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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎを３以上の正の整数として、大きさの異なるｎ台の理化学機器を上下方向に並べて収
納することを可能にする機器収納スタンドであって、
　鉛直方向に延在する平坦な平面を少なくとも一部に含む前面壁を有する筒状の支柱と、
　上部が開口した凹部をそれぞれ有し、前記前面壁に設けられたｎ個の基台部と、
　前記凹部を構成する対向する側壁間を架け渡すように、前記凹部の中に１本ずつ設けら
れ前記基台部に両端を支持されたｎ本の回転軸と、
　前記ｎ本の回転軸のそれぞれを囲むように１個ずつ角度維持装置の一部として取り付け
られ、それぞれが前記回転軸と同心で配置された、ｎ本の回転ドラムと、
　前記回転軸と直交する方向を長手方向とする棒状をなし、上端を前記基台部から露出し
つつ、前記凹部の内部において前記回転軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の基
部と、
　前記基台部の外部に位置し、棒状の下端を前記上端と接続し、前記基部と共に前記回転
軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の支持部と、
　前記ｎ本の支持部のそれぞれに、１個ずつ締め付けネジで固定されるｎ個の固定枠部と
、
　前記ｎ個の固定枠部のそれぞれに固着され、前記ｎ台の理化学機器のいずれかを任意に
搭載する取り付けベースと、
　を備え、前記角度維持装置が、前記ｎ本の支持部の軸方向の前記支柱に対する取り付け
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角度をそれぞれ独立に維持して、前記取り付け角度が調整されることを特徴とする機器収
納スタンド。
【請求項２】
　ｎを３以上の正の整数として、大きさの異なるｎ台の理化学機器を上下方向に並べて収
納することを可能にする機器収納スタンドであって、
　鉛直方向に延在する平坦な平面を少なくとも一部に含む前面壁を有する筒状の支柱と、
　前記前面壁に設けられたｎ個の正面スライド溝の開口部を覆うように配置され、それぞ
れが前記平坦な平面に沿って上下方向に摺動可能なｎ個のスライド板と、
　上部が開口した凹部をそれぞれ有し、前記ｎ個のスライド板のそれぞれに、１個ずつ固
定されたｎ個の基台部と、
　前記凹部を構成する対向する側壁間を架け渡すように、前記凹部の中に１本ずつ設けら
れ前記基台部に両端を支持されたｎ本の回転軸と、
　前記ｎ本の回転軸のそれぞれを囲むように１個ずつ角度維持装置の一部として取り付け
られ、それぞれが前記回転軸と同心で配置された、ｎ本の回転ドラムと、
　前記回転軸と直交する方向を長手方向とする棒状をなし、上端を前記基台部から露出し
つつ、前記凹部の内部において前記回転軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の基
部と、
　前記基台部の外部に位置し、棒状の下端を前記上端と接続し、前記基部と共に前記回転
軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の支持部と、
　前記ｎ本の支持部のそれぞれに、１個ずつ締め付けネジで固定されるｎ個の固定枠部と
、
　前記ｎ個の固定枠部のそれぞれに固着され、前記ｎ台の理化学機器のいずれかを任意に
搭載する取り付けベースと、
　を備え、前記角度維持装置が、前記ｎ本の支持部の軸方向の前記支柱に対する取り付け
角度をそれぞれ独立に維持することにより、前記ｎ台の理化学機器のそれぞれの大きさに
対応して前記スライド板の上下方向の位置及び前記取り付け角度が調整されることを特徴
とする機器収納スタンド。
【請求項３】
　前記取り付け角度の維持を解除した状態で前記支持部に前記理化学機器が取り付けられ
た際、前記理化学機器の重みによる前記支持部の下方へ移動速度を緩和する移動速度緩和
装置を更に備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の機器収納スタンド。
【請求項４】
　前記ｎ本の支持部のそれぞれに対応するｎ個の電源コンセントが更に設けられているこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の機器収納スタンド。
【請求項５】
　前記支柱の内側に前記ｎ個の電源コンセントを内蔵していることを特徴とする請求項４
に記載の機器収納スタンド。
【請求項６】
　前記正面スライド溝を介して、前記ｎ個のスライド板のそれぞれの摺動面の一部に一方
の側面を接し、前記支柱の内面を上下方向に摺動するｎ個のスライドブロックを更に備え
ることを特徴とする請求項２に記載の機器収納スタンド。
【請求項７】
　前記ｎ個のスライドブロックのそれぞれには上下方向に貫通する貫通孔が設けられ、前
記ｎ個のスライドブロックのそれぞれの貫通孔の内側に共通して差し込まれるスライドパ
イプが、前記支柱の内部に設けられていることを特徴とする請求項６に記載の機器収納ス
タンド。
【請求項８】
　前記支柱を鉛直方向に立てる脚部ベースを更に備え、該脚部ベースは、板状の本体と、
該本体から外側に張り出して設けられた複数の脚部材とを有することを特徴とする請求項
１～７のいずれか一項に記載の機器収納スタンド。
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【請求項９】
　前記ｎ個の理化学機器が前記ｎ本の支持部にそれぞれの前記取り付け角度を調整して取
り付けられた際に、前記ｎ個の理化学機器が、側面から見て、前記脚部ベースの内側に位
置するように、前記支柱が前記脚部ベースの中心に対して偏在して取り付けられているこ
とを特徴とする請求項８に記載の機器収納スタンド。
【請求項１０】
　前記脚部ベースの幅は、前記支柱の上部に設けられたハンガーの幅より長いことを特徴
とする請求項９に記載の機器収納スタンド。
【請求項１１】
　前記脚部ベースは、前記複数の脚部材のそれぞれに対応して回転自在に取り付けられた
キャスターを更に備えることを特徴とする請求項９又は１０に記載の機器収納スタンド。
【請求項１２】
　前記脚部ベースの重心が前記キャスターの上面より低い位置に設けられていることを特
徴とする請求項１１に記載の機器収納スタンド。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の理化学機器を高密度に収納し、且つそれらの複数の理化学機器を互いに
干渉せず操作させることが可能な機器収納スタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　点滴等において、輸液ポンプやシリンジポンプ等の医療機器を支持する医療用スタンド
が使用されている（特許文献１参照。）。従来、こうした医療用スタンド等の機器収納ス
タンドは、１台につき、１個の医療機器を支持して使用するように設計されていたが、最
近の医療現場では、１台の機器収納スタンドに複数の医療機器を上下に並べて取り付けて
使用することが要請されている。その場合、上側の医療機器の取り付け位置が下側の医療
機器の位置と干渉したり、下側の医療機器の操作部を隠したりして、下側の医療機器を操
作し難いという問題が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－５９３６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の問題を鑑み、本発明は、複数の医療機器等の理化学機器を上下方向に高密度に並
べて取り付けても、上下方向に隣接する複数の理化学機器の取り付け位置の干渉が回避で
き、且つそれぞれの理化学機器の操作性を損なうことのないコンパクトな機器収納スタン
ドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様は、
　(a)ｎを３以上の正の整数として、大きさの異なるｎ台の理化学機器を上下方向に並べ
て収納することを可能にする機器収納スタンドであって、
　(b)鉛直方向に延在する平坦な平面を少なくとも一部に含む前面壁を有する筒状の支柱
と、
　(c)上部が開口した凹部をそれぞれ有し、前面壁に設けられたｎ個の基台部と、
　(d)凹部を構成する対向する側壁間を架け渡すように、凹部の中に１本ずつ設けられ基
台部に両端を支持されたｎ本の回転軸と、
