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(57)【要約】
　本発明はメディカル用クレーンタワー筐体に関し、当
該メディカル用クレーンタワー筐体は、少なくとも二つ
のパネルと、クレーンタワー筐体の縦方向に延びる少な
くとも二つの柱と、アッパープレートと、ロワープレー
トとを備え、各パネルは少なくとも二つの柱に固定され
、アッパー及びロワープレートはパネルの上縁部及び下
縁部に固定され、パネルはその少なくとも一つの側縁部
又は付近に係合部が設けられ、柱の各々はその少なくと
も一方側に対応のパネルの係合部を収納する溝が設けら
れる。クレーンタワー筐体は、少ない取付けネジにより
または取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体
全体とを確実に接続でき、ネジがパネルの表面に露出せ
ず、シリカゲル又はゴムシール材でネジをカバーする必
要がなく、クリーンや消毒に寄与し、メディカル用クレ
ーンタワー筐体の着脱は、迅速にでき、要する時間も短
くなるとの有益な技術的効果を奏することできる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つのパネルと、
　メディカル用クレーンタワー筐体の縦方向に延びる少なくとも二つの柱と、
　アッパープレートと、
　ロワープレートとを備えており、
　前記少なくとも二つのパネルは、それぞれ、前記少なくとも二つの柱に固定されており
、
　前記アッパープレート及び前記ロワープレートは、それぞれ、前記二つのパネルのうち
の各パネルの上縁部及び下縁部に固定されており、
　前記少なくとも二つのパネルのうちの各パネルは、その少なくとも一つの側縁部又は付
近に、係合部が設けられており、
　前記少なくとも二つの柱のうちの各柱は、その少なくとも一方側に、対応のパネルの対
応の係合部を収納するための溝が設けられている、ことを特徴とするメディカル用クレー
ンタワー筐体。
【請求項２】
　前記アッパープレート及び前記ロワープレートは、それぞれ、その周縁又はその付近に
、プレート固定ネジが通過するための貫通孔を備えており、
　前記少なくとも二つのパネルのうちの各パネルは、その上縁部及び下縁部又はそれらの
付近に、対応のプレート固定ネジを収納するためのプレート固定ネジ孔が設けられている
、ことを特徴とする請求項１に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項３】
　前記少なくとも二つのパネルは、三つのパネルであり、
　前記少なくとも二つの柱は、三つの柱であり、
　前記三つのパネルは、横断面が略Ｌ字形の二つの側面板と、横断面が略一字形の一つの
後面板とを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項４】
　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、その横断面が略方形又は台形である、ことを
特徴とする請求項３に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項５】
　前記少なくとも二つのパネルは、八つのパネルであり、
　前記少なくとも二つの柱は、四つの柱であり、
　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐体の縦方向に
延びる四つの補助柱を更に備えており、
　前記八つのパネルは、横断面が略Ｌ字形の二つの側面板と、横断面が略一字形の六つの
パネルとを含んでおり、
　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、二つのサブ筐体を備え、各サブ筐体は、横断
面が略Ｌ字形の一つの側パネルと、横断面が略一字形の三つのパネルと、二つの柱と、二
つの補助柱とを備える、ことを特徴とする請求項１に記載のメディカル用クレーンタワー
筐体。
【請求項６】
　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、その横断面全体が略矩形又は台形であり、各
サブ筐体は、その横断面が略方形又は台形である、ことを特徴とする請求項５に記載のメ
ディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項７】
　二つのサブ筐体の間には一定の間隔があり、上から下へ延伸する中空領域が形成されて
いる、ことを特徴とする請求項５に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項８】
　前記少なくとも二つのパネルは、八つのパネルであり、
