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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静止系に取り付けられた状態で、ベッドを含む管理エリアに超音波信号を継続的に送信
する送波器と、
　静止系に取り付けられた状態で、前記管理エリア内で反射した前記超音波信号を受信す
る受波器と、
　前記送波器から送信される前記超音波信号に対応して前記受波器で所定時間毎に取得さ
れる反射波データからベッド上の人体の頭部またはそれ以外の物体の三次元位置を時々刻
々演算して、この三次元位置を複数の人体の頭部のグループ又は他の物体のグループに分
類する位置演算手段と、
　該位置演算手段の演算結果から人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知
し、その検知結果に基づいてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定する判定
手段と、
　該判定手段によって人体の離床動作の開始が検知された場合に報知信号を発する報知手
段とを備え、
　前記判定手段は、所定時間以上、移動の追跡ができない頭部のグループを以後の処理か
ら外す抹消手段を備えていることを特徴とする離床予測装置。
【請求項２】
　前記位置演算手段は、移動平均処理を用いて反射波データから不要な信号を減衰させる
移動平均処理手段を備えたことを特徴とする請求項１の離床予測装置。
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【請求項３】
　ベッド高さを自動検出して初期状態を設定する初期化処理手段を備えたことを特徴とす
る請求項１又は請求項２の離床予測装置。
【請求項４】
　受信した超音波の受波角度に応じてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定
するのに必要な設定値を変更することを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項の
離床予測装置。
【請求項５】
　受波角度θに対して、前記設定値を（cosθ）４としたことを特徴とする請求項４の離
床予測装置。
【請求項６】
　ベッドの少なくとも長辺側の外側部に外側警報エリアを設定し、前記判定手段は、前記
警報エリア内に人の頭部が所定時間以上滞在する場合に離床を判定することを特徴とする
請求項１～請求項５のいずれか１項の離床予測装置。
【請求項７】
　ベッドの上方位置に、前記外側警報エリアよりも小さい範囲の内側警報エリアを設定し
、この内側警報エリアの外周側に内側警報エリアと外側警報エリアとの間に配設される非
警報エリアを設けたことを特徴とする請求項６の離床予測装置。
【請求項８】
　前記受波器は、複数の受波素子を配列したアレイセンサであることを特徴とする請求項
１～請求項７のいずれか１項に記載の離床予測装置。
【請求項９】
　静止系に取り付けられた送波器からベッドを含む管理エリアに超音波信号を継続的に送
信すると共に、静止系に取り付けられた受波器により前記管理エリア内で反射した前記超
音波信号を受信して、前記送波器から送信される前記超音波信号に対応した反射波データ
を所定時間毎に取得する反射波データ取得工程と、
　該反射波データ取得工程で取得された反射波データからベッド上の人体の頭部または他
の物体の三次元位置を時々刻々演算して、この三次元位置を複数の人体の頭部のグループ
又は他の物体のグループに分類する位置演算工程と、
　該位置演算工程の演算結果から人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知
し、その検知結果に基づいてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定する判定
工程と、
　該判定工程により、人体の離床動作の開始が検知された場合に報知信号を発する報知工
程とを含み、
　前記判定工程は、所定時間以上、移動の追跡ができない頭部のグループを以後の処理か
ら外す抹消処理を行うことを特徴とする離床予測方法。
【請求項１０】
　前記位置演算工程は、移動平均処理を用いて不要な信号を減衰させる移動平均処理工程
を備えることを特徴とする請求項９の離床予測方法。
【請求項１１】
　ベッド高さを自動検出して初期状態を設定する初期化処理工程を備えることを特徴とす
る請求項９又は請求項１０の離床予測方法。
【請求項１２】
　受信した超音波の受波角度に応じてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定
するのに必要な設定値を変更することを特徴とする請求項９～請求項１１のいずれか１項
の離床予測方法。
【請求項１３】
　受波角度θに対して、前記設定値を（cosθ）４とすることを特徴とする請求項１２の
離床予測方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッド上の人が離床動作を開始したか否かを判断する離床予測装置および方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、主として病院には、巡回監視の労力低減のため、ベッドからの患者の離床を自動
検知する離床検知装置が設備される。離床検知装置には、ベッドの周囲の床面に感圧セン
サを敷設して、患者がそのセンサの上に足を下ろした際に生じる圧力変化により患者の離
床を検出するものや、ベッドの足に荷重センサを取り付け、センサの出力変化により患者
の離床の有無を検出するものなどがある。また、離床検出に類似する技術として、患者の
体位の変化を検出する寝返り管理システムが提案されている（特許文献１参照）。このシ
ステムは、患者の肩および腰に測定センサを取り付け、ベッドに設置された受信アンテナ
と超音波マイクとで前記測定センサから発信される電波と超音波をそれぞれ受信する。そ
の受信の際に生じる時間差に基づいて、患者の体位の変化を検出するものである。さらに
、このシステムには、測定センサと受信アンテナとの間での電波の通信可能範囲をベッド
の上方空間に限定することで、当該電波の通信が途絶えた場合に、患者が離床したと判断
するようにしている。
【特許文献１】特開２００６－３２５６８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の感圧センサや荷重センサを利用した離床検知装置では、ベッドから患者が足を下
ろした段階で初めて患者の離床が検出されるため、看護師等が到着した段階では、既に患
者が離床してから漫然と時間が経過しまっている。したがって、患者の離床を早期に発見
し、患者の安全を十分に確保するという観点では課題がある。