　(e)ｎ本の回転軸のそれぞれを囲むように１個ずつ角度維持装置の一部として取り付け
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られ、それぞれが回転軸と同心で配置された、ｎ本の回転ドラムと、
　(f)回転軸と直交する方向を長手方向とする棒状をなし、上端を基台部から露出しつつ
、凹部の内部において回転軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の基部と、
　(g)基台部の外部に位置し、棒状の下端を上端と接続し、基部と共に回転軸を支点とし
てそれぞれ回転自在であるｎ本の支持部と、
　(h)ｎ本の支持部のそれぞれに、１個ずつ締め付けネジで固定されるｎ個の固定枠部と
、
　(i)ｎ個の固定枠部のそれぞれに固着され、ｎ台の理化学機器のいずれかを任意に搭載
する取り付けベースと、
　を備え、角度維持装置が、ｎ本の支持部の軸方向の支柱に対する取り付け角度をそれぞ
れ独立に維持して、取り付け角度が調整されることを特徴とする。
　また本発明の第２の態様は、
(a)ｎを３以上の正の整数として、大きさの異なるｎ台の理化学機器を上下方向に並べて
収納することを可能にする機器収納スタンドであって、
(b)鉛直方向に延在する平坦な平面を少なくとも一部に含む前面壁を有する筒状の支柱と
、
(c)前面壁に設けられたｎ個の正面スライド溝の開口部を覆うように配置され、それぞれ
が平坦な平面に沿って上下方向に摺動可能なｎ個のスライド板と、
(d)上部が開口した凹部をそれぞれ有し、ｎ個のスライド板のそれぞれに、１個ずつ固定
されたｎ個の基台部と、
(e)凹部を構成する対向する側壁間を架け渡すように、凹部の中に１本ずつ設けられ基台
部に両端を支持されたｎ本の回転軸と、
(f)ｎ本の回転軸のそれぞれを囲むように１個ずつ角度維持装置の一部として取り付けら
れ、それぞれが回転軸と同心で配置された、ｎ本の回転ドラムと、
(g)回転軸と直交する方向を長手方向とする棒状をなし、上端を基台部から露出しつつ、
凹部の内部において回転軸を支点としてそれぞれ回転自在であるｎ本の基部と、
(h)基台部の外部に位置し、棒状の下端を上端と接続し、基部と共に回転軸を支点として
それぞれ回転自在であるｎ本の支持部と、
(i)ｎ本の支持部のそれぞれに、１個ずつ締め付けネジで固定されるｎ個の固定枠部と、
(j)ｎ個の固定枠部のそれぞれに固着され、ｎ台の理化学機器のいずれかを任意に搭載す
る取り付けベースと、
　を備え、角度維持装置が、ｎ本の支持部の軸方向の支柱に対する取り付け角度をそれぞ
れ独立に維持することにより、ｎ台の理化学機器のそれぞれの大きさに対応してスライド
板の上下方向の位置及び取り付け角度が調整されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、複数の理化学機器を上下方向に高密度に並べて取り付けても、上下方
向に隣接する複数の理化学機器の取り付け位置の干渉が回避でき、且つそれぞれの理化学
機器の操作性を損なうことのないコンパクトな機器収納スタンドを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係る機器収納スタンドの、理化学機器を搭載していない状態に
おける、表側から見た構成の概略を模式的に説明する正面図である。
【図２】第１の実施形態に係る機器収納スタンドの裏側から見た構成の概略を模式的に説
明する背面図である。
【図３】第１の実施形態に係る機器収納スタンドの構成の概略を、理化学機器を搭載して
いない状態において、支持部の角度を０°にした状態で模式的に説明する右側面図である
。
【図４】図３中のＡ－Ａ方向から見た断面図である。
【図５】図３中のＢ部分の支持部の構成の概略を、図４中のＣ－Ｃ方向から見て模式的に
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説明する断面図である。
【図６】第１の実施形態に係る機器収納スタンドの構成の概略を、理化学機器を搭載して
いない状態において、支持部が角度を有するように角度調節した状態で模式的に説明する
右側面図である。
【図７】第１の実施形態に係る機器収納スタンドに、角度を有するように角度調節した支
持部に角度を有さない取り付けベースを介して、理化学機器を連結した状態を模式的に説
明する右側面図である。
【図８】第１の実施形態に係る機器収納スタンドに、角度を有するように角度調節した支
持部に角度を有さない取り付けベースを介して、理化学機器を連結した状態を部分的に拡
大して、模式的に説明する鳥瞰図（斜視図）である。
【図９】第１の実施形態に係る機器収納スタンドに、角度を有さないように角度調節した
支持部に角度を有する取り付けベースを介して、理化学機器を連結した状態を模式的に説
明する右側面図である。
【図１０】第１の実施形態に係る機器収納スタンドの支柱が内蔵するコンセントと外部電
源との接続を模式的に説明する回路図である。
【図１１】第２の実施形態に係る機器収納スタンドの構成の、理化学機器を搭載していな
い状態における、概略を模式的に説明する正面図である。
【図１２】第２の実施形態に係る機器収納スタンドの構成の概略を、理化学機器を搭載し
ていない状態において、支持部の角度を０°にした状態で模式的に説明する右側面図であ
る。
【図１３】図１２中のＤ－Ｄ方向から見た断面図である。
【図１４】図１３中のＥ－Ｅ方向から見た断面図である。
【図１５】図１３中のＦ－Ｆ方向から見た断面図である。
【図１６】第２の実施形態に係る機器収納スタンドに、角度を有するように角度調節した
支持部に角度を有さない取り付けベースを介して、理化学機器を連結した状態を模式的に
説明する右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次に、図面を参照して、本発明の第１及び第２の実施形態を説明する。以下の図面の記
載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は
模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異
なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して
判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【０００９】
　又、以下に示す本発明の第１及び第２の実施形態は、本発明の技術的思想を具体化する
ための装置や方法を例示するものであって、本発明の技術的思想は、構成部品の材質、形
状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。本発明の技術的思想は、特許請求
の範囲に記載された請求項が規定する技術的範囲内において、種々の変更を加えることが
できる。
【００１０】
＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態に係る機器収納スタンドは、図１に示すように、脚部ベース１
０と、脚部ベース１０の上に設けられ、例えば幅１５ｃｍ～２０ｃｍ程度、高さ１２０ｃ
ｍ～１３０ｃｍ程度、厚さ２ｍｍ～５ｍｍ程度の長方形の前面壁を有して鉛直方向に延在
する支柱２０を備える。支柱２０の上部には、図１の紙面を正面から見て、舟形状（バス
タブ状）に表れる上部支持板５６が設けられている。上部支持板５６は、舟形の左右に接
続される領域が水平に表れるように両端が曲げて形成され、この両端の水平面上に、いず
れも円柱形状の第１支持部６０ａ及び第２支持部６０ｂが設けられている。
【００１１】
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　第１支持部６０ａ及び第２支持部６０ｂは、例えば鉄、ステンレススチール或いは強化
プラスチック等で構成できる。図１は理化学機器を搭載していない無負荷状態を示す全体
図であるが、第１支持部６０ａ及び第２支持部６０ｂに取り付けられる「理化学機器」の
具体例としては、例えば輸液ポンプやシリンジポンプ等のポータブルな医療機器が好適で
あるが、医療機器に限定されるものではなく、種々の電子機器、科学機器や小型の産業用
機器等が含まれ得るものである。
【００１２】
　また図１中に示すように、支柱２０の前面壁上には、上部支持板５６の下方において、
上下方向に等間隔で同一直線上に揃えて配列された棒状の第３支持部３０ａ～第８支持部
