
JP 4595449 B2 2010.12.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血圧値の測定に際して生体の被測定部位に装着される血圧計用のカフであって、
　被測定部位に巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部と、
　前記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための把手部とを備え、
　前記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、前記流体袋の外側に環状に巻き回
されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部材と、前記可撓性部材を
拡径または縮径させる拡縮機構とを有し、
　前記拡縮機構の動作を切り換えることによって前記可撓性部材を拡径または縮径させる
ための操作部が、前記把手部あるいは前記把手部近傍の前記カフ本体部に設けられた押し
釦によって構成され、
　前記拡縮機構は、前記押し釦の押下に連動して前記可撓性部材を拡径させるように動作
し、かつ前記押し釦の押下の解除に連動して前記可撓性部材を縮径させるように動作する
、血圧計用カフ。
【請求項２】
　血圧値の測定に際して生体の被測定部位に装着される血圧計用のカフであって、
　被測定部位に巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部と、
　前記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための把手部とを備え、
　前記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、前記流体袋の外側に環状に巻き回
されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部材と、前記可撓性部材を
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拡径または縮径させる拡縮機構とを有し、
　前記拡縮機構の動作を切り換えることによって前記可撓性部材を拡径または縮径させる
ための操作部が、前記把手部あるいは前記把手部近傍の前記カフ本体部に設けられたレバ
ーによって構成され、
　前記拡縮機構は、前記レバーの操作に連動して前記可撓性部材を拡径させるように動作
し、かつ前記レバーの操作の解除に連動して前記可撓性部材を縮径させるように動作する
、血圧計用カフ。
【請求項３】
　血圧値の測定に際して生体の被測定部位に装着される血圧計用のカフであって、
　被測定部位に巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部と、
　前記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための把手部とを備え、
　前記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、前記流体袋の外側に環状に巻き回
されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部材と、前記可撓性部材を
拡径または縮径させる拡縮機構とを有し、
　前記拡縮機構の動作を切り換えることによって前記可撓性部材を拡径または縮径させる
ための操作部が、前記把手部に設けられた押し釦によって構成され、
　前記拡縮機構は、径方向外側に向かって広がろうとする前記可撓性部材の弾性変形を制
限することにより、前記可撓性部材を縮径状態に維持する縮径状態維持手段と、前記縮径
状態維持手段による前記可撓性部材の弾性変形の制限を解除することにより、前記可撓性
部材を拡径状態に開放する縮径状態解除手段と、拡径状態にある前記可撓性部材の有する
弾性力に抗して前記可撓性部材を強制的に縮径させる強制縮径手段とを含み、
　前記押し釦の押下に連動して前記縮径状態解除手段が作動し、前記縮径状態維持手段に
よって縮径状態にあった前記可撓性部材が拡径状態に開放され、
　前記押し釦の押下の解除に連動して前記強制縮径手段および前記縮径状態維持手段が作
動し、前記可撓性部材が強制的に縮径させられるとともに、強制的に縮径させられた前記
可撓性部材が縮径状態に維持される、血圧計用カフ。
【請求項４】
　血圧値の測定に際して生体の被測定部位に装着される血圧計用のカフであって、
　被測定部位に巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部と、
　前記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための把手部とを備え、
　前記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、前記流体袋の外側に環状に巻き回
されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部材と、前記可撓性部材を
拡径または縮径させる拡縮機構とを有し、
　前記拡縮機構の動作を切り換えることによって前記可撓性部材を拡径または縮径させる
ための操作部が、前記把手部あるいは前記把手部近傍の前記カフ本体部に設けられ、
　前記拡縮機構は、前記可撓性部材の外側に巻き回された締付け帯と、前記締付け帯の周
方向端部のそれぞれに取付けられ、前記カフ本体部の周方向に沿って移動可能な一対の可
動部材と、前記可動部材同士を弾性的に連結する弾性体と、前記操作部における操作に連
動して、前記可動部材を前記弾性体の弾性力に抗して移動不能にロック可能なロック部材
とを含む、血圧計用カフ。
【請求項５】
　血圧値の測定に際して生体の被測定部位に装着される血圧計用のカフであって、
　被測定部位に巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部と、
　前記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための把手部とを備え、
　前記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、前記流体袋の外側に環状に巻き回
されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部材と、前記可撓性部材を
拡径または縮径させる拡縮機構とを有し、
　前記拡縮機構の動作を切り換えることによって前記可撓性部材を拡径または縮径させる
ための操作部が、前記把手部あるいは前記把手部近傍の前記カフ本体部に設けられ、
　前記拡縮機構は、前記可撓性部材の外側に沿うように設けられ、前記可撓性部材の周方



(3) JP 4595449 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

向に位置する両側の端部にそれぞれその両端が取付けられた線状または帯状の部材と、こ
の線状または帯状の部材の略中央部を前記可撓性部材の外表面から遠ざかる方向に向かっ
て引き上げ可能な引張手段とを含む、血圧計用カフ。
【請求項６】
