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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段における医療ガスの
送気圧力を監視し、医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、該状態を報知す
る医療ガス監視システムにおいて、
　医療ガス供給手段から送出される医療ガスの送気圧力を検出する圧力検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と、
　医療ガスの送気圧力に係る予め定める値が記憶され、圧力検出手段による検出値が予め
定める値以下であるか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に
応答して監視制御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に
応答して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガスの送気圧力が予め定
める値以下であることを表示する第２表示手段と、
　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
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号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システム。
【請求項２】
　医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段における医療ガスの
質量を監視し、医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、該状態を報知する医療ガ
ス監視システムにおいて、
　医療ガス供給手段に貯留される医療ガスの質量を検出する質量検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と
　医療ガスの質量に係る予め定める値が記憶され、質量検出手段による検出値が予め定め
る値以下であるか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に応答
して監視制御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に応答
して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガスの質量が予め定める
値以下であることを表示する第２表示手段と、
　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システム。
【請求項３】
　医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段の動作状態を監視し
、医療ガス供給手段に動作異常があるとき、該動作異常を報知する医療ガス監視システム
において、
　医療ガス供給手段における動作異常を検出する動作異常検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と、
　医療ガスの動作異常に係る予め定める情報が記憶され、動作異常検出手段による検出出
力が予め定める情報に一致するか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガス供給手段の動作異常に係る検出出力が予め定める情報と一致するとき、監視制
御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガス供給手段の動作異常に係る検出出力が予め定める情報と一致するとき、判定手
段による判定結果の出力に応答して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガス供給手段に動作異常
があることを表示する第２表示手段と、
　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システム。
【請求項４】
　第１表示手段に表示される所定の情報には、
　少なくとも第１監視制御信号に対応するようにして予め定められる対処方法に関する情
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報が含まれることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の医療ガス監視システ
ム。
【請求項５】
　記憶手段に記憶される所定の情報は、
　入力手段から情報を入力することによって、書換え可能であることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１つに記載の医療ガス監視システム。
【請求項６】
　入力手段は、
　第１表示手段上に設けられるタッチパネルであることを特徴とする請求項１～５のいず
れか１つに記載の医療ガス監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療ガス監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば病院などには、酸素（Ｏ２）ガス、麻酔用の笑気（Ｎ２Ｏ）ガス、窒素（Ｎ２

）ガス、空気などの医療に用いられる医療ガスを供給するシステムが設けられている。医
療ガスは、治療、手術などの医療に用いられるので、人命に関わり、残量不足または設備
故障などの管理不備による不測の事態に起因して、供給を断絶させることがあってはなら
ないことである。したがって、医療ガスの供給システムには、通常医療ガスの供給を断絶
させることがないように、監視するシステムが設けられている。
【０００３】
　医療ガスの供給を断絶させることがないように監視するシステムの従来技術の一つに、
医療ガスのガス送り通路に設けた遮断弁の開閉・正常・異常・作業中の状態を集約して表
示させて監視し、異常に対応できるようにした監視装置が提案されている（特許文献１参
照）。
【０００４】
　図７は、従来技術の監視装置１の構成を示す概略図である。図７に示す従来技術の監視
装置は、医療用ガスの遮断弁の開閉監視装置１である。図７を参照して特許文献１に開示
される開閉監視装置１について説明する。開閉監視装置１は、医療用ガスの送り管９に設
けられる遮断弁１０の開閉・正常・異常・作業中の状態を集約して表示させて監視する。
遮断弁１０には開閉検知器８が設けられ、開閉検知器８による遮断弁１０の状態に関する
検出出力が、インターフェイス７を介して中央処理装置４（略称ＣＰＵ）に入力される。
ＣＰＵ４には、ＲＯＭ５、ＲＡＭ６、入力部３および表示部２が接続されている。ＣＰＵ
４に入力された開閉検知器８による検出信号は、信号処理され、表示部２の動作指示信号
として出力されて表示部２に備わるランプを点灯または点滅させる。表示部２に備わるラ
ンプには、遮断弁１０が正常状態にあることを示す正常ランプ、本来常時開放されている
べき遮断弁１０が閉じられている警告状態にあることを示す警告ランプ、点検中であるこ
とを示す点検中ランプがあり、これらのいずれかが点灯または点滅されることによって、
医療用ガスの遮断弁１０の開閉状態が監視される。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に提案される技術には、次のような問題がある。開閉監視装
置１は、医療ガスの送り管９に設けられる遮断弁１０の動作状態を監視することができる
けれども、医療ガスの供給源における医療ガスの残量不足を監視することができず、また
医療ガスの供給設備における動作異常の有無を監視することはできない。したがって、遮
断弁１０の動作異常に起因する医療ガスの供給断絶には対応することができるけれども、
供給するべき医療ガスの残量不足、また医療ガス供給設備の動作異常に起因する医療ガス
の供給断絶に対しては、対応をすることができないという問題がある。
