軸体に回動可能に装着さ
れているので、前記接続桿体３をほぼ水平に保つため、前記昇降体７に前記接続桿体３の
回動を抑止する何らかの手段を用意しておくことが好ましい。
　そして、図３に点線で示すように、背面支承部材４の被介護者の背中に当接する部分が
、前記第１アーム２ａに接触する位置に、また、前記脇の下支持桿体６、６は前記第１ア
ーム２ａと平行する位置に移動しておく。
　そして被介護者の膝の裏側を支持する第２アーム２ｂは、前記接続桿体３をほぼ水平に
保つための手段が採れない場合や、被介護者が自力で膝の裏側とベッドの間に前記膝の裏
側を支持する空間を保持できない状態にある場合などの必要に応じて、接続桿体３の端末
に設けられた装着部３ｄを介し、被介護者の膝裏から離脱する方向に移動させておく。ま
た、第１アーム２ａと第２アーム２ｂの間隔が、被介護者の身長に適合するよう接続桿体
３の両筒状体３ａ、３ｂの挿入具合を調節し固定しておくことは言うまでもない。
　上記の準備を終えた介護用リフト１を被介護者が仰臥したベッドの傍らに移動する。
【００３２】
　ｂ．介護者が仰臥した被介護者の膝を持ち上げて被介護者の足首を臀部に近づかせ、被
介護者の膝の裏側とベッドの間に空間を設けて保持させる。そして、接続桿体３をほぼ水
平に保った状態の介護用リフト１を前進させて、介護者が被介護者の頭部を持ち上げると
ともに、被介護者の頚部の裏側と膝の裏側に生じた空間に、前記第１アーム２ａと第２ア
ーム２ｂを、第１アーム２ａ、第２アーム２ｂに設けられたクッション１４、１４の部分
が、それぞれ被介護者の頚部の裏側近傍と膝の裏側に当接する位置まで介護用リフト１を
前進させて挿入する〔 図４－１（ａ）〕。
　なお、足首を臀部に近づかせる動作、及び首を持ち上げる動作の両方、あるいはいずれ
か一方が被介護者自身によって行える場合には自力で行わせることが好ましい。
　介護用リフト１の被介護者への装着を終えた時点で、前記接続桿体３の水平を保持した
手段を解除する。
【００３３】
　ｃ．次いで、前記昇降体７を僅か上昇するなどによって接続桿体３の第１アーム２ａ側
を持ち上げ、前記背面支承部材４の被介護者の背中に当接する部分を被介護者の背中に移
動してそこに設けたクッション１４で背中を支えると同時にヘッドレスト５を被介護者の
後頭部に位置させ後頭部を支えられるようにする〔図４－１（ｂ）〕。
　なお、被介護者が自力で膝の裏側とベッドの間に空間を保持できない状態にあり、準備
段階で第２アーム２ｂを膝の裏側から離脱する方向に移動しておいた場合には、介護者が
被介護者の膝を持ち上げ、前記第２アーム２ｂを被介護者の膝の裏側に移動、挿入する。
　ｄ．被介護者の両手を持ち上げ、２つの脇の下支持桿体６、６を回動して脇の下に挿入
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する〔図４－２（ｃ）〕。
　なおこの際、前記背面支承部材４の２つの屈曲部に設けられた安全ベルト（図示せず）
を被介護者の胸の前で結合し、移動時の安全を確保するようにしておくことも好ましい。
【００３４】
　ｅ．操作スイッチ１５によりモータを駆動し、昇降体７を上昇させ、被介護者をベッド
から抱え上げる。この際、前記接続桿体３が、前記第２アーム２ｂを固定した側が前記第
１アーム２ａを固定した側より長くなるように前記昇降体７に回動可能に取り付けられて
いるので、昇降体７が上昇することによって被介護者の頭部が持ち上がり、椅子に腰掛け
たような体形となる〔図４－２（ｄ）〕。なお、被介護者を支承した第１アーム２ａ、第
２アーム２ｂ及び接続桿体３で構成されるコ字状構造体が過度に回動し被介護者に不安を
与えないよう前記接続桿体３の下面に当接して過度の回動を防止するストッパーを前記昇
降体７に突設しておくことも好ましい。
　この状態で取っ手１８を押して脚部１６に備えたキャスター１７によって介護用リフト
１を移動先まで移動する。
【００３５】
　ｆ．移動先において昇降体７を下降させて被介護者を車椅子等に着座させ〔図４－３（
ｅ）〕、脇の下支持桿体６、６を水平に回動して脇の下から離脱させ，介護用リフト１を
後退させる。　なお、被介護者の胸の前に安全ベルトを結合させた場合には、この安全ベ
ルトを外しておくことは言うまでもなく、また第２アーム２ｂを介護用リフト１の後退に
