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(57)【要約】
【課題】　従来の輸液パック懸架スタンドに関連する問
題点を解消できる輸液パック懸架デバイスを提供する。
【解決手段】　輸液パック懸架デバイスを構成する輸液
パック懸架アッセンブリは、
　輸液パックを懸架する長尺要素を有して成る輸液パッ
ク懸架部材、および
　長尺要素を支持すると共に、上半身前側に位置する支
持基材
を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輸液パックを懸架する長尺要素を有して成る輸液パック懸架部材、および
　長尺要素を支持すると共に、上半身前側に位置する支持基材
を有して成る、輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項２】
　長尺要素は、棒状である請求項１に記載の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項３】
　支持基材は、長尺要素を支持基材に固定する取付手段を有する請求項１または２に記載
の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項４】
　取付手段は、長尺要素が嵌まり込む少なくとも１つの空間部を規定する請求項３に記載
の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項５】
　空間部は、長尺要素をその長手方向の一部分を収容する筒状部により規定される請求項
４に記載の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項６】
　空間部は、長尺要素をその長手方向の一部分を収容する、少なくとも２つの離間した環
状部により規定される請求項４に記載の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項７】
　支持基材はベルトアッセンブリを有し、ベルトアッセンブリは、支持基材を上半身前側
に位置決めする請求項１～６のいずれかに記載の輸液パック懸架アッセンブリ。
【請求項８】
　支持基材は、プレート状である請求項１～７のいずれかに記載の輸液パック懸架アッセ
ンブリ。
【請求項９】
　支持基材は、バッグ形状である請求項１～８のいずれかに記載の輸液パック懸架アッセ
ンブリ。
【請求項１０】
　ベルトアッセンブリは、支持基材懸架ベルト、位置決めベルトおよびこれらのベルトを
接続する接続ベルトにより構成される請求項７～９のいずれかに記載の輸液パック懸架ア
ッセンブリ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の輸液パック懸架アッセンブリを有して成る輸液パッ
ク懸架デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、輸液パックを懸架するアッセンブリ、詳しくは、輸液パックの内容物を体内
に投入するに際して、例えば輸液パック内の液体を体内に点滴によって投入するに際して
、輸液パックを保持する懸架アッセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　輸液パックの内容物を患者の体内に点滴によって投入する場合、図８に示すようなキャ
スター付きの輸液パック用スタンド１００が輸液パック懸架デバイスとして使用されてい
る。スタンドの上部に設けたフック１０２に輸液パック１０４を懸架し、輸液パックから
延び出る輸液チューブ１０６が患者の例えば腕に挿入された針を介して、患者の体内に輸
液パックの内容物が投入される。
【０００３】
　このようなスタンドは現在汎用されているものの、次のような種々の問題点がある。点
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滴処置をされている患者が歩行する場合、スタンドを一緒に移動させる必要がある。その
ような移動に際して、患者の体がスタンドに寄り掛かり過ぎて、あるいはスタンドの上部
に比較的重い輸液パックが懸架されているのでバランスが崩れて、スタンドが転倒する事
故が起こり易い。特に、リハビリ中の患者は、片手でスタンドを押しながら歩行する必要