【０００６】
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　また、近年、医療ガスの監視制御に、図７に示すＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを一体化させ
たパーソナルコンピュータ（略称ＰＣ）が用いられるようになっている。ＰＣは、処理速
度および記憶容量が飛躍的に向上し、医療ガスの監視制御に好適に用いられる。しかしな
がら、ＰＣの動作を制御するプログラム等が記憶される記憶手段であるハードディスクド
ライブ（略称ＨＤＤ）は、監視制御のように２４時間連続使用される過酷な環境では、１
～２年で寿命を迎えることが多々ある。ＨＤＤが寿命を迎え、監視制御手段であるＰＣが
突然動作不能になると、医療ガスの供給状態を監視することができなくなるので、不測の
事態を生じて医療ガスの供給断絶を発生させる恐れがある。
【０００７】
　また、監視制御手段にＰＣが用いられるに及んで、医療ガスの供給における異常状態を
、特許文献１に開示されるようなランプの点灯ないし点滅、または警報ブザーの鳴動以外
に、ＰＣに備わる表示部に異常の名称を表示するものがある。しかしながら、医療ガスの
監視に係る従来技術では、異常名称が表示されるに留まっている。したがって、医療ガス
の監視を行うユーザは、表示される異常名称に基づいて、別途備えられる取扱説明書によ
って異常内容を調べ、次に医療ガス納入に係る管理業者の電話番号などの連絡手段を調べ
て異常内容を連絡しなければならないという不便さがある。
【０００８】
　また、従来の医療ガス監視装置では、発生した異常の名称をＰＣの表示部に表示するに
際し、医療ガス監視装置のユーザにおいて発生する事態を的確に表現できていないことが
多々あるにも関わらず、監視装置に予め準備される異常名称およびその他の情報を、ユー
ザサイドでユーザの使用態様に応じた情報に改変できないという問題がある。このことは
、医療ガス供給システムにおいて発生している事態を、ユーザが正確に把握することを遅
延させている。
【０００９】
【特許文献１】実用新案登録第３０５８５５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、医療ガス供給の監視において非監視状態が発生することを防止し、医
療ガスの供給が断絶される事態を回避することのできる医療ガス監視システムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段における
医療ガスの送気圧力を監視し、医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、該状
態を報知する医療ガス監視システムにおいて、
　医療ガス供給手段から送出される医療ガスの送気圧力を検出する圧力検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と、
　医療ガスの送気圧力に係る予め定める値が記憶され、圧力検出手段による検出値が予め
定める値以下であるか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に
応答して監視制御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガスの送気圧力が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に
応答して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガスの送気圧力が予め定
める値以下であることを表示する第２表示手段と、
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　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システムである。
【００１２】
　また本発明は、医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段にお
ける医療ガスの質量を監視し、医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、該状態を
報知する医療ガス監視システムにおいて、
　医療ガス供給手段に貯留される医療ガスの質量を検出する質量検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と
　医療ガスの質量に係る予め定める値が記憶され、質量検出手段による検出値が予め定め
る値以下であるか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に応答
して監視制御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガスの質量が予め定める値以下であるとき、判定手段による判定結果の出力に応答
して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガスの質量が予め定める
値以下であることを表示する第２表示手段と、
　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システムである。
【００１３】
　また本発明は、医療に用いられるガスである医療ガスを供給する医療ガス供給手段の動
作状態を監視し、医療ガス供給手段に動作異常があるとき、該動作異常を報知する医療ガ
ス監視システムにおいて、
　医療ガス供給手段における動作異常を検出する動作異常検出手段と、
　所定の情報を記憶する記憶手段と、
　医療ガスの動作異常に係る予め定める情報が記憶され、動作異常検出手段による検出出
力が予め定める情報に一致するか否かを判定し、該判定結果を出力する判定手段と、
　医療ガス供給手段の動作異常に係る検出出力が予め定める情報と一致するとき、監視制
御信号を出力する第１監視制御手段と、
　第１監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、記憶手段に記憶されている所
定の情報を表示する第１表示手段と、
　第１監視制御手段を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段に入力する入力手段と
、
　医療ガス供給手段の動作異常に係る検出出力が予め定める情報と一致するとき、判定手
段による判定結果の出力に応答して監視制御信号を出力する第２監視制御手段と、
　第２監視制御手段から出力される監視制御信号に応答し、医療ガス供給手段に動作異常
があることを表示する第２表示手段と、
　第１監視制御手段に設けられ、第１監視制御手段が動作中であることを示す動作検出信
号を発信する発信手段と、
　第２監視制御手段に設けられ、発信手段から発信される動作検出信号を受信する受信手
段とを含むことを特徴とする医療ガス監視システムである。
【００１６】
　また本発明は、第１表示手段に表示される所定の情報には、
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　少なくとも第１監視制御信号に対応するようにして予め定められる対処方法に関する情
報が含まれることを特徴とする。
【００１７】
　また本発明は、記憶手段に記憶される所定の情報が、入力手段から情報を入力すること
によって、書換え可能であることを特徴とする。
【００１８】
　また本発明は、入力手段が、第１表示手段上に設けられるタッチパネルであることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、医療ガス供給システムは、第１監視制御手段と第２監視制御手段との
、２つの監視制御手段を備えるので、両者を併用して医療ガス供給の監視をすることがで
きる。このことによって、第１および第２監視制御手段のいずれか一方が動作異常を起こ
した場合であっても、残る他方によって医療ガス供給の監視を継続することができるので
、異常事態の発生を把握し、その対処をすることによって医療ガス供給の断絶を回避する
ことができる。
