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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨縮する
流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記部分溶着部は、前記流体袋の前記巻き付け方向の中央領域に対する、前記対向辺の
両脇側に形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項２】
　請求項１記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、前記一対の対向辺を長辺、前記巻き付け方向に直交する方向に沿う一対
の対向辺を短辺とする長方形状に形成され、
　前記部分溶着部は、前記長辺上における前記中央領域の一方の脇側となる第１端部領域
、及び他方の脇側となる第２端部領域に、それぞれ形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項３】
　請求項２記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記第１端部領域及び前記第２端部領域の中で、それぞれ離散して
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形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項４】
　請求項３記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記中央領域と前記第１端部領域との境界位置、及び前記中央領域
と前記第２端部領域との境界位置に形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項５】
　請求項２記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記第１端部領域及び前記第２端部領域の全体に延設される血圧情
報測定用カフ。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、長方形状の前記樹脂シートの一対の対辺における縁部が重なり合って溶
着された第１の溶着部を有する筒状体に対し、該筒状体を扁平にして、開口する残りの二
辺の縁部がそれぞれ溶着された第２の溶着部を有して袋状に形成された血圧情報測定用カ
フ。
【請求項７】
　請求項６記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、溶着された前記流体袋の外縁の辺に直交する方向の溶着代幅が、前
記第１の溶着部及び前記第２の溶着部に対する前記溶着代幅より狭い血圧情報測定用カフ
。
【請求項８】
　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨縮する
流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記部分溶着部は、前記一対の対向辺の双方に形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項９】
　請求項８記載の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記一対の対向辺に、それぞれ前記巻き付け方向に沿って互い違い
に形成される血圧情報測定用カフ。
【請求項１０】
　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨縮する
流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される前記対向辺にのみ形成される血圧情報測定用
カフ。
【請求項１１】
　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨縮する
流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
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形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される前記対向辺の溶着面積が、他方の側に配置さ
れる前記対向辺の溶着面積より大きい血圧情報測定用カフ。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項記載の血圧情報測定用カフと、
　前記流体袋を膨縮させる膨縮機構と、
　血圧情報を取得する血圧情報取得部と、
を備えた血圧情報測定装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧情報測定装置用カフ及び血圧情報測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧情報測定装置は、被験者の脈波や血圧値等の血圧情報を取得するものである。血圧
