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１ 調達の背景 

当院において、電動ベッドの導入が必要な為。 

 

２ 調達物品名  

⑴  電動ベッド（離床センサー機能無し）            26式 

構成内容 

電動リモートコントロールベッド 

ベッドサイドレール（2本/組） 

⑵  電動ベッド（離床センサー機能付き）            5式 

構成内容 

電動リモートコントロールベッド（離床センサー内蔵） 

ナースコール中継ユニット 

ベッドサイドレール（2本/組） 

（3）  小児ベッド                        8式 

構成内容 

 ２クランクギャッチベッド         

 エバーリーフマットレス          

（4）マットレス（清拭タイプ）                  31枚 

（5）スイングアーム介助バー                    5本 

（6）サイドレールカバー                                8個 

（7）デジタルスケール付き電動ベッド（計量法虔検付）              1式 

  構成内容 

   デジタルスケール付き電動ベッド           

   ベッドサイドレール（2本/組）           

（8）電動リモートコントロールベッド（透析用）           5式 

   構成内容 

   電動リモートコントロールベッド      

   ベッドサイドレール（2本/組） 

（9）エバーフィットC3マットレス（清拭）              6枚 

 

上記機器及び稼働に必要な付属品に加え、上記機器の搬入、取付、調整費用まで含め

ること。  

 

３ 備えるべき技術的要件・仕様など  

⑴ 本件調達物品に係る性能、機能（以下性能と呼ぶ）及び技術等の要求要件（以下

技術要件という）は下記に示すとおりである。  



⑵ 下記技術要件は必要とする最低限の要件を示しており、入札機器の性能がこれを

満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除

外する。 

  



記 

 

1 電動ベッド（離床センサー機能無し） 

1-1 概要 

1-1-1 本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できること。各動作は、

手元スイッチ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動すること。 

1-1-2 使用者の感電を防ぐため、分割された各鋼板ボトムを等電位接地し、電源ケー

ブルは保護接地端子（アース端子）を含む3Pプラグとすること。 

1-1-3 寸法は、幅95㎝以内×長さ215㎝以内×高さ65㎝～110cm以内であること。 

 

1-2 ボトム 

1-2-1 鋼板ボトムは主材を鋼板とし、成形絞りにより強度を確保すること。また、通

気性確保のため、それぞれの鋼板ボトムに複数の通気孔を設けること。 

1-2-2 背ボトムと膝ボトムの連結部には、ギャッチ動作時における体のずれ・腹部圧

迫の軽減を図るため、短冊状に構成された屈曲ボトムにより、緩やかな曲線を構成し、

かつ伸びる機能を有すること。 

1-2-3 足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度

調節機能を有すること。 

 

1-3 メインフレーム 

1-3-1 サイドフレーム上面はオプション品取付孔８か所（片側４か所）を備えること。

また、頭側にはIVポール取付孔２か所を備えること。 

1-3-2 上記の1-3-1のオプション品取付孔は、不安全なすき間が生じることを予防する

ため、不適切なサイドレール等とベッドの組み合わせを防止したり、不適切な向きや

位置にサイドレール等が取り付くことを防止する構造とすること。 

1-3-3 ベッドからの乗り降りや移乗が楽に行えるように、ベッド側面中央部を凹型形

状とし、かつサイドフレームをベッド幅方向に縮めることができる構造とすること。 

1-3-4 ベッドが物品などに接触した場合、接触した物品およびベッドのボトムやメイ

ンフレームなどの傷つき防止の為、サイドフレームに樹脂製サイドバンパーを備える

こと。 

1-3-5 手元スイッチコネクタを左右のサイドフレーム（左右各１か所）、およびフット

エンドフレーム（１か所）に備え、使用環境に応じて手元スイッチ１つを接続可能と

すること。なお、手元スイッチの接続位置を変更する際、手元スイッチのケーブルが

ベッド内側の不適切な位置に通され、リンク機構に挟まれて断線・漏電することを予

防するため、各手元スイッチコネクタはリンク機構によりベッドの外側に配置されて

いること。 



 

1-4 ベースフレーム 

1-4-1 ベッドがいかなる床高における場合でも、バリアフリー法の勾配基準の上限で

ある1/12勾配の傾斜路において、ベッドのベースフレームと路面とのすき間が最も狭

くなる傾斜路の頂点で、ベッドが路面に接触せず走行できる構造とすること。 

 

1-5 キャスター 

1-5-1 車輪の材質は、耐摩耗性・耐老化性・耐油性に優れ、特にワックスによる劣化

が少ないポリウレタン樹脂製とすること。 

1-5-2 ベッドに静電気が蓄積されるのを防ぐため、４輪のうち１輪を帯電防止キャス

ターとすること。 

 

1-6 ヘッドボード・フットボード 

1-6-1 容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設けること。 

1-6-2 清拭消毒による劣化等を防止するために、主材料には耐薬品性樹脂を用いるこ

と。 

1-6-3 片面に化粧シートを貼付け装飾すること。 

 

1-7 電動アクチュエータ及び電装品 

1-7-1 電装品は、他の機器からの及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、ベ

ッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを軽減させるため、   

クラスⅠ機器（保護接地付）とすること。 

1-7-2 手元スイッチコネクタの電圧は、患者および医療従事者の感電に対しての安全

性確保の為、5Vとする。 

1-7-3 背・膝の角度、高さ調節は、業務の効率化あるいは症状に応じたポジション確

保が適切に行えるよう２段階の速度切り替えができること。 

1-7-4 ギャッチ操作時の患者の圧迫を防ぐため、背・膝ボトムの角度が、通常の動作

中に90度以上の角度を確保する制御を行うこと。  

1-7-5 高さ下げ操作時にはメインフレームとベースフレームまたは床との間で、手や

足、周囲の物品などの意図しない挟まれを防ぐため、ボトムの高さが一定の位置で一

旦停止すること。その際、警告音を鳴らすこと。その後、再度高さの下げ操作を行う

と、警告音を繰り返し鳴らし、最低位置まで下降すること。この際、ベッド動作速度

は一番遅い速度になること。 

1-7-6 電源プラグは、他の機器からの及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、

ベッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを軽減させるため、

3Pプラグを利用すること。 



1-7-7 電源コードはキャスターによる踏みつけや、不用意な引抜に対する強度を考慮

し、外形は概ね9㎜のケーブルを使用すること。 

 

1-8 表面処理 

1-8-1 主要部分の構造材外側の表面処理は、錆防止及び表面強度の確保のため、電着

焼付塗装及び紛体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とし、色はホワイトアイボ

リーとすること。 

1-8-2 主要部分の構造材（パイプなど）の内側の錆防止のため、構造材内側の表面処

理に電着焼付塗装を施すこと。 

 