　前記可撓性部材は、周方向において少なくとも３つ以上に分割された複数の分割体と、
隣り合う前記分割体の間に位置し、これら隣り合う前記分割体同士を連結する弾性体とを
含み、
　前記線状または帯状の部材は、前記可撓性部材の周方向端部に位置する一対の分割体に
その両端がそれぞれ取付けられている、請求項５に記載の血圧計用カフ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧計用のカフに関し、特に、生体に対して流体袋を固定するための可撓性
部材を備えた血圧計用カフに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、血圧値の測定に際しては、生体内部に位置する動脈を圧迫するための流体袋を内
包するカフを生体の体表面に巻き付け、巻き付けた流体袋を膨張・収縮させることによっ
て動脈内に生じる動脈圧脈波の検出を行い、これによって血圧値の測定が行なわれる。こ
こで、カフとは、内腔を有する帯状の構造物であって生体の一部に巻き付けが可能なもの
を意味し、気体や液体等の流体を内腔に注入することによって上下肢の動脈圧測定に利用
されるもののことを指す。したがって、カフは、流体袋とこの流体袋を生体に巻き付ける
ための巻付手段とを含めた概念を示す言葉であり、特に、腕に巻き付けられて装着される
カフは、腕帯あるいはマンシェットとも呼ばれる。
【０００３】
　血圧計用のカフにあっては、流体袋が生体の被測定部位に対して確実に固定されるよう
に、被測定部位に装着されるカフ本体部が生体に対して確実に巻き付けられることが必要
である。しかしながら、通常の血圧計用カフにあっては、巻き付け作業が被験者の手に委
ねられているため、確実な巻き付けが必ずしも再現されるとは限らない。この確実な巻き
付けが再現されない場合には、測定値にばらつきが生じ、精度よく安定的に血圧値を測定
することが困難になる。
【０００４】
　そこで、カフ本体部の確実な巻き付けが実現されるように、カフ本体部内に流体袋に加
えてカーラと呼ばれる可撓性部材を収容した構成の血圧計用カフが知られている（たとえ
ば、特開２００３－２１０４２３号公報（特許文献１）、特開昭６１－２３８２２９号公
報（特許文献２）、特開２００２－２０９８５８号公報（特許文献３）等参照）。可撓性
部材からなるカーラは、カフ本体部の環状形態を保持するためのものであり、カフ本体部
の内部において流体袋の外側に環状に巻き回されて設けられることにより、カフ本体部を
径方向に弾性変形可能に構成している。このようなカーラを備えた血圧計用のカフにあっ
ては、装着後においてカーラによって流体袋が生体に対して適度な押圧力にて押し付けら
れて固定されるため、生体に対する確実な流体袋の巻き付けが再現されるようになる。
【０００５】
　上述のカーラを備えた血圧計用カフの具体的な構成やその巻き付け方が開示された代表
的な文献として、特開平１０－３３４９０号公報（特許文献４）や特開平７－１３６１３
２号公報（特許文献５）、特開平１０－３３４８９号公報（特許文献６）、特開平７－１
２４１２７号公報（特許文献７）等がある。以下においては、これら文献に開示の血圧計
用カフの構成およびその巻き付け方について説明する。
【０００６】
　まず、上記特許文献４に開示される従来例１における血圧計用カフにあっては、空気袋
およびカーラを内包するカフ本体部を所定の位置で折り返すためのリング状部材をカフ本
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体部に挿通させるとともに、カフ本体部の外面に面ファスナ等からなる面状接合部材を設
けた構成が採用されている。このように構成された血圧計用カフにあっては、カフ本体部
を被測定部位に巻き付けた後にリング状部材を基点にカフ本体部の先端部を外側に折り返
し、折り返した部分を折り返していない部分のカフ本体部の外面に面状接合部材を用いて
固定する巻き付け方が用いられる。
【０００７】
　また、上記特許文献５に開示される従来例２における血圧計用カフにあっては、空気袋
およびカーラを内包するカフ本体部の一端側に回動可能な操作板を設けるとともに、他端
側に上記操作板の内面に設けた係止具に係止可能な挿通環を設けた構成が採用されている
。このように構成された血圧計用カフにあっては、カフ本体部を被測定部位に巻き付けた
後に操作板の内面に設けた係止具に挿通環を係止させ、この係止状態を維持しつつ操作板
を回動させることによってカフ本体部を生体に装着させる巻き付け方が用いられる。
【０００８】
　また、上記特許文献６に開示される従来例３における血圧計用カフにあっては、空気袋
およびカーラを内包し、被測定部位に対して弾性的に巻き付けられる伸縮自在な筒状の内
周側巻き付け帯と、内周側巻き付け帯の上から巻き付けられる低伸縮性の外周側巻き付け
帯とによってカフ本体部が構成されている。このように構成された血圧計用カフにあって
は、外周側巻き付け帯を巻き付けていない状態で筒状の内周側巻き付け帯内に生体の被測
定部位を挿入することによって内周側巻き付け帯を生体に対して密着させた後、外周側巻
き付け帯を内周側巻き付け帯の上から締め付けることによってカフ本体部を生体に装着さ
せる巻き付け方が用いられる。
【０００９】
　また、上記特許文献７に開示される従来例４における血圧計用カフにあっては、カーラ
の外側に周方向に２分割されたカバー体を設け、カバー体の連結部においてそれぞれのカ
バー体から外方に向かって操作摘み部を突設するとともに、それぞれのカバー体の内周面
にカーラを止着させた構成が採用されている。このように構成された血圧計用カフにあっ
ては、操作摘み部を互いに近接する方向に指で摘んで縮めることにより、カーラの有する
弾性力に抗してカーラを拡径させ、拡径状態を維持しつつカフ本体部を被測定部位にあて
がい、その後摘んでいた操作摘み部から指を離すことによってカフ本体部を生体に対して
装着させる巻き付け方が用いられる。
【特許文献１】特開２００３－２１０４２３号公報
【特許文献２】特開昭６１－２３８２２９号公報
【特許文献３】特開２００２－２０９８５８号公報
【特許文献４】特開平１０－３３４９０号公報
【特許文献５】特開平７－１３６１３２号公報
【特許文献６】特開平１０－３３４８９号公報
【特許文献７】特開平７－１２４１２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述の従来例１ないし４における血圧計用カフにあっては、装着のため
のカフの巻き付け作業が非常に煩雑であるという問題を有していた。これは、装着時にカ
ーラによって確実に空気袋が生体の被測定部位に押圧されるようにするために、非装着時
におけるカーラの形状が生体の被測定部位よりも縮径した状態になるようにカーラが構成
されている必要がある点に起因する。すなわち、カフ本体部の装着に際しては、一旦、縮
径状態にあるカーラを押し広げて生体の被測定部に装着させる必要があり、この押し広げ
る作業が煩雑さの原因となっていた。特に、家庭用の血圧計のカフにあっては、被験者自
らがカフ本体部を一方の腕に巻き付けなくてはならないため、装着の際には他方の手しか
使用できず、片手で縮径状態にあるカフ本体部を押し広げて腕に装着する作業は、非常に
