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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体が供給され、膨縮可能な流体袋と、
　前記流体袋を収容し、前記流体袋を被測定部位に装着するための袋状カバー体と、
　前記流体袋を膨縮させる膨縮機構部と、
　前記膨縮機構部に駆動用の電力を供給する２次電池と、前記２次電池を充電するための
電力を受ける受電部とを含み、前記袋状カバー体の内部に設けられる電源部とを備え、
　前記受電部は、前記受電部とは非接触の状態で設けられた送電部から電磁誘導作用によ
り給電される、血圧計。
【請求項２】
　前記膨縮機構部は、前記袋状カバー体の内部に設けられる、請求項１に記載の血圧計。
【請求項３】
　前記受電部は、柔軟性を有し、表面上にコイルが形成されるフレキシブル基板を有する
、請求項１または２に記載の血圧計。
【請求項４】
　前記受電部は、複数の血圧計の間で前記受電部同士が近接して位置決めされることによ
り、電力の受け渡しが可能となる送受電機能を有する、請求項１から３のいずれか１項に
記載の血圧計。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の血圧計と、
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　前記２次電池の充電を行なうための充電装置とを備え、
　前記充電装置は、
　前記袋状カバー体に対して位置決めされる位置決め部と、
　前記位置決め部が前記袋状カバー体に対して位置決めされた場合に、前記受電部と非接
触の状態で向い合うように設けられ、電磁誘導作用により前記受電部に給電可能な送電部
とを含む、血圧計用充電ユニット。
【請求項６】
　前記袋状カバー体は、筒形状の形態を取ることが可能であり、
　前記位置決め部は、筒形状の前記袋状カバー体を挿通することが可能な軸部材から形成
される、請求項５に記載の血圧計用充電ユニット。
【請求項７】
　前記位置決め部は、前記袋状カバー体を挟持することが可能なクリップ部材から形成さ
れる、請求項５に記載の血圧計用充電ユニット。
【請求項８】
　前記受電部および前記送電部は、前記血圧計および前記充電装置の間で無線通信を可能
とする通信機能を有する、請求項５から７のいずれか１項に記載の血圧計用充電ユニット
。
【請求項９】
　前記充電装置は、前記受電部から前記送電部に向けて通信された情報を記憶するメモリ
部をさらに含む、請求項８に記載の血圧計用充電ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、一般的には、血圧計および血圧計用充電ユニットに関し、より特定的には
、充電可能なバッテリをカフ内部に備える血圧計および血圧計用充電ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の血圧計に関して、たとえば、特開平７－１６３５３１号公報には、カフを装着す
る際にカフが回りずれを起こすことを防ぎ、装着し易くすることを目的としたカフ一体型
血圧計が開示されている（特許文献１）。特許文献１に開示された血圧計においては、本
体下ケースおよび本体上ケースからなるケース体がカフに固定されている。本体上ケース
の内部には、バッテリ、加圧ポンプ、電磁バルブ、回路基板、表示器等が配置されている
。
【０００３】
　また、特開２００６－３１４１８１号公報には、非接触受電モジュールに取り付けられ
た複数の携帯用電子機器の１つの非接触式送電装置を用いて、同時に充電することを目的
とした非接触式充電装置が開示されている（特許文献２）。特許文献２に開示された非接
触式充電装置は、レギュレータ回路に接続された１次コイルを有する非接触式送電装置と
、１次コイルと磁気結合する２次コイルに接続された整流手段をモジュール化した非接触
式受電モジュールとを有し、整流手段を介して、複数の携帯用電子機器内の２次電池を充
電する。
【０００４】
　また、特開平８－３２３６５７号公報には、内蔵電池の充電および通信を行なうための
システムを提供することを目的としたマイクロロボットが開示されている（特許文献３）
。特許文献３に開示されたマイクロロボットは、２個のマイクロ駆動ユニットを有し、各
マイクロ駆動ユニットは、分散型ステッピングモータを備える。このモータの励磁コイル
を利用して、ロボットに内蔵される２次電源の充電およびコイル間での通信を行なう。
【特許文献１】特開平７－１６３５３１号公報
【特許文献２】特開２００６－３１４１８１号公報