情報測定装置により血圧情報を測定する際は、まず、生体内部の動脈を圧迫する流体袋が
内包されるカフを生体の体表面に巻き付ける。次いで、巻き付けたカフ内の流体袋を加圧
・減圧し、動脈内に生じる動脈圧の脈波を検出する。そして、この検出された脈波に基づ
いて各種血圧値の検出を行う。
　ここで、カフとは、内腔を有する帯状構造物であって、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等
に利用されるものを指す。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ものである。
【０００３】
　血圧情報測定装置用のカフには、流体袋としての空気袋を内包する袋状カバー体が設け
られる。この袋状カバー体は、通常、内側カバー及び外側カバーからなる２枚のシート状
部材を重ね合わせ、その周縁を結合することによって袋状に形成される。このような空気
袋を内包するカフの構造は、例えば特許文献１，２等に開示されている。
【０００４】
　特許文献１や特許文献２に開示される血圧情報測定装置用カフにおいては、内包される
空気袋を次のように製造している。即ち、一枚の方形の樹脂シートにおける両端の対向す
る二辺部（長辺）を重ね合わせて溶着して筒状とし、その筒状体となった樹脂シートを扁
平にして両端の開口した二辺部（短辺）をそれぞれ溶着する。これにより、周端の閉塞さ
れた構造の空気袋が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－６７８３７号公報
【特許文献２】特開２００３－５２６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記構造のカフは、図１２（Ａ）に示すように、空気袋１が細長状に形成される。空気
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袋１の長辺となる二辺３，３は、一枚の樹脂シートが折り曲げられて形成されている。そ
のため、空気袋１に矢印Ａ方向の外力が加わると、空気袋１は外力の作用する方向へ容易
に転がり、横ずれが生じるようになる。つまり、図１２（Ｂ）に図１２（Ａ）のＰ－Ｐ断
面を示すように、空気袋１の長辺３が、外力を受けた方向ａ１に延出されたり、方向ａ２
に縮退されたりして、矢印Ａ方向の位置が変化する。
　空気袋１に横ずれが生じると、体表面の被測定部位への圧迫点がずれてしまい、圧迫力
の損失が生じて充分な圧迫力を被測定部位に作用させにくくなる。その結果、正確な血圧
情報が得にくくなる虞が生じ得る。
　そこで、本発明は、簡便な構成で十分な圧迫力を被測定部位に作用させることができる
血圧情報測定装置用カフ及び血圧情報測定装置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】
【０００７】
　本発明は下記構成からなる。
（１）　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨
縮する流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記部分溶着部は、前記流体袋の前記巻き付け方向の中央領域に対する、前記対向辺の
両脇側に形成される血圧情報測定用カフ。
（２）　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨
縮する流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記部分溶着部は、前記一対の対向辺の双方に形成される血圧情報測定用カフ。
（３）　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨
縮する流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される前記対向辺にのみ形成される血圧情報測定用
カフ。
（４）　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨
縮する流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成され、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
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有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される前記対向辺の溶着面積が、他方の側に配置さ
れる前記対向辺の溶着面積より大きい血圧情報測定用カフ。
（５）　上記血圧情報測定用カフと、
　前記流体袋を膨縮させる膨縮機構と、
　血圧情報を取得する血圧情報取得部と、
を備えた血圧情報測定装置。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、簡便な構成で十分な圧迫力を被測定部位に作用させることができ、高
