
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血圧測定装置であって、
　前記血圧測定装置に固定の本体部と前記血圧測定装置に着脱自在に装着される表示部と
を備えて、
　前記本体部は、
　生体の測定部位に装着されるカフと、 血圧測定のために前記
カフの圧力を調整しながら血圧を測定する制御部 含み、
　前記カフは前記本体部と一体または別体に取り付けられて、
　前記表示部は、
　前記制御部による血圧測定のデータを記憶する記憶部と 定データを表示する表示器
と、前記表示器の表示動作を外部から指示するために操作される表示操作部と

を含
、

　
　

血圧測定装置。
【請求項２】
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血圧測定動作の指示に従い
とを

、測
、外部から

操作されて前記制御部に対して前記血圧測定動作の指示を与えるための本体操作部と
み

前記表示器は、
前記記憶部から読出した前記血圧測定のデータ、または前記血圧測定動作の指示に従い

前記制御部により血圧測定されたデータを表示する、

血圧測定装置であって、
前記血圧測定装置に固定の本体部と前記血圧測定装置に着脱自在に装着される表示部と



　
　

　
　
　

【請求項３】
　前記表示部は、
　外部と通信する表示側インターフェイスをさらに含み、
　前記記憶部の前記測定データを読出して、前記表示側インターフェイスを介して前記外
部に送信することを特徴とする、請求項１に記載の血圧測定装置。
【請求項４】
　前記表示部は、
　前記記憶部の前記測定データを、前記表示側インターフェイスを介して前記外部から受
信した指示内容に基づき更新することを特徴とする、請求項 に記載の血圧測定装置。
【請求項５】
　前記本体部は、
　外部と通信する本体側インターフェイスをさらに含み、
　前記本体側インターフェイスを介して前記記憶部の前記測定データを読出して、前記外
部に送信することを特徴とする、請求項１に記載の血圧測定装置。
【請求項６】
　前記表示部は、外部と通信する表示側インターフェイスをさらに含み、
　前記本体部は、
　前記本体側インターフェイスを介して前記外部から受信した指示内容に基づき、前記本
体側インターフェイスおよび前記表示側インターフェイスを介して前記記憶部の前記測定
データを更新することを特徴とする、請求項 に記載の血圧測定装置。
【請求項７】
　前記表示部と前記本体部は有線または無線で通信する、請求項１に記載の血圧測定装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は血圧測定装置に関し、特に、着脱自在に装着される部分に測定データを記憶
する血圧測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、家庭で測定した血圧および血圧測定に関わる情報を血圧計に記録し、その情
報を病院等外部の医療機関に開示し、治療行為および指導を受ける場合がある。情報の開
示方法として、利用者は血圧計に記録された血圧測定に関わる情報を用紙に書き写し、そ
の用紙を、または血圧計に情報が記録されている血圧計本体を、病院等外部の医療機関ま
で持って出向き、その記録内容を医家に見せ、治療行為および指導を受けている。
【０００３】
　しかしながら、このような従来の方法では、情報を書き写す際に間違った情報を写した
り、後のデータ処理が困難であったり、また、記録された血圧計本体を持って移動する際
には、重くて嵩張るなどの問題点があった。
【０００４】
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を備えて、
前記本体部は、
生体の測定部位に装着されるカフと、血圧測定動作の指示に従い血圧測定のために前記

カフの圧力を調整しながら血圧を測定する制御部とを含み、
前記カフは前記本体部と一体または別体に取り付けられて、
前記表示部は、
前記血圧測定動作の指示に従い前記制御部により血圧測定されたデータを表示する表示

器と、前記表示器の表示動作を外部から指示するために操作される表示操作部と、外部か
ら操作されて前記制御部に対して前記血圧測定動作の指示を与えるための本体操作部とを
含む、血圧測定装置。

