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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サスペンションアーム（１２）を付属する手術室の天井（１６）に取り付けるための中央
ハブ（１８）に、ハブ端部（３０）で接続された付属する外科装置サスペンションアーム
（１２）との使用のための転換可能な電気的接続システム（１０）であって、
　該サスペンションアーム（１２）が、第１の付属するモニターデバイス（３４）を支持
するよう適合されたモニター支持シェルフ（２８）を保持する該ハブ端部（３０）に対向
する下端部（３２）を有し、転換可能な電気的接続システムが（１０）が：
　該モニターサスペンションアーム（１２）に沿って伸びるケーブル束（４０）；
　該ケーブル束（４０）のハブ端部を、ビデオ信号の第１の付属する供給源に接続するた
めの第１のハブハーネス（５０）；
　該ケーブル束（４０）のハブ端部をビデオ信号の第２の付属する供給源に接続するため
の第１のハブハーネス（５０）に代わって選択的に用いられる第２のハブハーネス（５０
’）；
　該ケーブル束（４０）の下端部を、該第１の付属するモニターデバイス（３４）に接続
するための第１のモニターハーネス（６０）；および
　該ケーブル束（４０）の下端部をビデオ信号の第２の付属するモニターデバイス（３４
’）に接続するための第１のモニターハーネス（６０）に代わって選択的に用いられる第
２のハブハーネス（６０’）を備える、システム。
【請求項２】
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前記ケーブル束（４０）が：
　前記ケーブル束のハブ端部上に提供される１セットのハブコネクター（４２）であって
、該セットのハブコネクター（４２）の第１のハブコネクターが、ビデオ信号の前記第１
の付属する供給源を該ケーブル束ととともに用いるために、前記第１のハブハーネス（５
０）との該ケーブル束（４０）の選択的接続のためであり、そして該セットのハブコネク
ター（４２）の第２のハブコネクターが、ビデオ信号の前記第２の付属する供給源を該ケ
ーブル束ととともに用いるために、前記第２のハブハーネス（５０’）との該ケーブル束
（４０）の選択的接続のためである、セット；
　該ケーブル束のハブ下端部に提供される１セットのモニターコネクター（４４）であっ
て、該セットのモニターコネクターの第１のモニターコネクターが、該第１の付属するモ
ニターデバイス（３４）を該ケーブル束ととともに用いるために、前記第１のモニターハ
デバイス（６０）との該ケーブル束（４０）の選択的接続のためであり、そして該セット
のモニターコネクター（４４）の第２のモニターコネクターが、前記第２の付属するモニ
ターデバイス（３４’）を該ケーブル束ととともに用いるために、前記第２のモニターハ
ーネス（６０’）との該ケーブル束（４０）の選択的接続のためである、セット、を含む
、請求項１に記載の転換可能な電気的接続システム（１０）。
【請求項３】
サスペンションアーム（１２）を付属する手術室の天井（１６）に取り付けるための中央
ハブ（１８）に、ハブ端部（３０）で接続された付属する外科装置サスペンションアーム
（１２）との使用のための転換可能な電気的接続システム（１０）であって、
　該サスペンションアーム（１２）が、第１の付属するモニターデバイス（３４）を支持
するよう適合されたモニター支持シェルフ（２８）を保持する該ハブ端部（３０）に対向
する下端部（３２）を有し、該転換可能な電気的接続システム（１０）が：
　：該モニターサスペンジョンアーム（１２）に沿って伸びるケーブル束（４０）；
　該ケーブル束（４０）のハブ端部を、ビデオ信号の第１の付属する供給源に接続するた
めの第１のハブハーネス（５０）；および
　該ケーブル束（４０）の下端部を、該第１の付属するモニータデバイス（３４）に接続
するための第１のモニターハーネス（６０）、を備え、ここで、該ケーブル束（４０）が
：
　該第１のハブハーネス（５０）との選択的接続のために該ケーブル束のハブ端部上に提
供されるハブコネクターのセット（４２）；および
　該第１のモニターハーネス（６０）との選択的接続のために該ケーブル束の下端部上に
提供されるモニターコネクターのセット（４４）を備える、システム。
【請求項４】
前記ケーブル束（４０）が、前記ハブと該ケーブル束の下端部との間に、パワー、ビデオ
、データ、およびその他の信号を運搬／伝達する複数の個々のケーブルを含む、請求項１
に記載の転換可能な電気的接続システム（１０）。
【請求項５】
前記ケーブル束中の前記複数の個々のケーブルが、遮蔽および絶縁されている、請求項４
に記載の転換可能な電気的接続システム（１０）。