精度な血圧測定を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】発明の実施形態を説明するための図で、血圧情報測定装置の構成を示す全体構成
図である。
【図２】血圧情報測定装置の機能ブロック図である。
【図３】カフ本体を示す平面図である。
【図４】カフ本体の断面図である。
【図５】（Ａ）～（Ｄ）は流体袋の製造方法を示す説明図である。
【図６】第１の構成例における空気袋の平面図である。
【図７】図６に示す空気袋の模式的なＱ－Ｑ間の断面図である。
【図８】（Ａ）～（Ｄ）は、部分溶着部の形状のバリエーションを示す平面図である。
【図９】第２の構成例における部分溶着部を示す平面図である。
【図１０】第３の構成例における部分溶着部を示す平面図である。
【図１１】第４の構成例におけるカフ本体を示す平面図である。
【図１２】（Ａ）（Ｂ）は、従来構造のカフの問題点を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態を説明するための図で、血圧情報測定装置の構成を示す全体構
成図である。
　血圧情報測定装置（以下、血圧計と略称する）１００は、主に、血圧情報取得部として
の装置本体１１と、血圧計用カフ（以下、カフと略称する）１３とを備える。例示した血
圧計１００は、カフ１３を被験者の手首に装着した状態で血圧値等の血圧情報の測定を行
う手首式血圧情報測定装置である。
【００１１】
　血圧情報には、血圧値、脈波波形、心拍数等と、それらより算出される、最高血圧値、
最低血圧値、脈拍数、脈波振幅、ＡＩ（Augmentation Index：脈波増大係数）値、ＴＲ（
Time of Reflection：出現時間差）値等とが含まれる。
【００１２】
　装置本体１１とカフ１３とは一体に構成されており、装置本体１１とカフ１３とは、カ
フ１３側に設けられたエア接続口から装置本体まで図示しないエア流路を介して接続され
ている。
【００１３】
　装置本体１１は、情報表示用の表示部１９及び各種情報を入力する入力操作部２１が設
けられる。表示部１９は、血圧値や脈拍数の測定結果等を、数値やグラフなどを用いて視
覚可能に表示する。この表示部１９としては、例えば液晶パネル等が使用される。入力操
作部２１には、電源ボタン、測定開始ボタン、被検者に関する情報を入力するための各種
ボタンが設けられている。
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【００１４】
　カフ１３は、全体が帯形状に形成されており、被験者の手首に巻き付けて使用される。
カフ１３は、手首を圧迫するための流体袋である空気袋２３と、空気袋２３を被検者の手
首に巻き付けて装着するためのカフ本体としての袋状カバー体２５を有する。
【００１５】
　図２は図１に示す血圧情報測定装置の機能ブロック図である。
　装置本体１１には、カフ１３内に内包された空気袋２３に空気を供給又は排出するため
の血圧測定用エア系コンポーネント２７が設けられている。血圧測定用エア系コンポーネ
ント２７は、空気袋２３内の圧力を検出する圧力センサ２９と、空気袋２３を膨縮させる
膨縮機構３１であるポンプ３３及び弁３５を有する。装置本体１１の内部には、血圧測定
用エア系コンポーネント２７に関連して、発振回路３７、ポンプ駆動回路３９及び弁駆動
回路４１が設けられている。 
【００１６】
　装置本体１１には、各部を集中的に制御及び監視する制御部としてのＣＰＵ（Central 
Processing Unit）４３と、ＣＰＵ４３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４５と、前述の表示部１９及び入力操作部
２１と、ＣＰＵ４３に電源としての電力を供給する電源部４７とが設けられている。ＣＰ
Ｕ４３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。
【００１７】
　圧力センサ２９は、空気袋２３内の圧力（以下、「カフ圧」という）を検出し、検出し
たカフ圧に応じた信号を発振回路３７に出力する。ポンプ３３は、空気袋２３に空気を供
給する。弁３５は、空気袋２３内の圧力を維持したり、空気袋２３内の空気を排出したり
する際に開閉動作する。発振回路３７は、圧力センサ２９の出力値に応じた発振周波数の
信号をＣＰＵ４３に出力する。ポンプ駆動回路３９は、ポンプ３３の駆動をＣＰＵ４３か
ら与えられる制御信号に基づいて制御する。弁駆動回路４１は、ＣＰＵ４３から与えられ
る制御信号に基づいて弁３５の開閉制御を行う。
【００１８】
　図３はカフ１３の平面図である。カフ１３は、空気袋２３と袋状カバー体２５とを有す
る。袋状カバー体２５は、内側カバー及び外側カバーからなる２枚のシート状部材を重ね
合わせ、その周縁を結合することによって袋状に形成される。カフ１３及び空気袋２３の
外側には、例えばマジックテープ（登録商標）からなる面ファスナ５１が設けられている
。
【００１９】
　図４はカフ１３を被検者の手首に巻き掛けた状態としての断面図である。カフ１３は、