３０ｆが備えられている。第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆは、それぞれ、理化学機
器を、それぞれの操作部や表示部を上にして各段に支持し安全に固定する支持部である。
図１に例示した第１の実施形態に係る機器収納スタンドでは第３支持部３０ａ～第８支持
部３０ｆの６段の支持部を例示したが、６段に限定されるものではない。支持部の段数は
３段以上であれば任意に選択できる。理化学機器の大きさと機器収納スタンドを移動する
際のドアの高さ等を考慮して支持部の段数を決定すればよい。第３支持部３０ａ～第８支
持部３０ｆの大きさは、例えば直径２．５ｃｍ～３ｃｍ、長さ４．５ｃｍ～５ｃｍ程度の
丸棒に構成できるが、これらの寸法や形状に限定されず、支持する理化学機器の大きさや
形状を考慮して適宜決定すればよい。又医療用の現場においては、使用する部屋のベッド
数等の使用環境を考慮して、機器収納スタンドの支持部の段数を決定してもよい。
【００１３】
　支柱２０の前面壁は、平坦な平面である必要は必ずしもなく、一部に段差部を備えてい
ても、円弧状の面であっても構わない。更に、第１の実施形態に係る機器収納スタンドは
、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆのそれぞれに第３理化学機器～第８理化学機器が
取り付けられた状態で、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの支柱２０に対する取り付
け角度θを、互いに独立に調節可能な角度調整機構を備える。また、第１の実施形態に係
る機器収納スタンドが医療用スタンドである場合においては、支柱２０の上にはポール７
０が上方に延びるように立てて設けられると共に、ポール７０の上端には点滴バッグ等を
吊り下げるためのハンガー８０が設けられていてもよい。
【００１４】
　脚部ベース１０は、図４に示すように、平面パターンで中央に配置された直方体状の本
体１１と、この本体１１の長辺側である側面上からそれぞれの一端が外側に張り出して延
びるように、他端が本体１１に取り付けられた４本の脚部材１２ａ～１２ｄを備える。脚
部ベース１０の本体１１及び脚部材１２ａ～１２ｄは、いずれも鉄、ステンレススチール
或いは強化プラスチック等を主材料とし、一定の強度が保持されている。脚部ベース１０
の耐荷重は、例えば６５ｋｇ程度に設定できる。
【００１５】
　４本の脚部材１２ａ～１２ｄの一端は、平面パターンで、脚部ベース１０の本体１１の
矩形より更に大きな矩形の４隅に位置するように配置され、脚部ベース１０は全体として
Ｈ形状又はＸ字状に近似している。４本の脚部材１２ａ～１２ｄの一端の下側には、それ
ぞれの脚部材１２ａ～１２ｄに対応して１個ずつ計４個のキャスター４０ａ～４０ｄが回
転自在に設けられている。
【００１６】
　図３に示すように、キャスター４０ａ～４０ｄの直径Ｒは、例えば９５ｍｍ程度の大径
のものが好ましい。キャスター４０ａ～４０ｄが大径であることにより、溝や段差にキャ
スター４０ａ～４０ｄが挟まることを防ぎ、機器収納スタンドの転倒を防止できる。
【００１７】
　また図３中の下側に示した脚部ベース１０の右側の領域には、脚部ベース１０とキャス
ター４０ａ～４０ｄとの取り付け軸が破線で例示されている。一方、この破線の右側には
キャスター４０ａ～４０ｄの円の中心を通って破線に平行な一点鎖線が例示されている。
【００１８】
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　破線及び一点鎖線間の距離ｄが最小になるように、すなわちキャスター４０ａ～４０ｄ
及び脚部ベース１０の取り付け位置とキャスター４０ａ～４０ｄ中心とを可能な限り近接
させることにより、上側から負荷される荷重がキャスター４０ａ～４０ｄの回転中心に近
い位置に掛かるため、荷重が掛かってもキャスター４０ａ～４０ｄを回転し易くできる。
【００１９】
　第１の実施形態に係る機器収納スタンドにおいては、脚部ベース１０はキャスターベー
スをなす。本明細書では、図４中の状態で支柱２０に設けられた支持部が位置する左側を
「前」とし、支持部と反対側となる右側を「裏」と定義するが、「前」や「裏」は、単な
る便宜上の選択に過ぎず、本発明を限定するものではない。
【００２０】
　図３に示すように、脚部ベース１０の前後方向の幅が脚部ベース１０の最大幅Ｗ２をな
す。脚部ベース１０の最大幅Ｗ２は、ハンガー８０の最大幅Ｗ１より長い。そのため第１
の実施形態に係る機器収納スタンドは、全体を複数の平面で囲むように、概略の外形を定
義すれば、上側から下側に向かって拡がる四角錐形状（ピラミッド状）であり、重心が全
体の高さにおける下から約１／４の高さ位置に配置されている。
【００２１】
　図４中には４本の脚部材１２ａ～１２ｄのうち、前側の２個のキャスター４０ａ，４０
ｂが取り付けられている２本の脚部材１２ａ，１２ｂの方が、裏側の２個のキャスター４
０ｃ，４０ｄが取り付けられている２本の脚部材１２ｃ，１２ｄより長い。すなわち脚部
ベース１０の本体１１は、平面パターンで４本の脚部材１２ａ～１２ｄのそれぞれの他端
によって輪郭が推定される矩形の中心よりも、図４中の右側に対応する、裏側に偏在配置
されている。
【００２２】
　支柱２０は、図１に示すように、脚部ベース１０の本体１１の上面上に、この上面と直
交するように起立して鉛直方向に設けられている。支柱２０は、図４に示すように、裏側
方向に偏在した脚部ベース１０の本体１１のほぼ中央に設けられている。図４に示すよう
に、支柱２０は断面が長方形の箱状をなす四角筒状である。図４の断面にハッチングで示
した長方形の長辺の長さは例えば、約１５０ｍｍ、短辺の長さは約８０ｍｍに設定でき、
支柱２０は例えば鉄、ステンレススチール或いは強化プラスチック等を主材料にして製造
できる。
【００２３】
　支柱２０及び脚部ベース１０は、支柱２０の矩形の４隅の領域を用いて４点でネジ留め
されている。そのため長期間使用しても外れ難いように、支柱２０及び脚部ベース１０の
一体性が高められている。第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆは、第１支持部６０ａ及
び第２支持部６０ｂと同様に、例えば鉄、ステンレススチール或いは強化プラスチック等
で構成できる。第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆに取り付けられる理化学機器として
は、第１支持部６０ａ及び第２支持部６０ｂに取り付けられる理化学機器と同様に、ポー
タブルな医療機器が好適である。しかし、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆに取り付
けられる理化学機器が医療機器に限定されるものではなく、種々の電子機器等他のポータ
ブルな理化学機器等が含まれ得ることにも留意されたい。第３支持部３０ａ～第８支持部
３０ｆは、本発明の角度調整機構が連結される「支持部」に相当する。
【００２４】
　支柱２０の裏面壁上で上下方向のほぼ中央の高さには、図２の背面図及び図３の右側面
図に示すように、機器収納スタンドを押したり引いたりして操作するためのハンドル５１
が設けられている。支柱２０の裏面壁も平坦な平面である必要は必ずしもなく、一部に段
差部を備えていても、円弧状の面であっても構わない。また支柱２０の裏面壁上には、ハ
ンドル５１と脚部ベース１０の間には、各種のコード類等を引っ掛けるためのフック５５
が設けられている。支柱２０の裏面壁上のフック５５の下には、外部接続端子２１が設け
られている。図３に示すように、支柱２０の右側壁の上部には、機器収納スタンドをオン
オフする電源スイッチ２７が設けられている。
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【００２５】
　図２に示すように、支柱２０の裏面壁の上部には、第１コンセント２６ａ及び第２コン
セント２６ｂが左右方向に同じ高さで並んで設けられている。第１コンセント２６ａは、
第１支持部６０ａに支持される理化学機器が専用の電源コードを介して接続されると共に
、第２コンセント２６ｂは、第２支持部６０ｂに支持される理化学機器が専用の電源コー
ドを介して接続される。第１コンセント２６ａ及び第２コンセント２６ｂは、それぞれの
本体構造をなす部分が支柱２０の角筒の内側に内蔵され、支柱２０の内側で外部接続端子
２１と電気的に接続されている。
