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 ベッド導入の目的をはっきりさせる。

 ベッド導入により目的がきっちりと達成されるか、ベッドを利用することによって生ずる欠点

を他の方法で補うことができるかの確認が必要です。

 

 ベッドサイズと機構の選択

  (ベッド幅

   介護用ベッドは介助することを考慮し、一般のベッドより幅が狭く設定されています。ご自

分で寝返り、起き上がりが可能な方は手をつくスペースが必要なので、大きめのサイズ

を選択する必要があります。

  (ベッドの高さ

   ベッドの高さは、個人の能力レベルによって、座位・立ち上がり・移乗などの動作で安全で

楽に行える高さが違ってきますので電動昇降機能付が望ましいです。

  (機能) 

   上下の昇降機能は必須で、背上げと膝上げの機能は独立が望ましいです。連動式

ながら膝が曲がるタイプ

 マットレスの選択

  マットレスの種類も素材などからエア、ウレタン、ゲルなど数種類あります。寝心地とベッ

ド上での動作がポイントで、マットレスがやわらかいと寝返り、起き上がり動作などが不安定

になりやすくエアマットも船酔いに似た症状がでたりします。モ

も影響する場合があるので注意が必要です。
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介護用ベッド導入の際のポイントについて
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分で寝返り、起き上がりが可能な方は手をつくスペースが必要なので、大きめのサイズ

ベッドの高さは、個人の能力レベルによって、座位・立ち上がり・移乗などの動作で安全で

楽に行える高さが違ってきますので電動昇降機能付が望ましいです。

上下の昇降機能は必須で、背上げと膝上げの機能は独立が望ましいです。連動式

は膝上げ角度が少なく前に滑りやすいです。
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介護用ベッド導入の際のポイントについて

ベッド導入により目的がきっちりと達成されるか、ベッドを利用することによって生ずる欠点
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介護用ベッド導入の際のポイントについて

ベッド導入により目的がきっちりと達成されるか、ベッドを利用することによって生ずる欠点

介護用ベッドは介助することを考慮し、一般のベッドより幅が狭く設定されています。ご自

分で寝返り、起き上がりが可能な方は手をつくスペースが必要なので、大きめのサイズ

ベッドの高さは、個人の能力レベルによって、座位・立ち上がり・移乗などの動作で安全で

楽に行える高さが違ってきますので電動昇降機能付が望ましいです。

上下の昇降機能は必須で、背上げと膝上げの機能は独立が望ましいです。連動式

は膝上げ角度が少なく前に滑りやすいです。

マットレスの種類も素材などからエア、ウレタン、ゲルなど数種類あります。寝心地とベッ

ド上での動作がポイントで、マットレスがやわらかいと寝返り、起き上がり動作などが不安定

になりやすくエアマットも船酔いに似た症状がでたりします。モーターの音が気になり睡眠に
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介護用ベッド導入の際のポイントについて

ベッド導入により目的がきっちりと達成されるか、ベッドを利用することによって生ずる欠点

介護用ベッドは介助することを考慮し、一般のベッドより幅が狭く設定されています。ご自

分で寝返り、起き上がりが可能な方は手をつくスペースが必要なので、大きめのサイズ

ベッドの高さは、個人の能力レベルによって、座位・立ち上がり・移乗などの動作で安全で
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介護用ベッド導入の際のポイントについて 

ベッド導入により目的がきっちりと達成されるか、ベッドを利用することによって生ずる欠点
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