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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と横方向を定義し、少なくとも部分的にＸ線透過性である縦長のテーブルトップ
（２）と、このテーブルトップの下に位置し、テーブルトップを横方向に傾斜させる横方
向傾斜機構（４）を備えた支持構造（３）と、前記横方向傾斜機構の下側で前記の支持構
造とテーブルトップを支持する手段と、テーブルトップが水平であっても、傾斜していて
も、そのテーブルトップを水平に動かす手段を備えた外科用テーブルにおいて、
　前記の支持構造とテーブルトップを支持する手段が、柱状ユニット（５）で構成されて
いること、
　前記したテーブルトップを水平に動かす手段が、テーブルトップを上記柱状ユニット（
５）に関して横方向に浮動させる横方向浮動手段（６）で構成され、前記横方向浮動手段
（６）は前記横方向傾斜機構（４）の下に位置し、前記横方向傾斜機構（４）に対する横
方向浮動手段（６）の相対的な位置決めで、前記した横方向への浮動が安定化すること、
　横方向傾斜機構（４）の下部は、縦部材（９’、１０’）と横断部材（９”、１０”）
で組み立てられた第一フレーム（９）に取り付けられ、横方向傾斜機構（４）の上部は、
縦部材と横断部材で組み立てられた第二フレーム（１０）に取り付けられていること、
　柱状ユニット（５）は、テーブルトップのエレベーター装置（１４、１６、２５）を備
えると共に、このエレベーター装置（２５）を垂直に移動させるための垂直ビーム（１６
）と垂直ガイド（１７）を備えていること、さらに、
　第一フレーム（９）は、テーブルトップ（２）が最も下位に位置する状態で垂直ビーム
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（１６）の上部を取り囲み、テーブルトップの浮動及び傾斜に邪魔にならないこと、
を特徴とする前記した外科用テーブル。
【請求項２】
　横方向傾斜機構（４）が縦方向に分割された少なくとも二つのリンク機構からなり、そ
れぞれのリンク機構が、テーブルトップを横切る面内に延びる二つのリンク（７）を有し
、しかも、テーブルトップ（２）の上方に位置する縦方向の軸（Ａ）の周囲で、テーブル
トップを横方向に傾斜させることを特徴とする請求項１に記載の外科用テーブル。
【請求項３】
　横方向浮動手段（６）が少なくとも二つの平行なレール（２１）及び噛み合いガイド（
２２）からなることを特徴とする請求項１に記載の外科用テーブル。
【請求項４】
　横方向傾斜機構（４）は、プログラム制御された作動器（３６、３７、３８）を備えて
いることを特徴とする請求項１に記載の外科用テーブル。
【請求項５】
　第一フレーム（９）の横断部材（９”）は横方向浮動手段（６）に取り付けられ、第一
フレーム（９）が、ベース（５）に対して横方向に動くことができることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項６】
　横方向浮動手段（６）のガイド（２２）が、柱状ユニット（５）に取り付けられた支持
フレーム（１１）の横断部材（１１”）に取り付けられていることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項７】
　支持フレーム（１１）が、垂直に移動できるエレベーター要素（２５）にピボット（Ｐ
）に取り付けられていることを特徴とする請求項６に記載の外科用テーブル。
【請求項８】
　縦方向浮動手段（１５）が、テーブルトップ（２）と支持構造（３）との間に設けられ
ていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項９】
　縦方向浮動手段（１５）が、テーブルトップ（２）と第二フレーム（１０）との間に設
けられていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項１０】