【０００４】
　上記の特許文献１のシステムでは、患者がベッドの上方空間に存在しなくなった状態で
、初めて患者の離床が検出される。このため、上述の感圧センサ等と同様に、患者の離床
を早期に発見することはできない。
【０００５】
　また、患者の肩および腰に取り付けた測定センサは、布団の中に隠れると、超音波マイ
クに超音波が届かないので、追跡中に見失ったり、失報を生じたりする原因の一つとなっ
ていた。
【０００６】
　さらには、前記のような離床判定方法は、いずれもベッド高の自動変更に対応していな
い。このため、患者又は看護師がベッド高さを変更する都度、ベッド高の設定を変更する
必要があった。仮に、ベッド高さの設定を変更しない場合は、誤報の原因となっていた。
【０００７】
　本発明は、以上の実情に鑑み、ベッド上の人体の離床動作の開始を早期且つ精度良く検
出することを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために創案された本発明に係る装置は、静止系に取り付けられた状
態で、ベッドを含む管理エリアに超音波信号を継続的に送信する送波器と、静止系に取り
付けられた状態で、前記管理エリア内で反射した前記超音波信号を受信する受波器と、前
記送波器から送信される前記超音波信号に対応して前記受波器で所定時間毎に取得される
反射波データからベッド上の人体の頭部またはそれ以外の物体の三次元位置を時々刻々演
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算して、この三次元位置を複数の人体の頭部のグループ又は他の物体のグループに分類す
る位置演算手段と、該位置演算手段の演算結果から人体の三次元位置の横臥位置からの時
間的な変化を検知し、その検知結果に基づいてベッド上の人体が離床動作を開始したか否
かを判定する判定手段と、該判定手段によって人体の離床動作の開始が検知された場合に
報知信号を発する報知手段とを備え、前記判定手段は、所定時間以上、移動の追跡ができ
ない頭部のグループを以後の処理から外す抹消手段を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　以上の構成により、ベッド上の人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化が検知
されることから、例えばベッド上での起き上がり動作等の離床動作の開始を検知すること
ができる。したがって、人体がベッドから足を下ろす前に、人体の離床を未然に予測して
早期に検知することが可能となる。しかも、人体の頭部は、常時布団の外に出ているのが
通例であり、人体の頭部で反射した超音波信号が布団によって阻害されることはない。そ
のため、人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知することで、患者の離床
動作の開始を正確に検知することができる。なお、送波器及び受波器が、静止系に取り付
けられるので、人体に直接センサを取り付けた場合のように患者に負担が掛かるという事
態も回避することができる。また、抹消手段を備えることにより、所定時間以上、移動の
追跡ができない超音波反射信号のグループを以後の処理から外すことができる。すなわち
、患者の体勢によっては超音波の反射波が小さく、ピーク値を捉えられないことがある。
その場合、ある計測分の三次元位置のデータが抜けて患者を捕捉できない。一旦捕捉が途
切れると、そのグループが残り、患者の頭部追跡に支障をきたすため、所定時間以上捕捉
が途切れたグループ（抜けフレーム）を、抹消手段が抹消する抹消処理を行う。これによ
り、ノイズを抑圧することができる。
【００１０】
　前記位置演算手段は、移動平均処理を用いて反射波データから不要な信号を減衰させる
移動平均処理手段を備えることができる。移動平均とは、系列データを平滑化する手法で
あって、外乱超音波ノイズや隣接設置した３次元超音波センサユニットからの超音波等の
以後の処理に不要な信号を減衰させる処理をいう。
【００１１】
　ベッド高さを自動検出して初期状態を設定する初期化処理手段を備えることができる。
すなわち、患者又は看護師がベッド高さを変更しても、初期化処理手段が自動的にベッド
高さを検出し、離床動作を開始したか否かを判定する際の設定値に反映することができる
。
【００１２】
　受信した超音波の受波角度に応じてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定
するのに必要な設定値を変更することができる。すなわち、超音波の反射波が弱い受波角
度に対しては、頭部検出の設定値（閾値）を下げることにより確実に頭部を検出すること
ができて、失報を低減することができる。この場合、受波角度θに対して、設定値を（co
sθ）４とすることができる。
【００１３】
　ベッドの少なくとも長辺側の外側部に警報エリアを設定し、前記判定手段は、前記警報
エリア内に人の頭部が所定時間以上滞在する場合に離床を判定することができる。ベッド
の外側に警報エリアを設定することにより、警報エリアを広範囲に設定することができ、
人の頭部が警報エリア内に存在する時間を長時間とすることができる。すなわち、動作の
早い人の頭部が警報エリア内を短時間で通過することにより生じる失報を防止することが
でき、確実に離床を判定することができる。
【００１４】
　ベッドの上方位置に、前記外側警報エリアよりも小さい範囲の内側警報エリアを設定し
、この内側警報エリアの外周側に内側警報エリアと外側警報エリアとの間に配設される非
警報エリアを設けることができる。これにより、患者以外の者（看護師や付添人等）がベ
ッドに接近しても、非警報エリアにて誤報を低減することができる。



(5) JP 5037423 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

【００１５】
　前記受波器は、複数の受波素子を配列したアレイセンサであることが好ましい。これに
より、受波器を回動させる等して機械的に走査することなく、電子的走査のみで、管理エ
リアで反射した超音波信号を受信することが可能となる。
【００１６】
　上記課題を解決するために創案された本発明に係る方法は、静止系に取り付けられた送
波器からベッドを含む管理エリアに超音波信号を継続的に送信すると共に、静止系に取り
付けられた受波器により前記管理エリア内で反射した前記超音波信号を受信して、前記送
波器から送信される前記超音波信号に対応した反射波データを所定時間毎に取得する反射
波データ取得工程と、該反射波データ取得工程で取得された反射波データからベッド上の
人体の頭部または他の物体の三次元位置を時々刻々演算して、この三次元位置を複数の人
体の頭部のグループ又は他の物体のグループに分類する位置演算工程と、該位置演算工程
