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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも蠕動ポンプと、輸液チューブを位置決めして取り付ける取付部を有する本体
部と、該本体部に開閉可能に取り付けたドアと、該ドアに、内側に係止部と、レバーフッ
クと、突起とを有するロックレバーを取り付け、該ロックレバーのロック作用とロック外
し作用とによってカセット部材を介して輸液チューブを開状態および閉状態にすることが
できるようにした輸液装置であって、
　前記輸液チューブは継ぎ目のない１本の連続したチューブであり、該チューブを前記本
体部の取付部に取付けられる上部位置決め部材と下部位置決め部材の前記カセット部材と
により、前記本体部にスライド可能に取り付けたこと
　を特徴とする輸液装置。
【請求項２】
　前記ロックレバーは、柱状のアーム部と壁状の手掛け部とからなり、手掛け部の内側に
レバーフックと突起とを平行に設けたこと
　を特徴とする請求項１に記載の輸液装置。
【請求項３】
　前記レバーフックは一方向に回転し、且つ回転を戻す方向にバネ付勢されていること
　を特徴とする請求項１乃至２に記載の輸液装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば、静脈に薬液を点滴状態で連続的に供給する場合に使用される医療用
として使用される輸液装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の医療用として使用される輸液ポンプまたは輸液装置としては、複数の発明が公
知技術になっている。第１の公知技術としては、弾性の管（輸液管）を通る流体の流れを
選択的に止める機構が、前記管を保持するためのベースと、該ベースに形成され、前記管
に連通された流路と、閉塞位置と開放位置との間を運動自在に、前記ベースに摺動自在に
取り付けられ得るスライドクランプと、前記管を受け入れるための前記スライドクランプ
に形成された開口と、該開口に形成された実質的収縮領域であって、前記スライドクラン
プが前記閉塞位置にあるとき、前記管を通る流体の流れを止めるため前記管を閉塞する収
縮領域と、前記開口に形成された実質的開放領域であって、前記スライドクランプが前記
開放位置にあるとき、前記管を通って流体が流れるのを可能にする開放領域と、前記ベー
スに取り付けられた片持ちの可撓性鎖錠アームであって、タブを有し、鎖錠位置へ偏倚さ
れており、該鎖錠位置では、鎖錠アームが前記スライドクランプに係合し、前記閉塞位置
から前記開放位置への前記スライドクランプの移動を阻止し、前記タブが釈放位置の方へ
撓ませるように可動であり、該釈放位置では、前記鎖錠アームが前記スライドクランプか
らはずされ、前記スライドクランプの前記閉塞位置から前記開放位置への以後の動きを許
す可撓性鎖錠アームとを有している機構である（特許文献１参照）。
【０００３】
　この第１の公知技術に係る液体の流れを止める機構においては、輸液装置全体が示され
ていないが、ドアの開放に先立って、ラッチがはずされるとともに、ラッチ上のフックは
スライドクランプ上の突起と係合して、スライドクランプをベース部材から部分的に引張
り、それにより管を閉塞する。これはドアが爾後開かれかつポンプが作動不能であるとき
管内への流体の自由流れを阻止する。ドアがポンプの作動を再び続けるため閉じられると
き、ドア上のボスは釈放タブを押圧し、続いて、ラッチ機構が係合されスライドクランプ
をベース部材と係合するように押し、それにより管が開くことを可能にする。これにより
、ポンプが作動するとともに、流体が管の内部を流れることが可能にされる、というもの
であるが、ポンピング管と注入管が上下に取り付けられたスライドクランプを輸液装置に
装着される時点では、スライドクランプは注入管を閉状態に維持していると認められる。
【０００４】
また、第２の公知技術は、医療流体注入ポンプのハウジングに第１の蝶番で取り付けられ
たドアが開いている時に、流れ止めが弾性管（輸液管）を閉塞し、また、ドアが閉じてい
る時に、流れ止めが弾性管を通る流れを可能にするよう、流れ止めを制御するための装置
であって、弾性管を保持するための流れ止めの基部と、前記基部に摺動可能に取り付けら
れ、かつ管に係合し、弾性管を閉塞する閉塞配置と弾性管を通る流れを可能にする流れ配
