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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体が出入りすることによって膨縮する流体袋を備えた血圧計用カフであって、
　前記流体袋は、当該血圧計用カフが生体に巻き付けられた状態において内側に位置する
内側壁部と、前記内側壁部よりも外側に位置する外側壁部と、前記内側壁部の側端部と前
記外側壁部の側端部とを連結し、前記流体袋を加圧していない収縮状態において前記流体
袋の幅方向内側に向かって折り畳まれることにより、前記流体袋の側端部において襠を形
成する側壁部とを含み、
　前記流体袋の側端部の生体への巻き付け方向における一部の領域にのみ、前記側壁部に
よって形成される襠の広がりを減じる接合部が設けられている、血圧計用カフ。
【請求項２】
　前記接合部が、前記側壁部が折り畳まれた状態において対面することとなる前記側壁部
の壁面同士を接合することによって形成されている、請求項１に記載の血圧計用カフ。
【請求項３】
　前記接合部が、前記側壁部の壁面と、前記側壁部が折り畳まれた状態において前記側壁
部の壁面が対面することとなる前記外側壁部の壁面とを接合することによって形成されて
いる、請求項１または２に記載の血圧計用カフ。
【請求項４】
　前記接合部が、前記側壁部の壁面と、前記側壁部が折り畳まれた状態において前記側壁
部の壁面が対面することとなる前記内側壁部の壁面とを接合することによって形成されて
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いる、請求項１から３のいずれかに記載の血圧計用カフ。
【請求項５】
　前記流体袋が、前記流体袋内において前記内側壁部および前記外側壁部の間に位置し、
かつ前記流体袋の両側端部に位置する一対の前記側壁部同士を連結する連結部をさらに有
している、請求項１から４のいずれかに記載の血圧計用カフ。
【請求項６】
　前記接合部が、前記流体袋の生体への巻き付け方向の略中央部に位置している、請求項
１から５のいずれかに記載の血圧計用カフ。
【請求項７】
　前記接合部における接合が、溶着によって行なわれている、請求項１から６のいずれか
に記載の血圧計用カフ。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の血圧計用カフと、
　前記流体袋を膨縮させる膨縮手段と、
　前記流体袋内の圧力を検知する圧力検知手段と、
　前記圧力検知手段によって検知された圧力情報に基づいて血圧値を算出する血圧値算出
手段とを備えた、血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体を圧迫することにより動脈を阻血するための流体袋を備えた血圧計用カ
フおよびこれを備えた血圧計に関する。
【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加圧・減圧することによって
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、特に手首や上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呼ばれることもある。
【０００３】
　近年、血圧計は、病院等の医療施設において使用されるのみならず、家庭内において日
々の健康状態を知る手段として頻繁に利用されている。したがって、血圧計に対する取扱
い性の向上、特に装着作業の容易化への要請が強く、これを解決すべくカフの小型化が推
し進められている。カフの小型化に際しては、幅方向（すなわち、カフが巻き付けられる
被測定部位（たとえば手首や上腕等）の軸方向と平行な方向）における狭小化が必要であ
る。
【０００４】
　血圧計用カフの幅を狭小化する場合には、動脈を十分に圧迫阻血することができるかど
うかが問題となる。幅広の血圧計用カフを用いた場合には、カフによって覆われる被測定
部位の軸方向における長さが長く確保できるため、十分に動脈を圧迫阻血することが可能
である。しかしながら、カフ幅を狭小化した場合には、これに伴ってカフで覆われる被測
定部位の軸方向における長さも短くなるため、十分に動脈を圧迫阻血することが困難にな
る。
【０００５】
　このカフ幅の狭小化に伴う阻血性能の低下の防止が図られた血圧計用のカフとして、た
とえば特開平２－１０７２２６号公報（特許文献１）に開示の血圧計用カフや、特開２０
０１－２２４５５８号公報（特許文献２）に開示の血圧計用カフが知られている。これら
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公報に開示の血圧計用カフは、カフ内に配置される流体袋としての空気袋の幅方向におけ
る両側端部に襠を設け、空気袋が膨張した際にこの襠が伸びることによって空気袋が幅方