【００２０】
　また本発明によれば、医療ガス監視システムに備わる２つの第１監視制御手段と第２監
視制御手段とのうち、通常第１監視制御手段のみを医療ガス供給の監視に用い、第１監視
制御手段が動作異常を起こした場合にのみ、監視動作切換手段による切換動作によって、
第１監視制御手段の代替として第２監視制御手段を医療ガス供給の監視に用いることがで
きる。このことによって、第１監視制御手段による医療ガス供給の監視が不能の場合、第
２監視制御手段によって医療ガス供給の監視を行うことができるので、異常事態の発生を
把握し、その対処をすることによって医療ガス供給の断絶を回避することができる。
【００２１】
　また本発明によれば、第１表示手段に表示される所定の情報には、第１監視制御信号に
対応するようにして予め定められる対処方法に関する情報が少なくとも含まれるので、ユ
ーザは、表示される情報に従って異常事態等を解消する措置を容易にとることができる。
【００２２】
　また本発明によれば、記憶手段に記憶される所定の情報が、入力手段から情報を入力す
ることによって、書換え可能に構成される。このことによって、ユーザは、ユーザ独自の
使用環境において発生する事態に応じた情報を、所定の情報として予め準備することがで
きるので、該情報に基づいて異常事態等を迅速かつ正確に把握することが可能になる。し
たがって、ユーザは、医療ガスの供給が断絶することを、一層確実に回避することができ
る。
【００２３】
　また本発明によれば、入力手段として、第１表示手段上にタッチパネルが設けられるの
で、たとえば対話方式で、第１監視制御手段を動作させることが可能になり、ユーザの利
便性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１は、本発明の実施の一形態を示す医療ガス監視システム６１の構成を概略的に示す
図である。医療ガス監視システム６１（以後、監視システムと略称する）は、Ｏ２ガス、
Ｎ２ガス、空気等の医療ガスを、治療、手術などのために供給する医療ガス供給システム
２０に設けられ、医療ガスの供給状態を監視する。
【００２５】
　まず本実施の形態で例示する医療ガス供給システム２０は、医療ガス供給源として、定
置式容器に液体Ｏ２を収容する定置式液体Ｏ２タンク２１と、可搬式のボンベに液体Ｏ２

を収容する２つの第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３、同じく可搬式のボンベにＮ

２ガスを収容する２つの第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５と、空気を加圧して供
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給するコンプレッサ２６と、空気を吸引する吸引ポンプ２７とを備える。なお、図１に示
す医療ガス供給システム２０に備わる医療ガス供給源は、構成の一例を示すものであり、
その他笑気（Ｎ２Ｏ）ガス、コンプレッサ２６の代わりにＯ２とＮ２とを混合して人工空
気を製造する混合器などを、医療ガス供給源として備えることができる。
【００２６】
　定置式液体Ｏ２タンク２１、第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３、第１および第
２Ｎ２ガスボンベ２４，２５、コンプレッサ２６ならびに吸引ポンプ２７は、それぞれ医
療ガス供給手段である。
【００２７】
　第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３のガス排出口は、第１および第２接続配管２
８，２９によって、それぞれ第１自動切換器３０に接続される。第１自動切換器３０は、
第１液体Ｏ２ボンベ２２または第２液体Ｏ２ボンベ２３のいずれか一方からＯ２ガスが供
給されるように自動で切換える。この第１自動切換器３０によるＯ２ガス供給の切換えは
、次のようにして行われる。
【００２８】
　第１自動切換器３０には、処理回路とメモリとを備える第１基板３１（このような基板
をここでは便宜上制御基板と呼ぶ）が設けられ、第１制御基板３１には、第１液体Ｏ２ボ
ンベ２２の質量を検出する質量検出手段である第１質量センサ３２および第２液体Ｏ２ボ
ンベ２３の質量を検出する質量検出手段である第２質量センサ３３からの質量検出信号が
入力される。第１制御基板３１は、たとえば第１質量センサ３２によって検出されるＯ２

ガス供給中である第１液体Ｏ２ボンベ２２の質量と、質量に係る予め定められる値であり
第１制御基板３１に記憶されている閾値との差を演算処理し、第１液体Ｏ２ボンベ２２の
質量が閾値以下であるか否かを判定する。したがって、第１制御基板３１は、医療ガス供
給手段における判定手段である。
【００２９】
　第１制御基板３１は、第１液体Ｏ２ボンベ２２の質量が閾値以下であるか否かの判定結
果を、後述する第１および第２監視制御手段６３，６７に対して出力するとともに、第１
自動切換器３０に備わる不図示の流路切換バルブを動作させる指示信号として出力し、Ｏ

２ガスの供給を、第１液体Ｏ２ボンベ２２から第２液体Ｏ２ボンベ２３へ切換える。
【００３０】
　第１自動切換器３０は、このようにしてＯ２ガスの供給を途絶えさせることなく、第１
供給配管４６へ送出する。なお、液体Ｏ２残量が減少した第１液体Ｏ２ボンベ２２は、液
体Ｏ２が充填された新たなボンベに交換される。第２液体Ｏ２ボンベ２３の質量が閾値以
下に減少したときには、第１自動切換器３０によって、Ｏ２ガスの供給手段を交換された
第１液体Ｏ２ボンベ２２に切換える。
【００３１】
　第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５のガス排出口は、第３および第４接続配管３
４，３５によって、それぞれ第２自動切換器３６に接続される。第２自動切換器３６は、
第１Ｎ２ガスボンベ２４または第２Ｎ２ガスボンベ２５のいずれか一方からＮ２ガスが供
給されるように自動で切換える。この第２自動切換器３６によるＮ２ガス供給の切換えは
、前述の第１自動切換器３０によるＯ２ガス供給の切換えとほぼ同様にして行われる。
【００３２】
　Ｎ２ガス供給の切換えにおいて注目すべきは、第２自動切換器３６に設けられる第２制
御基板３７には、第３接続配管３４の管路に設けられて第１Ｎ２ガスボンベ２４から供給
されるＮ２ガスの送気圧力を検出する圧力検出手段である第１圧力センサ３８と、第４接
続配管３５の管路に設けられて第２Ｎ２ガスボンベ２５から供給されるＮ２ガスの送気圧
力を検出する圧力検出手段である第２圧力センサ３９とからの検出出力が与えられること
である。第２制御基板３７は、送気圧力に係る予め定められる値である圧力に関する閾値
と検出された送気圧力との差を演算処理し、送気圧力が閾値以下であるか否かを判定する
判定手段である。
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【００３３】
　第２制御基板３７は、Ｎ２ガスボンベ２４または２５の送気圧力が閾値以下であるか否
かの判定結果を、後述する第１および第２監視制御手段６３，６７に対して出力するとと
もに、第２自動切換器３６に備わる不図示の流路切換バルブを動作させる指示信号として
出力し、第２自動切換器３６が、Ｎ２ガスの供給を途絶えさせることなく、第２供給配管
４７へ送出する。
【００３４】
　コンプレッサ２６によって加圧された空気は、第３供給配管４８へ送出される。コンプ
レッサ２６にも第３制御基板４０が設けられ、第３制御基板４０によって、コンプレッサ
２６を動作させる電力が供給されているか否かの信号、すなわち動作電流通電のｏｎ／ｏ
ｆｆ信号が検出される。また、動作異常に係る予め定める情報として動作電流通電のｏｆ
ｆ信号が第３制御基板４０に記憶され、第３制御基板４０によって、動作電流の通電状態
がｏｆｆ信号に一致するか否かの判定が行われる。
【００３５】
　したがって、コンプレッサ２６では、第３制御基板４０が動作異常検出手段であり、か
つ判定手段を構成する。言うまでもなく通電の断絶したｏｆｆ信号のときが異常として取
扱われる。この判定手段である第３制御基板４０による判定結果の出力が、後述する第１