1-9 ベッドサイドレール 

1-9-1 ベッドサイドレールはベッドのサイドフレームに取り付け、ベッド上からの寝

具や身体の落下防止を目的としたものであること。 

1-9-2 寸法は概ね、全長97㎝×全高56㎝とする。 

1-9-3 隙間に身体が挟まらないように鋼管を配し、枠組みする。 

1-9-4 上部両端部には、樹脂製部品を配して鋼管屈折部の曲率半径を減らし、ベッド

サイドレール及びベッドのボードとの隙間へ身体が挟まりにくくする。 

1-9-5 差込部は樹脂製キャップを配し、取り付け・取り外しがしやすいようにする。 

1-9-6 本体枠の表面処理は構造内側の錆防止及び表面強度確保の為、電着焼付塗装及

び紛体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とする。平均的な塗膜厚みは40μm以

上とし、色はホワイトアイボリーとする。 

 

2 電動ベッド（離床センサー機能付き） 

2-1 概要 

2-1-1 本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できること。各動作は、

手元スイッチ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動すること。 

2-1-2 使用者の感電を防ぐため、分割された各鋼板ボトムを等電位接地し、電源ケー

ブルは保護接地端子（アース端子）を含む3Pプラグとすること。 

2-1-3 寸法は、幅95㎝以内×長さ215㎝以内×高さ65㎝～110cm以内であること。 

 

2-2 ボトム 

2-2-1 鋼板ボトムは主材を鋼板とし、成形絞りにより強度を確保すること。また、通

気性確保のため、それぞれの鋼板ボトムに複数の通気孔を設けること。 

2-2-2 背ボトムと膝ボトムの連結部には、ギャッチ動作時における体のずれ・腹部圧

迫の軽減を図るため、短冊状に構成された屈曲ボトムにより、緩やかな曲線を構成し、

かつ伸びる機能を有すること。 



2-2-3 足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度

調節機能を有すること。 

 

2-3 メインフレーム 

2-3-1 サイドフレーム上面はオプション品取付孔８か所（片側４か所）を備えること。

また、頭側にはIVポール取付孔２か所を備えること。 

2-3-2 上記の2-3-1のオプション品取付孔は、不安全なすき間が生じることを予防する

ため、不適切なサイドレール等とベッドの組み合わせを防止したり、不適切な向きや

位置にサイドレール等が取り付くことを防止する構造とすること。 

2-3-3 ベッドからの乗り降りや移乗が楽に行えるように、ベッド側面中央部を凹型形

状とし、かつサイドフレームをベッド幅方向に縮めることができる構造とすること。 

2-3-4 ベッドが物品などに接触した場合、接触した物品およびベッドのボトムやメイ

ンフレームなどの傷つき防止の為、サイドフレームに樹脂製サイドバンパーを備える

こと。 

2-3-5 手元スイッチコネクタを左右のサイドフレーム（左右各１か所）、およびフット

エンドフレーム（１か所）に備え、使用環境に応じて手元スイッチ１つを接続可能と

すること。なお、手元スイッチの接続位置を変更する際、手元スイッチのケーブルが

ベッド内側の不適切な位置に通され、リンク機構に挟まれて断線・漏電することを予

防するため、各手元スイッチコネクタはリンク機構によりベッドの外側に配置されて

いること。 

2-3-6 患者の離床情報、端座位情報、起床情報および見守り情報を伝達するために、

ヘッドエンドフレームに、ナースコールへ接続するためのコネクタを備えること。 

 

2-4 ベースフレーム 

2-4-1 ベッドがいかなる床高における場合でも、バリアフリー法の勾配基準の上限で

ある1/12勾配の傾斜路において、ベッドのベースフレームと路面とのすき間が最も狭

くなる傾斜路の頂点で、ベッドが路面に接触せず走行できる構造とすること。 

 

2-5 キャスター 

2-5-1 車輪の材質は、耐摩耗性・耐老化性・耐油性に優れ、特にワックスによる劣化

が少ないポリウレタン樹脂製とすること。 

2-5-2 ベッドに静電気が蓄積されるのを防ぐため、４輪のうち１輪を帯電防止キャス

ターとすること。 

 

2-6 ヘッドボード・フットボード 

2-6-1 容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設けること。 



2-6-2 清拭消毒による劣化等を防止するために、主材料には耐薬品性樹脂を用いるこ

と。 

2-6-3 片面に化粧シートを貼付け装飾すること。 

 

2-7 電動アクチュエータ及び電装品 

2-7-1 電装品は、他の機器からの及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、ベ

ッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを軽減させるため、   

クラスⅠ機器（保護接地付）とすること。 

2-7-2 手元スイッチコネクタの電圧は、患者および医療従事者の感電に対しての安全

性確保の為、5Vとする。 

2-7-3 背・膝の角度、高さ調節は、業務の効率化あるいは症状に応じたポジション確

保が適切に行えるよう２段階の速度切り替えができること。 

2-7-4 ギャッチ操作時の患者の圧迫を防ぐため、背・膝ボトムの角度が、通常の動作

中に90度以上の角度を確保する制御を行うこと。  

2-7-5 高さ下げ操作時にはメインフレームとベースフレームまたは床との間で、手や

足、周囲の物品などの意図しない挟まれを防ぐため、ボトムの高さが一定の位置で一

旦停止すること。その際、警告音を鳴らすこと。その後、再度高さの下げ操作を行う

と、警告音を繰り返し鳴らし、最低位置まで下降すること。この際、ベッド動作速度

は一番遅い速度になること。 

2-7-6 電源プラグは、他の機器からの及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、

ベッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを軽減させるため、

3Pプラグを利用すること。 

2-7-7 電源コードはキャスターによる踏みつけや、不用意な引抜に対する強度を考慮

し、外形は概ね9㎜のケーブルを使用すること。 

 

2-8 表面処理 

2-8-1 主要部分の構造材外側の表面処理は、錆防止及び表面強度の確保のため、電着

焼付塗装及び紛体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とし、色はホワイトアイボ

リーとすること。 

2-8-2 主要部分の構造材（パイプなど）の内側の錆防止のため、構造材内側の表面処

理に電着焼付塗装を施すこと。 

 

2-9 ベッドサイドレール 

2-9-1 ベッドサイドレールはベッドのサイドフレームに取り付け、ベッド上からの寝

具や身体の落下防止を目的としたものであること。 

2-9-2 寸法は概ね、全長96㎝×全高56㎝とする。 



2-9-3 隙間に身体が挟まらないように鋼管を配し、枠組みする。 

2-9-4 上部両端部には、樹脂製部品を配して鋼管屈折部の曲率半径を減らし、ベッド

サイドレール及びベッドのボードとの隙間へ身体が挟まりにくくする。 

2-9-5 差込部は樹脂製キャップを配し、取り付け・取り外しがしやすいようにする。 

2-9-6 本体枠の表面処理は構造内側の錆防止及び表面強度確保の為、電着焼付塗装及

び紛体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とする。平均的な塗膜厚みは40μm以

上とし、色はホワイトアイボリーとする。 

 