【００２６】
　図３に示すように、支柱２０の右側壁上で電源スイッチ２７の下には、上下方向に等間
隔で同一直線上に揃えて設けられた第３コンセント２３ａ～第８コンセント２３ｆが設け
られている。第３コンセント２３ａ～第８コンセント２３ｆはそれぞれが、第３支持部３
０ａ～第８支持部３０ｆのそれぞれに１対１で対応しており、対応する支持部とほぼ同じ
高さに設けられている。第１コンセント２６ａ及び第２コンセント２６ｂと同様に、それ
ぞれの本体構造をなす部分が支柱２０の角筒の内側に配置され、支柱２０の内側で外部接
続端子２１と電気的に接続されている。
【００２７】
　次に、第１の実施形態に係る機器収納スタンドの第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆ
の角度調整機構を、第４支持部３０ｂに着目して具体的に説明する。第４支持部３０ｂの
角度調整機構は、図５に示すように、一端（上端）が、棒状の第４支持部３０ｂの下端に
接続された棒状の基部３４と、この基部３４の他端（下端）に、基部３４の軸方向に直交
するように水平に貫通して設けられた棒状の回転軸３２と、この回転軸３２の両端を支持
する基台部３１を備える。基台部３１は支柱２０の前面壁に固定されている。
【００２８】
　基台部３１は、上部が開口した凹部を有し、この凹部の内側に回転軸３２が設けられて
いる。回転軸３は、基台部３１がなす凹部の内側において、凹部を構成する対向する側壁
間を架け渡すように設けられている。基部３４は回転軸３２に対して互いに回転自在に組
み合わされている。すなわち第４支持部３０ｂは、回転軸３２の位置で支柱２０に取り付
けられており、基部３４と共に回転軸３２を中心とした円弧に沿って上下方向に自在に回
転移動できる。
【００２９】
　基部３４の他端には、基部３４に固着され基部３４と共に回転する回転ドラム３３が設
けられている。回転ドラム３３は、円柱状であり、回転軸３２と同心で配置されている。
回転ドラム３３の周面の下側の領域には、６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６
ｂ６が等間隔で設けられている。６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６は、
図５に示すように、厚みが表れる方向から見て、回転ドラム３３の底面の円の中心から外
側に放射状に延びるように設けられている。
【００３０】
　６枚の角度調整板は、回転ドラム３３の円の中心と、それぞれの角度調整板３６ｂ１，
３６ｂ２，…３６ｂ６の板とを結ぶ線を設定したとき、隣り合う角度調整板３６ｂ１，３
６ｂ２，…３６ｂ６の板の線同士の間に、約１０°の角度が形成される周面上にそれぞれ
配置されている。すなわち回転軸３２が隣り合う角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６
ｂ６間を移動する際の回転角度が約１０°毎に固定可能なラッチ機能が実現されている。
【００３１】
　一方、基台部３１の下部には、下側に開口する貫通孔が設けられ、この貫通孔の中には
、取り付け角度調整用の調整ボタンをなす摺動部材３８が、上下方向に自在に摺動できる
ように挿入されている。この摺動部材３８の上部は基台部３１のなす凹部の内側に位置し
、図５に隠れ線で示した帯状のクランクシャフト３５の一端にピン結合で連結されている
。摺動部材３８は、クランクシャフト３５のシーソー運動によって、上下方向の揺動移動
をする。クランクシャフト３５はその中央付近を支点として「第１種てこ運動（シーソー



(9) JP 6093077 B1 2017.3.8

10

20

30

40

50

運動）」をする。クランクシャフト３５の長手方向の中央に位置する支点は、基台部３１
にクランクシャフト３５が自在にシーソー運動することが可能なように取り付けられてい
る。
【００３２】
　クランクシャフト３５の支点を介した他端は、摺動部材３８の前側に並んで配置された
従動部材３７の下部に連結されている。図５において従動部材３７と摺動部材３８の間の
位置に第１種てこ運動の支点が示されている。従動部材３７は、クランク機構によって上
下方向の揺動移動を可能とするようにクランクシャフト３５の他端にピン結合されている
。従動部材３７の上面には、凹部の内側で回転ドラム３３側に延びるストッパープレート
３９が設けられている。
【００３３】
　図５に示すように、ストッパープレート３９の回転ドラム３３側の先端と、回転ドラム
３３から摺動部材３８側に延びる角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６の先端とが
一定の面積を共有して接触するように、ストッパープレート３９及び角度調整板３６ｂ１
，３６ｂ２，…３６ｂ６のそれぞれの長さが設定されている。ストッパープレート３９及
び角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６が接触することにより、回転ドラム３３の
回転は停止する。
【００３４】
　摺動部材３８には、図示を省略するが、例えば下側に向かう一定の弾性力を供給するバ
ネ等の力学的エネルギ供給手段が取り付けられている。弾性的なエネルギが供給され摺動
部材３８が下側に向かって変位して、下側の先端が基台部３１の貫通孔から基台部３１の
下方に向かって突出した状態となると、クランクシャフト３５によるシーソー運動を介し
て従動部材３７が上方に向かって大きく変位する。そしてストッパープレート３９の先端
が、６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６のいずれかと接触し、回転軸３２
及び回転ドラム３３の下方への回転移動が阻止されるように設計されている。
【００３５】
　一方、ボタンをなす摺動部材３８を下側から凹部の中に押し込むと、クランクシャフト
３５のシーソー運動を介して従動部材３７が下側に変位し、ストッパープレート３９が角
度調整板から離れ、回転軸３２及び回転ドラム３３は自在に回転できる。
【００３６】
　回転が阻止された際の、ストッパープレート３９が接触している角度調整板３６ｂ１，
３６ｂ２，…３６ｂ６により、第４支持部３０ｂの回転角度が定義される。例えば、スト
ッパープレート３９が図５中の最も右側の角度調整板３６ｂ１は、第４支持部３０ｂの軸
と平行に延びるように配置されている。そのためストッパープレート３９が最も右側の角
度調整板３６ｂ１に接触している状態では、第４支持部３０ｂの回転角度は０°である。
【００３７】
　また６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６は、１０°ずつの回転角度を刻
むように配置されているため、ストッパープレート３９が右から２番目の角度調整板３６
ｂ２に接触している状態では、第４支持部３０ｂの回転角度は１０°である。このように
６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６の配置によって約５０°の回転角度の
範囲が構成されていることにより、第４支持部３０ｂは、０°以上５０°以下の範囲内で
回転移動する。
【００３８】
　以上、第４支持部３０ｂの角度調整機構に着目して、代表例として説明したが、他の第
３支持部３０ａ、第５支持部３０ｃ～第８支持部３０ｆに関しても同様である。第３支持
部３０ａ～第８支持部３０ｆの軸方向の取り付け角度θが５０°を超えると、上下方向に
おける理化学機器同士の干渉の可能性が大きくなり、別途、理化学機器の取り付け間隔（
クリアランス）を大きくする等の手段が必要になる。理化学機器の取り付け間隔が大きく
なり過ぎると、理化学機器スタンド全体の高さが大きくなり、脚部ベース１０の寸法の拡
大や、理化学機器の取り付け位置が高くなるといった点を招き、作業性や操作性が損なわ
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れる。
【００３９】
　また取り付け角度θが５０°を超えると、理化学機器の使用者の視線の方向を考慮した
際、理化学機器の表示部や操作部の位置や面内方向（面に平行な方向）が下側になり過ぎ
る可能性が大きくなり、作業性や操作性が損なわれる。取り付け角度θは０°以上５０°
以下の範囲内、特に５０°である場合が、機器収納スタンドの全体の高さを抑え、表示部
や操作部を見易く配置できる点で好ましい。
【００４０】
