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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の側縁並びに当該一対の側縁の先端同士及び後端同士を連続する先端縁及び後端縁
を有するメッシュ構造の金属板からなり、上記一対の側縁が近接対向するように湾曲形成
された本体と、
　上記一対の側縁、先端縁及び後端縁に設けられ、上記本体の周縁を巻回するように配置
された金属製枠体とを備え、
　上記本体及び金属製枠体には、耐薬性コーティングがなされている腕ホルダー。
【請求項２】
　上記本体及び金属製枠体はステンレス鋼からなり、これらにポリエチレンコーティング
が施されている請求項１に記載の腕ホルダー。
【請求項３】
　上記金属製枠体と協働して上記本体の側縁を挟み込むようにステンレス鋼からなるライ
ナーが配置されている請求項１又は２に記載の腕ホルダー。
【請求項４】
　上記本体に設けられ、所要の固定部材が係合され得る固定具をさらに備えた請求項１か
ら３の何れかに記載の腕ホルダー。
【請求項５】
　上記本体の先端部及び後端部にそれぞれ複数の上記固定具が設けられ、
　上記固定具は、金属製のリングからなる請求項４に記載の腕ホルダー。
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【請求項６】
　上記本体の外径は、上記本体の後端側から先端側に向かって漸次小さくなる請求項１か
ら５の何れかに記載の腕ホルダー。
【請求項７】
　本体の先端側又は後端側を示す目印がさらに設けられている請求項１から６の何れかに
記載の腕ホルダー。
【請求項８】
　上記本体の先端部及び後端部に、上記側縁に沿って複数のベルトアンカーが並設されて
いる請求項１から７の何れかに記載の腕ホルダー。
【請求項９】
　上記ベルトアンカーは、上記側縁に沿って延びる係合棒と、当該係合棒の両端に延設さ
れた肩部とを有し、
　当該肩部は、上記係合棒に係合しかつ上記本体に巻回されたベルトを当該係合棒に位置
決めするように、当該係合棒に対して隆起している請求項８に記載の腕ホルダー。
【請求項１０】
　上記ベルトアンカーによって保持され、その締め付けにより上記本体の湾曲形状を調整
し、上記本体に保持された腕を固定するベルトをさらに備えた請求項８又は９に記載の腕
ホルダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腕ホルダーに関するものであり、より詳しくは、例えば人工透析治療を受け
る患者の腕を固定する腕ホルダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、日本で約２８万人強が人工透析の治療を受けており、毎年約１万人ずつ透析患者
が増えている。人工透析とは、医療行為のひとつで腎臓の機能を人工的に代替することで
ある。腎不全に陥った患者が尿毒症になるのを防止するには、外的な手段で血液の「老廃
物除去」「電解質維持」「水分量維持」を行わなければならない。この治療を人工透析と
呼び、人工腎、血液浄化と呼ばれることもある。
【０００３】
　人工透析には血液透析と腹膜透析の２つの療法があるが、ダイアライザー（透析器）を
使った血液透析を行う人が圧倒的に多い。血液透析は、血液を１度体の外に出して人工腎
臓（ダイアライザー）を通して老廃物や過剰な水分を取り除き、また体の中に戻す治療法
である。そのためには、血液の「送り出し口」「戻り口」である「シャント」をつくるた
めの手術が必要となる。
【０００４】
　シャントとは、十分な血液量をダイアライザに送るための、血液量が豊富な太い血管の
ことである。シャントは、手術により腕の動脈と静脈を縫い合わせて作られる。一般的に
、シャントは、利き腕と反対側の肘と手首の間に作られることが多い。
【０００５】
　透析中の患者は、約４時間程度の間、送り出し用と戻り用の２本の針をシャントに刺し
た状態で安静にしていることが求められる。針がシャントから抜けてしまうことを防止す
るために、透析が行われている方の腕は固定される必要がある。そのために、患者の腕を
固定する腕ホルダーが使用されている。
【０００６】
　ところで、透析は長時間に渡ることから、その間、医師や看護師が患者に付き添ってい
ることは難しい。そのため、抜針により患者から出血し、しかもその発見が遅れるという
事故が発生し得る。そのような事故を未然に防止するため、上述の腕ホルダーと併せて、
抜針による出血を検知する水分センサが併用されている（例えば特許文献１参照）。
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【０００７】
