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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外科手術デバイス保管カートを提供する。
【解決手段】外科手術デバイス保管カート１０であって
、外科手術デバイス保管カートは、少なくとも２つの保
管容器を有する頂部保管アセンブリ１２と、少なくとも
１つの保管引出しを有する底部保管アセンブリ１４と、
頂部保管アセンブリと底部保管アセンブリとの中間の棚
１６であって、棚は、底部保管アセンブリに付着させら
れている、棚と、棚の上に位置決めされている電池充電
ステーションと、頂部保管アセンブリにおいて位置決め
されている電子デバイスドッキングステーションとを含
む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　少なくとも２つの保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　少なくとも１つの保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリと該底部保管アセンブリとの中間の棚であって、該棚は、該底部
保管アセンブリに付着させられている、棚と、
　該棚の上に位置決めされている電池充電ステーションと、
　該頂部保管アセンブリにおいて位置決めされている電子デバイスドッキングステーショ
ンと
　を含む、保管カート。
【請求項２】
　前記頂部保管アセンブリは、前記電池充電ステーションおよび前記電子デバイスドッキ
ングステーションに電力を供給するための電力ストリップを含む、請求項１に記載の保管
カート。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの保管容器は、異なるサイズのものである、請求項２に記載の保管
カート。
【請求項４】
　前記頂部保管アセンブリは、配置面としてのその使用を防止するために、ドーム状のカ
バーを有する、請求項２に記載の保管カート。
【請求項５】
　前記頂部保管アセンブリは、書類ホルダーを有する、請求項２に記載の保管カート。
【請求項６】
　前記頂部保管アセンブリは、前記ドッキングステーションの内容物を固定するために、
少なくとも１つのケーブル係止ストラップを有する、請求項２に記載の保管カート。
【請求項７】
　前記棚は、少なくとも１つの保管トレーを含む、請求項２に記載の保管カート。
【請求項８】
　前記底部保管アセンブリは、後部アクセスパネルを含む、請求項２に記載の保管カート
。
【請求項９】
　前記底部保管アセンブリは、前記少なくとも１つの保管引出しの内容物を見るための少
なくとも１つの窓を含む、請求項２に記載の保管カート。
【請求項１０】
　前記底部保管アセンブリは、前記保管カートを移動させることを容易にするために、車
輪アセンブリを含む、請求項２に記載の保管カート。
【請求項１１】
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリと該底部保管アセンブリとの中間の棚と、
　該棚の上に位置決めされている少なくとも１つの電池充電器と
　を含む、保管カート。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの電池充電器は、前記棚の側面に位置決めされている、請求項１１
に記載の保管カート。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの電池充電器は、第１および第２の電池充電器を含み、該第１およ
び第２の電池充電器は、前記棚の前部の対向する角に位置決めされている、請求項１１に
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記載の保管カート。
【請求項１４】
　前記棚の上に位置決めされている電子デバイスドッキングステーションをさらに含む、
請求項１１に記載の保管カート。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの電池充電器および前記電子デバイスドッキングステーションに電
力を提供するための電力ストリップをさらに含む、請求項１４に記載の保管カート。
【請求項１６】
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリ内に位置決めされている電力ストリップと
　を含む、保管カート。
【請求項１７】
　前記頂部保管アセンブリに位置決めされている電池充電器をさらに含む、請求項１６に
記載の保管カート。
【請求項１８】
　前記頂部保管アセンブリに位置決めされている電子デバイスドッキングステーションを
さらに含む、請求項１７に記載の保管カート。
【請求項１９】
　前記頂部保管アセンブリは、ドーム状のカバーを有し、前記電池充電器は、該ドーム状
のカバーの上に取り付けられている、請求項１７に記載の保管カート。
【請求項２０】
　前記頂部保管アセンブリは、少なくとも１つの書類ホルダーを含む、請求項１６に記載
の保管カート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本願は、２０１２年１２月３日に出願された、米国仮特許出願第６１／７３２，６４０