　回転ドラム３３、６枚の角度調整板３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６、摺動部材３８及
びストッパープレート３９により、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの軸方向の取り
付け角度θを一定値で維持する角度維持装置が構成される。
【００４１】
　また図示を省略するが、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆには、ラッチを外したと
きに、下方への第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの移動速度を緩和する移動速度緩和
装置が更に設けられている。移動速度緩和装置は、例えばトルクヒンジ機構を回転軸３２
又は回転ドラム３３に組み合わせて設けることにより実現できる。
【００４２】
　移動速度緩和装置により、例えば理化学機器を第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆに
取り付けたまま、仮にラッチを外して、取り付け角度θの維持を解除した状態であっても
、理化学機器の重みによって第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの下方への移動に抗す
るように上方へのトルクが負荷される。そのため、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆ
の軸方向の取り付け角度θが急激に変動して、理化学機器が第３支持部３０ａ～第８支持
部３０ｆから外れたり、角度調整機構を損傷させたりすることを防止できる。なお、第３
支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの形状は棒状に限定されるものではなく、板状やブロッ
ク状等の他の形状でもよい。板状やブロック状等の他の形状の第３支持部３０ａ～第８支
持部３０ｆの場合、角度調整機構によって鉛直線に対し角度θが変化する方向が第３支持
部３０ａ～第８支持部３０ｆの「軸方向」として定義される。
【００４３】
（角度維持装置の使用方法）
　再度、第４支持部３０ｂの角度調整機構を主に着目して説明すると、例えば使用者は一
方の手の指で摺動部材３８を押すことにより回転角度の維持を解除した状態で、他方の手
で第４支持部３０ｂを回転させて所望の回転角度をなすように調整する。そして調整後の
回転角度を保持したまま、摺動部材３８から一方の手の指を離せば、他方の手を第４支持
部３０ｂから離しても調整後の回転角度を維持できる。他の第３支持部３０ａ、第５支持
部３０ｃ第８支持部３０に関しても同様である。
【００４４】
　図６中には、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの軸方向の鉛直線に対する取り付け
角度θを、いずれも５０°に調整し、維持した状態が例示されている。このとき、第４支
持部３０ｂと第４コンセント間の距離Ｄは、例えば１８０ｍｍ程度に設定できる。
【００４５】
　図７中には、取り付け角度θが５０°に調整された場合の第３支持部３０ａ～第８支持
部３０ｆに、それぞれ専用の第３取り付けベース９１ａ～第８取り付けベース９１ｆを介
して、対応する第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆが取り付けられた状態が例
示されている。
【００４６】
　第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆは、それぞれ、専用の第３電源コード９
５ａ～第８電源コード９５ｆによって、対応する第３コンセント２３ａ～第８コンセント
２３ｆに接続されている。第３電源コード９５ａ～第８電源コード９５ｆの全長は、第３
支持部３０ａ～第８支持部３０ｆと第３コンセント２３ａ～第８コンセント２３ｆ間の距
離Ｄの２倍程度であることが好ましい。図７に例示したものの場合、全長を３６０ｍｍ程
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度に設定すれば、第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆの移動に必要な長さを確
保しつつ、できるだけ短くして取扱い性を向上できる。
【００４７】
　また第２理化学機器１０３ｂも、専用の第２電源コード１０５ｂによって、対応する第
２コンセント２６ｂに接続されている。図７に示すように、第３理化学機器９３ａ～第８
理化学機器９３ｆが第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆに取り付けられた際に、側面か
ら見て、脚部ベース１０の内側に収まって配置されるように、第１の実施形態に係る機器
収納スタンドの支柱２０は脚部ベース１０の裏側方向に偏在して取り付けられている。
【００４８】
　換言すると、脚部ベース１０が有する４本の脚部材１２ａ～１２ｄのうち、第３理化学
機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆが吊り下げられる前側の２本の脚部材１２ａ，１２ｂ
の長さを、裏側の２本の脚部材１２ｃ，１２ｄより長くする。そして、平面パターン上の
支柱２０が脚部ベース１０に取り付けられる位置が、支柱２０に第３理化学機器９３ａ～
第８理化学機器９３ｆが吊り下げられる側と反対側（裏側）に向かって偏在するように、
脚部ベース１０に支柱２０が設けられている。
【００４９】
　第３取り付けベース９１ａ～第８取り付けベース９１ｆを、図８中に例示した第４取り
付けベース９１ｂを参照して説明する。第４取り付けベース９１ｂは、第４理化学機器９
３ｂの支柱２０側の裏面に取り付けられたブロック状の部材である。第４取り付けベース
９１ｂには、バイス（万力）の固定ブロックとして機能するＵ字状の固定枠部９６ｂが、
Ｕ字の底部が第４取り付けベース９１ｂの上面に固着した状態で設けられている。固定枠
部９６ｂと第４取り付けベース９１ｂとは一体で構成してもよい。固定枠部９６ｂの一対
の側壁部は、第４取り付けベース９１ｂの主面とほぼ平行に延びている。
【００５０】
　固定枠部９６ｂのＵ字を構成している一対の側壁部のうち一方の側壁部には貫通孔が設
けられ、この貫通孔には締め付けネジ９８ｂが差し込まれている。貫通孔の内周面には、
例えば雌ネジが形成されており、締め付けネジ９８ｂの外周面には、貫通孔の雌ネジに対
応する雄ネジが形成されている。固定枠部９６ｂのＵ字の内側に位置する締め付けネジ９
８ｂの一端には、主面が締め付けネジ９８ｂの長手方向と直交するように配置された移動
ブロック９７ｂが設けられている。
【００５１】
　固定枠部９６ｂのＵ字の外側に位置する締め付けネジ９８ｂの他端には、締め付けネジ
９８ｂを回転させるための調節ノブ９９ｂが設けられている。締め付けネジ９８ｂをＵ字
の内側に送り込む方向に調節ノブ９９ｂを回転させると、Ｖ字型の溝が切られたくわえ面
を有する移動ブロック９７ｂが、固定枠部９６ｂのＵ字の貫通孔が形成された側と反対側
の側壁部に向かって近接する。
【００５２】
　図８に示すように、第４支持部３０ｂを、固定枠部９６ｂのＵ字の内側で、側壁部と移
動ブロック９７ｂのくわえ面の間に挟んで固く締め上げることにより、第４理化学機器９
３ｂが第４支持部３０ｂに取り付けられる。このとき、第４理化学機器９３ｂの操作部及
び表示部の表面の面内方向は、図７及び図８に示すように、支柱２０の軸線との間に、第
４支持部３０ｂの軸方向の支柱２０への取り付け角度θに約９０°追加した角度を形成し
て固定され、使用者の視線の方向から見た際に、操作部及び表示部の表面が見やすくなり
、第４理化学機器９３ｂの操作性及び視認性が高められている。
【００５３】
　図７及び図８では第４取り付けベース９１ｂの形状として、第４理化学機器９３ｂを取
り付ける側の取り付け面と、固定枠部９６ｂを取り付ける側のバイス面とがほぼ直交する
直角に近いコーナー部を有する場合を例示している。しかし、第４取り付けベース９１ｂ
の形状が図７及び図８に例示した形状に限定されるものではなく、理化学機器を取り付け
る側の取り付け面と、固定枠部９６ｂを取り付ける側のバイス面との間の角度が９０°よ
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り小さくても大きくても構わない。第４理化学機器９３ｂの操作部及び表示部の表面が見