向においてより均等に膨張するように構成したものである。このように構成することによ
り、カフの両側端部およびその近傍においてもカフの中央部と同様に動脈の圧迫阻血が十
分に行なえるようになるため、カフ幅を狭小化した場合にも精度よく血圧値を測定するこ
とができる。
【特許文献１】特開平２－１０７２２６号公報
【特許文献２】特開２００１－２２４５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このように空気袋の幅方向における両側端部に襠を設けた場合には、空
気袋の膨張時において、空気袋の幅方向における両側端部の厚み方向における高さが大き
くなるため、結果として後述する空気袋の横ずれ現象を誘発する原因となる。
【０００７】
　図２７は、一般的な手首式血圧計を被測定部位である手首に装着した状態を示す模式図
であり、図２８は、図２７中に示す血圧計用カフのＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿っ
た模式断面図である。また、図２９は、図２７に示す測定状態において手首式血圧計のカ
フに横ずれ現象が発生した場合の状態を示す模式図であり、図３０は、図２９中に示す血
圧計用カフおよび手首のＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿った模式断面図である。
【０００８】
　図２７に示すように、手首式の血圧計１００は、装置本体１１０とカフ１３０とを備え
る。手首式の血圧計１００を用いて血圧値を測定する際には、被測定部位である手首３０
０に血圧計１００のカフ１３０が周方向に巻き付けられる。図２８に示すように、カフ１
３０は、袋状のカバー体１４０と、このカバー体１４０の内部に配置された空気袋１５０
および当該カフを手首に仮装着させるための湾曲弾性のカーラ１７０とによって主に構成
されている。これらカバー体１４０、空気袋１５０およびカーラ１７０は、カフ１３０の
巻き付け方向を長手方向として延在している。
【０００９】
　カバー体１４０は、伸縮性に富んだ布等からなる内側カバー１４１と伸縮性に乏しい布
等からなる外側カバー１４２とを重ね合わせてその周縁を結合することによって袋状に形
成されている。空気袋１５０は、装着状態において手首側に位置する内側壁部を形成する
樹脂シート１５２と、内側壁部の外側に位置する外側壁部を形成する樹脂シート１５１と
を重ね合わせてその周縁を溶着することにより袋状に形成されており、内部に膨縮空間１
６６を有している。空気袋１５０の内側壁部を形成する樹脂シート１５２は、その両端部
が折り返されて外側壁部を形成する樹脂シート１５１に溶着されており、これによって空
気袋１５０の側壁部に襠が形成されている。空気袋１５０の外周面には、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部材であるカーラ１７０が両
面テープ１８１等の接着手段によって接着されている。
【００１０】
　上記構成の手首式血圧計１００にあっては、装置本体１１０の内部に設置された膨縮手
段としてのポンプおよび弁等を用いてカフ１３０内に位置する空気袋１５０の膨縮空間１
６６が加減圧されることにより空気袋１５０が膨縮し、この空気袋１５０の膨縮の際に検
知される圧力情報を基に血圧値の算出が行なわれる。
【００１１】
　空気袋１５０が膨張状態にある場合においてカバー体１４０の外側カバー１４２に手首
３００の軸方向と平行な方向に何らかの外力が加わった場合には、カフ１３０の外側部分
が手首３００の軸方向に横ずれすることになり、この際カフ１３０の内側部分は手首３０
０と接触しているため横ずれを起こさず、結果としてカフ１３０に図２９において符号１
９０で示す如くのはみ出し部分が生じる。また、外力が加わらなくても、手首３００表面
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の傾斜形状によって空気袋１５０の圧力バランスが崩れ、横ずれが生じる場合もある。
【００１２】
　図３０に示すように、上述の横ずれ現象は、膨張時における空気袋１５０の圧力バラン
スの崩れに伴い、カーラ１７０、外側カバー１４２および樹脂シート１５１が一体となっ
て手首３００の軸方向に移動することによって生じる。カーラ１７０が手首３００の軸方
向に移動した場合には、カーラ１７０の移動方向とは反対側に位置する空気袋１５０の端
部に向かって空気袋１５０内の空気が逃げるため、空気袋１５０に変形が生じ、上述のは
み出し部分１９０が発生する。このはみ出し部分１９０が発生した場合には、手首３００
に対して空気袋１５０を効率よく均等に押圧することができなくなるため、十分な阻血性
能を得ることができず、測定精度が低下する原因となる。また、空気袋１５０とカーラ１
７０との接着部の両端（図中に示す領域Ａ）においてカーラ１７０から空気袋１５０を引
き剥がす方向に力が加わることになるため、接着部の信頼性が低下することが懸念される