号の利益、および上記米国仮特許出願に対する優先権を主張し、この米国仮特許出願の開
示全体は、本明細書中で参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　１．技術分野
　本開示は、外科手術ステープル留め製品のための保管カートに関する。より詳しくは、
本開示は、インタラクティブな保管および供給のカートに関し、上記カートは、電力と、
通信デバイス、タブレットタイプのコンピューターを支持するための取り付け能力と、他
の電気的に動作するデバイスのための再充電ユニットおよび／または電源とを有する。
【０００３】
　２．関連分野の背景
　多くの外科手術手順中、手順を適切に実施するために、複数の外科手術機器を用いるこ
とがしばしば必要とされる。これらの外科手術機器のうちの多くは、モジュール式であり
、各機器に対して特定の再充填可能な構成要素または使い捨ての構成要素を含み得る。こ
れは、外科手術中の混乱を避け、正しい機器および関連付けられた構成要素を探すための
時間を浪費することを避けるために、外科手術機器およびそれらの関連する構成要素を分
離しておく管理戦略を必要とする。何が現在、手元にあるのかの正確な在庫を維持するこ
とも、問題になり得る。
【０００４】
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　多くの最新の外科手術機器は、今や、再充電可能な電池パックを必要とする電力式特徴
を組み込んでいる。複数の電池パックおよび関連付けられた充電が、手術中、消耗した電
池パックまたは欠陥のある電池パックに直面することを避けるために、手術室に維持され
ていることが必要とされる。手術室の周辺に置いてある複数の充電器は、手術時間の延長
をもたらす混乱を引き起こし得、複数の電力コードにつまずく危険を引き起こし得る。
【０００５】
　より複雑な外科手術手順は、外科手術手順中に起こり得る合併症に対処することについ
てのリアルタイムな情報を得るために、外部情報源との相談をしばしば必要とする。
【０００６】
　従って、複数の外科手術機器および関連付けられた構成要素を維持し、まとめることが
可能な、外科手術デバイスの保管および供給のカートを提供することが望ましい。完全に
いつでも使えるようになっている電池パックが手術スタッフにとって、容易で安全に利用
可能であることを確実にするために、電池充電能力を有する、外科手術デバイスの保管お
よび供給のカートを提供することは、さらに望ましい。在庫管理および指示材料のための
コンピューター、または外部情報源（例えば、他の外科医または同様の専門家）とのリア
ルタイムな相談を提供するための通信デバイス（例えば、ｉＰｏｄＴＭ、またはｉＰａｄ
ＴＭ）の受け取りのための、ドッキングステーションを有する、外科手術デバイスの保管
および供給のカートを提供することは、なおさらに望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　概要
　外科手術機器および関連付けられたアタッチメントを保管し、表示し、供給するための
保管カートが開示される。保管カートは、一般に、少なくとも２つの保管容器を有する頂
部保管アセンブリと、少なくとも１つの保管引出しを有する底部保管アセンブリとを含む
。棚は、頂部保管アセンブリと底部保管アセンブリとの中間に位置決めされ、底部保管ア
センブリに付着させられている。電池充電ステーションは、棚の上に位置決めされ、再充
電可能な電池を受け取り、充電するための電池充電器と、電池充電器を棚の上に支持する
ための電池充電器ホルダーとを含み得る。電子デバイスドッキングステーションは、頂部
保管アセンブリに位置決めされ、電子デバイスを受け取るように提供され、電子デバイス
は、カートの内容物を追跡するためのものであり、ならびに製品または外科手術手順の情
報を表示し、外部情報源とのリアルタイムな通信を提供するためのものである。
【０００８】
　頂部保管アセンブリは、電池充電ステーションおよび電子デバイスドッキングステーシ
ョンに電力を供給するための電力ストリップを含む。１つの実施形態において、少なくと
も２つ保管容器は、異なるサイズのものである。複数の列の異なるサイズの保管容器は、
異なる製品包装サイズを収容するために提供される。特定の実施形態において、頂部保管
アセンブリは、配置面としてのその使用を防止するために、ドーム状のカバーを有する。
これは、頂部保管アセンブリの上に品目を配置することを妨げるためであり、それらの品
目がカートから落ちることを防止するためである。頂部保管アセンブリはまた、製品、お
よび患者情報、およびカルテを支持するために１つ以上の書類ホルダーを有する。１つの
実施形態において、頂部保管アセンブリは、ドッキングステーションの内容物を固定する
ために、少なくとも１つのケーブル係止ストラップを有する。
【０００９】
　頂部保管アセンブリと底部保管アセンブリとの中間に位置決めされている棚は、少なく
とも１つの保管トレーを含み、それは、頻繁に使用される品目のためのものであり、外科
手術前に前もって取り外されていない個人的な品目を収集するためのものである。
【００１０】
　下方保管アセンブリは、補充のために少なくとも１つの引出しにアクセスすることを容
易にするために、後部アクセスパネルを含む。下方保管アセンブリはまた、少なくとも１