煩雑なものであった。また、同様に測定後におけるカフ本体部の取り外し作業も煩雑さを
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伴うものであった。
【００１１】
　上述の従来例４における血圧計用カフにあっては、この煩雑さを低減するため、片手で
カーラを押し広げる作業が行ない易くなるように本体部の外周面に操作摘み部が設けられ
ている。しかしながら、このような構成とした場合にも、カーラを十分に押し広げるため
には指先に相当の力を込める必要があり、比較的力の弱い高齢者や女性には依然としてカ
フ本体部の着脱が面倒であるという問題があった。
【００１２】
　本発明は、上述の問題を解決すべくなされたものであり、生体の被測定部位に対する着
脱が容易に行ない得る血圧計用カフを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１ないし第５の局面に基づく血圧計用カフは、血圧値の測定に際して生体の
被測定部位に装着されるものであって、被測定部位に巻き付けられることによって生体に
装着されるカフ本体部と、上記カフ本体部の外周面に設けられ、装着の際に手で把持する
ための把手部とを備える。上記カフ本体部は、生体を圧迫するための流体袋と、上記流体
袋の外側に環状に巻き回されることによって径方向に弾性変形可能に構成された可撓性部
材と、上記可撓性部材を拡径または縮径させる拡縮機構とを有する。そして、本発明の第
１ないし第５の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記把手部あるいは上記把手部近
傍の上記カフ本体部に、上記拡縮機構の動作を切り換えることによって上記可撓性部材を
拡径または縮径させるための操作部が設けられている。
【００１４】
　ここで、本発明の第１の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記操作部が押し釦に
よって構成され、上記拡縮機構が上記押し釦の押下に連動して上記可撓性部材を拡径させ
るように動作し、また上記押し釦の押下の解除に連動して上記可撓性部材を縮径させるよ
うに動作する。
【００１５】
　ここで、本発明の第２の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記操作部がレバーに
よって構成され、上記拡縮機構が上記レバーの操作に連動して上記可撓性部材を拡径させ
るように動作し、また上記レバーの操作の解除に連動して上記可撓性部材を縮径させるよ
うに動作する。
【００１６】
　ここで、本発明の第３の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記拡縮機構が、径方
向外側に向かって広がろうとする上記可撓性部材の弾性変形を制限することにより、上記
可撓性部材を縮径状態に維持する縮径状態維持手段と、上記縮径状態維持手段による上記
可撓性部材の弾性変形の制限を解除することにより、上記可撓性部材を拡径状態に開放す
る縮径状態解除手段と、拡径状態にある上記可撓性部材の有する弾性力に抗して上記可撓
性部材を強制的に縮径させる強制縮径手段とを含み、上記操作部が、上記把手部に設けら
れた押し釦によって構成される。さらに、本発明の第３の局面に基づく血圧計用カフにあ
っては、上記押し釦の押下に連動して上記縮径状態解除手段が作動し、上記縮径状態維持
手段によって縮径状態にあった上記可撓性部材が拡径状態に開放され、上記押し釦の押下
の解除に連動して上記強制縮径手段および上記縮径状態維持手段が作動し、上記可撓性部
材が強制的に縮径させられるとともに、強制的に縮径させられた上記可撓性部材が縮径状
態に維持されるように構成される。
【００１７】
　ここで、本発明の第４の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記拡縮機構が、上記
可撓性部材の外側に巻き回された締付け帯と、上記締付け帯の周方向端部のそれぞれに取
付けられ、上記カフ本体部の周方向に沿って移動可能な一対の可動部材と、上記可動部材
同士を弾性的に連結する弾性体と、上記操作部における操作に連動して、上記可動部材を
上記弾性体の弾性力に抗して移動不能にロック可能なロック部材とを含む。
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【００１９】
　ここで、本発明の第５の局面に基づく血圧計用カフにあっては、上記可撓性部材の外側
に沿うように設けられ、上記可撓性部材の周方向に位置する両側の端部にそれぞれその両
端が取付けられた線状または帯状の部材と、この線状または帯状の部材の略中央部を上記
可撓性部材の外表面から遠ざかる方向に向かって引き上げ可能な引張手段とを上記拡縮機
構が含む。その場合に、上記可撓性部材が、周方向において少なくとも３つ以上に分割さ
れた複数の分割体と、隣り合う上記分割体の間に位置し、これら隣り合う上記分割体同士
を連結する弾性体とを含むとともに、上記線状または帯状の部材の両端が、上記可撓性部
材の周方向端部に位置する一対の分割体にそれぞれ取付けられていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、生体の被測定部位に対する着脱が容易に行ない得る血圧計用カフとす
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。なお、以下に示す
実施の形態においては、血圧計用カフとして、血圧値の測定に際して上腕に装着されるい
わゆる上腕式の血圧計用カフを例示して説明を行なう。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における血圧計用カフの外観構造を示す斜視図である。
また、図２は、図１に示す血圧計用カフの図中ＩＩ－ＩＩ線に沿った模式断面図である。
まず、図１および図２を参照して、本実施の形態における血圧計用カフの全体構造につい
て説明する。
【００２３】
　図１および図２に示すように、本実施の形態における血圧計用カフ１Ａは、被測定部位
である上腕に対して巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部１０と、カ
フ本体部１０の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための部位である把手部５０
とを備えている。カフ本体部１０は、上腕が挿入可能となるように筒状に形成されており
、把手部５０は、この筒状に形成されたカフ本体部１０の軸線と平行な方向に延在するよ
うに、後述するベース体１４の上部プレート１４ｂから外側に向かって突出して設けられ
ている。なお、図１に示すように、把手部５０の所定位置には、後述する拡縮機構の動作
を切り換えるための操作部である押し釦５１が設けられている。
【００２４】
　図２に示すように、カフ本体部１０は、生体の被測定部位を圧迫するための流体袋であ
る空気袋２０と、空気袋２０の外側に環状に巻き回されることによって径方向に弾性変形
可能に構成された可撓性部材としてのカーラ２２と、これら空気袋２０およびカーラ２２
が内部に収容される収容袋１２と、周方向に延在する収容袋１２の長手方向における略中
