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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透過又は反射方式で電磁波によって脈拍、血液、組織及び／又は皮膚のパラメータを測
定する医療センサであり、少なくとも１つのトランスミッタ素子と少なくとも１つのレシ
ーバ素子とを担持するストリップ形及び／又はバンド形の担持部を持つ医療センサであっ
て、前記担持部が、患者の体部位と接触するよう設けられる内面上に、互いから間隔をお
いて配置され、測定中前記体部位に付着する少なくとも２つの粘着体を持ち、前記内面の
残部が、基本的に前記体部位に対して非粘着性のものであるよう設計され、
前記２つの粘着体のうち、
第１粘着体が前記少なくとも１つのトランスミッタ素子を覆い、
第２粘着体が前記少なくとも１つのレシーバ素子を覆い、
前記２つの粘着体が、前記少なくとも１つのトランスミッタ素子によって発せられる前記
波に対して透過性があり、
前記少なくとも１つのトランスミッタ素子が前記担持部内に配設され、トランスミッタ開
口部が前記担持部内に作成され、測定中前記トランスミッタ開口部を介して前記少なくと
も１つのトランスミッタ素子が波を発し、前記第１粘着体が前記トランスミッタ開口部内
に配設され、且つ／又は
前記少なくとも１つのレシーバ素子が前記担持部内に配設され、レシーバ開口部が前記担
持部内に作成され、測定中前記レシーバ開口部を介して前記少なくとも１つのレシーバ素
子が波を受け取り、前記第２粘着体が前記レシーバ開口部内に配設されることを特徴とす
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る医療センサ。
【請求項２】
　－　前記第１粘着体が前記少なくとも１つのトランスミッタ素子に付着し、且つ／又は
－　前記第２粘着体が前記少なくとも１つのレシーバ素子に付着することを特徴とする請
求項１に記載のセンサ。
【請求項３】
　－　前記第１粘着体が前記トランスミッタ開口部を完全に満たし、且つ／又は
－　前記第２粘着体が前記レシーバ開口部を完全に満たすことを特徴とする請求項１又は
２に記載のセンサ。
【請求項４】
　前記粘着体がゲル様の粘着剤から成ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項
に記載のセンサ。
【請求項５】
　前記粘着体が、前記センサの予め定められた耐用期間の間硬化させられず、且つ硬化し
ない粘着剤から成ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項６】
　前記担持部が、復元力が該担持部の前記内面を前記体部位に押し付けるように、該担持
部が該体部位にあてがわれる時に圧縮され得るように、該担持部の厚さの方向に弾性圧縮
可能であるよう設計されることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のセン
サ。
【請求項７】
　前記担持部が、多層構造を持ち、２つの織布層の間に前記厚さの方向に弾性圧縮され得
る少なくとも１つの発泡材料層を持ち、前記２つの織布層の一方が前記担持部の前記内面
を形成し、前記２つの織布層の他方が前記担持部の外面を形成することを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項８】
　－　前記担持部が、該担持部の前記内面を形成する第１織布層を持ち、前記第１織布層
上に前記厚さの方向に弾性圧縮され得る第１発泡材料層が配設され、前記第１発泡材料層
上に前記厚さの方向に弾性圧縮され得る第２発泡材料層が配設され、前記第２発泡材料層
上に前記担持部の外面を形成する第２織布層が配設され、
－　前記少なくとも１つのトランスミッタ素子及び前記少なくとも１つのレシーバ素子が
、前記発泡材料層の間に配設され、
－　前記第１織布層及び前記第１発泡材料層がトランスミッタ開口部及びレシーバ開口部
を持ち、伝送中、前記トランスミッタ開口部及び前記レシーバ開口部を介して、前記少な
