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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉛直又は水平軸方向の支持構造へ選択的に、医療機器の脱着可能な取付けを容易にする
ための医療装置吊下機構であって、当該吊下機構が、
　　中心長軸周りで回転可能であり、直交に延在するクランプアームと固定される円筒管
を具えるクランプシャフトと；
　　当該クランプシャフトの円筒管内に入れ子形式で配置された、長軸方向の中空構造を
具える内部シャフトと；
　　当該内部シャフトが前記クランプシャフトを通って延在する際に、前記内部シャフト
の第１の末端に固定され、通常は前記長軸方向のクランプシャフトの残余との間に前記ク
ランプアームを配置するようにするクランプノブと；
　　内部配置され、通常は前記内部シャフトの長さに延在し、第１の末端については前記
内部シャフトの第１の末端へ固定される張力バネと；
　　通常は前記クランプシャフトを取り囲み、かつ、当該クランプシャフトが延在する開
口部を提供する長軸方向の筐体を具え、前記クランプアームと前記ノブが外部に配置され
、前記張力バネの第２の末端が前記開口部を通る前記クランプシャフトについての入れ子
の離脱が前記張力バネによって阻止されるように前記開口部の遠方の一点に固定され、前
記医療機器と連結して固定されるクランプハウジングと；
　　前記クランプハウジングと前記内部シャフトとの間に配置される回転カム機構と；
を具え、前記内部シャフトの回転が、前記ノブの回転によって生ずる場合に、前記内部シ
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ャフト、前記取付られたノブ、ひいては前記クランプアームの長軸方向の移動を指示し、
前記吊下機構を閉じやすくすることを特徴とする機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の機構において、前記カム機構が、
　　前記内部シャフトに固定され、相補的な傾斜面を有する第１及び第２のカム部材と；
　　当該第１及び第２のカム部材の相補的な傾斜面間の前記内部シャフト上に回転可能に
配置され，複数のつめを具えるロック部材と；
を更に具えることを特徴とする機構。
【請求項３】
　請求項１に記載の機構が、前記クランプハウジングに固定され、かつ、当該クランプハ
ウジングの長軸方向の筐体に沿って配置される第１の複数のつめを更に具え、前記内部シ
ャフトが実質的に平らな面を具え、前記カム機構が、
　　前記内部シャフトに固定され、相補的な傾斜面を有する第１及び第２のカム部材と；
　　当該第１及び第２のカム部材の相補的な傾斜面間の前記内部シャフトに回転可能に配
置され、第２の複数のつめを具え、前記内部シャフトがロック解除位置にある場合に前記
内部シャフトの実質的に平らな面上に配置され、前記第２の複数のつめが前記第１の複数
のつめと固定的に噛み合うように前記内部シャフトがロック位置に回転された場合、実質
的に平らな面から離れるロック部材と；
を具えることを特徴とする機構。
【請求項４】
　請求項３に記載の機構において、前記ロック部材が前記第１及び第２のカム部材の傾斜
面に追従する場合に、前記ロック位置に配置された後の前記内部シャフトの次の回転が前
記内部シャフトの長軸方向の移動を生ずることを特徴とする機構。
【請求項５】
　請求項３に記載の機構において、前記第１の複数のつめが、前記クランプハウジングの
ハウジングカバー上に配置されることを特徴とする機構。
【請求項６】
　鉛直又は水平軸方向の支持構造へ選択的に、医療機器の脱着可能な取付けを容易にする
ための医療装置吊下機構であって、当該吊下機構が、
　　第１の複数のつめが沿うように配置された、長軸方向の筐体を規定するクランプハウ
ジングと；
　　前記長軸方向の筐体内に格納可能に配置され、中心長軸周りで回転可能であり、延在
するクランプアームと固定される円筒管を具えるクランプシャフトと；
　　当該クランプシャフトの円筒管内に回転可能に配置される実質的に平らな面を有する
内部シャフトと；