および第２監視制御手段６３，６７に与えられる。
【００３６】
　なお、コンプレッサ２６には、不図示の圧力センサが設けられ、圧力センサによる空気
の送気圧力の検出出力が、第３制御基板４０へ入力され、さらに第３制御基板４０から第
１監視制御手段６３を経て第１表示手段６４へ送られて、送気圧力値および圧力異常が表
示されるように構成される。
【００３７】
　吸引ポンプ２７は、たとえば患者の痰等を吸引する吸引装置に接続されて用いられるの
で、空気を供給するのではなく、逆に空気を吸引して低圧力状態を作り出すものであるけ
れども、医療ガス供給手段として定義する。吸引ポンプ２７による空気の吸引は、第４供
給配管４９（空気を送給するのではなく、吸引しているけれども便宜上供給配管と呼ぶ）
を通じて行われる。吸引ポンプ２７にも第４制御基板４１が設けられ、第４制御基板４１
によって、吸引ポンプ２７を動作させる電力が供給されているか否かの信号、すなわち動
作電流通電のｏｎ／ｏｆｆ信号が検出される。また動作異常に係る予め定める情報として
動作電流通電のｏｆｆ信号が第４制御基板４１に記憶され、第４制御基板４１によって、
動作電流の通電状態がｏｆｆ信号に一致するか否かの判定が行われる。
【００３８】
　したがって、吸引ポンプ２７では、第４制御基板４１が動作異常検出手段であり、かつ
判定手段を構成する。この判定手段である第４制御基板４１による判定結果の出力が、後
述する第１および第２監視制御手段６３，６７に与えられる。
【００３９】
　また、吸引ポンプ２７にも、不図示の圧力センサが設けられ、圧力センサによる空気の
吸引圧力の検出出力が、第４制御基板４１へ入力され、さらに第４制御基板４１から第１
監視制御手段６３を経て第１表示手段６４へ送られて、吸引圧力値および圧力異常が表示
されるように構成される。
【００４０】
　定置式液体Ｏ２タンク２１からのＯ２ガスは、第５供給配管５０へ送出される。この定
置式液体Ｏ２タンク２１には、第５制御基板４２が設けられ、第５制御基板４２には、定
置式液体Ｏ２タンク２１内の液体Ｏ２の液面高さを検出することによって残量を検出する
残量検出手段である液面検出センサ４３からの残量検出信号が入力される。第５制御基板
４２は、液体Ｏ２の残量に係る予め定められる値であり第５制御基板４２に記憶されてい
る液面高さの閾値との差を演算処理し、定置式液体Ｏ２タンク２１の液面高さ換言すれば
残量が閾値以下であるか否かを判定する。したがって、第５制御基板４２は、判定手段で
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ある。第５制御基板４２は、定置式液体Ｏ２タンク２１の残量が閾値以下であるか否かの
判定結果を、後述する第１および第２監視制御手段６３，６７に対して出力する。
【００４１】
　判定手段である第１～第５制御基板３１，３７，４０，４１，４２は、いわゆるわたり
配線４４によって電気的に接続され、第５制御基板４２と、監視システム６１の第１およ
び第２監視制御手段６３，６７とが、電気的に接続される。このことによって、第１～第
５制御基板３１，３７，４０，４１，４２による判定結果の出力が、監視システム６１の
第１および第２監視制御手段６３，６７に入力される。
【００４２】
　なお、前述の液体Ｏ２の質量に関する閾値およびＮ２ガスの送気圧力に関する閾値とは
、該閾値以下になるとＯ２ガスおよびＮ２ガスの供給に支障を来すので、ボンベの交換ま
たはタンクへの補充作業を行うための指標とする値である。
【００４３】
　Ｏ２ガス、Ｎ２ガス、空気は、第１～第５供給配管４６，４７，４８，４９，５０を通
じて、使用部署に供給（空気の吸引も便宜上供給として表す）される。より具体的には、
第１～第５供給配管４６，４７，４８，４９，５０には、それぞれ供給枝管である第１１
～第１５供給枝管４６ａ，４７ａ，４８ａ，４９ａ，５０ａと、第２１～第２５供給枝管
４６ｂ，４７ｂ，４８ｂ，４９ｂ，５０ｂとが設けられ、前述の医療ガスは、これらの供
給枝管によって、たとえば病院建屋５１内の１階、２階等の病室または手術室などへ供給
される。
【００４４】
　第１１～第１５供給枝管４６ａ，４７ａ，４８ａ，４９ａ，５０ａおよび第２１～第２
５供給枝管４６ｂ，４７ｂ，４８ｂ，４９ｂ，５０ｂには、管路に遮断弁５２と端末圧力
センサ５３とが、それぞれ設けられる。遮断弁５２には、開閉検知器がそれぞれ設けられ
、開閉検知器によって検出される遮断弁５２の開閉状態を、便宜上遮断弁５２の検出出力
と呼ぶ。各管路に設けられる遮断弁５２の検出出力は、第６および第７制御基板５６，５
７へそれぞれ入力され、端末圧力センサ５３の検出出力は、第８および第９制御基板５８
，５９へそれぞれ入力される。第８および第９制御基板５８，５９には、末端における医
療ガスの使用における適正圧力範囲の上下限値が閾値として予め記憶され、第８および第
９制御基板５８，５９が、端末圧力センサ５３の検出値が適正範囲内にあるか否かを判定
し、その判定結果を出力する。なお、本実施の形態では、遮断弁５２と端末圧力センサ５
３との両方が設けられる構成であるけれども、これに限定されることなく、遮断弁５２と
端末圧力センサ５３とのいずれか一方のみが設けられる構成であってもよい。
【００４５】
　第６～第９制御基板５６，５７，５８，５９は、わたり配線６０によって電気的に接続
され、第８制御基板５８が第１および第２監視制御手段６３，６７に電気的に接続される
。このことによって、遮断弁５２の検出出力が、第６および第７制御基板５６，５７によ
って第１および第２監視制御手段６３，６７に与えられ、端末圧力センサ５３の検出値お
よび検出値が適正範囲内にあるか否かの判定結果が、第８および第９制御基板５８，５９
によって第１および第２監視制御手段６３，６７に与えられる。
【００４６】
　病院建屋５１内に配設される各供給枝管の末端は、たとえば収納ユニットなどに設けら
れる医療ガス配管接続端子に接続され、該配管接続端子に人工呼吸器などの医療器具のガ
ス導入管の端子が接続されて、医療ガス供給手段から供給される医療ガスが使用される。
【００４７】
　監視システム６１は、前述のような医療ガス供給システム２０に付設されるシステムで
ある。監視システム６１は、以下のものを含んで構成される。まず前述した医療ガス供給
システム２０に含まれるものであって、監視システム６１を構成するものとして、前述の
第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３ならびに定置式液体Ｏ２タンク２１に貯留され
る液体Ｏ２の質量および残量を検出する第１および第２質量センサ３２，３３ならびに液
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面検出センサ４３と、第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５から送出されるＮ２ガス
の送気圧力を検出する第１および第２圧力センサ３８，３９と、各センサの検出出力が入
力される第１、第２および第５制御基板３１，３７，４２と、コンプレッサ２６および吸
引ポンプ２７の動作異常を検出する動作異常検出手段である第３および第４制御基板４０
，４１と、第１～第５制御基板３１，３７，４０，４１，４２を接続するわたり配線４４
と、第５制御基板４２と第１および第２監視制御手段６３，６７とを接続する電線とが挙
げられる。
【００４８】
　これらに加えて監視システム６１は、大略、記憶手段６２と、第１監視制御手段６３と
、第１表示手段６４と、入力手段６５と、第２監視制御手段６７と、第２表示手段６８と
を含んで構成される。
【００４９】
　第１監視制御手段６３は、ＣＰＵを搭載するコンピュータによって実現される。記憶手
段６２には、たとえばコンピュータに設けられるＨＤＤが好適に用いられる。記憶手段６
２には、液体Ｏ２の質量検出結果およびＮ２ガスの送気圧力検出結果が閾値以下である場
合、またコンプレッサ２６および吸引ポンプ２７が動作異常である場合に対応して予め定
められる所定の情報が記憶される。
【００５０】
　予め定められる所定の情報とは、たとえば図２に例示するように、「異常の内容」、「
