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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　児収容室を構成するフードのキャノピーが側壁部から分離され該キャノピーを昇降させ
ることによって前記児収容室を閉鎖状態と開放状態とに切り替えて使用することが可能な
保育器であって、
　前記フードの側壁部は、児の左右側に配置される左側処置扉及び右側処置扉と、頭側又
は足側に配置される端部側処置扉とで構成され、左側処置扉及び右側処置扉と、少なくと
も一方の端部側処置扉は起立状態から開放する方向に回動自在に支持されるとともに、こ
れら処置扉の起立状態において前記左側処置扉及び前記右側処置扉と前記一方の端部側処
置扉とを互いに固定する扉固定手段を備えており、
　該扉固定手段は、
　前記左側処置扉及び前記右側処置扉に回動可能に取り付けられ、薄肉部と、該薄肉部の
先端に形成された鉤部と、を有する開閉ツマミと、
　前記一方の端部側処置扉の両側部に取り付けられて凹状に形成された開閉ツマミ受けと
、で構成され、
　前記開閉ツマミ受けに前記開閉ツマミの前記薄肉部を嵌入させるとともに、前記鉤部を
前記開閉ツマミ受けから突出させ、前記鉤部を前記開閉ツマミ受けに引っ掛けることによ
り、前記左側処置扉及び前記右側処置扉と前記一方の端部側処置扉とが起立状態に固定さ
れることを特徴とする保育器。
【請求項２】



(2) JP 5912792 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

　前記キャノピーには、前記閉鎖状態において前記一方の端部側処置扉の上端部に当接し
前記一方の端部側処置扉との間を閉止状態に保持するキャノピーパッキンが設けられてお
り、該キャノピーパッキンは、前記一方の端部側処置扉の内側面に接触するシール部を有
する縦壁部と、該一方の端部側処置扉の外側面に沿って設けられる凸条部とを備え、前記
閉鎖状態において前記縦壁部と前記凸条部との間に前記一方の端部側処置扉の上端部が嵌
合する構成とされていることを特徴とする請求項１記載の保育器。
【請求項３】
　前記キャノピーパッキンの凸条部は、その一部が前記一方の端部側処置扉の上端面外周
縁に架かるように設けられていることを特徴とする請求項２記載の保育器。
【請求項４】
　前記キャノピーパッキンの前記凸条部の外側には、該凸条部よりも高く突出する突出部
が設けられていることを特徴とする請求項２又は３に記載の保育器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、児収容室を閉鎖状態とした閉鎖型保育器と児収容室を開放状態とした開放型
保育器との両方の形態の機能を有する保育器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、児収容室を構成するフードのキャノピー（天面）がフード側壁部から
分離されており、キャノピーを昇降させることによって閉鎖型保育器の状態と開放型保育
器の状態とに随時切り換えることのできる切換型の保育器が提案されている。
　このような切換型の保育器は、フードの側壁部が、左右に配置される左右側処置扉及び
頭側・足側に配置される端部側処置扉の４面の壁部で構成されており、キャノピーが、こ
れら４面の処置扉で構成されたフード側壁部と嵌合することにより閉鎖型保育器の状態と
なる。また、左右側処置扉及び足側処置扉は下方に倒すことにより個々の処置扉が別々に
開放され得るように構成される。そして、児収容室の側方の一部又は三方の処置扉を開放
状態として、児に対する診察、処置などを任意の方向から行えるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０‐９９２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、保育器の開放状態においては、左右側処置扉及び足側処置扉の３面を開閉し