【特許文献３】特開平８－３２３６５７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１に開示された血圧計では、バッテリや加圧ポンプ、電磁バルブ等が腕
帯（カフ）に一体に設けられている。このような構成により、血圧計の取り扱いが容易と
なり、使用者は血圧測定を簡単に行なうことができる。また、特許文献１に開示された血
圧計では、バッテリがカフに固定されたケース体に収容されているが、好ましくは、バッ
テリをカフ内部に収容した方が血圧計の小型化を図ることができる。
【０００６】
　このような血圧計本体およびカフの一体型血圧計において、駆動用のバッテリとして充
電可能な２次電池を用いると、専用の充電装置を準備し、充電のたびにカフにその充電装
置を接続する必要が生じる。しかしながら、この場合、バッテリの充電時に大きな手間が
かかり、血圧計の使用者の負担を増大させることになる。
【０００７】
　また、バッテリとして２次電池を用いると、カフに充電装置に対する接続用の端子を設
ける必要がある。この場合、接続を繰り返すうちに端子が劣化したり、端子に水や埃が付
着することにより接続不良が生じたりするおそれがある。
【０００８】
　そこでこの発明の目的は、上記の課題を解決することであり、２次電池の充電が、簡単
な作業でかつ高い信頼性を持って実施される血圧計および血圧計用充電ユニットを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に従った血圧計は、流体が供給され、膨縮可能な流体袋と、流体袋を収容し、
流体袋を被測定部位に装着するための袋状カバー体と、流体袋を膨縮させる膨縮機構部と
、袋状カバー体の内部に設けられる電源部とを備える。電源部は、膨縮機構部に駆動用の
電力を供給する２次電池と、２次電池を充電するための電力を受ける受電部とを含む。受
電部は、受電部とは非接触の状態で設けられた送電部から電磁誘導作用により給電される
。
【００１０】
　このように構成された血圧計によれば、非接触式の充電方式を用いることにより、血圧
計に充電装置に対する接続用の端子を設ける必要がなくなる。これにより、端子を設ける
ためのケース体（筐体）が不要となり、電源部が袋状カバー体の内部に設けられる構成を
容易に採ることができる。また、接続用の端子に起因して起こる接続不良や充電効率の低
下などを考慮する必要がないため、２次電池の充電を高い信頼性を持って実施することが
できる。さらに、血圧計と充電装置との接続が不要となるため、２次電池の充電時の作業
を簡単に行なうことができる。
【００１１】
　また好ましくは、膨縮機構部は、袋状カバー体の内部に設けられる。このように構成さ
れた血圧計によれば、血圧計の小型化を有利に進めることができる。
【００１２】
　また好ましくは、受電部は、柔軟性を有し、表面上にコイルが形成されるフレキシブル
基板を有する。このように構成された血圧計によれば、流体袋が被測定部位に装着された
状態で、受電部を袋状カバー体の形状に容易に沿わせることができる。
【００１３】
　また好ましくは、受電部は、複数の血圧計の間で受電部同士が近接して位置決めされる
ことにより、電力の受け渡しが可能となる送受電機能を有する。このように構成された血
圧計によれば、充電装置がない場所であっても、複数の血圧計の間で電力の不足を補うこ
とができる。
【００１４】
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　この発明に従った血圧計用充電ユニットは、上述のいずれかに記載の血圧計と、２次電
池の充電を行なうための充電装置とを備える。充電装置は、袋状カバー体に対して位置決
めされる位置決め部と、位置決め部が袋状カバー体に対して位置決めされた場合に、受電
部と非接触の状態で向い合うように設けられ、電磁誘導作用により受電部に給電可能な送
電部とを含む。
【００１５】
　このように構成された血圧計用充電ユニットによれば、血圧計内部の２次電池の充電を
、簡単な作業でかつ高い信頼性を持って実施することができる。
【００１６】
　また好ましくは、袋状カバー体は、筒形状の形態を取ることが可能である。位置決め部
は、筒形状の袋状カバー体を挿通することが可能な軸部材から形成される。このように構
成された血圧計用充電ユニットによれば、袋状カバー体を位置決め部に挿通すると同時に
、受電部が送電部から給電可能な位置に配置されるため、２次電池の充電をさらに簡単な
作業で実施することができる。また、血圧計の保管状態を改善し、血圧の測定精度を向上
させることができる。
【００１７】