置との間で移動するように構成された摺動クランプと、ハウジングに対して第２の蝶番で
取り付けられた圧盤とを含み、第２の蝶番は第１の蝶番の位置から第１の蝶番の枢動軸線
と第２の蝶番の枢動軸線に垂直な方向においてよりポンプ機構に近い位置に配置されるが
、圧盤はドアと流れ止めの摺動クランプとの間に配置されて、ドアをハウジング側へ移動
させることにより、ドアが摺動クランプに係合させられて摺動クランプを流れ配置へ移動
させ、圧盤が、本体部と、圧盤の本体部の延長部として本体部から離れて配置された流れ
止め作動部とを含み、その結果、圧盤の本体部が、ドアの移動により圧盤をハウジング側
へ枢動させる間に医療流体注入ポンプに管を係合させ、摺動クランプが流れ配置へ移動す
る前に流れ止め作動部が流れ止めに接触する、装置である（特許文献２参照）。
【０００５】
　この第２の公知技術に係る装置においては、弾性管（輸液管）を３分割し、流体源と上
流側取付具との間、上流側取付具と流れ止めのタワーとの間、およびタワーと注射針との
間に、夫々別々に取り付けられるものであり、止め部に設けた摺動クランプは、第２蝶番
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で取り付けられた圧盤が解除タブをタワー側に押圧することにより静脈内管の閉位置から
開位置に移動させ、開位置から閉位置へは、摺動クランプを固定アームの固定突起を係合
させて引き戻すというものである。
【０００６】
　さらに、第３の公知技術は、輸液チューブのうちで輸液ポンプに沿って延在する被作用
部分に前記輸液ポンプがポンプ作用を施して輸液を行う輸液装置において、前記被作用部
分を規定張力の非弛緩状態にして前記輸液チューブのうちで前記輸液チューブの被作用部
分よりも上流側及び下流側の第一及び第二の部分を前記輸液ポンプよりも上流側及び下流
側の第一及び第二の位置に夫々位置決めするための第一及び第二の位置決め手段と、これ
ら第一及び第二の位置決め手段が前記位置決め状態にあることを夫々検出する第一及び第
二の検出手段と、これら第一及び第二の検出手段の両方によって前記検出が行われている
場合にのみ前記輸液ポンプを作動させる制御手段とを具備する輸液装置である（特許文献
３参照）。
【０００７】
　この第３の公知技術に係る輸液装置においても、輸液チューブを複数に分割し、点滴筒
と第一の位置決め具との間、第一の位置決め具と第二の位置決め具との間、第二の位置決
め具と接続筒との間、および接続筒と翼付き針との間に夫々別々に接続されるものであり
、輸液チューブの被作用部分が規定断面積になっており且つ輸液ポンプからポンプ作用を
確実に施され得るので、輸液チューブ中のフリーフローによる輸液の過剰投与や過小断面
積の輸液チューブによる輸液の過少投与が防止されて、高精度の流量の輸液を確実に行う
ことができる。また、使用後の排気部分の構造が簡単で且つ容積も小さいので、使用コス
トが低く且つ廃棄物が嵩張らない、というものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３１３３６４０号公報
【特許文献２】特許第４３９４８８３号公報
【特許文献３】特開２００７－２３６５９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記第１、２、３のいずれの公知技術に係る弾性管または輸液チューブは、点滴筒（流
体源）と複数の位置決め具および患者側の針との間で、夫々所要長さに別々に切断して接
続するものであるが、使用される輸液ポンプまたは輸液装置の機種によって、各部の間隔
および長さが異なるので、その機種に合わせて形成した専用の輸液チューブしか使用でき
ないし、予め各輸液装置の機種に合わせた輸液チューブを種別毎に多数固を分類して補完
する必要があり、さらに、緊急の場合には使用する輸液装置と輸液チューブとを間違える
ことはできないのであるが、医師と看護師との間で意志の疎通により、間違えてやり直し
をしなければならないという問題点を有している。
【００１０】
また、前記１、２の公知技術では、流体の流れを止める機構において、ベース（基部）に
設けたスライドクランプ（摺動クランプ）を輸液管が閉状態になる位置で輸液装置に取り
付けることが必須であり、扉を閉めることによって、摺動クランプを前後方向に移動させ
て開状態にするというものであり、また、ドアの開放に先立って、ラッチがはずされると