　　当該内部シャフトに固定され、かつ、相補的な傾斜面を有する第１及び第２のカム部
材と；
　　当該第１及び第２のカム部材の相補的な傾斜面間の前記内部シャフトに回転可能に配
置され、第２の複数のつめを具え、前記内部シャフトがロック解除位置にある場合に前記
内部シャフトの実質的に平らな面上に配置され、前記第２の複数のつめが前記第１の複数
のつめと固定的に噛み合うように前記内部シャフトがロック位置に回転された場合、実質
的に平らな面から離れるロック部材と；
を具えることを特徴とする機構。
【請求項７】
　請求項６に記載の機構において、前記ロック部材が前記第１及び第２のカム部材の傾斜
面に追従する場合に、前記ロック位置に配置された後の前記内部シャフトの次の回転が、
前記クランプハウジングに対する前記内部シャフトの長軸方向の移動を生ずることを特徴
とする機構。
【請求項８】
　減圧治療装置が、
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　　一側面上に水平及び鉛直方向に配向されたチャネルを有する主ハウジングと；
　　当該主ハウジング内に含まれて減圧を組織部位に提供する減圧供給源と；
　　　　第１の複数のつめが沿うように配置された、長軸方向の筐体を規定するクランプ
ハウジングと；
　　　　前記長軸方向の筐体内に格納可能に配置され、中心長軸周りで回転可能であり、
延在するクランプアームと固定される円筒管を具え、前記クランプアームが前記主ハウジ
ングの水平及び鉛直方向に配向されたチャネルに実質的に平行に、水平及び鉛直位置との
間に選択的に配置可能であるクランプシャフトと；
　　　　当該クランプシャフトの円筒管内に回転可能に配置される実質的に平らな面を有
する内部シャフトと；
　　　　当該内部シャフトに固定され、かつ、相補的な傾斜面を有する第１及び第２のカ
ム部材と；
　　　　当該第１及び第２のカム部材の相補的な傾斜面間の前記内部シャフトに回転可能
に配置され、第２の複数のつめを具え、前記内部シャフトがロック解除位置にある場合に
前記内部シャフトの実質的に平らな面上に配置され、前記第２の複数のつめが前記第１の
複数のつめと固定的に噛み合うように前記内部シャフトがロック位置に回転された場合、
実質的に平らな面から離れるロック部材と；
　　を具える吊下機構と；
を具えることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置において、前記ロック部材が前記第１及び第２のカム部材の傾斜
面に追従する場合に、前記ロック位置に配置された後の前記内部シャフトの次の回転が、
前記クランプハウジングに対する前記内部シャフトの長軸方向の移動を生ずることを特徴
とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には吊下機構に関し、特に医療装置を支持構造に固定するための吊下機
構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院内の患者及び延長したヘルスケア設定は、医療計測器具及び、多様な条件のモニタ
リング及び／又は治療と関連した他の医療装置を頻繁に利用しなければならない。患者の
近傍に配置されなければならないこのような計測器具及び装置は、単純な血圧及び体温モ
ニタリング装置からより複雑なガス及び流体ポンプあるいは減圧治療システム装置までの
範囲に及ぶ。これらの計測器具のうちのいくつかは、自身の移動可能なカートあるいは回
転する担体上に構成及び配置されるが、より多くのものは卓上に、あるいは患者の部位と
関連付けた他の支持取付具上への配置を要求するように、調整及び構築される。
【０００３】
　このような医療計測器具及び装置を保持するのに利用される共通の構造はＩＶポールで
あり、患者への液体投与用の、静脈（ＩＶ）輸液バッグ又は容器を吊下げるのが主目的で
あるためにそのように名付けられている。ＩＶポールは一般的にポールが移動するのを可
能にするホイール台に、特に通院する患者に装着される。このホイール台構造は更に、Ｉ
Ｖポールとそれを支持する関連する対象が必要に応じて患者の場所に着脱するのを可能に
する。
【０００４】