対処方法」、「業者電話番号」であり、少なくとも「対処方法」を含むように定められる
。所定の情報をより具体的に示すと、「異常の内容」とは、たとえば「液体Ｏ２残量減少
」であり、「対処方法」とは、「業者に交換または補充指示」であり、「業者電話番号」
とは補充指示を与える業者への連絡先である。
【００５１】
　本実施の形態の監視システム６１では、このような所定の情報が書換え可能であること
を特徴とする。監視システム６１のメーカが想定して設定する所定の情報のみでは、ユー
ザ独自の使用環境、使用方法において生じる異常事態を正確に表すことができない場合も
あるので、所定の情報を書換え可能に構成したものである。後述する入力手段６５から入
力することによって、記憶手段６２に格納される所定の情報に係るフォルダを読出し、該
情報をユーザが所望する内容に書換えることができる。ここで書換えとは内容の変更と内
容の追加との両方を意味する。
【００５２】
　第１表示手段６４には、たとえば液晶ディスプレイ（略称ＬＣＤ）が用いられる。第１
監視制御手段６３を動作させる動作指示信号を第１監視制御手段６３に入力する入力手段
６５は、本実施の形態では、ＬＣＤ６４上に設けられるタッチパネル（以後、ＴＰと略記
する場合がある）である。入力手段６５をタッチパネル６５とすることによって、不図示
のインテリジェントターミナルを介して対話方式で、第１監視手段６３に動作指示信号を
入力することができ、また各種の情報を入力することが可能になる。なお、ここでは入力
手段としてＬＣＤ６４のみを挙げるけれども、他にキーボードまたはマウスなどが用いら
れてもよく、またこれらの入力手段が併用されてもよい。
【００５３】
　第１監視制御手段６３は、第１、第２または第５制御基板３１，３７，４２のいずれか
からの判定結果が、Ｎ２ガス送気圧力または液体Ｏ２の質量もしくは残量が閾値以下であ
ることを示すとき、第１監視制御信号を出力する。また第１監視手段６３は、第３または
第４制御基板４０，４１の判定結果が、コンプレッサ２６または吸引ポンプ２７の動作異
常であることを示すとき、第１監視制御信号を出力する。
【００５４】
　第１監視制御信号は、ＬＣＤ６４に対して、Ｎ２ガス送気圧力または液体Ｏ２質量もし
くは残量が閾値以下であること、コンプレッサ２６または吸引ポンプ２７が動作異常であ
ることを意味する画像および文字情報を表示し、またそれらに対応して予め定められるた
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とえば図２に示したような所定の情報をＬＣＤ６４に対して表示することを指示する信号
である。
【００５５】
　また、第１１～第１５供給枝管４６ａ，４７ａ，４８ａ，４９ａ，５０ａおよび第２１
～第２５供給枝管４６ｂ，４７ｂ，４８ｂ，４９ｂ，５０ｂに設けられる遮断弁５２およ
び端末圧力センサ５３の検出出力が、第６～第９制御基板５６，５７，５８，５９から第
１監視制御手段６３を経てＬＣＤ６４へ入力される。ＬＣＤ６４には、第６～第９制御基
板５６，５７，５８，５９からの出力信号に基づいて、各枝管に設けられる遮断弁５２の
開閉状態、および各枝管を流過している医療ガスの送気圧力が表示される。
【００５６】
　さらに、記憶手段６２には、第１および第２質量センサ３２，３３による第１および第
２液体Ｏ２ボンベ２２，２３に収容される液体Ｏ２の検出質量値と、液面検出センサ４３
による定置式液体Ｏ２タンク２１に収容される液体Ｏ２の検出残量値と、第１および第２
圧力センサ３８，３９による第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５から送出されるＮ

２ガスの検出送気圧力値と、第３および第４制御基板４０，４１によるコンプレッサ２６
および吸引ポンプ２７のｏｎ／ｏｆｆ動作状態と、第３および第４制御基板４０，４１に
よるコンプレッサ２６および吸引ポンプ２７の送気圧力値および吸引圧力値とが、時間の
経過に従って記憶される。したがって、ユーザは、タッチパネル６５から動作指示信号を
入力することによって、第１監視制御手段６３を動作させ、前述の検出質量値および検出
残量値と、検出送気圧力値および検出吸引圧力値と、ｏｎ／ｏｆｆ動作状態と、供給枝管
における送気圧力値との時間推移、すなわちトレンドをＬＣＤ６４に表示させることも可
能である。
【００５７】
　第２監視制御手段６７は、たとえば１チップのマイクロコンピュータによって実現され
る。第２表示手段６８は、医療ガス供給手段である第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，
２３と、第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５と、コンプレッサ２６と、吸引ポンプ
２７と、定置式液体Ｏ２タンク２１とに対応してそれぞれ設けられる第１～第５警報ラン
プ７１，７２，７３，７４，７５と、遮断弁５２と端末圧力センサ５３とに対応して設け
られる第６～第９警報ランプ１２６，１２７，１２８，１２９と、第１および第２警報ブ
ザー７６ａ，７６ｂとを含んで構成される。
【００５８】
　第２監視制御手段６７は、第１および第２制御基板３１，３７、第５制御基板４２から
出力される判定結果が、Ｎ２ガスの送気圧力または液体Ｏ２の質量もしくは残量が閾値以
下であることを示すとき、第２監視制御信号を出力する。また第２監視制御手段６７は、
第３および第４制御基板４０，４１から出力される判定結果が、コンプレッサ２６または
吸引ポンプ２７の動作異常であることを示すとき、第２監視制御信号を出力する。
【００５９】
　第２監視制御信号とは、第２表示手段６８に対して、Ｎ２ガス送気圧力または液体Ｏ２

の質量もしくは残量が閾値以下であること、コンプレッサ２６または吸引ポンプ２７が動
作異常であることを報知するべく、異常の有る医療ガス供給手段に対応する警報ランプを
点灯または点滅させるとともに、警報ブザー７６を鳴動させるように指示する信号である
。
【００６０】
　図３は、ＬＣＤ６４に表示される監視情報出力画面８０のイメージ図である。図３を参
照して、監視状態の表示について説明する。
【００６１】
　定置式液体Ｏ２タンク２１の残量は、液面検出センサ４３による検出出力として第５制
御基板４２を介して第１監視制御手段６３に入力される。なお、このとき残量検出出力は
、第２監視制御手段６７にも入力されている。第１監視制御手段６３は、残量検出出力に
応答して第１監視制御信号をＬＣＤ６４へ出力し、定置式液体Ｏ２タンク２１の残量検出
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結果を、液体Ｏ２タンクパネル表示部８１の液体Ｏ２タンク残量表示部８２に表示させる
。液体Ｏ２タンク残量表示部８２の表示は、残量の検出出力値に応じて高輝度部分の高さ
が変化する。残量が多い場合は、高輝度部分の高さが高く、残量が少ない場合は、高輝度
部分の高さが低く表示される。
【００６２】
　定置式液体Ｏ２タンク２１に収容される液体Ｏ２残量の検出出力値が、予め定められる
閾値以下になったとき、第１監視制御手段６３は、定置式液体Ｏ２タンク２１に液体を補
充するとともに、Ｏ２ガスの供給を予備の第１または第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３に切
換えることを促す表示動作指示の第１監視制御信号をＬＣＤ６４に対して出力する。この
第１監視制御信号に応答し、液体Ｏ２タンクパネル表示部８１の補充ランプ部８３および
予備への切替ランプ部８４が高輝度化（以後、この状態をランプに準じて点灯と呼ぶ）し
た状態になる。
【００６３】
　このとき、ＬＣＤ６４の「補充」部１０１も点滅状態になり、また定置式液体Ｏ２表示
枠部９９も点滅状態になる。なお、「補充」部１０１および定置式液体Ｏ２表示枠部９９
は、点灯表示するように構成されてもよい。「補充」部１０１のタッチパネル６５に操作
者がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示が、前述の図２に示すような所定の情報
表示画面（不図示）に変換される。操作者は、所定の情報表示画面の表示情報に従って、