　前記少なくとも二つの柱は、四つの柱であり、
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　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐体の縦方向に
延びる四つの補助柱を更に備えており、
　前記八つのパネルは、横断面が略一字形の二つの側面板を含む、ことを特徴とする請求
項１に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項９】
　前記メディカル用クレーンタワー筐体は、その横断面が略矩形又は台形である、ことを
特徴とする請求項８に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項１０】
　前記補助柱には、パネル固定ネジを収納して少なくとも一つのパネルを前記補助柱に固
定するためのパネル固定ネジ溝が設けられている、ことを特徴とする請求項５又は８に記
載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項１１】
　前記パネル固定ネジをカバーするための側カバーを更に備える、ことを特徴とする請求
項１０に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項１２】
　前記少なくも二つのパネルのうちの各パネルは、その内面に、予備用ネジ溝が少なくと
も二個設けられている、ことを特徴とする請求項１に記載のメディカル用クレーンタワー
筐体。
【請求項１３】
　各パネルにおける少なくとも二個の予備用ネジ溝の間の距離は、同じである、ことを特
徴とする請求項１２に記載のメディカル用クレーンタワー筐体。
【請求項１４】
　その縁部が仕切り板固定ネジの頭部により前記予備用ネジ溝の溝外周先端面に押し付け
される仕切り板を更に備える、ことを特徴とする請求項１２に記載のメディカル用クレー
ンタワー筐体。
【請求項１５】
　前記仕切り板の横断面が略コ字形である、ことを特徴とする請求項１４に記載のメディ
カル用クレーンタワー筐体。
【請求項１６】
　メディカル用クレーンタワー筐体の縦方向に延びる補助柱を更に備えており、
前記補助柱には、パネル固定ネジを収納して少なくとも一つのパネルを前記補助柱に固定
するためのパネル固定ネジ溝が設けられている、ことを特徴とする請求項１に記載のメデ
ィカル用クレーンタワー筐体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年４月３０日に提出した、出願番号が201410181214.3である中国特許
出願の優先権を要求するものであり、ここに該中国特許出願の全内容を参考のため援用す
る。
【０００２】
　本発明は、医療設備の技術分野に関わり、特にメディカル用クレーンタワー筐体に関わ
るものである。
【背景技術】
【０００３】
メディカル用クレーンタワーは、病院における近代化した手術室や重症治療室などに不可
欠な医療設備である。メディカル用クレーンタワーは、その主な構造が筐体である。従来
のメディカル用クレーンタワー筐体は、通常、パネルと柱とからなる。従来のメディカル
用クレーンタワー筐体のパネルと柱とは、パネルの正面両側に孔を対称するように空け、
一定の間隔で多くの取り付けネジによりパネルを柱に固定するように取り付けられており
、ネジを固定した後に、シリカゲル又はゴムシール材でネジをカバーする必要がある。
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【０００４】
　このため、従来のメディカル用クレーンタワー筐体は、以下の欠陥がある。
（１）多くの取り付けネジが必要であるので、取り付けに時間及び工夫がかかり、且つネ
ジがパネルの表面に露出する。
（２）ネジがパネルの表面に露出しないようにするには、ネジを固定した後に、シリカゲ
ル又はゴムシール材でネジをカバーする必要があるが、シリカゲル又はゴムシール材の使
用は、病院で行うクリーンや消毒に不利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、従来のメディカル用クレーンタワー筐体の上記欠陥を解消するためになされ
たものであり、その目的が、少ない取付けネジにより、あるいは、取付けネジも必要とせ
ずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実に接続でき、ネジがパネルの表面に露出すること
がなく、シリカゲル又はゴムシール材でネジをカバーする必要がなく、クリーンや消毒に
寄与し、メディカル用クレーンタワー筐体の着脱が迅速に行うことが可能であり、要する