くとも１つのトランスミッタ素子が波を発し、前記少なくとも１つのレシーバ素子が波を
受け取ることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項９】
　－　前記少なくとも１つのトランスミッタ素子及び前記少なくとも１つのレシーバ素子
が、第１接着膜と第２接着膜との間に配設され、
－　前記接着膜が前記発泡材料層の間に配設され、
－　前記第１接着膜がトランスミッタ開口部及びレシーバ開口部を持つことを特徴とする
請求項８に記載のセンサ。
【請求項１０】
　多層の前記担持部の前記層が互いに接着接合及び／又は熱接合されることを特徴とする
請求項７乃至９のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項１１】
　前記担持部が、フックを持つフック素子とループを持つループ素子とを備える留め具を
持つことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項１２】
　前記フック素子が、一方の端部において、前記発泡材料層の間、又は前記接着膜の間に
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配設され、他方の端部において、前記発泡材料層より先に突出する舌部として設計される
ことを特徴とする請求項１１に記載のセンサ。
【請求項１３】
　前記ループ素子が、前記担持部の前記外面を形成する前記第２織布層の上面によって形
成されることを特徴とする請求項１１又は１２に記載のセンサ。
【請求項１４】
　－　前記少なくとも１つのトランスミッタ素子と前記少なくとも１つのレシーバ素子と
が、前記担持部上の、該担持部の長手方向中心線上に配設され、該担持部の前記長手方向
に互いから間隔をおいて配置され、
－　前記担持部が、該担持部の長手方向に対して前記少なくとも１つのトランスミッタ素
子と前記少なくとも１つのレシーバ素子との間の中心に、対向して位置する２つの側方切
欠きを持つことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか一項に記載のセンサ。
【請求項１５】
　側部へ突き出る突起部が前記担持部上に形成され、前記少なくとも１つのトランスミッ
タ素子及び前記少なくとも１つのレシーバ素子に通じる突出ケーブルが前記突起部に取り
付けられることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか一項に記載のセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前置部の特徴を持つ、透過又は反射方式で電磁波によって脈拍、
血液、組織及び／又は皮膚のパラメータを測定する医療センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　手術中又は集中治療室内に在室中には、とりわけ、患者の肺機能、代謝及び心拍数をチ
ェック及びモニタするのが得策であり得る。これは、例えば、酸素飽和度及び脈拍数を測
定することによって成し遂げられ得る。このために、上記のタイプのセンサが用いられ、
これによって、脈拍から導き出される動脈血酸素飽和度の測定が、光電透過測定又は光電
反射測定を用いて成し遂げられ得る。このようなセンサは、通常、例えば赤外光を発する
ことが出来る発光ダイオードＬＥＤ及び赤色光を発することが出来るＬＥＤである少なく
とも１つのトランスミッタを有し、通常フォトダイオードである少なくとも１つのレシー
バも有する。更に、このようなセンサは、患者の体部位上に、例えば、指、足指、手又は
足の上に望ましいようにトランスミッタ及びレシーバを配置する組立て担持体(carrier
assembly)を有する。
【０００３】
　センサでは、一回しか用いられ得ない使い捨てのセンサと、使用後その都度使い捨て部
分が取り替えられ得る半再利用可能センサと、何回も測定を実行するのに用いられ得る再
利用可能センサとの区別がなされる。再利用可能センサでは、次々に別の患者に用いられ