３

５



　そこで、例えば特許文献１では、メモリカードを利用して、血圧記録情報を他の施設や
システムで読むことを可能にした技術が提案されている。また、特許文献２では、血圧計
本体部と腕帯 (カフ )部とを一体化およびケーブルを使って別体にしての両方の態様で使用
できる血圧計が提案されている。
【特許文献１】特開平１０－１２７５８７号公報
【特許文献２】特開２０００－８３９１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示のようなメモリカードが着脱自在の血圧計の場合には、該メモリカー
ドを血圧計から取外し他のシステムなどで記憶データを読む場合には、他のシステムにお
いて該メモリカードをアクセスするための機構、読出したデータを表示する機構が別途必
要とされて実用性に優れない。
【０００６】
　また特許文献２に開示のようなカフ部と本体部とを別体とする構成では、本体部に表示
部、血圧計の操作部、ならびにＣＰＵ（ central processing unit）および測定データを
含む各種データを記憶するメモリを有して血圧計の各部を制御するための制御部を備える
。このような本体部を携行して上述の他のシステムに持ち込みメモリの内容を表示して確
認する使用態様では、本体部は血圧計全体の制御部や血圧計を操作する操作部など、該使
用態様には不要である部分も一体的に有しているので、その分、携行する本体部は重くな
り嵩張ってしまう。
【０００７】
　それゆえに、この発明の目的は、着脱自在の部分に記憶した測定データを、該部分を取
外して表示する際の実用性が高められた血圧測定装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明のある局面に従う血圧測定装置は、血圧測定装置に固定の本体部と血圧測定装
置に着脱自在に装着される表示部とを備える。
【０００９】
　本体部は、生体の測定部位に装着されるカフと、 血圧測定の
ために前記カフの圧力を調整しながら血圧を測定する制御部 含み、カフは本体部と一
体または別体に取り付けられる。
【００１０】
　表示部は、制御部による血圧測定のデータを記憶する記憶部と 定データを表示する
表示器と、表示器の表示動作を外部から指示するために操作される表示操作部と

を含む。
　

【００１１】
　したがって、記憶部の測定データを表示操作部の操作により表示器に表示することがで
きるから、取り外した表示部を携行先の医療機関などで表示する場合でも特別な表示装置
を準備しなくても測定データを表示して確認できる。
【００１２】
　また、血圧測定の測定データを記憶した記憶部を含む表示部を血圧測定装置から取り外
すことができるので、血圧測定装置に比べて嵩張らず軽量の表示部のみを携行して外部の
医療機関などに容易に出向くことができる。
【００１３】
　また、血圧測定動作を指示するための本体操作部と表示動作を指示するための表示操作
部とは別個に設けられて、取り外される表示部には表示操作部のみが設けられるので、そ
の分、表示部の嵩張りは少なく軽量化できる。
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血圧測定動作の指示に従い
とを