て行うが、閉鎖状態においては、児のケアは左右側処置扉を開閉して行う。したがって、
閉鎖状態のときには、足側処置扉（端部側処置扉）の開閉は必要なく、児収容室内の環境
維持等のためには不用意に開閉できない構造とする必要がある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、閉鎖時においてフードの左右側処
置扉をロックした時に端部側処置扉も確実にロックすることができ、開放時においてフー
ドの左右側処置扉及び端部側処置扉を容易に開放し得る保育器を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、児収容室を構成するフードのキャノピーが側壁部から分離され該キャノピー
を昇降させることによって前記児収容室を閉鎖状態と開放状態とに切り替えて使用するこ
とが可能な保育器であって、前記フードの側壁部は、児の左右側に配置される左側処置扉
及び右側処置扉と、頭側又は足側に配置される端部側処置扉とで構成され、左側処置扉及
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び右側処置扉と、少なくとも一方の端部側処置扉は起立状態から開放する方向に回動自在
に支持されるとともに、これら処置扉の起立状態において前記左側処置扉及び前記右側処
置扉と前記一方の端部側処置扉とを互いに固定する扉固定手段を備えており、該扉固定手
段は、前記左側処置扉及び前記右側処置扉に回動可能に取り付けられ、薄肉部と、該薄肉
部の先端に形成された鉤部と、を有する開閉ツマミと、前記一方の端部側処置扉の両側部
に取り付けられて凹状に形成された開閉ツマミ受けと、で構成され、前記開閉ツマミ受け
に前記開閉ツマミの前記薄肉部を嵌入させるとともに、前記鉤部を前記開閉ツマミ受けか
ら突出させ、前記鉤部を前記開閉ツマミ受けに引っ掛けることにより、前記左側処置扉及
び前記右側処置扉と前記一方の端部側処置扉とが起立状態に固定されることを特徴とする
。
【０００７】
　開閉ツマミの先端を鉤状に形成することで、簡単な機構でありながら左右側処置扉の扉
固定手段を利用して端部側処置扉をロックでき、端部側処置扉が不用意に開放されること
を防止できる。また、各処置扉の開放時においても開閉ツマミと開閉ツマミ受けとの嵌入
を解除することで、左右側処置扉及び端部側処置扉を容易に開放することができる。
　なお、端部側処置扉は、児の向きにより足側と頭側とが設定される。
【０００８】
　本発明の保育器において、前記キャノピーには、前記閉鎖状態において前記一方の端部
側処置扉の上端部に当接し前記一方の端部側処置扉との間を閉止状態に保持するキャノピ
ーパッキンが設けられており、該キャノピーパッキンは、前記一方の端部側処置扉の内側
面に接触するシール部を有する縦壁部と、該一方の端部側処置扉の外側面に沿って設けら
れる凸条部とを備え、前記閉鎖状態において前記縦壁部と前記凸条部との間に前記一方の
端部側処置扉の上端部が嵌合する構成であるとよい。
【０００９】
　キャノピーと処置扉との閉鎖時には、児収容室のシール性を確保するために、キャノピ
ーと処置扉との正確な位置決めが必要となる。そこで、本発明の保育器においては、キャ
ノピーと端部側処置扉とを閉止状態に保持するキャノピーパッキンに、上記の縦壁部と凸
条部とを設け、キャノピーと端部側処置扉との位置合わせを行えるようにしている。これ
により、キャノピーと端部側処置扉との位置合わせとともに、キャノピーと端部側処置扉
との間を確実にシールして閉止状態に保持することができる。
　また、キャノピーパッキンにより端部側処置扉を起立状態に保持でき、左右側処置扉を
開放状態とした際にも、端部側処置扉の開放方向への移動を規制して不用意に開閉される
ことを防止することができる。
【００１０】
　本発明の保育器において、前記キャノピーパッキンの凸条部は、その一部が前記一方の
端部側処置扉の上端面外周縁に架かるように設けられているとよい。
　この場合、閉鎖状態においては凸条部により端部側処置扉が児処置室内方側に付勢され