時間が短くなる、メディカル用クレーンタワー筐体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、少なくとも二つのパネルと、メディカル用クレ
ーンタワー筐体の縦方向に延びる少なくとも二つの柱と、アッパープレートと、ロワープ
レートとを備えており、前記少なくとも二つのパネルは、それぞれ、前記少なくとも二つ
の柱に固定されており、前記アッパープレート及び前記ロワープレートは、それぞれ、前
記二つのパネルのうちの各パネルの上縁部及び下縁部に固定されており、前記少なくとも
二つのパネルのうちの各パネルは、その少なくとも一つの側縁部又は付近に、係合部が設
けられており、前記少なくとも二つの柱のうちの各柱は、その少なくとも一方側に、対応
のパネルの対応の係合部を収納するための溝が設けられている、メディカル用クレーンタ
ワー筐体を提供する。
【０００７】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、少ない取付
けネジにより、あるいは、取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実
に接続でき、ネジがパネルの表面に露出することがなく、シリカゲル又はゴムシール材で
ネジをカバーする必要がなく、クリーンや消毒に寄与し、メディカル用クレーンタワー筐
体の着脱が迅速に行うことが可能であり、要する時間が短くなるとの技術的効果を奏する
ことができる。
【０００８】
　好ましくは、前記アッパープレート及び前記ロワープレートは、それぞれ、その周縁又
はその付近に、プレート固定ネジが通過するための貫通孔を備えており、前記少なくとも
二つのパネルのうちの各パネルは、その上縁部及び下縁部又はそれらの付近に、対応のプ
レート固定ネジを収納するためのプレート固定ネジ孔が設けられている。
【０００９】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、それに採用
されたネジの数量が、従来のメディカル用クレーンタワー筐体に採用されたネジの数量と
比べて、大幅に減少し、且つネジがパネルの表面に露出することがなく、シリカゲル又は
ゴムシール材でネジをカバーする必要がなく、クリーンや消毒に寄与し、メディカル用ク
レーンタワー筐体の着脱が迅速に行うことが可能であり、要する時間が短くなるとの技術
的効果を奏することができる。
【００１０】
　好ましくは、前記少なくとも二つのパネルは、三つのパネルであり、前記少なくとも二
つの柱は、三つの柱であり、前記三つのパネルは、横断面が略Ｌ字形の二つの側面板と、
横断面が略一字形の一つの後面板とを含む。
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【００１１】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、簡単で且つ
筐体空間が小さいメディカル用クレーンタワー筐体を提供でき、少ない取付けネジにより
、あるいは、取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実に接続でき、
ネジがパネルの表面に露出することがなく、メディカル用クレーンタワー筐体の着脱を迅
速に行うことが可能であるとの技術的効果を奏することができる。
【００１２】
　好ましくは、前記メディカル用クレーンタワー筐体の横断面が略方形又は台形である。
【００１３】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、横断面形状
が良いメディカル用クレーンタワー筐体を提供でき、メディカル用クレーンタワー筐体の
着脱を簡単・迅速且つ少ないネジで実現できる同時に、筐体内部の部材をより適切に収納
できるとの技術的効果を奏することができる。
【００１４】
　好ましくは、前記少なくとも二つのパネルは、八つのパネルであり、前記少なくとも二
つの柱は、四つの柱であり、前記メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレ
ーンタワー筐体の縦方向に延びる四つの補助柱を更に備え、前記八つのパネルは、横断面
が略Ｌ字形の二つの側面板と、横断面が略一字形の六つのパネルとを含み、前記メディカ
ル用クレーンタワー筐体は、二つのサブ筐体を含み、各サブ筐体は、横断面が略Ｌ字形の
一つの側パネルと、横断面が略一字形の三つのパネルと、二つの柱と、二つの補助柱とを
備える。
【００１５】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、筐体空間が
大きく、空間分布が適切なメディカル用クレーンタワー筐体を提供でき、少ない取付けネ