空気袋２３と袋状カバー体２５との間にカーラ５３が介装されていてもよい。カーラ５３
は、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の部材か
らなる。カーラ５３は、空気袋２３の外周面に図示しない両面テープ等の接着部材を介し
て接着・固定されており、自身の環状形態を維持することによって手首に沿うように構成
される。このカーラ５３は、被験者自身によってカフ１３を手首に装着し易くするための
ものであるとともに、カフ１３の手首への装着状態において空気袋２３を手首内側に向け
て付勢するためのものである。なお、カーラ５３は、十分な弾性力を発現するように、例
えばポリプロピレン（ＰＰ）等の樹脂部材にて形成される。
【００２０】
　次に、上記の空気袋２３の製造方法について説明する。
　図５（Ａ）～（Ｄ）は空気袋２３の製造方法を示す説明図である。空気袋２３の製造手
順としては、まず、図５（Ａ）に示すように、１枚の方形状の樹脂シート５５を用意する
。樹脂シート５５は、例えばエチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、軟質塩化ビニル
（ＰＶＣ）、ポリウレタン（ＰＵ）、天然ゴム（ＮＲ）等からなる柔軟なシートである。
樹脂シート５５の一部には、接続管１７を取り付けるための孔５７を穿設する。
【００２１】
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　次に、樹脂シート５５に設けた孔５７に接続管１７を取り付けた後、図５（Ｂ）に示す
ように、樹脂シート５５における対向する二辺の両端部５９，５９の一方の外面に他方の
内面が接触するように内外に重ね合わせ、その重合する箇所を高周波ウェルダ等により溶
着する。これにより、樹脂シート５５は筒状体となり、筒状体の軸方向に沿った第１の溶
着部６１が形成される。
【００２２】
　次いで、図５（Ｃ）に示すように、図５（Ｂ）で加工された筒状体を扁平状に潰す。扁
平にされた樹脂シート５５は、筒状体の両端６３，６３が開口している。図５（Ｄ）に示
すように、その開口した両端６３，６３を高周波ウェルダ等により溶着して、第２の溶着
部６５，６７を形成する。上記のように製造される空気袋２３は、平面視で長方形状であ
り、長辺部が手首に巻いた際の周方向、短辺部が周方向に直交する長手方向となるように
カフ１３内に収容される。長辺部の長さは、例えば１００ｍｍ以上、２２０ｍｍ以下であ
り、短辺部の長さは、例えば４０ｍｍ以上で長辺部の長さ未満の長さとすることができる
。なお、空気袋２３は正方形状や他の多角形状等にすることもできる。
【００２３】
　次に、上記手順により製造される空気袋２３に対し、更なる加工を行って横ずれを生じ
にくくした空気袋を詳細に説明する。以降の説明では、同一の部材や部位に対して同じ符
号を付与することで、その説明を省略又は簡略化する。
＜第１の構成例＞
　図６は第１の構成例における空気袋の平面図である。本構成例の空気袋２３Ａは、被検
体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺である長辺７１，７３、巻き付け方向に直交する
方向に沿う一対の短辺７５，７７を有し、平面視で長方形状に形成されている。空気袋２
３Ａには、前述の第１の溶着部６１，第２の溶着部６５，６７が形成されている。
【００２４】
　空気袋２３Ａは、第１の溶着部６１、第２の溶着部６５，６７に加えて、長辺７１，７
３上の一部分に樹脂シート５５を上下に折り重ねて溶着した部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，
８１Ａ，８１Ｂが形成されている。部分溶着部７９Ａ，７９Ｂは長辺７１側に形成され、
部分溶着部８１Ａ，８１ｂは長辺７３側に形成される。
【００２５】
　即ち、空気袋２３Ａは、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形
の袋状に形成されている。この密閉された両端部の辺に交差して被検体への巻き付け方向
に沿う一対の対向辺である長辺７１，７３のうち、少なくとも一方（本構成例では双方）
の長辺の一部に、樹脂シートを折り重ねて溶着した部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，
８１Ｂが形成されている。 
【００２６】
　部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂは、空気袋２３Ａの巻き付け方向の中央領
域８３に対する、長辺７１，７３の両脇側に離散して形成される。 
【００２７】
　より詳細には、空気袋２３Ａは、一対の対向辺を長辺、巻き付け方向に直交する方向に
沿う一対の対向辺を短辺とする長方形状に形成される。部分溶着部７９Ａは、長辺７１上
における中央領域８３の一方の脇側となる第１端部領域ＡＬ１に形成され、部分溶着部７
９Ｂは、他方の脇側となる第２端部領域ＡＲ１に形成される。また、部分溶着部８１Ａは