得る再利用可能センサと、何回も用いられ得るが、同じ患者にしか用いられ得ない再利用
可能センサとの区別もなされ得る。
【０００４】
　欧州特許公報第EP 0 127 947 B1号及び米国特許公報第US 5,891,026号は、いずれの場
合にも、各々の測定のために、指、足指、手又は足のまわりに巻かれるストリップ形又は
バンド形の担持部を持つ上記のタイプのセンサを開示している。
【０００５】
　米国特許公報第US 5,891,026号に開示されているセンサの場合には、センサは、マジッ
クテープ(Velcro fastening)（フック・ループ留め具(hook and loop fastening)）によ
って各々の体部位に取り付けられる。この場合には、各々の体部位に当たる担持部の内面
は、完全に非粘着性であるよう設計される。この設計のおかげで、このセンサは同じ患者
において何回も用いられ得る。このセンサでは、じかに各々の体部位に担持部を固定する
ことがなく、故に、患者が故意に又は無意識に動く場合に、担持部が体部位に対して滑り
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、この結果、測定が損なわれる危険性がある。
【０００６】
　欧州特許公報第EP 0 127 947 B1号に開示されているセンサの場合には、各々の体部位
に当たる担持部の内面は、全体として、じかに体部位に担持部を固定する粘着面として設
計される。粘着性センサとも呼ばれるこのセンサは、各々の測定のために体部位にしっか
りと固定される。しかしながら、このような粘着性センサは一回しか用いられることが出
来ない。更に、とりわけ新生児又は老人の患者の場合に、各々の体部位からこのような粘
着性センサを取り外す間に皮膚に損傷を与える危険性がある。
【０００７】
　米国特許公報第US 3,810,460号及び米国特許公報第US 4,685,464号は、クリップセンサ
として設計されるセンサを開示しており、前記センサの担持部は、いずれの場合にも、互
いに対して回動軸を中心にして回動することが出来るように取り付けられる２つの足部を
持つ。これらのクリップ足部は、適切なばねによって閉じる方向にプレストレス(prestre
ss)を与えられ、故に、クリップセンサは、自らを保持するようにして例えば指に留めら
れ得る。このようなセンサは、製造コストが相対的に高く、故に、前記センサは再利用可
能センサとしてしか供給され得ない。
【０００８】
　更に、独国特許公報第DE 37 03 458 C2号及び米国特許公報第US 4,109,643号は、加圧
帯センサ(cuff sensor)として設計されるセンサを開示しており、前記センサの担持部は
、指又は足指上に押し付けられ得る袖を形成する。このような袖センサも製造コストが相
対的に高く、故に、前記袖センサは再利用可能センサとしてしか供給され得ない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記のタイプの医療センサの改善された実施例であって、詳細には、
同じ患者上での繰返し使用を可能にし、改善されたやり方で各々の体部位上に保持される
上記のタイプの医療センサの改善された実施例を規定することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この目的は、本発明により独立項の主題によって達成される。有利な実施例は従属項の
主題を形成する。
【００１１】
　本発明は、担持部の内面上に２つ以上の局所的に範囲を定められた粘着区域を形成する
一般概念に基づいており、前記粘着区域は、前記担持部の前記内面の残部と比較して前記
体部位に対して増大させられた摩擦力及び／又は粘着力を持つ。これに関連して、本発明
は、前記各々の体部位に前記担持部を適切に取り付けるためには、前記体部位上の互いか
ら離れているより多くの場所に前記担持部を付着すれば十分であるという知識を利用する
。本発明によれば、粘着性であるよう設計されるのが前記担持部の前記内面全体ではない
ことから、傷つきやすい皮膚を持つ患者の場合でも、前記センサを取り外す際に皮膚に損