ジにより、あるいは、取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実に接
続でき、ネジがパネルの表面に露出することがなく、メディカル用クレーンタワー筐体の
着脱を迅速に行うことが可能であるとの技術的効果を奏することができる。
【００１６】
　好ましくは、前記メディカル用クレーンタワー筐体は、その横断面全体が略矩形又は台
形であり、各サブ筐体は、その横断面が略方形又は台形である。
【００１７】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、横断面形状
が良いメディカル用クレーンタワー筐体及びそのサブ筐体を提供でき、メディカル用クレ
ーンタワー筐体の着脱を簡単・迅速且つ少ないネジで実現できる同時に、筐体内部の部材
を適切に収納できるとの技術的効果を奏することができる。
【００１８】
　好ましくは、二つのサブ筐体の間には一定の間隔があり、上から下へ延伸する中空領域
が形成されている。
【００１９】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、該中空領域
をメディカル用クレーンタワーのケーブル管理区域とすることができるとの技術的効果を
奏することができる。
【００２０】
　好ましくは、前記少なくとも二つのパネルは、八つのパネルであり、前記少なくとも二
つの柱は、四つの柱であり、前記メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレ
ーンタワー筐体の縦方向に延びる四つの補助柱を更に備え、前記八つのパネルは、横断面
が略一字形の八つの側面板を含む。
【００２１】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、筐体空間が
大きく、空間分布が適切なメディカル用クレーンタワー筐体を提供でき、少ない取付けネ
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ジにより、あるいは、取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実に接
続でき、ネジがパネルの表面に露出することがなく、メディカル用クレーンタワー筐体の
着脱を迅速に行うことが可能であるとの技術的効果を奏することができる。
【００２２】
　好ましくは、前記メディカル用クレーンタワー筐体の横断面が略矩形又は台形である。
【００２３】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、横断面形状
が良いメディカル用クレーンタワー筐体を提供でき、メディカル用クレーンタワー筐体の
着脱を簡単・迅速且つ少ないネジで実現できる同時に、筐体内部の部材を適切に収納でき
るとの技術的効果を奏することができる。
【００２４】
　好ましくは、前記補助柱には、パネル固定ネジを収納して少なくとも一つのパネルを前
記補助柱に固定するためのパネル固定ネジ溝が設けられている。
【００２５】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、補助柱とパ
ネル固定ネジで追加固定することで、メディカル用クレーンタワー筐体の強固さをより強
化できるとの技術的効果を奏することができる。
【００２６】
　好ましくは、前記メディカル用クレーンタワー筐体は、前記パネル固定ネジをカバーす
るための側カバーを更に備える。
【００２７】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、補助柱とパ
ネル固定ネジとが設置された場合に、ネジがパネル表面に露出しないようにパネル固定ネ
ジを効果的にカバーでき、シリカゲル又はゴムシール材でネジをカバーする必要がなく、
クリーンや消毒に寄与するとの技術的効果を奏することができる。
【００２８】
　好ましくは、前記少なくも二つのパネルのうちの各パネルは、その内面に、予備用ネジ
溝が少なくとも二個設けられている。
【００２９】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、パネルにベ
ントを取り付ける際にネジが露出することがなくなり、従来の筐体のようにパネルにベン
トを取り付けた後に多くのネジが露出することを回避でき、病院でのクリーンや消毒に寄
与するとの技術的効果を奏することできる。
【００３０】
　好ましくは、各パネルにおける少なくとも二個の予備用ネジ溝の間の距離は、同じであ
る。
【００３１】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、異なるパネ
