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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
心臓マッサージ（胸骨圧迫）に要する胸部沈下深さに相当する厚さより厚みのある模式
的胸部本体（１）を発泡合成樹脂から形成し、この模式的胸部本体（１）の中央部の上面
から下面に胸骨圧迫部位の大きさに模した手のひら大の貫通孔（３）を開口し、上下面方
向に収縮及び復帰する空気室（７）を内部に有する独立気泡の合成樹脂発泡体（６ａ）を
設け、この独立気泡の合成樹脂発泡体（６ａ）を合成樹脂フィルムからなる袋体（６ｄ）
で被覆し、上記の空気室（７）への空気出入用及びその検知用を兼ねた弁（８）を袋体（
６ｄ）の側部に配設し、この袋体（６ｄ）で被覆した上記の空気室（７）を内部に有する
独立気泡の合成樹脂発泡体（６ａ）を心臓マッサージ練習用の押圧部（６）として上記の
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貫通孔（３）に配設し、これらの貫通孔（３）と該押圧部（６）との間に押圧部（６）の
上下動を自在とした隙間（３ａ）を有することを特徴とする心肺蘇生法における心臓マッ
サージ用の可搬タイプの練習器具。
【請求項２】
心臓マッサージ（胸骨圧迫）に要する胸部沈下深さに相当する厚さは５〜２５ｍｍであ
り、模式的胸部本体（１）は上記厚さより厚みがあり外形が直方体の発泡合成樹脂からな
ることを特徴とする請求項１に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプ
の練習器具。
【請求項３】
模式的胸部本体（１）の上面は、手のひら大の貫通孔の上面の部分を除いて合成樹脂フィ
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ルム（４）で被覆されていることを特徴とする請求項１または２に記載の心肺蘇生法にお
ける心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具。
【請求項４】
袋体（６ｄ）で被覆の上下面方向に収縮及び復帰する空気室（７）を内部に有する独立
気泡の合成樹脂発泡体（６ａ）は２段重ねの２層の発泡体であって、該発泡体は中央部に
上下方向の開口穴を有するゴム状弾性を有する独立気泡の合成樹脂発泡体（６ｂ）と、よ
り大きな弾性率のゴム状弾性でかつ中央部に上記の開口穴より大径の同心状の開口穴を有
する独立気泡の合成樹脂発泡体（６ｃ）を積層させて２段重ねの２層の発泡体としたこと
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ
用の可搬タイプの練習器具。
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【請求項５】
袋体（６ｄ）の側部に配設の袋体内の空気出入用かつ空気出入検知用の弁（８）は、風
圧により音を発することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の心肺蘇生法
における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具。
【請求項６】
模式的胸部本体（１）は着色された合成樹脂発泡体からなり、袋体（６ｄ）で被覆の上
下面方向に収縮及び復帰する空気室（７）を内部に有する独立気泡の合成樹脂発泡体（６
ａ）は模式的胸部本体（１）とそれぞれ異なる色に着色された２段重ねの２層の発泡体か
らなることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓
マッサージ用の可搬タイプの練習器具。
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【請求項７】
請求項１から６のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タ
イプの練習器具は、さらに、模式的胸部本体（１）を収納しうる片方開きの蓋体（１２ａ
）を有する箱体（１２）を有し、該箱体（１２）の片方開きの蓋体（１２ａ）は該箱体（
１２）の一方の横壁の上端部（１４）に開閉自在に接続され、開いた蓋体（１２ａ）の内
面に人体模型の頭部（１５）、首部（１６）及び肩部（１７）を描いて箱体（１２）内に
収納の模式的胸部本体（１）と連接せしめたことを特徴とする心肺蘇生法における心臓マ
ッサージ用の可搬タイプの練習器具。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タ
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イプの練習器具は、さらに、自動体外式除細動器であるＡＥＤの操作面形状を模した模擬
ＡＥＤ（９）と、該模擬ＡＥＤ（９）から延びる２本のコード（９ａ，９ａ）の各先端に
裏面のみを自己粘着性とした合成樹脂シートからなる模擬電極パッド（１０）を２枚１対
に設け、該２枚の模擬電極パッド（１０，１０）を模式的胸部本体（１）の直方体の周囲
を被覆した合成樹脂フィルム（４）の上面に着脱可能に載置したことを特徴とする心肺蘇
生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、心肺蘇生法における心臓マッサージ（胸骨圧迫）のトレーニング用の可搬
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タイプの練習器具に関するものであって、特に従来の練習器具であるトレーニング人形に
代って使用されるものである。すなわち、この発明は、簡易な耐久性に優れた構造で、従
来のトレーニング用人形に比して安価であるのみならず、中学、高校の生徒をはじめとし
て一般人にも取り扱いが簡単で、短時間で心肺蘇生法の練習が開始でき、練習後の収納も
容易な構造でありながら、効果的に心肺蘇生法における心臓マッサージのトレーニングが
できる可搬タイプの練習器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
心肺蘇生法は英語の頭文字からＣＰＲとも呼ばれる、心停止に対する一連の救急救命処
置である。心拍動が完全に停止した場合、脳は３〜５分で不可逆的な損傷を受け、死亡に
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至るので、心肺蘇生法の原則は、速やかに措置を講ずることであり、血液循環を再開およ
び維持して脳への血流を図り、同時に起こっている呼吸停止にも対処を要するものとされ
てきた。すなわち、この心停止した場合の措置として、心臓を圧迫することによって心臓
からの血流を維持するべく、心臓マッサージを行い、その際、併せて人工呼吸も行う必要
があるとされてきた。心肺蘇生法は医療関係者のみならず、一般市民がその場で実践しな
ければならない場面に遭遇する可能性があるので、正しい手順が広く一般に訓練、教育さ
れていくことが望まれている。
【０００３】
従来、心肺蘇生法の訓練、教育に用いる心肺蘇生トレーニング用人形は、本格的な高機
能な高価な人形であり、そのサイズも大きいため、多くの台数を用意し、収納しておくこ
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とは物理的な困難を伴いやすいものであった。このためにトレーニング用人形を用いて心
肺蘇生法の実習を行う機会が現実的には制約を受けざるを得なかった。こうした状況の下
で、近年は、一人一体の使用を前提とした自動膨張式の人形が開発されて使用されるよう
になってきた。しかし、この自動膨張式の人形の胸部本体は数回の使用で破裂してしまう
ことがあり、耐久性に問題があった。さらに、この人形の一セットの値段が、実習生の一
人一体用として割り当てるには高価であるうえに、個人での使用が前提で複数人での再利
用ができないために、依然として心肺蘇生法のトレーニングの普及を妨げる要因となって
いる。
【０００４】
また、上述の自動膨張式の人形は、練習のためには、先ずマネキン型の人体模型にチュ
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ーブから空気を入れて人体のように立体的に膨らました後、栓をして準備を完了するので
、練習の開始までに時間を要する。これらの準備が完了すると、練習生は、先ず、模型の
顔部の顎を持ち上げて頭を後ろにそらして気道を確保し、鼻を摘んで口で模型の口を覆っ
て約１秒かけて、胸部が持ち上がる量の呼気を吹き込む。次いで、胸の真ん中に手のひら
の付け根をおいて、もう一方の手を重ねて肘を延ばして真上から１分間に１００回のリズ
ムで真下に向って４〜５ｃｍ圧迫し、押した後は胸が元の位置に戻るようにして、練習す
るものである。使用後も、箱に収納するためには、空気を排気しなければならないが、衛
生面に配慮しつつ収納しなければならない。すると、短時間で準備〜練習〜片づけをする
必要がある教育現場での使用には時間的な制約上、不向きな点があった。
また、繰り返し使用するには、汚れに強く衛生面での扱いが容易であることがのぞまれ
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るが、たとえばＡＥＤ（自動体外式除細動器）の模擬パッドは、粘着シールを台紙から剥
がして使用するようになっているが、繰り返し使用すると粘着シール部分が汚れてしまい
、髪の毛やホコリだらけになるので、事実上廃棄交換せざるをえなかった。
【０００５】
さて、このような心肺蘇生法のトレーニング用の頭部および胸部からなる模式的な心肺
蘇生練習器具として、従来より特許出願されているものには、膨張可能な胸部本体を有し