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つの保管引出しの内容物を見るための少なくとも１つの窓を含む。下方保管アセンブリは
、保管カートを移動させることを容易にするために、車輪アセンブリをさらに含む。車輪
アセンブリは、保管カートを適所に固定するために、１つ以上のロックする車輪またはキ
ャスターを含み得る。
【００１１】
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、保管引出しを有する底部保管アセンブリとを
含む外科手術デバイス保管カートがまた、開示される。棚は、頂部保管アセンブリと底部
保管アセンブリとの中間に位置決めされ、棚の上に位置決めされている少なくとも１つの
電池充電器を含む。１つの実施形態において、少なくとも１つの電池充電器は、棚の側方
に位置決めされている。
【００１２】
　代替の実施形態において、少なくとも１つの電池充電器は、第１および第２の電池充電
器を含み、第１および第２の電池充電器は、棚の前部の対向する角に位置決めされている
。
【００１３】
　保管カートは、棚の上に位置決めされている電子デバイスドッキングステーションをさ
らに含む。保管カートは、少なくとも１つの電池充電器および電子デバイスドッキングス
テーションと電気的に連通している電力ストリップを、なおさらに含み、電力ストリップ
は、電池充電器、およびドッキングステーション、ならびに他の電力式外科手術デバイス
に電力を提供する。
【００１４】
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
頂部保管アセンブリ内に位置決めされている電力ストリップとを含む外科手術デバイス保
管カートが、なおさらに開示される。１つの実施形態において、電池充電器は、頂部保管
アセンブリに位置決めされている。電子デバイスドッキングステーションも頂部保管アセ
ンブリに位置決めされている。特定の実施形態において、頂部保管アセンブリは、ドーム
状のカバーを有し、電池充電器は、ドーム状のカバーの上に取り付けられている。保管カ
ートは、頂部保管アセンブリに位置決めされている少なくとも１つの書類ホルダーを含む
。
【００１５】
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　少なくとも２つの保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　少なくとも１つの保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリと該底部保管アセンブリとの中間の棚であって、該棚は、該底部
保管アセンブリに付着させられている、棚と、
　該棚の上に位置決めされている電池充電ステーションと、
　該頂部保管アセンブリにおいて位置決めされている電子デバイスドッキングステーショ
ンと
　を含む、保管カート。
（項目２）
　上記頂部保管アセンブリは、上記電池充電ステーションおよび上記電子デバイスドッキ
ングステーションに電力を供給するための電力ストリップを含む、上記項目に記載の保管
カート。
（項目３）
　上記少なくとも２つの保管容器は、異なるサイズのものである、上記項目のうちのいず
れか一項に記載の保管カート。
（項目４）
　上記頂部保管アセンブリは、配置面としてのその使用を防止するために、ドーム状のカ
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バーを有する、上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目５）
　上記頂部保管アセンブリは、書類ホルダーを有する、上記項目のうちのいずれか一項に
記載の保管カート。
（項目６）
　上記頂部保管アセンブリは、上記ドッキングステーションの内容物を固定するために、
少なくとも１つのケーブル係止ストラップを有する、上記項目のうちのいずれか一項に記
載の保管カート。
（項目７）
　上記棚は、少なくとも１つの保管トレーを含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載
の保管カート。
（項目８）
　上記底部保管アセンブリは、後部アクセスパネルを含む、上記項目のうちのいずれか一
項に記載の保管カート。
（項目９）
　上記底部保管アセンブリは、上記少なくとも１つの保管引出しの内容物を見るための少
なくとも１つの窓を含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１０）
　上記底部保管アセンブリは、上記保管カートを移動させることを容易にするために、車
輪アセンブリを含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１１）
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリと該底部保管アセンブリとの中間の棚と、
　該棚の上に位置決めされている少なくとも１つの電池充電器と
　を含む、保管カート。
（項目１２）
　上記少なくとも１つの電池充電器は、上記棚の側面に位置決めされている、上記項目の
うちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１３）