の演算結果から人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知し、その検知結果
に基づいてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定する判定工程と、該判定工
程により、人体の離床動作の開始が検知された場合に報知信号を発する報知工程とを含み
、前記位置演算工程は、移動平均処理を用いて不要な信号を減衰させる移動平均処理工程
を備えるとともに、前記判定工程は、所定時間以上、移動の追跡ができない頭部のグルー
プを以後の処理から外す抹消処理を行うことを特徴とする。
【００１７】
　ベッド高さを自動検出して初期状態を設定する初期化処理工程を備えることができる。
【００１８】
　受信した超音波の受波角度に応じてベッド上の人体が離床動作を開始したか否かを判定
するのに必要な設定値を変更することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように本発明によれば、ベッド上の人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な
変化が検知されることから、例えばベッド上での起き上がり動作等の離床動作の開始を検
知することができる。したがって、人体がベッドから足を下ろす前に、人体の離床を未然
に予測して早期に検知することが可能となる。しかも、人体の頭部は、常時布団の外に出
ているのが通例であり、人体の頭部で反射した超音波信号が布団によって阻害されること
はない。そのため、人体の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知することで、
人体の離床動作の開始を正確に検知することができる。また、所定時間以上、移動の追跡
ができないグループを以後の処理から外したり、移動平均処理を用いて反射波データから
不要な信号を減衰させたり、さらにはベッド高を自動的に計測して設定値に反映させたり
することにより誤報を低減することができる。さらには、受信した超音波の受波角度に応
じて離床の判定に必要な設定値を変更したり、ベッドの両外側に警報エリアを設定したり
することにより失報を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る離床検出装置を模式的に示すブロック図であり、図
２はその取り付け態様を模式的に示す斜視図である。図に示すように、離床予測装置１は
、送波器２と、受波器３と、位置演算手段４と、判定手段５と、報知手段６と、初期化処
理手段２２とを備えている。
【００２２】
　送波器２は、天井に取り付けられた状態でベッド７を含む管理エリア８に超音波信号を
所定の間隔を空けて継続的に送信するように構成される。受波器３は、同じく天井に取り
付けられた状態で管理エリア８内で反射した超音波信号を受信するように構成される。送
波器２と受波器３とでセンサユニット９が構成される。
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【００２３】
　この実施形態では、送波器２は、超音波信号を管理エリア８内に拡散させて送信するよ
うに構成される。一方、受波器３は、複数の受波素子を配列したアレイセンサで構成され
る。例えば、このアレイセンサの一例としては次のような構成が挙げられる。すなわち、
アレイセンサ３としては、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、複数の受波素子３ａを単一
の平面（基板３ｂ）上に、例えば格子状や十字状等に配列したり、図３（ｃ）、（ｄ）に
示すように配列したりして種々の配列を採用できる。そして、各受波素子３ａで得られた
信号を、管理エリア８内で反射した超音波信号の入射角度および各受波素子３ａの位置に
対応した時間分だけ遅延させた後に加算することで、電子的走査によって三次元反射波デ
ータを取得するように構成されたものが挙げられる。さらに、この場合、隣接する受波素
子３ａの中心間距離Ｘは、送波器２から送信される超音波信号の半波長以下に設定するこ
とが好ましい。このようにすれば、複数の受波素子３ａで得られた信号を遅延加算して得
られる三次元反射波データに、誤差の要因となる所謂ゴースト成分が発生するという事態
を効果的に低減することができる。
【００２４】
　初期化処理手段２２は、ベッド高さを自動検出してアルゴリズムの初期化処理を行うも
のである。すなわち、患者又は看護師がベッド高さを変更しても、初期化処理手段が自動
的にベッド高さを検出することができる。
【００２５】
　位置演算手段４は、送波器２から送信される超音波信号に対応して受波器３で所定時間
毎に取得される反射波データからベッド７上の患者１０の三次元位置を時々刻々演算して
、この三次元位置を複数の患者の頭部のグループ又は他の物体のグループに分類するよう
に構成される。
【００２６】
　前記位置演算手段４には、移動平均処理手段２０を備えている。移動平均処理手段２０
は、取得した反射波データのうち、外乱超音波ノイズや隣接設置した３次元超音波センサ
ユニットからの超音波等の不要な信号を減衰させる処理を行うものである。
【００２７】
　判定手段５は、位置演算手段４の演算結果から患者１０の三次元位置の横臥位置からの
時間的な変化を検知し、その検知結果に基づいてベッド上の人体が離床動作を開始したか
否かを判定するように構成される。
【００２８】
　前記判定手段５には、抹消手段２１を備えている。抹消手段２１は、前記位置演算手段
４にて分類されたグループについて、一定時間以上、移動の追跡ができない頭部のグルー
プを以後の処理から外すものである。
【００２９】
　報知手段６は、判定手段５によって患者１０の離床動作の開始が検知された場合に報知
信号を発するように構成される。
【００３０】
　次に、このように構成された離床予測装置１による離床予測手順を説明する。
【００３１】
　図４は、離床検出手順を示すフローチャートである。同図に示すように、この離床検出
手順は、ベッド高さを自動検出してアルゴリズムを初期化する初期化処理工程Ｓ１と、送
波器２からベッド７を含む管理エリア８に超音波信号を所定の間隔を空けて継続的に送信
すると共に、受波器３で管理エリア８内で反射した超音波信号を受信して、送波器２から
送信される超音波信号に対応した反射波データを所定時間毎に取得する反射波データ取得
工程Ｓ２と、反射波データ取得工程Ｓ２で取得された反射波データからベッド７上の患者
１０の三次元位置を時々刻々演算する位置演算工程Ｓ３と、位置演算工程Ｓ３の演算結果
から患者１０の三次元位置の横臥位置からの時間的な変化を検知し、その検知結果に基づ
いてベッド７上の患者１０が離床動作を開始したか否かを判定する判定工程Ｓ４と、判定
