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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非侵襲の患者監視システムにおいて、患者ケーブルからセンサ回路へと駆動信号を通信
し、センサ回路から患者ケーブルへと生体組織による光の減衰を表わす検出信号を通信す
るように構成されたコネクタアセンブリであって、
　複数の発光体信号経路を含む複数の駆動信号経路と、
　１つ以上の検出信号経路と、
　ハウジングを備える第１のコネクタ部分と、
　ハウジングを備え、前記第１のコネクタ部分に着脱可能に取り付けられるように構成さ
れている第２のコネクタ部分と、
　前記信号経路を囲むシールドされていない領域を少なくするように構成されたシールド
機構と、を備え、
　前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記複数の発光体信号経路の各々の一部分で
あって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する発光体信号経
路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容し、
　さらに前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記１つ以上の検出信号経路の各々の
一部分であって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する検出
信号経路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容し、
　前記シールド機構が、１つ以上のシールドスリーブを備え、前記１つ以上の検出信号経
路の各々の少なくとも一部分が、前記１つ以上のシールドスリーブのうちの該当する１つ
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の内側に配置されており、前記発光体信号経路のうちの少なくとも１つが、前記１つ以上
のシールドスリーブの外側に配置されているコネクタアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１のコネクタ部分が、センサコネクタ部を備え、前記第２のコネクタ部分が、患
者ケーブルコネクタ部を備える請求項１に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項３】
　前記シールド機構が、シールド層をさらに備え、前記発光体信号経路の各々の少なくと
も一部分が、前記シールド層の内側に配置されている請求項１に記載のコネクタアセンブ
リ。
【請求項４】
　前記検出信号経路の各々の少なくとも一部分が、前記シールド層の内側に配置されてい
る請求項３に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項５】
　前記検出信号経路が、当該コネクタアセンブリの実質的に全体にわたって実質的に電気
的にシールドされている請求項３に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項６】
　前記シールド機構が、殻をさらに備え、前記駆動信号経路、前記検出信号経路、前記シ
ールド層、および前記シールドスリーブの各々が、少なくとも部分的に前記殻の内側に配
置されている請求項３に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項７】
　前記１つ以上のシールドスリーブ、前記シールド層、または前記殻のうちの少なくとも
１つが、銅を含有する請求項６に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項８】
　前記検出信号経路が、当該コネクタアセンブリの実質的に全体にわたって実質的に電気
的にシールドされている請求項６に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項９】
　前記検出信号経路の各々が、当該コネクタアセンブリの前記結合が生じる領域において
、最も近い駆動信号経路から約０．１１５インチよりも大きく離れている請求項１に記載
のコネクタアセンブリ。
【請求項１０】
　前記駆動信号経路の各々について、当該コネクタアセンブリの前記結合が生じる領域に
おいて隣接する各々の駆動信号経路からの間隔が、約０．１１０インチ以下である請求項
１に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項１１】
　非侵襲の患者監視システムにおいて、患者ケーブルからセンサ回路へと駆動信号を通信
し、センサ回路から患者ケーブルへと生体組織による光の減衰を表わす検出信号を通信す
るように構成されたコネクタアセンブリであって、
　複数の発光体信号経路を含む複数の駆動信号経路と、
　１つ以上の検出信号経路と、
　ハウジングと、前記ハウジングに配置された第１のラッチ部材とを備える第１のコネク
タ部分と、
　ハウジングと、前記第１のラッチ部材に対応し、前記ハウジングに配置された第２のラ
ッチ部材とを備える第２のコネクタ部分と、を備え、
　前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記複数の発光体信号経路の各々の一部分で
あって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する発光体信号経
路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容しており、
　さらに前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記１つ以上の検出信号経路の各々の
一部分であって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する検出
信号経路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容しており、
　前記第１および第２のラッチ部材が、前記第１のコネクタ部分を前記第２のコネクタ部



(3) JP 5296793 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

分へと着脱可能に固定するために互いに係合するように構成されており、前記第１のラッ
チ部材が、前記第１のラッチ部材と前記第２のラッチ部材とを切り離すために第１の位置
から解放位置へと可動であり、
　前記第１のラッチ部材を前記第１の位置から前記開放位置へ動かすために、前記第１の
ラッチ部材がユーザーにより機械的に操作されたとき、前記第１のラッチ部材は、前記第
２のラッチ部材との係合を解除するように回動するコネクタアセンブリ。
【請求項１２】
　前記第１のラッチ部材が、レバーを備え、前記レバーを、前記第１のラッチ部材を前記
第１の位置から前記解放位置へと動かすために操作することができる請求項１１に記載の
コネクタアセンブリ。
【請求項１３】
　前記第２のコネクタ部分が、ヒンジによって可動するリテーナをさらに備え、前記第２
のラッチ部材が、前記ヒンジによって可動するリテーナに配置されている請求項１１に記
載のコネクタアセンブリ。
【請求項１４】
　前記第１のラッチ部材が、突起を備え、前記第２のラッチ部材が、ポケットを備える請
求項１１に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項１５】
　前記第１のラッチ部材および前記第２のラッチ部材が、しきい値量の引っ張りが加わっ
たときに分離するように構成されている請求項１１に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項１６】
　前記第１のコネクタ部分を、前記第１のラッチ部材を前記第１の位置から前記解放位置
へと動かすことによって少なくとも部分的に片手での操作によって前記第２のコネクタ部
分から取り外すことができる請求項１１に記載のコネクタアセンブリ。
【請求項１７】
　非侵襲の患者監視システムにおいて、患者ケーブルからセンサ回路へと駆動信号を通信
し、センサ回路から患者ケーブルへと生体組織による光の減衰を表わす検出信号を通信す
るように構成されたコネクタアセンブリについて、コネクタアセンブリ内の信号経路の電
気的なシールドを向上させる方法であって、
　複数の発光体信号経路を含む複数の駆動信号経路と、
　１つ以上の検出信号経路と、
　ハウジングを備える第１のコネクタ部分と、
　ハウジングを備え、前記第１のコネクタ部分に着脱可能に取り付けられるように構成さ
れている第２のコネクタ部分と、
　前記信号経路を囲むシールドされていない領域を少なくするように構成されたシールド
機構と、を備え、
　前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記複数の発光体信号経路の各々の一部分で
あって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する発光体信号経
路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容し、
　さらに前記第２のコネクタ部分のハウジングが、前記１つ以上の検出信号経路の各々の
一部分であって、前記第１のコネクタ部分のハウジングによって収容された対応する検出
信号経路の対応する一部分と結合するように構成された一部分を収容しており、
　前記シールド機構が、１つ以上のシールドスリーブを備え、前記１つ以上の検出信号経
路の各々の少なくとも一部分が、前記１つ以上のシールドスリーブのうちの該当する１つ
の内側に配置されており、前記発光体信号経路のうちの少なくとも１つが、前記１つ以上
のシールドスリーブの外側に配置されているコネクタアセンブリを用意するステップ、
　前記第１のコネクタ部分と前記第２のコネクタ部分とを着脱可能に取り付けるステップ
、
　駆動信号を少なくとも部分的に前記コネクタアセンブリを介して患者ケーブルからセン
サ回路へと通信するステップ、および