、この胸部本体は圧力を分配する胸部プレートを有し、さらに頭部にフェースマスクを有
し、そのフェースマスクの口の部分に接続された胸部の肺部分を有する装置からなる蘇生
訓練用人体模型がある（たとえば、特許文献１参照。）。これは、従来の人体模型にくら
べれば比較的小型サイズであるから、大量生産によって低コスト化を実現しうる余地があ
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る。しかしながら、使用前には、空気を吹き込んで膨らませるという準備作業が必要であ
り、練習後は清掃して拭うという衛生面での手間をかけたうえで萎ませる必要があるので
、練習時間に加えてその前後に時間を要するものであった。したがって、低価格化によっ
て、一人一体用意することができたとしても、練習後に清掃して拭う必要があることから
すると、不特定多数の受講者による反復使用を前提にした構造とはいえず、講習会等では
、参加者全員分を用意することが必須となるものであった。たとえば、講習会を参加者を
３回入れ換えて実施するときには、１セットを３回使用するのではなく３セット分必要で
あって、参加者全員に１体ずつ用意せざるを得ないものであった。
【０００６】
さらに、医療教育およびトレーニングで使用されるマネキンによる患者シミュレータに
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おける空気圧式機能を制御するシステムが開発されている（たとえば、特許文献２参照。
）。しかし、これらの練習器具或いはトレーニング用のシステムは、高価なものであり、
実習生に一人一体用とするには必ずしもなじまないものであった。その他、種々開発され
特許出願されている器具があるものの、これらはいずれも頭部および胸部を共に備えた心
肺蘇生練習器具からなるものであって、しかも胸部の心臓マッサージ用の圧迫装置の部分
も、機械式の複雑な機構を有しているために極めて高価なものとならざるを得ず、練習生
の一人一体用として与えるためには十分ではなかった。また、リアルな実物を再現するも
のであるので、それだけ装置の厚みやサイズが大きくなるので、どうしてもコンパクトに
はできなかった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００６−５２６１７２号公報
【特許文献２】特表２００７−５０７７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
心肺蘇生法は、現場で行う一次救命処置と、病院などで実施される種々の器具を用い或
いは薬剤を用いて行う二次救命処置がある。この現場で行う一次救命処置には、心肺停止
した患者の気道の確保、人工呼吸、心臓マッサージ（胸骨圧迫ともいう。）がある。この
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うち、一次救命処置は心肺停止した患者の近くにいる一般の人ができる限り速やかに人工
呼吸および心臓マッサージの救命処置をするものであり、心拍動が停止した場合は、３〜
５分以内に蘇生措置を開始することが脳へのダメージを与えることなく蘇生させる時間の
目安といわれている。しかし、このためには、普段から一般の人もこれらの一次救命処置
の実習を広く行っておくことが望まれ、求められている。このために総務省の外局の消防
庁からも、心肺蘇生法およびＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法が、救命処置の流
れとして、心肺蘇生法の手順およびＡＥＤの使用手順として公開されるなど、広くアナウ
ンスされている。
【０００９】
ところで、上記の背景技術に説明したように、心肺蘇生法の手順を実習するためのトレ
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ーニング用の器具は一般に高価であり、多くの実習生に一人一体用として与えて実習する
ことは困難であったから、一般人が容易に実施するにはなじまないものである。また、一
般に、心肺蘇生法は胸骨圧迫と人工呼吸の組合せからなる方法であるが、人工呼吸は手順
の習熟が必要であり、一人で心肺蘇生法を試みるには、胸骨圧迫の中断を必要最小限に留
めて人工呼吸を施す必要があるところ、胸骨圧迫と人工呼吸の組合せからなる心肺蘇生法
を施そうとした場合、練習したことが無いことで人工呼吸をためらうこともあれば、適切
な人工呼吸が施せない場合には、かえって胸骨圧迫の中断によるマイナス面だけが全面に
立ってしまい、心肺蘇生法の効果が減じられてしまうおそれがある。
【００１０】
この点、２００８年４月に、アメリカ心臓協会より、訓練を受けていない、もしくは訓
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練を受けていても自信がない者が実施する場合には、胸骨圧迫のみの心蘇生法を積極的に
推奨するとの緊急声明を出されている。これは、不慣れで不十分な人工呼吸により胸骨圧
迫を中断させるのではなく、胸骨圧迫を的確かつ十分に施すことだけでも、心肺停止状態
からの転帰改善効果が得られているという報告を受けて発せられた緊急声明である。
【００１１】
そこで、気道の確保や人工呼吸法は別途に実習しうるものとして、本願発明が解決しよ
うとする課題は、心臓マッサージ（胸骨圧迫）の要領を正しく体得する実習器具として、
可能な限り安価で、かつ、小型で場所を取ること無く、しかも軽量で搬送が容易なコンパ
クトな厚さであって、繰り返し使用しうる耐久性のあるトレーニング用ボックスとして提
供することであり、そして、心臓マッサージに引き続き実施することが多いＡＥＤ（自動
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体外式除細動器）の使用手順もあわせて訓練することができるトレーニング用ボックスを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記の課題を解決するための本発明の手段は、請求項１の発明では、心臓マッサージ（
胸骨圧迫）に要する胸部沈下深さに相当する厚さより厚みのある模式的胸部本体を発泡合
成樹脂から形成し、この模式的胸部本体の中央部の上面から下面に胸骨圧迫部位の大きさ
に模した手のひら大の貫通孔を開口し、上下面方向に収縮及び復帰する空気室を内部に有
する独立気泡の合成樹脂発泡体を設け、この独立気泡の合成樹脂発泡体を合成樹脂フィル
ムからなる袋体で被覆し、上記の空気室への空気出入用及びその検知用を兼ねた弁を袋体
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の側部に配設し、この袋体で被覆した上記の空気室を内部に有する独立気泡の合成樹脂発
泡体を心臓マッサージ練習用の押圧部として上記の貫通孔に配設し、これらの貫通孔と該
押圧部との間に押圧部の上下動を自在とした隙間を有することを特徴とする心肺蘇生法に
おける心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００１３】
請求項２の発明では、心臓マッサージ（胸骨圧迫）に要する胸部沈下深さに相当する厚
さは５〜２５ｍｍであり、模式的胸部本体は上記厚さより厚みがあり外形が直方体の発泡
合成樹脂からなることを特徴とする請求項１に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ
用の可搬タイプの練習器具である。
【００１４】
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請求項３の発明では、模式的胸部本体の上面は、手のひら大の貫通孔の上面の部分を除
いて合成樹脂フィルムで被覆されていることを特徴とする請求項１または２に記載の心肺
蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００１５】
胸骨のあたりを５ｃｍ程度押し込む力を練習者が体感するために、従来のように単に分
厚い人体の胸部を強度もそのままに再現するのでは、押し込む沈下量よりも装置全体とし
てはさらに厚みが必要となるので、全体の厚みや構造も複雑となって収納も容易ではなか
ったところ、本発明においては、胸骨圧迫に要する胸部沈下深さとされる５０ｍｍまで実
際に押し込まずとも、内部に空気室を有する独立気泡の合成樹脂発泡体の押圧部によって
、押し込み時の堅い感触と荷重のかけ具合を体感できる相当深さを実際よりも浅くするこ
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とができるので、実物の再現に比して装置全体の厚みを薄くすることができる。そして、
適切な押し込み時の感触かどうかは、押圧部の袋体の空気室に空気が出入りを検知する弁
によって容易に把握しうることとなる。
【００１６】
すなわち、押圧部は、手で押し込むことで、袋体内の合成樹脂発泡体が収縮し、内部の
空気室内の空気が押し出されて、空気出入用かつ空気出入検知用の弁から排出されるよう
になっている。袋体内の合成樹脂発泡体の内部の空気室は、合成樹脂発泡体の外部と連通
させた空洞であって、空洞から合成発泡樹脂体の外壁まで続く溝やスリットもしくは排出
孔を経て、袋体の側部の弁から空気が出入りしうるものとなっている。
【００１７】
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そして、胸骨圧迫に要する胸部沈下深さに相当する厚みを５〜２５ｍｍとしておけば、
この厚み分だけ押し込んだときに、人体の胸部を５ｃｍ押し込んだ感触が得られるのであ
るから、実物の再現に比して装置全体の厚みを薄くすることができる。また、模式的胸部
本体の外形を単純な直方体の外形の発泡合成樹脂とすることで、持ち運びや組み立ての手
間が省け、収納しやすく場所もとらないなどの便宜性が得られる。