　第二フレーム（１０）が、前記の浮動及び傾斜を妨害することなく、テーブルトップ（
２）が最も下位に位置する状態でビーム（１６）の上部を取り囲んでいることを特徴とす
る請求項１乃至９のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項１１】
　浮動手段（６、１５）が、どのように選ばれた位置においてもロック可能であることを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の外科用テーブル。
【請求項１２】
　フロア上を移動するためのキャスター（１９）と、操作可能なフロアロック（２０）が
ベースの両端に設けられていることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の外
科用テーブル。
【請求項１３】
　ベースの両端に配置されるフロアロック（２０）が、ベースの先端側から見てキャスタ
ー（１９）の背後に位置して、ベースがドアの敷居を支障なく乗り越えられることを特徴
とする請求項１２に記載の外科用テーブル。
【請求項１４】
　前記の支持構造（３）が、非旋回の中央ガイドホイール（４４）を備え、そのガイドホ
イールは任意にフロアに接触でき、このガイドホイールが指向性安定器としても機能する
ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載の外科用テーブル。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、縦方向及び横方向を定義し、少なくとも部分的にＸ線透過性の縦方向のテーブ
ルトップ（２）、横方向と平行にテーブルトップ（２）に対して横方向傾斜動きを与える
横方向傾斜機構（４）を含む、該テーブルトップ用の支持構造（３）、上記支持構造とテ
ーブルトップを支えるための柱状ユニット（５）、及びテーブルトップを上記柱状ユニッ
ト（５）に関して横方向に浮動水平動きを可能にする横方向浮動手段（６）とを含む外科
用テーブル（１）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
今日の外科用テーブルは、テーブルの上昇、横軸及び縦軸の回りでの傾斜のように様々な
次元に動くことができる。これらの様々な動きは、特別な手術の状況に対応できることが
望まれ、またＸ線テーブルトップを有する外科用テーブルの場合には、特別な体の部分の
Ｘ線撮影をより自由にできるように対応可能であることが望まれる。特に、横方向傾斜は
、器官が望まれるような異なった方向から撮影できるように使用され、ある場合には、よ
り良好な画像を得るために互いから又は固定器官からルーズ器官を移行させるために使用
される。
【０００３】
ＥＰ－Ａ２－９２３９２２は、撮影方法及び外科用手術台に関する。テーブルはＸ線透過
性テーブルトップとテーブルトップに垂直リフト、縦方向傾斜、横方向傾斜、および４方
向浮動を与える手段からなる。コントロールスイッチは、水平軸に沿ってテーブルトップ
が浮動可能になるように、かつ傾斜軸に沿って浮動できないように設けられている。それ
によりテーブルトップは縦方向及び横方向に傾いたとき、浮動が完全に妨げられる。これ
は、横方向に自由に浮動するが、縦方向にのみ傾いたときには縦方向への浮動は自由では
なく、及び縦方向に自由に浮動するが、横方向にのみ傾いたときには横方向への浮動は自
由ではない。テーブルトップが水平であるときは、いずれの方向にも自由に浮動する。
【０００４】
ＥＰ－Ａ２－９２３９２２によると、テーブルトップが横方向に傾斜すると、従ってテー
ブルトップは横方向に動けなくなる。この理由は、横方向に傾いているときは、テーブル
トップが最低の位置に落ちるというリスクがあるからである。しばしば１００ｋｇを大き
く超える重さの大人の患者の場合、横方向の自由な動きは、全テーブルの安定性を危険に
さすことになるので、そこに携わる人と同様に患者に対しても危険となることがある。そ
れゆえ、自動ロックを備えることは、このＥＰ文献によると重要な安全方法とみなすこと
ができる。