やすい面内方向に、第４理化学機器９３ｂが設定できる範囲内であれば、第４取り付けベ
ース９１ｂの取り付け面とバイス面との間の角度は任意に設定できる。しかも、図５に例
示したような第１の実施形態に係る機器収納スタンドの角度調整機構を用いることができ
るので、第４理化学機器９３ｂの操作部及び表示部の表面の角度を設定する自由度は非常
に高い。
【００５４】
　図９中には、理化学機器を取り付ける側の取り付け面と固定枠部９６ｂを取り付ける側
のバイス面との間の角度をそれぞれ約２０°とした場合の、図７及び図８に例示した構造
とは異なる別の第３取り付けベース９２ａ～第８取り付けベース９２ｆの構造が例示され
ている。図９に例示する新たな構造においては、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの
取り付け角度θは、いずれも０°である。
【００５５】
　第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆの操作部及び表示部の表面の面内方向は
、支柱２０の軸線との間に、約２０°の角度を形成して固定され、使用者の視線の方向か
ら見た際に、操作性及び視認性が高められている。このように第１の実施形態に係る機器
収納スタンドによれば、予め一定の角度が設けられている取り付けベース９２ａ～９２ｆ
を備えた理化学機器を取り付ける場合であっても対応可能であるので、汎用性が高い。
【００５６】
　図１０に示すように、第１コンセント２６ａ、第２コンセント２６ｂ及び第３コンセン
ト２３ａ～第８コンセント２３ｆと、外部電源のコンセント１２０の間には、第１理化学
機器～第８理化学機器（９３ａ～９３ｆ，１０３ｂ）を保護するサーキットプロテクター
１１０が電気的に接続されて設けられている。
【００５７】
　サーキットプロテクター１１０は、例えば定格容量が５Ａ程度のものを採用できる。外
部電源は、例えば商用の交流電源（ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ）である。サーキ
ットプロテクター１１０は、第１理化学機器～第８理化学機器（９３ａ～９３ｆ，１０３
ｂ）が漏電等の故障を起こした場合に作動して、外部電源からの電力を遮断する。
【００５８】
　第１コンセント２６ａ、第２コンセント２６ｂ及び第３コンセント２３ａ～第８コンセ
ント２３ｆの正極側のライン及び負極側のラインは、いずれも１点で連結され、連結され
たラインがサーキットプロテクター１１０にそれぞれ接続されている。連結された正極側
のライン及び負極側のラインは、いずれも外部接続端子２１に接続されている。そして機
器収納スタンドの専用の電源ケーブル１３０が外部接続端子２１及び外部電源のコンセン
ト１２０間を接続する。
【００５９】
　第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、第３理化学機器９３ａ～第８理化学
機器９３ｆの取り付け角度θを調整する角度調整機構により、それぞれの理化学機器の操
作部を見易い角度で取り付け可能であるため、点滴処理に用いる流体の流量値の設定とい
った操作が容易である。またそれぞれの理化学機器の表示部を見易い角度で取り付け可能
であるため、設定値の確認が容易である。よって複数の理化学機器を上下方向に高密度に
並べて取り付けても、上下方向に隣接する複数の理化学機器の取り付け位置の干渉が回避
でき、且つそれぞれの理化学機器の操作性を損なうことのないコンパクトな機器収納スタ
ンドを提供できる。特に、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの軸方向の支柱２０に対
する取り付け角度θを、互いに独立に調節することができるので、３台段以上の複数の理
化学機器の大きさが互いに異なる場合であっても、支持部のそれぞれの角度を調整するこ
とにより対応が可能となる。その結果、より多数の理化学機器を１台の機器収納スタンド
に安全且つ確実に、しかも高密度に取り付けることができ、医療現場等の省スペースが可
能になる。
【００６０】
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　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドの角度調整機構によれば、１０°刻みで取
り付け角度θを調整可能であるため、調整作業が簡単で、かつ、調整した取り付け角度θ
の大きさを把握し易い。また調整した取り付け角度θを一定値で維持可能であるため、点
滴等の医療業務に滞りが生じない。また第１の実施形態に係る機器収納スタンドの角度調
整機構を構成するそれぞれの部材はいずれも簡易な構造であり、市場で流通する既存の安
価な部品を用いて実現可能であるので、機器収納スタンド製造に必要な部品を調達するコ
ストを抑えることができる。
【００６１】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、例えば壁等に設けられた１箇所
の外部電源のコンセント１２０から、最大で８台の理化学機器（６台のシリンジポンプ及
び２台の輸液ポンプ等）を稼働できる。
【００６２】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、サーキットプロテクター１１０
を用いることにより、第１理化学機器～第８理化学機器（９３ａ～９３ｆ，１０３ｂ）が
漏電等の故障を起こした場合であっても、コンセント１２０や故障していない他の理化学
機器を漏電等から保護できる。
【００６３】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、外部接続端子２１及び外部電源
のコンセント１２０間を接続するに際し、１本の専用の電源ケーブル１３０を用いるだけ
で済むので、ケーブルの絡まりや機器収納スタンドの移動の妨げの発生を防止できる。
【００６４】
　また第１理化学機器～第８理化学機器（９３ａ～９３ｆ，１０３ｂ）のそれぞれの専用
のコンセント及び電源コードが設けられているので、コード類の絡まりや床面上の散乱等
が抑制され、転倒を防止して安全性を高めることができる。また機器収納スタンドと外部
電源のコンセント１２０の間に、８本のコード類及び８個の差し込み口を用意する必要が
なく、いわゆる蛸足配線等の状態を回避できる。
【００６５】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、脚部ベース１０の本体１１の外
側に張り出すように４本の脚部材１２ａ～１２ｄが設けられているので、機器収納スタン
ドの安定性が高められている。
【００６６】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、全体が四角錐体形状をなすよう
に構成されていることにより、重心を脚部ベース１０側に寄せるようにより低く配置する
低重心設計がなされており、複数の理化学機器を取り付けて重心位置が変化しても、転倒
することがないように、使用時の安定性が高められている。
【００６７】
　また第１の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、支柱２０の前面壁で第３理化学
機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆが吊り下げられる側と反対側に支柱２０の取り付け位
置が偏在するように、脚部ベース１０の支柱２０の取り付け位置を設計することにより、
第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆの吊り下げにより重心が外側に向くように
変化しても、機器収納スタンド全体のバランスが崩れることがない。
【００６８】
＜第１の実施形態の変形例＞
　なお、外部接続端子２１を設けず、負極側ラインを外部電源のコンセント１２０から第
１コンセント２６ａに直接接続され、正極側ラインはサーキットプロテクター１１０を経
由して第１コンセント２６ａが配線されるような回路構成でもよい。この第１の実施形態
の変形例に係る機器収納スタンド場合、第２コンセント２６ｂには第１コンセント２６ａ
から渡り配線で正極及び負極がそれぞれ供給され、第３コンセント２６ｃには第２コンセ
ント２６ｂから渡り配線で正極及び負極がそれぞれ供給される。さらに、接地ラインも負
極側ラインと同様に、外部電源のコンセント１２０から第１コンセント２６ａに直接接続