。
【００１３】
　上述の横ずれ現象は、膨張時における空気袋１５０の幅に対する内部の膨縮空間１６６
の厚みが大きければ大きいほど発生し易く、カフ１３０の幅を狭小化させることによって
生じる測定精度の低下を防止すべく空気袋１５０の両側端部に襠を形成した構成において
特に問題となる。しかしながら、上記問題は、このような構成の血圧計用カフに限定され
る問題ではなく、空気袋の両側端部に襠を形成していない血圧計用カフにおいても少なか
らず発生している問題であり、その解決が望まれるところである。
【００１４】
　したがって、本発明は、上述の問題点を解決すべくなされたものであり、カフの横ずれ
現象の発生が防止可能な血圧計用カフを提供することにより、高性能でかつ高信頼性の血
圧計を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に基づく血圧計用カフは、流体が出入りすることによって膨縮する流体袋を備え
たものであって、上記流体袋は、当該血圧計用カフが生体に巻き付けられた状態において
内側に位置する内側壁部と、上記内側壁部よりも外側に位置する外側壁部と、上記内側壁
部の側端部と上記外側壁部の側端部とを連結し、上記流体袋を加圧していない収縮状態に
おいて上記流体袋の幅方向内側に向かって折り畳まれることにより、上記流体袋の側端部
において襠を形成する側壁部とを含み、上記流体袋の側端部の生体への巻き付け方向にお
ける一部の領域にのみ、上記側壁部によって形成される襠の広がりを減じる接合部が設け
られてなる。
【００１６】
　このように、流体袋の生体への巻き付け方向における一部の領域に、側壁部によって形
成された襠の広がりを減じる接合部を形成することにより、流体袋の側端部の変形がこの
接合部の存在によって制限されるようになるため、流体袋の横ずれが防止でき、被測定部
位への圧迫力分布の均一化を図ることができる。したがって、高信頼性の血圧計用カフと
することができるとともに、高精度に血圧値を測定することが可能になる。なお、「襠の
広がりを減じる」とは、襠の広がりを他の領域に比べて小さくすることのみならず、その
領域において襠を完全に消滅させることをも含む意味である。
【００１７】
　上記本発明に基づく血圧計用カフにあっては、上記接合部が、上記側壁部が折り畳まれ
た状態において対面することとなる上記側壁部の壁面同士を接合することによって形成さ
れていることが好ましい。また、上記本発明に基づく血圧計用カフにあっては、上記接合
部が、上記側壁部の壁面と、上記側壁部が折り畳まれた状態において上記側壁部の壁面が
対面することとなる上記外側壁部の壁面とを接合することによって形成されていてもよく
、さらには、上記側壁部の壁面と、上記側壁部が折り畳まれた状態において上記側壁部の
壁面が対面することとなる上記内側壁部の壁面とを接合することによって形成されていて
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もよい。
【００１８】
　上述の接合部は、たとえば上記の如くの構成とすることにより、簡便に形成することが
可能である。
【００１９】
　上記本発明に基づく血圧計用カフにあっては、流体袋が、上記流体袋内において上記内
側壁部および上記外側壁部の間に位置し、かつ上記流体袋の両側端部に位置する一対の上
記側壁部同士を連結する連結部をさらに有していることが好ましい。
【００２０】
　このように構成することにより、流体袋が膨張状態から収縮状態に移行する際に、襠と
して機能する側壁部が確実に内側に折り畳まれて収納されるようになり、膨縮に伴う流体
袋の変形が安定的に再現されるようになる。
【００２１】
　上記本発明に基づく血圧計用カフにあっては、上記接合部が、上記流体袋の生体への巻
き付け方向の略中央部に位置していることが好ましい。
【００２２】
　このように構成することにより、最も横ずれの発生し易い生体への巻き付け方向の中央
部において流体袋の変形が制限されるようになるため、効果的に横ずれを防止することが
できる。
【００２３】
　上記本発明に基づく血圧計用カフにあっては、上記接合部における接合が溶着によって
行なわれていることが好ましい。
【００２４】
　このように接合部を溶着によって形成することにより、容易に接合部を形成することが
できる。
【００３１】
　本発明に基づく血圧計は、上述のいずれかの血圧計用カフと、上記流体袋を膨縮させる
膨縮手段と、上記流体袋内の圧力を検知する圧力検知手段と、上記圧力検知手段によって
検知された圧力情報に基づいて血圧値を算出する血圧値算出手段とを備える。
【００３２】
　このように構成することにより、高性能でかつ高信頼性の血圧計とすることができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、血圧計用のカフにおいて、上述の横ずれ現象の発生が未然に防止でき