　また好ましくは、位置決め部は、袋状カバー体を挟持することが可能なクリップ部材か
ら形成される。このように構成された血圧計用充電ユニットによれば、充電装置を簡易か
つ小型に構成することができる。
【００１８】
　また好ましくは、受電部および送電部は、血圧計および充電装置の間で無線通信を可能
とする通信機能を有する。このように構成された血圧計用充電ユニットによれば、２次電
池の充電中に、血圧計および充電装置の間で情報の送受信を行なうことができる。
【００１９】
　また好ましくは、充電装置は、受電部から送電部に向けて通信された情報を記憶するメ
モリ部をさらに含む。このように構成された血圧計用充電ユニットによれば、測定結果な
どの情報の管理を、充電装置側で行なうことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、この発明に従えば、２次電池の充電が、簡単な作業でかつ高い信
頼性を持って実施される血圧計および血圧計用充電ユニットを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で参照する図面
では、同一またはそれに相当する部材には、同じ番号が付されている。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は、この発明の実施の形態１における血圧計の外観を示す斜視図である。図１を参
照して、血圧計１００は、バッテリからの電力供給を受けて駆動する自動式血圧計である
。血圧計１００は、カフ１０を有する。血圧計１００は、カフ１０が被験者の上腕に装着
される上腕式血圧計である。
【００２３】
　カフ１０には、血圧測定結果を含む各種情報を表示するための表示部３１と、測定のた
めの各種指示を入力するために操作される操作部３２とが設けられている。表示部３１は
、血圧値の測定結果や脈拍数の測定結果等を、数値やグラフなどを用いて視認可能に表示
する。この表示部３１としては、たとえば液晶パネル等が利用される。操作部３２には、
たとえば、電源ボタンや測定開始ボタン、表示部３１の画面を切り替えるスクロールボタ
ンなどの各種ボタンが設けられている。
【００２４】
　カフ１０は、帯形状の外観を有し、血圧測定時に筒形状の形態をとって被験者の上腕の
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周囲に巻き付けられる。カフ１０は、上腕を圧迫するための空気袋２０と、空気袋２０を
上腕に巻き付けて装着するための袋状カバー体１２とを有する。空気袋２０は、袋状カバ
ー体１２の内部に設けられた空間に収容されている。
【００２５】
　図２は、図１中の血圧計の構成を示す機能ブロック図である。図１および図２を参照し
て、カフ１０には、空気袋２０に空気を供給または排出するための血圧測定用エア系コン
ポーネント４０が設けられている。空気袋２０と血圧測定用エア系コンポーネント４０と
は、流体管としてのエア管２５によって接続されている。
【００２６】
　血圧測定用エア系コンポーネント４０は、空気袋２０を膨縮させるための膨縮機構部４
４である加圧ポンプ４１および排気弁４２と、空気袋２０内の圧力を検出する圧力検出手
段である圧力センサ４３とを有する。カフ１０には、血圧測定用エア系コンポーネント４
０に関連して、加圧ポンプ駆動回路４５、排気弁駆動回路４６および発振回路４７が設け
られている。
【００２７】
　カフ１０には、各部を集中的に制御および監視するためのＣＰＵ（Central Processing
 Unit）３０と、ＣＰＵ３０に所定の動作をさせるプログラムや測定された血圧値などの
各種情報を記憶するためのメモリ部３３とが設けられている。ＣＰＵ３０は、血圧値を算
出するための血圧値算出手段としても機能する。
【００２８】
　圧力センサ４３は、空気袋２０内の圧力（以下、「カフ圧」という）を検出し、検出し
た圧力に応じた信号を発振回路４７に出力する。加圧ポンプ４１は、空気袋２０に空気を
供給する。排気弁４２は、空気袋２０内の圧力を維持したり、空気袋２０内の空気を排出
したりする際に開閉する。発振回路４７は、圧力センサ４３の出力値に応じた発振周波数
の信号をＣＰＵ３０に出力する。加圧ポンプ駆動回路４５は、加圧ポンプ４１の駆動をＣ
ＰＵ３０から与えられる制御信号に基づいて制御する。排気弁駆動回路４６は、排気弁４
２の開閉制御をＣＰＵ３０から与えられる制御信号に基づいて行なう。
【００２９】
　カフ１０には、膨縮機構部４４およびＣＰＵ３０などの各機能ブロックに電力を供給す
るための電源部５０が設けられている。電源部５０は、充電可能な２次電池から構成され