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　生体組織による光の減衰を表わす検出信号を少なくとも部分的に前記コネクタアセンブ
リを介してセンサ回路から患者ケーブルへと通信するステップ、を含む方法。
【請求項１８】
　前記コネクタアセンブリが、シールド層と、前記シールド層の内側に前記発光体信号経
路の各々の少なくとも一部分および前記検出信号経路の各々の少なくとも一部分とをさら
に備える請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記コネクタアセンブリが、シールド殻と、前記シールド殻の内側に前記駆動信号経路
、前記検出信号経路、前記シールド層、および前記シールドスリーブの各々を少なくとも
部分的にさらに備える請求項１８に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本出願は、「Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ」という名称の２００７年１０月
１２日付の米国仮出願第６０／９７９，６７４号および「Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ａｓｓｅ
ｍｂｌｙ」という名称の２００８年２月２９日付の米国仮出願第６１／０３２，９３６号
にもとづく米国特許法第１１９条（ｅ）に規定の優先権の利益を主張し、これらの出願は
、参照によって本明細書に援用される。
【０００２】
　本開示は一般に、２００６年９月２０日付の米国仮出願第６０／８４６，２６０号、２
００７年９月２０日付の米国特許出願第１１／８５８，８１８号、２００７年１０月１２
日付の米国意匠特許出願第２９／２９６，０６４号、２００７年１０月１２日付の米国意
匠特許出願第２９／２９６，０６７号、および２００８年２月２９日付の米国意匠特許出
願第２９／３０４，４３９号に関連し、これらの出願は、参照によって本明細書に援用さ
れる。
【０００３】
　本開示は一般に、患者監視ケーブルのコネクタアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００４】
　パルス酸素濃度計は、循環している血液の酸素の状態を測定するための非侵襲的な手法
を提供し、外科病棟、集中治療室、新生児室、一般病棟、ならびに在宅医療および身体ト
レーニングなど、幅広い種類の医療用途において急速に受け入れられるようになってきて
いる。パルス酸素濃度計システムは、一般に、患者へと装着される生理学的センサ、モニ
タ、ならびにセンサおよびモニタを接続する患者ケーブルを含んでいる。センサは、指な
どの組織部位へと取り付けられる発光体および検出器を有している。患者ケーブルが、モ
ニタからセンサへと発光体駆動信号を送信し、発光体が駆動信号に応答して、組織部位へ
と光を放射する。検出器が、組織部位を流れる脈動血液によって減衰させられた後の放射
光に応答する。検出器が、モニタへと検出信号を出力する。モニタが、検出信号を処理し
、酸素飽和度（ＳｐＯ２）および脈拍数などといった生理学的パラメータの数値をもたら
す。改良型の酸素測定システムは、酸素飽和度および脈拍数に加えて、例えば一酸化炭素
ヘモグロビン（ＨｂＣＯ）、メトヘモグロビン（ＨｂＭｅｔ）、全ヘマトクリット（Ｈｃ
ｔ）、酸素濃度、またはグルコース濃度、などといったさまざまな血液成分および関連の
パラメータの測定など、測定能力の向上をもたらす複数パラメータのモニタおよび多波長
センサをさらに含むことができる。
【０００５】
　運動によって引き起こされるノイズの中での読み取りが可能な高忠実度のパルス酸素濃
度計が、Ｍａｓｉｍｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（「Ｍａｓｉｍｏ」）へと譲渡された米
国特許第６，７７０，０２８号、同第６，６５８，２７６号、同第６，１５７，８５０号
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、同第６，００２，９５２号、同第５，７６９，７８５号、および同第５，７５８，６４
４号に開示されており、これらの特許は、参照によって本明細書に援用される。
【０００６】
　パルス酸素濃度計システムは、集中治療室など、高度な流体環境において運用されるこ
とが多い。そのような環境においては、センサおよび患者ケーブルを強力な接続にて接続
して、おそらくは断絶の数を少なくできることが、医療関係者にとってきわめて好都合で
ある。例えば、既存のコネクタアセンブリは、不測の断絶を減らすために、おおむねフー
ドと同様のヒンジ式のプラスチック製リテーナを利用することが多い。リテーナは、多く
の場合、コネクタの片側から対をなすコネクタの反対側へとヒンジによって機械的に動き
、フードを再び引き上げない限り、機械的な切り離しをきわめて困難にする。例えば、リ
テーナは、典型的にはケーブルへと取り付けられ、とくにはセンサのコネクタに取り付け
られる。
【発明の概要】
【０００７】
　接続部にしきい値量の応力が加わると、リテーナが破損する可能性がある。例えば、患
者が誤ってセンサを引っ張り、リテーナを破損させてしまう可能性がある。他の場合には
、病院関係者が、センサを接続したままで患者を移動させようと試みて、接続部に応力を
生じさせる可能性がある。そのような場合に、ユーザは、リテーナの破損を理由に、患者
ケーブルの全体を交換する可能性がある。したがって、ケーブルの交換に付随するコスト
を削減する必要性がある。本開示の実施の形態によるコネクタアセンブリは、センサコネ
クタを患者ケーブルコネクタに対して簡単かつ効率的に着脱できるように好都合に構成さ
れている。
【０００８】
　さらに、コネクタアセンブリの実施の形態は、センサとモニタとの間の電気接続部にお
いて、シールドされない領域を好都合に少なくする。さらに、コネクタアセンブリの実施
の形態は、患者センサからモニタへと到来する検出信号のシールドを好都合に向上させる
。
【０００９】
　リテーナが患者ケーブルコネクタに取り付けられる場合、ユーザが、リテーナの破損の
場合に、患者ケーブル全体の交換を決定する可能性がある。多くの場合に、患者ケーブル
は、使い捨てであることが多い患者センサと比べ、より高価であり、通常は交換が不便で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】患者監視システムによって利用されるコネクタアセンブリの大まかなブロック図
である。
【００１１】
【図２Ａ】ヒンジ式のリテーナによるラッチ機構を使用している従来技術のコネクタアセ
ンブリの斜視図である。
【図２Ｂ】ヒンジ式のリテーナによるラッチ機構を使用している従来技術のコネクタアセ
ンブリの上面図である。
【図２Ｃ】ヒンジ式のリテーナによるラッチ機構を使用している従来技術のコネクタアセ
ンブリのヒンジ式のリテーナがヒンジによって開かれた状態の側面図である。
【図２Ｄ】ヒンジ式のリテーナによるラッチ機構を使用している従来技術のコネクタアセ
ンブリのヒンジ式のリテーナがヒンジによって閉じられた状態の側面図である。
【００１２】
【図３】本開示の実施の形態によるコネクタアセンブリの斜視図である。
【００１３】
【図４】図３のコネクタアセンブリの上面図である。
【００１４】
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【図５】図３のコネクタアセンブリの側面図である。
【００１５】
【図６Ａ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの斜視図である。
【図６Ｂ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの側面図である。
【図６Ｃ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの上面図である。
【図６Ｄ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの底面図である。
【図６Ｅ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの正面図である。
【図６Ｆ】図３のコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの背面図である。
【００１６】
【図７Ａ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の斜視図である。
【図７Ｂ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の側面図である。
【図７Ｃ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の上面図である。
【図７Ｄ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の底面図である。
【図７Ｅ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の正面図である。
【図７Ｆ】図６の雄のセンサコネクタの外殻の背面図である。
【００１７】
【図８Ａ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の上方からの斜視
図である。
【図８Ｂ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の下方からの斜視
図である。
【図８Ｃ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の底面図である。
【図８Ｄ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の上面図である。
【図８Ｅ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の正面図である。
【図８Ｆ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の側面図である。
【００１８】
【図９Ａ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの前方からの斜視図で