るようになるため、被測定部位への圧迫力分布の均一化を図ることができ、高性能でかつ
高信頼性の血圧計とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　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、血圧計として手首式の血圧計を例示して説明を行なう。
【００３５】
　図１は、本発明の実施の形態における血圧計の外観を示す斜視図である。図１に示すよ
うに、本発明の実施の形態１における血圧計１００は、装置本体１１０とカフ１３０とを
備える。装置本体１１０の表面には、表示部１１１と操作部１１２とが配置されており、
この装置本体１１０に上述のカフ１３０が取付けられている。
【００３６】
　図２は、図１に示す血圧計用カフの内部構造を示す縦断面図である。図２に示すように
、本実施の形態における血圧計用カフ１３０は、伸縮性に富んだ布等からなる袋状のカバ
ー体１４０と、このカバー体１４０の内部に配置された流体袋としての空気袋１５０と、
カバー体１４０の内部に配置され、装着状態において空気袋１５０の外側に位置するカー
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ラ１７０とを主に備える。これらカバー体１４０、空気袋１５０およびカーラ１７０は、
カフ１３０の巻き付け方向を長手方向として延在している。
【００３７】
　カバー体１４０は、装着状態において内側に位置する内側カバー１４１と、内側カバー
１４１よりも外側に位置する外側カバー１４２とを備えており、これら内側カバー１４１
と外側カバー１４２とを重ね合わせてその周縁を結合することによって袋状に形成されて
いる。カバー体１４０の長手方向の一方端の内周面側には、面ファスナ１７５が設けられ
ており、カバー体１４０の長手方向の他方端の外周面には、上記面ファスナ１７５と係合
する面ファスナ１７６が貼り付けられている。これら面ファスナ１７５，１７６は、被測
定部位である手首にカフ１３０を装着した状態において、血圧計１００を手首に安定的に
固定するための手段である。
【００３８】
　空気袋１５０は、樹脂シートを用いて形成された袋状の部材からなる。たとえば、後述
する本実施の形態に基づく実施例１に係る血圧計用カフに内包される空気袋１５０Ａにあ
っては、カフ１３０を手首に巻き付けた状態において手首側に位置する内側壁部を形成す
る樹脂シート１５２と、内側壁部の外側に位置する外側壁部を形成する樹脂シート１５１
とを重ね合わせ、その周縁を溶着することにより袋状に形成されており、内部に膨縮空間
１６６を有している（詳細については、後述の実施例１を参照）。なお、膨縮空間１６６
は、後述する装置本体１１０の血圧測定用エア系１２１と、配管１２０を介して接続され
る（図３参照）。
【００３９】
　空気袋１５０を構成する樹脂シートの材質としては、伸縮性に富んでおり溶着後におい
て膨縮空間１６６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、樹脂シートの最適な材質としては、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）、生ゴム等が挙げられる
。
【００４０】
　空気袋１５０の外側には、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
成された可撓性部材であるカーラ１７０が配置されている。カーラ１７０は、空気袋１５
０の外周面に図示しない両面テープ等の接着手段によって接着されている。このカーラ１
７０は、自身の環状形態を維持して手首に沿うように構成されており、測定者自身が被測
定部位にカフ１３０を装着し易くするためのものである。このカーラ１７０は、十分な弾
性力を発現するように、たとえばポリプロピレン等の樹脂部材にて形成される。
【００４１】
　図３は、本実施の形態における血圧計の構成を示すブロック図である。図３に示すよう
に、装置本体１１０は、上述の空気袋１５０に配管１２０を介して空気を供給または排出
するための血圧測定用エア系１２１と、血圧測定用エア系１２１に関連して設けられる発
振回路１２５、ポンプ駆動回路１２６および弁駆動回路１２７とを含む。これら各構成要
素は、空気袋１５０を膨縮させるための膨縮手段として機能する。
【００４２】
　また、装置本体１１０は、各部を集中的に制御および監視するためのＣＰＵ（Central 
Processing Unit）１１３と、ＣＰＵ１１３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１１４と、血圧測定結果を含む各種情
報を表示するための表示部１１１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１１２と、操作部１１２からの電源ＯＮの指示によりＣＰＵ１１３に電力を供給す