　この水分センサは、透析中の患者の腕の下に敷かれ、患者の腕は、通水性シートの上に
配置される。治療中に仮に抜針により患者の腕から出血した場合は、血液が水分センサに
より検知され、例えば出血報知装置が作動される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－１５１６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来の腕ホルダーは、主に綿布などの繊維素材で製造されていた。そのような腕ホルダ
ーは肘関節を十分に固定できず、意図的にあるいは意図せずに、透析中に腕を曲げてしま
う患者が少なくなかった。それにより、抜針事故のリスクは高まることになる。
【００１０】
　また、上述の水分センサーが併用された場合、腕ホルダーを構成する布が流出した血液
を吸収してしまい、少量の出血では水分センサーが反応しない恐れがあった。
【００１１】
　また、布製の腕ホルダーは通気性が十分ではなく、患者の発汗により腕ホルダー内部に
水分が溜まり、肌が蒸れることで、痒み等の不快感を誘発していた。
【００１２】
　また、布製の腕ホルダーは、患者の汗や老廃物を吸収するため、汚れが付着しやすく、
衛生上の理由から、使用の度に洗濯される必要があった。
【００１３】
　本発明は、前述された事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、腕を確実に固定
し、通気性が良く、衛生上優れた腕ホルダーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
（1）　本発明に係る腕ホルダーは、一対の側縁並びに当該一対の側縁の先端同士及び後
端同士を連続する先端縁及び後端縁を有するメッシュ構造の金属板からなり、上記一対の
側縁が近接対向するように湾曲形成された本体と、上記一対の側縁、先端縁及び後端縁に
設けられ、上記本体の周縁を巻回するように配置された金属製枠体とを備え、上記本体及
び金属製枠体には、耐薬性コーティングがなされている。
【００１５】
　この腕ホルダーは、例えば人工透析治療を受ける患者の腕に装着される。上記本体は、
側縁同士が近接対向するように湾曲されていることから、腕ホルダーは略筒状に形成され
ている。さらに、本体の周縁が金属製枠体により巻回されているので、腕ホルダーは、湾
曲された形状が弾性的に維持されており、仮に上記側縁同士が離反されて本体が展開され
たとしても、元の状態に復帰することができる。従って、上記患者の腕に腕ホルダーが装
着されるときは、本体が一旦弾性的に展開された状態で上記腕が本体内に配置され、その
後に本体の弾性変形が復元されることにより、腕ホルダーが腕に沿って巻き付くように装
着される。
【００１６】
　腕ホルダーは金属から構成されるので、腕を真っ直ぐな状態に保持することができると
共に汚れが付着しにくく衛生的である。また、腕ホルダーは吸水性が無く通水性に優れる
から、仮に人工透析中に抜針等により出血したとしても、このことが直ちに発見され得る
。さらに、本体及び金属製枠体に耐薬性コーティングが施されているから、薬品による化
学反応が起こりにくく除菌、殺菌処理が容易に行われる。
【００１７】
（2）　本発明に係る腕ホルダーに於いて、上記本体及び金属製枠体はステンレス鋼から



(4) JP 5033222 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

なり、これらにポリエチレンコーティングが施されていてもよい。
【００１８】
　ポリエチレンは吸水率が低いため、ポリエチレンの層に浸透した薬品が上記ステンレス
鋼を腐食させることはない。また、ステンレス鋼自体の耐食性が高いため、仮に上記ポリ
エチレンコーティングが剥離されたとしても、腕ホルダーを構成するステンレス鋼は腐食
を起こしにくい。
【００１９】
（3）　本発明に係る腕ホルダーに於いて、上記金属製枠体と協働して上記本体の側縁を
挟み込むようにステンレス鋼からなるライナーが配置されていてもよい。
【００２０】
　ここで、本発明におけるステンレス鋼からなるライナーとは、帯状に切断されたステン
レス鋼の板である。
【００２１】
　上記側縁が上記金属製枠体と上記ライナーとにより挟み込まれた３重の構造が構成され
るので、側縁の断面係数は大きくなり、側縁の曲げ剛性が向上する。それにより、腕ホル
ダーに曲げモーメント等の外力が加えられた際に側縁内部に生じる応力は小さくなる。
【００２２】
（4）　本発明に係る腕ホルダーは、上記本体に設けられ、所要の固定部材が係合され得
る固定具をさらに備えたものであってもよい。　
【００２３】
　上記固定部材は、例えば固定台に備え付けられたロープあるいは当該ロープの先端に設