央部外側に取付けられるベース体１４と、カーラ２２を拡径または縮径させる拡縮機構（
詳細は後述）とを主に備えている。
【００２５】
　空気袋２０は、膨縮可能な袋状の部材からなり、たとえば２枚の樹脂フィルムを重ね合
わせてその周縁を溶着することによって形成される。空気袋２０の内腔は、図示しないニ
ップルを介してゴムチューブ６０（図１参照）に接続されており、ゴムチューブ６０は、
図示しない血圧計本体に接続される。空気袋２０の内腔は、測定時において血圧計本体に
内蔵された加圧ポンプおよび負圧ポンプ等によって加減圧され、これによって空気袋２０
が膨張および収縮する。
【００２６】
　カーラ２２は、たとえばポリプロピレン等の樹脂部材にて形成されており、自身の環状
形態を保持するとともに、径方向に弾性変形可能に構成されている。カーラ２２は、非装
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着時において後述するベルト３１によって縮径状態に維持されており、径方向外側に向か
って広がる方向に付勢されている。なお、上述の空気袋２０およびカーラ２２は、上記の
とおり、たとえば布等に代表される低摩擦部材にて形成された収容袋１２内に収容されて
いる。
【００２７】
　ベース体１４は、収容袋１２の外周面あるいはカーラ２２の外周面に固着された下部プ
レート１４ａと、下部プレート１４ａの外周面を覆うように下部プレート１４ａに取付け
られる上部プレート１４ｂとからなり、これら下部プレート１４ａおよび上部プレート１
４ｂからなるベース体１４の内部には、間隙が設けられている。
【００２８】
　図３（ａ）および図３（ｂ）は、本実施の形態における血圧計用カフの拡縮機構の構成
および動作を説明するための図であり、図３（ａ）は、非装着時における拡縮機構の概略
上面図であり、図３（ｂ）は、非装着時における拡縮機構の概略斜視図である。また、図
４（ａ）および図４（ｂ）は、本実施の形態における血圧計用カフの拡径動作を説明する
ための図であり、図４（ａ）は、拡径時における拡縮機構の概略上面図であり、図４（ｂ
）は、拡径時における拡縮機構の概略斜視図である。なお、理解を容易とするために、こ
れらの図においては、上述の収容袋１２、ベース体１４の上部プレート１４ｂならびに把
手部５０の図示は省略している。
【００２９】
　まず、図３（ａ）および図３（ｂ）を参照して、本実施の形態における血圧計用カフの
拡縮機構の構成について説明する。図３（ａ）および図３（ｂ）に示すように、本実施の
形態における血圧計用カフ１Ａの拡縮機構は、カーラ２２の外側に巻き回された締付け帯
であるベルト３１と、ベルト３１の周方向端部のそれぞれに取付けリング３７，３８を介
して取付けられ、カフ本体部１０の周方向に沿って移動可能な一対の可動部材であるスラ
イダ３２，３３と、スライダ３２，３３を弾性的に連結する弾性体としての第１のバネ３
４と、把手部５０に設けられた押し釦５１に連動してスライダ３２，３３を移動不能にロ
ックするロック部材としてのスライドロック３５と、このスライドロック３５を一方向に
向かって弾性付勢する第２のバネ３６とによって主に構成されている。これら拡縮機構を
構成する機械要素のうち、スライダ３２，３３、第１のバネ３４、スライドロック３５お
よび第２のバネ３６等は、上述のベース体１４の下部プレート１４ａと上部プレート１４
ｂとの間に形成された間隙に配置されている。
【００３０】
　ベルト３１の一端は、取付けリング３７に固定されており、他端は取付けリング３８に
挿通されて外側に向かって折り返されている。ベルト３１の折り返された部分は、面ファ
スナ３１ａ（図２参照）を介してベルト３１の折り返されていない部分に固定されており
、これによってベルト３１の長さが調節可能に構成されている。このベルト３１は、伸縮
し難い素材を用いて形成されており、非装着時においてカーラ２２の弾性力に抗してカー
ラ２２を縮径状態に維持している。
【００３１】
　スライドロック３５は、ベース体１４の下部プレート１４ａ上に配設されており、下部
プレート１４ａの主面上に形成されたガイドリブ１５ａによってその移動方向が図中に示
す矢印Ｘ１およびＸ２方向に制限されている。スライドロック３５の移動方向における一
方端には、把手部５０の押し釦５１に当接する当接部３５ａが形成されている。また、ス
ライドロック３５の移動方向における他方端は、下部プレート１４ａの主面上に形成され
たリブ１５ｂに嵌め込まれた第２のバネ３６に当接している。
【００３２】
　スライダ３２，３３は、スライドロック３５と同様に、ベース体１４の下部プレート１
４ａの主面上に配設されており、下部プレート１４ａの主面上に形成されたガイドリブ１
５ｃ，１５ｄによってそれぞれその移動方向が図中に示す矢印Ｙ１およびＹ２方向に制限
されている。スライダ３２，３３の各々の先端部には、突起部３２ａ，３３ａがそれぞれ
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設けられており、これら突起部３２ａ，３３ａは、第１のバネ３４によって連結されてい
る。これにより、スライダ３２，３３が弾性的に接続されている。
【００３３】
　スライドロック３５は、スライダ３２，３３に形成された係合溝３２ｂ，３３ｂに係合
する一対の係合突起３５ｂと、スライダ３２，３３の先端部に形成された湾曲部３２ｃ，
３３ｃに当接可能に構成された一対のテーパ部３５ｃとを有している。なお、スライダ３
２，３３に設けられた係合溝３２ｂ，３３ｂは、カフ本体部１０の周方向において、それ
ぞれ複数個整列して設けられている。
【００３４】
　次に、図３（ａ）および図３（ｂ）ならびに図４（ａ）および図４（ｂ）を参照して、
本実施の形態における血圧計用カフ１Ａにおける拡径動作について説明する。血圧計用カ
フ１Ａの非装着時においては、把手部５０に設けられた押し釦５１が被験者によって押下
されていない状態にあるため、スライドロック３５は、図３（ａ）および図３（ｂ）に示
す位置にあり、図中に示す矢印Ｘ２方向に第２のバネ３６によって付勢されている。この
状態において、スライドロック３５に設けられた一対の係合突起３５ｂは、スライダ３２
，３３に設けられた係合溝３２ｂ，３３ｂにそれぞれ係合している。これにより、スライ
ダ３２，３３は、移動不能にロックされている。
【００３５】
　上記の状態において、被験者が血圧計用カフ１Ａを被測定部位である上腕に装着するた
めに、把手部５０を把持して押し釦５１を押下すると、図４（ａ）および図４（ｂ）に示
すように、押し釦５１がスライドロック３５に設けられた当接部３５ａに当接し、スライ
ドロック３５を後方に押し下げる。これに伴ってスライドロック３５が第２のバネ３６の
付勢力に抗して図中矢印Ｘ１方向に移動する。この際、スライドロック３５に設けられた
係合突起３５ｂとスライダ３２，３３に設けられた係合溝３２ｂ，３３ｂとの係合が解除
されるとともに、スライドロック３５に設けられたテーパ部３５ｃがスライダ３２，３３
に設けられた湾曲部３２ｃ，３３ｃに当接し、スライダ３２，３３を押し下げる。その結
果、スライダ３２，３３が、第１のバネ３４の付勢力に抗して互いに離間する方向（すな
わち、スライダ３２にあっては図中矢印Ｙ１方向、スライダ３３にあっては図中矢印Ｙ２
方向）に移動する。
