
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コラム上に背板が取り付けられ、該背板に腰板が上下回動可能に連結された整形外科用
手術台において、 背板の左右方向で 腰板が二分され、 背板に上下回動フレー
ムが連結され、 左右の腰板の内側には 上下回動フレームに向って突出するピンが
固定され、 上下回動フレームの左右には 左右の腰板の ピンが挿入される挿入
孔が形成され、 左右の腰板がそれぞれ ピン及び 挿入孔を介し 上下回動フ
レームの左右に係脱可能に連結されていることを特徴とする整形外科用手術台。
【請求項２】
　請求項１に記載の整形外科用手術台において、 ピン及び 挿入孔が 左右の腰
板に複数個ずつ設けられていることを特徴とする整形外科用手術台。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、整形外科用手術台に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、整形外科用手術台として、コラム上に背板が取り付けられ、該背板の端に腰板が上
下方向に回動可能に連結され、該腰板の端に脚板が着脱自在に連結されたものがある。患
者の腰、脚等をＸ線撮影、手術等する場合は、まず、ベッケン板を腰板上に乗せてコラム

10

20

JP 3756255 B2 2006.3.15

上記 上記 上記
上記 上記

上記 上記 上記
上記 上記 上記 上記

上記 上記 上記



側から斜め上向きに伸びる支柱で支持した上で、患者を手術台上に乗せる。次に、下肢牽
引装置をコラム側に連結し、下肢牽引装置中の牽引靴を患者の足に履かせ患者の脚を固定
する。そして、腰板から脚板を外し、腰板を下方に回動させる。その後、Ｘ線撮影装置で
患者の脚等の患部を撮影し、さらには手術を行う。
【０００３】
また、整形外科用手術台として、例えば特公平４－１６３０号に記載されるようなものが
提案されている。この整形外科用手術台は、コラム上に腰板を取り付け、該腰板の左右を
切り欠いてそこに三角形状の支持板を着脱自在に当てがうようになっている。手術前には
支持板を装着して患者の臀部を支えるようにし、手術時には支持板を取り外し手術に支障
がないようにしようというものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の整形外科用手術台は、前者のものにあっては、患者を手術台上
に寝かせてＸ線撮影する場合、下方に回動させた腰板が邪魔になり患部を適正に撮影する
ことができないという問題がある。整形外科用のＸ線撮影装置はそのＣ型フレームの対向
部間で患者を挟むようにしてＸ線を照射するようになっているので、Ｃ型フレームが上記
腰板に当たるような場合は患部を撮影することができないことになる。また、後者のもの
にあっては、三角形状の支持板を取り除けば脚等のＸ線撮影が可能になるが、腰板を手術
台から外すことができないので、洗浄等が困難になるという問題がある。
【０００５】
したがって、本発明はそのような問題点を解消する手段を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記問題点を解決するため、請求項１の発明は、コラム１上に背板２が取り付けられ、
該背板２に腰板４が上下回動可能に連結された整形外科用手術台において、 背板２の
左右方向で 腰板４が二分され、 背板２に上下回動フレーム１２が連結され、
左右の腰板４の内側には 上下回動フレーム１２に向って突出するピン２１が固定され
、 上下回動フレーム１２の左右には 左右の腰板４の ピン２１が挿入される挿
入孔２５が形成され、 左右の腰板４がそれぞれ ピン２１及び 挿入孔２５を介
し 上下回動フレーム１２の左右に係脱可能に連結されている整形外科用手術台の構成
を採用する。
　また、請求項２の発明は、請求項１に記載の整形外科用手術台において、 ピン２１
，２２及び 挿入孔２５，２６が 左右の腰板４に複数個ずつ設けられている整形外
科用手術台の構成を採用している。
【０００７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を図面に基いて説明する。
図１に示されるように、この整形外科用手術台は、手術室の床上に置かれたコラム１と、
コラム１上に取り付けられた背板２と、該背板２の一端に取り付けられた頭板３と、上記
背板２の他端に取り付けられた腰板４と、該腰板４の端に着脱自在に取り付けられた脚板
５とを具備している。
【０００８】
図２及び図３に示されるように、上記コラム１はキャスター６等が設けられた基台７上に
設けられ、コラム１及び基台７の内部には背板２を昇降させたり傾斜させたりするための
油圧装置等（図示せず）が収納されている。コラム、油圧装置等は公知の構成であるから
その説明は省略する。
【０００９】
図４及び図５に示されるように、上記背板２は、上記コラム１上に乗せられる背板フレー
ム８と、該背板フレーム８上に乗せられる背板本体９とを有している。背板フレーム８は
上記コラム１上に通常の手段により傾斜可能に連結されている。背板本体９は患者の背を
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受けるための長方形の板であり、背板フレーム８の脚板側の端にヒンジ１０を介して連結
され、また油圧シリンダー１１を介して傾動可能に連結されている。該油圧シリンダー１