液体Ｏ２の補充を納入業者に指示することができる。液体Ｏ２が、定置式液体Ｏ２タンク
２１に補充されたとき、第１監視制御手段６３からＬＣＤ６４に出力される第１監視制御
信号に応じて、液体Ｏ２タンク質量表示部８２の高輝度部分の高さが高くなり、補充ラン
プ部８３および予備への切替ランプ部８４が消灯する。
【００６４】
　なお、本実施の形態のように第１監視制御手段６３と第２監視制御手段６７とを併用す
る場合、前述のように、定置式液体Ｏ２タンク２１に収容される液体Ｏ２残量の検出出力
は、第５制御基板４２から第２監視制御手段６７にも入力されているので、検出出力値が
予め定められる閾値以下になったとき、第２監視制御手段６７は、定置式液体Ｏ２タンク
２１に対応する第５警報ランプ７５を点灯させ、第１警報ブザー７６ａを鳴動させる動作
指示信号である第２監視制御信号を、第２表示手段６８に出力し、上記のように動作させ
る。
【００６５】
　この第１警報ブザー７６ａが鳴動している状態で、第２監視制御手段６７の盤面に設け
られる不図示の警報確認スイッチを押下することによって、第１警報ブザー７６ａの鳴動
を停止し、第２警報ブザー７６ｂを鳴動させることができる。液体Ｏ２が、定置式液体Ｏ

２タンク２１に補充されたとき、第２監視制御手段６７から第５警報ランプ７５と第２警
報ブザー７６ｂとに出力される第２監視制御信号に応じて、第５警報ランプ７５が消灯し
、第２警報ブザー７６ｂの鳴動が停止する。
【００６６】
　なお、第１警報ブザー７６ａの鳴動が停止し、第２警報ブザー７６ｂが鳴動していると
き、定置式液体Ｏ２タンク２１以外の、医療ガス供給手段に補充を必要とする状態または
動作異常が発生すると、第１監視制御信号に応じて再度第１警報ブザー７６ａが鳴動する
。
【００６７】
　本実施の形態の医療ガス供給システム２０では、定置式液体Ｏ２タンク２１が、Ｏ２ガ
スの主たる供給源として用いられ、第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３が、予備供
給源として用いられる。したがって、第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３は、一方
が予備の供給源であり、他方は予備の予備供給源である。
【００６８】
　第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３の質量は、第１および第２質量センサ３２，
３３によって検出され、この検出結果が第１制御基板３１から出力され、第１監視制御手
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段６３を経てＬＣＤ６４に入力される。このようにして第１および第２液体Ｏ２ボンベ２
２，２３の質量検出結果が、液体Ｏ２ボンベパネル表示部８５の液体Ｏ２ボンベ質量表示
部８６に表示される。液体Ｏ２ボンベ質量表示部８６は、第１および第２液体Ｏ２ボンベ
２２，２３に対応して、第１および第２液体Ｏ２ボンベ質量表示部８６ａ，８６ｂの２つ
がそれぞれ設けられる。
【００６９】
　第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３に収容される液体Ｏ２の質量が、液体Ｏ２ボ
ンベ質量表示部８６において高輝度表示されることは、定置式液体Ｏ２タンク２１の場合
と同様である。たとえば、第１液体Ｏ２ボンベ２２に収容される液体Ｏ２の質量が、予め
定められる閾値以下になったとき、第１監視制御手段６３は、第１監視制御信号をＬＣＤ
６４へ出力して、第１液体Ｏ２ボンベ２２に対応する補充ランプ部８７ａを点灯させる。
第２液体Ｏ２ボンベ２３に収容される液体Ｏ２の質量が、予め定められる閾値以下になっ
たとき、同様にして第２液体Ｏ２ボンベ２３に対応する補充ランプ部８７ｂを点灯させる
。
【００７０】
　以降、定置式液体Ｏ２タンク２１の監視と同様にして、ＬＣＤ６４の「補充」部１０１
のタッチパネル６５に操作者がタッチすることによって、所定の情報表示画面を表示し、
操作者は、所定の情報表示画面の表示情報に従って、液体Ｏ２ボンベの交換を納入業者に
指示することができる。なお、ボンベ交換中は、自動切換器３０によってＯ２ガスの供給
が他方の充填ボンベからに切換えられることは前述のとおりである。質量減少した液体Ｏ

２ボンベが新たな充填ボンベに交換されたとき、第１制御基板３１からの出力に応じて、
液体Ｏ２ボンベ質量表示部８６の高輝度部分の高さが高くなり、補充ランプ部８７ａまた
は８７ｂが消灯する。
【００７１】
　また定置式液体Ｏ２タンク２１の監視と同様にして、第１または第２液体Ｏ２ボンベ２
２，２３の質量検出値が予め定める閾値以下になったとき、第２監視制御手段６７によっ
て、第１または第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３に対応する第１警報ランプ７１および第１
警報ブザー７６ａが点灯および鳴動される。なお、警報確認スイッチの操作によって第２
警報ブザー７６ｂに鳴動を切換えられることは定置式液体Ｏ２タンク２１の場合と同じで
ある。
【００７２】
　第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５の送気圧力は、第１および第２圧力センサ３
８，３９によって検出され、この検出結果が第２制御基板３７から出力され、第１監視制
御手段６３を経てＬＣＤ６４に入力される。このようにして第１および第２圧力センサ３
８，３９によって検出される送気圧力が、ボンベ内のＮ２ガス残量に換算されて、Ｎ２ボ
ンベパネル表示部８８のＮ２ボンベ残量表示部８９ａ，８９ｂに表示される。また、Ｎ２

ボンベパネル表示部８８には、第１および第２Ｎ２ガスボンベ２４，２５に対応して、補
充ランプ部９０ａ、９０ｂがそれぞれ設けられる。
【００７３】
　第１および第２Ｎ２ボンベ２４，２５に関する第１監視制御手段６３によるＬＣＤ６４
およびＮ２ボンベパネル表示部８８の表示動作は、検出出力値が送気圧力であること以外
、第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３の場合と全く同一なので、動作説明を省略す
る。また第２監視制御手段６７による第２警報ランプ７２および警報ブザー７６ａ，７６
ｂの表示動作も、第１および第２液体Ｏ２ボンベ２２，２３の場合と同一である。
【００７４】
　コンプレッサ２６動作用の電力供給のｏｎ／ｏｆｆ信号および動作異常であることの判
定結果は、第３制御基板４０から第１監視制御手段６３に入力される。第１監視制御手段
６３は、コンプレッサ２６が動作異常であると判定されるとき、第１監視制御信号をＬＣ
Ｄ６４へ出力し、コンプレッサ２６が動作異常状態にあることを、空気パネル表示部９１
に表示させる。空気パネル表示部９１の表示は、コンプレッサ２６動作用の電力供給がｏ
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ｆｆの動作異常であるとき、異常ランプ部９２が点灯する。
【００７５】
　異常ランプ部９２が点灯状態にあるとき、ＬＣＤ６４の「異常」部１０２も点滅状態に
なる。なお、「異常」部１０２は、点灯表示するように構成されてもよい。「異常」部１
０２のタッチパネル６５に操作者がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示が、コン
プレッサ２６の動作異常に対応する所定の情報表示画面に変換される。操作者は、所定の
情報表示画面の表示情報に従って、コンプレッサ２６の設備管理業者に修理を指示するこ
とができる。コンプレッサ２６が修理され、コンプレッサ２６動作用の電力供給がｏｎに
なったとき、すなわち第３制御基板４０における判定結果が動作異常ではなくなったとき
、第１監視制御手段６３からＬＣＤ６４に出力される第１監視制御信号に応じて、空気パ
ネル表示部９１の異常ランプ部９２が消灯する。またコンプレッサ２６に動作異常が発生
した場合の第２監視制御手段６７による第３警報ランプ７３および警報ブザー７６ａ，７
６ｂの表示動作も、Ｏ２ガス供給およびＮ２ガス供給の場合と同一である。
【００７６】