、キャノピーと端部側処置扉との間のシール性を高めることができるとともに、端部側処
置扉が不用意に開閉されることを防止することができる。
【００１１】
　本発明の保育器において、前記キャノピーパッキンの前記凸条部の外側には、該凸条部
よりも高く突出する突出部が設けられているとよい。
　凸条部よりも高く形成された突出部により、端部側処置扉に対して二重に壁が立設した
構造としており、閉鎖時において端部側処置扉が不用意に開放されることを確実に防止す
ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の保育器によれば、扉固定手段を左右側処置扉と端部側処置扉とで共有する構造
にしたことにより、閉鎖時においてフードの左右側処置扉のロック時に端部側処置扉も確
実にロックできるとともに、開放時においてフードの左右側処置扉及び端部側処置扉を容
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易に開放でき、操作性を向上させることができる。また、キャノピーパッキンにより、閉
鎖時に端部側処置扉の開放方向への移動を規制して不用意に開放されることを防止するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態の保育器における扉固定手段示す正面図である。
【図２】扉固定手段の側面図であって図１に示すＡ矢視図である。
【図３】開閉ツマミの斜視図である。
【図４】足側処置扉とキャノピーとの密封部分の断面図であり、図１０のＢ‐Ｂ線に沿う
断面を示す。
【図５】キャノピーパッキンの背面図であり、図１４に示すＤ方向から見た図である。
【図６】図５のＥ‐Ｅ線に沿うキャノピーパッキンの横断面図である。
【図７】左側処置扉とキャノピーとの密封部分の断面図であり、図１４のＣ‐Ｃ線に沿う
断面を示す。
【図８】処置扉パッキンの横断面図である。
【図９】保育器の全体斜視図である。
【図１０】保育器の左側処置扉を正面視した正面図である。
【図１１】図１０に対する右側面図である。
【図１２】図１０に示す状態から左側処置扉を開けた状態を示す正面図である。
【図１３】図９に示す状態からキャノピー及び加熱器を上昇させた状態を示す斜視図であ
る。
【図１４】図１０に示す保育器の基台より下方部分を省略した左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の保育器の一実施形態について説明する。
［保育器の全体構成］
　保育器１は、図９～図１１に全体を示したように、キャスター２により移動自在な架台
３と、この架台３の上に垂直に立設された支柱４と、この支柱４の上端に設けられたフレ
ーム５と、このフレーム５の上に設置された基台６と、この基台６の上に設けられ児収容
室７を囲むフード８と、フレーム５の一端部でフード８の側方位置に垂直に設けられた２
本のガイド柱９，１０と、これらガイド柱の一方（ガイド柱１０）の上端に設けられた加
熱器１１とを備えており、ガイド柱の他方（ガイド柱９）の上端には、フード８の天井を
構成するキャノピー（天蓋）１２が取り付けられている。
　支柱４は内部にフレーム５を上下移動する昇降機構を内蔵しており、架台３の側部に、
昇降機構を操作するためのペダル１３が設けられている。
【００１５】
　フード８は、児を寝かせる臥床台１５が設置される床板１６と、児の左右側に配置され
る左側処置扉１７及び右側処置扉１８と、児の足側に配置される足側処置扉１９と、児の
頭側に配置される頭側処置扉２０と、これら左右側処置扉１７，１８、足側処置扉１９及
び頭側処置扉２０により囲まれた児収容室７の上方を閉塞するキャノピー１２とにより、
ほぼ直方体状に構成される。左側処置扉１７、右側処置扉１８、足側処置扉１９、頭側処
置扉２０及びキャノピー１２は、ほぼ全体が透明樹脂によって構成されており、外部から
児収容室７内の児を目視確認できる。
　また、図９～図１１ではキャノピー１２を下降させてフード８を閉じた状態、図１３は
キャノピー１２を上昇させて児収容室７の上方を開放した状態を示している。また、この