があるが、歩行機能が十分でないことがあり、スタンドの移動速度に歩調を合わせること
ができず、つまずいて転倒する可能性が大きい。
【０００４】
　点滴中の患者が院内で移動する場合にエレベータを利用することがあるが、エレベータ
の乗り降りに際して、輸液スタンドのキャスターがエレベータと建物との間の隙間に入り
込んで引っかかることも転倒の要因になっている。廊下等において段差がある場合にも、
スタンドが転倒し易い。
【０００５】
　また、患者が用足しする場合、スタンドをトイレ内に持ち込むことになる。その場合、
キャスターを通じてトイレの床面に散在した微量の大便や尿がキャスターに付着し、その
ようなスタンドを病棟内に持ち込むことにより、汚物が病院内で拡散する可能性がある。
また、用足しした患者がその直後にスタンドに触れることによって、微量の汚物がスタン
ドに付着する。その後、そのようなスタンドに触れた患者が、病院内で他の箇所（例えば
手すり）に触れると、汚物が病院内で拡散する。汚物に感染症の原因物が含まれる場合に
は、院内感染を助長することに成りかねない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２１６２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、上述の少なくとも１つの問題点を、好まし
くは可及的に多くの問題点を、緩和できる、好ましくは解消できる輸液パック懸架デバイ
スを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明者が従来技術の輸液パック懸架デバイスの問題点を種々検討した結果、
　輸液パックを懸架する長尺要素を有して成る輸液パック懸架部材、および
　長尺要素を支持すると共に、上半身前側に位置する支持基材
を有して成る輸液パック懸架アッセンブリによって、課題を解決できることが見出された
。即ち、このようなアッセンブリを用いて輸液パック懸架デバイスを構成すると、上述の
少なくとも１つの問題点を、好ましくは可及的に多くの問題点を、少なくとも緩和できる
、好ましくは解消できる。
【０００９】
　本発明のアッセンブリに、輸液パックを懸架するために必要な後述の他の種々の要素お
よび／または部材を組み合わせることによって、輸液パック懸架デバイスを構成でき、そ
のようなデバイスは、本発明の輸液パック懸架デバイスである。更に、本発明は、上述お
よび後述の輸液パック懸架アッセンブリを構成する輸液パック懸架部材および支持基材を
も提供する。
【００１０】
　尚、本発明において、輸液パックとは、人体に輸液すべき製剤を含む容器を意味し、輸
液バッグ、輸液ボトル等も、本発明の輸液パックに含まれる。また、最も広い意味におい
て、本発明の輸液パックは、人体に投入すべき液剤を含む容器であり、その場合、輸血す
べき血液または血液相当物を含む容器も輸液パックに含まれる。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の輸液パック懸架アッセンブリを用いて輸液パック懸架デバイスを構成すると、
患者の上半身前側に輸液パック懸架デバイスを直接保持でき、その結果、輸液パック懸架
デバイスと患者とが実質的に一体となるので、従来技術のように患者から離れた状態で輸
液パック懸架スタンドを移動させる必要がない。
【００１２】
　従って、本発明の輸液パック懸架デバイスを用いて輸液パックを懸架してその中の輸液
製剤を患者の体内に投入する場合、例えば点滴する場合、投入中であっても、患者は自由
に移動でき、従来技術に関連する上述の問題点が少なくとも１つが少なくとも緩和され、
好ましくは実質的に解消される。即ち、転倒事故が減少し、院内感染の可能性も減少する
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、輸液懸架アッセンブリによって構成した輸液パック懸架デバイスを患者
が着用している状態を患者の正面から見た様子および患者の背後から見た様子を、それぞ
れ図１（ａ）および図１（ｂ）にて模式的に示す。
【図２】図２は、図１に示すバッグを開いた状態を模式的に示す。
【図３】図３は、図２に示すバッグを閉じた状態を、バッグの後側部分の外側が正面に見
えるように模式的に斜視図にて示す。
【図４】図４は、図２に示すバッグを閉じた状態を、バッグの前側部分の外側が正面に見