3 小児ベッド 

3-1 概要 

3-1-1 本ベッドは小児・学童用として、安全性を重視したベッドである。サイドレー

ルは伸縮機能を備え、定荷重ばねにより、3段階の高さ調整が容易にできる。 

 サイドレールを下げた状態でも介助者がつま先を入れられるスペースを確保し、患者

へのアプローチを容易にする。背上げ・膝上げはクランクハンドルにより手動アクチ

ュエータで作動させ、それぞれ単独で操作できる。 

3-1-2 寸法は長さ208cm×幅103cm×高さ59cm 

 

3-2 ボトム 

3-2-1 ボトムは4分割の鉄板ボトムで構成する。 

3-2-2 鉄板ボトムは鉄板を主材とし、成形綴りにより強度を確保する。また通気性確

保のため、それぞれの鉄板ボトム面に複数の通気孔を設ける。 

3-2-3 足ボトムは患者の症状によるベッドポジションが確保できるよう、2段階の角度

調整機能を有する。 

3-2-4 マットレスのずれ下がり・横ずれを制御するため、マットレス止めを備える。 

 

3-3 メインフレーム 

3-3-1 鋼材を主材とし、枠組みする。 

3-3-2 サイドフレーム側綿には、ヘッド・フットフレームの鉛直性確保のため、取付

用ステーを設ける。 

3-3-3 フット側下部に背上げ・膝上げ用のクランクハンドルを取り付け、使用しない

時は折りたたんでハンドル受へ格納できる。 

 

3-4 ヘッド・フットフレーム 

3-4-1 アルミを主材とした支柱、桟を枠組みする。 

3-4-2 支柱の左右には、サイドレールの上下をガイドするガイドレールを設ける。ガ

イドレールは、定荷重ばねのエッジをカバーするように2重構造としている。内部に



はサイドレール高さ調節のためのストッパーを設ける。 

3-4-3 支柱及び縦桟には傷防止及び金属の冷たい感触をなくすために樹脂製カバーを

設ける。 

3-4-4 左右下端に傷つき防止のためのゴム製バンパーを備える。 

3-4-5 それぞれの上桟には、付属品のネームホルダーを取付けることができる。 

 

3-5 サイドレール 

3-5-1 伸縮スライド式とし、ボトム面からの高さを十分に確保する。サイドレールの

高さはボトム上面から約800mm以上を確保する。また、サイドレールをほぼボトム上

面まで下げることが可能になり、下げた状態でも介助者が足を踏み込めるスペースを

確保する。 

3-5-2 操作性向上・軽量化を考慮シ、アルミ製とする。  

3-5-3 縦桟の間隔は安全寸法確保のため約85mm以下とする。 

3-5-4 上下両端には、樹脂製スライドガイドを設け、スムーズな操作を可能にする。 

3-5-5 サイドレール操作を容易にするため、上部両端はヘッド・フットフレームに備

えられた定荷重ばねと連結する。 

3-5-6 柵の上桟左右に操作レバーを2個設け、両手操作により確実かつ安全に3段階の

高さ調節を可能とする。 

3-5-7 セイフティロックを装着することで子供が容易に操作できないようにする。 

 

3-6 キャスター 

3-6-1 セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径125mmとする。キャスター操作ス

テップにより、4輪同時固定（首振り・回転）、4輪自在の切り替えが行える。 

3-6-2 ホイール部の材質はポリウレタン樹脂製で、耐摩耗性・耐老化性に優れる。特

にワックスによる劣化が少ない。 

 

3-7 表面処理 

3-7-1 メインフレームの表面処理は、電着焼付塗装及び粉体塗装によるダブルコーテ

ィング塗装とする。電着焼付塗装はアクリル樹脂塗料を使用し、粉体焼付塗装はエポ

キシ樹脂塗装とする。平均的な塗膜厚みは30μm以上とする。塗装色はホワイトアイ

ボリーとする。 

3-7-2 サイドレールの表面処理は、電着アルマイト（シルバー色）とする。 

3-7-3 ヘッド・フットフレームの表面処理は、電着アルマイト（アイボリー色）とす

る。 

 

 



3-8 エバーフリーマットレス 

3-8-1 概要 

3-8-2 本マットレスは、適度な耐圧分散性を備えるとともに、寝返りにし易さにも配

慮した構造を有する。 

3-8-3 上層にウレタンフォーム、下層に身体をしっかりと支えるポリエステル繊維との二

層構造である。 

3-8-4 防水加工を施したカバーにより清拭消毒を可能にし、カバーの抗菌加工とともに、

感染予防に配慮している。また、カバーは難燃性も備える。 

3-8-5 寸法は概ね、幅91㎝×長さ191㎝×厚み9㎝とすること。 

 

3-9 生地（カバー） 

3-9-1 表面と裏面を識別しやすいよう生地はツートン色とする。 

3-9-2 カバーは、抗菌（MRSA）・難燃・防水機能を有し、構造は、トップがポリエステル

70％・ポリウレタン30％とし、ボトムをポリエステル65％・ポリウレタン35％とする。 

3-9-3 カバーには耐薬品性に優れたフィルムをラミネートし、ウィルス対策に有効な次亜

塩酸ナトリウムによる消毒を可能とする。 

3-9-4 マットレス内部への侵入を防ぐために止水ファスナーを片側短手側面に配し、詰め

物の出し入れとカバー破損時の交換を可能とする。 

3-9-5 持ち運び用に片側長側面一方2箇所に取っ手を配する。 

 

3-10 詰め物（二重構造） 

3-10-1 詰め物は、上層をウレタンフォーム、下層をポリエステル繊維で構成し、いずれ

も難燃性を有する。 

3-10-2 寝姿勢の保持と臀部の耐圧分散性を向上させるため、上層のウレタンフォームの

背中部分にカッティング加工を施す。 

3-10-3 かかとの耐圧分散性を向上させるため、上層のウレタンフォームのかかと部分に

十字のカットを施し柔らかくする。 

3-10-4 下層のポリエステル層は、寝返りのしやすさに配慮し、身体が過度に沈みすぎな

いよう、しっかりと支える。 

 

4 マットレス（清拭タイプ） 

4-1 概要 

4-1-1 マットレス（清拭タイプ）は、優れた耐圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやす

さ、端座位時の安定性に配慮した構造であり、かつギャッチベッドの背上げ作動に

合わせてマットレス底面側が伸び、ギャッチ動作における体のずれ、腹部圧迫軽減

を図る機能を有すること。 



4-1-2 防水・低透湿加工を施したカバーにより清拭消毒を可能とし、カバーの抗菌加

工とともに、感染予防に配慮していること。 

4-1-3 詰め物はポリエステル繊維とウレタンフォームとの多層構造であり、上層と下

層の2層に分離可能で、面ファスナーで着脱可能になっていること。 

4-1-4 詰め物の下層は、適度な耐圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、背上げ時

のズレ抑制など、ギャッチベッドとあわせて使用するマットレスに共通して必要な

機能を持つこと。上層は優れた耐圧分散性能や背上げ時のズレ抑制・圧迫軽減、端

座位時の安定性の機能を持つこと。開口部の広いカバーと、上下2層に分かれる中

芯構造により、部分交換が可能になっていること。 

4-1-5 下層は変えず、上層と側地を必要な機能を有するものに変更することでマット

レス全体の機能を調整できる製品構造であること。 

4-1-6 寸法は概ね、幅83cm×長さ191cm×厚さ12cmとすること。 

 