【請求項６】
サスペンションアーム（１２）を付属する手術室の天井（１６）に取り付けるための中央
ハブ（１８）に、ハブ端部（３０）で接続された外科装置サスペンションアーム（１２）
であって、該サスペンションアーム（１２）が、第１の付属するモニターデバイス（３４
）を支持するよう適合されたモニター支持シェルフ（２８）を保持する該ハブ端部（３０
）に対向する下端部（３２）を有する、サスペンションアーム（１２）；および
　以下を備える、ビデオ／データ迅速接続システム（１０）：
　該モニターサスペンションアーム（１２）に沿って伸びるケーブル束（４０）；
　該ケーブル束（４０）のハブ端部を、ビデオ信号の第１の付属する供給源に接続するた
めの第１のハブハーネス（５０）；
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　該ケーブル束のハブ端部上に提供される１セットのハブコネクター（４２）であって、
該セットのハブコネクター（４２）の第１のハブコネクターが、ビデオ信号の該第１の付
属する供給源を該ケーブル束ととともに用いるために、該第１のハブハーネス（５０）と
の該ケーブル束（４０）の選択的接続のためであり、そして該セットのハブコネクター（
４２）の第２のハブコネクターが、ビデオ信号の第２の付属する供給源を該ケーブル束と
とともに用いるために、該第２の付属するハブハーネス（５０’）との該ケーブル束（４
０）の選択的接続のためである、セット；
　該ケーブル束（４０）の下端部を、該第１の付属するモニターデバイス（３４）に接続
するための第１のモニターハーネス（６０）；および
　該ケーブル束の下端部上に提供される１セットのモニターコネクター（４４）であって
、該セットのモニターコネクターの第１のモニターコネクターが、該第１の付属するモニ
ターデバイス（３４）を該ケーブル束ととともに用いるために、該第１のモニターハーネ
ス（６０）との該ケーブル束（４０）の選択的接続のためであり、そして該セットのモニ
ターコネクター（４４）の第２のモニターコネクターが、第２の付属するモニターデバイ
ス（３４’）を該ケーブル束ととともに用いるために、第２のモニターハーネス（６０’
）との該ケーブル束（４０）の選択的接続のためである、セット、との組み合わせ。
【請求項７】
前記ビデオ／データ迅速接続システム（１０）が：
　前記ケーブル束（４０）のハブ端部をビデオ信号の第２の付属する供給源に接続するた
めの第２のハブハーネス（５０’）を含む、請求項６に記載の組み合わせ。
【請求項８】
前記ビデオ迅速接続システム（１０）が：
　前記ケーブル束（４０）の下端部を、第２の付属するモニターデバイス（３４’）に接
続するための第２のモニターハーネス（６０’）を含む、請求項６に記載の組み合わせ。
【請求項９】
前記ビデオ迅速接続システム（１０）が：
　前記ケーブル束（４０）のハブ端部を、ビデオ信号の第２の付属する供給源に接続する
ための第２のハブハーネス（５０’）；および
　前記ケーブル束（４０）の下端部を、第２の付属するモニターデバイス（３４’）に接
続するための第２のモニターハーネス（６０’）を含む、請求項６に記載の組み合わせ。
【請求項１０】
前記ケーブル束（４０）が、前記ハブと該ケーブル束の下端部との間に、パワー、ビデオ
、データ、およびその他の信号を運搬／伝達する複数の個々のケーブルを含む、請求項６
に記載の組み合わせ。
【請求項１１】
前記ケーブル束中の前記複数の個々のケーブルが、遮蔽および絶縁されている、請求項１
０に記載の組み合わせ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００１年１０月３日に出願された米国仮特許出願第６０／３２６，８６７
号の利益を主張している。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　本発明は、外科的照明システムおよびアクセサリーシステムの技術に関し、そしてより
詳細には、医療電気機器アームにおける電気的配線との使用のための迅速接続システムに
関する。本発明は、パワー、データ、ビデオまたは電気的信号または電子的信号の他の形
態またはタイプを必要とする、外科的モニターならびにその他の医療デバイスおよび装置
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と組み合わせた特定の適用を見出し、そしてそれらを参照して説明される。しかし、主題
の迅速連結システムは、医療アクセサリーサスペンションアームシステム以外、例えば、
産業、商業、教育およびその他の設置ならびに使用のような用途で用いられ得る。
【０００３】
　現在、広範な範囲の患者モニタリング装置が、手術の間の患者の医療経過をたどるため