　なお、前述のようにコンプレッサ２６に設けられる圧力センサによって検出される空気
の送気圧力を、第３制御基板４０へ入力し、第３制御基板４０から第１監視制御手段６３
を経てＬＣＤ６４へ入力し、空気圧力表示部９３へ数値表示することができる。
【００７７】
　吸引ポンプ２７動作用の電力供給のｏｎ／ｏｆｆ信号および動作異常であることの判定
結果は、第４制御基板４１から第１監視制御手段６３に入力される。第１監視制御手段６
３は、吸引ポンプ２７が動作異常であると判定されるとき、第１監視制御信号をＬＣＤ６
４へ出力し、吸引ポンプ２７が動作異常状態にあることを、吸引パネル表示部９４に表示
させる。吸引パネル表示部９４の表示は、吸引ポンプ２７動作用の電力供給がｏｆｆの動
作異常であるとき、異常ランプ部９５が点灯する。
【００７８】
　異常ランプ部９５が点灯状態にあるとき、ＬＣＤ６４の「異常」部１０２のタッチパネ
ル６５に操作者がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示が、動作異常に対応する所
定の情報表示画面に変換され、表示情報に従って対応できることは、前述のコンプレッサ
２６の場合と同様である。また吸引ポンプ２７に動作異常が発生した場合の第２監視制御
手段６７による第４警報ランプ７４および警報ブザー７６ａ，７６ｂの表示動作も、コン
プレッサ２６の場合と同一である。
【００７９】
　また、吸引ポンプ２７に設けられる圧力センサによって検出される空気の吸引圧力を、
第４制御基板４１へ入力し、第４制御基板４１から第１監視制御手段６３を経てＬＣＤ６
４へ入力し、吸引圧力を、吸引圧力表示部９６へ数値表示（吸引なので数値は、マイナス
表示）することができる。
【００８０】
　さらに本実施の形態では、４台の吸引ポンプについて監視制御可能に構成され、吸引ポ
ンプの号機に対応して運転ランプ部９７および故障ランプ部９８がそれぞれ４つ設けられ
る。たとえば吸引ポンプが４台運転される場合、各号機の動作用電力供給のｏｎ／ｏｆｆ
信号は、それぞれに設けられる制御基板から第１監視制御手段６３を経てＬＣＤ６４に入
力され、号機毎に設けられる運転ランプ部９７と故障ランプ部９８にも表示されるので、
号機毎に設けられる故障ランプ部９８の点灯と、異常ランプ部９５の点灯とによって、ど
の号機に異常が発生したかを、検知することができる。
【００８１】
　また、ＬＣＤ６４の「区域圧力」部１０３のタッチパネル６５に操作者がタッチするこ
とによって、ＬＣＤ６４の表示を、供給枝管によって医療ガスを供給している区域毎、た
とえば病院建屋５１の各階の各病室毎などのように区分された、送気圧力表示画面１１１
に変換することができる。図４は、ＬＣＤ６４に表示される送気圧力表示画面１１１のイ
メージ図である。送気圧力表示画面１１１における、たとえば「子局１－６」表示部１１
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２は、前述のような１つの区分に対応する表示である。
【００８２】
　各供給枝管に設けられる端末圧力センサ５３の検出出力が、第８および第９制御基板５
８，５９に入力され、さらに第８および第９制御基板５８，５９から各管路毎の情報とし
て監視システム６１の第１監視制御手段６３を経てＬＣＤ６４に入力される。また、第８
および第９制御基板５８，５９は、端末圧力センサ５３による送気圧力の検出出力と、予
め定められる閾値との比較結果を、ＬＣＤ６４に対して出力し、ＬＣＤ６４の送気圧力表
示画面１１１に表示させる。なお、供給枝管を流過する医療ガスに関して予め定められる
閾値とは、前述のように末端へ供給する医療ガスの送気圧力の上下限値として設定される
閾値であり、これらの閾値も予め第８および第９制御基板５８，５９へ記憶させておくこ
とができる。
【００８３】
　端末圧力センサ５３により検出されるたとえばＯ２ガスの送気圧力は、「子局１－６」
表示部１１２のＯ２ガス端末圧力表示部１１３に表示される。Ｏ２ガス端末圧力表示部１
１３は、圧力表示バー部１１４と、第１および第２警告ランプ部１１５ａ，１１５ｂとを
含む。圧力表示バー部１１４は、送気圧力の検出値が高くなるのに伴って、高輝度部分の
画面に向って左から右へ延びる長さが長くなるように表示される。また、送気圧力の検出
値が、下限値以下になると第１警告ランプ部１１５ａが点滅し、逆に送気圧力の検出値が
、上限値以上になると第２警告ランプ部１１５ｂが点滅し、同時に圧力表示枠部１２０が
点滅する。なお、第１および第２警告ランプ部１１５ａ，１１５ｂならびに圧力表示枠部
１２０は、点灯表示するように構成されてもよい。警告ランプ１１５ａまたは１１５ｂが
点滅したとき、ＬＣＤ６４の「異常」部１０２のタッチパネル６５に操作者がタッチする
ことによって、ＬＣＤ６４の表示が、供給枝管における送気圧力異常に対応する所定の情
報表示画面に変換される。操作者は、所定の情報表示画面の表示情報に従って対処するこ
とができる。このような表示の構成は、Ｏ２ガス以外の医療ガスであるＮ２ガス、空気、
吸引についても同様であるので、個々の説明を省略する。
【００８４】
　なお、画面に向って第２警告ランプ部１１５ｂの右方に在る弁表示部１１９は、端末圧
力センサ５３と遮断弁５２とが併設されるとき、Ｏ２ガス供給枝管の遮断弁５２の開閉状
態を、送気圧力表示画面１１１に併せて表示することができる。弁表示部１１９の表示条
件は、後述する遮断弁表示画面１２１の場合と同様であり、遮断弁５２が閉状態で点滅し
、開状態で消灯する。供給枝管に端末圧力センサ５３のみが設けられ、遮断弁５２が設け
られない場合、送気圧力表示画面１１１から弁表示部１１９を消去することも可能である
。
【００８５】
　また、「子局１－６」表示部１１２の「トレンド」部１１６のタッチパネル６５に操作
者がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示を、「子局１－６」表示部１１２に表示
される各供給枝管の送気圧力の時間推移表示画面（不図示）に変換し、該画面に表示され
る情報から、圧力変化のトレンドを知ることができる。
【００８６】
　また、送気圧力表示画面１１１の「頁」部１１７のタッチパネル６５に操作者がタッチ
することによって、ＬＣＤ６４の表示を、現画面で表示されている以外の区域における各
供給枝管の送気圧力表示画面に変換することができる。さらに、送気圧力表示画面１１１
の「メイン」部１１８のタッチパネル６５に操作者がタッチすることによって、前述の図
３に例示する監視情報出力画面８０に戻ることができる。
【００８７】
　監視情報出力画面８０の「シャットオフバルブ」部１０４のタッチパネル６５に操作者
がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示を、前述の供給枝管による区域毎の遮断弁
５２の開閉状態を表示する遮断弁動作表示画面１２１に変換することができる。
【００８８】
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　図５は、ＬＣＤ６４に表示される遮断弁動作表示画面１２１のイメージ図である。遮断
弁動作表示画面１２１における、たとえば「子局５－８」表示部１２２は、前述の供給枝
管における送気圧力の場合と同様の１つの区域に対応する表示である。
【００８９】
　各供給枝管に設けられる遮断弁５２の開閉状態に関する検出出力、すなわち遮断弁５２
が開状態であるかまたは閉状態であるかの検出出力が、第６および第７制御基板５６，５
７によって、第１監視制御手段６３を経てＬＣＤ６４に与えられ、ＬＣＤ６４の遮断弁動
作表示画面１２１に検出結果が表示される。検出された遮断弁５２の開閉状態は、「子局
５－８」表示部１２２のＯ２ガス遮断弁表示部１２３に表示される。Ｏ２ガス遮断弁表示
部１２３は、遮断弁５２が開状態のとき消灯し、遮断弁５２が閉状態になると点滅する。
また遮断弁５２が閉状態では、弁開閉表示枠部１２５も点滅する。Ｏ２ガス遮断弁表示部
１２３と弁開閉表示枠部１２５とは、点灯表示するように構成されてもよい。Ｏ２ガス遮
断弁表示部１２３が点滅したとき、ＬＣＤ６４の「異常」部１０２のタッチパネル６５に