　上記少なくとも１つの電池充電器は、第１および第２の電池充電器を含み、該第１およ
び第２の電池充電器は、上記棚の前部の対向する角に位置決めされている、上記項目のう
ちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１４）
　上記棚の上に位置決めされている電子デバイスドッキングステーションをさらに含む、
上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１５）
　上記少なくとも１つの電池充電器および上記電子デバイスドッキングステーションに電
力を提供するための電力ストリップをさらに含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載
の保管カート。
（項目１６）
　外科手術デバイス保管カートであって、該外科手術デバイス保管カートは、
　保管容器を有する頂部保管アセンブリと、
　保管引出しを有する底部保管アセンブリと、
　該頂部保管アセンブリ内に位置決めされている電力ストリップと
　を含む、保管カート。
（項目１７）
　上記頂部保管アセンブリに位置決めされている電池充電器をさらに含む、上記項目のう
ちのいずれか一項に記載の保管カート。
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（項目１８）
　上記頂部保管アセンブリに位置決めされている電子デバイスドッキングステーションを
さらに含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート。
（項目１９）
　上記頂部保管アセンブリは、ドーム状のカバーを有し、上記電池充電器は、該ドーム状
のカバーの上に取り付けられている、上記項目のうちのいずれか一項に記載の保管カート
。
（項目２０）
　上記頂部保管アセンブリは、少なくとも１つの書類ホルダーを含む、上記項目のうちの
いずれか一項に記載の保管カート。
【００１６】
　（摘要）
　インタラクティブな外科手術デバイスの保管および供給のカートが提供され、種々のサ
イズの製品包装のための複数の保管容器を有する頂部保管アセンブリと、より大きな包装
の滅菌されたデバイスを保持するための引出しを有する底部保管アセンブリと、頻繁に使
用される品目のための保管トレーを有する中間棚とを含む。１つ以上の電池充電器が、カ
ートにおいて、完全に充電された電池を供給するために提供される。ドッキングステーシ
ョンが、カートにおいて、在庫管理および表示指示材料のためのコンピューターを受け取
るために提供される。ドッキングステーションはまた、外部情報源とのリアルタイムでの
相談のための通信デバイスを受け取り得る。さらに、電力ストリップが、電池充電器（複
数可）およびドッキングステーション、ならびに他の補助物、電力式デバイスおよび機器
に電力を供給するために提供される。
【００１７】
　本開示の、インタラクティブな、外科手術製品の保管、供給、および表示のカート、ま
たは「スマートカート」の種々の実施形態が、図面を参照して本明細書中に開示される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、外科手術室において使用するためのスマートカートの１つの実施形態の
斜視図である。
【図２】図２は、スマートカートの別の斜視図である。
【図３】図３は、スマートカートの正面平面図である。
【図４】図４は、スマートカートの側面平面図である。
【図５】図５は、スマートカートの後部平面図である。
【図６】図６は、スマートカートの、反対側の側面平面図である。
【図７】図７は、スマートカートの頂部平面図である。
【図８】図８は、スマートカートの底部平面図である。
【図９】図９は、頂部および底部保管アセンブリが分離された状態のスマートカートの斜
視図である。
【図１０】図１０は、底部保管アセンブリの、部品が分離された状態の斜視図である。
【図１１】図１１は、頂部保管アセンブリの、部品が分離された状態の斜視図である。
【図１２】図１２は、頂部保管アセンブリの、部品が分離された状態のさらなる斜視図で
ある。
【図１３】図１３は、頂部保管アセンブリの、背面パネルが取り外された状態の斜視図で
あり、電力ストリップが示されている。
【図１４】図１４は、スマートカートの代替の実施形態の後部平面図である。
【図１５】図１５は、図１４のスマートカートの頂部平面図である。
【図１６】図１６は、本開示のスマートカートと一緒に使用するための中間棚部分の代替
の実施形態の頂部平面図である。
【図１７】図１７は、スマートカートのさらなる代替の実施形態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　実施形態の詳細な説明
　本開示の、製品の保管、供給、および表示のカート、または「スマートカート」の実施
形態は、次に、図面を参照して詳細に記載され、図面において、類似の参照番号は、数枚
の図の各々における、同一の要素または対応する要素を表す。当該分野において一般的で
あるように、用語「近位」は、使用者または操作者、すなわち看護師、外科医、もしくは
医師により近い部分または構成要素を指し、用語「遠位」は、使用者からより遠い部分ま
たは構成要素を指す。
【００２０】
　図１～図１３を参照すると、および最初に図１～図８を参照すると、外科手術室におけ