【００３６】
　以上の拡径動作に伴い、スライダ３２，３３に取付けリング３７，３８を介して取付け
られたベルト３１が緩み、カフ本体部１０の周方向に沿って広がることになる。これによ
り、カーラ２２が径方向外側に向かって広がろうとする自身の弾性力によって拡径し、カ
フ本体部１０の中空部の断面積が拡大する。なお、このカーラ２２の縮径状態が解除され
た拡径状態は、被験者が押し釦５１を押下したままの状態を維持する限り持続される。
【００３７】
　図５は、本発明の実施の形態１における血圧計用カフを上腕に装着する装着作業を説明
するための模式図である。図５に示すように、被験者が把手部５０を右手１００で把持し
、把手部５０に設けられた押し釦５１を右手１００の親指１０１で押下した状態において
は、上述のとおり、カーラ２２が拡径した状態にあり、カフ本体部１０の中空部は広がっ
た状態にある。この状態において、被験者は、カフ本体部１０の中空部内に図中矢印Ａ方
向に向かって、操作した右手１００とは異なる方の手である左手２００を挿入する。そし
て、カフ本体部１０を左手２００の上腕の所定の位置にあてがい、押し釦５１を押下して
いる右手１００の親指１０１を押し釦５１から離すことにより、押し釦５１の押下の解除
を行なう。
【００３８】
　図６（ａ）および図６（ｂ）は、本実施の形態における血圧計用カフにおいて、上述の
押し釦の解除を行なった際の拡縮機構の縮径動作を説明するための図であり、図６（ａ）
は、縮径動作の途中状態を示す拡縮機構の概略上面図であり、図６（ｂ）は、縮径動作の
完了後を示す拡縮機構の概略上面図である。以下において、これらの図を参照して、本実
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施の形態における拡縮機構の縮径動作について説明する。
【００３９】
　図６（ａ）に示すように、被験者が血圧計用カフ１Ａを被測定部位である上腕に装着す
るために、押し釦５１の押下を解除すると、押し釦５１とスライドロック３５に設けられ
た当接部３５ａとの当接が解除され、第２のバネ３６の有する弾性力によってスライドロ
ック３５が図中矢印Ｘ２方向に向かって移動し始める。この際、スライドロック３５に設
けられたテーパ部３５ｃとスライダ３２，３３に設けられた湾曲部３２ｃ，３３ｃの当接
も同時に解除されるため、第１のバネ３４の弾性力により、スライダ３２，３３が互いに
近接する方向（すなわち、スライダ３２にあっては図中矢印Ｙ２方向、スライダ３３にあ
っては図中矢印Ｙ１方向）に移動する。
【００４０】
　スライダ３２，３３の移動に伴い、取付けリング３７，３８を介してスライダ３２，３
３に取付けられたベルト３１の両端部が引き寄せられる。これに伴い、ベルト３１がカー
ラ２２の有する弾性力に抗してカーラ２２を縮径させ、カフ本体部１０の中空部の断面積
を縮小させる。しかしながら、カフ本体部１０の中空部内には被測定部位である上腕が位
置しているため、カーラ２２の縮径は上腕によって阻害されることになり、所定量縮径し
た時点でそれ以上縮径しなくなる。この結果、ベルト３１の締付けもそれ以上進まなくな
り、取付けリング３７，３８の移動も停止する。
【００４１】
　一方、図６（ｂ）に示すように、第２のバネ３６によるスライドロック３５の移動は引
き続き行なわれるため、スライドロック３５がベース体１４の下部プレート１４ａに設け
られたガイドリブ１５ａに当接するまで移動する。この際、スライドロック３５に設けら
れた一対の係合突起３５ｂは、スライダ３２，３３に整列して設けられた複数の係合溝３
２ｂ，３３ｂのうちの所定の溝に係合し、これによってスライダ３２，３３がスライドロ
ックによってロックされ、移動不能の状態となる。その結果、上腕に対するベルト３１の
締付け力が一定に保たれるようになり、カーラ２２よって適度な押圧力にて空気袋２０が
上腕に対して押圧されることになる。
【００４２】
　図７は、本実施の形態における血圧計用カフを上腕に装着した状態を示す斜視図である
。被験者が上述の一連の作業を行なうことにより、カフ本体部１０に内蔵された拡縮機構
が上述のとおり動作し、図７に示す如く、被験者の上腕にカフ本体部１０が適度な締付け
力によって装着されるようになる。この状態において血圧計本体からゴムチューブ６０を
介して加圧空気が送圧されることにより、空気袋２０によって上腕が締付けられ、上腕の
内部に位置する動脈が圧迫されて血圧値の測定が可能になる。
【００４３】
　以上において説明した本実施の形態における血圧計用カフ１Ａにあっては、拡縮機構を
構成するベルト３１、スライダ３２，３３、第１のバネ３４、スライドロック３５、第２
のバネ３６、取付けリング３７，３８等の各機械要素が互いに連動して動作することによ
り、可撓性部材であるカーラ２２を拡径または縮径させたり、カーラ２２が縮径した状態
を維持させたりする。すなわち、これら拡縮機構を構成する機械要素の一部または全部が
、カーラ２２を縮径状態に維持する縮径状態維持手段や、カーラ２２を拡径状態に開放す
る拡径状態解除手段、拡径状態にあるカーラ２２を強制的に縮径させる強制縮径手段とし
て機能する。そして、これら縮径状態維持手段や縮径状態解除手段、強制縮径手段を構成
する各機械要素は、いずれも把手部５０に設けられた操作部としての押し釦５１の操作に
連動して動作する。
【００４４】
　上述の本実施の形態における血圧計用カフ１Ａにおいては、拡縮機構の動作を切り換え
るための操作部である押し釦５１が、装着の際に手で把持するための部位である把手部５
０に設けられている。そのため、カフ本体部１０を装着する手とは異なる方の手で把手部
５０の把持と押し釦５１の操作とを同時に行なうことが可能になる。したがって、片手で
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血圧計用カフ１Ａを被測定部位である上腕にワンタッチで装着させることが可能であり、
装着の際の取扱い性にも優れたものとなる。その結果、比較的力の弱い高齢者や女性等に
とっても容易に装着が行なえるようになる。また、装着が容易に行なえるため、上腕の適
切な位置にカフ本体部１０を位置決めして装着させることが比較的簡単に行なえるように
なり、装着位置ずれによる測定誤差の発生が減少し、正確な血圧値の測定が可能になる。
さらには、装着時においても、カーラ２２によって適度な押圧力にて空気袋２０が上腕に
対して押し付けられるため、正確な血圧値を再現性よく測定することが可能になる。した
がって、上記構成の血圧計用カフ１Ａとすることにより、容易に装着が可能で、精度よく
かつ安定的に血圧値の測定が可能な血圧計用カフとすることができる。
【００４５】
　また、本実施の形態における血圧計用カフ１Ａにあっては、カフ本体部１０が巻き付け
られる上腕の動脈位置に対応した部分のカフ本体部１０の外周面に、把手部５０が設けら
れていることが好ましい。このように構成することにより、把手部を目印にカフ本体部１
０の位置決めが行なえるようになるため、上述の適切な位置への装着が容易に行なえるよ
うになる。
【００４６】
　また、本実施の形態における血圧計用カフ１Ａにおいては、カフ本体部１０が上腕に装
着された状態において、把手部５０を右手１００で把持するととともに押し釦５１を右手