るための電源部１１５とを含む。ＣＰＵ１１３は、血圧値を算出するための血圧値算出手
段として機能する。
【００４３】
　血圧測定用エア系１２１は、空気袋１５０内の圧力（以下、「カフ圧」という）により
出力値が変化する圧力センサ１２２と、空気袋１５０に空気を供給するためのポンプ１２
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３と、空気袋１５０の空気を排出しまたは封入するために開閉される弁１２４とを有する
。圧力センサ１２２は、カフ圧を検知するための圧力検知手段として機能する。発振回路
１２５は、圧力センサ１２２の出力値に応じた発振周波数の信号をＣＰＵ１１３に出力す
る。ポンプ駆動回路１２６は、ポンプ１２３の駆動をＣＰＵ１１３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１２７は、弁１２４の開閉制御をＣＰＵ１１３から与
えられる制御信号に基づいて行なう。
【００４４】
　図４は、本実施の形態における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、メモリ部１１４に予め記憶されて、ＣＰＵ
１１３がメモリ部１１４からこのプログラムを読出し実行することにより血圧測定処理が
行なわれる。
【００４５】
　図４に示すように、被験者が血圧計１００の操作部１１２の操作ボタンを操作して電源
ＯＮすると血圧計１００の初期化がなされる（ステップＳ１０２）。次に、ＣＰＵ１１３
は、測定可能状態になると、ポンプ１２３を駆動開始し、空気袋１５０のカフ圧を徐々に
上昇させる（ステップＳ１０４）。徐々に加圧する過程において、血圧測定のための所定
レベルにまでカフ圧が達すると、ＣＰＵ１１３はポンプ１２３を停止し、次に閉じていた
弁１２４を徐々に開いて、空気袋１５０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Ｓ１０６）。本実施の形態ではカフ圧の微速減圧過程において血圧を測定す
る。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ１１３は公知の手順で血圧（最高血圧値、最低血圧値）を算出する（ステ
ップＳ１０８）。具体的には、カフ圧が徐々に減圧する過程において、ＣＰＵ１１３は発
振回路１２５から得られる発振周波数に基づき脈波情報を抽出する。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Ｓ１０８において血圧値が算出されると、算
出された血圧値を表示部１１１に表示する（ステップＳ１１０）。なお、以上において説
明した測定方式は、空気袋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。
【００４７】
　本実施の形態における血圧計１００および血圧計用カフ１３０は、上述の空気袋１５０
の形状において特徴を有している。以下においては、空気袋１５０の形状について、各実
施例ごとに図を参照して詳細に説明する。
【００４８】
　（実施例１）
　図５（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例１に係る血圧計用カフに内包される空気袋
の一部を破断させて示した概略斜視図である。図５（Ｂ）は、図５（Ａ）において示すＶ
Ｂ－ＶＢ線に沿った概略断面図であり、図５（Ｃ）は、図５（Ａ）において示すＶＣ－Ｖ
Ｃ線に沿った概略断面図である。また、図６は、図５（Ｃ）において示す領域ＶＩの拡大
図である。
【００４９】
　図５（Ａ）ないし図５（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ａは、２枚の樹脂シート１５１，１５２を用いて袋状に形成されている。より具体的に
は、空気袋１５０Ａは、平面視略矩形形状の樹脂シート１５１と、この樹脂シート１５１
よりも僅かに幅の広い平面視略矩形形状の樹脂シート１５２とを積層し、その周縁を溶着
することによって形成されており、内部に膨縮空間１６６を有している。
【００５０】
　樹脂シート１５２は、血圧計用カフ１３０を手首に装着した状態において、内側に位置
する内側壁部１６２を形成している。また、樹脂シート１５１は、血圧計用カフ１３０を
手首に装着した状態において、上記内側壁部１６２よりも外側に位置する外側壁部１６１
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を形成している。
【００５１】
　空気袋１５０Ａの内側壁部１６２を形成する樹脂シート１５２は、その両端部が折り返
されて外側壁部１６１を形成する樹脂シート１５１に溶着されており、これによって空気
袋１５０Ａの側壁部１６３に襠が形成されている。この側壁部１６３によって形成された
襠は、空気袋１５０Ａが収縮状態にある場合において、空気袋１５０Ａの内側に向かって