図１３においては、加熱器１１も上昇させ、児収容室７を加熱した状態を示している。
　このように、この保育器１は、図９～図１１に示す閉鎖型保育器、及び図１３に示す開
放型保育器の両方の形態の機能を有している。
【００１６】
　各処置扉１７～２０のうち、頭側処置扉２０は、児収容室７の頭側に立設した垂直姿勢
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に維持される。これに対して、左右側処置扉１７，１８及び足側処置扉１９は、その下端
部が基台６に対して水平な軸（図示略）を中心に揺動自在に取り付けられている。閉鎖型
保育器として使用する場合は、各処置扉１７～１９とも閉鎖した状態とされ、児のケアの
ために左右側処置扉１７，１８を開閉する。図１２は閉鎖時に左側処置扉１７を回動させ
て、児収容室７の一側方を開放状態としている。開放型保育器として使用する場合は、左
側処置扉１７、右側処置扉１８及び足側処置扉１９の三方を開閉することができる。
【００１７】
　さらに、左側処置扉１７、右側処置扉１８及び足側処置扉１９には手入れ窓ユニット２
５，２６が設けられ、閉鎖型保育器として使用する際に、処置扉１７～１９を起立させた
状態のまま手入れ窓２７を手入れ扉２８，２９により開閉することができるようになって
いる。頭側処置扉２０には、ケーブルやチューブ等を挿通させるためのスリットを有する
グロメット部材３０が取り付けられている。
　また、児収容室７内の床板１６の上には、児を載せる臥床台１５が設けられている。こ
の臥床台１５は、長さ方向の中央部が水平な軸（図示略）により揺動自在に支持されると
ともに、頭側の一端部が昇降機構３１に支持され、この一端部を持ち上げることにより、
水平方向に対して傾斜した姿勢に保持できるようになっている。その昇降機構３１は、フ
ード８の外側に設けられる。
【００１８】
　ガイド柱９，１０は、同軸上にロッド３２が収容され、このロッド３２を上下移動させ
る昇降機構が内蔵されている。キャノピー１２は、ガイド柱９のロッド３２の上端に取り
付けられており、その下降位置で各処置扉１７～２０の上端に当接して児収容室７を閉鎖
し、上昇位置では、図１３に示すように、処置扉１７～２０から児の処置のための十分な
間隔を明けて退避できるようになっている。加熱器１１は、他方のガイド柱１０のロッド
（図には見えないが、図１３のガイド柱９と同様に設けられる）の上端に水平な軸３３を
中心に回動可能に取り付けられており、その下降位置では、図９等に示すように、ガイド
柱１０とほぼ平行な垂直方向に折り畳まれた収納姿勢とされ、上昇位置では、垂直方向に
対して所定の角度に起こされて児収容室７に上方から熱線を供給する加熱姿勢とされる。
【００１９】
［扉固定手段の構成］
　左側処置扉１７、右側処置扉１８及び足側処置扉１９には、これら処置扉１７～１９を
起立させた状態で左側処置扉１７及び右側処置扉１８と足側処置扉１９とを互いに固定す
る扉固定手段４０が設けられている。
　扉固定手段４０は、図１及び図２に示すように、左側処置扉１７及び右側処置扉１８に
回動可能に取り付けられた開閉ツマミ４１と、足側処置扉１９の両側部に取り付けられた
開閉ツマミ受け４６とで構成される。
【００２０】
　開閉ツマミ４１は、図１及び図３に示すように、左右側処置扉１７，１８の表面と平行
なレバー部４２の先端部に、左右側処置扉１７，１８の表面と垂直方向に突出する鉤部４
３と、開閉ツマミ受け４６に嵌合する薄肉部４４とが一体に形成されており、そのレバー
部４２の基端部４５が、左右処置扉１７，１８にピンにより左右側処置扉１７，１８の表
面に沿って回動自在に支持されている。そして、この開閉ツマミ４１の薄肉部４４を開閉
ツマミ受け４６の凹部４７に嵌入させるとともに、鉤部４３を開閉ツマミ受け４６から突
出させて、開閉ツマミ受け４６の側面に引っ掛けた状態に保持することにより、左側処置
扉１７及び右側処置扉１８の回動を規制するとともに、足側処置扉１９の回動も規制され
、各処置扉１７～１９が互いに起立状態に固定されるようになっている。
【００２１】