１００の親指１０１で押下することによりカーラ２２を拡径させ、カフ本体部１０を左手
２００から取り外し、その後押し釦５１の押下を解除することにより、血圧計用カフ１Ａ
を被測定部位である上腕からワンタッチで外すことが可能である。したがって、装着の際
の取扱い性のみならず、取り外しの際の取扱い性にも優れたものとなる。
【００４７】
　なお、上述の実施の形態１における血圧計用カフ１Ａにおいては、操作部を押し釦にて
構成した場合を例示して説明を行なったが、押し釦に代えてスライド式の釦とすることも
可能であるし、ダイヤル式の釦とすることも可能である。また、後述する実施の形態２に
おいて示すレバーとすることも可能である。さらには、上述の実施の形態１における血圧
計用カフ１Ａにおいては、操作部である押し釦を、把手部の親指で操作できる位置に設け
た場合を例示して説明を行なったが、特にこの位置に限定されるものではなく、把手部の
他の位置に設けてもよい。また、操作部の配置位置は必ずしも把手部に限定されるもので
はなく、把手部近傍のカフ本体部であってもよい。いずれにせよ、把手部を把持した状態
において、把手部を把持した方の手で操作可能な位置であれば、どのような位置に操作部
が設けられていてもよい。
【００４８】
　また、拡縮機構の構成は、上述の如くの構成に限定されるものではなく、様々な構成を
採用することが可能であり、操作部の操作に連動して可撓性部材であるカーラを拡径また
は縮径させることができるものであれば、どのような構成の拡縮機構としてもよい。
【００４９】
　さらには、必ずしも一回の操作（押し釦の押下とその解除）に連動して拡径動作および
縮径動作の両方が行われるように構成する必要もなく、たとえば、一度操作することによ
って拡径動作が行なわれ、もう一度操作することによって縮径動作が行なわれるように構
成してもよいし、これら拡径動作および縮径動作を別々の押し釦にそれぞれ連動させるよ
うに構成してもよい。
【００５０】
　（実施の形態２）
　図８は、本発明の実施の形態２における血圧計用カフの外観構造を示す斜視図である。
また、図９は、図８に示す血圧計用カフの図中ＩＸ－ＩＸ線に沿った模式断面図である。
まず、図８および図９を参照して、本実施の形態における血圧計用カフの全体構造につい
て説明する。
【００５１】
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　図８および図９に示すように、本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂは、被測定部位
である上腕に対して巻き付けられることによって生体に装着されるカフ本体部１０と、カ
フ本体部１０の外周面に設けられ、装着の際に手で把持するための部位である把手部５０
とを備えている。カフ本体部１０は、上腕が挿入可能となるように筒状に巻き回されて形
成されており、周方向における所定位置に、上腕を挿入するためのスリット部を有してい
る。把手部５０は、この筒状に巻き回されたカフ本体部１０の軸線と平行な方向に延在す
るように、後述するカーラ２２の分割体２２ａ～２２ｅのうちの周方向中央部に位置する
分割体２２ｃから外側に向かって突出して設けられている。なお、図８に示すように、把
手部５０の所定位置には、後述する拡縮機構の動作を切り換えるための操作部であるレバ
ー５２が設けられている。
【００５２】
　図９に示すように、カフ本体部１０は、生体の被測定部位を圧迫するための流体袋であ
る空気袋２０と、空気袋２０の外側に環状に巻き回されることによって径方向に弾性変形
可能に構成された可撓性部材としてのカーラ２２と、これら空気袋２０およびカーラ２２
が内部に収容される収容袋１２と、カーラ２２を拡径または縮径させる拡縮機構とを主に
備えている。
【００５３】
　空気袋２０は、膨縮可能な袋状の部材からなり、たとえば２枚の樹脂フィルムを重ね合
わせてその周縁を溶着することによって形成される。空気袋２０の内腔は、図示しないニ
ップルを介してゴムチューブ６０（図８参照）に接続されており、ゴムチューブ６０は、
図示しない血圧計本体に接続される。空気袋２０の内腔は、測定時において血圧計本体に
内蔵された加圧ポンプおよび負圧ポンプ等によって加減圧され、これによって空気袋２０
が膨張および収縮する。
【００５４】
　カーラ２２は、たとえばポリプロピレン等の樹脂部材や金属板などによって形成された
複数の分割体と、これら分割体を連結するヒンジおよび弾性体とで形成されており、自身
の環状形態を保持するとともに、径方向に弾性変形可能に構成されている。より具体的に
は、本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂのカーラ２２にあっては、周方向において分
割された５つの分割体２２ａ～２２ｅと、これら隣り合う５つの分割体２２ａ～２２ｅを
接続するヒンジ２３（図１０参照）と、これら隣り合う５つの分割体２２ａ～２２ｅを相
互に連結する弾性体である連結バネ２４（図１０参照）とによって構成されている。なお
、上述の空気袋２０およびカーラ２２は、上記のとおり、たとえば布等に代表される低摩
擦部材にて形成された収容袋１２内に収容されている。収容袋１２は、装着時において周
方向の両端部が重なり合うように、面ファスナ１２ａが外周面に設けられた一方端側とは
反対側の他方端側に余剰部分を有している。
【００５５】
　拡縮機構は、カーラ２２の外側を沿うように張り巡らされた線状または帯状の部材であ
るワイヤ４１と、このワイヤ４１の略中央部をカーラ２２の外表面から遠ざかる方向に向
かって引き上げる引張手段としての回動部４２とによって主に構成されている。回動部４
２は、把手部５０内に収容された鈎形状の部材からなり（図１２（ａ）および図１２（ｂ
）参照）、その柄に相当する部分は、上述のレバー５２と一体的に動作する。回動部４２
は、カーラ２２の周方向中央部に位置する分割体２２ｃの外周面から立設して設けられた
一対の支持部２２ｃ１に挿通された支持軸４３に対して回動自在に取付けられており、同
じく支持軸４３に挿通されたスペーサ４４ａと戻しバネ４４ｂとに挟み込まれている。戻
しバネ４４ｂは、支持軸４３によって回動自在に支持された回動部４２が所定方向に回動
した際に、回動部４２を元の位置へと復帰させるように回動部４２を所定の回転方向に付
勢する手段である。支持軸４３に取付けられた回動部４２の回動中心を挟んで回動部４２
の柄に相当する部分と反対側の回動部４２の端部には、引張部４２ａ１が設けられている
。
【００５６】
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　上記引張部４２ａ１の上部所定位置には、切り欠き４２ａ２が設けられており、この切
り欠き４２ａ２に上述のワイヤ４１が引っ掛けられている（図１２（ａ）および図１２（
ｂ）参照）。ワイヤ４１は、両端が外側に向かって引っ張られた場合にも伸縮し難い部材
にて形成されていることが好ましく、たとえば弾性係数の小さい金属材料や樹脂材料にて
形成される。ワイヤ４１は、カーラ２２の周方向端部に位置する分割体２２ａおよび２２
ｅに設けられた止め部２２ａ１および２２ｅ１にその両端が取付けられており、分割体２
２ｃの外周面に設けられたガイド部４５に挿通されている。
【００５７】