ある。
【図９Ｂ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの後方からの斜視図で
ある。
【図９Ｃ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの上面図である。
【００１９】
【図１０Ａ】本開示の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の斜視分解図である。
【図１０Ｂ】本開示の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の下方からの斜視図である
。
【図１０Ｃ】本開示の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の側面図である。
【図１０Ｄ】本開示の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の上面図である。
【図１０Ｅ】本開示の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の底面図である。
【００２０】
【図１１Ａ】検出器の実施の形態による可撓回路のセンサ端の斜視図である。
【図１１Ｂ】検出器の実施の形態による可撓回路のセンサ端の左側面図である。
【図１１Ｃ】検出器の実施の形態による可撓回路のセンサ端の右側面図である。
【図１１Ｄ】検出器の実施の形態による可撓回路のセンサ端の上面図である。
【図１１Ｅ】検出器の実施の形態による可撓回路のセンサ端の底面図である。
【００２１】
【図１２Ａ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの斜視図である。
【図１２Ｂ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの側面図である。
【図１２Ｃ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの上面図である。
【図１２Ｄ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの底面図である。
【図１２Ｅ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの正面図である。
【図１２Ｆ】図３のコネクタアセンブリの雌の患者ケーブルコネクタの背面図である。
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【００２２】
【図１３Ａ】図１２の雌の患者ケーブルコネクタのソケットの前方からの斜視図である。
【図１３Ｂ】図１２の雌の患者ケーブルコネクタのソケットの後方からの斜視図である。
【図１３Ｃ】図１２の雌の患者ケーブルコネクタのソケットの上面図である。
【図１３Ｄ】図１２の雌の患者ケーブルコネクタのソケットの背面図である。
【図１３Ｅ】図１２の雌の患者ケーブルコネクタのソケットの側面図である。
【００２３】
【図１４Ａ】本開示の実施の形態による雌の患者ケーブルコネクタの前方からの斜視分解
図である。
【図１４Ｂ】本開示の実施の形態による雌の患者ケーブルコネクタの後方からの斜視分解
図である。
【００２４】
【図１５Ａ】本開示の実施の形態によるシールド殻の前方からの斜視図である。
【図１５Ｂ】本開示の実施の形態によるシールド殻の後方からの斜視図である。
【図１５Ｃ】本開示の実施の形態によるシールド殻の側面図である。
【００２５】
【図１６Ａ】本開示の実施の形態によるひずみ逃がしの上方からの断面図である。
【図１６Ｂ】本開示の実施の形態によるひずみ逃がしの側面図である。
【図１６Ｃ】本開示の実施の形態によるひずみ逃がしの正面図である。
【図１６Ｄ】本開示の実施の形態によるひずみ逃がしの背面図である。
【００２６】
【図１７Ａ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
斜視図である。
【図１７Ｂ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
側面図である。
【図１７Ｃ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
上面図である。
【図１７Ｄ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
底面図である。
【図１７Ｅ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
正面図である。
【図１７Ｆ】本開示の別の実施の形態によるコネクタアセンブリの雄のセンサコネクタの
背面図である。
【００２７】
【図１８Ａ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の斜視図である。
【図１８Ｂ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の側面図である。
【図１８Ｃ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の上面図である。
【図１８Ｄ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の底面図である。
【図１８Ｅ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の正面図である。
【図１８Ｆ】図１７の雄のセンサコネクタの外殻の背面図である。
【００２８】
【図１９Ａ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の上方から
の斜視図である。
【図１９Ｂ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の下方から
の斜視図である。
【図１９Ｃ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の底面図で
ある。
【図１９Ｄ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の上面図で
ある。
【図１９Ｅ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の正面図で
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ある。
【図１９Ｆ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのラッチ部材の側面図で
ある。
【００２９】
【図２０Ａ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの前方からの斜
視図である。
【図２０Ｂ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの後方からの斜
視図である。
【図２０Ｃ】本開示の別の実施の形態による雄のセンサコネクタのプラグの上面図である
。
【００３０】
【図２１Ａ】本開示の別の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の斜視分解図である。
【図２１Ｂ】本開示の別の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の下方からの斜視図で
ある。
【図２１Ｃ】本開示の別の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の側面図である。
【図２１Ｄ】本開示の別の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の上面図である。
【図２１Ｅ】本開示の別の実施の形態による可撓回路のコネクタ端の底面図である。
【００３１】
【図２２Ａ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの上方からの断面図である。
【図２２Ｂ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの側面図である。
【図２２Ｃ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの正面図である。
【図２２Ｄ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの背面図である。
【００３２】
【図２３Ａ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタの前方からの斜視図である。
【図２３Ｂ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタの下方からの斜視図である。
【００３３】
【図２３Ｃ】本開示の実施の形態によるコネクタアセンブリのリテーナがヒンジによって
開かれた状態の側面図である。
【図２３Ｄ】本開示の実施の形態によるコネクタアセンブリのリテーナがヒンジによって
閉じられた状態の側面図である。
【００３４】
【図２４Ａ】本開示の実施の形態によるセンサコネクタのリテーナの底面図である。
【図２４Ｂ】本開示の実施の形態によるセンサコネクタのリテーナの斜視図である。
【図２４Ｃ】本開示の実施の形態によるセンサコネクタのリテーナの下方からの斜視図で
ある。
【００３５】
【図２５Ａ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの上面図である。
【図２５Ｂ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの側面図である。
【図２５Ｃ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの正面図である。
【図２５Ｄ】本開示の別の実施の形態によるひずみ逃がしの背面図である。
【００３６】
【図２６Ａ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタの外殻の斜視図である。