けられた連結具等である。上記固定具が固定部材と係合されることで、腕ホルダーは固定
部材を介して上記固定台に支持される。その結果、透析中に腕ホルダーが台から落下する
ことが防止される。
【００２４】
（5）　本発明に係る腕ホルダーに於いて、上記本体の先端部及び後端部にそれぞれ複数
の上記固定具が設けられ、上記固定具は、金属製のリングからなるものであってもよい。
【００２５】
　この構成では、腕ホルダーが確実に固定され、しかもリング状のジョイントが上記固定
具として使用されることで、上記固定部材は容易に着脱される。
【００２６】
（6）　本発明に係る腕ホルダーの上記本体の外径は、上記本体の後端側から先端側に向
かって漸次小さくなっていてもよい。
【００２７】
　人の前腕は肘から手首に向かって細くなっている。上記本体の外径は、後端側から先端
側に向かって漸次小さくなっているため、上記前腕が固定される際に、上記本体の先端側
が手首に近い側に配置されることで、本体前腕に沿って余分な隙間を形成することなく、
上記患者の腕に確実に固定される。
【００２８】
（7）　本発明に係る腕ホルダーには、本体の先端側又は後端側を示す目印がさらに設け
られていてもよい。
【００２９】
　ここで、本発明における目印とは、丸や四角等の単純な図形から、文字で表記されたも
の、或いは、部分的に色を変えたもの等、使用者がそれを目印として認識可能なあらゆる
標示手段を指す。この目印は、上記本体等の一部により構成されていてもよい。
【００３０】
　例えば、上記目印が腕ホルダーの先端側に設けられた場合、使用者は、どちらの端部に
目印があるかを確認することで、腕ホルダーの先端側と後端側とを即座に判断することが
できる。
【００３１】
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（8）　本発明に係る腕ホルダーに於いて、上記本体の先端部及び後端部に、上記側縁に
沿って複数のベルトアンカーが設けられていてもよい。
【００３２】
　上記ベルトアンカーにより、所要のベルトが本体を径方向に囲繞した状態に保持され、
本体が腕に締結される。当該ベルトの締め付けにより、上記患者の腕は固定される。その
際、ベルトアンカーがベルトの移動を阻害し、ベルトの位置決めを行うため、腕ホルダー
からベルトが抜け落ちることは防止される。また、上記側縁に沿った複数のベルトアンカ
ーに同様のベルトが係止されることで、患者の腕は確実に固定される。
【００３３】
（9）　本発明に係る腕ホルダーに於いて、上記ベルトアンカーは、上記側縁に沿って延
びる係合棒と、当該係合棒の両端に延設された肩部とを有し、当該肩部は、上記係合棒に
係合しかつ上記本体に巻回されたベルトを当該係合棒に位置決めするように、当該係合棒
に対して隆起していてもよい。
【００３４】
　上記ベルトは上記係合棒に係止され、本体を囲繞する。係合棒の両端に延設された上記
肩部はベルトの外側に当接するため、ベルトは係合棒に位置決めされる。したがってベル
トは係合棒に係止され、当該係合棒と共に本体に巻き付けられるだけで患者の腕が本体に
簡単に固定される。すなわち、ベルトを上記ベルトアンカーに通す手順は省略され、ベル
トの締結に要する時間は短縮される。
【００３５】
（10）　本発明に係る腕ホルダーは、上記ベルトアンカーにより保持され、その締め付け
により上記本体の湾曲形状を調整し、上記本体に保持された腕を固定するベルトをさらに
備えたものであってもよい。
【００３６】
上記ベルトにより患者の腕が本体に確実に固定される。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、腕ホルダーによって腕が確実に固定される。特に人工透析治療を受け
る患者の腕に腕ホルダーが装着された場合は、治療中に患者が腕を曲げることを防止する
ことができるので、抜針事故の発生を抑制することができる。この腕ホルダーは、通気性
、耐水性に優れるから、人工透析中に水分センサーが併用されることにより、抜針等によ
る出血が迅速に検知される。この腕ホルダーは、汚れが付きにくく、除菌、殺菌処理が容
易に行われるので、きわめて衛生的である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーの斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーの斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーのIII－III断面図である。
【図４】図４は、図３における要部拡大図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーの正面図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーとベルトの斜視図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る腕ホルダーにより、腕が固定された状態を示す