傷を与える危険性が低減される。更に、本発明による前記センサは、前記体部位から取り
外しても使用不能にはならず、故に、前記センサは同じ患者上で何回も用いられ得る。
【００１２】
　他の実施例においては、２つの粘着区域を形成する２つの粘着体であって、第１粘着体
が少なくとも１つのトランスミッタ素子を覆い、第２粘着体が少なくとも１つのレシーバ
素子を覆う２つの粘着体が設けられてもよい。前記２つの粘着体は、測定のために用いら
れる前記電磁波に対して透過性があるよう設計される。この開発は、トランスミッタ及び
レシーバが前記体部位に対してそれらの相対位置を変えないことが前記測定の質のために
最も重要であるのに対して、前記センサの他の構成要素の相対的な動きは前記測定に影響
を及ぼさない又はほとんど影響を及ぼさないという知識に基づいている。したがって、こ
の実施例は２つの粘着体しか有さず、前記粘着体の一方は前記トランスミッタの領域内に
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配置され、前記粘着体の他方は前記レシーバの領域内に配置される。特定の実施例におい
ては、前記少なくとも１つのトランスミッタ素子は前記担持部の内部に配設されてもよく
、前記担持部においてはトランスミッタ開口部が作成されており、測定中、前記少なくと
も１つのトランスミッタ素子は、前記トランスミッタ開口部を介して波を発し、このトラ
ンスミッタ開口部内には前記第１粘着体が配設される。更に又は他の例として、前記少な
くとも１つのレシーバ素子は前記担持部内に配設されてもよく、前記担持部においてはレ
シーバ開口部が作成されており、測定中、前記少なくとも１つのレシーバ素子は、前記レ
シーバ開口部を介して波を受け取り、このレシーバ開口部内には前記第２粘着体が配設さ
れる。この構成によって、前記担持部の前記内面はとりわけ皮膚にやさしいよう設計され
ることができ、故に、詳細には、取り付けられる前記センサは如何なる不快な圧点も生成
しない。更に、この構成によって、前記センサの担持部は、より簡単なやり方で前記各々
の体部位に取り付けられ得ることから、前記センサの取扱いは簡単にされる。
【００１３】
　前記粘着体は、例えばゲル様の粘着剤から成ってもよい。他の例として又は更に、前記
粘着体は、適正に用いられる場合には前記センサの耐用期間の間硬化せず、且つ硬化させ
られない粘着剤から成ってもよい。これらの構成によって、前記粘着体は、とりわけ簡単
なやり方で、一方では、確実に前記体部位に前記担持部を十分にしっかりと固定するよう
にし、他方では、前記皮膚に如何なる損傷も与えずに前記各々の体部位から定期的に取り
外され得る粘着作用を達成することが可能である。
【００１４】
　本発明の他の重要な特徴及び利点は、サブクレーム、図面、及び該図面に関して付与さ
れる図の関連記載から明らかになる。
【００１５】
　上で言及されている特徴及びこれから下で言及される特徴は、本発明の範囲から外れる
ことなしに、各事例において示されている組合せでだけでなく、他の組合せ又は単独でで
も用いられ得ることを理解されたい。
【００１６】
　更に、本発明は、図面に示されている実施例に関して記載されているが、本発明は前記
実施例に限定されない。図面において、同じ参照符号は、同一の構成要素又は機能的に同
一の構成要素又は同様の構成要素を指す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１に示されているように、本発明による医療センサ１は、ストリップ又はバンドの形
状に設計される担持部２を有する。センサ１は、脈拍、血液、組織又は皮膚のパラメータ
を測定するのに用いられ、ここで、センサ１は、電磁波を用いて動作し、この場合には、
透過又は反射方式を用いる。この目的のため、担持部２はトランスミッタユニット３を担
持し、前記トランスミッタユニット３は少なくとも１つのトランスミッタ素子を有する。
トランスミッタユニット３は、通常、赤色光を発するＬＥＤ及び赤外光を発するＬＥＤを
有する。更に、担持部２はレシーバユニット４を担持し、前記レシーバユニット４は、少