　図１０および図１１は、本実施の形態における血圧計用カフの拡縮機構の構成および拡
径動作を説明するための図である。また、図１２は、本実施の形態における血圧計用カフ
の把手部の内部構造とレバーに連動して動作する拡縮機構の要部とを示す概略斜視図であ
り、図１２（ａ）は、レバーを操作していない状態を示す図であり、図１２（ｂ）は、レ
バーを操作した状態を示す図である。以下においては、これらの図を参照して、本実施の
形態における血圧計用カフの拡径動作について説明する。なお、理解を容易とするために
、これらの図においては、上述の収容袋１２および空気袋２０の図示は省略している。
【００５８】
　図１０に示すように、血圧計用カフ１Ｂの非装着時においては、把手部５０に設けられ
たレバー５２が被験者によって操作されていない状態にあるため、カーラ２２の外側に沿
うように配置されたワイヤ４１は、引張手段としての回動部４２によって特に引っ張り上
げられていない状態にある（図１２（ａ）参照）。そのため、カーラ２２には特に外力が
加えられておらず、縮径した状態にある。
【００５９】
　上記の状態において、被験者が血圧計用カフ１Ｂを被測定部位である上腕に装着するた
めに、把手部５０を把持してレバー５２を操作すると、図１２（ｂ）に示すように、把手
部５０内に収容されている回動部４２の柄の部分が図中矢印Ｂ方向に引き上げられ、回動
部４２が支持軸４３を基点に回動する。これに伴い、回動部４２の引張部４２ａ１も図中
矢印Ｂ方向に回動し、これによってワイヤ４１の略中央部が分割体２２ｃの外表面から遠
ざかる方向に引き上げられ、ワイヤ４１の両端部が図中矢印Ｃ方向に向かって引っ張り上
げられる。このワイヤ４１の引き上げにより、ワイヤ４１の両端に固定された分割体２２
ａ，２２ｅがそれぞれ連結バネ２４の弾性力に抗して径方向外側に向かって広げられ、こ
の動作に追従して分割体２２ｂおよび２２ｄも径方向外側に広がる。以上により、カーラ
２２を構成する分割体２２ａ，２２ｂ，２２ｄ，２２ｅが径方向外側に開くことによって
カーラ２２が拡径し、カフ本体部１０の中空部の断面積が拡大する。なお、このカーラ２
２の縮径状態が解除された拡径状態は、被験者がレバー５２を操作したままの状態を維持
する限り持続される。
【００６０】
　図１３は、本発明の実施の形態２における血圧計用カフを上腕に装着する装着作業を説
明するための模式図である。図１３に示すように、被験者が把手部５０を右手１００で把
持し、把手部５０に設けられたレバー５２を右手１００の親指を除く指で操作した状態に
おいては、上述のとおり、カーラ２２が拡径した状態にあり、カフ本体部１０の中空部は
広がった状態にある。この状態において、被験者は、左手２００の上腕をカフ本体部１０
のスリット部を介して中空部内に挿入し、カフ本体部１０を左手２００の上腕の所定位置
にあてがう。そして、レバー５２を操作している右手１００の親指以外の指に加えている
力を抜くことによってレバー５２を元の位置に復帰させ、レバー５２の操作を解除する。
【００６１】
　これに伴い、引張手段である回動部４２の引張部４２ａ１によるワイヤ４１の引き上げ
が解除されるため、拡径状態にあったカーラ２２は、自身の有する弾性力によって縮径し
、カフ本体部１０の中空部の断面積は縮小する。しかしながら、カフ本体部１０の中空部
内には被測定部位である上腕が位置しているため、カーラ２２の縮径は上腕によって阻害
されることになり、所定量縮径した時点でそれ以上縮径しなくなる。その結果、カーラ２
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２によって適度な押圧力にて空気袋２０が上腕に対して押圧された状態が得られる。この
状態が得られた後、被験者は、把手部５０から右手１００を離し、収容袋１２の余剰部分
を上腕に巻き付け、面ファスナ１２ａに収容袋１２の余剰部分を固定することによって、
上記状態の維持を図る。
【００６２】
　図１４は、本実施の形態における血圧計用カフを上腕に装着した状態を示す斜視図であ
る。被験者が上述の一連の作業を行なうことにより、カフ本体部１０に内蔵された拡縮機
構が上述のとおり動作し、図１４に示す如く、被験者の上腕にカフ本体部１０が適度な締
付け力によって装着されるようになる。この状態において血圧計本体からゴムチューブ６
０を介して加圧空気が送圧されることにより、空気袋２０によって上腕が締付けられ、上
腕の内部に位置する動脈が圧迫されて血圧値の測定が可能になる。
【００６３】
　以上において説明した本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂにあっては、拡縮機構を
構成するワイヤ４１、回動部４２等の各機械要素が互いに連動して動作することにより、
可撓性部材であるカーラ２２を拡径させたり、縮径させたりする。すなわち、これら拡縮
機構を構成する機械要素が、カーラ２２を強制的に拡径させる強制拡径手段として機能す
る。そして、この強制拡径手段を構成する各機械要素は、いずれも把手部５０に設けられ
た操作部としてのレバー５２の操作に連動して動作する。
【００６４】
　上述の本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂにおいては、拡縮機構の動作を切り換え
るための操作部であるレバー５２が、装着の際に手で把持するための部位である把手部５
０に設けられている。そのため、カフ本体部１０を装着する手とは異なる方の手で把手部
５０の把持とレバー５２の操作とを同時に行なうことが可能になる。したがって、片手で
血圧計用カフ１Ｂを被測定部位である上腕にワンタッチで装着させることが可能であり、
装着の際の取扱い性にも優れたものとなる。その結果、比較的力の弱い高齢者や女性等に
とっても容易に装着が行なえるようになる。また、装着が容易に行なえるため、上腕の適
切な位置にカフ本体部１０を位置決めして装着させることが比較的簡単に行なえるように
なり、装着位置ずれによる測定誤差の発生が減少し、正確な血圧値の測定が可能になる。
さらには、装着時においても、カーラ２２によって適度な押圧力にて空気袋２０が上腕に
対して押し付けられるため、正確な血圧値を再現性よく測定することが可能になる。した
がって、上記構成の血圧計用カフ１Ｂとすることにより、容易に装着が可能で、精度よく
かつ安定的に血圧値の測定が可能な血圧計用カフとすることができる。
【００６５】
　また、本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂにあっては、カフ本体部１０が巻き付け
られる上腕の動脈位置に対応した部分のカフ本体部１０の外周面に、把手部５０が設けら
れていることが好ましい。このように構成することにより、把手部を目印にカフ本体部１
０の位置決めが行なえるようになるため、上述の適切な位置への装着が容易に行なえるよ
うになる。
【００６６】
　また、本実施の形態における血圧計用カフ１Ｂにおいては、カフ本体部１０が上腕に装
着された状態において、把手部５０を右手１００で把持するととともにレバー５２を右手
１００の親指以外の指で操作することによりカーラ２２を拡径させ、カフ本体部１０を左
手２００から取り外し、その後レバー５２の操作を解除することにより、血圧計用カフ１