の使用に利用可能である。この患者モニタリングおよびサポートデバイスは、代表的には
、外科手術室のフロアを混雑させている。
【０００４】
　頭上外科的デバイス管理システムは、散らかった手術室フロアの問題に対する１つの解
決を提供する。これらのシステムでは、１つ以上の患者モニタリング装置が、外科的照明
システムの１つ以上の補助アームにより頭上から吊り下げられた１セットのシェルフ上に
保持されている。この支持システムは、代表的には、中央ハブ部材において頭上から患者
モニタリングデバイスを支持するよう適合された１つ以上の可動アームを備えている。ア
ームの各々は、連結された端部を備え、その結果、１つ以上のモニタリングデバイスを保
持するシェルフは、手術作業者の必要性を最良に収容するために、手動で適所に移動され
得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、モニター支持アームをもつ多くの現在の外科デバイス管理システムは、単一セ
ットのモニター支持ケーブルおよびコネクターのみを提供する。多くは、ＳＶＧＡのよう
なコンピュータービデオ能力を提供しない。これは、しばしば、頭上のサスペンションア
ームから特定のモニターを用いることを不能にし、そしてモニターのタイプを変更するこ
とを不能にする。これは、単に、支持アームに適切なビデオケーブルが提供されていない
からである。これらの事例では、コンピュータービデオ能力をもつモニターが、手術部位
に隣接してカートまたはその他の持ち運び可能なデバイス上に置かれている。なぜなら、
装置を支持するために要求される必要な配線を提供するためにデバイス管理支持アームを
分解することが実施できないためである。カートおよび持ち運び可能なデバイス類は、勿
論、所望されない手術室の散乱物を追加する。
【０００６】
　ハイエンドビデオおよびデータ移送必要性を支援するために、特別のケーブルが、それ
らの製造の間にこの頭上支持アーム中に設置されねばならない。しかし、これは、頭上サ
スペンションシステムの配達にさらなる時間を付加し、それらのコストを付加し、そして
システムが設置された後、通常、アップグレード可能ではない。さらに、特定のタイプの
単一のビデオケーブル／コネクターのみが初期に提供されるとき、外科医および手術室管
理作業者は、異なるビデオ供給源間でスイッチ不能であり、そして提供されたケーブル／
コネクタータイプによってサポートされた単一の供給源タイプにより妥協される。異なる
ビデオ／データ必要性へのアップグレードは、支持アームの分解を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の要旨）
　本発明は、外科手術室においてサスペンションアームとの使用のための新規なビデオ迅
速接続システムを提供する。本発明は、ビデオ信号、データ信号、パワーケーブルおよび
ワイヤ、ならびにその他のタイプの電気的および電子的信号を、広範な範囲の患者モニタ
リングデバイスおよびビデオディスプレイデバイスに、ハードウェアアップグレードのた
めのサービスから支持アームを取り除く必要性なくしてサポートおよび運搬するために用
いられ得る。
【０００８】
　本発明の１つの局面に従えば、ビデオ／データ迅速接続システムが、外科手術室中のモ
ニターサスペンションアームのために提供される。この迅速接続システムは、このモニタ
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ーサスペンションアームに沿って伸びるユニバーサルケーブル束、このケーブル束のハブ
端部を第１の付属するパワーまたはビデオ信号の供給源に接続するためのハブハーネス、
およびこのケーブル束の下端部を第１の付属する患者モニターまたはディスプレイデバイ
スに接続するためのモニターハーネスを含む。この信号迅速接続システムは、上記ユニバ
ーサルケーブル束のハブ端部を、第２の付属するパワーまたはビテオ信号に接続するため
に、第１のハブハーネスの代わりに用いられる第２のハブハーネスをさらに含む。さおさ
らに、このビデオ迅速接続システムは、上記ユニバーサルケーブル束の下端部を第２の付
属する患者モニターまたはディスプレイデバイスに接続するために、上記第１のモニター
ハーネスの代わる使用のために第２のモニターハーネスを含む。
【発明の効果】
【０００９】
　本主題のビデオ迅速接続システムの１つの主要な利点は、これが、ユーザーに、アーム
の購買の数ヶ月前ではなく、手術装置サスペンションアームの設置直前に、必要なデータ
、パワー、およびビデオ連結のタイプを選択することを可能にするということである。コ
ネクターキットは、サスペンションアームにより支持される患者モニターおよびディスプ