　ＩＶポールの使用は、多くの医療計測器具及び装置が鉛直に配向されたポール構造に固
定されるように調整及び形成されたブラケット及び／又はクランプと共に構成されている
ほど十分に普及している。これらのブラケット及び／又はクランプは時としてクリップ及
びねじ固定式の筐体の形態を取っている。しかしながらこれらのクランプの鉛直配向性が
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、鉛直に構成されたＩＶポール以外の任意のオブジェクトで同一の取付構造を用いること
を困難にしている。
【０００５】
　医療計測器具及び装置の使用を要求する患者の近傍に一般的に見られる他の構造は、病
院タイプのベッドフレームと患者の車椅子である。この後者２つの各構造は一般的に、平
行な棒材構造を受けて保持するように構成される場合に医療計測器具及び装置が取付でき
る平行な棒材、手すり等を提供している。しかしながら一般的には、医療装置及び計測器
具と関連するクランプ又は取付構造は鉛直ポールへの取付に適した構造と、水平棒材への
取付に適した構造との間での簡単な変更に向かない。
【０００６】
　同一の装置が医療計測器具又は医療装置をＩＶポールのような鉛直に配向された台に、
あるいは、病院のベッドの手すり又は車椅子と連結した棒材のような水平に配向された台
に取付ける働きをするように、簡単に構成変更できるクランプ又は取付装置を有すること
が所望される。取付機構が鉛直取付に適した方向と、水平取付に適した方向とを簡単に切
り替えできるとしても、それは所望される。取付方向のこの万能性は、医療計測器具又は
医療装置が支持構造から外れ得ないように、各方向の固定閉鎖部材によって得られるとし
ても、それは所望される。
【０００７】
　クランプ又は取付機構の使用においては、クランプの固定状態の最終指示が提供されう
るとしても、それは更に有用である。
【発明の概要】
【０００８】
　上記及び他の目的の履行において、本発明の一実施例は医療計測器具又は装置のＩＶポ
ール、ベッド又は車椅子への取付けを容易にするクランプ機構を提供する。その機構は鉛
直方向の支持構造（ＩＶポールのような）又は、水平方向の支持構造（ベッドの手すり、
あるいは車椅子の手すりのような）のいずれかと連携して使用を可能にする要素を取り込
む。その機構は医療計測器具の後方から外側に延在し、回転可能なアームを配置して医療
計測器具又は装置の後方と対向するクランプとして作用する、通常は長軸方向の入れ子型
アセンブリを具えている。機構アセンブリは医療計測器具のハウジングから（バネの張力
に逆らって）外側に延在する円筒シャフトを具えている。クランプ機構アセンブリの内部
回転要素内のカム状表面は、張力バネの影響下で、クランプの閉鎖後に支持構造に対する
クランプの締付けを可能にしている。ノブはユーザがアセンブリの内部要素を回転させて
、更に、カム状表面を噛み合せて、支持構造に対してクランプを締付ける（閉鎖する）の
を可能にする。
【０００９】
　本発明の他の目的、特徴及び利点は、以下の図及び詳細な説明により明らかになるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一実施例による吊下機構を組み込む医療計測器具の投射図
であり、吊下機構は水平方向の支持構造への取付のために鉛直位置に配向されている。
【図１Ｂ】図１Ｂは、水平方向の支持構造に装着された図１Ａの医療計測器具の投射図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは、図１Ａの医療計測器具の投射図であり、吊下機構に組み込むクラン
プが鉛直方向の支持構造への取付のために水平位置に配向されている。
【図２Ｂ】図２Ｂは、鉛直方向の支持構造に装着された図２Ａの医療計測器具の投射図で
ある。
【図３】図３は、図１Ａの吊下機構の要素の分解投射図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　好ましい実施例の以下の詳細な説明において、引用は、この一部を形成し発明が実施さ
れうる特定の好ましい実施例を例示によって示した添付図で為される。これらの実施例は