【図２６Ｂ】本開示の実施の形態による雄のセンサコネクタの下方からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１は、患者監視システムの一部としてのコネクタアセンブリ１００を大まかに示す。
コネクタアセンブリ１００によって、センサ１３０は、患者ケーブルコネクタ１２０とモ
ニタコネクタ１５０とを互いに接続する配線および／または導体を含んでいる患者ケーブ
ル１４０を介して、モニタ１６０と連絡することができる。コネクタアセンブリ１００は
、センサコネクタ１１０および患者ケーブルコネクタ１２０を含み、好都合には、センサ
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１３０と患者ケーブル１４０の比較的簡単かつ効率的な接続および分離を可能にする。例
えば、センサ１３０および患者ケーブル１４０を、例えば片手での分離などによって、ユ
ーザが比較的簡単かつ効率的に分離させることができる。種々の実施の形態において、患
者ケーブルコネクタは、さまざまな種類のセンサおよびセンサ形態を受け入れる。例えば
、一実施の形態においては、患者ケーブルコネクタ１２０が、幅広い種類の標準的なＳｐ
Ｏ２センサを受け入れる。別の実施の形態においては、患者ケーブルコネクタ１２０が、
多波長センサ（例えば３、８、１６、またはそれ以上、あるいは他の数の波長のセンサな
ど）を受け入れる。他の実施の形態においては、例えば、患者ケーブルコネクタ１２０が
、標準的なＳｐＯ２コネクタおよび多波長センサの両方を受け入れる。
【００３８】
　図２Ａ～図２Ｄは、従来技術のコネクタアセンブリ２００を大まかに示す。センサコネ
クタ２２０は、患者ケーブルコネクタ２３０へと接続されている。リテーナ２４０は、軸
２６０を中心にして回転可能であり、閉鎖位置（図２Ａ～図２Ｂおよび図２Ｄ）と開放位
置（図２Ｃ）との間で可動である。開放位置において、リテーナ２４０は、センサコネク
タ２２０の患者ケーブルコネクタ２３０への挿入または患者ケーブルコネクタ２３０から
の取り外しを許容する。閉鎖位置において、リテーナ２４０は、センサコネクタ２２０が
意図せずに外れることを機械的に防止する。一般に、コネクタの接続プロセスは、コネク
タ同士を取り付け、接続部を固定または実質的に固定して不慮の分離を減らすべく、リテ
ーナを閉じることからなる。一部のアセンブリでは、リテーナ２４０が、ロック位置へと
嵌り込む。コネクタの分離のプロセスは、リテーナ２４０をヒンジによって開き、コネク
タ２２０、２３０を切り離すことからなる。一般に、このプロセスには、両手が使用され
る。
【００３９】
　図３～図５は、多波長センサ１３０を有するコネクタアセンブリ１００の一実施の形態
を示す。図示の実施の形態においては、センサ１３０が、１５ピンのセンサコネクタ１１
０（１５ソケットの患者ケーブルコネクタ１２０に嵌合するように設計されている）を介
して患者ケーブル１４０につながっている。種々の実施の形態において、センサコネクタ
１１０のすべてのピンが電気的に有効であってよく、他の実施の形態においては、ピンの
うちの部分集合のみが有効であって、センサ信号の通信に使用されてもよい。例えば、一
実施の形態においては、９本のピンのみが有効である。他の実施の形態においては、セン
サコネクタが、例えば当該技術分野において周知である９ピンのミニＤコネクタを有する
標準的なＳｐＯ２センサであってよい。センサコネクタ１１０に配置されたラッチ部材８
００が、センサコネクタ１１０および患者ケーブルコネクタ１２０を解放可能に一体に保
持するために、患者ケーブルコネクタ１２０に配置されたラッチポケット１３１０に係合
するように構成されたラッチ突起８３０を備えている。好都合には、センサコネクタ１１
０および患者ケーブルコネクタ１２０が、両者をラッチ突起８３０がラッチポケット１３
１０に嵌るまで押し合わせることによって、簡単かつ効率的に接続される。好都合には、
センサコネクタ１１０および患者ケーブルコネクタ１２０が、ラッチ部材８００のレバー
部分８１０を親指または他の指で押し下げることによって、ラッチ突起８３０をラッチポ
ケット１３１０から外しつつ、両者を引き離すことによって簡単かつ効率的に分離される
。一実施の形態においては、モニタコネクタ１５０が、２０ピンのＤＢコネクタを含んで
いる。コネクタアセンブリのセンサ側の物理的な態様は、図６Ａ～図６Ｆに関して大まか
に説明され、図７～図１１に関してさらに詳しく説明される。コネクタアセンブリの患者
ケーブル側の物理的な態様は、図１２Ａ～図１２Ｆに関して大まかに説明され、図１３～
図１６に関してさらに詳しく説明される。当業者であれば、さまざまなピン数および機械
的な嵌合の形状などが、さまざまな構成にて可能であることを、本明細書の開示から理解
できるであろう。
【００４０】
　図６Ａ～図６Ｆは、前部６０１、後部６０２、上部６０３、および下部６０４を有する
雄のセンサコネクタ１１０の一実施の形態を示す。後部６０２が、可撓回路１０００を包
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んでいるスリーブ６２０を終端としている。一実施の形態においては、スリーブが、互い
に連結して可撓回路１０００を囲むチャネルを生成する上部６２１および下部６２２を有
する２部品構造である。一実施の形態においては、スリーブが、シリコーンで構成される
。可撓回路１０００が、センサ１３０とコネクタプラグ９００との間で信号を伝える。ラ
ッチ部材８００が、各側においてヒンジによって可動に取り付けられて上部６０３に配置
されている。センサコネクタ１１０は、患者ケーブルコネクタを整列経路６１０に沿って
挿入することによって、患者ケーブルコネクタ１２０と嵌合するように構成されている。
後述する図１７Ａ～図１７Ｆは、雄のセンサコネクタの別の実施の形態を示している。
【００４１】
　図７Ａ～図７Ｆは、前部７０１、後部７０２、上部７０３、下部７０４、左側７０５、
および右側７０６を有しているセンサコネクタ外殻７００の一実施の形態を示す。外殻は
、前部７０１と後部７０２との間のほぼ中間の地点において、前部７０１から後部７０２
への先細りを開始している。前部７０１は、患者ケーブルコネクタのソケット１３００を
受け入れるように構成された嵌合通路７５０を有している。前部７０１に近接して、患者
ケーブルコネクタの外殻１２２０に位置する凹所１２２２に受け入れられるように構成さ
れた嵌合突起７３０が位置している。センサコネクタ外殻７００の内部に、可撓回路のピ
ンプレート１０４０に当接する位置決めタブ７８０が収容されている。右側７０５および
左側７０６の上部に、ラッチ部材８００がペグ８６０を収容することによって取り付けら
れるように構成された凹所７２０および穴７２１が配置されている。後部７０２は、スリ
ーブ６２０を収容するように構成された通路７６０を有している。ペグ７７０が、後部７
０２に近接し、下部７０４から上部７０３へと垂直に延び、ペグ穴１０５０に係合して可
撓回路１０００を固定するように設計されている。一実施の形態においては、センサコネ
クタ外殻７００が、ＰＣ－ＡＢＳ混合物で構成されている。後述する図１８Ａ～図１８Ｆ
が、雄のセンサコネクタ外殻の別の実施の形態を示している。
【００４２】
　図８Ａ～図８Ｆは、前部８０１、後部８０２、上部８０３、および下部８０４を有する
ラッチ部材８００の一実施の形態を示す。前部８０１は、おおむね丸められており、ラッ
チ突起８３０を下部８０４に位置させて有しているラッチ部分８２０を有している。図示
の実施の形態においては、ラッチ突起８３０が、直角三角形の底辺を有するプリズムであ
り、好都合にはラッチポケット１３１０に次第に係合して嵌り込むように、ラッチ部材８
００の前部８０１から後部８０２へと下方に傾斜している。ラッチ部材８００の後部８０
２へと向いたラッチ突起８３０の端部は、嵌り込んだときにラッチポケット１３１０の平
たい縁に当接するように構成された平たい表面である。種々の他の実施の形態において、
ラッチ突起８３０およびラッチポケット１３１０を、さまざまに形作ることができる。例
えば、一実施の形態においては、ラッチ突起８３０が半球形の形状であってよく、ラッチ
ポケット１３１０が、おおむねラッチ突起８３０を収容するための半球形のくぼみとして
形作られる。後部が、前部８０１から後部８０２までの道のりの約３／４の地点において
始まり、大まかに上方へと曲げられているレバー部分８１０を有している。好都合には、
レバー部分８１０およびラッチ部分８２０は、レバー部分８１０を手指または親指で下方
に押すことによって、ラッチ部分８２０およびラッチ突起８３０が持ち上がり、ラッチ突
起８３０がラッチポケット１３１０から離れるように、堅固に接続されている。したがっ
て、ラッチ部材８００は、好都合には、センサコネクタ１１０および患者ケーブルコネク
タ１２０を解除可能に一体に保持し、意図せぬ脱離を少なくするとともに、比較的簡単か
つ効率的な接続および解除を提供する。特定の実施の形態においては、ラッチ突起８３０
が、ラッチ部材８００のレバー部分８１０を押さなくても、特定のしきい値引っ張り量が
ラッチ突起８３０とラッチポケット１３１０との間の接続部に生じた場合にラッチポケッ
ト１３１０から外れ、切り離しを可能にする。これは、例えばセンサが患者によって誤っ
て引っ張られた場合など、特定の場合に好都合であるかもしれない。そのような場合、こ
の引っ張りによる解放の機構により、モニタユニットまたは他の設備部分が床へと引き落
とされる機会を少なくすることができる。特定の実施の形態においては、この引っ張りに
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よる解放の機構により、繊細な設備の損傷および人員の負傷などの生じうる事故の可能性
が好都合に少なくなる。取り付けアーム８５０が、ラッチ部材８００の各側に取り付けら
れ、前部８０１から後部８０２への中間地点の近くに位置し、ラッチ部材８００から直角
に延びている。さらに、取り付けアーム８５０は、センサコネクタ外殻７００を受け入れ
るために端部において下方へと曲がり、ペグタブ８５０を終端としている。ペグ８６０が
、ペグタブ８５０に取り付けられ、ペグタブ８５０から内向きに延びており、ラッチ部材
８００をセンサコネクタ外殻７００へと取り付けるべく穴７２１に収容される。一実施の