【００１８】
また、模式的胸部本体の上面は、手のひら大の貫通孔の上面の部分を除いて合成樹脂フ
ィルムで被覆されていると、汚れにくく、手垢などの清掃も拭き上げが容易であるから、
多数の者が繰り返し練習に用いることができることとなる。また、ＡＥＤのパッドを載せ
置く練習のときも、パッドが密着する感触から、練習時の体感性が向上する。
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【００１９】
請求項４の発明では、袋体（６ｄ）で被覆の上下面方向に収縮及び復帰する空気室（７
）を内部に有する独立気泡の合成樹脂発泡体（６ａ）は２段重ねの２層の発泡体であって
、該発泡体は中央部に上下方向の開口穴を有するゴム状弾性を有する独立気泡の合成樹脂
発泡体（６ｂ）と、より大きな弾性率のゴム状弾性でかつ中央部に上記の開口穴より大径
の同心状の開口穴を有する独立気泡の合成樹脂発泡体（６ｃ）を積層させて２段重ねの２
層の発泡体としたことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の心肺蘇生法に
おける心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００２０】
たとえば、心臓マッサージ練習用の押圧部は、手のひら大の大きさ、たとえば直径１０
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０〜１２０ｍｍ程度の大きさで、気密構造の合成樹脂フィルム、たとえば気密構造の軟質
塩化ビニールフィルムからなる袋体に、上下面から圧縮可能でかつ内部に空気室を有する
独立気泡の合成樹脂発泡体を収納されてなるものである。この独立気泡の合成樹脂発泡体
は、弾性率の異なるゴム状弾性を有する独立気泡の合成樹脂発泡体を２段重ねに積み重ね
た２層の発泡体である。
【００２１】
なお、本発明に使用する独立気泡の合成樹脂発泡体とは、圧縮永久歪みが小さく、反発
弾性を有する発泡体であって、独立気泡のポリエチレン発泡体、ポリオレフィン発泡体、
ポリウレタン発泡体、スチレンブタジエン樹脂（ＳＢＳ）、エチレン酢酸ビニル共重合体
（ＥＶＡ）樹脂、又はＰＥ／ＥＶＡやＰＥ／ＥＥＡ等のブレンドタイプの樹脂等の熱可塑
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性エラストマー発泡体、ラバーフォームなどが例示できる。
【００２２】
そして、１段目の独立気泡の合成樹脂発泡体は、たとえば模式的胸部本体の厚さを５０
ｍｍとすれば、その５分の３、すなわち厚さ３０ｍｍの独立気泡のポリエチレン発泡体で
、中央部に上下方向の開口穴を有している。この中央部の開口穴はたとえば直径２０ｍｍ
とする。２段目の独立気泡の合成樹脂発泡体は、１段目の独立気泡の合成樹脂発泡体より
も大きな弾性率のゴム状弾性を有する独立気泡の合成樹脂発泡体であり、その中央部に前
記の該開口穴と同心状にさらに径の大きな開口穴、たとえば４０ｍｍの開口穴を有し、そ
の厚みは、模式的胸部本体の厚さを５０ｍｍとした場合の５分の２、すなわち厚さ２０ｍ
ｍの独立気泡のポリオレフィン発泡体からなる。
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このように２段に積層された２層の独立気泡の合成樹脂発泡体は、それぞれ中央に同心
円状の開口穴を有しているので、これが空気室となるので、これを押圧すると、袋体の側
部に配設された、袋体内の空気出入用かつ空気出入検知用の弁を通る風圧が検知され、音
を発する笛が鳴るようになっている。
【００２３】
さらに、２段重ねの２層の発泡体は１段目と２段目とで、ゴム状弾性の弾性率に差を設
けてあるから、押圧部を上下反転させることで押し込む際の手に伝わる硬さに感覚的な差
を付与しうるようになっている。たとえば、堅くて凹みにくいゴム状弾性の弾性率の小さ
な独立気泡の発泡体を上層側に配置することで、胸部の堅い感触を手に伝えつつも、下層
側に軟らかい弾力に富んだゴム状弾性の弾性率の大きな独立気泡の発泡体を配置すること
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で、押し込まれたときに背面側から先に縮むこととして、硬く押し込む感覚を体感しうる
ものとしている。そして、使用の際には、１段目と２段目の位置を入れ換えて、位置の把
握を優先したり、的確な押し込み深さを体感したり、と目的に応じた使い分けをすること
ができる。
【００２４】
そして、弾性率の大きな発泡体の層に設けられた空気室の開口穴は、弾性率の小さい側
の発泡体の層に設けられた空気室の開口穴よりも大きいので、圧縮時には、より効率的に
空気を押し出すことができる。さらに、押圧部の発泡体は、中央部の開口穴から外周に向
かって、溝やスリット、排出孔などを設けてもよく、これにより、空気室となる開口穴か
らの空気の排出がよりスムーズに行なえる。
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【００２５】
請求項５の発明では、袋体の側部に配設の袋体内の空気出入用かつ空気出入検知用の弁
は、風圧により音を発することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の心肺
蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００２６】
このように空気出入り検知用の弁を風圧により音を発生する笛とすることによって、押
圧量だけでなく押し込み速さが十分に伴わなければ笛が適切に鳴らず、単にじわじわゆっ
くり押込むだけでは不十分であることが音の発生の有無によって練習者が認識可能となっ
ている。したがって、胸骨圧迫に必要な押圧時の力の入れ具合とその押し込む速さのかけ
方が的確であるかどうかが簡易に確認でき把握しうるものとなっている。
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【００２７】
請求項６の発明では、模式的胸部本体は着色された合成樹脂発泡体からなり、袋体で被
覆の上下面方向に収縮及び復帰する空気室を内部に有する独立気泡の合成樹脂発泡体は模
式的胸部本体とそれぞれ異なる色に着色された２段重ねの２層の発泡体からなることを特
徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の
可搬タイプの練習器具である。
【００２８】
たとえば、上下２段重ねの２層の発泡体のうち、上層のゴム状弾性の独立気泡の発泡体
を模式的胸部の厚さの５分の３の独立気泡のポリエチレン発泡体としてこれを赤橙色に着
色し、下層のゴム状弾性の独立気泡の発泡体を模式的胸部の厚さの５分の２として、独立
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気泡のポリオレフィン発泡体からなるものとしてこれをピンク色に着色することで、上下
層の向きを反転させたとき、色彩的に容易に練習者が把握しうる構造としている。さらに
模式的胸部本体の着色を淡い肌色として区別しておくことで、押圧部の位置の判別が視認
容易となっている。上下２層の発泡体はゴム状弾性の力が異なるので、押圧部の袋体の上
下を反転させることで、押し込む際に手に伝わる硬さが触感的に変化しうるようになって
いるだけでなく、押し込まずとも、上下のいずれの向きかが視覚的に把握しうるものとな
っている。
【００２９】
さらに付言すると、このように上下２層の独立気泡の発泡体の着色を異なるものとする
ことで、心臓マッサージ練習用の押圧部を初心者にも容易に把握可能なわかりやすいもの
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とし、さらにこの心臓マッサージ練習用の押圧部の２段重ねの上段と下段を相違する色に
視認可能な着色としたことで、２段重ねの発泡体の上下を反転していても、上下の向きの
違いを着色に基づいて視覚的にも簡易に把握できるようになる。たとえば小学生や女性な
どの押圧力の弱い者が練習する場合など、これらの者は押圧力が弱く、正しい位置を押し
ていても、笛の音が一向に発生させられないことがあり、胸骨圧迫の押圧位置を把握させ
るといった教育効果が十分には得られないことがあり得る。その場合に、上下の向きを色
彩によって確認して、上段と下段の上下の向きを反転させることができるので、より弱い
押圧力で鳴る向きに心臓マッサージ練習用の押圧部を上下反転させる指示を簡単にするこ
とができ、適切な練習をすることができる。この結果、弱い押圧力でも笛の音が発生する
向きで練習することができるので、先ずは正しい位置と姿勢による押し込みを体感的に把
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握させることができる。そこで、心臓マッサージの練習における教育効果をこの位置の把
握によって習得することができる。次に、再び元の色彩の上下の向きへと２段重ねの発泡
体の上下の向きを反転させることで、本来必要とされる押圧力がどの程度なのかを、音が
鳴るまで押し込ませることで、胸骨圧迫に要する押し込み深さを容易に把握できるなど、
着色により視覚的に把握しやすくすることで的確に指導することができ、修得もしやすく
なる。
【００３０】
請求項７の発明では、請求項１から６のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心臓
マッサージ用の可搬タイプの練習器具は、さらに、模式的胸部本体を収納しうる片方開き
の蓋体を有する箱体を有し、該箱体の片方開きの蓋体は該箱体の一方の横壁の上端部に開
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閉自在に接続され、開いた蓋体の内面に人体模型の頭部、首部及び肩部を描いて箱体内に