斜視図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態の変形例に係る腕ホルダーの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に、適宜図面が参照されて、本発明の好ましい実施形態が説明される。なお、以下
に説明される実施形態は、本発明の一例に過ぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、本
発明の実施形態が適宜変更できることは言うまでもない。
【００４０】
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［腕ホルダー１００の概略構成と特徴点］
【００４１】
　図１，図２は、本発明の実施形態に係る腕ホルダー１００の斜視図である。本実施形態
では、腕ホルダー１００は、例えば人工透析治療を受ける患者の腕を固定するために使用
される。同図が示す通り、腕ホルダー１００は、本体１１０と金属製枠体１７０とを有す
る。本実施形態の特徴とするところは、本体１１０はステンレス鋼から構成され、同図が
示すようなメッシュ構造を備えて略筒状に湾曲形成されている点、金属製枠体１７０が本
体１１０の周囲に配置されている点、及び本体１１０，金属製枠体１７０に耐薬性コーテ
ィングが施されている点である。
【００４２】
［本体１１０］
【００４３】
　本体１１０は、メッシュ構造のステンレス鋼板からなる。本体１１０は、後端縁１４０
から先端縁１３０に向かって漸次横幅が短くなるような略台形形状の平板からなる。本実
施形態では、本体１１０の裁断寸法は長手方向寸法が約３４ｃｍであり、短手方向寸法が
最大で約２１ｃｍ、最小で約１８ｃｍである。この本体１１０は側縁１２１，１２２が互
いに近接するように湾曲されており、後端縁１４０及び先端縁１３０と側縁１２１，１２
２とは曲線状に連続している。
【００４４】
　本体１１０は多数の菱形の孔を有する。菱形の２つの対角線の長さはそれぞれ約５ｍｍ
と約１ｃｍである。当該菱形の孔を区画し、かつメッシュを構成する枠の太さは、約１．
５ｍｍである。もっとも、上述の孔の形状は一例に過ぎず、通気性等の観点から当業者が
最適な形状を選択することができる。本体１１０の横幅寸法は、後端縁１４０から先端縁
１３０に向かって漸次短くなっているため、本体１１０の外径は、その後端側から先端側
に向かって漸次小さくなる。
【００４５】
［金属製枠体１７０］
【００４６】
　図４は、図３における要部拡大図であって、本体１１０の側縁１２１の構造を詳細に示
している。図１ないし図４が示すように本体１１０の周縁を巻回するように金属製枠体１
７０が配置されている。金属製枠体１７０は、ステンレス鋼の板が帯状に切断されたもの
であり、その幅寸法は約５ｍｍである。図３が示すように金属製枠体１７０は、本体１１
０の内側から本体１１０の周縁に沿って溶接されている。本体１１０の先端縁１３０及び
後端縁１４０に溶接された金属製枠体１７０は、本体１１０と共に湾曲されている。湾曲
された金属製枠体１７０は、弾性をもって本体１１０の湾曲形状を維持する。従って、仮
に側縁１２１，１２２同士が弾性的に離反されて本体１１０が展開されたとしても、本体
１１０は元の状態に復帰することができる。
【００４７】
［アンカー部材１８０，１９０］
【００４８】
　図５は、本発明の実施形態に係る腕ホルダー１００の正面図である。図１，図２，図５
が示すように本体１１０の側縁１２１，１２２に沿って、それぞれアンカー部材１８０，
１９０が設けられている。アンカー部材１８０，１９０は、それぞれステンレス鋼から成
り、側縁１２１，１２２の近傍に溶接されている。アンカー部材１８０には、４つのガイ
ド部１８１，１８２，１８３，１８４が並設されている。同様に、アンカー部材１９０に
は、４つのガイド部１９１，１９２，１９３，１９４が並設されている。ガイド部１８１
，１８２，１８３，１８４，１９１，１９２，１９３，１９４は、それぞれ本体１１０か
ら外側に張り出すように屈曲されており、本体１１０とガイド部１８１，１８２，１８３
，１８４，１９１，１９２，１９３，１９４との間には７ｍｍ程度の隙間が形成されてい
る。したがって、本体１１０とガイド部１８１，１８２，１８３，１８４，１９１，１９
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２，１９３，１９４とによってループが形成されている。このループは、後述されるベル