、長辺７１上における中央領域８３の一方の脇側となる第１端部領域ＡＬ２に形成され、
部分溶着部８１Ｂは、他方の脇側となる第２端部領域ＡＲ２に形成される。
【００２８】
　本構成例においては、部分溶着部７９Ａは、中央領域８３と第１端部領域ＡＬ１との境
界位置、部分溶着部７９Ｂは、中央領域８３と第２端部領域ＡＲ１との境界位置に形成さ
れる。部分溶着部８１Ａは、中央領域８３と第１端部領域ＡＬ２との境界位置、部分溶着
部８１Ｂは、中央領域８３と第２端部領域ＡＲ２との境界位置に形成される。
【００２９】
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　また、各部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂは、巻き付け方向（長辺に沿う方
向）に沿って互い違いに形成されている。上記のように、各部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，
８１Ａ，８１Ｂは、被測定部位を十分な力で圧迫できるように長辺７１，７３の中央領域
８３を除く両端部近傍に偏った位置に形成される。
【００３０】
　空気袋２３Ａの長辺中央を示す中心線Ｌｃから両短辺７５，７７に向けて等距離に画成
される中央領域８３に対しては、この中央領域８３内への部分溶着部の形成を避けること
で、空気袋２３Ａの中央部分の膨張を妨げることがない。本構成例では、部分溶着部７９
Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂを、中央領域８３を避けた中央領域８３の近傍に設けている
ので、被検体の最も圧迫したい部分に対する圧迫面積を十分に確保できる。
【００３１】
　本構成例の部分溶着部７９Ａ、７９Ｂは、中心線Ｌｃから距離Ｌａを空けて形成され、
部分溶着部８１Ａ，８１Ｂは、中止線かＬｃから距離Ｌａより長い距離Ｌｂを空けて形成
されている。中央領域８３は台形状に画成されており、長い方の底辺となる長辺７３が被
検体の近位側（体幹に近い側）に配置される。また、短い方の長辺７１が被検体の遠位側
（体幹に遠い側）に配置される。
【００３２】
　そのため、空気袋２３Ａに空気を注入して膨らまして被測定部位を圧迫した際、部分溶
着部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂが、空気袋２３Ａの短辺７５，７７に沿った横ずれ
を防止する。図７に空気袋２３Ａの模式的なＱ－Ｑ間の断面図を示すように、空気袋２３
Ａに外力Ａが加わっても、部分溶着部７９Ｂが図１２（Ｂ）に示す方向ａ１の延出を阻止
し、部分溶着部８１Ｂが図１２（Ｂ）に示す方向ａ２の縮退を阻止する。
【００３３】
　よって、空気袋２３Ａを膨らませた場合に、被測定部位からずれることなく、十分な圧
迫力を安定して作用させることができる。この横ずれの防止効果は、空気袋２３Ａに空気
を供給して空気袋２３Ａが膨らみ始めたときから膨張を完了するまでの期間、及び膨張し
た状態で保持され続ける期間の双方で得ることができる。
【００３４】
　なお、空気袋２３Ａの外縁の辺（長辺７１，７３）に直交する方向の溶着代幅Ｗ３は、
第１の溶着部６１の縁部からの溶着代幅Ｗ１、第２の溶着部６５，６７の縁部からの溶着
代幅Ｗ２より狭くすることが好ましい。溶着代幅Ｗ３を狭くすることで、空気袋２３Ａの
膨張への影響を最小限に抑えることができる。 
【００３５】
　部分溶着部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂの形状は、図示例の長方形状に限らず、他
の形状にすることができる。
　図８（Ａ）～（Ｄ）は、部分溶着部の形状のバリエーションを示す平面図である。（Ａ
）は正方形の部分溶着部８５Ａ、（Ｂ）は半円部を含む形状の部分溶着部８５Ｂ、（Ｃ）
は（Ｂ）の裾野を広げた形状の部分溶着部８５Ｃ、（Ｄ）は台形状の部分溶着部８５Ｄの
場合である。
【００３６】
　部分溶着部は、いずれの形状とした場合でも上記効果を得ることができる。そして更に
、図８（Ｂ）に示す半円部８７、図８（Ｃ）に示す裾野部８９、図８（Ｄ）に示す台形斜
辺部９１を形成した場合には、図８（Ａ）に示す角部９３における空気袋２３Ａの膨張時
の応力集中を緩和でき、空気袋２３Ａの耐久性をより向上できる。
【００３７】
　各種形状の部分溶着部は、被測定部位にカフ１３を装着した場合に、空気袋２３Ａの一
対の対辺である長辺７１，７３に、それぞれ巻き付け方向に沿って互い違いに形成される
。即ち、各部分溶着部の中心位置は、空気袋２３Ａを平面視した場合の短辺７５，７７方
向に対して、それぞれ異なる位置に配置される。これにより、空気袋２３Ａの膨張時に空
気袋２３Ａに皺が生じることを防止できる。
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【００３８】
　部分溶着部の配置位置やサイズは、例えば、図６に示す部分溶着部については、次のよ
うに例示できる。被検体の最も圧迫したい領域に対応する空気袋２３Ａの中央領域８３が
、空気袋２３Ａの中心線Ｌｃ付近の６０ｍｍの範囲であるとすると、部分溶着部７９Ａ，