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工程Ｓ４により患者１０の離床動作の開始が検知された場合に報知信号を発する報知工程
Ｓ５とを含む。この実施形態では、初期化処理手段２２によって初期化処理工程Ｓ１が実
行される。受波器３で反射波データ取得工程Ｓ２が実行され、位置演算手段４によって位
置演算工程Ｓ３が実行される。さらに、判定手段５によって判定工程Ｓ４が実行される。
また、報知手段６によって報知工程Ｓ５が実行される。
【００３２】
　まず、予め部屋のサイズ及びベッドサイズの検出、位置演算工程Ｓ３や判定工程Ｓ４に
おける各種閾値の設定、患者不在時または患者就寝時の管理エリア８の反射波データの計
測を行う。本実施形態では、１２ｃｍ毎に２５枚の反射波データを所得しているが、反射
波データの枚数、分割する間隔はこれに限られるものではない。また、初期化処理手段２
２は、受信した超音波の受波角度θに応じて以後の閾値を変更することができるようにし
ている。例えば、超音波の反射波が弱い受波角度θに対しては、閾値を（cosθ）４に下
げるように設定している。これにより、確実に頭部を検出することができて、失報を低減
することができる。
【００３３】
　そして、ベッド高さを自動検出して初期状態を設定する初期化処理を行う。初期化処理
工程Ｓ１は、図５に示すような方法で行われる。すなわち、予め計測しておいた患者不在
時または患者就寝時の管理エリア８の反射波データに対してピーク値を検出する（ステッ
プＳ１１）。その後、遠距離マスク値を検出対象距離とする（ステップＳ１２）。遠距離
マスク値とは、ベッドの下など明らかに患者の頭が存在するはずのない距離を、頭部の検
出処理の対象外とするために設定された値である。そして、ピーク値がベッド閾値（ベッ
ドが存在すると認識する閾値）を越えているか否かを判断し（ステップＳ１３）、超えて
いる場合は、１距離分センサに近い距離（反射波データから１枚分センサに近い反射波デ
ータであって、本実施形態では１２ｃｍ）を検出対象距離として（ステップＳ１４）、再
びステップＳ１３の判断を行う。一方、ピーク値がベッド閾値を越えていない場合は、ピ
ーク値から患者の体幅を引いた値をベッド高さとする（ステップＳ１５）。このようにし
て、床からセンサユニット９に向かって反射波データがなくなる距離を調べることで、ベ
ッド高さを自動検出することができる。そして、検出したベッド高さを遠距離マスクとし
て、頭部の検出範囲の対象外とする（ステップＳ１６）。
【００３４】
　反射波データ取得工程Ｓ２では、送波器２から超音波信号を送信するごとに、受波器３
で受信される超音波信号から三次元反射波データを取得する。この反射波データは、管理
エリア８を高さ方向に複数の平面に分割した平面データから構成されており、それぞれの
平面データには、反射波の信号強度分布が記録される。この場合も１２ｃｍ毎に２５枚の
反射波データを所得しているが、反射波データの枚数、分割する間隔ははこれに限られる
ものではない。
【００３５】
　位置演算工程Ｓ３は、差分処理工程Ｓ１０と、移動平均処理工程Ｓ２０と、ピーク演算
工程Ｓ３０と、グルーピング工程Ｓ４０とに大別される。
【００３６】
　差分処理工程Ｓ１０では、上記の反射波データ取得工程Ｓ１で取得された反射波データ
から、予め計測しておいた患者不在時または患者就寝時の管理エリア８の反射波データを
減算する。これにより、反射波データに含まれる静止物体がデータ上削除され、静止物体
と動体（患者１０等）とを明確に区別することが可能となる。例えば、患者１０の両サイ
ドにベッド柵２３があっても、前記処理を行うことにより、ベッド柵２３からの超音波反
射の影響を排除することができる。
【００３７】
　差分処理工程後の反射波データは、外乱超音波ノイズや隣接設置した３次元超音波セン
サユニットからの超音波も受けており、それらは以後の処理には不要な信号である。そこ
で、移動平均処理工程Ｓ２０では、次の数１に示すように、ｐ点単純移動平均処理を行う
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ことにより反射波データの平滑化を行って、外乱超音波ノイズや隣接設置した超音波セン
サなどからの超音波等の不要な信号等、以後の処理に不要な信号を減衰させることができ
る。なお、ｙ[ｎ]は平滑化後のサンプリング位置ｎのデータを示し、ｘ[ｎ]は平滑化前の
サンプリング位置ｎのデータを示している。
【数１】

　
【００３８】
　患者１０の頭部を捉えた反射波データを構成する平面データでは、縦軸に信号強度をと
ると、例えば図６に示すように、患者１０の頭部が凸部となって現れる。そのため、ピー
ク演算工程Ｓ３０では、上記の移動平均処理工程Ｓ２０後の反射波データを構成する複数
の平面データのそれぞれにつき、信号強度のピーク値と、その位置を検出する。そして、
信号強度が、所定のピーク判定閾値を超えるものを三次元位置として記憶し、そこに患者
の頭部又は他の物体が存在するものとする。このようにすれば、患者１０の頭部の三次元
位置をポイントで定義することができるので、患者１０の頭部の三次元位置を信号強度が
凸部となる部分全体で定義する場合に比して、演算処理の簡素化を図ることができる。な
お、この記憶された三次元位置は、受波器３（センサユニット９）に近いものから順に配
列された状態で頭部位置データとして記憶される。
【００３９】
　本実施形態では、上記のピーク演算工程Ｓ３０で演算された三次元位置が同一の患者１
０の頭部を捉えたものであるか否かを判断するために、グルーピング工程Ｓ４０が実行さ
れる。これは、次のような理由による。一般に、空気中を伝搬する超音波が患者１０の頭
部などの物体に当たった場合には、直進することなく、その物体で反射して戻ってくる。
しかし、送信する超音波信号を、振幅減衰時間（振幅減衰開始の時刻（最大振幅の時刻）
から振幅減衰終了の時刻までの時間）のない理想的なパルス波として送信することは困難
であり、実用上は、図７に示すように、所定の振幅減衰時間ΔＴを有する超音波信号を送
信する場合が多い。そのため、送信する超音波の振幅減衰時間ΔＴとの関係から、同一の
物体で反射した超音波信号が時間的に幅をもって検出される場合がある。この場合には、
上記の反射波データを構成する複数の平面データのうち、連続する数枚の平面データに同
じ物体による複数のピーク値が検出されることになる。そのため、演算処理の簡素化の観
点からも、複数のピーク値のうち、どのピーク値が同一の患者１０を捉えたものであるの
かを判断する必要がある。
【００４０】
　そこで、グルーピング工程Ｓ４０では、上記のピーク演算工程Ｓ３０で１つの反射波デ
ータから複数の三次元位置が演算された場合に、これらを一旦暫定的な三次元位置として
、その三次元位置の相互間の変位ベクトルを演算し、この中から変位ベクトルの大きさが