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し、第２コンセント２６ｂには第１コンセント２６ａから渡り配線で接地ラインが接続さ
れ、第３コンセント２６ｃには第２コンセント２６ｂから渡り配線で接地ラインが接続さ
れるような回路配線としてもよい。このような回路構成でも、漏電等からの保護は可能で
あり、第１の実施形態の変形例に係る機器収納スタンドによっても、上述した第１の実施
形態に係る機器収納スタンドと同様な効果を奏することができる。
【００６９】
＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態に係る機器収納スタンドは、図１１に示すように、脚部ベース
１０ａと、脚部ベース１０ａの上に設けられた支柱２０と、支柱２０の上部に設けられた
第１支持部６０ａ及び第２支持部６０ｂと、支柱２０の前面壁に上下方向の各段に並べら
れる理化学機器を支持する第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆを備える。第１の実施形
態に係る機器収納スタンドと同様に、支柱２０の前面壁は、平坦な平面であることは必須
ではなく、後述するスライド機構の構築に妨げとならない範囲で、一部に段差部を備える
構造や円柱状の局面を含んでいることを妨げるものではない。
【００７０】
　また第２の実施形態に係る機器収納スタンドは、図１２に示すように、第３支持部３０
ａ～第８支持部３０ｆのそれぞれに第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆが取り
付けられた状態で、上側の理化学機器を支持し固定する支持部又は下側の理化学機器を支
持し固定する支持部のうち少なくとも一方の支持部の支柱２０に対する取り付け角度θを
自在に調節する角度調整機構を備える。
【００７１】
　また第２の実施形態に係る機器収納スタンドは、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆ
のそれぞれの位置を支柱２０の前面壁側に沿って上下方向に調整するように移動させるス
ライド機構を更に備える。第２の実施形態に係る機器収納スタンドは、脚部ベース１０ａ
の形状、及び、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆのスライド機構を備える点で、第１
の実施形態に係る機器収納スタンドと異なる。
【００７２】
　脚部ベース１０ａの構造及び第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆのスライド機構以外
については、第１の実施形態に係る機器収納スタンドにおけるそれぞれ同名の部材と等価
な構造であるため、重複説明を省略する。
【００７３】
　脚部ベース１０ａは、図１３に示すように、平面パターンで中央に配置された直方体状
の本体１１ａと、この本体１１ａの長辺側である側面上からそれぞれの一端が外側に張り
出して延びるように、他端が本体１１ａに取り付けられた４本の脚部材１３ａ～１３ｄを
備える。４本の脚部材１３ａ～１３ｄの一端は、平面パターンで、脚部ベース１０ａの本
体１１ａの矩形より更に大きな正方形の４隅に位置するように配置され、脚部ベース１０
ａは全体としてＸ形状に近似している。
【００７４】
　４本の脚部材１３ａ～１３ｄの一端の下側には、それぞれの脚部材１３ａ～１３ｄに対
応して１個ずつキャスター４０ａ～４０ｄが回転自在に設けられている。４本の脚部材１
３ａ～１３ｄ及び４個のキャスター４０ａ～４０ｄは、上下対称、且つ、左右対称に設け
られている。脚部ベース１０ａの本体１１ａは、図１１及び図１２に示すように、下部が
キャスター４０ａ～４０ｄの中央近傍に位置する。また脚部ベース１０ａの上面が、図１
及び図２に示した脚部ベース１０ａよりも低い。
【００７５】
（スライド機構）
　図１１及び図１２に示すように、支柱２０の前面壁には、正面スライド溝２０ａが設け
られている。第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆの背面には、それぞれ対応する板状の
第１スライド板２２ａ～第６スライド板２２ｆがそれぞれ取り付けられている。第１スラ
イド板２２ａ～第６スライド板２２ｆは、それぞれ正面スライド溝２０ａの開口部を覆う
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ように、支柱２０の前面壁の上に配置されている。
【００７６】
　以下、第２の実施形態に係る機器収納スタンドの第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆ
のスライド機構を、第４支持部３０ｂに着目して説明する。図１３の上面図に示すように
、支柱２０の内側の中央には、正四角筒状のスライドパイプ２４が設けられている。第２
スライド板２２ｂは、図１３及び図１５に示すように、上下方向に貫通する貫通孔５２ｂ
１を有する直方体状のスライドブロック５２ｂの一方の側面に取り付けられている。
【００７７】
　図１５に示すように、スライドブロック５２ｂの第２スライド板２２ｂと反対側の他方
の側面は、支柱２０の内面と滑らかに摺動する。スライドブロック５２ｂを上下方向に貫
通する貫通孔５２ｂ１の内側に正四角筒状のスライドパイプ２４が差し込まれて設けられ
ている。貫通孔５２ｂ１の内面とスライドパイプ２４の外側面とは互いに滑らかに摺動す
る。
【００７８】
　図１３のＥ－Ｅ方向から見た断面に相当する図１４にはスライドブロック５２ｂの断面
がハッチングにより図示されている。図１４に示すように、スライドブロック５２ｂの右
側にはスライド枠５７ｂが取り付けられ、スライド枠５７ｂには、上下方向に延びる内部
スライド溝５８ｂが設けられている。支柱２０の裏面壁には、図１３～図１５に示すよう
に、スライド枠５７ｂの内部スライド溝５８ｂと重なるように、上下方向に延びる裏面ス
ライド溝２０ｂが設けられている。図１４から分かるように、裏面スライド溝２０ｂの幅
は、内部スライド溝５８ｂの幅よりも細い。第１の実施形態に係る機器収納スタンドと同
様に、支柱２０の前面壁は、平坦な平面であることは必須ではなく、スライド機構の構築
に妨げとならない範囲で、一部に段差部を備える構造や円柱状の局面を含んでいるような
トポロジーを妨げるものではない。
【００７９】
　スライド枠５７ｂ及び裏面スライド溝２０ｂの両方には、図１５に示すように一端が支
柱２０の裏面壁の内側から外側に水平方向に突出するように軸部１０１ｂが差し込まれて
いる。外側に突出した側となる軸部１０１ｂの一端側で、支柱２０の裏面壁の外面との間
には、リング状の座金５９ｂを介して、蝶ナット（ウィングナット）型の第２スライドノ
ブ５３ｂが嵌め合わされている。
【００８０】
　軸部１０１ｂの外周面には雄ネジが形成されると共に、第２スライドノブ５３ｂの内周
面には雌ネジが形成され、軸部１０１ｂ及び第２スライドノブ５３ｂはネジ結合している
。支柱２０の裏面壁の内側に位置する軸部１０１ｂの他端には、固定板５４ｂが取り付け
られている。
【００８１】
　第２スライドノブ５３ｂを、支柱２０の内側に位置する軸部１０１ｂの他端側に向かっ
て進行する方向に回転させることにより、固定板５４ｂと座金５９ｂの間に、スライド枠
５７ｂ及び支柱２０の裏面壁が挟まれて互いに密着し、支柱２０の内側におけるスライド
枠５７ｂの上下方向の高さが固定される。その結果、第４支持部３０ｂの高さが固定され
る。
【００８２】
　一方、第２スライドノブ５３ｂを、支柱２０の外側に位置する軸部１０１ｂの一端側に
向かって進行する方向に回転させることにより、スライド枠５７ｂ及び支柱２０の裏面壁
が、固定板５４ｂと座金５９ｂの間から開放され、支柱２０の内側で上下方向に移動可能
になる。スライド枠５７ｂの移動の範囲は、軸部１０１ｂがスライド溝の中を移動できる
範囲、すなわちスライド溝の上下方向の長さ内に限られる。
【００８３】
　以上、第４支持部３０ｂの角度調整機構に着目して、代表例として説明したが、他の第
３支持部３０ａ、第５支持部３０ｃ～第８支持部３０ｆに関しても同様である。図１１及
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び図１２中には、第４支持部３０ｂのスライド機構の第２スライドノブ５３ｂと同様に、