７９Ｂ．８１Ａ，８１Ｂは、被検体に巻いた際の周方向（長辺方向）に３ｍｍ程度、周方
向に直交する短辺方向に１ｍｍ程度とすることができる。また、これら長方形の部分溶着
部７９Ａ，７９Ｂ，８１Ａ，８１Ｂを、長辺７１，７３に沿って、例えば溶着部中心位置
で８ｍｍ間隔として互い違いに形成することができる。
【００３９】
　図９は部分溶着部の配置の変形例を示す。
　部分溶着部は、空気袋２３Ａの中央領域８３の近傍に配置した構成としてもよい。即ち
、図９に示す部分溶着部９５Ａ，９５Ｂは、中央領域８３の外側に形成しているが、部分
溶着部９７Ａ，９７Ｂについては、中央領域８３の近傍で、中央領域８３内に配置しても
よい。この場合の部分溶着部９５Ａ，９５Ｂ，９７Ａ，９７Ｂは、図８（Ｄ）に示す台形
状の部分溶着部を二分した形状として、台形斜辺部を中央領域８３の境界線に一致させて
いる。
【００４０】
　本変形例による部分溶着部の配置によれば、部分溶着部９５Ａ，９５Ｂ，９７Ａ，９７
Ｂの台形斜辺部のテーパーを考慮しつつ配置することで、溶着代の長辺幅Ｗ４を狭くでき
る。
【００４１】
＜第２の構成例＞
　図１０は、第２の構成例における空気袋の平面図である。本構成例の空気袋２３Ｂは、
中央領域８３を除く長辺７１，７３に、長辺７１，７３に沿って連続した部分溶着部９９
Ａ，９９Ｂ，１０１Ａ，１０１Ｂを形成している。部分溶着部９９Ａの一端は、空気袋２
３Ｂの長辺７１の第２の溶着部６５と接続され、他端は中央領域８３との境界まで連続し
て延設されている。同様に、部分溶着部９９Ｂは第２の溶着部６７と接続され、中央領域
８３との境界まで連続して延設されている。 
【００４２】
　また、部分溶着部１０１Ａ，１０１Ｂも同様に、第２の溶着部６５，６７と接続され、
中央領域８３との境界まで連続して延設されている。 
【００４３】
　これら部分溶着部９９Ａ，９９Ｂ，１０１Ａ，１０１Ｂの縁部（７１，７３）からの溶
着代幅Ｗ５は、第１の溶着部６１の縁部からの溶着代幅Ｗ１，第２の溶着部６５，６７の
縁部からの溶着代幅Ｗ２よりも狭く形成されている。 
【００４４】
　本構成例の部分溶着部９９Ａ，９９Ｂ，１０１Ａ，１０１Ｂにおいては、溶着代幅Ｗ５
が、溶着代幅Ｗ１，Ｗ２の７０％以上９０％以下の幅としている。これにより、部分溶着
部を簡単な工程で形成できるため、製造工数が削減され、低コストで空気袋２３Ｂを製造
できる。
【００４５】
　また、空気袋２３Ｂを膨らませた際に、連続する部分溶着部９９Ａ，９９Ｂ，１０１Ａ
，１０１Ｂによって、横ずれの発生をより確実に防止でき、充分な圧迫力を被測定部位に
作用させることができる。
【００４６】
＜第３の構成例＞
　図１１は、第３の構成例におけるカフを示す平面図である。このカフ１３Ａは、被検体
に巻き付けた状態を考慮して、帯状の一方の長辺１０５が他方の長辺１０７よりも長く湾
曲した形状となっている。カフ１３Ａを被検体に巻き付けた際、長辺１０５が被検体の近
位側（体幹に近い側）に配置され、短い方の長辺１０７が被検体の遠位側（体幹に遠い側
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）に配置される。
【００４７】
　この場合のカフ１３Ａに収容される空気袋２３Ｃは、カフ１３Ａの長辺１０５側に配置
される長辺７３にのみ部分溶着部１０３Ａ，１０３Ｂを形成し、反対側の長辺１０７には
部分溶着部を形成しない。
【００４８】
　上記構成によれば、部分溶着部を必要最小限の位置に配置するので、空気袋２３Ｃの膨
張が妨げられず、十分な圧迫力を被測定部位に作用させることができる。なお、空気袋２
３Ｃは、長辺１０７に長辺１０５より溶着代幅の狭い部分溶着部を形成した構成としても
よい。例えば、長辺１０５の部分溶着部１０３Ａ，１０３Ｂの縁部からの溶着代幅が１ｍ
ｍであった場合、長辺１０７の部分溶着部の溶着代幅を０．８ｍｍとして、長辺１０５側
の部分溶着部の溶着面積を、長辺１０７側の部分溶着部より相対的に大きくすることがで
きる。
【００４９】
　本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、実施形態の各構成を相互に組み合
わせることや、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用するこ
とも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。上記の血圧情報測定
装置は、手首式を例示して説明しているが、本発明は手首式に限らず、四肢のいずれかに
対して適用可能な装置構成としてもよい。
【００５０】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　帯状のカフ本体、及び前記カフ本体に取り付けられ流体が入出することにより膨
縮する流体袋を有し、被検体に巻き付けて使用される血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、筒状の樹脂シートを扁平とし、開口する両端部を密閉した方形の袋状に
形成され、