グルーピング閾値（所定値）以下となる三次元位置を選択する。この際、選択された三次
元位置は、同一の患者１０の頭部を捉えたものと判断する。そして、選択した三次元位置
に基づいて患者１０の三次元位置（代表位置）を改めて設定する。
【００４１】
　このグルーピング工程Ｓ４０は、図８に示す手順で実行される。同図に示すように、グ
ルーピング工程Ｓ４０では、まず、上記のピーク演算工程Ｓ３０で記憶された頭部位置デ
ータのうち、センサユニット９に最も近い先頭の三次元位置（暫定三次元位置）を基準位
置に設定すると共に、その三次元位置を代表位置とした新規グループを登録し且つその新
規グループを対象グループに設定する（ステップＳ４０１）。その後、頭部位置データの
中に、次の三次元位置（暫定三次元位置）が存在するか否かを判断する（ステップＳ４２
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）。
【００４２】
　その結果、次の三次元位置が存在する場合には、その三次元位置を対象位置に設定する
（ステップＳ４０３）。そして、基準位置から対象位置までの変位ベクトルを演算する（
ステップＳ４０４）と共に、その変位ベクトルの大きさがグルーピング閾値以下であるか
否かを判断する（ステップＳ４０５）。
【００４３】
　その結果、グルーピング閾値以下である場合には、対象位置を新たな基準位置とすると
共に、対象グループに追加登録（ステップＳ４０６）し、上記のステップＳ４０２に戻る
。
【００４４】
　一方、ステップＳ４０５で、グルーピング閾値を超えていると判断された場合には、対
象位置を新たな基準位置とすると共に、次の三次元位置を代表位置とした新規グループを
登録し且つその新規グループを新たな対象グループに設定（ステップＳ４０７）し、上記
のステップＳ４０２に戻る。以後、上記のステップＳ４０２で次の三次元位置が存在しな
いと判断されるまで、上記のステップを繰り返し、ピーク演算工程Ｓ３０で記憶された全
ての三次元位置を所定のグループに分類すると共に、グループごとに代表位置を設定する
。
【００４５】
　ここで、上記のグルーピング閾値は、送信する超音波信号の振幅減衰時間ΔＴに基づい
て設定される。これは、振幅減衰時間ΔＴから予め同じ患者１０の頭部を捉えた信号がど
の程度の範囲で検出されるかを予測することが可能であるためである。
【００４６】
　上記のグルーピング工程Ｓ４０では、センサユニット９に近い順に三次元位置が配列さ
れた頭部位置データのうち、先頭の三次元位置から順に処理しているので、分類されたグ
ループごとにセンサユニット９に最も近い頭部位置が代表位置として設定される。したが
って、時間的に最初に物体（患者１０の頭部）で反射したものを、各グループの代表位置
として設定することができる。すなわち、センサユニット９から所定の振幅減衰時間を有
する超音波信号を送信した場合であっても、振幅減衰時間のない理想的なパルス波を送信
した場合と同様の結果を得ることができる。
【００４７】
　このようにして処理されたグルーピング工程Ｓ４０の処理結果を図９に概念的に示す。
図示例は、ピーク演算工程Ｓ３０で６つの三次元位置ａ１，ａ２，ａ３，ｂ１，ｂ２，ｂ
３が検出され、グルーピング工程Ｓ４０の結果、三次元位置ａ１～ａ３からなるグループ
Ａ（例えば、患者１０以外の第三者を示すグループ）と、三次元位置ｂ１～ｂ３からなる
グループＢ（例えば、患者１０を示すグループ）に分類された場合を例示するものである
。この場合、各グループＡ，Ｂの代表位置は、センサユニット９に最も近い頭部位置ａ１
，ｂ１にそれぞれ設定される。なお、グループの代表位置は、センサユニット９に最も近
い頭部位置に設定するものに限らず、例えば、頭部位置データに含まれる全ての三次元位
置を所定のグループに分類した後、各グループに属する三次元位置の重心位置を演算し、
その重心位置を代表位置に設定するようにしてもよい。
【００４８】
　判定工程Ｓ４は、移動判定工程Ｓ５０と、エリア判定工程Ｓ６０と、離床動作判定工程
Ｓ７０とに大別される。
【００４９】
　移動判定工程Ｓ５０では、既に得られた一の反射波データから検出されたグループの代
表位置と、新たに得られた他の反射波データから検出されるグループの代表位置との変位
ベクトルを演算し、その変位ベクトルの大きさに基づいて、患者１０の三次元位置の横臥
位置からの時間的な変化を検知する。すなわち、上記のグルーピング工程Ｓ４０は、同一
の反射波データ内における処理であるが、この移動判定工程Ｓ５０は、異なる２つの反射
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波データ（例えば前回の反射波データと今回の反射波データ）を比較して処理するもので
ある。
【００５０】
　この移動判定工程Ｓ５０は、図１０に示す手順で実行される。同図に示すように、移動
判定工程Ｓ５０では、まず、上記のグルーピング工程Ｓ４０で検出されたグループが存在
するか否かを判断する（ステップＳ５０１）。その結果、グループが存在する場合には、
そのグループの代表位置を取得して対象位置とする（ステップＳ５０２）。そして、対象
位置に最も近い追跡済みグループが存在するか否かを判断し（ステップＳ５０３）、存在
する場合は最も近い追跡済みグループの代表位置を取得して基準位置に設定する（ステッ
プＳ５０４）。その後、変位ベクトルの大きさが移動判定閾値以下であるか否かを判断す
る（ステップＳ５０５）。その結果、移動判定閾値以下である場合には、対象位置を判定
基準位置とした追跡済みグループの新しい代表位置とする（ステップＳ５０６）と共に、
上記のステップＳ５０１に戻る。すなわち、この場合には、代表位置（三次元位置）が、
基準位置から対象位置に移動したものと判断する。一方、移動判定閾値を超える場合には
、対象位置を新規追跡済みグループの新しい代表位置とする（ステップＳ５０７）と共に
、ステップＳ５０１に戻る。なお、上記の移動判定閾値は、患者１０の移動速度に基づい
て設定される。具体的には、移動判定閾値は、前回の反射波データが取得されてから今回
の反射波データが取得されるまでの時間の間に、患者１０が実際に移動できる最大推定移
動量に基づいて設定される。
【００５１】
　また、上記のステップＳ５０３で、追跡済みグループが存在しないと判断された場合に
は、対象位置を新規追跡済みグループの新しい代表位置とする（ステップＳ５０７）と共
に、ステップＳ５０１に戻る。
【００５２】
　そして、ステップＳ５０１で次のグループが存在しないと判断されるまで、以上のステ
ップを繰り返し、各グループの代表位置の時間的な変化を追跡する。
【００５３】
　本実施形態において、超音波計測は一定間隔（１００ｍｓｅｃ）で実施している。患者
の体勢によっては超音波の反射波が小さく、ピーク値を捉えられないことがある。その場