るバッテリ５１と、バッテリ５１を充電するための非接触受電部５２を有する。
【００３０】
　次に、血圧計１００における血圧測定処理の流れについて説明する。図３は、図１中の
血圧計の血圧測定処理の流れを示すフローチャートである。このフローチャートに従うプ
ログラムは、図２において示したメモリ部３３に予め記憶されており、ＣＰＵ３０がメモ
リ部３３からこのプログラムを読出して実行することにより、血圧測定処理が実施される
。
【００３１】
　図２および図３を参照して、被験者が血圧計１００の操作部３２の操作ボタンを操作し
て電源をオンにすると血圧計１００の初期化がなされる（ステップＳ１０１）。次に、測
定可能状態になると、ＣＰＵ３０は加圧ポンプ４１の駆動を開始し、空気袋２０のカフ圧
を徐々に上昇させる（ステップＳ１０２）。カフ圧を徐々に加圧する過程において、カフ
圧が血圧測定のために必要な所定のレベルにまで達すると、ＣＰＵ３０は加圧ポンプ４１
を停止する。次いで、閉じていた排気弁４２を徐々に開いて、空気袋２０の空気を徐々に
排気し、カフ圧を徐々に減圧させる（ステップＳ１０３）。このカフ圧の微速減圧過程に
おいてカフ圧の検出が行なわれる。
【００３２】
　次に、ＣＰＵ３０は公知の手順で収縮期血圧値（最高血圧値）および拡張期血圧値（最
低血圧値）を算出する（ステップＳ１０４）。具体的には、カフ圧が徐々に減圧する過程
において、ＣＰＵ３０は発振回路４７から得られる発振周波数に基づき脈波情報を抽出す
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る。そして、抽出された脈波情報により血圧値を算出する。ステップＳ１０４において血
圧値が算出されると、ＣＰＵ３０は、算出された血圧値を表示部３１に表示する（ステッ
プＳ１０５）。
【００３３】
　その後、ＣＰＵ３０は、空気袋２０を開放して空気袋２０内の空気を完全に排気し（ス
テップＳ１０６）、被験者の電源オフの指令を待ってその動作を終了する。なお、以上に
おいて説明した測定方式は、空気袋２０の減圧時に脈波を検出するいわゆる減圧測定方式
に基づいたものであるが、空気袋２０の加圧時に脈波を検出するいわゆる加圧測定方式を
採用することも当然に可能である。
【００３４】
　続いて、血圧計１００のより具体的な構造について説明する。図４は、図１中の血圧計
を示す断面図である。
【００３５】
　図４を参照して、空気袋２０は、展開された状態において帯形状を有する。空気袋２０
は、好適には樹脂シートを用いて形成された袋状の部材からなる。空気袋２０の内部には
、膨縮空間２１が形成されている。図２中のエア管２５は、膨縮空間２１に連通している
。膨縮空間２１に対して空気が供給、排出されるのに伴って、空気袋２０は膨縮する。空
気袋２０は、袋状カバー体１２の内部に収容されている。
【００３６】
　空気袋２０を形成する樹脂シートの材質としては、伸縮性に富んでおり膨縮空間２１か
らの漏気がないものであればどのようなものでも利用可能である。このような観点から、
樹脂シートの好適な材質としては、エチレン－酢酸ビニール共重合体（ＥＶＡ）、軟質塩
化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリアミド（ＰＡ）、生ゴム等が挙げられ
る。
【００３７】
　袋状カバー体１２は、展開された状態において長手方向と短手方向とを有する帯形状に
形成されている。袋状カバー体１２は、長手方向における両端にそれぞれ一方端１２ａお
よび他方端１２ｂを有する。袋状カバー体１２は、上腕への装着時、その長手方向に沿っ
て湾曲するように上腕に巻き付けられる。
【００３８】
　袋状カバー体１２は、装着状態において上腕側に位置する内側外装部を構成する内側カ
バー部材１２Ａと、空気袋２０を挟んで上腕とは反対側に配置される外側外装部を構成す
る外側カバー部材１２Ｂとを有する。内側カバー部材１２Ａと外側カバー部材１２Ｂとが
重ね合わされており、その周縁が、たとえばバイアステープを用いて接合されている。
【００３９】
　袋状カバー体１２は、好適にはポリアミド（ＰＡ）、ポリエステル等の合成繊維からな
る布地によって形成されている。なお、内側カバー部材１２Ａは、好適には伸縮性に優れ
た部材にて構成され、外側カバー部材１２Ｂは、好適には内側カバー部材１２Ａよりも伸
縮性に乏しい部材にて構成される。
【００４０】
　袋状カバー体１２の一方端１２ａには、リング部材１３が取り付けられている、リング
部材１３には、袋状カバー体１２の他方端１２ｂ側の部分が挿入されている。袋状カバー