　前記密閉された両端部の辺に交差し、前記被検体への巻き付け方向に沿う一対の対向辺
のうち、少なくとも一方の前記対向辺の一部に、前記樹脂シートを折り重ねて溶着した部
分溶着部が形成された血圧情報測定用カフ。
（２）　（１）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記流体袋の前記巻き付け方向の中央領域に対する、前記対向辺の
両脇側に形成される血圧情報測定用カフ。
（３）　（２）の血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、前記一対の対向辺を長辺、前記巻き付け方向に直交する方向に沿う一対
の対向辺を短辺とする長方形状に形成され、
　前記部分溶着部は、前記長辺上における前記中央領域の一方の脇側となる第１端部領域
、及び他方の脇側となる第２端部領域に、それぞれ形成される血圧情報測定用カフ。
（４）　（３）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記第１端部領域及び前記第２端部領域の中で、それぞれ離散して
形成される血圧情報測定用カフ。
（５）　（４）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記中央領域と前記第１端部領域との境界位置、及び前記中央領域
と前記第２端部領域との境界位置に形成される血圧情報測定用カフ。
（６）　（３）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記第１端部領域及び前記第２端部領域の全体に延設される血圧情
報測定用カフ。
（７）　（１）乃至（６）のいずれか一つの血圧情報測定用カフであって、
　前記流体袋は、長方形状の前記樹脂シートの一対の対辺における縁部が重なり合って溶
着された第１の溶着部を有する筒状体に対し、該筒状体を扁平にして、開口する残りの二
辺の縁部がそれぞれ溶着された第２の溶着部を有して袋状に形成された血圧情報測定用カ
フ。
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（８）　（７）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、溶着された前記流体袋の外縁の辺に直交する方向の溶着代幅が、前
記第１の横着部及び前記第２の溶着部に対する前記溶着代幅より狭い血圧情報測定用カフ
。
（９）　（１）乃至（８）のいずれか一つの血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記一対の対向辺の双方に形成される血圧情報測定用カフ。
（１０）　（９）の血圧情報測定用カフであって、
　前記部分溶着部は、前記一対の対向辺に、それぞれ前記巻き付け方向に沿って互い違い
に形成される血圧情報測定用カフ。
（１１）　（１）乃至（１０）のいずれか一つの血圧情報測定用カフであって、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される対向辺にのみ形成される血圧情報測定用カフ
。
（１２）　（１）乃至（１０）のいずれか一つの血圧情報測定用カフであって、
　前記カフ本体は、帯状の一対の長辺のうち一方が他方よりも長くなる湾曲された形状を
有し、
　前記部分溶着部は、前記カフ本体に収容される前記流体袋の前記一対の対向辺のうち、
前記カフ本体の長い方の長辺側に配置される対向辺の溶着面積が、他方の側に配置される
対向辺の溶着面積より大きい血圧情報測定用カフ。
（１３）　（１）乃至（１２）のいずれか一つの血圧情報測定用カフと、
　前記流体袋を膨縮させる膨縮機構と、
　血圧情報を取得する血圧情報取得部と、
を備えた血圧情報測定装置。 
【符号の説明】
【００５１】
　１１　装置本体
　１３　血圧計用カフ
　２３，２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ　空気袋
　２７　血圧測定用エア系コンポーネント
　２９　圧力センサ
　３１　膨張機構
　３３　ポンプ
　３５　弁
　３７　発振回路
　３９　ポンプ駆動回路
　４１　弁駆動回路
　４３　ＣＰＵ
　４５　メモリ部
　４７　電源部
　５５　樹脂シート
　６１　第１溶着部
　６３　筒状体の両端
　６５，６７　第２の溶着部
　７１，７３　長辺
　７５，７７　短辺
　７９Ａ，７９Ｂ　部分溶着部
　８１Ａ，８１Ｂ　部分溶着部
　８３　中央領域
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　８５Ａ，８５Ｂ，８５Ｃ，８５Ｄ　部分溶着部
　９５Ａ，９４Ｂ　部分溶着部
　９７Ａ，９７Ｂ　部分溶着部
　９９Ａ，９９Ｂ　部分溶着部
１００　血圧情報測定装置
１０１Ａ，１０１Ｂ　部分溶着部
１０３Ａ，１０３Ｂ　部分溶着部
１０５，１０７　長辺

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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