合、ある計測分の三次元位置のデータが抜けて患者を捕捉できない。一旦捕捉が途切れる
と、そのグループが残り、患者の頭部追跡に支障をきたすため、所定時間以上捕捉が途切
れたグループ（抜けフレーム）を抹消する抹消処理を行うようにしている。
【００５４】
　抹消処理は、次のような方法で行われる。ステップＳ５０１において、グルーピング工
程Ｓ４０で検出されたグループが存在するか否かを判断した結果、グループが存在しない
場合には、前回の反射波データにおいて既に追跡済みグループが存在するか否かを判断す
る（ステップＳ５０８）。そして、存在する場合は、頭部の３次元位置データが抜けて捕
捉が途切れた期間（抜けフレーム数）が閾値を超えているか否かを判断し（ステップＳ５
０９）、超えている場合はそのグループを削除し（ステップＳ５１０）、ステップＳ５０
８に戻る。一方、ステップＳ５０９で抜けフレーム数が閾値を超えていない場合は、追跡
済みグループを削除せずにステップＳ５０８に戻る。
【００５５】
　そして、ステップＳ５０８で、前回の反射波データにおいて既に追跡済みグループが存
在しないと判断されるまで、以上のステップを繰り返す。
【００５６】
　このようにして処理された移動判定工程Ｓ５０の処理結果を、図１１に概念的に示す。
同図例は、前回の反射波データに対するグルーピング工程Ｓ４０で代表位置Ａ１，Ｂ１が
検出されると共に、今回の反射波データに対するグルーピング工程Ｓ４０で、代表位置Ａ
２，Ｂ２が検出された状態を示している。そして、移動判定工程Ｓ５０によって、前回の
反射波データで検出された代表位置Ａ１が、今回の反射波データで検出された代表位置Ａ
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２に移動し、前回の反射波データで検出された代表位置Ｂ１が、今回の反射波データで検
出された代表位置Ｂ２に移動したと判断された状態を示している。
【００５７】
　また、図１２に示すように、今回の反射波データで得られた代表位置Ｃ２が、前回の反
射波データで得られた代表位置Ａ１，Ｂ１の双方に対して、移動判定閾値以内にある場合
、変位ベクトルの近い代表位置（Ｂ１）が移動したものとして判断する。
【００５８】
　また、ステップＳ５１０のような抹消処理を行って、捕捉が途切れた追跡グループを削
除している。すなわち、図１３に示すように、Ｂ１の閾値範囲以内にＢ２よりも近いＤ（
捕捉が途切れた追跡グループ）が存在すると、Ｂ１はＤに移動したものと判断してしまう
。この場合、実際は次のフレームでＢ３へ移動するが、ＤからＢ３は閾値範囲外であるた
め、捕捉できない状態となる。そこで、ステップＳ５１０のように抹消処理を行うことに
より、このような事態を回避することができる。
【００５９】
　エリア判定工程Ｓ６０では、予め管理エリア８を複数のエリアに分割して定義し、上記
の移動判定工程Ｓ５０を経た各グループの代表位置が、管理エリア８のどのエリアに位置
するかを検出すると共に、そのグループが患者１０の頭部を捕捉したものであるか否かを
判定する。ここで、管理エリア８は、図１４，１５に示すように、ベッド７に横臥した患
者１０の頭部が位置する横臥エリア１１と、ベッド７に座った患者１０の頭部が位置する
座位エリア１２と、ベッド７の上に立った患者１０の頭部が位置する立位エリア１３とか
らなる内側警報エリアと、ベッド７の周囲を取り囲むように形成された離床エリア１４か
らなる外側警報エリアに分割された状態で定義される。横臥エリア１１は、患者１０の足
などを頭部と誤って認識しないように、ベッド７の枕側のみに形成されている。前記外側
警報エリアよりも小さい範囲に内側警報エリアを設定し、この内側警報エリアの外周側に
内側警報エリアと外側警報エリアとの間に配設される非警報エリア１６を設けることがで
きる。この非警報エリア１６とは、内側警報エリアと外側警報エリアとの隙間であり、後
述するエリア判定工程Ｓ６０において判定対象となるエリア（横臥エリア１１、座位エリ
ア１２、立位エリア１３、離床エリア１４）には属さないものである。これにより、患者
以外の者（看護師や付添人等）がベッドに接近しても内側警報エリアに入ることなく、こ
の非警報エリア１６にて誤報を低減することができる。なお、非警報エリア１６の範囲と
しては、設置環境等に応じて任意に設定することができる。
【００６０】
　このエリア判定工程Ｓ６０は、図１６に示す手順で実行される。同図に示すように、エ
リア判定工程Ｓ６０では、まず、患者１０を捕捉する前であるか否かを判断し（ステップ
Ｓ６０１）、捕捉前であれば、前回の反射波データにおいて既に追跡済みグループが存在
するか否かを判断する（ステップＳ６０２）。存在しなければ離床動作判定工程Ｓ７０へ
進み、存在すれば患者体勢が閾値以上であるか否かを判断する（ステップＳ６０３）。こ
れは、グルーピング工程にて同じグループにまとめられた三次元位置情報の数が閾値以上
であれば人と判断するものである。患者等の人からの反射の場合は、頭だけでなく肩や背
中からの反射も受けて三次元位置情報の数が大きい一方で、読書灯など静止物体の場合は
三次元位置情報の数が小さいことを利用している。閾値未満であればステップＳ６０２へ
戻り、閾値以上であれば次のグループの代表位置を取得して対象位置とする（ステップＳ
６０４）。次に、その対象位置が管理エリア８のどのエリアに該当するかを検出する（ス
テップＳ６０５）。そして、その該当エリアが患者１０の横臥エリア１１であるか否かを
判断する（ステップＳ６０６）。その結果、該当エリアが横臥エリア１１に等しい場合に
は、対象位置としたグループを患者１０とみなす（ステップＳ６０７）と共に、離床動作
判定工程Ｓ７０へ進む。また、ステップＳ６０６で該当エリアが横臥エリア１１に等しく
ない場合は、ステップＳ６０２に戻り、ステップＳ６０６で該当エリアが患者１０の横臥
エリア１１に等しくなるまで繰り返す。
【００６１】
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　ステップＳ６０１において、患者１０を捕捉済みであれば、患者とみなされた追跡済み
グループの代表位置を取得して対象位置とする（ステップＳ６０８）。次に、その対象位
置が管理エリア８のどのエリアに該当するかを検出する（ステップＳ６０９）。該当エリ
アが見つかったか否かを判断して（ステップＳ６１０）、見つからなかった場合は前回の
追跡済みグループにける判定値（エリア判定に用いた値）をそのまま採用し（ステップＳ
６１３）、離床動作判定工程Ｓ７０へ進む。ステップＳ６１０で該当エリアが見つかった
場合は、前回の追跡済みグループにおける判定値と同じであるか否かを判定し（ステップ
Ｓ６１１）、同じである場合は継続時間数を更新して（ステップＳ６１２）、離床動作判
定工程に進む。また、ステップＳ６１１で、前回の追跡済みグループでの判定値と異なる