ともに、ラッチ上のフックはスライドクランプ上の突起と係合して、スライドクランプを
ベース部材から部分的に引張り、それにより管を閉塞するというものであって、輸液管を
取り付ける前でも後でも、その状態を確認する必要があり、操作性または作業性が悪く、
緊急事態の対応に問題点と、輸液管を切断して接続具に接続する作業があるので、製造コ
ストが高くなるという問題点とを有するものである。
【００１１】



(4) JP 6401931 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

さらに、前記第３の公知技術に係る輸液装置においては、前記従来技術と同様に、輸液チ
ューブの装着時に閉状態を確認して装着しなければならず、また、取り外す際にも、つま
みをつまんで外さなければならず、やはり、操作性または作業性が悪く、緊急事態の対応
に問題点を有するものである。
【００１２】
　従って、公知技術に係る輸液装置においては、輸液チューブの切断と接続具への接続作
業を無くして製造コストを下げること、および、輸液装置への装着時に輸液チューブの状
態の確認行為がなくても、常に適正な状態に装着できるようにすること、さらに、緊急事
態に対応できるようにすることに解決課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、前記課題を解決する具体的手段として、少なくとも蠕動ポンプと、輸液チュ
ーブを位置決めして取り付ける取付部を有する本体部と、該本体部に開閉可能に取り付け
たドアと、該ドアに、内側に係止部と、レバーフックと、突起とを有するロックレバーを
取り付け、該ロックレバーのロック作用とロック外し作用とによってカセット部材を介し
て輸液チューブを開状態および閉状態にすることができるようにした輸液装置であって、
前記輸液チューブは継ぎ目のない１本の連続したチューブであり、該チューブを前記本体
部の取付部に取付けられる上部位置決め部材と下部位置決め部材の前記カセット部材とに
より、前記本体部にスライド可能に取り付けたことを特徴とする輸液装置を提供するもの
である。
【００１４】
　本発明に係る輸液装置は、前記ロックレバーは、柱状のアーム部と壁状の手掛け部とか
らなり、手掛け部の内側にレバーフックと突起とを平行に設けたこと；および前記レバー
フックは一方向に回転し、且つ回転を戻す方向にバネ付勢されていること、を付加的な要
件として含むものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る輸液装置によれば、前記輸液チューブは継ぎ目のない１本の連続したチュ
ーブであり、該チューブを本体部の取付部に取付けられる上部位置決め部材と下部位置決
め部材であるカセット部材とにより、前記本体部にスライド可能に取り付け、実質的に継
ぎ無しでセットでき、内側に係止部と、レバーフックと、突起とを有するロックレバーを
ドアに取り付け、該ロックレバーのロック作用とロック外し作用とによって前記カセット
部材のカセットクランプを斜め方向に移動させて輸液チューブを開状態および閉状態にす
ることができる構成にしたものであり、輸液チューブの初期状態、つまり、カセット部材
が閉または開のいずれの状態であっても、直ちに輸液装置に取り付けることができ、ロッ
クレバーをロック状態にすることで、必然的に開状態になって使用することができ、安定
性と緊急性とに優れるという効果を奏する。

【００１６】
　また、本発明に係る輸液装置は、実質的な継ぎ目または繋ぎ無しで、且つ位置決め部材
を設定した間隔に定着またはスライド可能に取り付けた輸液チューブが使用でき、その輸
液チューブの開閉をロックレバーに設けられたレバーフックと突起とによって行えるので
、付属部品としての製造が簡単でコストダウンが図れると共に、輸液装置の取付部へ装着
または取り外す際に、種々の確認または操作なしに簡単に且つ正確に取り付け、および取
り外しができるという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　本発明に係る輸液装置によれば、前記輸液チューブは継ぎ目のない１本の連続したチュ
ーブであり、該チューブを本体部の取付部に取付けられる上部位置決め部材と下部位置決