【０００５】
画像装置を使用して患者を検査するとき、検査される器官の最も良い画像を得るために、
テーブルトップは固定画像装置に対して通常浮動されている。ＥＰ－Ａ２－０９２３９２
２の従来の装置では、しかし、テーブルトップが横方向に傾いた位置では外科医が検査さ
れる患者の器官の回りの領域を自由にフレキシブルに走査することは困難である。Ｘ線写
真の場合と同様に同時撮影の場合には、患者を自由な位置で検査するとき、外科医はテー
ブルトップを水平位置において浮動を使用できるのみである。これは、従って、テーブル
トップを傾ける前にのみ可能である。
【０００６】
傾いた位置に到達した後に自由な調整を望むか必要である場合には、外科医は傾きの調整
をしなければならないか、あるいはテーブルトップ及び撮影される患者の部分を部分的に
覆う、所謂Ｃ－アーム上に典型的に配置される画像装置の位置を調整しなければならない
かのいずれかである。しかし、これは難しく、不正確な位置になる。微調整及びフレキシ
ビリティと共に患者の器官の概観を得ることの可能性に関して制限することは、従来技術
の重大な欠点となる。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、従来技術の欠点を改良し、取り扱い性や適応性についてより順応できる
、外科用テーブルを提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る外科用テーブルは、縦方向と横方向を定義し、少なくとも部分的にＸ線透
過性である縦長のテーブルトップ（２）と、このテーブルトップの下位に位置し、テーブ
ルトップを横方向に傾斜させる横方向傾斜手段（４）を備えた支持構造（３）と、前記横
方向傾斜手段の下側で前記の支持構造とテーブルトップを支持する手段と、テーブルトッ
プが水平であっても傾斜していても、そのテーブルトップを水平に動かす手段を備えた外
科用テーブルにおいて、
　前記の支持構造とテーブルトップを支持する手段が柱状ユニット（５）で構成され、前
記したテーブルトップを水平に動かす手段が、テーブルトップを上記柱状ユニット（５）
に関して横方向に浮動させる横方向浮動手段（６）で構成され、前記横方向浮動手段（６
）は前記横方向傾斜機構（４）の下に位置し、横方向傾斜手段（４）に対する横方向浮動
手段（６）の相対的な位置決めにより、前記した横方向への浮動を安定化させることがで
き、
　横方向傾斜手段（４）の下部は、縦部材と横断部材で組み立てられた第一フレーム（９
）に取り付けられ、横方向傾斜手段（４）の上部は、縦部材と横断部材で組み立てられた
第二フレーム（１０）に取り付けられ、
　柱状ユニット（５）は、テーブルトップのエレベーター装置を備えると共に、このエレ
ベーター装置を垂直に移動させるための垂直ビーム（１６）と垂直ガイド（１７）を備え
、さらに、
　第一フレーム（９）は、テーブルトップ（２）が最も下位に位置する状態で垂直ビーム
（１６）の上部を取り囲み、テーブルトップの浮動及び傾斜に邪魔にならない、
ことを特徴とする。
【０００９】
　それらの特徴によって、テーブルトップが横方向に傾斜しているときも、テーブルトッ
プを横方向に浮動させることができる。これは、テーブルトップの傾斜が影響しないとこ
ろに、横方向浮動手段が位置しているからである。横方向への浮動が重力の影響を受けな
いので、テーブルトップが横方向に傾斜した位置にあっても、横方向への浮動に特別な動
力作動器を必要としない。しかし、本発明は、浮動を助ける動力の使用を排除していない
。
【００１０】
　本発明の外科用テーブルにおいて、テーブルトップの長手方向に延びる向きを縦方向と
定義し、これと垂直な向きを横方向と定義する。横方向傾斜機構は、テーブルトップに対
して横方向の傾斜を与える。横方向浮動手段は、テーブルトップを横方向に水平に移動さ
せる。
【００１１】
　本発明は、外科医に対する順応性を高め、迅速な診断の正確性と実現性を高めるなど幾
つかの利益をもたらすが、これらは患者の満足度や外科医の努力の成果の点で、極めて重