ル同士を電気的に隔離する必要がある場合、統一の予備用ネジ溝の間隔により、電気的な
仕切り板を共通部材とすることができ、異なるパネルの電気的な仕切り板が互いに入れ替
えできるようになり、電気的な仕切り板の通用性を向上できるとの技術的効果を奏するこ
とができる。
【００３２】
　好ましくは、メディカル用クレーンタワー筐体は、その縁部が仕切り板固定ネジの頭部
により予備用ネジ溝の溝外周先端面に押し付けされる仕切り板を更に備える。
【００３３】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、仕切り板を
迅速且つ簡単にパネルに取り付けることができ、且つ仕切り板が外に露出しないとの技術
的効果を奏することができる。
【００３４】
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　好ましくは、前記仕切り板の横断面が略コ字形である。
【００３５】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、電気的隔離
を実現できる同時に、筐体内部の部材をより適切に収納できるとの技術的効果を奏するこ
とができる。
【００３６】
　好ましくは、前記メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐
体の縦方向に延びる補助柱を更に備え、前記補助柱には、パネル固定ネジを収納して少な
くとも一つのパネルを前記補助柱に固定するためのパネル固定ネジ溝が設けられている。
【００３７】
　上記の技術案によれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、補助柱とパ
ネル固定ネジで追加固定することで、メディカル用クレーンタワー筐体の強固さをより強
化できるとの技術的効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、本発明の第１実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐体の斜視図で
ある。
【図２】図２は、本発明の第１実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐体の斜視図で
あり、明確にするために、アッパープレートを省略している。
【図３】図３は、図２に示すメディカル用クレーンタワー筐体の平面図である。
【図４】図４は、図３の左上隅部分の一部拡大図であり、明確にするために、図３の左上
隅部分を１８０度回転している。
【図５】図５は、本発明の第２実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐体の斜視図で
ある。
【図６】図６は、本発明の第２実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐体の斜視図で
あり、明確にするために、アッパープレートを省略している。
【図７】図７は、図６に示すメディカル用クレーンタワー筐体を示す平面図であり、明確
にするために、前後方向を１８０度回転している。
【図８】図８は、図７の左上隅部分の一部拡大図である。
【図９】図９は、メディカル用クレーンタワー筐体における予備用ネジ溝及び仕切り板の
詳細を示す一部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、具体的な実施例及び図面に基づいて本発明を詳しく説明する。以下の記載では、
本発明を十分に理解することが容易になるように、より多くの細部を説明するが、本発明
は説明されたものと異なる別の形態でも実施できることは明らかであり、当業者にとって
、本発明の主旨を脱出しない範囲で実際の応用状況により拡張・解釈することができるの
で、本発明の保護範囲が上記の具体的な実施例に限定されないことは言うまでもない。
【００４０】
（第１実施例）
　図１及び図２は、それぞれ、本発明の第１実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐
体１０の斜視図を示すものであり、図２に示すメディカル用クレーンタワー筐体１０は、
わかり易くするためにアッパープレートを外したものである。図３は、図２に示すメディ
カル用クレーンタワー筐体１０の平面図を示すものである。図４は、図３の左上隅部分の
一部拡大図を示すものであり、明確にするために、図３の左上隅部分を１８０度回転して
いる。
【００４１】
　本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体１０は、少なくとも二つのパネル１と、
メディカル用クレーンタワー筐体の縦方向に延びる少なくとも二つの柱２と、アッパープ