レイデバイスの、迅速、単純、ならびに安価な改装およびアップグレードを可能にし、そ
して異なる手術室の必要性に柔軟性を提供するために用いられる。
【００１０】
　本発明の別の局面に従えば、このビデオ迅速接続システムは、サスペンションシステム
が物理的に設置された後、新たな信号基準をサポートするためにアセンブルされたビデオ
迅速接続キットの簡単な置換とともにユニバーサルケーブル束中の現存するケーブルを用
いるか、またはユニバーサルケーブル束のいずれかの端部上の適切な接続の選択によって
、ビデオ、信号、パワー、ならびにデータタイプおよび基準をサポートするための外科装
置サスペンションアームハードウェアを可能にする。
【００１１】
　本発明のなおさらなる利点は、以下の好適な実施形態の詳細な説明を読み、かつ理解す
るに際し、当業者に明らかとなる。
【００１２】
　本発明は、種々の部材における形態および部材の配列、ならびに種々のステップおよび
ステップの配列をとり得る。図面は、好適な実施形態を例示する目的のために過ぎず、そ
して本発明を制限すると解釈されるべきではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（好適な実施形態の詳細な説明）
　本発明に従い、そして図面を参照して、ビデオ／データ迅速接続システム１０は、外科
手術室１４中のモニターサスペンションアーム１２のために提供される。この主題のシス
テムは、サスペンションアームの分解または改装する必要性なくして、ビデオ、データお
よびパワー装置の変更を可能にする、転換可能な電気的接続システムを提供する。図１に
最も良く示されるように、このモニターサスペンションアーム１２は、中央ハブ１８で手
術室１４の天井１６に接続されている。当該技術分野で理解されるように、このモニター
サスペンションアーム１２は、水平アーム部材２０、垂直アーム部材２２、および下部ア
ームおよびヨークシステム２４を含む。複数のジョイント２６は、必要に応じて手術部位
３０に隣接する位置に、モニターサスペンションアーム１２の下端部上に保持されるモニ
ター支持シェルフ２８を移動することを可能にする。シェルフが示されているが、このモ
ニターは、適切なピボット点などによりサスペンションアームに連結され得ることが認識
され得る。
【００１４】
　図２に概略的に示されるように、主題のビデオ／データ迅速接続システム１０は、ユニ
バーサルケーブル束４０、ハブハーネス５０、およびモニターハーネス６０を含む。ケー
ブルの束４０は、モニターサスペンションアーム１２に沿って、ハブ端部３０から、モニ
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ター支持シェルフ２８に隣接する下端部３２まで伸びる。モニター３４は、支持シェルフ
２８上に保持されて示されている。１セットのハブコネクター４２が、ハブ領域１８にあ
る束の上端部上に提供されている。同様に、１セットのモニターコネクター４４が，モニ
ターサスペンションアーム１２の下端部３２にあるケーブル束４０の下端部上に提供され
ている。好ましくは、このハブコネクター４２のセットは、図示されるように、少なくと
も２つの個々の物理的コネクターを含み、その結果、パワー信号は、ビデオおよびデータ
シグナルから分離されたままである。同様に、モニターコネクター４４のセットは、ハブ
コネクターのミラーイメージとして少なくとも２つの個々の物理的コネクターを含み、そ
の結果、ビデオおよびデータシグナルは、パワー信号から分離されたままである。さらに
、好ましくは、ケーブル束４０は、複数の個々のケーブルを含み、ユニバーサルケーブル
束４０上で運搬されるパワー、ビデオ、データおよびその他の信号間の遮蔽および絶縁を
提供する。
【００１５】
　図２を続いて参照し、ハブハーネス５０は、ハブケーブル束５２、およびケーブル束の
対向する端部上のコネクター部材５４、５６の第１のセットおよび第２のセットを含む。
同様に、モニターサスペンションアームの下端部にあるモニターハーネス６０は、モニタ
ーケーブル束６２、およびケーブル束の対向する端部上のコネクター部材６４、６６の第
１のセットおよび第２のセットを含む。このハブケーブルハーネス５０のコネクター部材
５４の第１のセットは、ハブコネクター４２のセットと相互に対合可能であることが認識
され得る。同様に、モニターケーブルハーネス６０のコネクター部材６４の第１のセット
は、モニターコネクター４４のセットと相互に対合可能である。なおさらに、モニターコ
ネクター部材６６の第２のセットは、モニター支持シェルフ２８上に保持されたモニター
３４と相互に対合可能である。最後に、ハブケーブルハーネス５０のコネタクー部材５６
の第２のセットは、手術室１４の天井１６の上に位置するパワー、ビデオまたはデータシ