なくとも１つのレシーバ素子、好ましくはフォトダイオードを有する。トランスミッタユ
ニット３又は該トランスミッタユニット３のトランスミッタ素子、及びレシーバユニット
４又は該レシーバユニット４のレシーバ素子は、ケーブル５を介してプラグ６に接続され
、ケーブル５は、担持部２の外部では複合ケーブル７内にひとまとめにされる。
【００１８】
　担持部２は多層方式で構成される。個々の層をよりよく図示することが出来るように、
図１及び２においては、これらは、それらの厚さの方向に過度に拡大された縮尺で示され
ている。
【００１９】
　図１に示されているように、担持部２は、内側半部２ａと外側半部２ｂとを有し、内側
半部２ａ及び外側半部２ｂは、互いと無関係に製造されてもよい。この場合には、内側半
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部２ａは、担持部２の内面９を形成する第１織布層(first textile layer)８から成る。
この内面９は、センサ１の使用中、患者の体部位、詳細には、指、足指又は小さな患者に
おいては足若しくは手にあてがわれる。第１織布層８は、例えばベロアから成り、基本的
に、体部位、即ち、人間の皮膚及び髪に付着しないように設計される。
【００２０】
　内面９から離れた方に面する側では、第１織布層８は、第１発泡材料層(first layer o
f foamed material)１０に接続される、詳細には、接着接合又は熱接合される。第１発泡
材料層１０は、例えばＰＥから成り、弾性圧縮可能である。ここで示されている実施例に
おいては、第１接着膜１１が、内面９から離れた方に面する側で第１発泡材料層１０に取
り付けられる、詳細には、接着接合又は熱接合される。第１接着膜１１は、該第１接着膜
１１の内面９から離れた方に面する側に接着被膜を持つ。内側半部２ａが完成したら、こ
の接着被膜は、センサ１を組み立てる目的のためにしか剥がされない剥離可能な保護膜で
被覆される。図１においては、この保護膜は既に剥がされている。内側半部２ａ並びに該
内側半部２ａの構成要素、即ち、第１織布層８、第１発泡材料層１０及び（存在する場合
）第１接着膜１１は、トランスミッタ開口部１２及びレシーバ開口部１３を有する。トラ
ンスミッタ開口部１２及びレシーバ開口部１３は、いずれの場合にも、略々、担持部２の
長手方向中心線１４上に配設され、担持部２の長手方向に互いから間隔をおいて配置され
る。
【００２１】
　外側半部２ｂは、同様の多層構造から成り、担持部２の外面１５を有し、前記外面１５
は、内面９から離れた方に面し、第２織布層１６によって形成される。第２織布層１６も
また、基本的に、例えばベロアなどの皮膚にやさしい材料から成り得る。第２織布層１６
は、該第２織布層１６の外面１５から離れた方に面する側に第２発泡材料層１７を持ち、
前記第２発泡材料層１７は、同様に、弾性圧縮可能な発泡材料、例えばＰＥから成る。随
意に、第２発泡材料層１７は、該第２発泡材料層１７の外面１５から離れた方に面する側
に第２接着膜１８を持っていてもよく、前記第２接着膜１８は、該第２接着膜１８の外面
１５から離れた方に面する側に接着被膜を持つ。この場合には、個々の層の間の接続も、
接着接合接続又は熱接合接続によって達成され得る。外側半部２ｂの製造後、好都合には
、接着膜１８の接着被膜は、図１において見られるような、組立て目的のために剥がされ
得る適切な保護層で被覆される。
【００２２】
　センサ１の組立てのために、次いで、トランスミッタユニット３、レシーバユニット４
並びにケーブル５及び７が配置される。担持部２に対する複合ケーブル７の良好な抗張力
を持つ固定を得るために、外面２ｂに取り付けられ、複合ケーブル７のプラグ６から遠い
末端部２１にしっかりと取り付けられる保持板１９が設けられてもよい。この場合には、
接着接合接続もまた取付け目的のために好ましい。第２接着膜１８が設けられる場合には
、保持板１９は、第２接着膜１８において簡単に適切な位置に配置され得る。保持板１９
にも、複合ケーブル７の末端部２１を保持板１９に固定することを可能にする接着層が設