レート３と、ロワープレート４とを備えており、少なくとも二つのパネル１は、それぞれ



(8) JP 2017-512605 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

、少なくとも二つの柱２に固定されており、アッパープレート３及びロワープレート４は
、それぞれ、少なくとも二つのパネル１のうちの各パネル１の上縁部及び下縁部に固定さ
れており、少なくとも二つのパネル１のうちの各パネル１は、その一側縁部又は付近に係
合部１１が設けられており、少なくとも二つの柱２のうちの各柱２は、その一側に、対応
のパネル１の対応の係合部１１を収納するための溝２１が設けられている。
【００４２】
　このようにすれば、本発明に係るメディカル用クレーンタワー筐体では、少ない取付け
ネジにより、あるいは、取付けネジも必要とせずに、パネルと柱及び筐体全体とを確実に
接続でき、ネジがパネルの表面に露出することがなく、シリカゲル又はゴムシール材でネ
ジをカバーする必要がなく、クリーンや消毒に寄与し、メディカル用クレーンタワー筐体
の着脱は、迅速に行うことが可能になり、要する時間が短くなる。
【００４３】
　本発明における「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」等は、本発明をうま
く説明するために定義された例示的な方向であることを注意すべきであり、図３に示すよ
うに、手前方向を「上」とし、奥方向を「下」とし、紙面下側方向を「前」とし、紙面上
側方向を「後」とし、紙面左側方向を「左」とし、紙面右側方向を「右」とする。勿論、
当業者は、本発明を基に、「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」等の方向を
他の方式で定義しても本発明の保護範囲に入ることを理解できる。
【００４４】
　好ましくは、アッパープレート３とロワープレート４とは、その周縁又はその付近に、
プレート固定ネジ（図示せず）が通過するための貫通孔（図示せず）を備えており、少な
くとも二つのパネル１のうちの各パネル１は、その上縁部及び下縁部又はそれらの付近に
、対応のプレート固定ネジを収納するためのプレート固定ネジ孔１２が設けられている。
【００４５】
　上述の実施例では、プレートとパネルとがプレート固定ネジで追加固定される場合のみ
を示しているが、当業者は、本発明を基に、プレートをパネルに追加固定できれば他の固
定形式（例えばカシメ、溶接等）を採用してもよいことを理解できる。このような変更も
、本発明の保護範囲に入る。
【００４６】
　このようにすれば、プレートとパネルとがプレート固定ネジで追加固定されても、本発
明に係るメディカル用クレーンタワー筐体に採用されたネジの数（例えば、図３に示す実
施例において、上下に合計八つのネジのみが必要となる。）が従来のメディカル用クレー
ンタワー筐体に採用されたネジの数（通常は、何十個を必要とする。）よりも大幅に減少
し、且つネジがパネルの表面に露出することがなく（例えば、図３に示す実施例において
、ネジがアッパープレートとロワープレートにある。）、シリカゲル又はゴムシール材で
ネジをカバーする必要がなく、クリーンや消毒に寄与し、メディカル用クレーンタワー筐
体の着脱は、迅速に行うことが可能になり、要する時間は、短くなる。
【００４７】
　本発明の第１実施例では、好ましくは、図１～図４に示すように、メディカル用クレー
ンタワー筐体１０は、三つのパネル１と三つの柱２を備え、三つのパネル１は、横断面が
略Ｌ字形の二つの側面板と、横断面が略一字形の一つの後面板とを含む。
【００４８】
　本発明の第１実施例では、好ましくは、図１～図４に示すように、メディカル用クレー
ンタワー筐体１０の横断面が略方形又は台形である。
【００４９】
　図３及び図４に示すように、本発明の第１実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐
体は、幅がＷ１又はＷ２の機械接続体３１に適用されることが可能である。つまり、一つ
の柱は、幅がＷ１の機械接続体に適用されることが可能であり、二つの柱における間隔は
、幅がＷ２の機械接続体に適用されることが可能である。好ましくは、Ｗ２＞Ｗ１である
。機械接続体は、制御ハンド、点滴棒、表示器アーム、医用レール等の各種類の医用付属
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品を取り付けることが可能である。
【００５０】
　（第２実施例）
　図５及び図６は、それぞれ、本発明の第２実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐
体１０の斜視図を示すものであり、図６に示すメディカル用クレーンタワー筐体１０は、
わかり易くするためにアッパープレートを外したものである。図７は、図６に示すメディ
カル用クレーンタワー筐体１０の平面図を示すものであり、明確にするために、前後方向
を１８０度回転している。図８は、図７の左上隅部分の一部拡大図を示すものである。
【００５１】
　本発明の第２実施例では、好ましくは、図５～図８に示すように、メディカル用クレー
ンタワー筐体１０は、八つのパネル１と、四つの柱２と、メディカル用クレーンタワー筐
体の縦方向に延びる四つの補助柱６とをを備え、八つのパネル１は、横断面が略Ｌ字形の
二つの側パネルと、横断面が略一字形の六つのパネルとを備え、メディカル用クレーンタ
ワー筐体１０は、二つのサブ筐体１０１、１０２を含み、各サブ筐体は、横断面が略Ｌ字
形の一つの側パネルと、横断面が略一字形の三つのパネルと、二つの柱２と、二つの補助
柱６とを備える（明確にするために、図６、図７において、サブ筐体１０１のパネル、柱
及び補助柱のみに符号を付記したが、サブ筐体１０２の構成がサブ筐体１０１の構成と類
似することを理解するであろう）。
【００５２】
　本発明の第２実施例では、好ましくは、図５～図８に示すように、メディカル用クレー
ンタワー筐体１０は、その全体横断面が略矩形又は台形であり、各サブ筐体は、略方形又
は台形である。
【００５３】
　本発明の第２実施例では、好ましくは、図５～図８に示すように、二つのサブ筐体の間
に一定の間隔があり、上から下へ延伸する中空領域が形成されている。このようにすれば
、該中空領域をメディカル用クレーンタワーのケーブル管理区域とすることができる。
【００５４】
　本発明の第２実施例に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、本発明の第１実施例に
係るメディカル用クレーンタワー筐体と比べて、より大きい筐体空間を提供でき、且つ幅
がより大きい機械接続体に適用できる。例えば、図7に示すように、本発明の第２実施例
に係るメディカル用クレーンタワー筐体は、幅がＷ３又はＷ４の機械接続体に適用される
ことが可能である。つまり、前の二つの柱の間における間隔は、幅がＷ３の機械接続体に
適用でき、後ろの二つの柱の間における間隔は、幅がＷ４の機械接続体に適用できる。好
ましくは、Ｗ４＞Ｗ３である。
【００５５】
　好ましくは、同じ幅の機械接続体が本発明の第１実施例のメディカル用クレーンタワー
筐体にも本発明の第２実施例のメディカル用クレーンタワー筐体にも適用されるように、
Ｗ３＝Ｗ２を採用する。
【００５６】
　本発明の第２実施例のメディカル用クレーンタワー筐体は、本発明の第１実施例のメデ
ィカル用クレーンタワー筐体と比べて、その筐体空間がより大きく、柱の数量がより多く
なっているので、追加固定を行うために、好ましくは、図５～図８に示すように、補助柱
６には、パネル固定ネジ（図示せず）を収納して少なくとも一つのパネルを前記補助柱に
固定するためのパネル固定ネジ溝２２が設けられている（具体的に、図８を参照）。また
、メディカル用クレーンタワー筐体１０は、パネル固定ネジをカバーするための側カバー
５を備えてもよい。
【００５７】
（第３実施例）
　本発明の第３実施例のメディカル用クレーンタワー筐体は、本発明の第２実施例のメデ
ィカル用クレーンタワー筐体と大体同じであり（そのため、図示しない）、その相違が、
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図７を参照すると、本発明の第２実施例のメディカル用クレーンタワー筐体から横断面が
略Ｌ字形の側パネルを除いて、前側と後ろ側とにある横断面が略一字形の二つのパネルを
増加することのみにある。
【００５８】
　つまり、本発明の第３実施例では、好ましくは、メディカル用クレーンタワー筐体１０
は、横断面が略一字形のパネルを含む八つのパネル１と、四つの柱２と、四つの補助柱６
とを備える。
【００５９】
　本発明の第３実施例では、好ましくは、メディカル用クレーンタワー筐体１０の横断面
が略方形又は台形である。
【００６０】
　上記の三つの実施例では、特定数量のパネル及び柱、特定横断面形状のメディカル用ク
レーンタワー筐体のみが描かれているが、当業者は、本発明を基に、本発明の保護範囲が
上述の特定数量のパネル及び柱、特定横断面形状のメディカル用クレーンタワー筐体に限
らず、他の数量のパネル及び柱、他の横断面形状のメディカル用クレーンタワー筐体を採
用してもよいことを理解するであろう。
【００６１】
　例えば、メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐体の横断