要である。外科用テーブル全体を動かす必要はなく、画像Ｃ－アームの微調整もいらない
。
【００１２】
　テーブルトップが横方向に傾斜した状態で横方向に動けることは、画像化や施術に最も
良い状況になることを注目すべきである。テーブルは、テーブルトップが縦方向に傾いて
いるとき、例えば、動力浮動手段により、縦方向の動きが可能になるように配置されても
いなくても良い。しかし、縦方向の傾斜は、横方向の動きに影響を与えない。施術や画像
化に最もよい位置では、しかし、テーブルトップは縦方向に傾斜していない。
【００１３】
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本発明の好ましい面によると、横方向傾斜作動器は、リンク機構からなり、これは、軸又
はテーブルトップ上に位置する軸の回りでテーブルトップが横方向に傾斜動きできるよう
に配置されている。このことにより、縦方向にコンパクトな解決になり、調べられる器官
に近い位置の回りでテーブルトップや患者を傾斜することが可能になる。
【００１４】
　テーブルトップの傾斜は、幾つかの理由から重要であることを認識すべきである。横軸
の回りの縦方向の傾斜（Ｔｒｅｎｄｅｌｅｎｂｕｒｇ　ｔｉｌｔｉｎｇ）は、例えば、患
者の頭を他より低くすることができ、これは外傷患者の血圧低下を補償する。上述したよ
うに、縦軸の回りの横方向の傾斜は、方向を選択しての画像化を可能にする。また、検査
のために、ある器官を移動させることで他の器官から自由にすることができる。本発明に
より、体が横方向に傾斜した位置で行う画像化を微調整することができ、これにより診断
の質の向上と迅速化を図ることができる。
【００１５】
　横方向傾斜作動器が第一及び第二フレームに取り付けられていることから、構造の安定
性が確保される。またこれらのフレームは、ベース構造に含まれる垂直搬送ビームをフレ
ームの内側に延ばすことを可能にし、それにより，テーブルトップの上昇通路は有利な方
向に延ばすことができる。
【００１６】
更に別の面によると、横方向の傾斜作動器はプログラム制御作動器からなっていも良い。
これらの作動器は、好ましくは第一及び第二フレーム間に位置し、それにより、構造の安
定性が確保される。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１は、外科用テーブル１を示し、それは、テーブルトップ２と様々な動きを持つ該テー
ブルトップを支えるための支持構造３を有する。
【００１８】
図２に示す外科用テーブル１は、テーブルトップ１が縦方向及び横方向に傾いた位置にあ
る。テーブルトップ２は、少なくとも部分的に光透過性であり、一般に３で示される支持
構造により支持される。支持構造３には、横方向傾斜機構４、柱状ユニット５、該柱状ユ
ニット５に対してテーブルトップが四方向に動くことができるための要素が含まれている
。
【００１９】
　本発明の外科用テーブルに関して、重要、かつ注目されるべきことは、支持構造、とり
わけ柱状ユニット５が、テーブルの全ての作用位置において、テーブルトップを含む垂直
領域の概ね内側に位置しているということである。本発明の外科用テーブルでは、体重の
ある患者の重量は、支持構造及び柱状ユニットに垂直方向に直接かかるので、使用中にテ
ーブルの安定性が危うくなることがない。これが注目すべき第一の点である。第二点は構
造の単純さに由来し、有利な荷重分布にあることと、重量患者から生まれる過剰な力が避
けられることから、本発明の外科用テーブルは、建造が容易で、重量も軽く、構造が単純
である。それ故、画像化のため患者を移動させる際も、安定性を損なうことなくその移動
を可能にする。
【００２０】
　第三の注目すべき点はテーブルへの接近のしやすさにある。テーブルトップを含む垂直
領域からどの方向に向かっても、支持構造は側方に延びていないので、テーブルトップ上
での作業はテーブル周囲のどの場所でも妨害されることがない。
【００２１】
　横方向傾斜機構４は、縦方向に分離した二つのリンク機構を含み、各機構は１組のリン