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め部材であるカセット部材とにより、設定した間隔に定着またはスライド可能に取り付け
、実質的に継ぎ無しでセットでき、内側に係止部と、レバーフックと、突起とを有するロ
ックレバーをドアに取り付け、該ロックレバーのロック作用とロック外し作用とによって
前記カセット部材のカセットクランプを斜め方向に移動させて輸液チューブを開状態およ
び閉状態にすることができる構成にしたものであり、輸液チューブの初期状態、つまり、
カセット部材が閉または開のいずれの状態であっても、直ちに輸液装置に取り付けること
ができ、ロックレバーをロック状態にすることで、必然的に開状態になって使用すること
ができ、安定性と緊急性とに優れるという効果を奏する。

【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を図示の実施の形態に基づいて説明する。まず、図１～図６において、本発明に
係る輸液装置は、本体部１の前面に固定式の制御パネル２と、開閉自在なドア３が取り付
けられ、該ドア３には前面側にロックレバー４が操作（前面側に引き上げ）可能に取り付
けられ、前記制御パネル２には、制御に必要な設定ボタンや数値の入力ボタン５等、およ
び設定内容と動作状況等が表示される表示部６等が従来例と同様に設けられている。
【００１９】
　ドア３を開けた内側には、図２に示したように、蠕動ポンプ７が設けられると共に、該
蠕動ポンプ７の上下位置に所要間隔を置いて輸液チューブ８が位置決めして取り付けられ
る取付部９、１０が設けられると共に、制御パネル２側の側面にロックレバー４の先端部
が係止されるピン状の係止部材１１が設けられている。なお、本体部１の側面には、通信
ケーブルが接続されるソケット部１２が設けられると共に、輸液装置を手軽に持ち運べる
ように上面側に起伏自在の取っ手部１３が設けられており、扉２の内側には、蠕動ポンプ
７と対応する位置に輸液チューブ８を安定状態に押さえて保持する保持部１４が設けられ
、ロックレバー４が納まる凹部１５と、ロックレバー４の自由端部（下端部）に指を掛け
て引き上げたり納めたりできる窓部１６を設けている。
【００２０】
　輸液チューブ８の一例は、図３（ａ）（ｂ）、図４に示したように、少なくとも、輸液
装置内を通過またはセットされる部分については、継ぎ目無しで１本の連続した輸液チュ
ーブ８が使用される。即ち、１本の連続した輸液チューブ８を輸液装置に位置決めして取
り付ける上部位置決め部材１７と下部位置決め部材であるカセット部材１８は、輸液チュ
ーブ８に対して設定した間隔をもって定着またはスライド（摺動）可能に取り付けられて
いる。
【００２１】
　前記カセット部材１８は、図３（ｂ）に示したように、カセット体１８ａと該カセット
体１８ａのガイド部に対して、矢印で示した方向の斜めに摺動自在に嵌合または係合する
カセットクランプ１８ｂとから構成されており、カセット体１８ａには、本体部１への取
付部１９と輸液チューブ８の挿通孔２０とが設けられ、カセットクランプ１８ｂには、輸
液チューブ８が遊嵌する挿通孔２１と該挿通孔２１に連続するスリット状の挟持部２２と
を有するものであり、両端部に対称的な傾斜部２３、２４が形成されている。なお、所要
長さを有する輸液チューブ８の両端部には、図示していないが、点滴筒への接続具と点滴
針への接続具が設けられている。
【００２２】
　そして、図２に示したように、上部位置決め部材１７と下部位置決め部材であるカセッ
ト部材１８を所要位置に取り付けた輸液チューブ８を、本体部１へ取り付ける際に、上部
位置決め部材１７は、取付部９に嵌め込むようにして取り付け、カセット部材１８は本体
部１の内部に形成された取付部１０に差し込んで取り付けるのであるが、上部位置決め部
材１７とカセット部材１８との間隔は一応設定した間隔になっているので、簡単に取り付
けることができるが、仮に、間隔が短い場合には、カセット部材１８を少し下げて取付部
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１０に差し込めばよく、間隔が長い場合には、両位置決め部材を取り付けてから、輸液チ
ューブ８を上下に引っ張りさえすればよいのであり、そのようにすることで、輸液チュー
ブ８は、蠕動ポンプ７の表面に垂直に接して正確に位置決めできるのである。要するに、
輸液チューブ８には繋ぎ目がなく、好ましくは位置決め部材の少なくとも一方が摺動でき