えるように模式的に斜視図にて示す。
【図５】図５は、本発明の輸液パック懸架アッセンブリを患者に装着する手順を説明する
。
【図６】図６は、図５（ｄ）示す状態とした後、輸液パックを懸架した状態の患者の後方
から見た様子を模式的に示す。
【図７】図７は、本発明のアッセンブリに使用できる輸液パック懸架部材の一例をその詳
細が分かるように模式的斜視図にて示す。
【図８】図８は、従来の輸液パック用スタンドを模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の輸液パック懸架アッセンブリによって構成した輸液パック懸架デバイスを患者
が着用している状態を患者の正面から見た様子および患者の背後から見た様子を、それぞ
れ図１（ａ）および図１（ｂ）に模式的に示す。図示した態様では、本発明の輸液パック
懸架アッセンブリ１０を構成する支持基材としてのバッグ１２が患者１４の上半身前側、
より具体的には胸部・腹部上に保持されている。輸液パック１６は、輸液パック懸架部材
１８の上方に取り付けられて懸架されている。例えば、懸架部材１８にフックを設け、そ
れを輸液パックの上縁に設けた開口部に通すことによって輸液パックを懸架部材に懸架す
る。輸液パックの下部から延び出る輸液チューブ２０が患者の所定の箇所（図示した態様
では右腕）に挿入された針（図示せず）を介して、患者の体内に輸液パックの内容物が投
入、例えば点滴される。
【００１５】
　図示した態様では、輸液パック１６を懸架している輸液パック懸架部材１８は、長尺要
素２２を有して成り、その下方部分が、バッグ１２内に挿入されて支持されている。長尺
要素２２は、棒状であるのが好ましく、その断面は特に限定されるものではない。通常、
円形断面の棒状であり、中実の棒状であってもよい。一般的には、中空の棒状であるのが
軽量となるので好ましい。そのようなバッグ１２を開いた状態で図２に模式的に示す。バ
ッグは、前側部分２４および後側部分２６を有して成り、これらは、図示するようにファ
スナー２８によって閉じて一体にでき、あるいは開いて図示するような状態にできる。図
示した態様では、前側部分と後側部分は、これらの下縁部分３０で予め一体に接続されて
いる。
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【００１６】
　図示したバッグは、後側部分２６には筒状部材３２が取付手段として設けられ、それが
規定する空間部３４に輸液パック懸架部材の長尺要素２２の下方部分３６の少なくとも一
部分が矢印で示すように挿入されて嵌り込む。このようにすると、筒状部材３２によって
輸液パック懸架部材１８が後側部分２６に対して取り付けられ、そのようなバッグを患者
の上半身前側上で保持する。従って、図示した態様では、厳密には、バッグ１２を構成す
る後側部分２６が「長尺要素を支持すると共に、上半身前側に保持する支持基材」に相当
する。
【００１７】
　容易に理解できるように、そのような支持基材に相当する部分は、バッグを構成する前
側部分２４であってもよく、その場合、筒状部材３２を前側部分に設ける。更に、支持基
材は、図示するようなバッグの一部分を構成する必要は必ずしも無く、例えばプレート状
であってよく、具体的には、単に平坦なプレートまたはある程度の曲面を有するプレート
（例えば人の胸部および／または腹部にフィットするような曲面を有するプレート）であ
ってよい。更に、別の態様では、支持基材は上述の前側部分２４または後側部分２６のみ
で支持基材を構成してもよい。従って、本発明の最も広い範囲において、支持基材は長尺
要素を支持する基材であって、しかも、患者の上半身前側に配置できる基材であり、支持
基材は、例えばプレート状であり、より具体的には、バッグ形状である。このような基材
に、輸液パック懸架部材、特にその長尺要素２２を固定する取付手段を設けるのが好まし
い。
【００１８】
　輸液パック懸架部材、特にその長尺要素を支持基材に固定する取付手段は、輸液パック
懸架部材、特にその長尺要素を支持基材に取り付けることができるものであれば十分であ
り、図示するように筒状部材である必要は必ずしも無い。例えば、長尺要素の長手方向に
沿って離間して設けた少なくとも２つの環状（またはリング状）部材によって取付手段を