十分に詳細に説明されて、当該技術分野の当業者が本発明を実施するのを可能にし、別の
実施例が利用でき、論理的な構造的、機械的、電気的及び化学的変更が本発明の精神又は
範囲から離れることなく為されうることが理解される。当該技術分野の当業者が本発明を
実施するのを可能にするのに不必要な細部を省くために、記述は当該技術分野の当業者に
既知の特定の情報を省略する。従って、以下の詳細な説明は制限の意味では取られないべ
きであり、本発明の範囲は添付の請求項によってのみ規定される。
【００１２】
　本発明の吊下機構は、機器の使用を要求する患者に隣接して配置できる医療計測器具又
は医療装置のための独自の装備構造の一部分として、容易に製造できる。吊下機構は更に
、特定の状況において、装置筐体内の空間がこのような配置を許容する場合に現存する装
置に後付できる。いずれの場合においても、アセンブリの利点を用いる第１のステップは
医療装置又は計測器具がＩＶポール、ベッドの手すり又は車椅子のフレーム要素に取付け
なけらばならないかどうかを決定することである。いくつかの例においては、器具のため
の様々な支持構造の間から選択すること、及び患者に最も有利な、あるいは患者の環境に
最も目立たない支持プラットフォームを選択することが可能となる。
【００１３】
　ＩＶポールを用いて医療計測器具を支持できる場合、本発明のハンガーアーム構造は鉛
直方向のＩＶポールと噛み合うように実質的に水平位置に配置される。器具をベッドある
いは車椅子に配置すべき場合は、ハンガーアームは水平方向から約９０度下方にアームを
回転させることによって、実質的に鉛直方向に配置される。回転後、クランプ機構アセン
ブリは、アセンブリの末端に配置されたノブを握ることによって、医療計測装置の後方か
ら外側に引かれる。機構は次いで内部バネの力に対抗して入れ子様式で外に引かれ、アー
ムはポール周り（ＩＶポールの場合において）、あるいはベッドの手すり又は車椅子のフ
レーム上に（水平支持構造の場合において）配置される。ユーザは次いで、アセンブリが
アーム及び器具の後方がそれぞれポールあるいは手すりと接触する位置まで、器具の後方
向に戻ることを可能にすることによって、バネ張力下で機構を徐々に開放する。このバネ
張力は水平又は鉛直支持構造に対してアームを閉じるのに十分であるが、重力が器具に作
用する場合、支持構造に対して強く器具を保持するのには十分ではない。
【００１４】
　支持構造の周りにクランプを強く固定するために、ノブは装置上の（器具の背面上の）
矢印標識がノブ上の「ロック」記号と合致する、あるいは、この段階的な回転と関連する
回転止めにおいて、アセンブリ位置を示す可聴クリック音が聞こえるまで時計回りに戻さ
れる。このようにして、機構はロック位置に配置される。長軸方向の支持構造に対するク
ランプの力を更に増加させるために、ノブは、以下に更に詳細に述べるようなアセンブリ
の内部構造によって、器具の背面方向に更にクランプアームを引き、これによって支持構
造に対するクランプ力を増大させる方法で、時計回りに更に戻されうる。
【００１５】
　クランプ機構アセンブリ（及び医療計測器具）を脱離するために、プロセスは一般的に
可逆である。ノブは器具上の矢印標識がノブ上の「ロック解除」記号と合致するまで、反
時計回りに戻される。再度、機構は医療計測器具あるいは装置の後方から、再度バネ張力
下で、支持構造（水平あるいは鉛直）がクランプ筐体から開放される位置まで外側に引か
れうる。医療計測器具は次いで、再配置のために支持構造から脱離されるか、あるいは患
者環境から脱離される。本発明の吊下機構が上の機能を得るように操作する詳細な方法は
詳細に記載される。
【００１６】
　引用が、本発明の実施例による吊下機構３０の主要な外部要素、及び吊下機構が医療計
測器具又は医療装置と連結される方法の簡潔な記載のために図１Ａ、１Ｂ、２Ａ及び２Ｂ
へなされる。図１Ａに示された例において、減圧治療ポンプ１０はサイズ調整されて例え
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ば、減圧組織治療を受ける患者の近傍に配置するのに適するように構成される。この場合