ト４００が、本体１１０に囲繞された状態を保持するものである。ここで、ガイド部１８
１，１８２，１８３，１８４，１９１，１９２，１９３，１９４がそれぞれ本発明におけ
るベルトアンカーに相当するものである。
【００４９】
［ライナー２１１］
【００５０】
　図３，４が示す通り、本体１１０の側縁１２１，１２２に沿って、外側からライナー２
１１がそれぞれ溶接されている。ライナー２１１は、金属製枠体１７０と同じくステンレ
ス鋼の板が帯状に切断されたものである。即ち、本体１１０の側縁１２１，１２２は、本
体１１０が金属製枠体１７０とライナー２１１とにより、裏表両側から挟みこまれた３重
の構造になっている。当該３重の構造により、側縁１２１，１２２の曲げ剛性が向上され
ている。
【００５１】
［リング１５１，１５２，１５３，１５４］
【００５２】
　図１，図２が示す通り、本実施形態に於いて、本体１１０には、先端縁１３０及び後端
縁１４０周辺にそれぞれ２つずつ、ステンレス鋼で形成されたリング１５１，１５２，１
５３，１５４が設けられている。リング１５１，１５２，１５３，１５４は、腕ホルダー
１００を支持するための固定部材と係合するためのものである。この固定部材とは、例え
ば図示されていない所定の固定台から延びたロープであって、その先端にリング状のジョ
イントが設けられていてもよい。リング１５１，１５２，１５３，１５４を介して腕ホル
ダー１００が当該固定部材により支持されることで、透析中に、患者が意図的に、あるい
は意図せずに腕を動かした際も、腕ホルダー１００が透析用の固定台から落下することは
回避される。ここで、リング１５１，１５２，１５３，１５４が、それぞれ本発明におけ
る固定具に相当するものである。
【００５３】
［目印１６０］
【００５４】
　図１，図２が示す通り、本実施形態に於いて、本体１１０の先端縁１３０付近には、先
端側を示す目印１６０が溶接されている。目印１６０は、ステンレス鋼から形成された円
盤である。目印１６０により、医師や看護師は本体１１０の先端側と後端側を即座に判断
することができる。
【００５５】
　図３，４が示す通り、本実施形態に係る腕ホルダー１００には、ポリエチレンコーティ
ングが施され、各構成部材の外側をポリエチレン層２２０が覆っている。ポリエチレンは
化学的に安定しており、強酸化性酸以外の酸、アルカリ、無機塩類溶液に対して優れた抵
抗性を発揮することが知られている。ポリエチレンコーティングは、一般に耐薬性のコー
ティングとして使用される。ポリエチレンコーティングにより、腕ホルダー１００は、ス
テンレス素材に化学的な変化を起こすことなく、例えばステリハイド、塩化ベンザルコニ
ウム、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ナトリウム等の薬品により洗浄されることが
できる。
【００５６】
［ベルト４００］
【００５７】
　図６は、本発明の実施形態に係る腕ホルダー１００とベルト４００の斜視図である。同
図が示す通り、ベルト４００は、ゴム製のベルト本体４１０と、フック４４０とを有する
。フック４４０はステンレス鋼からなり、前述のガイド部１８１，１８２，１８３，１８
４，１９１，１９２，１９３，１９４と係合することができる。ベルト本体４１０の後端
付近の片面は、面ファスナーにおけるループ面４２０として形成されている。そして、ベ
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ルト本体４１０の反対側の面は、ループ面４２０と接着可能なフック面４３０として形成
されている。
【００５８】
　図７は、本発明の実施形態に係る腕ホルダー１００により、腕５１０が固定された状態
を示す斜視図である。例えば人工透析治療に於いて、腕ホルダー１００により、患者の腕
が固定される手順が以下に解説される。医師又は看護師（以下、「作業者」という。）は
、本体１１０を一旦弾性的に展開した状態で患者の腕を本体１１０内に配置する。その際
、患者の腕は、手首が先端縁１４０側に位置する方向に配置される。その後に本体１１０
の弾性変形が復元されることにより、腕ホルダー１００が腕に沿って巻き付くように装着
される。腕に腕ホルダー１００が装着された後、作業者は患者の腕に透析用の針を刺す。
【００５９】
　続けて、作業者は、アンカー部材１８０に設けられたガイド部１８２にベルト４００の
フック４４０を係合させる。そして、作業者は、ベルト本体４１０を、本体１１０の上方
から反対側の側縁に渡して対向するガイド部１９２のループに通す。作業者は、ベルト本
体４１０を本体１１０の下方に回して本体１１０を囲繞する。作業者は、ベルト本体４１
０を周方向に引っ張り、適度な締め付けを行った後、ループ面４２０をフック面４３０に