形態においては、ラッチ部材８００が、ＰＣ－ＡＢＳ混合物で構成される。後述する図１
９Ａ～図１９Ｆが、ラッチ部材の別の実施の形態を示している。
【００４３】
　図９Ａ～図９Ｃは、前部９０１、後部９０２、上部９０３、および下部９０４を有する
コネクタプラグ９００の一実施の形態を示す。コネクタプラグ９００は、センサコネクタ
外殻７０２の内部で前部７０１の付近に配置される。ソケットピン９１０が列状に配置さ
れ、ピン穴９５０を貫いて前部プレート９２０から延びている。さらに、ソケットピン９
１０は、コネクタソケット１３００に配置されたソケット穴１３３１に嵌合するように設
計されている。さらに、ソケットピン９１０は、可撓回路１０００のピンプレート１０４
０のピン穴１０４２を通って延びるように設計されている。ソケットピン９１０は、２本
の検出ピン９１１および１３本の駆動ピン９１２を含んでいるが、当業者であれば、本明
細書の開示から、多数のさまざまな構成を認識できるであろう。好都合には、シールド層
９４０が、ノイズに対する信号の保護を向上させるために、後部９３０を包んでいる。一
実施の形態においては、コネクタプラグ９００が、ＰＣ－ＡＢＳ混合物で構成され、シー
ルド層９４０が、銅で構成され、ソケットピン９１０が、金めっきを有する真ちゅう、青
銅、または銅の本体で構成される。後述する図２０Ａ～図２０Ｃが、センサコネクタのプ
ラグの別の実施の形態を示している。
【００４４】
　図１０Ａ～図１０Ｅが、上部１００１、下部１００２、および前部１００３を有する可
撓回路１０００のコネクタ端の一実施の形態を示している。矩形のピンプレート１０４０
が、可撓回路１０００の前部１００３に配置されている。ピンプレート１０４０は、列状
に配置され、ソケットピン９１０を受け入れるように設計されているピン穴１０４２を有
している。フラップ１０４１が、ピンプレート１０４０のコネクタプラグ９００から遠い
方の面において、検出ピン側に位置している。フラップ１０４１は、ピンプレート１０４
０の下部へと接続され、ピンプレート１０４０とフラップ１０４１との間に小さなすき間
を残しつつ、ピンプレート１０４０を覆うように折り曲げられている。フラップは、少な
くとも検出ピン９１０に接触するように構成され、ピンの追加のシールドならびに可撓回
路１０００と検出ピン９１１との間のさらに丈夫な接続を、好都合に提供する。曲げプレ
ート１０２０が、ピンプレート１０４０の上部から可撓回路の長尺部分１０１０へと下方
に傾斜している。回路の長尺部分１０１０は、可撓回路１０００のセンサ側へと延びてお
り、可撓回路１０００のコネクタ側とセンサ側との間で信号を伝える。種々の実施の形態
において、可撓回路の信号は、インク層または他のシールド機構によってシールドされる
。ペグ穴１０５０が、回路の長尺部分において曲げプレート１０２０の近くに存在し、ペ
グ７７０を収容して、可撓回路をスリーブ６２０に固定するように構成されている。一実
施の形態においては、可撓回路１０００が、ポリイミド、圧延なまし銅、および信号をシ
ールドする銀含浸熱可塑性インクの交互の層で構成されている。種々の実施の形態におい
て、層の構成および使用される材料は、さまざまであってよい。少なくとも１つのメモリ
ユニット１０３０が、曲げプレート１０２０において可撓回路１０００の下部１００３へ
とはんだ付けされている。一実施の形態においては、例えば、少なくとも１つのメモリユ
ニット１０３０が、当該技術分野の当業者にとって周知であって、種々の診断および制御
の機能を実行することができる２０ＫのＥＥＰＲＯＭである。当業者であれば、本明細書
の開示から、種々のメモリデバイス、コントローラ、マイクロプロセッサ、ゲートまたは
論理構造、などを、さまざまな構成で使用できることを、理解できるであろう。例えば、
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好都合には、少なくとも１つのメモリユニット１０３０が、センサ１３０が対応するデバ
イス（患者ケーブルコネクタ１２０、患者ケーブル１４０、およびモニタ１６０、など）
へと接続されているか否かの判断を助け、センサ１３０が対応するデバイスであることも
保証するように構成される。後述する図２１Ａ～図２１Ｅが、可撓回路のコネクタ端の別
の実施の形態を示している。
【００４５】
　再び図９を参照すると、一実施の形態においては、駆動ピン９１２が、８本の発光体用
ピン９１３、メモリユニット１０３０へと接続された２本のメモリユニット用ピン９１４
、サーミスタへと接続されたサーミスタ用ピン９１５、およびコネクタアセンブリの種々
のシールド部品のうちの１つ以上へと接続された２本のシールドピン９１６を含んでいる
。例えば、シールドピン９１６を、シールド層９４０または図１５に関して後述されるシ
ールド殻１５００へと接続することができる。
【００４６】
　特定の実施の形態の駆動ピン９１２は、隣の各々の駆動ピンから約０．０９インチ～約
０．１１０インチ（各ピンの中心から測定される）だけ離されている。特定の実施の形態
の検出ピン９１１は、駆動ピン９１２の互いの間隔よりも大きな距離にて、駆動ピン９１
２から離されている。例えば、検出ピン９１１を、隣の駆動ピン９１２から約０．１１０
～約０．１３０インチ（各ピンの中心から測定される）だけ離すことができる。また、検
出ピン９１１を、互いに約０．１１０～約０．１３０インチだけ離すことができる。例え
ば、一実施の形態においては、上側の検出ピン９１１が、隣の上側のシールドピン９１６
から約０．１３０インチだけ離され、下側の検出ピンから約０．１３０インチだけ離され
る一方で、下側の検出ピン９１１が、隣の下側のシールドピン９１６から約０．１１５イ
ンチだけ離されている。すべての実施の形態に必要というわけではないが、検出ピンに関
して、間隔を大きくすることは、特定の実施の形態において比較的敏感な検出信号のノイ
ズを減らすうえで、好都合に役に立つことができる。
【００４７】
　本明細書の開示から当業者にとって明らかであるとおり、駆動ピン９１２を、さまざま
に構成することができる。例えば、発光体用ピン９１３の本数は、別の本数（例えば、２
本）であってよく、使用されないピンが存在してもよく、あるいは駆動ピン９１２のいく
つかを、種々の構成において別の構成部品へと接続してもよい。一実施の形態においては
、４本の専用の発光体用ピンが、２本からなる２群へとジャンパでまとめられ、種々の構
成のセンサとの互換性が可能にされる。別の一構成においては、各々の検出ピン９１１お
よび／または駆動ピン９１２が、約０．１１０～約０．１１５インチだけ隣のピンから離
される。
【００４８】
　図１１Ａ～図１１Ｅは、後部１１０１、上部１１０２、下部１１０３、および前部１１
０４を有する可撓回路１０００のセンサ端の一実施の形態を示す。可撓回路は、おおむね
矩形であって第１の接続アーム１１１０へと接続されており、第１の接続アーム１１１０
よりもわずかに幅広い第１のはんだプレート１１０１を終端としている。第１の接続アー
ム１１１０は、自身の長さに沿って湾曲しており、第２のはんだプレート１１４０を収容
している。第２のはんだプレート１１４０は、第２の接続アーム１１３０を終端としてい
る。一実施の形態においては、第１のはんだプレート１１０１が、三角形の様相で配置さ
れた３つのはんだパッド１１２１を有しており、第２のはんだプレート１１４０が、列状
に配置された１０個のより小さいはんだパッド１１４１を有している。可撓回路１０００
の１つ以上の面に導体および導体経路を備えることは、当該技術分野において周知である
。種々の実施の形態において、可撓回路１０００の形状は、さまざまであってよい。例え
ば、いくつかの実施の形態においては、可撓回路１０００が、長さにおいてさまざまであ
ってよく、回路の長さ１０１０に沿った湾曲を備えなくてもよく、湾曲の特徴がさまざま
であってよい。
【００４９】
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　図１２Ａ～図１２Ｆは、前部１２０１、後部１２０２、上部１２０３、および下部１２
０４を有する患者ケーブルコネクタ１２０の一実施の形態を示す。コネクタソケット１３
００が、前部１２０１から突き出しており、コネクタプラグ９００を整列経路１２１０に
沿って受け入れるように構成されている。コネクタソケット１３００は、図１３Ａ～図１
３Ｅに関してさらに詳しく説明される。コネクタ外殻１２２０が、ラッチ部材８００のラ
ッチ部分８２０を収容および固定するように構成された半円形のラッチ部材用凹所１２２
１を有している。さらに、外殻１２２０の前部１２０１の前面が、センサコネクタ外殻７
００の嵌合突起７３０を収容して固定するように構成された凹所１２２２を有している。
隆起した把持用ストライプ１２２３が、外殻１２２０の上部１２０３に配置され、患者ケ
ーブルコネクタ１２０およびセンサコネクタ１１０の接続および切り離し時の指の滑りを
少なくしている。外殻１２２０は、ひずみ逃がし１６００および患者ケーブル１４０を受
け入れるように構成されたケーブル開口１２２４を終端としている。いくつかの実施の形
態においては、コネクタ外殻１２２０の後部１２０２に突き出し状の造作が配置され、ひ
ずみ逃がしを、ケーブル開口１２２４へと挿入する代わりに、この突き出し状の造作を覆
うように成型することができる。種々の実施の形態においては、突き出し状の造作の可撓
性が、さまざまであってよい。一実施の形態においては、コネクタ外殻１２２０が、比較
的硬いＰＶＣ材料で構成される。
【００５０】
　図１３Ａ～図１３Ｅが、前部１３０１、後部１３０２、上部１３０３、および下部１３
０４を有するコネクタソケット１３００の一実施の形態を示している。コネクタソケット
１３００の後方部分１３４０が、ラッチポケット１３１０を有するラッチポケット板１３
２０を有している。ラッチポケット板は、コネクタソケット１３００の後方部分１３４０
の上部１３０３に配置されている。ラッチポケット１３１０は、大まかには、図３～図５
および図８Ａ～図８Ｆに関して上述したようにラッチ突起８３０に解除可能に係合して、
ラッチ突起８３０を保持するために好都合に形状および構成付けられた凹んだポケットで
ある。図示の実施の形態においては、ラッチポケット１３１０が、ラッチ突起８３０の平