において器具１０は、器具ハウジング１４の頂部に配置された携帯用のハンドル１２を具
えている。本発明の使用及び適用に特に重要なのは、器具１０のバックパネル１６の構造
であり、この構造は以下に詳細に述べられている。更に図１に開示されているのは吊下機
構３０と連結した主要な外部構成である。図１Ａで示したこの図において、ノブ３２、ク
ランプアーム３４、クランプシャフト３６及びクランプハウジング３８がそれぞれ開示さ
れている。図１Ａ及び１Ｂに示されたクランプアーム３４の方向が、水平方向の支持構造
２４で医療計測器具１０を配置するのに適していることに留意すべきである。
【００１７】
　図１Ａ、１Ｂ、２Ａ及び２Ｂに示された医療計測器具の構成は、好ましくは吊下機構と
相補的な方法で作用するように設計される。医療計測器具１０のバックパネル１６は水平
又は鉛直のいずれかの支持構造への取付を容易にするように構成される。鉛直チャネル１
８は鉛直方向の支持構造を受けるのに適した器具１０のバックパネル１６内に形成される
（図２Ｂにより詳細に示したように）。水平チャネル２０は同様に図１Ｂに示されるよう
に水平方向の支持構造２４の保持を容易にするように構成される。水平支持構造２４上へ
の器具１０の単一の配置がチャネル２０内へ、及び、吊下機構３０の下側と対向して支持
構造を捕捉させるような方法で、水平チャネル２０は吊下機構３０の配置のすぐ下方のバ
ックパネル１６に配置される。重力はこの構成内の器具１０の配置を傾斜させる。
【００１８】
　水平支持構造２４上に、及びそれと連結して、器具１０の配置を更に容易にしているの
は、延在部ガイド２２である。延在部ガイド２２は、チャネル２０上に、及び吊下機構３
０と実質的に直列に配置されると、水平支持構造２４の頂部に、及びそれに対して堅固に
器具１０の配置を更に容易にするように作用する。図２Ａ及び２Ｂと共に以下に述べるよ
うに、鉛直方向で利用される場合、２の延在部ガイド２２のうちの１つは鉛直方向の支持
構造上に器具１０の配置を容易にし続ける。
【００１９】
　上述したように、図２Ａ及び２Ｂは鉛直支持構造２６への器具１０のクランプ取付を容
易にするのに適した実質的に水平方向に配置されたクランプアーム３４を有する吊下機構
３０を示している（破線の輪郭で示されたように）。図２Ａと２Ｂは従って、ＩＶポール
等と共に用いるのに適した構成を示している。他方、図１Ａ及び１Ｂはベッドの手すりあ
るいは車椅子のフレーム等と共に用いるのに適した構成を開示している。
【００２０】
　使用時に、支持構造上への配置の前に、クランプアーム３４は支持構造の方向が利用さ
れることによって適切な構成に回転される。以下により詳細に述べる内部機構によって、
吊下機構３０のバネ張力特性は支持構造と連結したクランプアーム３４を引き（それが配
向されるいずれかの方向に）、その位置で好ましくは標準的な時計回りの締付ける方向に
、ユーザはノブ３２を回転させて、支持構造要素に対し吊下機構３０を更に固定している
。上述の様々な構造の方向が、各々の場合において、緩められたクランプが器具１０が支
持構造から十分に脱離されうるような完全な開放クランプを生じないようになることは留
意すべきである。図１に示した水平方向において、緩められたクランプは器具の下方への
重力の力によって水平支持構造の近傍に器具１０を保持するままである。クランプの緩和
後にのみ、内部バネの張力に対し外側への入れ子動作によって、器具は水平支持構造から
脱離されるであろう。同様に、図２Ａ及び２Ｂに示された鉛直方向では、クランプアーム
３４の長さ及び延在部ガイド２２に近接するその位置が、クランプの単なる緩和がクラン
プ筐体からの器具の脱離のためのみに十分な開放を生成しないようになっている。以下に
更に詳細に述べるように、吊下機構３０の要素が標準的な使用下でクランプの緩和を一般
的に防ぐようになる場合、これらの更なる構造特性が選択された支持構造からの器具の顕
著な脱離を防ぐのを助けている。
【００２１】
　引用は、図１及び２で一般的に示された吊下機構３０の様々な要素のより詳細な記載の
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ために図３でなされている。参照のために、図３で示された吊下機構３０は上述の外部要