4-2 カバー 

4-2-1 カバーは上面と底面から構成されること。詰め物の出し入れとカバー交換を可

能とするため、カバーの長手1辺が固定で、残り3辺が開口するようにファスナーを

配すること。ファスナー部からの浸水を防ぐために、ファスナーには止水加工を施

すこと。 

4-2-2 生地はポリエステル繊維とポリウレタンフィルムのコーティングから構成され、

防水・抗菌（MRSA）・難燃・耐薬品機能を有すること。上面と底面が識別しやすい

ように2色の生地を使用していること。 

4-2-3 上面カバーの生地は内側をポリエステル製ニット、外側をポリウレタンフィル

ムとすることで、生地表面に汚れを留め、容易に汚れを取り去ることができること。 

4-2-4 底面カバーの生地は外側をポリエステル製織物、内側をポリウレタンフィルム

とすること。 

4-2-5 底面カバーは腰から背にかけて生地をギャザー加工で約10cmたるませ、背上げ

時のカバーによる身長方向への引張り力を低減させることで、マットレス底面側が

伸びる構造となっていること。 

4-2-6 持ち運び用に左右両側面に二対（4か所）の取っ手を配すること。 

4-2-7 上面カバーの側面に寝位置表示スナップボタンを有し、これに使用者の股関節

（大転子）の位置を合わせることで、安全で快適なベッド動作をすることができ、

また、マットレスの耐圧分散性やズレ抑制の機能を十分に発揮させることができる

こと。 

 

4-3 詰め物 

4-3-1 詰め物は上層・下層ともにポリエステル繊維とウレタンフォームで構成され、



共に難燃機能を有すること。 

4-3-2 下層はポリエステル繊維をマットレスの全面に配置し臀部にて底面側に湾曲さ

せ、臀部ではその上に、その他の部位ではその下にウレタンフォームを配すること。

大腿部は最下層に高硬度のウレタンフォームを配置し、ポリエステル繊維の湾曲を

支持すること。 

4-3-3 下層のポリエステル繊維によって使用者の身体を沈み込みが少なく支持するこ

とにより、動きやすさを向上させるとともに、臀部の湾曲がマットレスと身体の接

触面積を増やし体圧を低減すること。さらに、背部にはスリット加工、臀部には孔

加工及びスリット加工を施し、ポリエステル繊維を局部的に変形し易くすることで、

耐圧分散性と動きやすさを両立させていること。 

4-3-4 下層のポリエステル繊維を臀部にて湾曲させ、臀部は比較的やわらかくし、大

腿部は最下層に高硬度ウレタンフォームを配置して臀部と大腿部の硬さに差を設

けた中芯構造と、大腿部にあたるマットレスカバーの底面部の滑りどめ加工により、

背あげ時の使用者の身体が足側方向にズレる量を低減し、骨盤が立った座位姿勢を

取りやすくしていること。 

4-3-5 ポリエステル繊維は、シート状のものを連続的に折りたたみ加工した曲りやす

い構造体の半切品であり、屈曲性に優れていること。臀部では最下層に位置させ、

腰部にスリット加工を加えることで背上げ時に底面側が伸びる構造になっている

こと。 

4-3-6 上層は、幅方向端部にポリエステル繊維と硬めのウレタンフォームを配し、起

き上がり時及び端座位時の安定性をたかめていること。幅方向の中芯部はスリット

加工を施したウレタンフォームの上に、それよりやわらかいウレタンフォームを配

し、耐圧分散性能と背上げ時のズレ抑制を向上させていること。また脚先にかけて

厚さを軽減し、ふくらはぎ以下に傾斜をつけることで踵部の耐圧分散性能を向上さ

せていること。 

4-3-7 上層の幅方向中心の背部及び脚部の最上層のウレタンフォームは、カバーとの

間に滑性に優れたシートを配していること。これにより背上げ時には使用者の背部

および足部がカバーと共にずれるため、せん断方向の力が軽減すること。 

 

5 スイングアーム介助バー 

5-1 概要 

5-1-1 スイングアーム介助バーは、ベッドのサイドフレームに取り付け、ベッド上か

らの寝具や身体の落下防止を目的としたもので、開閉式のスイングバーを備えるもの

であること。 

5-1-2 上記1及び2のベッドにそれぞれ取付可能であること。 

 



6 サイドレールカバー 

6-1 概要 

6-1-2 ベッドサイドレールに取り付けて、すき間をふさぎ、 接触したときの衝撃を緩

和するカバー 

6-1-3 上記1-9、2-9のベッドサイドレールに取付可能である事。 

 

7 デジタルスケール付電動リモートコントロールベッド 

7-1 概要 

7-1-1 本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。さらに、背さげと膝

あげの連動を１ボタンで操作できる。各動作は、手元スイッチ、およびベッドナビ

操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動する。また、本ベッドはベッ

ド上の患者の体重を計測、表示する機能と、体重変化量をモニタリングする機能

を有し、国内の計量法に基づく検定合格品である。  

7-1-2 背さげと膝あげの連動は血圧低下時等において、迅速に脳や心臓などの臓器への血

流を増加させる為、普通速の約２倍の速度にて動作を行う。 

7-1-3 使用者の感電を防ぐため、分割された各鋼板ボトムを等電位接地し、電源ケーブ

ルは保護接地端子（アース端子）を備える３Pプラグとする。 

7-1-4 手元スイッチは、背・膝の角度、高さを表示する表示パネルを備え、ベッド操作が

できる。 

7-1-5 ベッドナビは、4.3インチの液晶タッチパネルを備え、ベッド操作・体重測定等の複

数の操作を1台でできる。 

7-1-6 本ベッドは、抑制帯受（別売り）を用いてベッド側面に抑制帯を取付けることができ

る。 

7-1-7 寸法は別紙図面による。 

 