たい縁を捕まえるために、ソケット１３００の前部１３０１に近接した平たい表面を有し
ている。ラッチポケット１３１０は、おおむね矩形であって、ラッチ突起８３０をぴった
りと受け入れるためにソケット１３００の後部１３０２に向かう縁に丸みを帯びた角を有
している。上述のように、ラッチポケット１３１０を、他の実施の形態においては、種々
のラッチ突起８３０の形状に対応するようにさまざまな形状とすることができる。例えば
、特定の実施の形態においては、ラッチポケット１３１０が、半球形のラッチ突起８３０
を受け入れるための半球形のくぼみであってよい。支えリップ１３２１が、ラッチポケッ
ト板１３２０からコネクタソケット１３００の前方部分１３３０の上方へと延びており、
コネクタ外殻１２２０およびセンサコネクタ外殻７００の嵌合突起７３０を受け入れて保
持するように構成されている。前方部分１３３０は、ソケットピン９１０を受け入れるよ
うに構成された列状に配置されたソケット穴１３３１を有している。ソケット穴１３３１
のうち、一実施の形態においては、例えば２つが検出ソケット穴１３３２であって、１３
個が駆動ソケット穴１３３３であり、それぞれ検出ピン９１１および駆動ピン９１２を受
け入れるように構成されている。ソケット穴１３３１は、ソケット１３００を前部１３０
１から後部１３０２へと貫いて延びている。検出ソケット穴１３３２は、検出ソケットシ
ールド用スリーブ１４２０を受け入れるために、後部１３０２において駆動ソケット穴１
３３３よりも大きな直径を有している。一実施の形態においては、コネクタソケット１３
００の本体が、ガラスを充填したナイロンまたは同等の材料で構成される。いくつかの実
施の形態においては、ガラスを充填したナイロンが、センサコネクタ１１０の繰り返しの
抜き差しに耐えることができるため、適切である。
【００５１】
　パルス酸素濃度計システムにおける発光体駆動信号は比較的粗く、発光体を効果的に駆
動するために、ノイズに対する保護を比較的必要としない。対照的に、検出信号は、セン
サからモニタへとより正確に伝達されなければならず、センサパラメータの正確な測定を
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可能にするために、ノイズに対する保護をより比較的必要とする。したがって、センサと
患者ケーブルとの接続において、検出信号の強力なシールドが望ましい。図１４Ａおよび
図１４Ｂは、シールド殻１５００（コネクタ外殻１２２０が、シールド殻１５００を覆う
ように成型されている）によって囲まれたソケット覆い１４１０の一実施の形態を示す。
この実施の形態において、コネクタ外殻１２２０が突き出し部材１４３０を有しており、
突き出し部材１４３０を覆うようにひずみ逃がしを重ね成型することができる。ソケット
覆い１４１０は、おおむね管状であり、ソケットピン９１０を受け入れて保持するように
構成されている。ソケット覆い１４１０の前部が、ソケット穴１３３１を通って延びる。
ソケット覆い１４１０の後部は、ソケット穴１３３１から突き出し、ノイズに対する信号
の保護を好都合に向上させるシールド殻１５００によって囲まれている。好都合には、検
出ソケット１４１１が、検出ソケットシールド用スリーブ１４２０によって個別にシール
ドされる。この構成は、比較的敏感な検出信号について、さらなる信号の保護を提供する
。種々の実施の形態において、ソケット覆い１４１０は、真ちゅう、銅、青銅、銅、また
はニッケルなど、種々の金属で構成される。さらには、特定の実施の形態においては、覆
いが、金または他の適切な材料でめっきされる。一実施の形態においては、シールド殻１
５００および検出ソケットシールド用スリーブ１４２０が、銅および内側のプラスチック
芯で作成される。いくつかの実施の形態においては、内側のプラスチック芯が、デルリン
（Ｄｅｌｒｉｎ）または同等の材料で構成される。
【００５２】
　図１５Ａ～図１５Ｃは、前部１５０１、後部１５０２、上部１５０３、および下部１５
０４を有するシールド殻１５００の一実施の形態を示す。シールド殻１５００は、おおむ
ね矩形かつ中空であり、前部１５０１にソケット収容開口１５１０を有している。後部１
５０２は、ひずみ逃がし１６００および患者ケーブル１４０を受け入れるように構成され
たケーブル開口１５２０を除いて、おおむね閉じられている。
【００５３】
　図１６Ａ～図１６Ｅは、患者ケーブル１４０を曲げ力から保護し、ケーブルの配線およ
び関連のはんだ接合部を引っ張り力から保護するひずみ逃がし１６００の一実施の形態を
示す。ひずみ逃がし１６００は、前部１６１１、後部１６１２、ヘッド部１６１０、尾部
１６２０、および軸方向の空洞１６３０（ひずみ逃がし１６００の全長を延びている）を
有しているおおむね先細りの円筒である。一実施の形態においては、ひずみ逃がし１６０
０が、患者ケーブル１４０を覆って成型され、患者ケーブル１４０が、そのようにして形
成される軸方向の空洞１６３０に保持される。ヘッド部１６１０が、尾部１６２０をコネ
クタ外殻１２２０から遠ざかるように延ばしつつ、ケーブル開口１２２４を通って挿入さ
れて、コネクタ外殻１２２０内に配置される。ヘッド部１６１０は、ひずみ逃がし１６０
０本体の残りの部分よりも細い円筒からなり、コネクタ外殻のケーブル開口１２２４およ
びシールド殻のケーブル開口１５２０に嵌り合うように構成されている。ヘッド部１６１
０は、シールド殻１５００の内側に囲まれてひずみ逃がし１６００をシールド殻１５００
へと固定する固定プレートを終端としている。一実施の形態においては、ひずみ逃がし１
６００が、低デュロメータのＰＶＣ材料で構成される。一実施の形態においては、ひずみ
逃がし１６００およびコネクタ外殻１２２０が、曲げ緩和の前部１６１１がコネクタ外殻
１２２０の後部に融合するように同時に重ねて成型される。後述する図２２Ａ～図２２Ｄ
が、ひずみ逃がしの別の実施の形態を示している。
【００５４】
　図１７Ａ～図１７Ｆは、雄のセンサコネクタ１７００の別の実施の形態を示す。センサ
コネクタ１７００は、構造および機能において、図６Ａ～図６Ｆによって示した実施の形
態とおおむね同様であり、可撓回路を囲むスリーブ１７０１、ラッチ部材１７０２、およ
びコネクタプラグ１７０３を備えている。
【００５５】
　図１８Ａ～図１８Ｆは、前部１８０１、後部１８０２、上部１８０３、下部１８０４、
左側１８０５、および右側１８０６を有しているセンサコネクタ外殻１８００の別の実施
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の形態を示す。外殻１８００は、構造および機能において図７Ａ～図７Ｆによって示した
実施の形態とおおむね同様であり、嵌合通路１８０７、嵌合突起１８０８、位置決めタブ
１８０９、凹所１８１０、穴１８１１、後方通路１８１３、およびペグ１８１４を備えて
いる。この実施の形態も、上部１８０３に配置され、ラッチ部材を受け入れるように構成
されたラッチ部材用の凹所１８１２を備えている。ラッチ部材用の凹所１８１２が、おお
むねコネクタ外殻１８００の上部１８０３の前部１８０１の全体に広がっており、センサ
コネクタ外殻１８００の中央部において後部１８０２に向かって広がっている。図示の実
施の形態においては、ラッチ部材用の凹所１８１２が、右側１８０５の上部および左側１
８０６の上部を下方へと延びており、凹所１８１０を終端としている。図示の実施の形態
においては、穴のある凹所１８１０が、患者ケーブルコネクタに位置するラッチ部材を強
力に固定するために、おおむね円形である。この実施の形態において、ラッチ部材用の凹
所１８１２は、ラッチ部材がラッチ部材用の凹所１８１２へと下方に揺動できるように構
成されている。すなわち、ラッチ部材用の凹所１８１２が、レバー機構をより強調してい
る。
【００５６】
　図１９Ａ～図１９Ｆは、前部１９０１、後部１９０２、上部１９０３、および下部１９
０４を有するラッチ部材１９００の別の実施の形態を示す。ラッチ部材１９００は、構造
および機能において図８Ａ～図８Ｆによって示した実施の形態とおおむね同様であり、ラ
ッチ部分１９０５、レバー部分１９０６、ラッチ突起１９０７、取り付けアーム１９０８
、ペグタブ１９０９、およびペグ１９１１を備えている。さらに、この実施の形態は、コ
ネクタ外殻との枢支面をもたらすために、ラッチ部材１９００の下部１９０４に配置され
たリブ１９１０を備えている。さらに、図示の実施の形態においては、ペグタブ１９０９
が、図１８Ａ～図１８Ｆに関して上述した円形の凹所にはまり込んで、ラッチ部材１９０
０をコネクタ外殻に強力に固定するよう、おおむね円形である。この実施の形態において
は、リブ１９１０およびペグタブ１９０９が、ラッチ部材１９００の効率的な枢動を可能
にし、レバー機構を促進するように構成されている。
【００５７】
　図２０Ａ～図２０Ｃは、前部２００１、後部２００２、上部２００３、および下部２０
０４を有するコネクタプラグ２０００の別の実施の形態を示す。殻２０００は、構造およ
び機能において図９Ａ～図９Ｃによって示した実施の形態とおおむね同様であり、２本の
検出ピン２００６および１３本の駆動ピン２００７を含むソケットピン２００５と、ピン
穴２００９とを備えている。図示の実施の形態においては、コネクタプラグ２０００の本
体が、プリント配線基板で構成されている。さらに、コネクタプラグ２０００の前部２０
０１および後部２００２の面が、シールド機構として機能する銅の接地面で覆われている
。さらに、この実施の形態においては、はんだマスクが両方の銅面を覆って配置され、は
んだリング２０１１が、ソケットピン２００５につながるように各々のピン穴２００９の
周囲に配置されている。図示の実施の形態においては、はんだリングが、銅層のすき間に
よって銅の接地面から絶縁されており、１本のピンが、シールドを完成させるべく銅の接
地面へと電気的に接続されている。
【００５８】
　図２１Ａ～図２１Ｅは、上部２１０１、下部２１０２、および前部２１０３を有する可
撓回路２１００のコネクタ端の別の実施の形態を示す。可撓回路２１００は、構造および
機能において図１０Ａ～図１０Ｅによって示した実施の形態とおおむね同様であり、ピン
プレート２１０４、ピン穴２１０５、第１のフラップ２１０６、曲げプレート２１０７、
およびペグ穴２１０８を備えている。さらに、図示の実施の形態は、ピンプレート２１０