る使用のための、インタラクティブな、外科手術機器の保管、表示、および供給のカート
、またはスマートカート１０の１つの実施形態が例示される。特に示されないが、スマー
トカート１０は、手術室において、ＥＮＤＯ　ＧＩＡＴＭ、ＴＲＩ－ＳＴＡＰＬＥＴＭ、
およびｉＤＲＩＶＥＴＭ外科手術ステープリング製品（機器および再充填構成要素を含む
）を保管、表示し、それらを外科医および彼らの助手に供給するために提供される。さら
に、スマートカート１０は、例えば、ｉＰａｄＴＭ、ｉＰｏｄＴＭなどのようなコンピュ
ーターおよび表示デバイスを支持し、それらに電力を供給する能力、ならびにｉＤｒｉｖ
ｅＴＭ外科手術機器と一緒に使用するためのｉＤｒｉｖｅＴＭＵｌｔｒａ電池を充電し、
完全に充電されたｉＤｒｉｖｅＴＭＵｌｔｒａ電池を供給する能力を提供する。スマート
カート１０は、代表的に、滅菌されていなくてもよく、中央コア（ｃｅｎｔｒａｌ　ｃｏ
ｒｅ）に保持され得る。スマートカート１０が中央コアの外に移動させられる場合、ドレ
ープ（示されない）が、カートを覆うために提供される。
【００２１】
　図１を参照すると、スマートカート１０は、頂部保管アセンブリ１２と、底部保管アセ
ンブリ１４と、頂部保管アセンブリ１２と底部保管アセンブリ１４との間に位置決めされ
ている中間棚または棚部分１６とを一般に含む。棚部分１６の第１の側面エッジ１８は、
取り外し可能な電池充電器２０を含み、取り外し可能な電池充電器２０は、電池パック２
２を再充電し、完全に充電された電池パック２２を供給するためのものである。電池充電
器２０は、棚部分１６の第１の側面エッジ１８に直接取り付けられ得るか、または第１の
側面エッジ１８の上に位置決めされている取り外し可能な充電器ホルダー２４中に位置決
めされ得る。取り外し可能な充電器ホルダー２４の使用は、使用者が、使用される特定の
電力式外科手術デバイスに基づいてスマートカート１０を予め設定することを可能にする
。
【００２２】
　図１、図３、および図６を参照すると、頂部保管アセンブリ１２の第１の側面パネル２
６は、例えば、機器の在庫および指示、患者の記録などのような種々の目的のために使用
され得る書類ホルダー２８を備える。書類ホルダー２８はまた、電子デバイスおよび通信
指示、ならびに関連の連絡の電話／電子メール／テキスティングの番号およびアドレスを
保持するために使用され得る。頂部保管アセンブリ１２の第１の側面パネル２６はまた、
使用者が、種々のタブレットタイプのコンピューターを接続して見ること、携帯電話、Ｗ
ｉＦｉおよび／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイスを介して電子通信にアク
セスすること、および表示デバイスを見ることを可能にする電子デバイス取り付けまたは
ドッキングステーション３０を備える。これは、外科医が、外科手術の製品および手順の
情報を見ること、および／またはリアルタイムで外部情報源と相談することを可能にする
。頂部保管アセンブリは、情報保持キャップ３４を備える頂部カバー３２をさらに含む。
キャップ３４は、特定の患者のカルテまたは他の書類を即時に見るために表示するために
提供されている。
【００２３】
　図１および図３を参照すると、種々の外科手術ステープル留め再充填構成要素（図１２
を参照のこと）を保管し、表示するために、頂部保管アセンブリ１２が、より詳しく提供
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される。複数の列の種々のサイズの保管容器３６、３８、４０、および４２は、より詳細
に以下に記載されるような構成要素を保持し、識別し、および／または表示するために、
頂部保管アセンブリ１２の前面側４４において提供される。
【００２４】
　１対の所持品保管トレー４６および４８は、外科手術前に前もって取り外されていない
患者および提供者の品目を保持するために、棚部分１６の前面側５０において提供される
。
【００２５】
　図１および図３を引き続き参照すると、底部保管アセンブリ１４は、上方引出し５２お
よび下方引出し５４を含み、上方引出し５２および下方引出し５４は、底部保管アセンブ
リ１４の前面側６０にそれぞれのハンドル５６および５８を有する。上方引出し５２およ
び下方引出し５４は、種々の外科手術機器を保持するために提供される。上方視界窓６２
および下方視界窓６４は、上方引出し５２および下方引出し５４の内容物を見ることを容
易にするために、底部保管アセンブリ１４の第１の側面６６において提供される。手術室
内で保管カート１０を操作するために、底部保管アセンブリ１４は、より詳細に以下に記
載される車輪アセンブリ６８を備える。上方引出し５２および下方引出し５４は、前部プ
レート７０および７２を備え、前部プレート７０および７２は、内容物を見るために透明
であり得るか、または上方引出し５２および下方引出し５４の内容物を記載するラベルも
しくは他のしるしを支持するために使用され得る。
【００２６】
　次に図２および図４を参照すると、頂部保管アセンブリ１２の第２の側面パネル７４は
また、患者の記録などの保持のための書類ホルダーまたはスリーブ７６を備える。頂部保
管アセンブリ１２は、取り外し可能な背面パネル７８をさらに含む。
【００２７】
　底部保管アセンブリ１４は、フレーム８０を含む。底部保管アセンブリ１４の第２の側
面８２はまた、底部保管アセンブリ１４の内容物を見るために視界窓８４および８６を含