グナルの付属する供給源６８と相互に対合可能である。
【００１６】
　図示される好適な実施形態では、ユニバーサルケーブル束４０は、それが病院のサイト
に設置される前、モニターサスペンションアーム１２内に予備装填される。好ましくは、
少なくとも６つの高品質ビデオケーブル、８つの信号ワイヤ、および３つのパワーワイヤ
を、ユニバーサルケーブル束４０の好適な実施形態は備える。すべての信号は、ハブコネ
クターセット４２およびモニターコネクターセット４４の両方で類似のコネクターに結ば
れる。
【００１７】
　ビデオ迅速接続キット７０は、複数のモニタータイプの１つとの使用、および所定の範
囲のビデオ、データおよびパワー供給源との使用のために、サスペンションアーム１２内
に、ケーブル束４０を適合させるための、ハブケーブルハーネス５０およびモニターケー
ブルハーネス６０を含む。本発明では、キットは、所望のモニタータイプに基づき選択さ
れる。各キット７０は、ハブケーブルハーネス５０およびモニターケーブルハーネス６０
からなる。各ハーネスの１つの端部は、ユニバーサルケーブル束４０の端部に固定された
標準コネクターセットに接続され、そして各ハーネスの他の端部は、モニター背面にある
適切なビデオ／パワー／信号コネクション、またはハブ中のビデオ／パワー／信号コネク
ションのいずれかに接続される。このビデオ迅速接続キット７０は、少なくとも２つの高
品質ビデオ接続（ＳＶＧＡ、ＲＧＢＳ、Ｓ－Ｖｉｄｅｏ、コンポジット）、シリアルデー
タ（例えば、タッチパネル）またはＳＶＧＡ、およびＡＣまたはＤＣパワーのための信号
接続を可能にする。
【００１８】
　図３は、第２のビデオ迅速接続キット７０’とともに用いられるユニバーサルケーブル
束４０を含む、主題のビデオ／データ迅速接続システム１０の概略図である。この第２の
ビデオ迅速接続キット７０’は、第２のモニター３４’およびビデオ／データ／パワー信
号の第２の供給源６８’との使用のために、サスペンションアーム１２内のユニバーサル
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ターケーブルハーネス６０’を含む。記載されるように、このビデオ／データ迅速接続キ
ットは、所望のモニタータイプおよび供給源に基づき選択される。第１のモニター３４と
第１の供給源６８との使用のための本発明の形態と、第２のモニター３４’と第２の供給
源６８’と用いられる図３に示される形態との比較は、サスペンションアームを組立てる
必要性なくしてサスペンションアームおよびケーブル束によりサポートされる患者モニタ
ーおよびケーブル束の安価な改装およびアップグレードを提供する本発明の様式を示して
いる。
【００１９】
　このビデオ迅速接続システム１０は、ユーザーに、設置の時間の数ヶ月前ではなく、設
置の直前に必要なビデオのタイプと接続を選択することを可能にする。これらのコネクタ
ーキットを用い、サスペンションアームにより支持されたモニターの迅速、簡単、および
安価な改装およびアップグレードを可能にし、そして異なる手術室の必要性に対し柔軟性
を提供する。予め設置されたビデオおよび信号ケーブル束は、非常に小さな輪郭のサスペ
ンションシステムを可能にし、それによって手術室の乱雑を低減し、そしてこのシステム
をより信頼性あるものにする。好適な実施形態では、ビデオ接続キット７０は、ＳＶＧＡ
およびＲＧＢＳを含む高品質信号フォーマットをサポートするが、これらに制限されない
。さらに、このビデオ迅速接続キット７０は、新たな信号標準をサポートするために、ア
ンンブルされたビデオ迅速接続キット７０とともに現存するケーブルの束４０を用いるこ
とにより、サスペンションアーム１２が、サスペンションシステムが設置された後に開発
されたビデオ、信号、およびデータタイプおよび標準をサポートすることを可能にする。
【００２０】
　本発明を、好適な実施形態を参照して説明した。明らかに、先行する詳細な説明を読み
、かつ理解する際に、改変および変更が生まれる。本発明には、すべてのこのような改変
および変更が、添付の請求項またはその等価物の範囲内にそれらが入る限り含まれること
が意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、手術室天井に接続された外科装置サスペンションアームを示す外科手術
室の略図である。
【図２】図２は、本発明に従って形成された主題のビデオ／データ迅速接続システムの略
図である。
【図３】図３は、第２のセットのモニターデバイスおよび供給源デバイスとの使用のため
に構成された本発明の主題となるビデオ／データ迅速接続システムの略図である。
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