構成することができる。容易に理解できるように、筒状部材または環状部材は、長尺要素
の長手方向に対して垂直な断面に対して相補的な断面形状を有する必要は必ずしも無く、
長尺要素を収容して保持できる形状であれば特に限定されるものではない。例えば円形断
面、楕円形断面、矩形断面、半円形断面または半楕円形断面等であってよい。
【００１９】
　上述のような支持基材、例えば上述のバッグは患者の上半身前側、例えば胸部および／
または腹部上に配置した状態で保持できるように構成する。支持基材、例えばバッグの患
者に対する保持はいずれの適当な方法によって実施してもよい。例えば、支持基材、例え
ばバッグを患者の胸部および／または腹部上に配置した状態で、患者の体と支持基材、例
えばバッグとを一体に保持するように、患者の体と支持基材の周囲にベルトを巻き付ける
ことによって実施してもよい。しかしながら、後述するように、バッグ懸架ベルト、バッ
グ位置決めベルトおよびこれらのベルトを接続する接続ベルトを用いると、簡便にバッグ
のような支持基材を患者の前側に配置した状態で保持できるので好都合である。
【００２０】
　図３に、図２に示すバッグ１２を閉じた状態を、バッグの後側部分２６の外側が正面に
見えるように模式的に斜視図にて示す。また、図４に、図２に示すバッグを閉じた状態を
、バッグの前側部分２４の外側が正面に見えるように模式的に斜視図にて示す。理解でき
るように、バッグの前側部分２４の外側には、バッグ位置決めベルト４０が設けられ、ま
た、バッグの後側部分２６の外側には、支持基材懸架ベルト（即ち、支持基材を懸架する
ためのベルト）としてのバッグ懸架ベルト４２が設けられている。更に、これらのベルト
４０と４２とを接続できる接続ベルト４４が設けられている。
【００２１】
　このようなバッグの患者への装着は、図５を参照して、次のように実施できる：図５（
ａ）に示すように、予め、長尺要素２２を取付手段３２内に挿入し、その後、バッグを閉
じることによって輸液パック懸架部材１８をバッグ内で支持しておく。次に、図５（ｂ）
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に示すように、患者の上半身前側にバッグ１２の後側部分２６が位置するように、バッグ
懸架ベルト４２と後側部分２６との間に患者の上半身左側部分を入れて、バッグ懸架ベル
ト４２が患者の胸側から一方の左肩越しに背中側に延在するようにして、バッグを左肩に
懸架する。
【００２２】
　次に、図５（ｃ）に示すように、懸架ベルト４２の中程部分に接続した接続ベルト４４
を患者の背中越しに（上述のように入れた肩（例えば左肩）とは反対の側の上半身右側部
分）に延在させ、その端部４６を位置決めベルト４０に、特にその中央部付近４８に接続
し、図５（ｄ）示す状態となるようにして、バッグ１２を患者の上半身前側に保持した状
態で位置決めする。また、図５（ｄ）示す状態とした後、輸液パック１６を懸架した状態
の患者の後方から見た様子を、図６に示す。
【００２３】
　図示した態様では、輸液パック懸架部材１８が患者から見て、正面ではなく、やや左側
に位置する。ベルトの長さを調節することによって正面に位置するように工夫することも
可能であるが、輸液パック懸架部材１８が正面に位置すると、患者の視界を不必要に狭め
ることになり、また、輸液パック懸架部材１８またはそれに懸架した輸液パックが視野に
入ると煩わしいので、図示するように正面から少しずれているのが通常好ましい。尚、図
５（ｂ）～（ｄ）においては、輸液パック懸架部材１８については二点鎖線にて簡略化し
て図示している。
【００２４】
　容易に理解できるように、図示したバッグは、患者の左肩ではなく、右肩越しに掛ける
方が好ましい場合がある。例えば、図５（ｄ）に示すように輸液パック懸架部材が患者の
鉛直方向に沿った中心線より左側に位置するよりも、右側に位置する方が好ましい場合が
ある。そのような場合として、例えば右腕に点滴針を挿入する場合、左肩が凝っている場
合等を例示できる。
【００２５】
　従って、同じバッグを用いる場合であっても、いずれの側の肩越しに掛けることも可能
であるのが好都合である。そのために、図４に示すように、図示したバッグでは、その前
側部分２４の外側に設けた位置決めベルトがその前側部分の中央線付近（図示した態様で
は、中央帯５０部分、厳密には、帯部分に右縁）の周囲で、矢印Ｅで示し、また、二点鎖