押圧し、接着させる。このときにループ面４２０を接着させる位置により、本体１１０の
締め付けの度合いが調整される。ベルト４００の締め付けが本体１１０の形状を変化させ
、側縁１２１，１２２がさらに近接する方向に湾曲し、本体１１０は腕を固定する。各ガ
イド部がベルト４００の移動を阻害し、ベルト４００の位置決めを行うため、腕ホルダー
１００からベルト４００が抜け落ちることは防止される。
【００６０】
　同図が示す通り、腕５１０の内側が本体１１０の側縁１２１，１２２の間から露出し、
図には示されない目印１６０が腕５１０の手首側に来るように本体１１０が配置されてい
る。本実施形態では、ベルト４００が側縁１２１，１２２にそれぞれ４つ並設されたガイ
ド部１８１，１８２，１８３，１８４，１９１，１９２，１９３，１９４に任意に係合す
ることにより、本体１１０が腕に締結される。ベルト４００がいずれのガイド部に契合さ
れるかは、作業者が状況に応じて判断することができる。
【００６１】
［本実施形態の効果］
【００６２】
　人工透析中の患者の腕に腕ホルダー１００が装着された場合は、治療中に患者が腕を曲
げることを防止することができるので、抜針事故の発生を抑制することができる。また、
腕ホルダー１００はメッシュ構造のため、通気性が良く、発汗による不快感を誘発しない
。また通水性に優れるので、人工透析中に水分センサーが併用されることにより、抜針等
による出血が当該センサーにより迅速に検知される。
【００６３】
　腕ホルダー１００は、例えば人工透析治療を受ける患者の腕に巻き付くように装着され
、
ベルト４００により締結される。これにより、湾曲された形状が弾性的に維持されるので
、患者の腕は確実に固定される。
【００６４】
　腕ホルダー１００は金属から構成されるので、腕を真っ直ぐな状態に確実に保持するこ
とができると共に汚れが付着しにくく衛生的である。さらに、耐薬性コーティングが施さ
れているから、薬品による化学反応が起こりにくく除菌、殺菌処理が容易に行われる。
【００６５】
　腕ホルダー１００にはポリエチレンコーティングが施されている。ポリエチレンは吸水
率が低いため、ポリエチレン層２２０に浸透した薬品が腕ホルダー１００を構成するステ
ンレス鋼を腐食させることはない。また、ステンレス鋼自体の耐食性が高いため、仮にポ
リエチレンコーティングが剥離されたとしても、腕ホルダー１００を構成するステンレス
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鋼は腐食を起こしにくい。
【００６６】
　本体１１０の側縁１２１，１２２が金属製枠体１７０とライナー２１１とにより挟み込
まれた３重の構造を有するので、側縁１２１，１２２の断面係数は大きくなり、側縁１２
１，１２２の曲げ剛性が向上する。それにより、腕ホルダー１００に曲げモーメント等の
外力が加えられた際に側縁に生じる応力は小さくなる。すなわち、患者が無意識に腕を曲
げようとした場合でも、患者の腕は確実に固定され、抜針事故が防止できる。
【００６７】
　腕ホルダー１００は４つのリング１５１，１５２，１５３，１５４を介して固定台に支
持されるため、透析中に腕ホルダー１００が台から落下することは防止される。
【００６８】
　人の腕は腕の付け根から手首に向かって細くなっている。本体１１０の外径は、後端側
から先端側に向かって漸次小さくなっているため、上記腕が固定される際に、本体１１０
の先端側が手首に近い側に配置されることで、本体と腕との間には余分な隙間が介在され
ず、患者の腕は確実に固定される。
【００６９】
　目印１６０が腕ホルダー１００の先端側に設けられているので、医師または看護師は、
どちらの端部に目印１６０があるかを確認することで、腕ホルダー１００の先端側と後端
側とを即座に判断することができる。
【００７０】
　アンカー部材１８０，１９０により、ベルト４００は本体１１０の側面を囲繞した状態
に保持される。アンカー部材１８０，１９０がベルト４００の横ずれすなわち長手方向の
移動を阻害し、ベルト４００の位置決めを行うため、腕ホルダー１００からベルト４００
が抜け落ちることが防止される。また、アンカー部材１８０，１９０に並設された複数の
ガイド部１８１，１８２，１８３，１８４，１９１，１９２，１９３，１９４のいずれに
もベルト４００が使用され得るので、患者の腕は確実に固定される。
【００７１】
［変形例］
【００７２】
　以下、上述の実施形態の変形例が説明される。図８は、本変形例に係る腕ホルダー６０
０の正面図である。同図が示す通り、上述の実施形態に係る腕ホルダー１００と本変形例
に係る腕ホルダー６００とは、アンカー部材の形状が異なる。本変形例によると、アンカ
ー部材６１０は、ガイド部６１１，６１２，６１３，６１４を備える。同様に、アンカー