ク７で構成され、そのリンクはテーブルトップ２の縦方向と実質的に垂直な面内に位置し
ている。それぞれのリンクは、液圧シリンダ８を作動させるとテーブルトップ２が傾斜す
るように機能する。液圧シリンダ８はリンク機構内で実質的に対角線上に配置され、その
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リンク機構は、横方向傾斜機構４の下部及び上部がそれぞれ取り付けられる第一フレーム
９及び第二フレーム１０の横断部材９”及び１０”と、リンク７とで構成される四リンク
機構である。
【００２２】
　テーブルトップ２は、テーブルトップが勝手に動かないようにロック可能な縦方向浮動
手段１５によって、第二フレーム１０に対して縦方向に動くことができる。
【００２３】
　ベースＢは、フロアに対して外科用テーブル１を支え、テーブルが転がり移動できるよ
うにキャスター（１９で示される）を備えている。ベースＢは、垂直ビーム１６を支え、
該ビームは、垂直に移動できる部分的にスリーブ型のエレベーター要素２５を支持してガ
イドするための溝及び／又はレールのような垂直ガイド１７を有する。エレベーター要素
２５はその上部に支持フレーム１１を備え、該フレームは旋回軸Ｐの回りで旋回可能であ
る。支持フレーム１１はビーム１６を取り囲み、柱状ユニット５に対してテーブルトップ
を横方向に動かすために、支持フレームの上部は、第一フレーム９と恊働する。
【００２４】
　図示の実施例では、テーブルトップの横方向への移動は、横方向浮動手段６によって達
成される。すなわち、この浮動手段は、第一フレーム９の横断部材９”と支持フレーム１
１の横断部材１１”を協働させる要素を含み、これによって第一フレーム９は、支持フレ
ーム１１に対して横方向に移動できる。この横方向への浮動移動を可能にする要素には、
所望の位置でフレーム同士を固定できるロック要素（図示せず）が含まれている。
【００２５】
　柱状ユニット５は、テーブルトップを上昇させるために、液圧ツインシリンダ形式の垂
直リフト作動器１４を備えている。垂直リフト作動器１４は、ビーム１６の底部（図示な
し）と、エレベーター要素２５の支持フレーム１１における旋回軸Ｐとの間で作用する。
【００２６】
　柱状ユニット５はまた、縦方向傾斜作動器１３（一つのみ示されている）を備えている
。当該作動器は、エレベーター要素２５の底部と、リフト作動器１４の取り付け用の支持
フレームに用意された位置Ｐとの間に延びている。傾斜作動器１３の作動により、支持フ
レーム１１が、従ってテーブルトップ２が、縦方向に傾斜する（Ｔｒｅｎｄｅｌｅｎｂｕ
ｒｇ　ｔｉｌｔ）。
【００２７】
　ベースＢはまた、フロアロックを備えていて、その一つは符号２０で示されている。そ
れらのロックは、図２の右側に位置し、同図を右から左方向に見たとき、キャスター１９
の背後に位置している。この配置によって、キャスター前面には自由通路が確保されるの
で、外科用テーブル１が、例えば、ドアの敷居を乗り越えて進む場合でも、フロアロック
が障害になることがない。また、柱状ユニットの前方側においても、図１に見られるよう
に、フロアロックはキャスターの背後に位置している。
【００２８】
　テーブルトップ２の底側部にはレール２３が設けられており、該レールは、テーブルト
ップが縦方向に動いている間、ガイド２４と第二フレーム１０の上部にあるロック（図示
なし）と協働する。
【００２９】
　図３は、横方向傾斜機構及び横方向浮動手段がよく分かるように、縦方向並びに横方向
に傾斜した外科用テーブルを後方から見た図であって、ここでは、テーブルトップの図示
が省略されている。図３から明らかなように、リンク７相互の下端部の間隔は、上端部の
それより大きい。
【００３０】
　各リンクの長さ、第一フレーム９に設置されるリンク７の下方旋回ポイント２６、２７
同士の距離、及びリンク７の上方旋回ポイント２８、２９同士の距離の相互関係は、四リ
ンク機構が得られるように計算されており、そのために、傾斜手段を起動させることによ