、測
、外部か

ら操作されて制御部に対して血圧測定動作の指示を与えるための本体操作部と
表示器は、記憶部から読出した血圧測定のデータ、または血圧測定動作の指示に従い制

御部により血圧測定されたデータを表示する。



【００１４】
　また、血圧測定時に表示部を取り外しておくことで、測定の姿勢に応じて表示が見やす
い位置に表示部を移動させることができるから実用性に優れる。
【００１５】
　好ましくは、表示部は、外部と通信する表示側インターフェイスをさらに含み、記憶部
の測定データを読出して、表示側インターフェイスを介して外部に送信する。
【００１６】
　したがって、表示部の記憶部に記憶された測定データを読出して表示側インターフェイ
スを介して外部に送信することができるので、送信先の外部装置において該測定データを
受信して表示することができる。
【００１７】
　好ましくは、表示部は、記憶部の測定データを、表示側インターフェイスを介して外部
から受信した指示内容に基づき更新する。
【００１８】
　したがって、表示部の記憶部に記憶された測定データを、外部から指示内容を送信する
ことで更新できる。
【００１９】
　好ましくは、指示内容は追加データを含み、該追加データを記憶部に格納する指示であ
る。したがって、表示部の記憶部に記憶された測定データを、外部から送信する追加デー
タを用いて更新することができる。
【００２０】
　好ましくは、指示内容は、記憶部の測定データを削除する指示である。したがって、表
示部の記憶部に記憶された測定データを、外部から送信する指示内容を用いて削除するこ
とができる。
【００２１】
　好ましくは、本体部は、外部と通信する本体側インターフェイスをさらに含み、本体側
インターフェイスを介して記憶部の測定データを読出して、外部に送信する。
【００２２】
　したがって、表示部の記憶部の測定データを、本体部から読出して外部の装置などに送
信することができる。
【００２３】
　好ましくは、表示部は、外部と通信する表示側インターフェイスをさらに含み、本体部
は、本体側インターフェイスを介して外部から受信した指示内容に基づき、本体側インタ
ーフェイスおよび表示側インターフェイスを介して記憶部の測定データを更新する。
【００２４】
　したがって、表示部の記憶部の測定データを、本体部が外部から受信した指示内容に基
づき更新することができる。
【００２５】
　好ましくは、表示部と本体部は有線または無線で通信する。したがって、表示部は取り
外されたとしても本体部と通信して測定データなどを送受信することができる。また通信
媒体が無線であるときはケーブルの引き回しはないので取り外された表示部の設置位置の
自由度は増す。
【００２６】
　好ましくは、記憶部に記憶される測定データは血圧測定の１回分または複数回分のデー
タである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照してこの発明の各実施の形態について説明する。
【００２８】
　（実施の形態１）
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　本実施の形態１の血圧測定装置では、血圧測定に関する情報を記憶したメモリ、血圧測
定に関する情報を表示するための表示器および血圧測定装置の操作部および表示器の操作
部を一体として、血圧測定装置から取外し可能である。
【００２９】
　図１を参照して本実施の形態１に係る血圧測定装置６０は、血圧測定装置６０に固定し
て設けられる本体部３０と、血圧測定装置６０に着脱自在に設けられる操作表示部２０と
を備える。本体部３０は被測定者の血圧測定部位を空気圧により加圧するためのカフ（腕
帯）１、カフ１を介して検出される脈圧の変化を脈波の信号として出力するための圧力セ
ンサ２、圧力センサ２から出力される脈波信号を増幅して出力する増幅器５、増幅器５か
ら出力される脈波信号をデータ処理可能なデジタル信号に変換するためのＡ／Ｄ（アナロ
グ／デジタル）変換器８、カフ１による加圧（空気圧）レベルを調整するためのポンプ３
および弁４、ポンプ３を駆動するポンプ駆動回路６、弁４の開閉を調整するための弁駆動
回路７および外部と通信するための本体側Ｉ／Ｆ（インターフェイスの略）１９を含む。
カフ１と圧力センサ２、ポンプ３および弁４とはエアーチューブ１Ａを介して接続される
。
【００３０】
　操作表示部２０は血圧測定装置６０の各部を集中的に制御および監視するためのＣＰＵ
（中央処理装置の略）２３、血圧測定に関する各種情報を表示するための表示器２２、血
圧測定装置６０による測定動作を外部からキー操作などして指示するための本体操作部１
１、表示器２２に表示するための情報を格納する表示用メモリ１２および外部と通信する
ための表示側Ｉ／Ｆ２５を有する。
【００３１】
　ＣＰＵ２３は、血圧測定装置６０による測定動作および表示器２２を介した表示動作な
どを制御するための各種プログラムおよびデータを記憶する処理用メモリ２４を有する。