第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆのそれぞれに設けられた第１スライドノブ５３ａ～
第６スライドノブ５３ｆが例示されている。第２の実施形態に係る機器収納スタンドによ
れば、図１６に示すように、第３支持部３０ａ～第８支持部３０ｆごと上下にスライドさ
せることにより、第３理化学機器１９４ａ～第８理化学機器１９４ｆを個別に上下移動可
能になる。
【００８４】
（スライド機構の使用方法）
　例えば使用者は一方の手で第４支持部３０ｂを固定しながら、他方の手で第２スライド
ノブ５３ｂを回転して、スライド枠５７ｂ及び支柱２０の裏面壁を、固定板５４ｂと座金
５９ｂの間から開放し、第４支持部３０ｂを所望の高さ位置にスライドさせて配置する。
そして配置した第４支持部３０ｂの高さを保持したまま、他方の手で第２スライドノブ５
３ｂを回転して、固定板５４ｂと座金５９ｂの間に、スライド枠５７ｂ及び支柱２０の裏
面壁を挟んで互いに密着させる。その結果、一方の手を第４支持部３０ｂから離してもス
ライド後に配置した第４支持部３０ｂの高さを固定できる。
【００８５】
　なお、図１４及び図１５とは異なるが、裏面スライド溝２０ｂ を設けない構造で、ス
ライドブロック５２ｂ、スライド枠５７ｂ及基台部３１の一式を移動させるようにしても
よい。基台部３１をスライド移動させる時は、第２スライドノブ５３ｂを緩める方向に回
す。スライドブロック５２ｂを移動させるとスライドブロック５２ｂに一体になっている
基台部３１も移動するようになる。座金５９ｂは支柱２０に固定されているのでスライド
ブロック５２ｂが移動しても第２スライドノブ５３ｂ、座金５９ｂ、固定板５４ｂ、軸部
１０１ｂは移動しない構造となる。
【００８６】
　第２の実施形態に係る機器収納スタンドにおいても、第１の実施形態に係る機器収納ス
タンドと同様に、複数の理化学機器を上下方向に高密度に並べて取り付けても、上下方向
に隣接する複数の理化学機器の取り付け位置の干渉が回避でき、且つそれぞれの理化学機
器の操作性を損なうことのないコンパクトな機器収納スタンドを提供できる。特に複数の
理化学機器の大きさが互いに異なる場合であっても、支持部の相互の間隔や角度を調整で
きるので、複数の理化学機器の取り付けの汎用性が極めて高められる。その結果、より多
数の理化学機器を１台の機器収納スタンドに、安全且つ確実に、しかも高密度に取り付け
ることができ、医療現場等の省スペースが可能になる。
【００８７】
　また第２の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、脚部ベース１０ａの本体１１ａ
が、更に低重心化されているので、第１の実施形態の場合よりも、安定性を高めることが
できる。また脚部ベース１０ａの上面が、第１の実施形態の場合の脚部ベース１０ａより
も低いので、機器収納スタンド全体の高さを低下させ、小型化することができる。
【００８８】
　また第２の実施形態に係る機器収納スタンドによれば、第３理化学機器１９４ａ～第８
理化学機器１９４ｆを個別に上下移動可能になる。そのため、第３理化学機器１９４ａ～
第８理化学機器１９４ｆが、図７で示した第３理化学機器９３ａ～第８理化学機器９３ｆ
より寸法、特に上下方向の寸法が大きく、第３理化学機器１９４ａ～第８理化学機器１９
４ｆ間のクリアランスを角度調整機構だけでは調整しきれない場合であっても、更に対応
可能になる。よって機種・メーカを問わず、取り付けが可能な理化学機器の範囲を拡大で
きる。第２の実施形態に係る機器収納スタンドのその他の効果については、第１の実施形
態に係る機器収納スタンドの場合と同様である。
【００８９】
（その他の実施形態）
　上記のように、本発明は第１及び第２の実施形態によって記載したが、この開示の一部
をなす論述及び図面は本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から
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当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。したがって、本
発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論である。
【００９０】
　例えば、第１及び第２の実施形態の場合、図１０に示したように、支柱２０には外部接
続端子２１が設けられていた。しかし外部接続端子２１を別途設けることなく、第１コン
セント２６ａ、第２コンセント２６ｂ及び第３コンセント２３ａ～第８コンセント２３ｆ
から延びるラインを直接延長しても電源ケーブルを構成できる。また第１及び第２の実施
形態に係る機器収納スタンドのそれぞれの構造を部分的に組み合わせても、本発明に係る
機器収納スタンドを構成できる。
【００９１】
コンセントからのラインを直接延長して電源ケーブルにする場合、コンセントが８個ある
為、かなり太い電源ケーブルになってしまう。そのため、既に第１の実施形態の変形例と
して述べたように、実際には第１コンセント２６ａに電源ケーブルの負極・接地ラインを
直接接続して第２コンセント２６ｂ及び第３コンセント２３ａ～第８コンセント２３ｆは
コンセント間を渡り配線で接続すれば、電源ケーブルが太くなるのを抑制できる。
【００９２】
　以上のとおり本発明は、本明細書及び図面に記載していない様々な実施形態等を含むと
ともに、本発明の技術的範囲は、上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事
項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００９３】
１０，１０ａ　脚部ベース
１１，１１ａ　本体
１２ａ～１２ｄ　脚部材
１３ａ～１３ｄ　脚部材
２０　支柱
２０ａ　正面スライド溝
２０ｂ　裏面スライド溝
２１　外部接続端子
２２ａ～２２ｆ　第１スライド板～第６スライド板
２３ａ～２３ｆ　第３コンセント～第８コンセント
２４　スライドパイプ
２６ａ　第１コンセント
２６ｂ　第２コンセント
２７　電源スイッチ
３０ａ～３０ｆ　第３支持部～第８支持部
３１　基台部
３２　回転軸
３３　回転ドラム
３４　基部
３５　クランクシャフト
３６ｂ１，３６ｂ２，…３６ｂ６　角度調整板
３７　従動部材
３８　摺動部材
３９　ストッパープレート
４０ａ～４０ｄ　キャスター
５１　ハンドル
５２ｂ　スライドブロック
５２ｂ１　貫通孔
５３ａ～５３ｆ　第１スライドノブ～第６スライドノブ
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５４ｂ　固定板
５５　フック
５６　上部支持板
５７ｂ　スライド枠
５８ｂ　内部スライド溝
５９ｂ　座金
６０ａ　第１支持部
６０ｂ　第２支持部
７０　ポール
８０　ハンガー
９１ａ～９１ｆ　第１取り付けベース～第６取り付けベース
９２ａ～９２ｆ　第１取り付けベース～第６取り付けベース
９３ａ～９３ｆ　第３理化学機器～第８理化学機器
９４ａ～９４ｆ　第３理化学機器～第８理化学機器
９５ａ～９５ｆ　第３電源コード～第８電源コード
９６ｂ　固定枠部
９７ｂ　移動ブロック
９８ｂ　締め付けネジ
９９ｂ　調節ノブ
１０１ｂ　軸部
１０３ｂ　第２理化学機器
１０５ｂ　第２電源コード
１１０　サーキットプロテクター
１２０　外部電源のコンセント
１３０　電源ケーブル
１９４ａ～１９４ｆ　第３理化学機器～第８理化学機器
【要約】
【課題】複数の理化学機器を上下方向に高密度に並べて取り付けても、それぞれの理化学
機器の操作性を損なうことのないコンパクトな機器収納スタンドを提供する。
【解決手段】機器収納スタンドは、支柱２０と、支柱２０の前面壁に上下方向の各段に並
べられる理化学機器９３ａ～９３ｆを支持する３段以上複数の支持部３０ａ～３０ｆと、
複数の支持部３０ａ～３０ｆのそれぞれに理化学機器９３ａ～９３ｆが取り付けられた状
態で、上側の理化学機器９３ａ～９３ｆを支持する支持部３０ａ～３０ｆ又は下側の理化
学機器９３ａ～９３ｆを支持する支持部３０ａ～３０ｆのうち少なくとも一方の支持部３
０ａ～３０ｆの軸方向の支柱２０に対する取り付け角度θを自在に調節する角度調整機構
を備える。
【選択図】　図７
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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