収納の模式的胸部本体と連接せしめたことを特徴とする心肺蘇生法における心臓マッサー
ジ用の可搬タイプの練習器具である。
【００３１】
このように本発明の手段の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器
具を、蓋内部に人体模型の頭部及び首部を描いた箱体に、収納したことで、練習現場で箱
体の蓋を開けることで人体模型の胸部より上部が直ちに視覚的に現出できるので、頭部の
組み立てなどに時間を要することもなく、また、さらに適切な胸骨圧迫部位がより適切に
把握しうることとなるので、より一層の臨場感のある心臓マッサージの練習ができる。
【００３２】
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請求項８の発明では、請求項１から７のいずれか１項に記載の心肺蘇生法における心
臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具は、さらに、自動体外式除細動器であるＡＥＤの
操作面形状を模した模擬ＡＥＤと、該模擬ＡＥＤから延びる２本のコードの各先端に裏面
のみを自己粘着性とした合成樹脂シートからなる模擬電極パッドを２枚１対に設け、該２
枚の模擬電極パッドを模式的胸部本体の直方体の周囲を被覆した合成樹脂フィルムの上面
に着脱可能に載置したことを特徴とする心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイ
プの練習器具である。
【００３３】
このように２枚の模擬電極パッドの２枚１対を有する模擬ＡＥＤのシートを心臓マッサ
ージ用の可搬タイプの練習器具に配設したことで、これらを用いることで心臓マッサージ
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の練習のみならず、電極を正しく配置してＡＥＤを起動するといった使用手順の練習が容
易に実施できる。
【発明の効果】
【００３４】
上記の手段としたことで、本発明の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具は
、第１に実物と同じ厚みとせずとも、それよりもコンパクトな厚みとしうるので可搬性に
優れることとなる。しかも人体の胸部を模したものでありながら、構造が簡単でかつ従来
の心臓マッサージ練習用の人体模型に比して格段に安価で、取扱いも容易であり、構造が
簡単なために壊れにくいものとなっている。また、さらに合成樹脂フィルムで被覆したこ
とで、汚れにくく、かつ汚れが拭い去りやすいものとなっており、被覆した合成樹脂フィ
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ルムの交換も容易であるから、繰り返し複数人が順次練習に使用する場合にも衛生面の確
保に優れており、心肺蘇生法における心臓マッサージの基本動作の練習が容易に広く行え
る。
【００３５】
第２に心臓マッサージ練習用の押圧部は、上下を反転することで押圧力の強さが変更で
きる。たとえば心肺蘇生法を必要とする成人に対する押圧力の練習用および心肺蘇生法を
必要とする小児に対する押圧力の練習用に、押圧部を上下反転することによって容易に切
り換えできる。さらにこれらの正しい姿勢による心臓マッサージの押し込み早さを容易に
知らせるセンサーとして、特に笛音からなる弁をセンサーとして配設することで、心臓マ
ッサージの正確な押し込み早さを判断できるものとしたことで、正しい姿勢で適正な速度
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の心臓マッサージの練習が容易にできる。すなわち押圧部の押し込み早さが遅すぎると押
し込んでも笛が十分に鳴らないので、必要とされる押圧力とその押し込み早さが、簡易な
構造でありながら、非常にわかりやすく体感できる。
【００３６】
さらに、適切な押し込み早さで繰り返し練習する際には、練習者は、その発生する笛の
音を目安にして、適切なペース（毎分あたり１００回程度）で繰り返せているかどうかも
、認識しやすくなっており、さらに指導者などの、少し離れたところから監督している第
三者からも、その練習状況が把握しやすいものとなる。
【００３７】
第３に心臓マッサージ用の練習器具の各構成要部である模式的胸部本体と心臓マッサー
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ジ練習用の２段重ねの押圧部のそれぞれを色別けしたことで、誰にでもその器具の要部を
間違いなく使用して練習することができる。
【００３８】
第４に心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具を上蓋を有する箱体に収納し、
開けた蓋内面に模式的に頭部及び首部を描いて箱体内の胸部を模した心肺蘇生法における
心臓マッサージ用の練習器具と連接したので、蓋を開くだけで直ちに上半身の人体模型が
現出でき、しかも練習終了後は蓋を閉めてコンパクトに収納して可搬できる。すなわち従
来の人体模型のように膨らませて使用し、萎ませて収納するといった手間をかけずとも、
心臓マッサージ用の練習器具を収納した箱体の上蓋を開いて心臓マッサージを施す人体の
位置と形状を瞬時に現出して把握でき、蓋を閉じるだけで搬送可能な状態に即座にできる
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。
【００３９】
さらに第５として、これらの心臓マッサージ用の練習器具にＡＥＤを模したＡＥＤ模擬
シートと裏面のみ自己粘着性とした電極を模した電極模擬パッドを付属させたことで、Ａ
ＥＤ装置の使用方法の練習が繰り返し可能となっている。すなわち、電極模擬パッドは、
裏面すなわち模式的電極面のみが粘着可能となっていることから、パッドの表裏が簡単に
確認できるので、直方体からなる模式的胸部本体のフィルム面上の適正な位置に電極パッ
ドの表裏を正しく配置できているかが即座に確認でき、より実践的な練習が繰り返し可能
となっている。
【００４０】
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以上のように、本発明は、簡易かつ短時間に心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練
習の準備でき、臨場感をもって練習できる上に、軽量でコンパクトな厚みであるため収納
や持ち運びが容易で、かつ、安価であるので大勢の人に貸与して一度に練習でき、また、
繰り返し使用できるなど、従来にない優れた効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具及び自動体外式除細動
器であるＡＥＤを収納した箱体を示す斜視図である。
【図２】ＡＥＤを除去した心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具のみを収納し
た箱体を示す平面図である。
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【図３】ＡＥＤを模したＡＥＤ模擬シートと電極を模した電極模擬パッドを示す平面図で
ある。
【図４】心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具の直方体からなる模式的胸部本
体の組立てを示す斜視図である。
【図５】心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具の直方体からなる模式的胸部本
体に装着するための、内部に空気室を有する独立気泡の合成樹脂発泡体を気密構造の合成
樹脂フィルムで密閉した手のひら大の心臓マッサージ練習用の押圧部を示す斜視図及び平
面図である。
【図６】一方開きの蓋体を有する箱体に直方体からなる模式的胸部本体を収納する状況を
示す斜視図である。
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【図７】図６で箱体に収納した模式的胸部本体に手のひら大の心臓マッサージ練習用の押
圧部を収納する状況を示す斜視図である。
【図８】箱体に収納した直方体からなる模式的胸部本体の手のひら大の貫通孔に装着した
手のひら大の心臓マッサージ練習用の押圧部で２段重ねの２層の発泡体のうち（ａ）はゴ
ム状弾性の弾性率の小さい独立気泡の合成樹脂発泡体を上面とし、（ｂ）はゴム状弾性の
弾性率の大きな独立気泡の合成樹脂発泡体を上面とした斜視図である。
【図９】手のひら大の心臓マッサージ練習用の押圧部と該押圧部を加圧した状態を示し、
（ａ）はゴム状弾性の弾性率の小さい独立気泡の合成樹脂発泡体を上面とし、（ｂ）はゴ
ム状弾性の弾性率の大きな独立気泡の合成樹脂発泡体を上面とした、それぞれの圧縮状態
を示す模式的側面図である
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【発明を実施するための形態】
【００４２】
本発明の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具を実施するための形態につい
て、図面を参照して以下に説明する。
【００４３】
心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具の第１の実施の形態を示す。まず、心
臓マッサージの胸骨圧迫によって押し込まれる胸部沈下量が通常５０ｍｍであるとして、
これに相当する練習時の押し込み量をたとえば１５ｍｍと設定し、押圧部６の素材は、相
当する押し込み強さでの押し込み量が１５ｍｍとなるような弾性硬さとする。そして、押
圧部６の全体の厚みは、その相当押し込み量の１５ｍｍの厚さ分よりも大きな厚さとする