表示器２２は表示情報の切換、表示のＯＮ／ＯＦＦ切換えなどを指示するために外部から
操作されるキーを有する表示操作部１６を有する。操作表示部２０が血圧測定装置６０に
装着されている状態においては、本体側Ｉ／Ｆ１９と表示側Ｉ／Ｆ２５とは接続される。
これにより、本体部３０側のＡ／Ｄ変換器８、ポンプ駆動回路６および弁駆動回路７と、
操作表示部２０側のＣＰＵ２３との間でデータと信号の送受信が可能となる。
【００３２】
　図２（Ａ）～（Ｃ）には、本実施の形態１に係る血圧測定装置６０の使用の態様が示さ
れる。図２（Ａ）では、血圧測定装置６０に操作表示部２０が装着されて本体部３０と操
作表示部２０が一体的に構成された状態が示される。被測定者が図２（Ａ）の使用態様に
おいてカフ１を内蔵する筐体６１に測定部位である腕を通した状態で、本体操作部１１を
操作して血圧測定の開始を指示すると、ＣＰＵ２３は血圧測定のための処理を開始する。
測定中は、圧力センサ２、増幅器５およびＡ／Ｄ変換器８を介して得られた測定結果デー
タを示すデジタル信号は、本体側Ｉ／Ｆ１９および表示側Ｉ／Ｆ２５を介してＣＰＵ２３
に与えられるので、ＣＰＵ２３は与えられた血圧測定データを所定処理して表示用メモリ
１２に書込んで格納するとともに、必要に応じて処理用メモリ２４にも書込んで記憶する
。血圧測定が終了すると、被測定者は腕を筐体６１から抜く。
【００３３】
　血圧測定終了後、被測定者が測定結果を病院など外部の医療機関に提示して診断を仰ぎ
たい場合には、血圧測定装置６０は図２（Ｂ）に示す態様で使用される。図２（Ｂ）では
、被測定者は操作表示部２０を血圧測定装置６０から破線矢印方向に取外す。これにより
、本体側Ｉ／Ｆ１９と表示側Ｉ／Ｆ２０の接続が解かれる。
【００３４】
　このように、被測定者は、操作表示部２０を血圧測定装置６０から取外して、操作表示
部２０のみを病院等外部の医療機関に携行することができる。医療機関では操作表示部２
０の表示操作部１６を操作して測定結果の表示を指示すると、ＣＰＵ２３は、この指示に
応じて表示用メモリ１２または処理用メモリ２４に予め格納された測定データを読出して
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表示可能な形式に編集し表示器２２を介して表示する。
【００３５】
　ここでは表示器２２に対する表示に関する指示は、表示操作部１６を介してＣＰＵ２３
に与えるとしているが、本体操作部１ を操作して与えるようにしてもよい。また血圧測
定データは表示メモリ１２または処理用メモリ２４に格納されるとしているが、いずれか
一方のメモリにのみ格納されるとしてもよい。
【００３６】
　測定データの表示例が図３（Ａ）と（Ｂ）に示される。図３（Ａ）においては被験者（
被測定者）別に測定時間（時分）と、そのときの測定結果である最高血圧値、最低血圧値
、脈拍数、および被験者を特定するデータが表示される。また図３（Ｂ）のように、測定
時刻は月日で示されてもよい。図３（Ｂ）の場合には、ある測定日における平均の最高血
圧値、平均の最低血圧値、平均の脈拍数および被験者の別が表示される。表示用メモリ１
２または処理用メモリ２４には、図３（Ａ）および（Ｂ）のデータを表示可能な種類の１
または複数個の測定データが相互に関連付けされて格納されている。
【００３７】
　図２（Ｂ）のように血圧測定装置６０から操作表示部２０が取外される場合には、表示
側Ｉ／Ｆ２５と本体側Ｉ／Ｆ１９は図２（Ｃ）に示すようにケーブル４０で相互に通信可
能なように接続されてもよい。ケーブル４０は表示側Ｉ／Ｆ２５と本体側Ｉ／Ｆ１９との
間に接続されるとしているが、本体部３０と操作表示部２０にはケーブル４０を接続する
ために本体側Ｉ／Ｆ１９および表示側Ｉ／Ｆ２５とは別のＩ／Ｆが設けられても良い。
【００３８】
　図２（Ａ）の使用態様においては、血圧測定時に、筐体６１に図面手前側から挿入する
腕が右腕であった場合には、被測定者は表示器２２の表示データを確認することや、本体
操作部１１や表示操作部１６を操作することが困難な姿勢をとることになる。そこで、図
２（Ｃ）のようにしてケーブル４０を介して本体部３０と操作表示部２０とを接続すると
、ケーブル４０の引き回しにより、測定時の姿勢にかかわらず操作表示部２０を被測定者
が表示を見やすい位置または操作し易い位置にまで簡単に移動させることができる。
【００３９】
　なお、ここでは図２（Ｃ）の状態において操作表示部２０と本体部３０はケーブル４０
で通信可能に接続されるとしているが、ワイヤレスによる無線通信、たとえば赤外線通信
により相互に接続されるとしてもよい。
【００４０】
　また、本実施の形態ではカフ１は本体部３０と一体に取り付けられているがエアーチュ
ーブ１Ａを介して別体に取り付けられてもよい。
【００４１】
　（実施の形態２）
　本実施の形態２では、血圧測定データを表示するための表示部が着脱自在に設けられる