む。
【００２８】
　図２および図５を参照すると、底部保管アセンブリ１４の裏側８８は、上方引出し５２
および下方引出し５４（図１）を補充することを容易にするために、取り外し可能なドア
パネル９０を備える。取り外し可能なドアパネル９０は、上方引出し５２および下方引出
し５４の内容物を見るためのそれぞれ視界窓９２および９４を含む。係止ハンドル９６お
よび９８は、ドアパネル９０において提供され、フレーム８０を係合して、ドアパネル９
０をフレーム８０に固定する。
【００２９】
　図１～図６を参照すると、頂部キャップ３２は、品目が不注意に置かれて、払い落とさ
れ得るか、または落下し得るトレーまたは表面としてのその使用を防止するために、ドー
ム状の外側表面１００を有する。スマートカート１０に対する損傷を防止するために、棚
部分１６は、可撓なポリマーまたはゴムの周辺エッジまたはバンパー１０２を含む。
【００３０】
　次に図２および図７を参照すると、棚部分１６は、外科手術手順中に頻繁に使用される
種々の品目の受け取りのための品目トレー１０６を有する第２の側面エッジ１０４を含む
。棚部分１６の裏側１０８はまた、棚部分１６の前面側５０におけるトレー４６および４
８と同様の１対の所持品ポケットまたはトレー１１０および１１２を備える。
【００３１】
　当面、図８を参照すると、底部保管アセンブリ１４が、フレーム８０上の床パネル１１
４を含むことが見られ得る。さらに、車輪アセンブリ６８は、１対の前部の回転する車輪
１１６および１１８、ならびに１対の後部のロックする車輪１２０および１２２を含む。
【００３２】
　次に図９～図１３を参照すると、スマートカート１０の構築特徴が次に記載される。最
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初に図９を参照すると、完全に組み立てられた頂部保管アセンブリ１２および完全に組み
立てられた底部保管アセンブリ１４が、使用に応じて構成要素が交換され得るように別個
に提供され得る。底部保管アセンブリ１４に入っている外科手術機器のための正しい電池
２２を供給するために、棚部分１６は、底部保管アセンブリ１４とともに提供される。頂
部保管アセンブリ１２は、１対の取り付けプレート１２４および１２６を含み、１対の取
り付けプレート１２４および１２６は、底部保管アセンブリ１４のフレーム８０の内側エ
ッジ１２８を係合し、底部保管アセンブリ１４のフレーム８０の内側エッジ１２８に固定
されるように構成されている。
【００３３】
　図１０を参照すると、棚部分１６は、底部保管アセンブリ１４のフレーム８０上に提供
される長方形の上方プレート１３０に取り付けられる。特に、棚部分の外側フレーム１３
２は、底部保管アセンブリ１４の上方プレート１３０を係合し、そこに固定される。示さ
れるように、充電器ホルダー２４は、外側フレーム１３２の凹部１３４の中に取り付けら
れ、品目トレー１０６は、外側フレーム１３２の凹部１３６の中に取り付けられる。電池
充電器２０および充電器ホルダー２４は、棚部分１６の上に取り付けられる充電アセンブ
リ１４０を形成する。
【００３４】
　上に言及されるように、車輪アセンブリ６８は、回転する前面車輪１１６および１１８
と、ロックする後部車輪１２０および１２２とを含む。前部車輪１１６および１１８は、
車輪フレーム１４２および１４４に取り付けられ、それぞれの取り付けピン１４６および
１４８を含む。ピン１４６および１４８は、底部保管アセンブリ１４のフレーム８０の第
１の下方前部角１５０および第２の下方前部角１５２において、それぞれ回転可能に取り
付けられる。後部のロックする車輪１２０および１２２を回転から守るために、底部保管
アセンブリ１４は、フレーム８０の下方後部エッジ１５８に付着させられる１対の取り付
けブラケット１５４および１５６を含む。
【００３５】
　ロックする車輪１２０および１２２はまた、フレーム１６０および１６２、ならびにそ
れぞれの取り付けピン１６４および１６６を含む。ピン１６４および１６６は、ブラケッ
ト１５４および１５６における切り抜きを通って延び、フレーム８０の下方後部エッジ１
５８を係合する。車輪１２０および１２２は、ブラケット１５４および１５６において形
成される切り抜き１６８および１７０内に位置決めされ、それにより、車輪１２０および
１２２が回転することを防止する。スマートカート１０を固定し、ロックする車輪１２０
および１２２が回転しないようにするために、フレーム１６０および１６２において、係
止レバー１７４および１７８が提供され、係止レバー１７４および１７８は、車輪１２０
および１２２を回転から係止し、車輪１２０および１２２を係止解除するために公知の様
式で機能する。さらに、第３の係止レバー１７６は、移動に対してスマートカート１０を
さらに固定するために、前部車輪のうちの１つ（例えば、前部車輪１１６のフレーム１４
２）において提供され得る。
【００３６】
　上に言及されるように、上方引出し５２および下方引出し５４は、外科手術機器を保管
するために提供される。上方引出し５２は、底部保管アセンブリ１４のフレーム８０にス
ライド可能に取り付けられ、引出しフレーム１７８を含み、引出しフレーム１７８は、第
１の側面１８０と、第２の側面１８２と、背面１８４とを有する。ローラー１８６ａ、ｂ
は、引出しフレーム１７８の第１の側面１８０および第２の側面１８２に取り付けられ、