体１２の、リング部材１３に挿入された部分よりも他方端１２ｂ寄りの部分の外周面には
、面ファスナ１６が設けられており、袋状カバー体１２の、リング部材１３に挿通された
部分よりも一方端１２ａ寄りの部分の外周面には、面ファスナ１７が設けられている。袋
状カバー体１２の他方端１２ｂ側の部分がリング部材１３に挿入され、さらにリング部材
１３を基点に折り返されることによって、面ファスナ１６と面ファスナ１７とが係合する
。これにより、カフ１０が上腕に対して巻き付けられ、固定されることになる。
【００４１】
　図５は、図１中の血圧計の内部構造を示す斜視図である。図４および図５を参照して、
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袋状カバー体１２の内部には、カーラ２３が収容されている。カーラ２３は、可撓性を有
し、上腕の表面に沿うように円弧状に湾曲して形成されている。カーラ２３は、空気袋２
０の外側に重なって配置されている。カーラ２３は、たとえばポリプロピレン（ＰＰ）等
の樹脂部材にて形成される。
【００４２】
　電源部５０、すわなちバッテリ５１および非接触受電部５２は、袋状カバー体１２の内
部に収容されている。バッテリ５１の種類は、充電可能な２次電池であれば特に限定され
ず、たとえば、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池、ニカド電池などである。非接触
受電部５２は、図示しない配線によりバッテリ５１に接続されている。非接触受電部５２
は、外側カバー部材１２Ｂとカーラ２３との間に配置されている。本実施の形態では、非
接触受電部５２がカーラ２３に対して固定されている。非接触受電部５２は、表示部３１
および操作部３２の近傍に配置されており、本実施の形態では、表示部３１および操作部
３２が目印となって非接触受電部５２の位置が確認される。
【００４３】
　なお、非接触受電部５２は、袋状カバー体１２の内部にあって、空気袋２０と重ならな
い位置（たとえば、空気袋２０と袋状カバー体１２の一方端１２ａとの間の区間）に設け
られてもよい。このような構成により、非接触受電部５２の存在が空気袋２０の膨縮過程
に与える影響を小さく抑え、血圧値の測定精度を高く維持することができる。
【００４４】
　本実施の形態では、さらに、図２中の血圧測定用エア系コンポーネント４０と、加圧ポ
ンプ駆動回路４５、排気弁駆動回路４６および発振回路４７の各種電気回路と、ＣＰＵ３
０およびメモリ部３３と、表示部３１および操作部３２とが、袋状カバー体１２の内部に
収容されている。すなわち、本実施の形態における血圧計１００は、全ての電子部品がカ
フ１０の袋状カバー体１２に収められた形態を有する一体型血圧計である。
【００４５】
　袋状カバー体１２の内部において、加圧ポンプ４１と、排気弁４２と、圧力センサ４３
と、エアジョイント２５ｊを含むエア管２５と、各種電気回路が形成された回路基板３８
と、バッテリ５１と、表示部３１および操作部３２とは、カーラ２３の外周面（すなわち
、カーラ２３の空気袋２０に面する側の主面（内周面）とは反対側の主面）上に搭載され
ている。
【００４６】
　カーラ２３に対する上記部品の搭載には、固定部材としての接着シート５６が用いられ
ている。カーラ２３は、上腕に沿うように湾曲状に形成されているため、接着シート５６
としては、好適にはスポンジ部材やゴム部材、樹脂部材といったクッション性を有する部
材を基材とし、その両面に接着層が設けられた接着シートが利用される。このような接着
シート５６を用いれば、カーラ２３と上記部品との間の隙間を接着シート５６の基材部分
が変形することによって充填し、より安定的に上記部品をカーラ２３に固定することがで
きる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、カーラ２３が血圧計１００の構成部品を搭載するための土台
としてのみ設けられているが、カーラ２３を、袋状カバー体１２の長手方向に延伸させ、
円筒状に形成することにより、空気袋２０を上腕に向けて付勢するための湾曲弾性板とし
て機能させてもよい。
【００４８】
　続いて、血圧計１００の充電方式について詳細に説明する。図２を参照して、本実施の
形態における血圧計１００においては、バッテリ５１が、非接触充電方式により充電され
る。非接触充電は、非接触受電部５２および非接触送電部１１２によって実現され、非接
触送電部１１２から非接触受電部５２に向けて電磁誘導作用を利用して非接触に電力を伝
送するものである。
【００４９】