7-2 各部の構成・機能 

7-2-1 ボトム 

7-2-2 ボトムは4分割の鋼板ボトムで構成する。 

7-2-3 鋼板ボトムは主材を鋼板とし、成形絞りにより強度を確保する。それぞれの鋼板ボ

トム面に複数の通気孔を設ける。 

7-2-4 背・腰・膝・足の各ボトムは、清拭しやすい面形状とする。また、背ボトムと腰ボトム、

腰ボトムと膝ボトム、膝ボトムと足ボトムの連結部は、清拭性に考慮したすき間を

設ける 

7-2-5 足ボトムは患者の症状によるベッドポジションが確保できるよう、３段階の角度調

節機能を有する。 

7-2-6 マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制させるため、マットレス止めを備える。 



7-3 メインフレーム 

7-3-1 サイドフレーム上面はオプション品取付孔を１４ヶ所（片側７ヶ所）設ける 

7-3-2 （1）のオプション品取付孔は、不安全なすき間が生じることを予防するため、不適

切なサイドレール等とベッドの組み合わせを防止したり、不適切な向きや位置に

サイドレール等が取り付くことを防止する構造とする。 

7-3-3 メインフレーム内側の四隅には、ベッド上の患者の体重を計測するロードセルを備

える。 

7-3-4 メインフレームフットエンドに水準器を備える。 

7-3-5 手元スイッチコンセントをメインフレームの両側面（左右各１ヶ所）に備え、使用

環境に応じて手元スイッチを一つ接続可能とする。なお、手元スイッチの接続位

置を変更する際、手元スイッチのケーブルがベッド内側の不適切な位置に通され、

リンク機構に挟まれて断線・漏電することを予防するため、各手元スイッチコン

セントはリンク機構よりベッドの外側に配置されている。 

7-3-6 フットエンドフレームにサイドレール格納金具を備える。 

7-3-7 ヘッドエンドフレームにアクチュエータを手動で操作できるハンドルを格納する。 

 

7-4 ベースフレーム 

7-4-1 角型鋼管で構成され、車椅子等の移乗のしやすさおよび看護時における足の安全確

保のため、幅方向の寸法をキャスター取付幅寸法より小さくする。 

7-4-2 キャスター取付部には、デザイン性および強度確保のため、ダイカストによる受金

具を設ける。 

7-4-3 キャスターロック作動用連動バーは、ベッド下部の清掃時に、突起物が引っかかる

などの邪魔とならず、清掃がしやすいよう長手角パイプに内蔵する。 

7-4-4 バリアフリー法の勾配基準の上限である1/12勾配の傾斜路において、ベッドのベー

スフレームと路面とのすき間が最も狭くなる傾斜路の頂点でも、ベッドが路面に

接触せず走行できる構造とする。ベッドがいかなる床高においても当てはまる。 

 

7-5 キャスター 

7-5-1 セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径１００ｍｍとする。キャスター操作

ステップにより、４輪同時固定（首振り・回転固定）、４輪自在の切り替えが行え

る。 

7-5-2 車輪の材質はポリウレタン樹脂製で、耐磨耗性・耐老化性・耐油性に優れる。特に

ワックスによる劣化が少ない。 

 

7-6 ヘッドボード･フットボード 

7-6-1 ヘッドボードおよびフットボードはバンパー付きとし、ベッド搬送の際の傷つき防



止を図る。 

7-6-2 ヘッドボードおよびフットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためス

トッパーを設ける。ボード取り付け時にロックし忘れを防止し、確実にストッパ

ーがかかるよう、自動ロック機構とする。 

7-6-3 ロータイプ・ハイタイプのヘッドボードおよびフットボード、記録台付タイプのヘ

ッドボードは、パイプフレーム枠内に木製パネルを配し、寝具類等の落下防止と

する。 

7-6-4 記録台付タイプのフットボードは、記録台として使用することができる。 

 

7-7 デジタルスケール 

7-7-1 デジタルスケールは、ベッドに搭載したロードセルから出力されるデジタル信号を

もとにベッド上の重量を計算し、ベッドナビ上に表示する。 

・体重の計測範囲・・・2.0～180.0kg（精度±0.1kg） 

7-7-2 患者の体重を測定する前に、布団などの重量をキャンセルするためのゼロ点補正機

能および風袋引き機能を有する。 

     ・最大減算風袋量・・・180.0kg 

7-7-3 ベッドナビからの操作で、透析前の体重を記憶および表示し、ベッド上の患者の体

重変化量をモニタリングできる。 

・体重変化量のモニタリング範囲・・・-99.99～99.99kg（精度±0.01kg） 

7-7-4 過剰な除水を防ぐため、体重変化量が予め設定したアラーム値を超えると、アラー

ム音を鳴動する機能を有する。 

・除水アラーム設定範囲・・・-0.05～-9.95kg（0.05kg単位）、またはOFF 

7-7-5 体重変化量のモニタリング中に、布団などの患者以外のものを載せたり降ろしたり

しても、測定値に影響がでないよう、物品重量分を補正する機能を有する。 

・物品重量補正範囲・・・-182.9～170.9kg 

7-7-6 ベッドナビの体重計画面はA,B,Cの3種類の中から、用途に合わせて切換えられる。 

A) ベッド上の重量の測定のみ。 

B) A)に加えて、透析前の体重の記憶、体重変化量のモニタリングを行う。 

C) B)に加えて、除水アラームの設定、物品重量の補正を行う。 

7-7-7 体重変化量を測定中に、停電したり、誤って電源プラグが抜けたりしても、電源が

復帰すると、直前の状態に復帰するデータバックアップ機能を有する。 

 

7-8 電動アクチュエータおよび電装品システム 

7-8-1 電装品は、他の機器からのおよび他の機器へのノイズ等による影響、例えば、ベッ

ド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤作動・測定障害などを軽減させるため、

クラスI機器とし、電源プラグは３Pプラグ（保護接地端子付）とする。 



7-8-2 コントローラは、故障・発煙等を防止するための過電流・過熱等に対する安全対策

機能を有する。 

7-8-3 手元スイッチまたはベッドナビの操作ボタンを押すことにより、電動アクチュエー

タを作動させ、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。 

7-8-4 ギャッチ操作時の患者の圧迫を防ぐため、背・膝ボトムの角度が、通常の動作中に

常に90°以上の角度を確保する制御を行う。 

7-8-5 ベッドの高さの下げ操作時にはメインフレームとベースフレームまたは床との間で、

手や足、周囲の物品など意図しない挟まれを防ぐため、ボトムの高さが40cmの位

置で一旦停止する。その際、ピピッと警告音を鳴らす。その後、再度高さの下げ

操作を行うと、警告音を繰り返し鳴らし、手元スイッチの絵表示ランプあるいは

ベッドナビの電源ランプが点滅しながら、最低位置まで下降する。この際、ベッ

ドの動作速度の設定によらず、低速（普通速の約0.8倍）で動作する。 

7-8-6 業務効率化あるいは症状に応じポジション確保が適切に行えるよう、ベッド上の重

量にかかわらず、各動作は一定の速度で上昇・下降ができる。また、普通・速い

の2段階の速度切換えができる。速いに設定した場合、背あげは25秒、膝あげは13

秒、高さ調節は38cmの調節量を22秒で動作できる。 

7-8-7 ベッドの動作開始時および停止時には、患者が感じる衝撃や不快感を軽減するため、

緩やかにベッドの動作速度を加速・減速させる制御を行う。 

7-8-8 電装品は電源をオフにしても、各設定情報を保持する機能を有する。 

7-8-9 電源が無い時、停電した時、万が一電装品が故障した時、動作が必要な緊急時等に

は、付属の手動ハンドルにて背・膝の角度が操作できる。 

7-8-10 電源コードはキャスターによる踏みつけや不用意な引き抜きに対する強度を考慮

し、外径は概ね9mmのケーブルを使用する。 

7-8-11 電源コードは、搬送するときに電源コードが床面に垂れ下がらないよう、垂れ下が

りを防ぐフックを備え、任意の位置に引っ掛けることができる。 

 