４の下部へと接続され、回路の長尺部分２１１０に向かって延びている第２のフラップ２
１０９を備えている。第２のフラップ２１０９は、いくつかの実施の形態においては第２
のフラップ２１０９へとはんだ付けすることができる少なくとも１つのメモリユニットを
収容するように構成されている。少なくとも１つのメモリユニットは、すでに図１０Ａ～
図１０Ｅに関して上述されている。
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【００５９】
　図２２Ａ～図２２Ｄは、ひずみ逃がし２２００の別の実施の形態を示す。ひずみ逃がし
２２００は、構造および機能において図１６Ａ～Ｄによって示した実施の形態とおおむね
同様であり、前部２２０１、後部２２０２、ヘッド部２２０３、尾部２２０４、および軸
方向の空洞２２０５を有している。図示の実施の形態においては、ひずみ逃がしのヘッド
部２２０３が、患者ケーブルコネクタの外殻の後部へと挿入されるのではなく、コネクタ
の外殻の実施の形態に配置される突き出し造作を覆うように成型される。一実施の形態に
おいて、ひずみ逃がし１６００は、低デュロメータのＰＶＣ材料で構成される。
【００６０】
　好都合には、種々のシールド機構（例えば、いくつかの実施の形態においては、シール
ド殻１５００、検出ソケットシールド用スリーブ１４２０、シールド層９４０、およびフ
ラップ１０４１を含む）が、センサ１３０と患者ケーブル１４０との間の電気接続部にお
いて、シールドされない領域を減らすように構成される。例えば、いくつかの実施の形態
においては、コネクタアセンブリ１００において、発光体および検出器の信号が、センサ
１３０からコネクタアセンブリ１００を通って患者ケーブル１４０へと信号が通信される
ときに、種々の構成部品によってシールドされる。例えば、いくつかの実施の形態におい
ては、種々のシールド部品として、シールドされた可撓回路１０００、フラップ１４０１
、シールド層９４０、シールド殻１５００、およびシールドされた患者ケーブル１４０が
挙げられ、センサとモニタとの間の接続においてシールドされない領域を少なくする。好
都合には、いくつかの実施の形態においては、検出器の信号が、検出ソケットシールド用
スリーブ１４２０によってさらにシールドされ、検出器の信号の経路においてシールドさ
れない領域をさらに少なくされる。例えば、特定の実施の形態においては、検出器の信号
の経路が、コネクタアセンブリの実質的に全体にわたって、電気的に実質的に絶縁される
。いくつかの実施の形態においては、発光体の信号も、さらなるソケットシールド用スリ
ーブ１４２０によってシールドされる。他の実施の形態においては、フラップ１０４１が
、発光体用ピン９１３および／または他の駆動ピン９１２ならびに検出ピン９１１を覆う
。
【００６１】
　図２３Ａおよび図２３Ｂは、前部２３０４、後部２３０５、上部２３０６、および下部
２３０７を有する雄のセンサコネクタ２３００の一実施の形態を示す。リテーナ２３０１
が、軸２３０８を中心にして回転し、開放位置（図２３Ａ～図２３Ｃ）と閉鎖位置（図２
３Ｄ）との間を移動する。開放位置において、リテーナ２３０１は、センサコネクタ２３
０１の患者ケーブルコネクタ（上述した患者ケーブルコネクタのうちの１つなど）への挿
入または患者ケーブルコネクタからの取り外しを許容する。閉鎖位置において、リテーナ
２４０は、センサコネクタ２２０が意図せずに外れることを機械的に防止する。一般に、
コネクタの接続プロセスは、コネクタを機械的に嵌合させ、接続部を固定して不慮の分離
を減らすべく患者ケーブルの機械的な嵌合構造にかぶさるようにリテーナ２３０１をヒン
ジによって回転させることを含む。コネクタの分離のプロセスは、リテーナ２３０１を開
き、センサコネクタ２３００を患者ケーブルコネクタから引き離すことを含む。
【００６２】
　繰り返しの摩耗および裂けの結果として、あるいは他の手段によって、リテーナ２３０
１が損傷する可能性がある。例えば、特定のしきい値引っ張り量がセンサコネクタ２３０
０と患者ケーブルコネクタとの間の接続部に加わると、リテーナ２３０１が破損する可能
性がある。例えば、患者が誤ってセンサを引っ張った場合、リテーナ２３０１が、センサ
コネクタの外殻２３０３から外れる可能性がある。他の場合には、コネクタが落とされ、
あるいは強打され、リテーナ２３０１が破損する可能性がある。
【００６３】
　リテーナ２３０１が損傷した場合に、システムのリテーナ２３０１が取り付けられてい
る部分を、病院関係者または他のユーザが簡単に交換することが可能である。図示の実施
の形態においては、リテーナ２３０１が、好都合なことに、患者ケーブルコネクタにでは
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なくて、センサコネクタ２３００に配置されている。この構成においては、リテーナ２３
０１が損傷した場合に、患者ケーブルを交換するのではなくて、センサコネクタ２３００
および付随のセンサを交換することができる。センサは、１回限りの使用または使い捨て
であってよく、いずれもケーブルよりも寿命が短い。
【００６４】
　特定の実施の形態においては、リテーナ２３０１が、特定のしきい値引っ張り量がコネ
クタアセンブリの両側の間の接続部に加わったときに、リテーナ２３０１を跳ね上げなく
ても、センサコネクタ２３００が患者ケーブルコネクタから外れることを許容できる。例
えば、リテーナ２３０１を、しきい値の引っ張りを受けてリテーナの形状がくずれ、結果
として対向するコネクタがリテーナ２３００から解放されるような特定のしきい値の可撓
性を有する材料で製作することができる。これは、例えばセンサが患者によって誤って引
っ張られた場合など、特定の場合に好都合であるかもしれない。そのような場合、この引
っ張りによる解放の機構により、モニタユニットまたは他の設備部分が床へと引き落とさ
れる機会が少なくなるであろう。特定の実施の形態においては、この引っ張りによる解放
の機構により、繊細な設備の損傷および人員の負傷などの生じうる事故の可能性が好都合
に少なくなる。
【００６５】
　一実施の形態においては、後部２３０５が、応力逃がし２３０２を終端としている。或
る実施の形態においては、後部２３０５が、ひずみ逃がし２３０３に代え、あるいはひず
み逃がし２３０３に加えて、可撓回路を終端としている。センサコネクタ２３００は、外
殻２３０３および外殻２３０３の後部の上部２３０６にヒンジで取り付けられたリテーナ
２３０１を含んでいる。他の実施の形態においては、リテーナ２３０１を、外殻２３０３
の別の部分に配置することができる。例えば、リテーナ２３０１を、例えば下部２３０７
など、外殻２３０３の別の面に取り付けることができる。リテーナ２３０１は、リテーナ
２３０１の下面に配置されたラッチ部材２３１１を備えている。リテーナ２３０１に配置
されたラッチ部材２３１１は、センサコネクタ２３００および患者ケーブルコネクタを解
放可能に一体に保持するために、患者ケーブルコネクタに配置されたラッチポケットに係
合するように構成されたラッチ突起２３１２を備えている。例えば、センサコネクタ２３
００を、上述した患者ケーブルコネクタ１２０へと接続することができ、ラッチ突起が、
ラッチポケット１３１０などのラッチポケットに係合することができる。
【００６６】
　図２４Ａおよび図２４Ｂは、前部２４１４、後部２４１１、上部２４０７、および下部
２４１７を有するリテーナ２４００の一実施の形態を示す。リテーナ２３００は、大まか
には、閉じられたときに別の対をなすコネクタへの機械的な嵌合および／または電気的な
接続をおおむね部分的に確保して、分離を防止することができる成型による殻として形作
られている。一実施の形態においては、リテーナ２４００の前方部分２４１７が、おおむ
ね丸みを帯びた切り欠き部２４０８を有している。切り欠き部２４０８を、リテーナ２４
００が閉鎖位置にあるときに他方の対をなすコネクタを受け入れるように形作ることがで
きる。例えば、切り欠きを、患者ケーブルおよび／または対をなす患者ケーブルコネクタ
の後方部分の形状を受け入れるように形作ることができる。リテーナ２４００の後方部分
２４１１は、リテーナ２４００をコネクタ外殻（例えば、コネクタ外殻２３０３など）へ
と取り付けることができるように、ペグ２４０２、２４０３を備えておおむね対向するタ
ブ２４０１、２４０４を有している。ペグ２４０２、２４０３は、コネクタ外殻の取付部
の該当する穴に機械的に嵌合する。ひとたびコネクタ外殻へと嵌合させられると、リテー
ナ２４００を、一般的に、ペグ２４０２、２４０３におおむね同軸な軸を中心にしてヒン
ジによって回転させることができる。他の実施の形態においては、リテーナ２４００を、
当該技術分野において公知の他の様式でコネクタ外殻へと接続することができる。例えば
、別の実施の形態においては、リテーナ２４００を、リテーナ２４００の回転の中心とな
るピンによって、リテーナ外殻へと接続できる。リテーナを、閉鎖位置にあるときに動か
ぬように固定することができる。例えば、ペグ２４０５、２４０６が、コネクタ外殻の該



(18) JP 5296793 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

当するくぼみに嵌り込み、スナップ式の嵌り合いをもたらす。他の実施の形態においては
、ペグを、外殻の前部２４０８にさらに向かって位置させることができ、対向するコネク
タ外殻の外殻（例えば、患者ケーブルコネクタの外殻など）の該当するくぼみに嵌め合わ
せることができる。他の実施の形態においては、多少なりともスナップ式の造作、他の摩
擦による嵌り合いの装置、または組み合わせ、などを好都合に存在させることができる。
例えば、一実施の形態においては、４つのペグが存在し、２つのペグが、一方のコネクタ
（リテーナがヒンジによって取り付けられる）の該当する造作へと嵌り込み、２つのペグ
が、対向するコネクタの造作へと嵌り込む。他の実施の形態においては、固定の機構が、
ペグおよびソケットからなる形式の嵌り合いの機構でなくてもよく、例えば摩擦式の機構
など、他の何らかの機構であってよい。
【００６７】
　リテーナ２４００は、リテーナ２４００の下面（下部）２４１７に位置し、ラッチ突起
２４０６を備えているラッチ部材２４０７を備えている。ラッチ部材２４０７の前部は、