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り、第二フレームとテーブルトップは所望通り横方向に傾斜する。つまり、二つの液圧シ
リンダ８の片方（あるいは両方）の作動により、図３に示すテーブルトップ上の軸Ａ（あ
るいは複数の軸）の回りで、あたかも外科用テーブルを回転させたように、テーブルトッ
プ２が傾斜する。
【００３１】
　傾斜運動は、単一軸Ａの回りの完全な回転運動である必要はない。しかしながら、テー
ブルトップ上に位置するひとつ又はそれ以上の軸の回りで、テーブルトップが相互関連し
ていることは非常に有利である。第一に、テーブルトップが横方向に傾斜しても、必ずし
も患者を横方向に移動させないからである。これにより装置上への過剰な負荷が避けられ
る。
【００３２】
　第二に、テーブルトップが横方向に傾斜しても、リアルタイムの画像化で典型的に使用
される画像装置の焦点が、検査対象の器官から外れることがない。従って、同時画像化に
際しても、横方向への傾斜を容易に実行することができる。
【００３３】
第二フレーム１０のボルト４８は、フレーム９に対してフレーム１１が中心を越えて傾斜
することを防止するための動作停止として機能する。
【００３４】
　更に図３からわかるように、第一フレーム９の下側には、レール２１が配置され、この
ものは、テーブルトップが横方向へ移動する際、支持フレーム１１の上側で、ガイド２２
及びロック（図示せず）と連携して機能する。この場合のロックは、横方向の浮動を所望
の位置で固定することができる。本発明によれば、各要素が相対的に位置決めされている
ため、横方向浮動要素は、横方向の傾斜が実行されているか否かに関係なく、常に水平に
位置している。このため、横方向に傾斜していても、傾斜していない場合と同様に、水平
方向の浮動を利用することができる。
【００３５】
　図４は、ベースのない柱状ユニットを示す。垂直ビームは、その下部にツインリフトシ
リンダ１４用の取り付け部材３１を備えている。３０は、支持フレーム旋回軸Ｐにシリン
ダ１４を固定するための部材を示す。ツインシリンダ手段は単純に二つのシリンダからな
り、各々のピストンがそれぞれ反対方向に作用するように、隣接して固定されている（一
体とされている）。ツインシリンダ１４が作動すると、それぞれのピストンは他方の前方
に延びるか、あるいは一方のピストンが動き始める前に、他方のピストンが全移動するよ
うに配置することができる。いずれにしても、ツインシリンダ手段は、延伸した作動長さ
とピストンがシリンダに引き込まれた状態の収縮長を提供する。
【００３６】
　更に傾斜シリンダ１３の一つは、図４に見られるように、エレベータ要素２５の下部に
下方取り付け点３２を有し、さらに支持フレーム１１上には支持フレーム旋回点Ｐからあ
る距離離れた位置に、上方取り付け点ＰＰを有している。
【００３７】
本発明は、添付の請求項の範囲以内で変形することができる。従って例えば、上記詳細に
説明した態様に見られる、伝統的な傾斜又はテーブルトップ上の軸の回りの傾斜のために
取りつけることができる、伝統的な傾斜配置又はプログラム制御作動器のような別の横方
向の傾斜機構を使用することができる。図５の機構は、二つの平行な作動器３６、３７及
び対角に置かれた作動器３８からなる。これらの作動器の動きを適当に制御することによ
り、フレーム１０は、様々な動きを選択することができ、前述の態様（図２及び３）対し
て述べられたものと同様な動きだけでなく、他の望みの動きが可能である。
【００３８】
図６は、調整可能なヘッドレスト３９を示し、これは、シャフト４０により決められる軸
の回りに旋回する。ヘッドレスト３９は、各側に通常ロックされた過負荷防止回転ジョイ
ント４２により支持されている。該ジョイント４２は、スリップグリップハンドル４１に
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よってシャフト４０を回転させることにより開放される。このハンドルを右回りに回転す
ると、右回りにヘッドレストを動かすことができ、またその逆もできる。装置４２は、例