ればよいのである。
【００２３】
また、ロックレバー４は、図５と図６に示したように、幅が狭く厚みのある柱状に形成し
上方に突出したアーム部２５と、該アーム２５の下方における１つの側面から張り出して
幅が広く厚みが薄い壁状に形成した下方の手掛け部２６とを一体的に形成し、アーム部２
５の先端寄りにドア３に対して回転（操作）可能に取り付けられる軸孔２７が設けられる
と共に、アーム部２５の内側に張り出して鉤状の係止部２８が一連に形成されている。
【００２４】
手掛け部２６の下端内側には、前記アーム部２５の位置と略対応する位置にレバーフック
２９を軸部３０を介して回転可能に取り付けられ、該軸部３０にコイルバネ３１を装着し
、レバーフック２９が常に水平方向に位置するように付勢されている。つまり、レバーフ
ック２９は、水平位置からその先端部が反時計方向（下方向）に回転するが、水平位置か
ら上方向には回転しないようになっている。そして、レバーフック２９におけるフック部
分の内側は傾斜状部３２に形成されている。さらに、手掛け部２６の下端内側には逆向き
Ｌ字状の突起３３がレバーフック２９と同一レベルで平行状態に設けられ、該突起３３と
前記レバーフック２９との間隔は、前記カセット部材１８のカセットクランプ１８ｂの長
さに略対応するものであり、突起３３と前記レバーフック２９とによって、カセット体１
８ａに対してカセットクランプ１８ｂを止液位置（閉状態）から通液位置（開状態）およ
び通液位置から止液位置へと摺動させるのである。なお、ロックレバー４はピン状の軸３
４によってドア３に回動操作ができるように取り付けられている。
【００２５】
　このように構成された本発明の輸液装置の使用について説明する。
まず、図２に示したように、輸液装置における本体部１のドア３を開いて輸液チューブ８
をセットする。この場合に、予め上部位置決め部材１７と下部位置決め部材であるカセッ
ト部材１８の位置を使用される輸液装置に基づいてセットしてあり、カセット部材１８の
カセットクランプ１８ｂも止液位置（閉状態）にセットしてあり、それぞれ決められた取
付部９、１０に差し込んで取り付け、ドア３を閉めて輸液チューブ８を安定した状態に保
持し、さらに、ロックレバー４を押し下げる方向に操作し、ロックすることによりドア３
を安全に固定する。
【００２６】
　このロックレバー４を操作してドア３を固定する際に、図７～図１０に示したように、
手掛け部２６を押し下げると、鉤状の係止部２８がピン状の係止部材１１に係合し、手掛
け部２６の内側に設けたレバーフック２９と突起３３が本体部１側に差し込まれ、止液位
置（閉状態）にあるカセットクランプ１８ｂの傾斜部２３に一方の突起３３が当接し、さ
らに、押し込まれることによって、押す力（矢印ａ）によりカセットクランプ１８ｂは、
図９において左方向斜め上方に移動（矢印ｂ）し、挿通孔２１とカセット体１８ａの挿通
孔２０とが重なって輸液チューブ８の閉状態が解除され、輸液チューブ８に薬液が流れる
開状態になり、同時に蠕動ポンプ７が作動して適正に薬液を送るのである。他方のレバー
フック２９は、そのまま本体部１内に差し込まれ、移動してきたカセットクランプ１８ｂ
の左側端部に係止され、図８と図１０に示したように、ドア３を開くためにロックレバー
４を外すようにすることにより、レバーフック２９がカセットクランプ１８ｂの傾斜部２
４に作用し、引く力（矢印ｃ）により右方向斜め下方に移動（矢印ｄ）させてスリット状
の挟持部２２で挟んで輸液チューブ８を閉状態にし、本体部１から輸液チューブ８を取り
外しても、薬液のフリーフローはなくなるのである。これは極く正常な状態での使用であ
る。
【００２７】
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　いずれにしても、ロックレバー４をロックする際に、押す力が突起３３を介して、カセ
ットクランプ１８ｂを真横方向ではなく斜め方向に押すので、カセットクランプ１８ｂは
無理なくスムーズに移動して開状態になるし、また、ロックレバー４を外す時に、引く力
がカセットクランプ１８ｂに斜め手前方向に付与されるので、カセットクランプ１８ｂを
無理なくスムーズに移動させて閉状態にできるのである。要するに、カセットクランプ１
８ｂの開状態と閉状態への移動力を省力化できるのである。
【００２８】
また、仮に、使用が予定された輸液装置に基づいて、予め上部位置決め部材１７と下部位