けられてもよい。好都合には、保持板１９は、より良好な固定のために末端部２１のまわ
りに折り曲げる２つのタブ２８を持つ。
【００２３】
　担持部２に対するケーブル５及び複合ケーブル７の固定を更に改善するために、側部へ
突き出る突起部２０が担持部２において形成され、この場合には、前記突起部２０は、同
様に、内側半部２０ａと外側半部２０ｂとから成る。突起部の半部２０ａ及び２０ｂは、
担持部の内側半部２ａ上及び担持部の外側半部２ｂ上に、又はそれらの構成要素上に一体
的に形成される。保持板１９のタブ２８と一緒の複合ケーブル７の末端部２１は、担持部
２の半部２ａ、２ｂの組立て中に、突起部２０の半部２０ａ、２０ｂの間に配設され、そ
こで担持部２に接着接合及び／又は熱接合される。この結果、光電子部品３、４の効果的
な張力緩和(strain relief)が達成される。
【００２４】
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　更に、ここで示されている好ましい実施例においては、担持部２にマジックテープ２２
が装備され、前記マジックテープ２２は、フックを持つフック素子２３とループを持つル
ープ素子２４とを持つ。この場合には、ループ素子２４は、担持部２の外面１５の適切な
構成によって形成される、即ち、担持部２の外面１５を形成する第２織布層１６の上面が
、マジックテープ２２のループ素子２４として役立つ。このようなマジックテープ２２は
、フック・ループ留め具とも呼ばれ得る。
【００２５】
　ここで示されている実施例においては、フック素子２３は、センサ１が組み立てられる
と末端部において担持部２の半部２ａ、２ｂの間に配設される舌部(tongue)として設計さ
れる。従って、センサ１の組立て後には、フック素子２３は、一方の端部において、発泡
材料層１０、１７の間、又は接着膜１１、１８の間に配設される。図２に示されているよ
うに、センサ１の組立て後、フック素子２２は、担持部２の長手方向に、担持部２の織布
層８、１６より先に突出する。
【００２６】
　図１及び２に示されているように、本発明によるセンサ１は、担持部２の内面９上に少
なくとも２つの粘着体２５、２６を持つ。ここで示されている好ましい実施例においては
、きっかり２つのこのような粘着体が設けられ、これらは以下では第１粘着体２５及び第
２粘着体２６と呼ばれる。粘着体２５、２６は、互いから間隔をおいて配置され、それに
よって、担持部２の内面９内に２つの局所的に範囲を定められた粘着領域を形成し、前記
内面９それ自体は非粘着性のものであるよう設計される。粘着体２５、２６は、この場合
には、組み立てられた状態において、第１粘着体２５がトランスミッタユニット３を覆い
、第２粘着体２６がレシーバユニット４を覆うように寸法を決められ、配置される。トラ
ンスミッタユニット３及びレシーバユニット４の光電子部品の動作性を低下させないため
に、粘着体２５、２６は、トランスミッタユニット３のトランスミッタ素子によって発せ
られる電磁波に対して透過性がある材料で作成される。
【００２７】
　粘着体２５、２６は、例えばゲル様の粘着剤から成る。この粘着剤は、例えば、該粘着
剤が粘着体２５、２６を形成する際に該粘着剤が完全には硬化させられず、且つセンサ１
が受け入れ難い環境条件にさらされないならば、センサ１の所定の全耐用期間の間該粘着
剤が硬化しないように設計され得る。この方法においては、センサ１は、略々望まれる回
数だけ同じ患者の上で用いられ得る。このセンサ１の患者に関連付けられる再利用性は、
同様に略々望まれる回数だけ開閉され得るマジックテープ２２によって手助けされる。
【００２８】
　センサ１の使用中、センサ１の担持部２は、患者の各々の体部位のまわりに巻かれる。
センサ１が透過方式に従って動作する場合には、担持部２は、トランスミッタユニット３
とレシーバユニット４とが体部位の相反する側に対向して位置するように体部位に取り付
けられる。その場合、粘着体２５、２６は、体部位上に静止し、該粘着体２５、２６の粘
着力によって、測定位置において、体部位に対する担持部２の適切な固定をもたらす。
【００２９】