先駆けて被介護者の膝の裏側から離脱させておくことも、必要に応じて行われてよい。
【００３６】
　被介護者を車椅子等に着座した状態からベッドへ移動する場合は、次の手順による。
　ｇ．車椅子等に着座した被介護者の側方に介護用リフト１を配置する。この際、前記脇
の下支持桿体６、６は前記首の下を支持する第１アーム２ａと平行する位置に、そして被
介護者の膝の裏側を支持する第２アーム２ｂは、該第２アーム２ｂを前記第１アーム２ａ
と同時に被介護者の膝の裏側装着できない場合においては接続具３の端末に設けられた装
着部３ｄを介して、被介護者の膝裏から離脱する方向に移動させておく。また、第１アー
ム２ａと第２アーム２ｂとの間隔が、被介護者の身長に適合するよう接続桿体３の両筒状
体３ａ、３ｂの挿入具合を調節し固定しておく。　　　　 
【００３７】
　ｈ．昇降体７を下降させ、接続桿体３に装着された頚部の裏側を支持する第１アーム２
ａが着座した被介護者の首の高さに、膝の裏側を支持する第２アーム２ｂが被介護者の膝
の位置になるように接続桿体３を傾けた状態で介護用リフト１を前進させ、前記第１アー
ム２ａに設けられたクッション１４の部分が被介護者の頚部の裏側に、第２アーム２ｂに
設けられたクッション１４の部分が被介護者の膝の裏側にそれぞれ当接するように挿入す
る。
　そして必要に応じて、前記背面支承部材４の被介護者の背中に当接する部分、及びヘッ
ドレスト５の位置を調整し、さらに、２つの脇の下支持桿体６、６を回動して被介護者の
脇の下に挿入する。なおこの際、前記背面支承部材４の２つの屈曲部に設けられた安全ベ
ルトを被介護者の胸の前で結合し、移動時の安全を確保するようにしておくことが好まし
い。
　なお、前記接続桿体３の傾きが十分得られず、前記第２アーム２ｂを前記第１アーム２
ａと同時に被介護者の膝の裏側に挿入できない場合には、あらかじめ、前記第２アーム２
ｂを被介護者の膝に裏側から離脱する方向に移動させておき、第１アーム２ａを被介護者
の頚部の裏側近傍に当接した後に、被介護者の膝を持ち上げつつ被介護者の膝に裏側から
離脱する方向に移動させておいた第２アーム２ｂを被介護者の膝の裏側にそのクッション
１４部分が当接するまで挿入することで対応すればよい。
【００３８】
　ｉ．操作スイッチ１５によりモータを駆動し、昇降体７を上昇させ、被介護者を車椅子
等から抱え上げ、その状態で取っ手１８を押して介護用リフト１をベッド脇に移動し抱え
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ド上に移動する。
　ｊ．被介護者の臀部がベッドに着床し仰臥姿勢となるまでの状態において、前記昇降体
７の下降を一時停止し、前記脇の下支持桿体６、６を前第１アーム２ａと平行する位置に
まで回動して被介護者の脇の下から離脱するとともに、前記背面支承部材４の被介護者の
背中に当接していた部分を前記第１アーム２ａに接触する位置まで移動し、被介護者の背
中とベッドの間に背面支承部材４が挟まるのを防止した後、昇降体７を降下させて被介護
者をベッド上に仰臥させ、介護用リフト１を後退させる。
　なお、被介護者の胸の前に安全ベルトを結合させた場合には、まずこの安全ベルトを外
すのは言うなでもなく、また第２アーム２ｂを介護用リフト１の後退に先駆けて被介護者
の膝の裏側から離脱させておくことも、必要に応じて行われてよい。
【００３９】
　上記手順によって被介護者は、安全かつ不快感を感じることなく、また介護者は多大な
労力を掛けることなく被介護者の移動が可能となる。
【符号の説明】
【００４０】
　　１：介護用リフト
　　２ａ：第１アーム
　　２ｂ：第２アーム
　　３：接続桿体
　　３ａ、３ｂ：筒状体
　　３ｃ：回転軸
　　３ｄ：装着部
　　４：背面支承部材
　　５：ヘッドレスト
　　６：脇の下支持桿体
　　７：昇降体
　　８：基部
　　９：枠体
　　１０：ガイドレール
　　１１：ベルト
　　１２：滑車
　　１３：ベルト巻き取り機
　　１４：クッション
　　１５ａ、１５ｂ、１５ｃ：車輪
　　１６：脚部
　　１７：キャスター
　　１８：取っ手
　　１９：操作スイッチ
　　２０：昇降機構
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