フレーム８０に取り付けられているトラック１８８ａ、ｂの上にそれぞれ乗る。同様に、
下方引出し５４は、フレーム８０にスライド可能に取り付けられ、第１の側面１９２と、
第２の側面１９４と、背面１９６とを有する引出しフレーム１９０を含む。ローラー１９
８ａ、ｂは、第１の側面１９２および第２の側面１９４にそれぞれ取り付けられ、フレー
ム８０に取り付けられているトラック２００ａ、ｂの上にそれぞれ乗る。
【００３７】
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　上方ワイヤーバスケット２０２が、滅菌された製品包装２０４を保持するために、上方
引出し５２の中に提供される。滅菌された製品包装２０４は、滅菌された外科手術機器（
示されない）を含むような構成および寸法にされる。同様に、下方ワイヤーバスケット２
０６が、下方引出し５４の中に提供され、１つ以上の滅菌された製品包装２０８および２
１０を含むような構成および寸法にされる。上方ワイヤーバスケット２０２および下方ワ
イヤーバスケット２０６は、スマートカート１０の後部から上方引出し５２および下方引
出し５４にアクセスするためにドアパネル９０（図２）を開くことによって、補充のため
に容易に取り外される。
【００３８】
　図１１～図１３を参照すると、および最初に図１１を参照すると、頂部保管アセンブリ
１２は、頂部２１４と、第１の側面２１６と、第２の側面２１８とを有する内部箱２１２
を含む。取り付けプレート１２４および１２６は、第１の側面２１６および第２の側面２
１８から延びている。第１の側面パネル２６は、内部箱２１２の第１の側面２１６に重な
り、内部箱２１２の第１の側面２１６に付着させられる。固定背面ケース２２０は、第１
の側面パネル２６に付着させられ、ドッキングステーション３０を取り付けるために提供
される。第１の側面パネル２６および第１の側面２１６を通して形成される穴２２２およ
び２２４は、通信および／または電力ケーブル（示されない）がドッキングステーション
３０から内部箱２１２の内側に延びることを可能にする。
【００３９】
　第２の側面パネル７４は、内部箱２１２の第２の側面２１８に重なり、内部箱２１２の
第２の側面２１８に付着させられる。書類プロテクター２２８が、書類ホルダー７６に隣
接して提供される。頂部カバー３２は、内部箱２１２の頂部２１４に重なり、内部箱２１
２の頂部２１４に付着させられ、キャップ３４を取り付けるための凹部２３０を含む。キ
ャップ３４は、患者関連データカルテを保持するためにクリップまたはスロット２３２を
備える。あるいは、キャップ３４は、通信または表示デバイスを保持するように構成され
得る。
【００４０】
　次に図１２に目を向けると、内部箱２１２は、上に記載される保管容器３６、３８、４
０、および４２に対応する様々なサイズの保管容器２３４（ａ－ｅ）、２３６（ａ－ｅ）
、２３８（ａ－ｅ）、および２４０（ａ－ｅ）を規定する。保管容器２３４～２４０は、
種々の外科手術機器の補充品（例えば、製品箱２４２、２４４、２４６、２４８、および
２５０）を保持するために提供される。製品箱は、滅菌された小さい構成要素、中くらい
の構成要素、または大きい構成要素、ならびに使い捨ての充填ユニットすなわち「ＤＬＵ
」などの形態で、２部分および放射状の（ｄｕａｌ　ａｎｄ　ｒａｄｉａｌ）構成要素を
含み得る。
【００４１】
　旋回面板２４８（ａ－ｅ）、２５０（ａ－ｅ）、２５２（ａ－ｅ）、および２５４（ａ
－ｅ）は、保管容器２３４～２４０をそれぞれ覆うために提供される。列内の本開示の旋
回面板は、独立して旋回し得るか、または一緒に連結され得る。例えば、旋回面板２４８
ａ、２４８ｂ、２４８ｃ、２４８ｄ、および２４８ｅは、独立して旋回して、保管容器２
３４（ａ－ｅ）を個々に示し得るか、または同時に旋回して、保管容器２３４（ａ－ｅ）
の内容物を全て同時に表し得る。
【００４２】
　旋回面板２４８～２５４は、それぞれの保管容器２３４～２４０の内容物に特定的な情
報製品カード（示されない）を保持するためのそれぞれのカードホルダー２４８（ｆ－ｊ
）、２５０（ｆ－ｊ）、２５２（ｆ－ｊ）、および２５４（ｆ－ｊ）をさらに含む。製品
カードは、内容物を特定の外科手術機器とすばやく容易に適合させるために、色分けされ
得るか、またはそうでなければ、印をつけられ得る。
【００４３】
　旋回面板２４８、２５０、２５２、および２５４を旋回させるために、内部箱２１２は
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、旋回面板２５４、２５２、２５０、および２４８をそれぞれ取り付ける細長いヒンジ２
６０、２６２、２６４、および２６６を備える。さらに、細長いヒンジ２６２～２６６は
、表面を形成し、その表面に対して旋回面板２５４、２５２、および２５０が、スナップ
ばめ式で固定される。頂部バー２６８は、旋回面板２４８がスナップばめ式で閉じて固定
されることを可能にするために、保管容器２３４の上の内部箱２１２において提供される
。
【００４４】
　　図１３を参照すると、内部箱２１２は、取り外し可能な背面パネル７８を装備する。
電力ストリップ２７０は、電池充電器２０およびドッキングステーション３０（図１）に
取り付けられている電気的構成要素に電力を供給するために、内部箱２１２内に提供され