操作者がタッチすることによって、ＬＣＤ６４の表示が、供給枝管における遮断弁５２の
動作異常に対応する所定の情報表示画面に変換される。操作者は、所定の情報表示画面の
表示情報に従って対処することができる。このような表示の構成は、Ｏ２ガス以外の医療
ガスであるＮ２ガス、空気、吸引についても同様であるので、個々の説明を省略する。
【００９０】
　遮断弁動作表示画面１２１の「頁」部１２４および「メイン」部１１８のタッチパネル
６５の入力操作に伴う動作は、送気圧力表示画面１１１の場合と同様である。
【００９１】
　このような区域毎に配管されている供給枝管の送気圧力および遮断弁の開閉状態は、第
１監視制御手段６３のみによる監視に留まらず、区域毎または複数の区域を併合した併合
区域毎に監視制御手段を設け、たとえばナースステーションにもう一つのコンピュータを
設け、該コンピュータによって監視されるようにしても良い。
【００９２】
　なお、「区域圧力」部１０３の操作によって表示される送気圧力表示画面１１１および
「シャットオフバルブ」部１０４の操作によって表示される遮断弁動作表示画面１２１に
それぞれ表示される医療ガスの種類は、例示画面のものに限定されることなく、可変に設
定することができる。たとえば、例示画面に表示される医療ガスの種類にさらに他の医療
ガスを付加することも可能であり、また逆にＯ２、空気、笑気（Ｎ２Ｏ）の３つに限定し
た表示にすることも可能である。
【００９３】
　次に、遮断弁５２および端末圧力センサ５３による検出出力であって、第６～第９制御
基板５６，５７，５８，５９から与えられる信号に応答する第２表示手段６８における表
示について説明する。
【００９４】
　第６～第９制御基板５６，５７，５８，５９のいずれかが異常を検出、すなわち遮断弁
５２が閉または送気圧力が適正範囲を外れた場合、第９警報ランプ１２９が点灯する。ま
た、第６または第７制御基板５６，５７が遮断弁５２の閉を検出したとき、第８警報ラン
プ１２８が点灯する。したがって、第９警報ランプ１２９のみが点灯する場合、送気圧力
異常であり、第８および第９警報ランプ１２８，１２９の両方が点灯する場合、遮断弁５
２が閉状態であることを知ることができる。
【００９５】
　また遮断弁５２と端末圧力センサ５３とが、別ループに接続されている場合、第６およ
び第７警報ランプ１２６，１２７が、それぞれ第８および第９警報ランプ１２８，１２９
と同一の動作を実行する。すなわち、第６～第９制御基板５６，５７，５８，５９のいず
れかが異常を検出した場合、第７警報ランプ１２７が点灯する。また、第６または第７制
御基板５６，５７が遮断弁５２の閉を検出したとき、第６警報ランプ１２６が点灯する。
したがって、第７警報ランプ１２７のみが点灯する場合、送気圧力異常であり、第６およ
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び第７警報ランプ１２６，１２７の両方が点灯する場合、遮断弁５２が閉状態である。
【００９６】
　図６は、本発明の実施の第２形態の監視システム１３１の構成を概略的に示す図である
。本実施の形態の監視システム１３１は、実施の第１形態の監視システム６１に類似し対
応する部分については、同一の参照符号を付して説明を省略する。
【００９７】
　本実施の形態の監視システム１３１において注目すべきは、監視動作を、第１監視制御
手段６３と第２監視制御手段６７との間で相互に切換える監視動作切換手段１３２をさら
に含むことである。また監視システム１３１には、第２表示手段６８として監視動作切換
手段１３２に対応する第１０警報ランプ１３０が含まれる。
【００９８】
　監視動作切換手段１３２は、第１監視制御手段６３に備わり、第１監視制御手段６３が
動作中であることを示す動作検出信号を発信する発信手段１３３と、第２監視制御手段６
７に備わり、発信手段１３３から発信される動作検出信号を受信する受信手段１３４とを
含んで構成される。
【００９９】
　発信手段１３３は、たとえばウォッチドグ信号を出力する回路などによって実現される
。受信手段１３４は、ウォッチドグ信号の受信部と、受信有無の判定部と、第２監視制御
手段６７に対する監視制御動作指示信号出力部とを備える。
【０１００】
　発信手段１３３であるウォッチドグ信号出力部は、第１監視制御手段６３が正常動作中
は、ウォッチドグ信号を発信し続けるように、たとえば時計回路に並列に設けられる。
【０１０１】
　受信手段１３４は、ウォッチドグ信号を受信している間は、判定部においてウォッチド
グ信号の受信を判定し、第２監視制御手段６７に対しては監視制御動作指示信号を出力し
ない。したがって、第２監視制御手段６７の動作が停止状態にある。逆に、ウォッチドグ
信号の受信が途絶えたとき、判定部においてウォッチドグ信号の受信がないことを判定し
、第２監視制御手段６７に対しては監視制御動作指示信号を出力し、警報ランプ１３０を
点灯し、第２監視制御手段６７による監視制御動作を実行させる。このように、監視動作
切換手段１３２は、第１監視制御手段６３の動作が停止状態になると、第１監視制御手段
６３に代えて、第２監視制御手段６７が監視動作を実行するように切換えることができる
。
【０１０２】
　監視動作切換手段１３２を設けることによって、第１監視制御手段６３による医療ガス
供給の監視が不能の場合、医療ガス供給の監視を第２監視制御手段６７に切換えて実行す
ることができるので、通常の監視時においては、２つの監視制御手段のうち第１監視制御
手段６３のみを動作させて、無駄を省くことができる。通常第１監視制御手段６３のみの
動作であるけれども、第１監視制御手段６３に動作異常の生じた場合には、第２監視制御
手段６７による監視制御に切換えることができるので、異常事態の発生を確実に把握し、
その対処をすることによって医療ガス供給の断絶を回避することができる。
【０１０３】
　なお、第２監視制御手段６７による監視制御動作中に、第１監視制御手段６３の動作停
止原因の追求と対策、すなわち異常対処が行われる。異常対処の結果、第１監視制御手段
６３が正常な監視制御動作に復旧し、発信手段１３３からウォッチドグ信号が発信される
ようになると、受信手段１３４がウォッチドグ信号を受信し、判定部がウォッチドグ信号
の受信を判定し、監視制御動作指示信号の出力を停止し、警報ランプ１３０を消灯して、
監視動作切換手段１３２が動作切換を実行するので、自動的に第２監視制御手段６７の監
視制御動作が停止状態になる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
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【図１】本発明の実施の一形態の医療ガス監視システム６１の構成を概略的に示す図であ
る。
【図２】所定の情報を例示する図である。
【図３】ＬＣＤ６４に表示される監視情報出力画面８０のイメージ図である。
【図４】ＬＣＤ６４に表示される送気圧力表示画面１１１のイメージ図である。
【図５】ＬＣＤ６４に表示される遮断弁動作表示画面１２１のイメージ図である。
【図６】本発明の実施の第２形態の監視システム１３１の構成を概略的に示す図である。
【図７】従来技術の監視装置１の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　２０　医療ガス供給システム
　２１　定置式液体Ｏ２タンク
　２２，２３　液体Ｏ２ボンベ
　２４，２５　Ｎ２ガスボンベ
　２６　コンプレッサ
　２７　吸引ポンプ
　３０，３６　自動切換器
　３１，３７，４０，４１，４２　制御基板
　３２，３３　質量センサ
　３８，３９　圧力センサ
　４３　液面検出センサ
　４６，４７，４８，４９，５０　供給配管
　５１　病院建屋
　５２　遮断弁
　５３　端末圧力センサ
　６１，１３１　医療ガス監視システム
　６２，６６　記憶手段
　６３，６７　監視制御手段
　６４　ＬＣＤ
　６５　タッチパネル
　７１，７２，７３，７４，７５　警報ランプ
　７６　警報ブザー
　１３２　監視動作切換手段
　１３３　発信手段
　１３４　受信手段
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