血圧測定装置が示される。図４を参照して本実施の形態２に係る血圧測定装置５０は血圧
測定装置５０に固定の本体部５１と、血圧測定装置５０に着脱自在に設けられる表示部１
８とを備える。本体部５１はカフ１、圧力センサ２、ポンプ３、弁４、増幅器５、ポンプ
駆動回路６、弁駆動回路７、Ａ／Ｄ変換器８、外部と通信するための本体側Ｉ／Ｆ９、処
理用メモリ１７を内蔵するＣＰＵ１０および本体操作部１１を有する。カフ１と圧力セン
サ２、ポンプ３および弁４とはエアーチューブ１Ａを介して接続される。処理用メモリ１
７にはＣＰＵ１０が測定動作を含む各種動作を制御するためのプログラムおよび各種のデ
ータが格納される。本体操作部１１は血圧測定動作を指示するために外部から操作される
。
【００４２】
　表示部１８は血圧測定のデータを含む表示のためのデータを格納する表示用メモリ１２
、表示用メモリ１２に格納されたデータを表示するための表示器１３および外部と通信す
るための表示側Ｉ／Ｆ１４を有する。表示器１３は表示動作を監視・制御するためのＣＰ
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Ｕ１５および表示情報を切換える、表示をＯＮ／ＯＦＦするなどを指示するための外部か
ら操作される表示操作部１６を有する。表示部１８が血圧測定装置５０に装着されている
とき、本体側Ｉ／Ｆ９と表示側Ｉ／Ｆ１４は相互に接続されてＣＰＵ１５とＣＰＵ１０と
の間のデータ通信が可能となる。
【００４３】
　本体側Ｉ／Ｆ９と表示側Ｉ／Ｆ１４との間は、表示部１８が血圧測定装置５０から取外
した状態では図２（Ｃ）で示すようにケーブルにて接続されるようにしてもよいし、ケー
ブルを介さず赤外線などの無線にて相互に通信可能に接続されるようにしてもよい。
【００４４】
　また、本実施の形態ではカフ１は本体部５１と一体に取り付けられているがエアーチュ
ーブ１Ａを介して別体に取り付けられてもよい。
【００４５】
　本実施の形態に係る血圧測定装置５０の使用態様が図５（Ａ）と（Ｂ）に示される。図
５（Ａ）の使用態様では、表示部１８は血圧測定装置５０に装着されて表示部１８と本体
部５１とは一体的に構成されている。図５（Ａ）の状態で血圧測定をするときは、まず、
被測定者が測定部位の腕を筐体６１に挿通して測定準備が調うと、被測定者は本体操作部
１１を操作して血圧測定の開始を指示するので、血圧測定が開始される。測定データは実
施の形態１と同様にして得られてＣＰＵ１０に与えられるので、ＣＰＵ１０は与えられる
測定データを所定処理して処理用メモリ１７または表示部１８の表示用メモリ１２に格納
する。
【００４６】
　図５（Ａ）の状態で測定データが表示用メモリ１２に格納される場合には、ＣＰＵ１０
は測定データを本体側Ｉ／Ｆ９を介して表示部１８に出力する。表示部１８では表示側Ｉ
／Ｆ１４は本体部５１からの測定データを入力し表示器１３に与えらるので、表示器１３
のＣＰＵ１５は与えられた測定データを表示用メモリ１２に格納する。
【００４７】
　その後、血圧測定動作が終了して被測定者が、測定結果を病院など外部の医療機関に提
示して診断・治療行為などを受ける場合には、図５（Ｂ）のような使用態様となる。
【００４８】
　図５（Ｂ）では被測定者は表示部１８を血圧測定装置５０から破線矢印方向に取外して
、取外した表示部１８を携行して、病院など外部の医療機関まで持参する。医療機関にお
いては、表示部１８の表示操作部１６を操作して測定データの表示を指示する。ＣＰＵ１
５は、この指示を入力すると表示用メモリ１２から測定データを読出し表示器１３に表示
する。このときの表示例は前述した図３（Ａ）と（Ｂ）のそれと同様である。
【００４９】
　実施の形態１と２によれば、被測定者は操作表示部２０を血圧測定装置６０から取外す
ことで、また表示部１８を血圧測定装置５０から取外すことで、血圧測定のためのカフ１
への加圧レベル調整系とは別個にして嵩張りもなく血圧測定に関する情報を簡単に持ち運
ぶことができる。それゆえに、血圧測定の場所、たとえば血圧測定装置５０または６０が
設置された場所とは違う場所で血圧測定に関する情報を表示して確認する場合でも、特別
な表示装置を別個に準備しなくてよい。たとえば、情報を提示して診断をうけるために外
部の医療機関まで携行して医家に提示して診断を受ける場合であっても、医家側は表示装
置を別個に備える必要はないので実用性に優れる。
【００５０】
　（実施の形態３）
　上述の実施の形態２で示した表示部１８の表示用メモリ１２には、血圧測定装置５０と
は異なる別の装置から与えられる情報を追加して格納することができる。本実施の形態３
ではこの別装置として体温計が適用されるが体温計に限定されず、他の種類の生理情報を
計測する装置であってもよい。
【００５１】
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　図６に本実施の形態３の使用態様の一例が示される。図６では、被測定者の測定部位に