１が駆動すると、背板本体９は背板フレーム８上でヒンジ１０を支点にして傾動し、患者
の背中の角度を調節することになる。
【００１０】
上記背板２における背板フレーム８の後部には上下回動フレーム１２が連結されている。
上下回動フレーム１２の左右にはそれぞれアーム１３が一体的に設けられている。該アー
ム１３は、上記背板フレーム８の左右に設けられたブラケット１４に対し、それぞれ他の
二本のリンク１５，１６と共に四節リンク機構を構成するようにピン１７ａ，１７ｂ，１
７ｃ，１７ｄを介して連結支持されている。そして、背板フレーム８に対して回動可能な
リンク１５には、背板フレーム８内にピン１８を介し保持された油圧シリンダー１９のロ
ッド１９ａが連結されている。これにより、油圧シリンダー１９が作動しロッド１９ａが
伸縮運動すると、上下回動フレーム１２はこれを支持するピン１７ａを支点にして上下方
向に回動することとなる。
【００１１】
また、背板フレーム８の後部の中央には、図２乃至図５に示されるように、支持腕２０が
斜め下方へ突出している。支持腕２０は例えば支柱（図示せず）を支持するためのもので
、支持腕２０に取り付けられた支柱は斜め上方に伸びその先でベッケン板（図示せず）を
保持するようになっている。ベッケン板は略三角形の板で患者の脚の付根部分を受けるた
めのものである。
【００１２】
図６及び図７に示されるように、上記上下回動フレーム１２には、その左右から係脱可能
にピン２１，２２を介しそれぞれ腰板４が連結されるようになっている。ピン２１，２２
は左右の腰板４のそれぞれに対して二本以上配置してもよい。
【００１３】
また、ピンは一本のみ設けてもよく、その場合は断面非円形とし上下回動フレーム１２に
対する腰板４の回転を阻止しておく必要がある。
腰板４は左右に二分されており、それぞれ腰板フレーム２３と、腰板フレーム２３上に固
定される腰板本体２４とを有している。各腰板フレーム２３の前部の内側には大小二本の
ピン２１，２２が水平に植設等により固定されている。一方、上下回動フレーム１２の左
右両側には、各腰板フレーム２３のピン２１，２２に対応して挿入孔２５，２６が穿設等
により形成されている。また、腰板フレーム２３には上記ピン２１，２２を固定するため
の止めネジ２７が螺合している。止めネジ２７にはノブ２７ａが固着されている。止めネ
ジ２７に代えてスプリング等をピン表面に押し付けるようにしてもよい。
【００１４】
なお、図６及び図７で示されるように左右の脚板５が左右の腰板４の後端にそれぞれ着脱
自在かつ傾斜角調節可能に連結されている。
次に、この整形外科用手術台の使用方法について説明する。
【００１５】
まず、ベッケン板（図示せず）を腰板４の上方に乗せ、支持腕２０から斜め上向きに伸び
る支柱（図示せず）で支持する。次いで、患者を手術台上に乗せる。次に、下肢牽引装置
（図示せず）を支柱側に連結し、下肢牽引装置中の牽引靴を患者の足に履かせ患者の脚を
固定する。そして、腰板４から脚板５を外し、油圧シリンダー１９を駆動して上下回動フ
レーム１２を腰板４と共に下方に回動させる。腰板４が下方に回動し終わると、止めネジ
２７を緩めてピン２１，２２を挿入孔２５，２６から抜き取るようにして左右の腰板４を
上下回動フレーム１２から外す。
【００１６】
その後、Ｘ線撮影装置（図示せず）で患者の腰、脚等の患部を撮影し、さらには手術を行
う。ベッケン板の下方からは腰板４が除去されているので、Ｘ線撮影する場合にＸ線撮影
装置のＣ型フレームを患部に適正に配置して撮影することができる。また、手術の際に血
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液、薬剤等が腰板４に付着することがない。ベッケン板は手術後支柱から取り外し、洗浄
することが可能である。
【００１７】
Ｘ線撮影、手術等が終了し、手術台を元の状態にもどすには、ベッケン板、支柱等を取り
外し、腰板４を上下回動フレーム１２にあてがってピン２１，２２を挿入孔２５，２６に
挿入して元のように取り付け、上下回動フレーム１２を上方向に回動させて背板２と同じ
高さとすればよい。
【００１８】
【発明の効果】
本発明によれば、手術台から腰板を外すことができるので、Ｘ線撮影する場合Ｘ線撮影装
置を患部に適正に配置し望ましい撮影を行うことができる。また、手術の際に血液、薬剤
等が腰板に付着せず、腰板を汚すことがない。また、手術等に用いられるベッケン板は手
術台に対して着脱自在であるから簡易に洗浄することができる。また、本発明において腰
板の背板に対する連結はピンを介して行うので、腰板の着脱を簡易かつ迅速に行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る整形外科用手術台の全体斜視図である。
【図２】整形外科用手術台のコラム及び背板の箇所の部分切欠側面図である。
【図３】図２で示される箇所を右側から見た正面図である。
【図４】図２で示される箇所を背板本体を除去して示す平面図である。
【図５】背板の側面図である。
【図６】腰板を脚板と共に示す部分切欠平面図である。
【図７】腰板を脚板と共に示す側面図である。
【符号の説明】
１…コラム
２…背板
４…腰板
１２…上下回動フレーム
２１，２２…ピン
２５，２６…挿入孔
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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