場合は、判定値を更新して継続時間数を１として（ステップＳ６１４）、離床動作判定工
程に進む。
【００６２】
　離床動作判定工程Ｓ７０では、上記のエリア判定工程Ｓ６０で患者１０を示すグループ
が検知された後、その患者１０を示すグループが警報エリアに予め定められた所定時間以
上滞在しているか否かを判定する。警報エリアは、前記各エリア１１、１２、１３、１４
に対してそれぞれ別々に設定することができ、本実施形態では、ベッドの長辺側の外側部
に警報エリアを設定している。患者１０が寝返りによって横臥エリア１１に所定時間滞在
する可能性もあるため、上記の移動判定工程Ｓ５０で検知された患者１０の三次元位置の
時間的な変化が、横臥エリア１１から座位エリア１２に至った後、警報エリアに至り且つ
所定時間以上滞在するように変化した場合に、患者１０が離床動作を開始したと判定する
。これにより、患者１０の離床動作の開始を誤認することを防止できる。
【００６３】
　なお、離床の判定に際して、患者の体勢を把握して、患者が上半身を起こしただけでナ
ースコールを発令するように設定ことができる（起き上がりモード）。また、患者がベッ
ドの端に腰掛けてからベッドから離れたまでの間にナースコールを発令するように設定す
ることができる（端座位モード）。
【００６４】
　報知工程Ｓ４では、上記の離床動作判定工程Ｓ６０で患者１０の離床動作の開始が判定
された段階で報知信号を発し、ナースセンターの看護師等に患者１０の離床動作の開始を
報知する。具体的には、例えば、報知手段６をナースコールの信号系統に接続し、報知手
段６から報知信号が出力された場合にナースコールが発令するようにする。その他に、報
知信号を電波として発信し、その報知信号を特定の場所に設置された所定の端末或いは看
護師等が所持する所定の端末（例えば携帯電話等）で受信するようにしてもよい。このよ
うな無線を利用して報知信号を発信する手法は、ナースコールがない一般家庭等において
人体の離床動作の開始を報知する手段として有効となる。
【００６５】
　以上のように、本実施形態に係る離床予測装置１によれば、ベッド７上の患者１０の三
次元位置の横臥位置からの時間的な変化が検知されることから、ベッド７上での離床動作
の開始を検知することができる。したがって、患者１０がベッド７から足を下ろす前に、
患者１０の離床を未然に予測して早期に検知することが可能となる。しかも、患者１０の
頭部は、常時布団の外に出ているのが通例であり、患者１０の頭部で反射した超音波信号
が布団によって阻害されることはない。そのため、患者１０の三次元位置の横臥位置から
の時間的な変化を検知することで、患者１０の離床動作の開始を正確に検知することがで
きる。また、所定時間以上、移動の追跡ができないグループを以後の処理から外したり、
移動平均処理を用いて反射波データから不要な信号を減衰させたり、さらにはベッド高を
自動的に計測して設定値に反映させたりすることにより誤報を低減することができる。さ
らには、受信した超音波の受波角度に応じて離床の判定に必要な設定値を変更したり、ベ
ッドの両外側に警報エリアを設定したりすることにより失報を低減することができる。
【００６６】
　また、他の実施形態として、図１７に示すように、センサユニット９’を壁１７に中間
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部材１８を介して取り付けた離床予測装置がある。この離床予測装置は、上記のセンサユ
ニット９を天井１９に設置した離床予測装置の構成に、座標変換を行なう座標変換手段を
加えることにより構成できる。なお、センサユニット９’を壁１７に埋め込むなどして直
接壁１７に取り付けてもよい。壁１７に対するセンサユニット９’の取り付けは、壁１７
に対して固定であってもよく、壁１７に対して位置や角度を調節可能であってもよい。こ
の場合も、前記外側警報エリアと壁１７とで構成される範囲よりも小さい範囲に内側警報
エリアを設定し、この内側警報エリアの外周側に、内側警報エリアと外側警報エリアとの
間、及び内側警報エリアと壁１７との間に配設される非警報エリア１６を設けることがで
きる。この非警報エリア１６とは、内側警報エリアと外側警報エリアとの隙間、及び内側
警報エリアと壁１７との隙間であり、エリア判定工程Ｓ６０において判定対象となるエリ
ア（横臥エリア１１、座位エリア１２、立位エリア１３、離床エリア１４）には属さない
ものである。これにより、患者以外の者（看護師や付添人等）がベッドに接近しても内側
警報エリアに入ることなく、この非警報エリア１６にて誤報を低減することができる。な
お、非警報エリア１６の範囲としては、設置環境等に応じて任意に設定することができる
。
【００６７】
　上記の座標変換について詳述する。例えば図１７に示した壁設置型センサユニット９’
用の座標軸が図１８（Ａ）に示すものとする。Ｚ’軸は、壁設置型センサユニット９’に
おける超音波を送受波する面に垂直な方向で、同図右下の向きである。Ｙ’軸が壁設置型
センサユニット９’における超音波を送受波する面且つ紙面に沿った方向で，同図右上の
向きである。Ｘ’軸は、紙面に垂直な方向で紙面の裏から表への向きである。
【００６８】
　例えば図１４に示した天井設置型センサユニット９用の座標軸が図１８（Ｂ）に示すも
のとする。Ｚ軸は、天井設置型センサユニット９における超音波を送受波する面に垂直な
方向で、同図下の向きである。Ｙ軸がセンサユニット９における超音波を送受波する面且
つ紙面に沿った方向で、同図左の向きである。Ｘ軸は、紙面に垂直な方向で紙面の表から
裏への向きである。
【００６９】
　図１８（Ａ）に示す座標軸を有する壁設置型センサユニット９’が図１７に示すように
壁１７に設置されている場合を考える。この壁設置型センサユニット９’を使用した離床
予測装置におけるエリアベッド７に対するエリア１１～１５の設定範囲は上記実施形態と
同じとする。この図１５に示す部屋に、図１８（Ｂ）に示す座標軸を有する天井設置型セ
ンサユニット９が、天井１６に設置されていることを仮定する。この天井設置型センサユ
ニット９を使用した離床予測装置におけるエリアベッド７に対するエリア１１～１４の設
定範囲も上記実施形態と同じとする。
【００７０】
　この部屋における任意の位置に対する壁設置型センサユニット９’の座標軸での座標値
を、天井設置型センサユニット９の座標軸での座標になるような数学的な座標変換の式を
作成する。この座標変換式を使用すれば、壁設置型センサユニット９’を使用した離床予
測装置において、天井設置型センサユニット９を使用した離床予測装置におけるアルゴリ
ズムが使用可能になる。すなわち、この座標変換式を用いた座標変換を行なう座標変換手
段、座標変換工程をそれぞれ、天井設置型センサユニット９を使用した離床予測装置、離
床予測方法に加えることにより、壁設置型センサユニット９’を使用した離床予測装置及