7-9 手元スイッチ 

7-9-1 コントローラから供給される電源電圧は、患者および医療従事者の感電に対しての

安全性確保のため5Vとする。 

7-9-2 ベッド操作をする操作ボタン（押しボタン）を有し、操作ボタンを押している間の

み、ベッドが動作する。 

7-9-3 緊急時にすぐにショック体位がとれるよう、背さげと膝あげの連動動作を１ボタン

で操作できる。 

7-9-4 使用者が動作部位を判別しやすくするために、ボタン周りの色を動作部位ごとに色

分けし、絵と文字を表示する。また、電源ランプおよび絵表示ランプにより、暗

闇でも手元スイッチの位置・ボタンを確認しやすくする。また、ボタン上の矢印



（∧・∨）や文字により上げ下げの表示をし、指で触って識別できるよう上げボ

タンに突起を設ける。 

7-9-5 不意な操作による挟まれ防止などの安全確保のため、操作ボタンを2つ以上同時に押

した場合、誤操作とみなし、動作を停止する。 

7-9-6 背・膝の角度、高さを表示する表示パネルを備える。また、省エネのため、一定時

間操作がないと、表示パネルは消灯する。 

7-9-7 異常時には、異常箇所を判断するためのエラーコードを、表示パネルに表示する。 

7-9-8 医師･看護師やベッドメンテナンス従事者が点検時期の目安を確認できるよう、表示

パネルにレンチマークを表示する（設定中のみ）。 

7-9-9 電源のオン・オフは、電源ランプの点灯・消灯にて確認できる。また、電源ランプ

の色により、ベッド状態（緑点灯：正常状態、赤点滅：エラー状態）を識別でき

る。 

7-9-10 夜間のまぶしさを低減するためや省エネのため、一定時間操作なしの状態が続くと、

絵表示ランプを消灯する。また加速度センサを搭載し、手元スイッチを持つなど

して振動が加わると絵表示ランプが点灯する。 

7-9-11 ベッドが最低床高になると、高さの絵表示ランプが橙色点灯に切換わる。点灯色に

より、夜間などの暗所やベッドから多少離れた位置からでも、手元スイッチやベ

ッドナビを操作せずに、最低床高になっていることが確認できる。 

7-9-12 誤操作の防止や症状に応じて操作を禁止するため、各動作（背あげ、膝あげ、高さ

調節）の操作禁止・操作可能を個別に設定できる。また、ショック体位動作は、

背あげ、膝あげの設定に合わせて操作禁止される。なお、設定状態は、絵表示ラ

ンプの点灯・消灯で確認できる。 

7-9-13 ベッドの動作速度の切換機能を有する。なお、設定状態は、設定中のランプの明暗

で確認できる。 

7-9-14 ボタンが押されたことを確認できるように、操作ボタンを押した瞬間にピッと操作

音を鳴動する機能を有する。なお、操作音はオン・オフの切換ができ、設定状態

は設定中のランプの明暗で確認できる。 

7-9-15 設定（各動作の操作禁止・操作可能、動作速度、操作音）をすべて初期化できる。 

7-9-16 誤操作防止など安全確保のため、手元スイッチはベッド本体から取外すことができ

る。また、ベッドに接続するプラグは、向きによらず、手元スイッチコンセント

に差込むことができる。 

7-9-17 フックを備え、サイドレール等に設置できる。 

7-9-18 カールコードが床面に垂れ下がり、つまずきや不衛生の原因とならぬよう、カール

コードの垂れ下がりを防ぐコードクリップを備え、任意の位置に引っ掛けること

ができる。 

7-9-19 本体、フック、カールコード、コードクリップは個別に交換が可能である。 



 

7-10 ベッドナビ 

7-10-1 コントローラから供給される電源電圧は、患者および医療従事者の感電に対しての

安全性確保のため5Vとする。 

7-10-2 4.3インチの液晶タッチパネルを備え、ベッド操作・体重測定等の複数の操作を1

台でできる。 

7-10-3 タッチパネル上の動作選択ボタンを押してから操作ボタン（↑・↓）を押すことに

より（2アクション操作）、ベッドが動作する。また、操作ボタンを押している間

のみ、ベッドが動作する。 

7-10-4 緊急時にすぐにショック体位がとれるよう、背さげと膝あげの連動動作を行う操作

ボタン（押しボタン）を備える。 

7-10-5 不意な操作による挟まれ防止などの安全確保のため、操作ボタンあるいはタッチパ

ネルのボタンのうち、2つ以上同時に押した場合、誤操作とみなし、動作を停止す

る。 

7-10-6 業務効率化を図るため、１つのボタンを押すことで、背・膝の角度、高さを予め設

定した姿勢に動作させるメモリーポジション機能を有する。 

7-10-7 背・膝の角度、高さを同時に確認できるように、ベッド操作の際、液晶タッチパネ

ルに、背・膝の角度、高さを一画面に表示する。 

7-10-8 夜間のまぶしさを低減するためや省エネのため、一定時間操作なしの状態が続くと、

タッチパネルを消灯する。消灯後、タッチパネルや操作ボタンを押すと、タッチ

パネルが再度点灯する。消灯するまでの時間は「10秒後・30秒後・60秒後」に設

定ができる。 

7-10-9 異常時には、異常箇所を判断するためのエラーコードを、タッチパネルに表示する。 

7-10-10 電源のオン・オフは、電源ランプの点灯・消灯にて確認できる。また、電源ラン

プの色により、ベッド状態（緑点灯：正常状態、赤点滅：エラー状態）を識別す

ることができる。 

7-10-11 ベッドが最低床高になると、電源ランプが橙色点灯に切り替わる。点灯色により、

夜間などの暗所やベッドから多少離れた位置からでも、手元スイッチやベッドナ

ビを操作せずに、最低床高になっていることが確認できる。 

7-10-12 誤操作の防止や症状に応じて操作禁止をするため、各動作（背あげ、膝あげ、高

さ調節）の操作禁止・有効の設定が個別にできる。また、メモリーポジション機

能は、背あげ、膝あげ、高さ調節の設定に併せて操作禁止される。なお、設定状

態は、ホーム画面の表示や動作選択ボタンの色で確認できる。 

7-10-13 意図しない操作を防止するため、手元スイッチの操作を禁止する機能を有する。

なお、設定状態は、ホーム画面の表示で確認できる。 

7-10-14 意図しない操作を防止するため、画面消灯と同時に、タッチパネルの操作をロッ



クする機能を有する。操作ロックされた際は、タッチパネルを3秒長押しすると、

解除できる。また、操作ロック機能は、有効・解除の設定ができる。 

7-10-15 ベッドの動作速度の切換機能を有する。なお、設定状態は、ホーム画面の表示で

確認できる。 

7-10-16 ボタンが押されたことを確認できるように、操作ボタンを押した瞬間にピッと操

作音を鳴動する機能を有する。なお、操作音はオン・オフの切換ができる。 

7-10-17 設定（各動作の操作禁止・操作可能、動作速度、手元スイッチ操作禁止・操作可

能）を初期化できる。 

7-10-18 フックを備え、フットボードに設置できる。また、業務効率化のため、フックで

フットボードに設置したまま、本体の角度を変えて表示を確認したり、タッチパ

ネルやボタンを操作したりできる。 

7-10-19 カールコードが床面に垂れ下がり、つまずきや不衛生の原因とならぬよう、カー

ルコードの垂れ下がりを防ぐコードクリップを備え、任意の位置に引っ掛けるこ

とができる。 

7-10-20 本体（※）、フック、カールコード（※）、コードクリップは個別に交換が可能で

ある。 

（※）ただし，再検定を受ける必要がある。 

 