10

。すなわち沈下する厚さ分の１５ｍｍよりも大きな厚さ、たとえば５０ｍｍの厚さを、心
臓マッサージ練習用の押圧部６の素材の厚さとする。
そして、模式的胸部本体１は、この押圧部６がすっぽりはまり込む開口を有したもので
あり、たとえば、この臓マッサージ用の押圧部６の素材の５０ｍｍの厚さと同一の厚みを
有する。すなわち、模式的胸部本体１は、たとえば、図４の（ｂ）に示す５０ｍｍの厚さ
を有し、さらに胸部面積に相当する、たとえば縦２５０ｍｍ×横３２０ｍｍの矩形状の大
きさの平面を上下面とする、直方体からなる。この模式的胸部本体１は、押込み量が略１
０ｍｍ程度の硬さの独立気泡の合成樹脂発泡体６ａ、たとえばポリエチレン発泡体から形
成する。この模式的胸部本体１の合成樹脂発泡体６ａとしては、その他、発泡スチロール
などでもよい。

20

【００４４】
胸骨圧迫の訓練においては、この模式的胸部本体１そのものを押し込むことは目的とさ
れていない。しかし、模式的胸部本体１を間違って押圧したり、模式的胸部本体１の一部
が胸骨圧迫の心臓マッサージ練習用の押圧部６の押圧に応じて一緒に押し込まれることが
ある。そこで、模式的胸部本体１を弾性率の小さな、ある程度の押圧力が加わっても圧縮
に耐えうる強度を有して殆ど凹むことの無い軽量な素材とすることが望ましく、たとえば
模式的胸部本体１の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａは、ポリエチレン発泡体からなり、見
かけ密度が３５ｋｇ／ｍ3、２５％圧縮硬さが５７ｋＰａのものとする。
【００４５】
さらに、この直方体からなる模式的胸部本体１の上下面の中央部２に胸骨圧迫部位の大
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きさに模した手のひら大の貫通孔３を設ける。この場合、手のひら大の貫通孔３は、たと
えば図４に示すように、心臓のイメージを模したハート状の貫通孔３とする。もちろん、
手のひら大であれば、その形状は心臓のイメージを模したハート形状に限らず、たとえば
直径１２ｃｍ程度の手のひら大の円形や方形の貫通孔としてもよい。この場合、上面の手
のひら大の貫通孔３の部分を除いて、直方体からなる模式的胸部本体１の周囲を、図４の
（ａ）に示すように、合成樹脂フィルム４、たとえば０．２ｍｍ厚の透明な軟質塩化ビニ
ールフィルムで被覆する。この場合、図４の（ａ）に示す合成樹脂フィルム４の上面は中
央部に心臓のイメージを模したハート状の貫通孔３の左右の対称位置には身体の左右の乳
頭５を模して二重の塩化ビニールの層をやや盛り上げ形成して、視覚的にも模式的胸部本
体１としている。これにより、乳頭と乳頭の間を圧迫するという位置の把握が瞬時に的確