　脈拍数の最適な測定を行なうことが出来るように、担持部２はわずかな圧力を伴って体
部位に当たるのが望ましい。本発明によるセンサ１の場合には、担持部２は、該担持部２
の厚さの方向に弾性圧縮可能であるよう設計される。これは、この場合には、それに対応
して圧縮可能な発泡材料層１０、１７によって達成される。担持部２の圧縮性は、担持部
２が、各々の体部位にあてがわれる間、結果として生じる復元力が担持部２の内面９を体
部位に押し付ける程度まで圧縮され得るように設計される。各々の体部位のまわりに巻く
と、体部位上の担持部２のプストレスト支持部(prestressed bearing)がこのようにして
生成され、前記プレストレスはマジックテープ２２を使って調整され得る。
【００３０】
　とりわけ簡単な方式で、ここに示されている実施例に従ってトランスミッタ素子３とレ
シーバ素子４とが体部位の相反する側に配置され得るように多層の担持部２を巻くことが
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出来るように、担持部２は、担持部２の長手方向に対してトランスミッタ素子３とレシー
バ素子４との間の中央に配設され、対向して位置する側方切欠き２７を持っていてもよい
。切欠き２７は、Ｖ字形であり、ポイント(point)を形成するよう内方にのびている。切
欠き２７は、担持部２の半部２ａ、２ｂの製造中に形成されてもよく、故に、それに応じ
て担持部の半部２ａ、２ｂ又はそれらの層８、１０、１１及び１６、１７、１８に切欠き
２７が設けられる。
【００３１】
　図２において特にはっきりと見られ得るように、好ましくは、第１粘着体２５は、好都
合には第１粘着体２５がトランスミッタ開口部１２を完全に満たすようにトランスミッタ
開口部１２内に挿入される。この実施例においては、それに対応するようにして、第２粘
着体２６は、レシーバ開口部１３内に挿入され、好都合には、該第２粘着体２６がレシー
バ開口部１３を完全に満たすように寸法を決められる。粘着体２５、２６は、該粘着体２
５、２６が各々トランスミッタ素子３及びレシーバ素子４に付着するように設計されても
よい。粘着体２５、２６は、例えば、センサ１の製造中に開口部１２、１３内に注ぎ込ま
れるゲル様の粘着剤から成ってもよい。その場合、この粘着剤は、規定された程度まで凝
固又は硬化し、粘着剤は、該粘着剤が、担持部２の内面９において、少なくとも人間の皮
膚に付着する表面を持つように設計される。完成したセンサ１を運ぶことが出来るように
、担持部２の内面９に、粘着体２５、２６の領域内にも、剥離可能な保護膜（図示せず）
を付すのが得策である。その場合、この保護膜は、センサ１の使用直前に取り除かれ得る
。
【００３２】
　センサ１の光電子部品３、４を担持部の半部２ａ、２ｂの間に配設するため、センサ１
の組立て後に、トランスミッタユニット３とレシーバユニット４とが担持部２の内部に保
護されるようにして収容される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明によるセンサの個々のパーツの斜視図を概略的に示す。
【図２】組み立てられた状態の本発明によるセンサの斜視図を概略的に示す。
【符号の説明】
【００３４】
１　　センサ
２　　担持部
３　　トランスミッタユニット
４　　レシーバユニット
５　　ケーブル
６　　プラグ
７　　複合ケーブル
８　　第１織布層
９　　２の内面
１０　第１発泡材料層
１１　第１接着膜
１２　レシーバ開口部
１３　トランスミッタ開口部
１４　２の長手方向中心線
１５　２の外面
１６　第２織布層
１７　第２発泡材料層
１８　第２接着膜
１９　保持板
２０　２における突起部
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２１　７の末端部
２２　マジックテープ
２３　２２のフック素子
２４　２２のループ素子
２５　第１粘着体
２６　第２粘着体
２７　切欠き
２８　タブ

【図１】

【図２】
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