7-11 表面処理 

7-11-1 主要部分の構造材外側の表面処理は、錆防止および表面強度の確保のため、電着焼

付塗装および粉体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とし、色はホワイトア

イボリーとする。 

7-11-2 主要部分の構造材（パイプなど）の内側の錆防止のため、構造材内側の表面処理に

電着焼付塗装を施す。 

 

8 電動リモートコントロールベッド（透析用） 

8-1 概要 

8-1-1 本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手元スイ

ッチ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動する。 

8-1-2 背角度下げ、膝角度上げの連動は血圧低下時等において、迅速に脳や心臓等の臓器

への血流を増加させるため、約2倍速にて動作を行う。 

8-1-3 使用者の感電を防ぐため、分割された各鋼板ボトムを等電位接地し、電源ケーブル

は保護接地端子（アース端子）を含む３Ｐプラグとする。 

8-1-4 寸法は別紙図面による。 

 

8-2 各部の構成・機能 



8-2-1 ボトム 

8-2-2 ボトムは４分割の鋼板ボトムで構成する。 

8-2-3 鋼板ボトムは主材を鋼板とし、成形絞りにより強度を確保する。また、通気性確保

のため、それぞれの鋼板ボトムに複数の通気孔を設ける。 

8-2-4 背・腰・膝・足の各ボトムは、清拭しやすい面形状とする。また、背ボトムと腰ボ

トム、腰ボトムと膝ボトム、膝ボトムと足ボトムの連結部は、清拭性に考慮した

すき間を設ける。 

8-2-5 足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角度調節

機能を有する。 

8-2-6 マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制させるため、マットレス止めを備える。 

 

8-3 メインフレーム 

8-3-1 サイドフレーム上面はオプション品取付孔を１４ヶ所（片側７ヶ所）を備える。 

8-3-2 （1）のオプション品取付孔は、不安全なすき間が生じることを予防するため、不適

切なサイドレール等とベッドの組み合わせを防止したり、不適切な向きや位置に

サイドレール等が取り付くことを防止する構造とする。 

8-3-4 手元スイッチコンセントをメインフレームの両側面（左右各１ヶ所）に備え、使用

環境に応じて手元スイッチを一つ接続可能とする。なお、手元スイッチの接続位

置を変更する際、手元スイッチのケーブルがベッド内側の不適切な位置に通され、

リンク機構に挟まれて断線・漏電することを予防するため、各手元スイッチコネ

クタはリンク機構よりベッドの外側に配置されている。 

8-3-5 フットエンドフレームにサイドレール格納金具を備える。 

8-3-6 長身者用のため、延長ボトムを取り付けられる機能を有する。 

8-3-7 ヘッドエンドフレームにアクチュエータを手動で操作できるハンドルを格納する。 

8-3-8 ヘッドエンドフレームに、電源コードを使用しないときに巻きつける金具を備える。 

 

8-4 ベースフレーム 

8-4-1 角型鋼管で構成され、車椅子等の移乗のしやすさ及び看護時における足の安全確保

のため、幅方向の寸法をキャスター取付幅寸法より小さくする。 

8-4-2 キャスター取付部には、デザイン性及び強度確保のため、ダイカストによる受金具

を設ける。 

8-4-3 キャスターロック作動用連動バーは、ベッド下部の清掃時に、突起物が引っかかる

などの邪魔とならず、清掃がしやすいよう長手角パイプに内蔵する。 

8-4-4 バリアフリー法の勾配基準の上限である1/12勾配の傾斜路において、ベッドのベー

スフレームと路面とのすき間が最も狭くなる傾斜路の頂点でも、ベッドが路面に

接触せず走行できる構造とする。ベッドがいかなる床高においても当てはまる。 



 

8-5 キャスター 

8-5-1 セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径125mmとする。キャスター操作ステ

ップにより、4輪同時固定（首振り・回転固定）、4輪自在の切り替えが行える。 

8-5-2 車輪の材質はポリウレタン樹脂製で、耐摩耗性・耐老化性・耐油性に優れる。特に

ワックスによる劣化が少ない。 

 

8-6 ヘッドボード・フットボード 

8-6-1 ヘッドボード及びフットボードはバンパー付きとし、ベッド搬送の際の傷つき防止

を図る。 

8-6-2 パイプフレーム枠内に木製パネルを配し、寝具類等の落下防止とする。 

8-6-3 ヘッドボード及びフットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためスト

ッパーを設ける。ボード取り付け時にロックし忘れを防止し、確実にストッパーが

かかるよう、自動ロック機構とする。 

 