40

に把握しうることとなる。
【００４６】
さらに、図５に示すように、上下面方向に圧縮可能で、かつ、内部に空気室７を有する
独立気泡の合成樹脂発泡体６ａを気密構造の合成樹脂フィルム４、たとえば透明な軟質塩
化ビニールフィルム、の袋体６ｄに収納する。この独立気泡の合成樹脂発泡体６ａは、た
とえば上段の発泡体６ｂと下段の発泡体６ｃからなる２段重ねの発泡体からなっている。
この袋体６ｄの側部には、袋体６ｄ内の空気出入用かつ空気出入検知用の弁８を配設して
いる。弁８による空気出入の検知には、風量や風圧に応じて笛８ａなどの音を発生する器
具を用いて検知する以外に、風量や風圧を検知するセンサーと、該センサーで得られた情
報を光や電子音として出力させる仕組み（図示しない）を組みあわせて検知するものとし
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てもよい。
【００４７】
心臓マッサージ練習用の押圧部６の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａの周囲を気密構造と
する袋体６ｄに用いる透明な軟質塩化ビニールフィルムはたとえば０．３ｍｍ厚とし、袋
体６ｄの底面パーツと上平面パーツと側面の帯状パーツを予め軟質の塩化ビニールフィル
ムから裁断して形成しておき、さらに側面の帯状のパーツには、たとえば直径１０ｍｍの
空気出入口となる開口部８ｂを１カ所設けることとする。この開口部８ｂは、適宜同素材
の直径１５ｍｍのフィルムを重ね合わせて型押しするなどして予め厚みと強度を補強して
おくとよい。これらの軟質の塩化ビニールフィルムは、たとえば高周波ウェルダーで溶着
して接合することで簡易に気密構造を得ることができる。

10

【００４８】
すなわち、外周が少し大きな底面の軟質塩化ビニールフィルム上に下段の発泡体６ｃ、
上段の発泡体６ｂの順に積み重ねて、これに側面の帯状パーツのフィルムの長手端部を接
合してぐるっと輪にしたものを型枠に入れ、側面の帯状パーツの折り代の部分を１５ｍｍ
ほど外側に折り曲げて底面パーツのフィルムと側面の帯状パーツのフィルムとを高周波ウ
ェルダーで溶着する。同様に上平面パーツのフィルムと側面の帯状パーツのフィルムの上
部の折代部分とを接合して一体化して手のひら大の貫通孔３に嵌合可能な大きさからなる
心臓マッサージ練習用の押圧部６を形成する。
【００４９】
そして、これらの手のひら大の貫通孔３に嵌合可能な大きさからなる心臓マッサージ練
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習用の押圧部６は、模式的胸部本体１の上面の中央部２に開口の手のひら大の貫通孔３の
孔壁面３ｂと摩擦することなく上下方向に収縮及び復帰しうる隙間３ａを模式的胸部本体
１とこの心臓マッサージ練習用の押圧部６の間に設けて嵌合していることからなる心肺蘇
生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００５０】
本発明の第２の実施の形態を以下に示す。まず、心臓マッサージ練習用の押圧部６の構
造を説明する。押圧部６は、気密構造の合成樹脂フィルム４からなる、たとえば気密構造
の０．３ｍｍ厚の軟質塩化ビニールフィルムからなる袋体６ｄに収納されている。さらに
上下面から圧縮可能でかつ内部に空気室７を有するものとして形成した、独立気泡の合成
樹脂発泡体６ａからなっている。この独立気泡の合成樹脂発泡体６ａはゴム状弾性を有す
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る独立気泡の発泡体からなっている。たとえば模式的胸部本体１の厚さが５０ｍｍである
とすれば、その厚さ５０ｍｍの５分の３の厚さである３０ｍｍを独立気泡のポリエチレン
発泡体から形成して上段の発泡体６ｂとし、その中央部に直径２０ｍｍの上下に貫通した
開口穴を設け上部空気室７ａとし、さらにこれより大きな弾性率のゴム状弾性を有する独
立気泡の合成樹脂発泡体である、たとえば模式的胸部本体１の厚さの５分の２、すなわち
厚さ５０ｍｍの５分の２である厚さ２０ｍｍの、上記のポリエチレン発泡体からなる上段
の発泡体６ｂと異なる、より大きな弾性率のゴム状弾性の独立気泡のポリオレフィン発泡
体からなる下段の発泡体６ｃとの、２段重ねの２層の発泡体から形成する。そして、下段
の発泡体６ｃには、その中央部にたとえば直径４０ｍｍの上下に貫通した開口穴を設けて
、下部空気室７ｂとする。さらに、上段の発泡体６ｂ、下段の発泡体６ｃには、それぞれ

40

、中央部の開口穴から外周にかけて、２ｍｍ幅で切れ込みを入れることでスリットを形成
している。これにより、押圧時に上部空気室７ａおよび下部空気室７ｂからの空気が発泡
体６ｂ、６ｃの外へと素早く押し出されるようになっている。
【００５１】
上段の発泡体６ｂは、たとえば、見かけ密度が６５ｋｇ／ｍ3、２５％圧縮硬さが１４
０ｋＰａ、の独立気泡のポリエチレン発泡体であり、下段の発泡体６ｃは見かけ密度が５
４ｋｇ／ｍ3、２５％圧縮硬さが４０ｋＰａのポリオレフィン発泡体とする。下段は、上
段に比して、柔軟性と弾力性に優れた素材としている。さらに袋体６ｄの側部に配設の袋
体６ｄ内の空気出入用かつ空気出入検知用の弁８は風圧により音を発する笛８ａとした心
肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。

50

(12)

JP 5641443 B2 2014.12.17

【００５２】
この笛８ａはゴム弾性の心臓マッサージ練習用の押圧部６を上面から一気に力を加えて
たとえば１５ｍｍ押圧した際に、空気の排出される圧力で鳴る笛８ａからなっている。た
とえば、笛８ａは、たとえば単音のピッチパイプ（ハーモニカのようなフリーリードの薄
片が筐体内で振動する構造）とし、図５の（ａ）に示すように、ピッチパイプの筐体を、
軟質塩化ビニールフィルムの袋体６ｄの側壁の開口部８ｂより差し込み、軟質の塩化ビニ
ールフィルムからなる合成樹脂フィルム４の袋体６ｄに気密に保持させる。
【００５３】
このようにピッチパイプのような笛８ａを用いるとき、音を発生するには、笛８ａのリ
ードを振動させるだけの風量と風圧が必要となる。すなわち心臓マッサージ（胸骨圧迫)