［処置扉パッキン及びキャノピーパッキンの構成］
　フード８には、キャノピー１２を降下させて閉鎖状態とした際に、各処置扉１７～２０
とキャノピー１２との間に配置され、これらを閉止状態に保持する処置扉パッキン５１及
びキャノピーパッキン６１が設けられている。このうち処置扉パッキン５１は、図７に示
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すように、左側処置扉１７及び右側処置扉１８の上端部に取り付けられ、閉鎖状態におい
てキャノピー１２と左右側処置扉１７，１８との間に配置される。また、キャノピーパッ
キン６１は、図４に示すように、キャノピー枠７１を介してキャノピー１２の前面と後面
とに取り付けられ、閉鎖状態において足側処置扉１９及び頭側処置扉２０とキャノピー１
２との間に配置される。
【００２２】
　処置扉パッキン５１は、図７及び図８に示すように、左側処置扉１７及び右側処置扉１
８の上端部に沿って取り付けられる横断面Ｕ字状の取付部５２と、この取付部５２から延
びるシール部５３とが一体に形成されている。取付部５２には、処置扉１７，１８の上端
部に形成された凸条２１に被さるように嵌合する凹溝５４が形成されている。また、シー
ル部５３は、薄肉の帯板状に形成されており、シール部５３の先端部５５は内側下方に折
り曲げられ、中腹部５６が上方に突出した状態に形成されている。このシール部５３は、
左側処置扉１７及び右側処置扉１８にキャノピー１２が閉じられた状態では、内側下方に
折り曲げられた先端部５５の内周面がキャノピー１２の外周面と接触し、左側処置扉１７
及び右側処置扉１８とキャノピー１２との間がシールされるようになっている。したがっ
て、キャノピー１２を閉じた状態で左側処置扉１７及び右側処置扉１８を開閉することが
できる。
【００２３】
　キャノピーパッキン６１は、足側処置扉１９と頭側処置扉２０とで同じものが取り付け
られているが、前述したように、頭側処置扉２０は起立状態で動かないように構成されて
いるため、以下では足側処置扉１９について説明する。
　キャノピー枠７１は、キャノピー１２の下端部に沿うバー状に形成され、その下端部に
ビス等により取り付けられる。また、その横断面は円弧状に形成され、その両側部に、キ
ャノピーパッキン６１に嵌り込む凸条７２，７３がそれぞれ形成されている。
　また、キャノピーパッキン６１は、図４及び図６に示すように、キャノピー枠７１に沿
って取り付けられる横断面が円弧状の取付部６２と、足側処置扉１９の内側面に接触する
シール部６３を有する縦壁部６４と、これら取付部６２と縦壁部６４との間を繋ぐ接続部
６５と、足側処置扉１９の外側面に沿って設けられる凸条部６６と、凸条部６６の外側に
その凸条部６６よりも高く突出する突出部６７とが一体に形成されている。
【００２４】
　取付部６２には、円弧状の内周部の上端部及び下端部に、キャノピー枠７１の凸条７２
，７３に嵌合する凹溝６８，６９がそれぞれ形成されており、キャノピー枠７１を覆うよ
うに取り付けられる。また、縦壁部６４には、斜め上方に向けて延びる上下二段のシール
部６３が一体に形成されており、閉鎖状態において、足側処置扉１９の内面に当接してキ
ャノピー１２との間をシールすることができるようになっている。凸条部６６は、縦壁部
６４との間の離間距離が足側処置扉１９の壁の厚さより小さく形成され、その一部が足側
処置扉１９の上端面外周縁に架かるように設けられている。なお、凸条部６６は、図５及
び図１４に示すように、足側処置扉１９の外周面に沿って３箇所設けられ、３箇所のうち
中央に配置される凸条部６６ａは、両側部に配置される凸条部６６ｂよりも長尺に形成さ
れている。また、突出部６７は２箇所に配置され、中央の凸条部６６ａと両側部の凸条部
６６ｂとの間にそれぞれ設けられている。
【００２５】
　そして、キャノピーパッキン６１は、キャノピー１２を下降させてフード８を閉じた状
態（閉鎖状態）とした際に、縦壁部６４と凸条部６６との間に足側処置扉１９の上端部が
嵌合するように構成されており、キャノピー１２と足側処置扉１９との位置合わせととも