8-7 電動アクチュエータおよび電装品 

8-7-1 電装品は、他の機器からの及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、ベッド

自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤作動・測定障害などを軽減させるため、ク

ラスI機器（保護接地付）とする。 

8-7-2 手元スイッチの電圧は、患者及び医療従事者の感電に対しての安全性確保のため5V

とする。 

8-7-3 手元スイッチのボタンを押すことにより、電動アクチュエータを作動させ、背・膝・

高さの各動作を可能にする。 

8-7-4 電源のオン・オフは、手元スイッチ電源ランプにて確認できる。その電源ランプの

色により、ベッド状態を識別することができる。緑：正常、赤：エラー状態となる。

また、手元スイッチの交換時期の目安を、通電表示ランプが橙と緑に交互に点滅す

ることにより表示する。 

8-7-5 看護の効率化を図るため、ベッド上の重量にかかわらず各動作は一定の速度で上

昇・下降ができる。（ただし、高さ操作で速度を速くした場合は、ベッド上の重量

により変化する。） 

8-7-6 手元スイッチは、使用者が動作部位を判別しやすくするために、色分け、絵（ピク

ト）を表示すると共に、文字表示がされ、電源ランプ及び絵表示LEDにより、暗闇

でも位置を確認しやすくする。また、ボタン上の矢印（↑・↓）により上げ下げの

表示をし、指で触って識別できるよう突起を設ける。 

8-7-7 誤操作の防止や症状に応じて操作制限をする等のため、手元スイッチにオン・オフ

の切替スイッチを備える。なお、各動作それぞれ別々にボタン操作を禁止すること



ができ、絵表示されたＬＥＤ点灯・消灯でその状態が確認できる。 

8-7-8 高さ調節は、業務効率化あるいは症状に応じポジション確保が適切に行えるよう、

普通・速いの2段階の速度切り換えができる。手元スイッチに切替スイッチを備え

る。高さが高速であることが、手元スイッチのＬＥＤの点灯により表示され、設定

状態を確認できる。 

8-7-9 ギャッチ操作時の患者の圧迫を防ぐため、背・膝ボトムの角度が、通常の動作中に

常に90°以上の角度を確保する制御を行う。 

8-7-10 3-(2)の動作を1ボタンで操作できる。 

8-7-11 背・膝・高さの各動作の開始を確認できるように、操作ボタンを押した瞬間にピッ

と操作音が鳴動する。手元スイッチの側面に操作音オン/オフの切替スイッチを備え

る。なお、操作音がオンの場合、手元スイッチのＬＥＤが点灯し、設定状態を確認

できる。 

8-7-12 ベッドの高さの下げ操作時にはメインフレームとベースフレームまたは床との間

で、手や足、周囲の物品など意図しない挟まれを防ぐため、ボトムの高さが390mm

の位置で一旦停止する。その際、ピッピッと警告音を鳴らす。その後、再度高さの

下げ操作を行うと、警告音を繰り返し鳴らし、手元スイッチの高さピクトが点滅し

ながら、最低位置まで下降する。この際、高さ調節速度が速いモードになっていて

も普通モードの速さで動作する。 

8-7-13 不意な操作による挟まれ防止などの安全確保のため、手元スイッチのボタンを2つ

以上同時に押した場合、誤操作とみなし動作を停止する。 

8-7-14 コントローラには、故障・発煙等を防止するための過電流・過熱等に対する安全対

策機能を有する。 

8-7-15 背・膝の角度、高さ調節は、停電時や電源が無い時、または万が一電装品が故障し

た時、動作させることが必要な緊急時には、アクチュエータを手動ハンドルにて直

接操作できる。 

8-7-16 電装部の異常時には、手元スイッチの電源ランプのＬＥＤ赤点滅で異常が確認でき

る。 

8-7-17 電源プラグは、他の機器から及び他の機器へのノイズ等による影響、例えば、ベッ

ド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤作動・測定障害などを軽減させるため、

3Ｐプラグを利用する。 

8-7-18 電源コードはキャスターによる踏みつけや不用意な引き抜きに対する強度を考慮

し、外形は概ね9mmのケーブルを使用する。 

8-7-19 手元スイッチのコードは、床面に垂れ下がることで、つまずきや不衛生の原因とな

らぬよう、垂れ下がりを防ぐフックを備え、任意の位置で引っ掛けることができる。 

8-7-20 手元スイッチの本体、フック、カールコードケーブルは個別に交換が可能である。 

8-7-21 電装品は電源をオフにしても各設定情報を保持する。 



8-7-22 手元スイッチには、設定情報をすべて初期化するスイッチを備える。 

8-7-23 ベッドの動作開始時及び停止時には、患者が感じる衝撃や不快感を軽減するため、

緩やかにベッドの動作速度を加速・減速させる制御を行う。 

 

8-8 表面処理 

8-8-1 主要部分の構造材外側の表面処理は、錆防止及び表面強度の確保のため、電着焼付

塗装及び粉体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とし、色はホワイトアイボリ

ーとする。 

8-8-2 主要部分の構造材（パイプなど）の内側の錆防止のため、構造材内側の表面処理に

電着焼付塗装を施す。 

 

9 マットレス（清拭タイプ） 

9-1 概要 

9-1-1 本マットレスは、適度な体圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、端座位時の安

定性を有し、表裏で硬さの異なるリバーシブル仕様である。 

9-1-2 詰め物はポリエステル繊維とウレタンフォームとの多層構造であり、ソフト面とハ

ード面の２層に分かれ、面ファスナーで着脱可能である。 

9-1-3 詰め物のハード面は、適度な体圧分散性、寝姿勢、動きやすさ、端座位時の安定性

など、ギャッチベッドとあわせて使用するマットレスに共通して必要な機能を持つ。

ソフト面は体圧分散性能をさらに向上させ、動きやすさも両立させている構造であ

る。 

9-1-4 感染予防のため、カバーに抗菌機能を付加するとともに清拭消毒可能とする。 

9-1-5 寸法は別紙図面による。 

 

9-2 各部の構成･機能 

9-2-1 カバー 

9-2-2 ソフト面カバーとハード面カバーからなり、それぞれの面を識別しやすいように色

を分け、ソフト面には製品ロゴを印刷、カバーの片側短手1辺が開口するようにフ

ァスナーを配置し、詰め物の出し入れとカバー交換を容易にしている。 

9-2-3 生地はポリエステル繊維にポリウレタンフィルムをコーディングした素材で、防

水・抗菌（MRSA)・難燃・耐薬品機能を有し、ソフト面は消臭機能をさらに有する。 

9-2-4 ファスナー部からの浸水を防ぐため、ファスナーに止水加工を施す。 

9-2-5 清拭消毒可能とするため、カバーに防水・低透湿加工を施す。 

9-2-6 汚れを容易に落とすため、カバー生地は内側をポリエステル製ニット、外側をポリ

ウレタンフィルムとする。 

9-2-7 持ち運び用に片側側面に1対(2箇所）の取っ手を配置する。 



 

 

9-3 詰め物 

9-3-1 詰め物はソフト面はポリエステル繊維とウレタンフォーム、ハード面はウレタンフ

ォームのみで構成され共に難燃機能を有する。 

9-3-2 詰め物は背中、臀部、踵の3か所で構造が異なり、背中と踵は同じ3層構造、臀部は

4層構造を有する。構造が異なるのは、臀部の沈み込みを抑え、寝姿勢をつくるた

めである。 

9-3-3 ソフト面2層（臀部のみ3層）、ハード面1層の3層（臀部のみ4層）構造であり、ソフ

ト面は高反発、中硬度ウレタンを組合せ、やわらかい触感と体圧分散性、適度な動

きやすさを有し、ハード面は高硬度ウレタンにより、底づき防止を有する。 

9-3-4 ハード面のウレタンフォームには底づき防止のため、高硬度ウレタンを配置し、こ

のウレタンに背、腰、臀部、大腿、踵の5分割で形状が異なる加工を施す。背、踵

は同形状で緩やかな波形状、臀部は仙骨に沿った波形状、腰と大腿は同形状で直線

とし、体圧分散性と屈曲性を向上させる。 

9-3-5 ポリエステル繊維は、シート状のものを連続的に折りたたみ加工した曲がりやすい

構造体の半切品であり、屈曲性に優れている。体重を支える硬さもあるため、サイ

ドエッジに配置し、端座位の安定性を向上させ、膝部にスリット加工を加えること

で膝上げ時の屈曲性を向上させている。 

 

10 7,8用サイドレール 

10-1 3-5と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