素、すなわち、ノブ３２、クランプアーム３４及びクランプシャフト３６を具えている。
更に、クランプハウジング３８の外表面のみが図１Ａ、１Ｂ、２Ａ及び２Ｂでは可視でき
たが、クランプハウジング３８は図３で完全に開示されている。図３で示されるように、
適切な調節が器具筐体内になされて、アセンブリを受けて保持する限りにおいては、吊下
機構３０は器具１０の構造及び要素から全く別個に構成でき、実際には器具１０内に後に
構成される。
【００２２】
　吊下機構３０の要素は、３の基礎的な機能を得るように選択、構成及び配置される。支
持構造に医療計測器具を固定するプロセスにおいて、第１の機能はクランプを開放及び延
在して、取付のための支持構造を受け取るための性能である。第２の機能は鉛直又は水平
のいずれかの取付けのためにアームを配向するための、少なくとも９０°の移動を通した
クランプアーム３４の自由な回転である。第３の機能を満たすために、張力バネの力を超
えて、クランプアセンブリのノブの回転時に内向きにクランプを引くカム状表面の使用を
通じてクランプの締め付けを可能にするように構成される。これらの機能の各々を得る要
素は以下に詳細に記述している。
【００２３】
　クランプハウジング３８はクランプアーム３４がクランプハウジング３８の外部面と接
触する位置でクランプシャフト３６を回転可能に受け取るように構成及び調整される。ハ
ウジングカバー４２は、クランプハウジング３８を閉じるための手段（アセンブリ要素の
残余の挿入後に）と、図３に示されるように構成される、ハウジングカバー４２の頂部及
びハウジング３８の側面に示される好ましいクリップを利用して器具筐体内に完全な吊下
機構３０を保持するための手段との双方を提供している。
【００２４】
　図３の図は、吊下機構３０の外部構造と関連する要素の更なる詳細を示している。これ
らはクランプ面プレート４４を含み、示されるようにクランプアーム３４で配置され、そ
れにより保持されるように構成される。クランプ面プレート４４内のノッチ又はチャネル
がクランプされうる長軸方向のポール又は手すりを受け、中央配置するように設計される
。このチャネルは図１Ａ、１Ｂ、２Ａ及び２Ｂと関して上述した２の同様のチャネル１８
及び２０のいずれかと整列し、及び対向する。この方法においては、可変直径のポール又
は棒材が、本発明のクランプの構造内に適応できる。好ましい実施例においては、クラン
プ面プレート４４は弾力的なエラストマ材料等で構成され、クランプの締付けを容易にで
きる。
【００２５】
　ノブ３２はクランプシャフトの一端に配置されるように示され、ノブ３２とシャフト３
６との間にクランプアーム３４を配置する。好ましい実施例においては、クランプアーム
３４は強固に固定され、シャフト３６で回転させる。止めネジ５４はノブ３２内に配置さ
れて内部シャフト４０と接合し、ノブ３２をその末端に固定する。この連結及びその機能
は以下により詳細に記載されている。
【００２６】
　引用が、吊下機構３０の内部要素及び上述の各機能を得るように動作させる方法のより
詳細な記載のために図３に対し再度なされる。内部シャフト４０はノブ３２と管状シャフ
ト３６内にその同心円配置との取付の影響下で、クランプハウジング３８から長軸方向に
外へ自由に移動するように設計されている。止めネジ５４はノブ３２内の開口部を通過し
、内部シャフト４０の近位端内の整列された開口部と接合する。内部シャフト４０の内部
に配置されるのは、張力バネ５０であり、止めネジ５４によって内部シャフト４０内の一
端に固定される。張力バネ５０の逆側末端は、ハウジング３８及び／又はハウジング１４
に対し固定される。この方法において、ノブ３２、クランプアーム３４、クランプシャフ
ト３６、及び内部シャフト４０を具えるアセンブリ要素は、張力バネ５０により提供され
る張力に対抗して、クランプを開放して支持構造の水平又は鉛直要素を受け取る方法で、



(8) JP 5059114 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

入れ子様式でクランプハウジング３８から引き寄せられる。クランプハウジング３８内に