に、キャノピー１２と足側処置扉１９との間のシールを行えるようになっている。この場
合、キャノピーパッキン６１により足側処置扉１９を起立状態に保持でき、扉固定手段４
０による固定を解除して左右側処置扉１７，１８を開放状態とした際にも、足側処置扉１
９の開放方向への移動を規制して不用意に開放されることを防止することができる。また
、凸条部６６の一部が足側処置扉１９の上端面外周縁に架かるように設けられることによ
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り、足側処置扉１９が児収容室７の内方側に付勢され、キャノピーパッキン６１の縦壁部
６４と足側処置扉１９との間のシール性を高めることができる。
【００２６】
［処置扉の開閉操作］
　図１３に示すように、キャノピー１２を上昇させ、児収容室７を開放状態に切り替えた
場合における左側処置扉１７及び右側処置扉１８、足側処置扉１９の開閉操作について説
明する。
　扉固定手段４０により各処置扉１７～２０を閉じた状態から、左側処置扉１７及び右側
処置扉１８、足側処置扉１９を開放する場合、図１の白抜き矢印で示すように、扉固定手
段４０の開閉ツマミ４１の鉤部４３を上方に向けて回転（図１では左回転）させて、開閉
ツマミ受け４６内から開閉ツマミ４１のレバー部４２を脱出させると、左側処置扉１７及
び右側処置扉１８と足側処置扉１９との固定が解除される。その後、各処置扉１７～１９
を回動させることによって、各処置扉１７～１９を開放することができる。
　また、各処置扉１７～１９を起立状態に戻すには、上述の操作とは逆の操作で、処置扉
１７～１９を起立状態とし、開閉ツマミ４１のレバー部４２を開閉ツマミ受け４６の凹部
４７に嵌入させるとともに、鉤部４３を開閉ツマミ受け４６から突出させ、開閉ツマミ受
け４６の側面に引っ掛けた状態に保持する。これにより、左側処置扉１７及び右側処置扉
１８の回動を規制するとともに、足側処置扉１９の回動も規制して、各処置扉１７～１９
を互いに起立状態に固定することができ、左右側処置扉１７，１８をロックした時に、足
側処置扉１９も確実にロックすることができる。
【００２７】
　このように、開閉ツマミ４１の先端を鉤状に形成することで、簡単な機構でありながら
左右側処置扉１７，１８の扉固定手段４０を利用して足側処置扉１９をロックでき、足側
処置扉１９が不用意に開放されることを防止できる。また、各処置扉１７～１９の開放時
においても開閉ツマミ４１と開閉ツマミ受け４６との嵌入を解除することで、左右側処置
扉１７，１８及び足側処置扉１９を容易に開放することができる。
【００２８】
［キャノピーの開閉操作］
　図１３に示すようにキャノピー１２を上昇させて児収容室７の上方を開放した状態から
、図９に示すようにキャノピー１２を下降させて、児収容室７を閉鎖状態に切り替える場
合について説明する。
　扉固定手段４０により各処置扉１７～２０を閉じた状態で、キャノピー１２を下降させ
た場合、キャノピー１２に取り付けられたキャノピーパッキン６１も一体となって移動し
、足側処置扉１９及び頭側処置扉２０とキャノピー１２との間に配置される。この際、キ
ャノピーパッキン６１に設けられた縦壁部６４と凸条部６６との間に、足側処置扉１９の
上端部が嵌合し、キャノピー１２と足側処置扉１９との位置合わせとともに、キャノピー
１２と足側処置扉１９との間のシールがなされる。
　また、キャノピー１２と左側処置扉１７及び右側処置扉１８との間は、左側処置扉１７
及び右側処置扉１８に取り付けられた処置扉パッキン５１によりシールされる。処置扉パ
ッキン５１のシール部５３は、先端部５５が内側下方に折り曲げられ中腹部５６が上方に
突出した状態に形成されており、その先端部５５が、キャノピー１２の下降に伴って外側
に押され、キャノピー１２の外周面と接触した状態に保持されることにより、左側処置扉
１７及び右側処置扉１８とキャノピー１２との間がシールされる。
【００２９】
　次に、児収容室７の閉鎖状態における左側処置扉１７及び右側処置扉１８の開閉操作に
ついて説明する。