10

による練習において、押圧量だけでなく押し込み速さが十分に伴わなければ、心臓マッサ
ージ練習用の押圧部６からの空気排出により笛８ａを適切に鳴らすことができず、単にじ
わじわゆっくり押込むだけでは音を発生させるには不十分である。したがって、音の発生
の有無によって、練習者が胸骨圧迫に必要な押圧時の力の入れ具合とその押し込む速さの
かけ方が的確であるかどうかを、簡易に確認して把握できるものとなっている。また、通
常必要とされる１分間に１００回程度のリズムで、音が出る強さで繰り返し押圧しつづけ
ることは、かなりな労力を必要とする。このために、途中で音が途切れがちになるなどす
ることが予測される。したがって、長時間にわたり一人で的確な強さを維持して心臓マッ
サージを実施することが困難な作業であることもこの練習により実感できる。
【００５４】

20

さらに、２段重ねの２層の発泡体の上層と下層のゴム状弾性の弾性率に差を設けたこと
で、心臓マッサージ練習用の押圧部６を上下反転させて使用することにより、この心臓マ
ッサージ練習用の押圧部６を手のひらで押し込む際の手に伝わる硬さに感覚的な差を付与
しうるように形成している。たとえば、堅くて凹みにくい上段の発泡体６ｂを２段重ねの
２層の上層側に配置することで、胸部の堅い感触を手のひらに伝えつつも、下層側にやや
軟らかい弾力に富んだ下段の発泡体６ｃを配置することで、手のひらで押し込んだ際に、
図９の（ａ）に示すように、下層側である背面側から先に縮むこととして、硬く押し込む
感覚を手のひらに体感しうるものとしている。
【００５５】
図９は、手のひら大の心臓マッサージ練習用の押圧部６を、加圧の前後の状態をやや誇
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張して図示した模式的側面図である。（ａ）はゴム状弾性の弾性率の小さい上段の発泡体
６ｂを上面とし、（ｂ）は（ａ）を上下逆転してゴム状弾性の弾性率の大きな下段の発泡
体６ｃを上面に位置するものとしたものである。
【００５６】
この図９の（ａ）の配置が通常の大人の胸骨を圧迫する際の配置であって、上段の発泡
体６ｂに弾性率の小さな堅いポリエチレン発泡体、下段の発泡体６ｃに弾性率の大きな軟
らかいポリオレフィン発泡体を組みあわせているものである。上から垂直に伸ばした腕の
手のひらによる加重を加えると、上段よりも下段のほうが大きく収縮するものの、下段ほ
どではなくとも、上段は下段を圧縮しつつ自分も圧縮されることになって実際の大人の胸
骨の凹みの感覚が体得できる。
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【００５７】
一方、図９の（ｂ）の配置は、小児の身体の胸骨圧迫による練習に用いるものであって
、（ａ）と上段下段が反転することで入れ代わっている。（ｂ）では上段に弾性率の大き
いやや軟らかいポリオレフィン発泡体、下段に弾性率のちいさなやや堅いポリエチレン発
泡体を組みあわせて配置している。上から垂直に伸ばした腕の手のひらによる加重を加え
ると、上段の弾性率の大きなやや軟らかいポリオレフィンの発泡体６ｃが先に圧縮されて
いき、下段の発泡体６ｂと同じぐらいの硬さになった時点で、下段の発泡体６ｂも圧縮し
だすような動きとなるので、上段側の圧縮度合いが大きくなる。
【００５８】
また、押圧部６の弾性率の小さな堅い上段の発泡体６ｂの中央部の開口穴の上部空気室
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７ａと弾性率の大きな軟らかい下段の発泡体６ｃの中央部の開口穴の下部空気室７ｂとで
は、後者の下部空気室７ｂのほうが径が大きいので、圧縮時には、より効率的に空気を押
し出すことができる。これにより、笛の音が発生するだけの風圧と風量を押圧時に適切か
つ十分に得ることができ、押し込む硬さと押し出される空気の風圧、風量とのバランスが
容易に図れる。
【００５９】
さらに、本発明の第３の実施の形態を示す。請求項６の発明の実施の形態では、第１ま
たは第２の実施の形態に加えて、模式的胸部本体１は淡い肌色に着色した独立気泡の合成
樹脂発泡体から形成している。この模式的胸部本体１の中央部２に開口の手のひら大の貫
通孔３、この実施の形態では、図４の（ｂ）に示すハート状の貫通孔３、から形成してい

10

る。このハート状の貫通孔３には、２段重ねの２層の発泡体からなるゴム状弾性を有する
独立気泡の合成樹脂発泡体６ａで形成する図５に示すハート状の心臓マッサージ練習用の
押圧部６が、たとえば図７に示すように、手のひら大の貫通孔３に嵌合される。このハー
ト状の心臓マッサージ練習用の押圧部６は、図５に示すように２段重ねの上段の発泡体６
ｂと下段の発泡体６ｃから形成されているが、これらは模式的胸部本体１の色と異なる色
で着色されている。すなわち、上段の発泡体６ｂは赤橙色に着色され、下段の発泡体６ｃ
はピンク色に着色されて、心臓マッサージ練習用の押圧部６のゴム状弾性の反発力の違い
が目視で判別可能となっている。
【００６０】
たとえば、上下２段重ねの２層の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａのうち、上層のゴム状
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弾性の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａを模式的胸部本体１の厚さの５分の３の独立気泡の
ポリエチレン発泡体からなる上段の発泡体６ｂとしてこれを赤橙色に着色し、下層のゴム
状弾性の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａを模式的胸部本体１の厚さの５分の２の独立気泡
のポリオレフィン発泡体からなる下段の発泡体６ｃとしてこれをピンク色に着色すること
で、心臓マッサージ練習用の押圧部６の上下層の向きを反転させたとき、色彩的に容易に
練習者に把握しうる構造としているのである。上下２段重ねの２層の独立気泡の合成樹脂
発泡体６ａはゴム状弾性の弾性率が異なるので、心臓マッサージ練習用の押圧部６の袋体
６ｄの上下を反転させることで、手のひらで押し込む際に、手に伝わる硬さが触感的に変
化しうるようになっているだけでなく、押し込まずとも、いずれの向きか上下に位置して
いるかが視覚的に把握しうるものとなっている。
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【００６１】
さらに付言すると、このように上下２段重ねの２層の独立気泡の合成樹脂発泡体６ａの
着色を模式的胸部本体１の色を薄い肌色とするなど、異なる色彩とすることで、心臓マッ
サージ練習用の押圧部６の位置を初心者にも容易に把握可能なわかりやすいものとし、さ
らにこの心臓マッサージ練習用の押圧部６の２段重ねの上段と下段の色を相違する色に視
認可能に着色としたことで、上下２段重ねの２層の発泡体の上下が反転していても、上下
の向きの違いを着色に基づいて視覚的にも簡易に把握できるようになる。たとえば小学生
や女性などの手のひらの押圧力の弱い者が練習する場合など、押圧の力が弱く、正しい位
置を押していても、笛８ａの音が一向に発生させられないことがあり、胸骨圧迫の押圧位
置を把握させるといった教育効果が十分には得られないことがあり得る。その場合に、上
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下の向きを色彩によって確認しつつ、より弱い押圧力でも鳴る向きに心臓マッサージ練習
用の押圧部６を上下反転させることができ、これにより弱い押圧力でも笛８ａの音が発生
する向きで練習することができる。このように、まずは正しい位置での心臓マッサージ練
習用の押圧部６の押し込みを体感的に把握することができるようになる。したがって、心
臓マッサージの練習における教育効果を位置把握の的確な修得の観点で向上することがで
きる。
【００６２】
次に、正しい押し込み位置が把握できると、再び元の上下の状態のへと２段重ねの発泡
体の上下の向きを、色を目安にして反転させることで、本来必要とされる心臓マッサージ
練習用の押圧部６に対する押圧力がどの程度必要であるかを、笛８ａの音が鳴るまで押し