当てられて体温を測定するための体温計プローブ４６を接続する体温計本体４５と、血圧
測定装置５０から取外された表示部１８とは、ケーブル４７を介して相互に通信可能に接
続されている。ケーブル４７を接続するための表示部１８のインターフェイスとしては、
表示側Ｉ／Ｆ１４を用いるようにしてもよいし、別のインターフェイスを設けるようにし
てもよい。体温計本体４５は図示されないがマイクロコンピュータを内蔵しており、マイ
クロコンピュータは体温計プローブ４６により測定して得られた体温データを所定処理す
る。要求があった場合には、体温データをケーブル４７を介して表示部１８に出力する。
表示部１８のＣＰＵ１５は、体温計本体４５からの体温データを表示側Ｉ／Ｆ１４を経由
し入力する。
【００５２】
　ＣＰＵ１５が入力する体温データには被測定者を識別するデータが予め付されており、
ＣＰＵ１５は該体温データを入力すると、表示用メモリ１２において予め測定されて被測
定者別に格納された血圧測定データと関連付けて格納する。また、体温データと血圧測定
データとは測定時間帯別に格納されるようにしてもよい。体温データが追加して格納され
た表示用メモリ１２の内容は、表示操作部１６の操作により表示器１３に表示することが
できる。
【００５３】
　図６では表示部１８と体温計本体４５とはケーブル４７を介して接続するとしているが
、赤外線などの無線による通信接続であってもよい。
【００５４】
　また図６の体温計本体４５は、ケーブル４７を介して表示用メモリ１２の内容をアクセ
スすることも可能である。具体的には、被測定者が体温計本体４５の操作部４８を操作し
て表示部１８側の測定データの表示を指示した場合には、体温計本体４５のマイクロコン
ピュータは該指示に基づき表示部１８のＣＰＵ１５に対して測定データを要求する。ＣＰ
Ｕ１５は該要求に応じて表示用メモリ１２から測定データを読出し表示側Ｉ／Ｆ１４およ
びケーブル４７を介して体温計本体４５側に出力する。体温計本体４５のマイクロコンピ
ュータは、表示部１８から出力された測定データを入力して、所定処理して表示部４９に
表示する。
【００５５】
　また、図５（Ａ）のように表示部１８が装着された血圧測定装置５０に対して体温計本
体４５がケーブル４７を介して接続されても良い。その場合には血圧測定装置５０におい
てケーブル４７を接続するためのインターフェイスとしては、本体側Ｉ／Ｆ９とは別のイ
ンターフェイスまたは本体側Ｉ／Ｆ９の表示用Ｉ／Ｆ１４向けとは異なる図示のないポー
トを利用することができる。本体部５０のＣＰＵ１０は、この別のインターフェイスまた
は該ポートから入力した血圧計本体４５からの指示やデータを処理して、処理結果を用い
て処理用メモリ１７または表示用メモリ１２の内容の更新（体温データの追加格納）また
は読出しをする。読出されたデータは本体側Ｉ／Ｆ９およびケーブル４７を介して血圧計
本体４５に送信されて表示部４９に表示される。
【００５６】
　ここでは、血圧測定装置５０とは別の体温計本体４５により、表示用メモリ１２の血圧
測定データに体温データを追加して格納しているが、表示用メモリ１２のデータを削除す
るようにしてもよい。たとえば表示部４９の表示内容を確認した被測定者は操作部４８を
操作して表示データのうちの所望するデータの削除を指示すると、該指示は表示部１８の
ＣＰＵ１５に与えられるので、ＣＰＵ１５は該指示に基づいて所望データを表示用メモリ
１２から削除する。また、この削除指示は表示操作部１６または本体操作部１１における
操作によるものであってもよい。
【００５７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
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、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】実施の形態１に係る血圧測定装置のブロック構成図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は実施の形態１に係る血圧測定装置の使用態様例を示す図である
。
【図３】（Ａ）と（Ｂ）は測定データの表示例を示す図である。
【図４】実施の形態２に係る血圧測定装置のブロック構成図である。
【図５】（Ａ）と（Ｂ）は実施の形態２に係る血圧測定装置の使用態様例を示す図である
。
【図６】実施の形態３に係る血圧測定装置の使用態様例を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１８　表示部、２０　操作表示部、３０，５１　本体部、４０，４７　ケーブル、４５
　体温計本体、４６　体温計プローブ、５０，６０　血圧測定装置。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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