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　図６は、図２中の非接触送電部および非接触受電部の具体的な構成を示す斜視図である
。図６（Ａ）は、非接触送電部１１２および非接触受電部５２の機器構成を示し、図６（
Ｂ）は、非接触送電部１１２および非接触受電部５２の回路構成を示す。
【００５０】
　図６を参照して、非接触送電部１１２は、軟磁性の１次側フェライトコア１３１と、１
次側ＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）基板１３２とを有する。１次側ＦＰＣ基板１３
２上には、一対のコイル１３３，１３４と、共振用コンデンサ１３５とが設けられている
。この一対のコイル１３３，１３４は、互いに発生する磁束の方向が逆となるように巻回
され、直列に接続されている。一対のコイル１３３，１３４と共振用コンデンサ１３５と
は、スイッチング電源から構成される周波数変換回路１３６の出力に対して並列接続され
ている。
【００５１】
　非接触受電部５２は、軟磁性の２次側フェライトコア６１と、２次側ＦＰＣ基板６２と
を有する。２次側ＦＰＣ基板６２上には、一対のコイル６３，６４と、共振用コンデンサ
６５と、整流用ダイオード６６と、平滑用コンデンサ６７とが設けられている。コイル６
３およびコイル６４は、それぞれ、充電時にコイル１３３およびコイル１３４と対向する
ように配置される。コイル６３，６４は、コイル１３３，１３４で発生された磁束の変化
により発生する電流の向きが同一方向となるように巻回され、直列に接続されている。直
列接続されたコイル６３，６４は、共振用コンデンサ６５と並列に接続されている。整流
用ダイオード６６と平滑用コンデンサ６７とは、直列に接続され、平滑用コンデンサ６７
は共振用コンデンサ６５に並列に接続されている。平滑用コンデンサ６７の両端の出力端
子Ｔ１、Ｔ２は、電圧調整器６８を介してバッテリ５１に接続されている。
【００５２】
　本実施の形態では、柔軟性を有する２次側ＦＰＣ基板６２を使用することにより、非接
触受電部５２を、被験者の上腕に装着される袋状カバー体１２の形状に容易に沿わせるこ
とができる。
【００５３】
　なお、以上に説明した非接触送電部１１２および非接触受電部５２の機器構成や回路構
成は、一例であり、適宜変更されてもよい。たとえば、コイルや各種回路を形成するため
の基板は、ＦＰＣ基板に限定されず、柔軟性を有さない一般的な基板であってもよい。
【００５４】
　図７は、この発明の実施の形態１における血圧計用充電ユニットを示す斜視図である。
図８は、図７中の血圧計用充電ユニットにおいて、血圧計が充電装置にセッティングされ
た状態を示す斜視図である。
【００５５】
　図７および図８を参照して、本実施の形態における血圧計用充電ユニット３００は、非
接触受電部５２を有する血圧計１００と、非接触送電部１１２を有し、血圧計１００のバ
ッテリ５１を充電するための充電装置２００とから構成される。
【００５６】
　充電装置２００は、基部１２４および軸部１２１を有して形成されている。基部１２４
は、机の上などの充電装置２００の設置場所に載置される部分である。軸部１２１は、基
部１２４から延出する円柱形状を有し、筒形状とされた袋状カバー体１２を挿通すること
が可能な形状を有する。軸部１２１の外周面には、非接触送電部１１２が設けられている
。表示部３１および操作部３２と非接触送電部１１２との位置を合わせつつ、軸部１２１
に袋状カバー体１２が挿入されることにより、非接触受電部５２と非接触送電部１１２と
が互いに向い合わせとなるように位置決めされる。
【００５７】
　なお、非接触受電部５２が表示部３１および操作部３２の近傍に配置されていない場合
には、袋状カバー体１２の表面に非接触受電部５２の位置を示す目印を別に設けてもよい
。



(9) JP 5176881 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

【００５８】
　充電装置２００は、表示部１２６、操作部１２７および電源コード１２８を有する。表
示部１２６は、バッテリ５１の充電開始や完了などを視認可能に表示する。操作部１２７
には、たとえば充電を開始するための充電開始ボタンなどが設けられている。電源コード
１２８は、充電時にコンセントに差し込まれることによって、交流電力を充電装置２００
に導入する。充電装置２００には、導入された交流電力をバッテリ５１に充電するための
直流電力に変換するＡＣアダプタが内蔵されている。
【００５９】
　本実施の形態では、血圧計１００のバッテリ５１が、非接触充電方式により充電される