Ｂを被測定部位である上腕からワンタッチで外すことが可能である。したがって、装着の
際の取扱い性のみならず、取り外しの際の取扱い性にも優れたものとなる。
【００６７】
　なお、上述の実施の形態２における血圧計用カフ１Ｂにおいては、操作部をレバーにて
構成した場合を例示して説明を行なったが、レバーに代えてスライド式の釦とすることも
可能であるし、ダイヤル式の釦とすることも可能である。また、前述した実施の形態１に
おいて示す押し釦とすることも可能である。さらには、上述の実施の形態２における血圧
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計用カフ１Ｂにおいては、操作部であるレバーを、把手部の柄の内側に設けた場合を例示
して説明を行なったが、特にこの位置に限定されるものではなく、把手部の他の位置に設
けてもよい。また、操作部の配置位置は必ずしも把手部に限定されるものではなく、把手
部近傍のカフ本体部であってもよい。いずれにせよ、把手部を把持した状態において、把
手部を把持した方の手で操作可能な位置であれば、どのような位置に操作部が設けられて
いてもよい。
【００６８】
　また、拡縮機構の構成は、上述の如くの構成に限定されるものではなく、様々な構成を
採用することが可能であり、操作部の操作に連動して可撓性部材であるカーラを拡径また
は縮径させることができるものであれば、どのような構成の拡縮機構としてもよい。また
、上述の構成の如く、カーラを複数の分割体と弾性体とによって構成し、周方向外側に位
置する分割体をワイヤ等の線状または帯状の部材を用いて径方向外側に引っ張り上げる拡
縮機構を採用する場合には、好ましくはカーラを３つ以上の分割体にて構成する。このよ
うに構成することにより、カーラを２つに分割して構成した上述の従来例４における血圧
計用カフに比べ、装着時における取扱い性（特にカーラを拡縮させる際の操作性）に優れ
たものとすることが可能になり、比較的力の弱い高齢者や女性にも扱い易い血圧計用カフ
とすることができる。
【００６９】
　さらには、必ずしも一回の操作（レバーの操作とその解除）に連動して拡径動作および
縮径動作の両方が行われるように構成する必要もなく、たとえば、一度操作することによ
って拡径動作が行なわれ、もう一度操作することによって縮径動作が行なわれるように構
成してもよいし、これら拡径動作および縮径動作を別々の操作部にそれぞれ連動させるよ
うに構成してもよい。
【００７０】
　上述の実施の形態１および２においては、非装着部位を左手の上腕とし、把手部を把持
したり操作部を操作したりする手を右手とした場合を例示して説明を行なったが、当然に
非装着部位を右手の上腕とし、把手部を把持したり操作部を操作したりする手を左手とす
ることも可能である。また、上述の実施の形態１および２においては、血圧計用カフとし
て、血圧値の測定に際して上腕に装着されるいわゆる上腕式の血圧計用カフを例示して説
明を行なったが、特にこれに限定されるものではなく、血圧値の測定際して手首に装着さ
れるいわゆる手首式の血圧計用カフや、血圧値の測定際して足首に装着されるいわゆる足
首式の血圧計用カフ等にも当然に適用が可能である。
【００７１】
　このように、今回開示した上記各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。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範
囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施の形態１における血圧計用カフの外観構造を示す斜視図である。
【図２】図１に示す血圧計用カフの図中ＩＩ－ＩＩ線に沿った模式断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１における血圧計用カフの拡縮機構の構成および動作を説明
するための図であり、（ａ）は、非装着状態における拡縮機構の概略上面図であり、（ｂ
）は、非装着状態における拡縮機構の概略斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１における血圧計用カフの拡縮機構の構成および動作を説明
するための図であり、（ａ）は、拡径時の拡縮機構の概略上面図であり、（ｂ）は、拡径
時の拡縮機構の概略斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１における血圧計用カフを上腕に装着する装着作業を説明す
るための模式図である。
【図６】本発明の実施の形態１における血圧計用カフにおいて、上述の押し釦の解除を行
なった際の拡縮機構の縮径動作を説明するための図であり、図６（ａ）は、縮径動作の途
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中状態を示す拡縮機構の概略上面図であり、図６（ｂ）は、縮径動作の完了後を示す拡縮
機構の概略上面図である。
【図７】本発明の実施の形態１における血圧計用カフを上腕に装着した状態を示す斜視図
である。
【図８】本発明の実施の形態２における血圧計用カフの外観構造を示す斜視図である。
【図９】図８に示す血圧計用カフの図中ＩＸ－ＩＸ線に沿った模式断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態２における血圧計用カフの拡縮機構の構成および拡径動作
を説明するための図である。
【図１１】本発明の実施の形態２における血圧計用カフの拡縮機構の構成および拡径動作
を説明するための図である。
【図１２】本発明の実施の形態２における血圧計用カフの把手部の内部構造とレバーに連
動して動作する拡縮機構の要部を示す概略斜視図であり、図１２（ａ）は、レバーを操作
していない状態を示す図であり、図１２（ｂ）は、レバーを操作した状態を示す図である
。
【図１３】本発明の実施の形態２における血圧計用カフを上腕に装着する装着作業を説明
するための模式図である。
【図１４】本発明の実施の形態２における血圧計用カフを上腕に装着した状態を示す斜視
図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１Ａ，１Ｂ　血圧計用カフ、１０　カフ本体部、１２　収容袋、１２ａ　面ファスナ、
１４　ベース体、１４ａ　下部プレート、１４ｂ　上部プレート、１５ａ，１５ｃ，１５
ｄ　ガイドリブ、１５ｂ　リブ、２０　空気袋、２２　カーラ、２２ａ～２２ｅ　分割体
、２２ａ１，２２ｅ１　止め部、２２ｃ１　支持部、２３　ヒンジ、２４　連結バネ、３
１　ベルト、３１ａ　面ファスナ、３２，３３　スライダ、３２ａ，３３ａ　突起部、３
２ｂ，３３ｂ　係合溝、３２ｃ，３３ｃ　湾曲部、３４　第１のバネ、３５　スライドロ
ック、３５ａ　当接部、３５ｂ　係合突起、３５ｃ　テーパ部、３６　第２のバネ、３７
，３８　取付けリング、４１　ワイヤ、４２　回動部、４２ａ１　引張部、４２ａ２　切
り欠き、４３　シャフト、４４ａ　スペーサ、４４ｂ　戻しバネ、４５　ガイド部、５０
　把手部、５１　押し釦、６０　ゴムチューブ、１００　右手、１０１　親指、２００　
左手。
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