患者ケーブルコネクタ１２０などの対をなすコネクタに位置する対応する領域（ラッチポ
ケットを備えている）をおおむね収容するための丸みを帯びた形状を有する。図示の実施
の形態においては、ラッチ突起２４０６が、対向するコネクタのラッチポケットに好都合
に係合して嵌り込むように、直角三角形の底辺を有しており、後部２４１１から前部２４
１４へと下方に傾斜しているプリズムを備える。ラッチ部材２４０７の後部２４１１へと
向いたラッチ突起２４０６の端部は、嵌り込んだときに対向するコネクタのラッチポケッ
トの平たい縁に当接するように構成された平たい表面を有する。種々の他の実施の形態に
おいては、ラッチ突起２４０６を、別の形状にすることができる。例えば、一実施の形態
においては、ラッチ突起８３０が、例えば半球形のラッチポケットに収容される半球形の
形状を好都合に備える。特定の実施の形態においては、ラッチ突起２４０６が、リテーナ
２４００を開放位置へと持ち上げなくても、特定のしきい値引っ張り量がラッチ突起２４
０６と対をなすコネクタのラッチポケットとの間の接続部に加わった場合にラッチポケッ
ト１３１０から外れ、切り離しを可能にする。上述のように、引っ張りによる解放の機構
は、例えばセンサが患者によって誤って引っ張られた場合に好都合であるかもしれない。
そのような場合、この引っ張りによる解放の機構により、モニタユニットまたは他の設備
部分が床へと引き落とされる機会を少なくする。特定の実施の形態においては、この引っ
張りによる解放の機構により、繊細な設備の損傷および人員の負傷などの生じうる事故の
可能性が好都合に少なくなる。一実施の形態においては、リテーナ２４００が、ＰＣ－Ａ
ＢＳの混合物で構成される。
【００６８】
　リテーナ２４００は、リテーナ２４００の上部２４０５の前方２４１４の各側に配置さ
れた部位２４０９、２４１０を備える。部位２４０９、２４１０を、おおむねリテーナ２
４００を持ち上げるユーザの指を支持するための表面をもたらすように形作ることができ
る。他の実施の形態においては、部位が１つだけであっても、あるいは３つ以上であって
もよく、部位２４０９、２４１０が、リテーナ２４００の別の部分に位置してもよい。さ
らには、これらの部位は、さまざまな形状を有することができる。例えば、いくつかの実
施の形態においては、この１つ以上の持ち上げ用の部位が、ユーザの指の大きな部分を受
け入れるための全体としてより大きな面積をもたらすことができる。
【００６９】
　図２５Ａ～図２５Ｄは、ひずみ逃がし２５００の実施の形態を示す。ひずみ逃がし２５
００は、いくつかの実施の形態においては、構造および機能について、図１６Ａ～図１６
Ｄおよび図２２Ａ～図２２Ｄによって示した実施の形態とおおむね同様であってよく、前
部２５１０、後部２５１０、ヘッド部２５０７、および尾部２５０２を有している。軸方
向の空洞が、ひずみ逃がし２５００を通って延びており、尾部２５０２の長さと同軸であ
る。図示の実施の形態においては、ひずみ逃がしのヘッド部２５１０が、コネクタ外殻（
上述したコネクタ外殻２３０３など）の対応する造作を受け入れるように構成された造作
２５０９、２５１０、２５１４、２５１５を備えている。さらに、ひずみ逃がし２５００
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を、コネクタ外殻の後部へと挿入する代わりに、患者ケーブルコネクタの外殻の実施の形
態に配置された造作に嵌合させることもできる。一実施の形態においては、ひずみ逃がし
２５００を、低デュロメータのＰＶＣ材料で構成することができる。
【００７０】
　図２６Ａおよび図２６Ｂは、コネクタ外殻２６００の一実施の形態を示す。コネクタ外
殻２６００は、上部２６０４、下部２６１３、前部２６０１、および後部２６０５を有し
ている。コネクタ外殻２６００は、その全体的な構造および機能の特定の態様において、
上述したコネクタ外殻（コネクタ外殻１８００など）と同様であってよい。コネクタ外殻
は、おおむねセンサケーブルを受け入れるように構成された尾部２６０６を終端としてい
る。例えば、空洞２６０８が、センサケーブルを受け入れることができる。一実施の形態
においては、外殻が、おおむね可撓回路（上述した可撓回路または他の可撓回路）を収容
するように構成された形状を有する。さらに、尾部２６０６は、ひずみ逃がし（上述した
ひずみ逃がし１６００、２２００など）を受け入れる造作（造作２６０７など）を備える
ことができる。コネクタ外殻２６００は、外殻２６００の片側から反対側へと延びる空洞
２６１０を有しているリテーナ取付部２６０９を備えている。空洞２６１０が、例えばリ
テーナからのペグ（上述したリテーナ２４００のペグ２４０２、２４０３など）を受け入
れるように構成されている。他の実施の形態においては、他の取り付け機構を使用するこ
とができる。例えば、別の実施の形態においては、空洞２６１０および取付部２６０９が
、取付部の全体を貫いて延びるピン（このピンを中心にしてリテーナが回転する）を受け
入れることができる。例えば、一実施の形態においては、空洞２６１０が、取付部２６０
９の全長を貫いて延びているわけではない。代わりに、取付部２６０９の各側に、該当の
ペグを受け入れるために充分に深いくぼみが存在している。さらに、外殻２６００は、外
殻２６００の残りの面にくぼみ２６１１または同様のくぼみを備えている。リテーナに関
して上述したように、くぼみ２６１１は、ヒンジによって閉じられるリテーナの該当のペ
グと嵌合することによって、リテーナ２４００などのリテーナを保持することができる。
上述のように、リテーナを保持するために他の固定機構を使用してもよい。
【００７１】
　コネクタアセンブリを、種々の実施の形態に関して詳しく開示した。これらの実施の形
態は、あくまでも例として開示されており、以下の特許請求の範囲の技術的範囲を限定す
るものではない。当業者であれば、多数の変種および変更を理解できるであろう。例えば
、種々の実施の形態において、センサ１３０は、任意の種類の生理学的パラメータを測定
することができる。他の実施の形態においては、患者ケーブル１４０のモニタ１６０側の
端部を、任意の種類のモニタ１６０と連絡するように構成することができる。
【００７２】
　いくつかの実施の形態においては、ソケットピン９１０および対応するソケット穴１３
３１の数が、さまざまであってよい。さらに、いくつかの実施の形態においては、種々の
構成部品の構成材料が、おおむねさまざまであってよい。例えば、いくつかの実施の形態
においては、構成部品のいくつかを、これらに限られるわけではないが銅、タングステン
、ニッケル、など、さまざまな種類の金属で製作することができる。他の実施の形態にお
いては、構成部品のいくつかを、さまざまな種類のプラスチックで製作することができる
。さらに別の実施の形態においては、上述のいくつかの構成部品を、所望の機能を提供す
る別の実施例で置き換えることができる。例えば、いくつかの実施の形態においては、可
撓回路１０００を使用せずに、例えばケーブル、他の種類の回路、または他の信号通信機
構によって置き換えてもよい。他の実施の形態においては、例えば、センサコネクタ外殻
７００および患者ケーブルコネクタ外殻１２２０を、重ね成型品で置き換えることができ
る。いくつかの実施の形態においては、重ね成型品が、ＰＶＣ材料で構成される。
【００７３】
　さらに、メモリユニット１０３０は、種々の実施の形態においてさまざまなメモリ記憶
サイズであってよい。種々の実施の形態において、メモリユニット１０３０は、フラッシ
ュデバイス、ＥＥＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、メモリ回路、または他の種類のメモリデバイス
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ば、種々の実施の形態において、メモリユニット１０３０は、センサの種類、患者の種類
、パラメータ計算データ、またはマイクロプロセッサにとって一般的に有用な他の情報を
保存することができる。例えば、いくつかの実施の形態においては、メモリユニット１０
３０が、パラメータ計算アルゴリズムまたは初期化データの更新についての情報を保存す
ることができる。さらに別の実施の形態においては、メモリユニット１０３０が、制御ロ
ジックを含むことができ、あるいは追加の機能を提供すべくマイクロプロセッサと結合す
ることができる。さらに、特定の実施の形態においては、メモリユニット１０３０を、例
えば患者ケーブルコネクタ１２０、患者ケーブル１４０、センサ１３０、または可撓回路
１０００沿いなど、さまざまな場所に置くことができる。
【００７４】
　さらに他の実施の形態においては、ラッチ機構を、さまざまな方法で実現することがで
きる。例えば、いくつかの実施の形態においては、ラッチ機構が、コネクタアセンブリ１
００の側面に配置された抱き付き機構を備えることができる。他の実施の形態においては
、ラッチ機構を、コネクタアセンブリ１００の下部に配置することができる。さらに別の
実施の形態においては、コネクタアセンブリ１００の上部および下部の両方にラッチ機構
が配置されてもよい。他の実施の形態においては、ラッチ機構を、ラッチとポケットとか
らなる機構に代え、あるいはそのような機構に加えて、摩擦による機構によって実現する
ことができる。例えば、いくつかの実施の形態において、コネクタアセンブリ１００の片
側から他方の側の一部分を覆うように延びる摩擦フードを、摩擦をラッチとポケットとか
らなる機構の代わりに使用して接続部を固定するために使用することができる。
【００７５】
　種々の実施の形態において、コネクタアセンブリ１００の種々の機械的な部品を、おお
むね逆にすることができる。例えば、いくつかの実施の形態において、センサコネクタ１
１０が、雌のコネクタであってよく、患者ケーブルコネクタ１２０が、雄のコネクタであ
ってよい。さらには、いくつかの実施の形態において、ラッチ機構を逆にしてもよい。例
えば、いくつかの実施の形態において、ラッチ部材８００を、患者ケーブルコネクタ１２
０に配置でき、ラッチポケット１３１０を、センサコネクタ１１０に配置することができ
る。
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