配置され、内部シャフト４０が延在する終端プレート４８は、ハウジング３８から外への
記載された要素のこの長軸方向の移動を制限している。終端プレート４８は以下に記載の
第２のカム部材４６との相互作用により、内部シャフト４０の回転範囲を更に制限する。
内部シャフト４０の回転移動を制限することによって、吊下機構３０のロック及び締付け
機構が、クランプハウジング３８からハウジングカバー４２が離脱するのを防いでいる。
【００２７】
　上述の構築された要素の方法において、クランプアーム３４に取付けられ、内部シャフ
ト４０を囲み、その周りで回転可能な中空クランプシャフト３６を通じて、クランプアー
ム３４は水平位置（鉛直方向の支持構造と噛み合わせるのに適した）と鉛直位置（水平支
持構造にクランプするのに適した）との間で回転できる。従ってこの動作は水平又は鉛直
のいずれかの方向の支持構造の接合のために、上述の３つの機能のうちの２番目、すなわ
ちクランプアーム３４と関連するクランプ面プレート４４とを変向する性能を達成してい
る。
【００２８】
　最後に、第１及び第２のカム部材５８、４６並びにロック部材５２を具えるカム機構は
、上述の第３の機能性、すなわち、支持構造に対しクランプを更に締付けるような方法で
アセンブリの内部要素を回転させる性能を提供している。第１及び第２のカム部材５８、
４６は、相補的な傾斜面６４、６６を具え、内部シャフト４０に対し固定されている。内
部シャフト４０及びカム部材５８、４６はユーザが回転させるノブ３２の影響下で回転す
る。ロック部材５２は取付バネ６０により内部シャフト４０に回転可能に装着される。ロ
ック部材５２は第１及び第２のカム部材の傾斜面間の内部シャフト４０に配置され、ハウ
ジングカバー４２の底面に沿った第１の複数のつめ（図示せず）と噛み合わせるように構
成された第２の複数のつめ６８を具えている。ハウジングカバー４２がクランプハウジン
グ３８に固定される場合、第１の複数のつめはクランプハウジング３８の長軸方向の筐体
に配置される。内部シャフト４０がロック解除位置にある場合、ロック部材５２は内部シ
ャフト４０の実質的に平らな面７０上に配置される。内部シャフト４０はロック位置に回
転する場合、ロック部材５２は実質的に平らな面７０から脱離し、内部シャフト４０に対
して放射状に外側にあるロック部材５２の移動を生じさせる。この外側への移動により、
第２の複数のつめ６６が第１の複数のつめと固定的に噛み合わされる（すなわちロック機
構）。ノブ３２、ひいては内部シャフト４０の更なる時計回りの回転は、ハウジング３８
内への更なる内部シャフト４０の移動を引き起こし、ひいては支持構造に対しより堅固に
クランプアームを閉鎖し、医療計測装置の後部に対し支持構造を引き寄せている（すなわ
ち、締付機構）。第２のカム部材に固定された停止部材７２は、内部シャフト４０が上述
のロック及び締付動作中に回転する場合に、終端プレート４８内で回転する。末端プレー
トの空洞内に固定されるショルダ（図示せず）は停止部材と連携して、吊下機構３０に損
害を与えうる、過剰な締付けを防止するために、第２のカム部材４６ひいては内部シャフ
ト４０の回転範囲を制限している。
【００２９】
　クランプシャフト３６と連結する内部回転止めあるいは止め具は、シャフト／アームの
組合せ３６／３４がクランプの特定の適用に応じて水平あるいは鉛直のいずれかの方向に
簡単に配置されるのを可能にするように含まれうる。同様に、適切に配置された内部シャ
フト４０及びカム状表面４６、５２及び５８に対する回転止め又は止め具は、カム状表面
の影響下で内部シャフト４０の逆回転を防止する最終的なクランプの締付けを可能にする
。保持バネ６０はカムが回転する場合に、短いラックのカム状表面５２が引き下げられる
のを保証するように配置される。
【００３０】
　顕著な特徴を有する本発明が提供されたことは、前述から明らかにすべきである。本発
明はその形態のうちの少ししか示されていないが、限定されるものではなく、その精神か
ら離れることなく様々な変形及び変更に対する感受性がある。
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