置決め部材であるカセット部材１８をセットした輸液チューブ８と、実際の輸液装置が異
なった場合に、位置決め部材の位置関係が合わなくなる場合がある。このような場合に、
従来では、輸液チューブに合った新たな輸液装置を持ってくるか、または、輸液装置に合
った輸液チューブを最初から準備しなければならず、作業性が悪かったのである。ところ
で、本願発明では、輸液チューブ８の位置決め部材が設定した間隔に定着または摺動可能
に取り付けられているので、その場で簡単に位置合わせして取り付けることができるし、
輸液チューブ８に取り付けられたカセット部材１８は、本体部１に装着前の初期状態が、
止液位置（閉状態）または通液位置（開状態）のいずれの状態であっても、ドア３を閉め
た状態でロックレバー４をロックすることにより、カセットクランプ１８ｂが移動して輸
液チューブ８が必然的に開状態になるし、ドア３を開けるためにロックレバー４を外すと
、カセットクランプ１８ｂが移動して輸液チューブ８が必然的に閉状態になるのである。
【００２９】
　また、緊急使用時においても、輸液チューブ８に取り付けられたカセット部材１８は、
本体部１に装着前の初期状態がどうであれ、位置決め部材は設定した間隔に定着または一
部摺動可能であるから適宜スライドさせ、或いは位置決め部材を取付部９、１０に取り付
けてチューブ８を上下に引っ張りさえすれば適正状態にすることができるばかりでなく、
ドア３を閉めてロックレバー４をロックさえすれば、カセット部材１８が開状態になり直
ぐに点滴作業ができるし、カセット部材１８を開状態、即ち、カセットクランプ１８ｂが
左側に位置している状態でセットしても、レバーフック２９は、軸３０で回動可能に取り
付けられているので、その先端がカセットクランプ１８ｂの下面に接触しながら本体部１
内に差し込まれ、フック部分がカセットクランプ１８ｂの傾斜部２４に係合するのである
。つまり、ロックされた時にフック部分の内側の傾斜状部３２がカセットクランプ１８ｂ
の傾斜部２４に引っ掛かるのである。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
本発明に係る輸液装置は、少なくとも蠕動ポンプ７と、輸液チューブ８を位置決めして取
り付ける取付部９、１０を有する本体部１と、該本体部１に開閉可能に取り付けたドア３
とを備えた輸液装置であり、前記輸液チューブ８としては、継ぎ目のないチューブを使用
したので、該チューブに取り付けた上部位置決め部材１７と下部位置決め部材であるカセ
ット部材１８とを設定した間隔に定着またはスライド可能に定着したことにより、初期段
階で上部位置決め部材１７とカセット部材１８との取り付け間隔が、本体部１の取付部９
，１０と一致していなくても、現場において簡単に調整して取り付けることができるので
あり、作業性が良好になるのである。また、前記ドア３に、内側に係止部２８と、レバー
フック２９と、突起３３とを有するロックレバー４を取り付け、該ロックレバー４のロッ
ク作用とロック外し作用とによって前記カセット部材１８を介して輸液チューブ８を開状
態および閉状態にすることができる構成にしたことにより、従来の位置決め部材毎にチュ
ーブを切断し接続具を介して繋いだ輸液チューブシステムでは、本体部の取付部との間で
寸法の違いが少しでも生じた時には、使用不可になるが、本発明では簡単に且つ正確に取
り付けることができ、しかも、緊急事態においても対応できるので、多くの輸液装置とし
て広く利用できるのである。
【符号の説明】
【００３１】
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　１　本体部
２　制御パネル
　３　ドア
　４　ロックレバー
　５　入力ボタン
　６　表示部
７　蠕動ポンプ
　８　輸液チューブ
　９、１０　取付部
１１　係止部材
１２　ソケット部
１３　取っ手部
１４　保持部
１５　凹部
１６　窓部
１７　上部位置決め部材
１８　カセット部材
１８ａ　カセット体
１８ｂ　カセットクランプ
　１９　取付部
　２０、２１　挿通孔
２２　挟持部
２３、２４　傾斜部
２５　アーム部
２６　手掛け
２７　軸孔
２８　係止部
２９　レバーフック
３０　軸部
３１　コイルバネ
３２　傾斜状部
３３　突起
３４　ピン状の軸
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