る。特に示されないが、電力ストリップ２７０は、第１の側面パネル２６および第１の側
面２１６における穴２２２および２２４を通って延びている電力ケーブルと、外部電力へ
の取り付けのための雄型プラグを有する第２の電力ケーブルとを有する。電力ストリップ
２７０は、内部箱２１２内の第１の棚２７２の上に取り付けられている。内部箱２１２は
、第２の棚２７６に固定されている係止ケーブル２７４を含む。第２の係止ケーブル２７
８は、第１の棚２７２に固定されている。第１の係止ケーブル２７４および第２の係止ケ
ーブル２７８は、ドッキングステーション３０において取り付けられている電気的構成要
素を固定するために提供される。保管容器２３４～２４０内に保持される品目の汚染を防
止するために、内部仕切り２８０が、保管容器２３４～２４０と、取り外し可能な背面パ
ネル７８との間に提供される。電力ストリップ２７０は、他の外科手術デバイスに電力を
供給するためのプラグアウトレットをさらに含み得る。これは、手術室における電力コー
ドの散らかりを低減し得る。この様式において、スマートカート１０は、種々の外科手術
機器および使い捨て構成要素の保管のための完全なシステムを提供する。
【００４５】
　次に図１４および図１５を参照すると、スマートカート３００の代替の実施形態が開示
される。スマートカート３００は、上に記載されるスマートカート１０と同様であり、頂
部保管アセンブリ３０２、底部保管アセンブリ３０４、および底部保管アセンブリ３０４
に付着させられ、底部保管アセンブリ３０４の一部を形成する中間棚部分３０６を含む。
上に記載される車輪アセンブリ６８と同様の車輪アセンブリ３０８は、底部保管アセンブ
リ３０４において提供される。この実施形態において、電子機器ドッキングステーション
３１０は、中間棚部分３０６の上に提供される。電池充電器（複数可）３１２も棚部分３
０６の上に提供される。
【００４６】
　図１４を特に参照すると、書類ホルダー３２０および３２２が、頂部保管アセンブリ３
０２において提供され、電力ケーブル３１４が提供され、電力ケーブル３１４は、底部保
管アセンブリ３０４におけるブラケット３１６および３１８に取り付けられている。図１
５に示されるように、ドッキングステーション３１０および電力充電器３１２は、棚部分
３０６の上に取り付けられている。棚部分３０６は、保管トレー３２４、ならびに所持品
トレー３２６、３２８、および３３０をさらに含む。
【００４７】
　当面、図１６に目を向けると、スマートカート３００と一緒に使用するための代替の中
間棚部分３３２が開示される。棚部分３３２は、保管および補充のために、手術室におい
て、および病院中でスマートカート３００を操作することを容易にするために、形を整え
られた（ｓｃｕｌｐｔｅｄ）ハンドル３３４、３３６、３３８、および３４０を備える。
【００４８】
　次に図１７を参照すると、頂部保管アセンブリ３５２と、底部保管アセンブリ３５４と
、中間棚部分３５６とを有するスマートカート３５０のさらなる実施形態が開示される。
前の実施形態と違って、この実施形態において、電池３６０を受け取るための電池充電器
３５８は、棚部分３５６に対するものとして頂部保管アセンブリ３５２に取り付けられて
いる。特に、電池充電器３５８は、頂部保管アセンブリ３５２の頂部カバー３６２に取り
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けられている。頂部保管アセンブリ３５２および底部保管アセンブリ３５４は、その他の
点では、上に記載されるスマートカート１０の頂部保管アセンブリ１２および底部保管ア
センブリ１４と同様である。例えば、底部保管アセンブリ３５４は、外科手術機器の保管
のための上方引出し３６６および下方引出し３６８を含み、頂部保管アセンブリ３５２は
、再使用可能または使い捨ての構成要素の保管のための複数の保管容器３７０を含む。書
類ホルダー３７２および３７４は、情報を与える材料および患者情報を保持するために提
供され、車輪アセンブリ３７６は、スマートカート３５０を移動させることを容易にする
。
【００４９】
　本明細書中に開示される実施形態に対して、種々の改変がなされ得ることが理解される
。例えば、複数のドッキングステーションが、製品管理、通信および材料の表示に対して
個別的に専用のデバイスを収容するために提供され得る。さらに、開示される保管容器お
よび／または引出しは、危険な廃棄物を受け取るために密封され得る。さらに、表示スク
リーンは、ドッキングステーションの中に挿入されているデバイスと通信するために提供
され得、より大きな視界スクリーンを提供する。従って、上の記載は、限定であると解釈
されるべきではなく、単に、特定の実施形態の例示であると解釈されるべきである。当業
者は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲内で、他の改変を想定する。
【符号の説明】
【００５０】
１０　保管カート
１２、３０２、３５２　頂部保管アセンブリ
１４、３０４、３５４　底部保管アセンブリ
１６、３０６、３３２、３５６　棚（部分）
３０、３１０、３６４　ドッキングステーション
【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】
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