。このような構成により、血圧計１００に充電時に充電器からのプラグが差し込まれる接
続端子を設ける必要がなくなる。結果、接続端子を設けるための筐体が不要となり、図４
および図５中に示すように、バッテリ５１が袋状カバー体１２の内部に収容された構造を
採り、血圧計１００の小型化を図ることができる。また、血圧計１００に接続端子を設け
る必要がないため、端子劣化による充電効率の低下の懸念がなくなり、また製品としての
防滴、防塵性能を向上させることができる。
【００６０】
　また、本実施の形態では、血圧計１００の使用者は、筒状の袋状カバー体１２を充電装
置２００の軸部１２１に挿入するだけで、充電を開始するための状態を得ることができる
。このため、使用者は、特に充電のためという労力を感じることなく、使用後の血圧計１
００を片付ける意識で、血圧計１００を充電装置２００に対してセッティングすることが
できる。
【００６１】
　さらに、カフ１０が図８中に示すように軸部１２１に挿入された状態で保管されるため
、カフ１０の保管状態を向上させ、またカフ１０を清潔に保つことができる。これにより
、血圧計１００による血圧値の測定精度を向上させることができる。特に、本実施の形態
における血圧計１００では、カーラ２３が空気袋２０を上腕に向けて付勢するための湾曲
弾性板として設けられていないため、カフ１０が乱雑に扱われた場合に容易に変形し易い
。このため、カフ１０の保管状態の向上が図られる上記効果をより有効に得ることができ
る。
【００６２】
　この発明の実施の形態１における血圧計１００は、流体としての空気が供給され、膨縮
可能な流体袋としての空気袋２０と、空気袋２０を収容し、空気袋２０を被測定部位とし
ての上腕に装着するための袋状カバー体１２と、空気袋２０を膨縮させる膨縮機構部４４
と、袋状カバー体１２の内部に設けられる電源部５０とを備える。電源部５０は、膨縮機
構部４４に駆動用の電力を供給する２次電池としてのバッテリ５１と、バッテリ５１を充
電するための電力を受ける受電部としての非接触受電部５２とを含む。非接触受電部５２
は、非接触受電部５２とは非接触の状態で設けられた送電部としての非接触送電部１１２
から電磁誘導作用により給電される。
【００６３】
　この発明の実施の形態１における血圧計用充電ユニット３００は、血圧計１００と、バ
ッテリ５１の充電を行なうための充電装置２００とを備える。充電装置２００は、袋状カ
バー体１２に対して位置決めされる位置決め部としての軸部１２１と、軸部１２１が袋状
カバー体１２に対して位置決めされた場合に、非接触受電部５２と非接触の状態で向い合
うように設けられ、電磁誘導作用により非接触受電部５２に給電可能な非接触送電部１１
２とを含む。
【００６４】
　このように構成された、この発明の実施の形態１における血圧計および血圧計用充電ユ
ニットによれば、バッテリ５１の充電を、簡単な作業でかつ高い信頼性を持って実施する
ことができる。
【００６５】
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　なお、本実施の形態では、カフ１０が被験者の上腕に装着される上腕式の血圧計１００
について説明したが、本発明はこれに限られず、たとえば手首式の血圧計にも適用される
。
【００６６】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１における血圧計１００の別の充電方法や、血圧計用充
電ユニット３００の各種変形例について説明を行なう。以下、重複する構造については説
明を繰り返さない。
【００６７】
　図９は、図１中の血圧計の別の充電方法を示す斜視図である。図９を参照して、本充電
方法では、複数の血圧計１００Ａ，１００Ｂが準備される。各血圧計１００に設けられた
非接触受電部５２は、血圧計１００Ａと血圧計１００Ｂとの間で電力の受け渡しが可能と
なる送電機能（非接触送電部１１２と同機能）を有する。
【００６８】
　すなわち、操作部３２の操作によって、血圧計１００Ａおよび血圧計１００Ｂのいずれ
か一方に設けられた非接触受電部５２を受電側として起動させ、血圧計１００Ａおよび血
圧計１００Ｂのいずれか他方に設けられた非接触受電部５２を送電側として起動させる。
血圧計１００Ａおよび血圧計１００Ｂに設けられた非接触受電部５２同士を近接させるこ
とにより、血圧計１００Ａおよび血圧計１００Ｂのいずれか他方に設けられたバッテリ５
１の電力が、血圧計１００Ａおよび血圧計１００Ｂのいずれか一方に設けられたバッテリ
５１に伝送される。
【００６９】
　このような構成によれば、複数の血圧計１００が準備されれば互いの電力不足を補うこ