部材６２０は、ガイド部６２１，６２２，６２３，６２４を備える。
【００７３】
［アンカー部材６１０，６２０］
【００７４】
　アンカー部材６１０のガイド部６１１は、係合棒６１１ｃと、係合棒６１１ｃの両側に
設けられて係合棒６１１ｃよりも隆起した肩部６１１ａ，６１１ｂとを有する。ここで、
係合棒６１１ｃの長さは、ベルト４００におけるフック４４０及びベルト本体４１０の横
幅よりも数ミリ程度広くなっている。アンカー部材６１０，６２０の全てのガイド部６１
１，６１２，６１３，６１４，７１１，７１２，７１３，７１４が同様の構成になってい
る。
【００７５】
　ベルト４００による本体１１０の締結の手順が以下に解説される。例えば、作業者がガ
イド部６１１の係合棒６１１ｃにフック４４０を係合させ、ベルト本体４１０に本体１１
０を囲繞させる点は上述の実施形態と同様である。ただし、本変形例に於いては、ベルト
４００が係合棒６１１ｃに巻かれた状態で、係合棒６１１ｃの両端に延設された肩部６１
１ａ，６１１ｂはベルト４００の外側に当接する。
【００７６】
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［本変形例の効果］
【００７７】
　ベルト４００は係合棒６１１ｃの外側を囲繞するように本体１１０に巻かれる。係合棒
６１１の両端に延設された肩部６１１ａ，６１１ｂはベルトの外側に当接するため、ベル
ト４００は係合棒６１１ｃに位置決めされる。従って、腕ホルダー６００からベルト４０
０が抜け落ちることが確実に防止される。ベルト４００は係合棒６１１ｃの外側に巻かれ
るため、ベルト４００をガイド部６１１に通す手順は省略され、ベルト４００の締結に要
する時間は短縮される。
【符号の説明】
【００７８】
１００・・・腕ホルダー
１１０・・・本体
１２１・・・側縁
１２２・・・側縁
１３０・・・先端縁
１４０・・・後端縁
１５１・・・リング
１５２・・・リング
１５３・・・リング
１５４・・・リング
１６０・・・目印
１７０・・・金属製枠体
１８０・・・アンカー部材
１８１・・・ガイド部
１８２・・・ガイド部
１８３・・・ガイド部
１８４・・・ガイド部
１９０・・・アンカー部材
１９１・・・ガイド部
１９２・・・ガイド部
１９３・・・ガイド部
１９４・・・ガイド部
２１１・・・ライナー
２２０・・・ポリエチレン層
４００・・・ベルト
４１０・・・ベルト本体
４２０・・・ループ面
４３０・・・フック面
４４０・・・フック
５１０・・・腕
６００・・・腕ホルダー
６１０・・・アンカー部材
６１１・・・ガイド部
６１１ａ・・・肩部
６１１ｂ・・・肩部
６１１ｃ・・・係合棒
６１２・・・ガイド部
６１３・・・ガイド部
６１４・・・ガイド部
６２０・・・アンカー部材



(11) JP 5033222 B2 2012.9.26

６２１・・・ガイド部
６２２・・・ガイド部
６２３・・・ガイド部
６２４・・・ガイド部
　

【図１】 【図２】



(12) JP 5033222 B2 2012.9.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(13) JP 5033222 B2 2012.9.26

【図７】 【図８】



(14) JP 5033222 B2 2012.9.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  登録実用新案第３１００４６６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３４８３８８（ＪＰ，Ｚ２）　　
              実開昭６１－４２９１２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００６－２６３４１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１７２１６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１１６２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－４５１９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－１４３９２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平５－１６２９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　１／１４　　　　
              　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