　図１の白抜き矢印で示すように、扉固定手段４０の開閉ツマミ４１の鉤部４３を上方に
向けて回転（図１では左回転）させて、開閉ツマミ受け４６内から開閉ツマミ４１のレバ
ー部４２を脱出させると、左側処置扉１７及び右側処置扉１８と足側処置扉１９及び頭側
処置扉２０との固定が解除される。このとき、足側処置扉１９は、左側処置扉１７及び右
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側処置扉１８との固定が解除されているが、その上端部がキャノピーパッキン６１により
固定されているため、起立状態に保持される。この状態で、左側処置扉１７及び右側処置
扉１８を回動させることによって、各処置扉１７，１８を開放することができる。左側処
置扉１７のみを開放すると、図１２に示す状態となる。
【００３０】
　次に、左側処置扉１７及び右側処置扉１８を閉じて起立状態に戻すには、上述の操作と
は逆の操作で、処置扉１７，１８を起立状態とし、開閉ツマミ４１のレバー部４２を開閉
ツマミ受け４６の凹部４７に嵌入させるとともに、鉤部４３を開閉ツマミ受け４６から突
出させ、開閉ツマミ受け４６の側面に引っ掛けた状態に保持する。左側処置扉１７及び右
側処置扉１８が閉じられた状態では、処置扉パッキン５１の先端部５５の内周面がキャノ
ピー１２の外周面と接触し、左側処置扉１７及び右側処置扉１８とキャノピー１２との間
がシールされる。
【００３１】
　このように、扉固定手段４０による左側処置扉１７及び右側処置扉１８と足側処置扉１
９の固定が解除された際にも、キャノピーパッキン６１により足側処置扉１９を起立状態
に保持することができる。したがって、キャノピー１２の閉鎖状態において足側処置扉１
９の開放方向への移動を規制して、足側処置扉１９が不用意に開閉されることを防止する
ことができる。また、キャノピーパッキン６１の凸条部６６の外側には、凸条部６６より
も高く突出する突出部６７が設けられ、足側処置扉１９に対して二重に壁が立設した構造
とされており、閉鎖時において足側処置扉１９が不用意に開放されることを確実に防止す
ることができる。
【００３２】
　なお、本発明は前記実施形態の構成のものに限定されるものではなく、細部構成におい
ては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　前述の実施形態では、左右側処置扉１７，１８に対して足側処置扉１９及び頭側処置扉
２０を図９等に示すように配置したが、児収容室７内に寝かせられる児の向きにより、足
側と頭側とを逆にして使用される場合も想定される。その場合は、手入れ窓ユニット２６
を取り付けた足側処置扉１９が児の頭側となる。
　本実施形態では、図の符号１９を足側処置扉、符号２０を頭側処置扉としたが、逆に、
符号１９が頭側処置扉、符号２０が足側処置扉となる場合も想定して、本発明では、これ
らを端部側処置扉を称している。
【符号の説明】
【００３３】
１　保育器
２　キャスター
３　架台
４　支柱
５　フレーム
６　基台
７　児収容室
８　フード
９，１０　ガイド柱
１１　加熱器
１２　キャノピー
１３　ペダル
１５　臥床台
１６　床板
１７　左側処置扉
１８　右側処置扉
１９　足側処置扉（端部側処置扉）
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２０　頭側処置扉
２１　凸条
２５，２６　手入れ窓ユニット
２７　手入れ窓
２８　手入れ扉
３０　グロメット部材
３１　昇降機構
３２　ロッド
３３　軸
４０　扉固定手段
４１　開閉ツマミ
４２　レバー部
４３　鉤部
４４　薄肉部
４５　基端部
４７　凹部
５１　処置扉パッキン
５２　取付部
５３　シール部
５４　凹溝
５５　先端部
５６　中腹部
６１　キャノピーパッキン
６２　取付部
６３　シール部
６４　縦壁部
６５　接続部
６６，６６ａ，６６ｂ　凸条部
６７　突出部
６８　凹溝
７１　キャノピー枠
７２　凸条
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