面形状が略方形になるようにそれぞれが略コ字形である二つのパネルと、二つの柱とを備
えても良いし、メディカル用クレーンタワー筐体の横断面形状が略円形になるようにそれ
ぞれが略半円形である二つのパネルと、二つの柱とを備えても良い。
【００６２】
　また、例えば、メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐体
の横断面形状が略方形になるようにそれぞれが略一字形である四つのパネルと、四つの柱
とを備えても良いし、メディカル用クレーンタワー筐体の横断面形状が略円形になるよう
にそれぞれが略四分の一の円形である四つのパネルと、四つの柱とを備えても良い。
【００６３】
　また、例えば、メディカル用クレーンタワー筐体は、メディカル用クレーンタワー筐体
の横断面形状が略五角形になるようにそれぞれが略一字形である五つのパネルと、五つの
柱とを備えても良い。
【００６４】
　変形が沢山あるので、その他の数量のパネル、柱、その他の横断面形状のメディカル用
クレーンタワー筐体を一々列挙しないが、これらのものは、何れも本発明の保護範囲に入
る。
【００６５】
　また、必要に応じて、補助柱を設置してもいいし、補助柱を設置しなくてもよく、補助
柱を設置する場合、補助柱の設置形態が上述の実施例に限らず、他の設置形態を採用して
もよく、それらの設置方式は何れも本発明の保護範囲に入り、このことは、当業者が本発
明を基に理解するであろう。つまり、メディカル用クレーンタワー筐体１０は、パネル、
柱、アッパープレート及びロワープレートに加えて、メディカル用クレーンタワー筐体の
縦方向に延びる補助柱６を更に備え、補助柱６には、パネル固定ネジを収納して少なくと
も一つのパネル１を補助柱６に固定するためのパネル固定ネジ溝２２が設けられてもよい
。
【００６６】
　図３及び図９に示すように、好ましくは、パネル１は、その内表面に、予備用ネジ溝１
３が少なくとも二個設けられている。好ましくは、これらの予備用ネジ溝１３は、メディ
カル用クレーンタワー筐体の縦方向に沿ってメディカル用クレーンタワー筐体の長さ全体
を貫通して延びる。
【００６７】
　好ましくは、各パネル１における少なくとも二個の予備用ネジ溝１３の間の距離は、同
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じである。例えば、図３に示すように、左側パネルにおける二個の予備用ネジ溝１３の間
の距離は、右側パネルにおける二個の予備用ネジ溝１３の間の距離と同じである。
【００６８】
　好ましくは、メディカル用クレーンタワー筐体１０は、その縁部が仕切り板固定ネジの
頭部（図示せず）により予備用ネジ溝１３の溝外周先端面１５に押し付けされる仕切り板
１４を更に備える。
【００６９】
　好ましくは、仕切り板１４は、メディカル用クレーンタワー筐体１０における異なる部
材間の電気的隔離を実現するための電気的な仕切り板である。
【００７０】
　好ましくは、仕切り板１４は、その横断面が略コ字形である。
【００７１】
　好ましくは、図２及び図６に示すように、柱２は、メディカル用クレーンタワー筐体１
０の縦方向に沿ってメディカル用クレーンタワー筐体１０の長さ全体を貫通して延びる。
このようにすれば、機械接続体により、医用付属品は、メディカル用クレーンタワー筐体
の縦方向に沿って無段階的な位置調整を行うことが可能になる。
【００７２】
　以上、図面に基づいて本発明を例示的に説明したが、本発明の具体的な形態は、上述の
実施形態に限られない。当業者であれば、本発明の主旨を脱出しない前提で、本発明に対
してあらゆる修正や変更を行うことができ、これらの修正や変更が本発明の保護範囲に入
ることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００７３】
　１　　　パネル
　２　　　柱
　３　　　アッパープレート
　４　　　ロワープレート
　５　　　側カバー
　６　　　補助柱
　１０　　メディカル用クレーンタワー筐体
　１１　　係合部
　１２　　プレート固定ネジ孔
　１３　　予備用ネジ溝
　１４　　仕切り板
　１５　　溝外周先端面
　２１　　溝
　２２　　パネル固定ネジ溝
　３１　　機械接続体
　１０１　サブ筐体
　１０２　サブ筐体
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【図７】 【図８】



(14) JP 2017-512605 A 2017.5.25

【図９】



(15) JP 2017-512605 A 2017.5.25

10

20

30

40

【国際調査報告】
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