50

(14)

JP 5641443 B2 2014.12.17

込ませることで容易に把握できるなど、視覚的及び聴覚的にわかりやすくすることで、よ
り的確に把握できることとなる。
【００６３】
次に本発明の第４の実施の形態を示す。請求項７の発明の実施の形態では、たとえば第
１から第３の実施の形態で示した心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練
習器具が、図６に示すように、直方体からなる模式的胸部本体１を収納しうる一方開きの
蓋体１３を有する直方体からなる箱体１２から形成されていることを特徴としている。こ
の箱体１２は、たとえば縦２５７ｍｍ、横３３４ｍｍ、厚さ５５ｍｍの蓋体１２ａを有す
る。この箱体１２の直方体の一方の横壁上端部１４に、一方開きの蓋体１２ａを接続して
有する。開いた蓋体１２ａの内面には、図８に示すように、人体模型の頭部１５、首部１
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６及び肩部１７が、箱体１２内の模式的胸部本体１に連接して描かれている。
【００６４】
このように本発明の手段の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の練習器具は箱体１２
に一体化して配設されている。したがって、この練習器具は可搬タイプに形成されており
、全ての練習器具が箱体１２内コンパクトに収納されているので、繰り返しの使用に適し
ており、どこにでも手軽に、大量に搬送できるので、多数の心肺蘇生の練習生に貸与して
一度に練習することができる。また、一方開きの蓋内面１３に人体模型の頭部１５、首部
１６及び肩部１７を描いて有するので、練習現場で箱体の蓋を開けることで人体模型の胸
部より上部が直に視覚的に現出できることとなり、より一層の臨場感のある心臓マッサー
ジの練習ができる。もちろん箱体１２の一方開きの蓋体１２ａの内面に描かれた人体模型
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の頭部１５、首部１６及び肩部１７両側部に、図１〜図２に見られるように、心肺蘇生法
における心臓マッサージの手順や模擬ＡＥＤの使用方法の説明を記載している。これによ
り、実訓練の前に予備的な心肺蘇生法の講義を実施することができ、さらに適切な練習が
実施できる。
【００６５】
さらに、本発明の第５の実施の形態を示す。請求項８の発明の実施の形態では、第１か
ら第４の実施の形態で説明した本発明の手段の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可
搬タイプの練習器具において、さらに自動体外式除細動器であるＡＥＤの操作面形状を模
した模擬ＡＥＤ９と、この模擬ＡＥＤ９から延びる長さ約５０ｃｍの２本のコード９ａの
各先端に、裏面のみを自己粘着性とした合成樹脂シートからなる模擬電極パッド１０を２
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枚１対にして、図３に示すように設け、これらの模擬電極パッド１０を模式的胸部本体１
の直方体の周囲を被覆した合成樹脂フィルム４の上面に着脱可能に載置した請求項４に記
載の心肺蘇生法における心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具である。
【００６６】
この模擬ＡＥＤ９は、大きさが横２２ｃｍで、縦１５ｃｍの板状シートからなり、表裏
面が透明な塩化ビニールシートで被覆されており、表面の向かって右上には２ｃｍの径大
のＯＮ／ＯＦＦスイッチが塩化ビニールシートを二重に重ねて模式的にやや盛り上げた状
態で青色に着色した中に白色のリングが描かれて形成されており、表面の向かって右下に
は同じく２ｃｍの径大の茶色に着色した中に白い放電模様の矢印からなるショック付与ボ
タンが塩化ビニールシートを二重に重ねて模式的にやや盛り上げた状態で描かれている。
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【００６７】
さらに表面の向かって左上には模擬ＡＥＤ９から延びる長さ約５０ｃｍの２本のコード
９ａが軟質の径２ｍｍの合成樹脂パイプの管から形成されており、この２本のコード９ａ
の先端に取り付けられた裏面のみを自己粘着性とした合成樹脂シートからなる模擬電極パ
ッド１０は５．５ｃｍ×１０．５ｃｍの大きさの軟質塩化ビニールシートで、表面は梨地
状で粘着性がないものとし、その表面に人体模型の上半身及び模擬電極パッド１０の上半
身への貼付位置が模式的に描かれており、この塩化ビニールシートの裏面は滑面からなる
塩化ビニールシートなどの滑面への自己粘着性に形成している。
【００６８】
この模擬電極パッド１０は、シール台紙から剥がして使用する電極パッドの実際を模し
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て、軟質塩化ビニールからなるシール台紙１１に自己粘着性を利用して裏面側を粘着固定
しておく。シール台紙１１から模擬電極パッド５を剥がし、図１に示すとおり、人体の右
胸上部（右鎖骨の下で胸骨の右）と、左側胸部下（左脇の５〜８ｃｍ下）に胸骨圧迫部位
（心臓）をはさんで斜めに対角線となる位置に貼付する。その際、電極パッドの表面の図
示に従うことで、適切な位置が案内される。電極パッドは人体に押しつけて密着すること
が重要であるところ、自己粘着性を有するのは裏面だけであるから、誤って貼り付けても
模式的胸部本体１の表面の塩化ビニールフィルム面上に密着させることができないので、
電極パッドに表裏があることも認識しうるものとなっている。
また、自己粘着性のシートは汚れても容易に拭き取れるので、取り扱い性に極めて優れ
ており繰り返し使用ができる。
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【００６９】
このように２枚の模擬電極パッド１０の２枚１対を有する模擬ＡＥＤ９のシートを心臓
マッサージ用の可搬タイプの練習器具に配設したことで、これらの模擬ＡＥＤ９のシート
および模擬電極パッド１０を、心臓マッサージ用の可搬タイプの練習器具から取り出して
、心臓マッサージの練習のみならずＡＥＤの使用手順も練習しておくことが極めて容易に
できる。
【符号の説明】
【００７０】
１

模式的胸部本体

２

胸部本体の上下面の中央部

３

手のひら大の貫通孔

３ａ

隙間

３ｂ

孔壁面

４

合成樹脂フィルム（塩化ビニールフィルム）

５

乳頭

６

心臓マッサージ練習用の押圧部

６ａ

独立気泡の合成樹脂発泡体

６ｂ

独立気泡の合成樹脂発泡体

６ｃ

独立気泡の合成樹脂発泡体

６ｄ

袋体

７

20

30

空気室

７ａ

上部空気室

７ｂ

下部空気室

８

弁

８ａ

笛

８ｂ

開口部

９

模擬ＡＥＤ

９ａ

コード

１０

模擬電極パッド

１１

シール台紙

１２

箱体

１２ａ

蓋体

１３

蓋内面

１４

一方の横壁の上端部

１５

頭部

１６

首部

１７

肩部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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