えば、それ自体良く知られた種類の二重の逆戻り防止機構を有していても良い。装置４２
は、迅速、簡単に取り付け取り外しができるためにテーブルトップに備えるサイドレール
に簡単に取り付けることができる。
【００３９】
移動している間のテーブルのハンドリング性を高めるために、支持構造は、ハウジング４
７内にあり、テーブルトップの縦方向と平行に常に実質的に平面に取り付けられた、中心
に位置するガイドホイール４４（図７）を備えていることが好ましい。このホイール４４
は、上から見たときに重心近くに位置していることが好ましく、床に対して低くされてい
るか、または軸４６を作動させて作動器４５によってそこから引き出されることができる
。低く置かれたとき、ホイール４４は指向性安定器として作用し、また僅かな傾斜表面上
で望みの方向にテーブルを転がすのを助け、移動時テーブルが望ましくない横方向の動き
を防止する。
【００４０】
また縦方向の傾斜機構は、図２及び３に関して説明された機構が好ましいものであるが、
他の方法により配置されていても良い。
【００４１】
フレームを用いた構造は構造の安定性のために、及び垂直なコンパクトな解決を可能にす
る垂直ビームを通過させることができる可能性のためには好ましいけれども、更に他の浮
動手段を使用すること、及びフレーム以外の他の機械的な要素を使用することができる。
フレームの代わりに、例えば、実質的に同じ外側寸法をするプレートを使用してもよい。
この点、しかしながら少なくともエレベータ要素により支えられる要素は、垂直ビームを
通過させることを可能にするフレーム（示された態様の支持フレーム１１）であることが
好ましい。
【００４２】
また支持フレームと協動する横方向傾斜機構４の底の要素は、より好ましくは、垂直ビー
ムの通過を可能にする、またフレーム（示された態様の第一のフレーム９）でもある。
【００４３】
また横方向傾斜機構４の上部要素はまた、最も好ましくは、垂直ビームの通過を可能にす
る、またフレーム（示された態様の第二フレーム１０）でもある。
【００４４】
従来の入れ子式エレベータのような、他のエレベータ機構を議論しても良い。
【００４５】
傾斜と同様に浮動は、例えば、垂直リフトと共に、プログラム制御さてもよい。例えば、
テーブルトップを、選択した縦方向の位置の回りに回転させるように、垂直のリフトと縦
方向の傾斜を制御することが可能である。全ての液圧作動器は、機械的なもの、例えば、
電気式駆動リニア作動器に置き換えても良い。傾斜は、リンクやそのようなものと協働で
、電気式あるいは液圧式動力回転装置のいずれかにより達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の外科用テーブルを横から見た図を示し、動き機構が保護フードでカバ
ーされている図である。
【図２】　カバーが取り除かれた図１のテーブルの透視図である。
【図３】　テーブルトップなしの図１の外科用テーブルを後ろから見た図である。
【図４】　本発明のテーブルの柱状ユニットの透視図である。
【図５】　別の横方向傾斜機構を示す。
【図６】　本発明のテーブルと共に使用されるヘッドサポートを示す。
【図７】　本発明のテーブルと共に使用される指向性ホイール配置を示す。
【符号の説明】
１　外科用テーブル
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２　テーブルトップ
３　支持構造
４　横方向傾斜機構
５　柱状ユニット
６　横方向浮動手段
７　リンク
８　液圧シリンダ
９　第一フレーム
１０　第二フレーム
１１　支持フレーム
１３　作動器
１４　リフト作動器
１５　縦方向浮動配置
１６　垂直ビーム
１７　垂直ガイド
１８　前、後端部
１９　キャスター
２０　ロック
２１、２３　レール
２２、２４　ガイド
２５　エレベータ要素

【図１】 【図２】
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【図５】
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