線で示すように、軸回動できるように構成されている。
【００２６】
　加えて、図３に示すように、バッグ１２の後側部分２６の外側に設けたバッグ懸架ベル
ト４２が、後方部分２６への取り付け上端部５２を回転中心として、矢印Ａで示し、また
、二点鎖線で示すように、点回動できるように構成されていると共に、一点鎖線矢印Ｃお
よびＣ’で示すように、懸架ベルト４２の後方部分への取り付け下端部５４をバッグの後
側部分２６の側方下縁部のいずれの側（５８および６０）にも接続できるようにする。
【００２７】
　このようにすると、図３において一点鎖線矢印Ｂで示すように、位置決めベルト４０と
接続ベルト４４とを接続することができ（従って、図１（ａ）のように装着できる）、ま
た、逆の接続方式として図５（ｄ）に示すように、位置決めベルト４０と接続ベルト４４
とを接続することができる。尚、バッグ１２の周囲の右回りでも、あるいは左回りでも接
続ベルト４４を位置決めベルト４０に容易に接続できるように、懸架ベルト４２と接続ベ
ルト４４との接続部６２では、図３の右下の拡大図で模式的に示すように、接続ベルト４
４を矢印Ｄで示すように、容易に折り返すことができるように構成されている。
【００２８】
　上述のようなベルトの前側部分または後側部分への回動可能な取付、ベルトと他のベル
トとの接続、ベルトとバッグとの接続、ベルトの長さの調節等は、一般的に知られている
種々の手段（例えば、プラスチックバックル、アジャスター等）を使用することができ、
それによって、バッグを上半身前側に配置した状態で適切な位置決めが可能となる。
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【００２９】
　上述のように、懸架部材１８を支持しているバッグ１２のような支持基材を患者に装着
した後、輸液パックを懸架部材にぶら下げる。輸液パック１６の懸架部材１８への取り付
けはいずれの適当な方法で実施してもよい。別の態様では、輸液パックを予め懸架部材に
取り付けた状態で支持基材を上述のように患者に装着してもよい。
【００３０】
　図７に、本発明のアッセンブリに使用できる輸液パック懸架部材１８の一例をその詳細
が分かるように模式的斜視図にて示す。懸架部材１８は、長尺要素２２を有して成り、そ
の下方部分３６は、支持基材に設けた取付手段３２（例えば筒状部材）が規定する空間部
３４に挿入されて嵌り込む。懸架部材１８は、その上方部分にアーム６４を有して成る。
このアーム６４の一端は、可動要素６６に取り付けられている。可動要素６６は、長尺要
素の長手方向に移動（好ましくは摺動）可能状態で長尺要素の周囲に配置され、可動要素
６６の下端に配置されストッパー７０によって下方向への移動が阻止され、それによって
、長尺要素２２の長手方向に対してアーム６４が位置決めされる。また、可動要素６６は
、アーム６４の取付端部の回りで矢印Ｆにて示すように回転可能であり、アーム６４を回
転させることによって、その先端に取り付ける輸液パックの位置を上下できる。尚、可動
要素６６の抜け出しを防止するために、長尺要素２２の上端には、ストッパー７６が嵌め
込まれている。
【００３１】
　輸液パック１６のアームの先端６８への取り付けは、いずれの適当な方法で実施しても
よい。図示した態様では、輸液パックの上縁に設けた開口部７２に、面ファスナー付きの
幅狭ベルト７４を通してアーム６４に輸液パックを懸架している。
【符号の説明】
【００３２】
　１０…輸液パック懸架アッセンブリ、１２…バッグ、１４…患者、１６…輸液パック、
　１８…輸液パック懸架部材、２０…輸液チューブ、２２…長尺要素、２４…前側部分、
　２６…後側部分、２８…ファスナー、３０…下縁部分、３２…筒状部材、
　３４…空間部、３６…下方部分、４０…バッグ位置決めベルト、
　４２…バッグ懸架ベルト、４４接続ベルト…、４６…端部、
　４８…位置決めベルトの中央部付近、５０…中央帯、５２…上端部、５４…下端部、
　５８，６０…側方下縁部、６２…接続部、６４…アーム、６６…可動要素、
　６８…アーム先端、７０…ストッパー、７２…開口部、７４…幅狭ベルト、
　１００…輸液パック用スタンド、１０２…フック、１０４…輸液パック、
　１０６…輸液チューブ。
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