び離床予測方法が容易に構成できる。
【００７１】
　壁設置型センサユニット９’は、天井設置型センサユニット９に比較して、設置作業及
び設置場所の変更が容易であるため、壁設置型センサユニット９’を使用した離床予測装
置及び離床予測方法は利便性、受容性が向上する。
【００７２】
　また、壁設置型センサユニット９’を、壁１７ではなく、例えば三脚架のような台に取
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り付け、その台を移動可能に床に配置してもよい。この場合、更に設置作業及び設置場所
の変更が容易であるため、壁設置型センサユニット９’を使用した離床予測装置及び離床
予測方法は、更に利便性、受容性が向上する。なお、壁設置型センサユニット９’は、直
接台に取り付けてもよく、中間部材を介して台に対して取り付けてもよい。また、台に対
する壁設置型センサユニット９’の取り付けは、台に対して固定でもよく、台に対して位
置や角度を調節可能であってもよい。また、壁設置型センサユニット９’を取り付ける台
が伸縮自在な台や屈曲可能な台等であることにより、壁設置型センサユニット９’が床に
対して位置や角度を調節可能であってもよい。
【００７３】
　なお、本発明は上記の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲内において、さらに種々なる形態で実施することができる。例えば、上記の実施
形態では、患者１０の離床動作を予測する場合について説明したが、老人ホームや一般家
庭等における患者１０以外の人に対しても同様に適用できる。
【００７４】
　また、上記の実施形態では、患者１０の頭部位置のみを追跡検知する場合を説明したが
、患者１０の頭部位置に加え、患者の肩などの他の体部位置を同時に追跡検知することに
より、患者１０の離床動作の開始を判定するようにしてもよい。また、実施形態では、横
臥エリア１１は、患者１０の足などを頭部と誤って認識しないようにベッド７の枕側のみ
に形成したが、ベッドの足側の端部にまで延ばすこともできる。
【００７５】
　Ｓ６０６の判定では、横臥エリアだけでなく、横臥エリアもしくは座位エリアと判定し
てもよい。これは、初期化処理工程で患者就寝の管理エリア８を反射波データ計測した場
合、患者自身も静止物体と見なされ、横臥エリアでは検出しにくくなることの対策である
。
【００７６】
　さらに、上記の実施形態では、一つのベッド７を含む管理エリア８を、一つのセンサユ
ニット９（一組の送波器２と受波器３）で管理する場合について説明したが、複数のセン
サユニット９を用いて管理するようにしてもよい。この場合、各センサユニット９から送
信される超音波信号が、別のセンサユニット９から送信される超音波信号と干渉しないよ
うにすることが好ましい。この対策としては、各センサユニット９から送信される超音波
が干渉しないように所定の時間差を明けて各センサユニット９から順次超音波を送信する
ことが挙げられる。別の対策としては、例えば、各センサユニット９から送信される超音
波信号の波長を変え、受信した超音波信号をフィルタリング処理して各センサユニット９
から送信された超音波信号の波長成分ごとに分離して計測することが挙げられる。また、
一つのセンサユニット９で、複数のベッド７を含む管理エリア８を管理するようにしても
よい。この場合、管理エリア８を拡張するために、送波器２としては、無指向性の送波器
を使用することが好ましい。
【００７７】
　また、ベッド７上（例えばベッド７の四隅）に、超音波信号を送信する送波器を別途取
り付けて、センサユニット９に向かって所定のタイミングで超音波信号を送信することで
、判定手段５にベッド７の位置を認識させるようにしてもよい。
【００７８】
　さらに、離床動作の予測は、手動に限らず、自動で開始するようにしてもよい。自動的
に離床予測を開始する場合、例えば、別途赤外線センサを天井等の静止系に取り付ける。
この赤外線センサによって、ベッド７上から患者１０等の人体の発する特定波長の赤外線
を検出する。赤外線が所定時間に亘って検出された場合に、赤外線センサから判定手段５
に信号を出力することにより、離床検出を自動的に開始する。さらに、離床検出は、報知
手段６が報知信号を発した段階で一旦終了するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
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【図１】本発明の一実施形態に係る離床予測装置を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る離床予測装置の取り付け態様を模式的に示す斜視図である。
【図３】（ａ）は本実施形態に係る離床予測装置に利用される受波器の一例を模式的に示
す平面図であって、（ｂ）は受波器の他の一例を模式的に示す平面図である。
【図４】本実施形態に係る離床予測装置による離床予測手順を示すフローチャートである
。
【図５】ベッド高さのを自動検出を行うフローチャートである。
【図６】反射波データの一例を示すグラフである。
【図７】送信する超音波信号の波形の一例を模式的に示すグラフである。
【図８】図４の離床予測手順に含まれるグルーピング工程を示すフローチャートである。
【図９】グルーピング工程の処理結果を概念的に示す図である。
【図１０】図４の離床予測手順に含まれる移動判定工程を示すフローチャートである。
【図１１】移動判定工程の処理結果を概念的に示す図である。
【図１２】移動判定工程の処理結果を概念的に示す図である。
【図１３】移動判定工程の処理結果を概念的に示す図である。
【図１４】ベッドの側面から見た管理エリアの分割態様を示す側面図である。
【図１５】ベッドの正面から見た管理エリアの分割態様を示す側面図である。
【図１６】図４の離床予測手順に含まれるエリア判定工程を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の別の実施形態に係る離床予測装置を示す図である。
【図１８】離床予測装置の座標軸例を示す図で（Ａ）は、壁設置型センサユニットを使用
した場合、（Ｂ）が天井設置型センサユニットを使用した場合のものである。
【符号の説明】
【００８０】
１　　　離床予測装置
２　　　送波器
３　　　受波器
４　　　位置演算手段
５　　　判定手段
６　　　報知手段
７　　　ベッド
８　　　管理エリア
９　　　センサユニット
１０　　患者
２０　　移動平均処理手段
２１　　抹消手段
２２　　初期化処理手段
Ｓ１　　反射波データ取得工程
Ｓ２　　位置演算工程
Ｓ３　　判定工程
Ｓ４　　報知工程
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