とができ、電源供給が確保されないような場所であってもバッテリ５１の充電が可能とな
る。
【００７０】
　図１０は、図７中の血圧計用充電ユニットの第１変形例を示す機能ブロック図である。
図中では、図２中に示す血圧計１００の機能ブロックの一部が省略されている。
【００７１】
　図１０を参照して、本変形例では、非接触受電部５２および非接触送電部１１２が、血
圧計１００と充電装置２００との間で電力の受け渡しを行なうほか、磁力変化を媒体とす
る無線通信により情報の授受を行なう通信部として機能する。つまり、非接触受電部５２
および非接触送電部１１２に内蔵されるコイルが、磁力変化を発信する送信コイルや磁力
変化を受信する受信コイルとして兼用される。
【００７２】
　充電装置２００は、ＣＰＵ１５１およびメモリ部１５２を有する。血圧計１００のメモ
リ部３３に記憶された測定結果に関する情報は、非接触受電部５２および非接触送電部１
１２間の無線通信を通じて、充電装置２００に送信される。ＣＰＵ１５１は、血圧計１０
０より送信された情報をメモリ部１５２に蓄積する。また、充電装置２００にＰＣ（Pers
onal Computer）等の外部端末１６１が接続され、メモリ部１５２に蓄積された情報がさ
らに外部端末１６１に移送されてもよい。
【００７３】
　このような構成によれば、無線用の装置を新たに設けることなく、バッテリ５１の充電
中に、血圧計１００から充電装置２００に情報を移送することができる。これにより、測
定結果を充電装置２００や外部端末１６１で集中管理することが可能となり、使用者の情
報管理の負担を低減させることができる。
【００７４】
　図１１は、図７中の血圧計用充電ユニットの第２変形例を示す斜視図である。図１１を
参照して、本変形例における血圧計１００においては、非接触受電部５２が、袋状カバー
体１２の長手方向に延在する周縁の近辺に配置されている。
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【００７５】
　また、本変形例における充電装置２００は、位置決め部としてのクリップ部１７１と、
クリップ部１７１に設けられた非接触送電部１１２とを有する。クリップ部１７１は、袋
状カバー体１２を挟持可能なクリップ構造を有して構成されている。非接触送電部１１２
は、クリップ部１７１により袋状カバー体１２の周縁を挟持した状態で、非接触受電部５
２と向い合わせとなる位置に設けられている。このような構成によれば、充電装置２００
を簡易かつ小型に構成することができる。
【００７６】
　このように構成された、この発明の実施の形態２における血圧計および血圧計用充電ユ
ニットによれば、実施の形態１に記載の効果を同様に得ることができる。
【００７７】
　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
、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】
【００７８】
【図１】この発明の実施の形態１における血圧計の外観を示す斜視図である。
【図２】図１中の血圧計の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１中の血圧計の血圧測定処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】図１中の血圧計を示す断面図である。
【図５】図１中の血圧計の内部構造を示す斜視図である。
【図６】図２中の非接触送電部および非接触受電部の具体的な構成を示す斜視図である。
【図７】この発明の実施の形態１における血圧計用充電ユニットを示す斜視図である。
【図８】図７中の血圧計用充電ユニットにおいて、血圧計が充電装置にセッティングされ
た状態を示す斜視図である。
【図９】図１中の血圧計の別の充電方法を示す斜視図である。
【図１０】図７中の血圧計用充電ユニットの第１変形例を示す機能ブロック図である。
【図１１】図７中の血圧計用充電ユニットの第２変形例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１２　袋状カバー体、２０　空気袋、４４　膨縮機構部、５０　電源部、５１　バッテ
リ、５２　非接触受電部、６２　２次側ＦＰＣ基板、１００　血圧計、１１２　非接触送
電部、１２１　軸部、１５２　メモリ部、１７１　クリップ部、２００　充電装置、３０
０　血圧計用充電ユニット。
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