折り畳まれるように構成される。収縮状態において折り畳まれていたこの襠は、空気袋１
５０Ａが膨張状態にある場合において、空気袋１５０Ａの厚み方向に広がるため、この襠
の作用によって空気袋１５０Ａの幅方向における両側端部およびその近傍においても空気
袋１５０Ａが十分に膨張するようになる。このため、空気袋１５０Ａの幅方向における両
側端部およびその近傍においても動脈の圧迫阻血が十分に行なえるようになり、カフを狭
小化した場合にも高い阻血性能を得ることができる。
【００５２】
　図５（Ａ）ないし図５（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ａにあっては、空気袋１５０Ａの生体への巻き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ａの
長手方向）における一部の領域に、側壁部１６３によって形成された襠の広がりを減じる
ための接合部としての溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋１５
０Ａの幅方向における両側端部に一対設けられている。
【００５３】
　図６に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ａを気密に封止するための溶着
部１６７とは区別されるものであり、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａにお
いては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において対面することとなる側壁
部１６３の壁面同士を溶着することによってこの溶着部１６８が形成されている。
【００５４】
　このように構成することにより、図５（Ｂ）および図５（Ｃ）に示すように、空気袋１
５０Ａを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ａの長手方向における厚みが一
定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが小さ
くなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ１Cが、溶着
部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ１Bよりも小さくなる。
【００５５】
　このように、空気袋１５０Ａの長手方向における一部の領域に、側壁部１６３によって
形成された襠の広がりを減じる溶着部１６８を形成することにより、空気袋１５０Ａの側
端部の変形がこの溶着部１６８の存在によって制限されるようになり、空気袋１５０Ａの
横ずれが防止されるようになる。その一方、溶着部１６８が形成されていない領域におい
ては、側壁部１６３によって形成される襠が空気袋１５０Ａの幅方向における両側端部お
よびその近傍における膨張を促進するため、動脈の圧迫阻血が十分に行なえるようになる
。
【００５６】
　したがって、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向において均等に被測定部位
を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血することが可能なカフとす
ることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血性能を得ることができる
。
【００５７】
　なお、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａにあっては、側壁部１６３によっ
て形成される襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ａの生体への巻き
付け方向の略中央部に設けられることが好ましい。このように構成することにより、空気
袋１５０Ａの側端部のうち、上記溶着部１６８が設けられなかった場合に最も厚み方向に
膨らむ領域である空気袋１５０Ａの生体への巻き付け方向における略中央部の膨張が制限
されるようになるため、横ずれ現象が発生することを効果的に防止することができる。
【００５８】
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　また、通常、手首式の血圧計にあっては、手首にカフを巻き付けた状態において、手首
の掌側部分に空気袋の長手方向の略中央部が位置するように構成される。この手首の掌側
部分の皮下には、手首の他の部分よりも比較的硬い腱が位置しているため、上述のように
、側壁部１６３によって形成される襠の広がりを減じるための溶着部１６８が空気袋１５
０Ａの長手方向の略中央部に設けられることにより、他の部位に上記溶着部１６８を設け
た場合に比べて動脈の圧迫阻血に対する影響を小さくすることができる。したがって、上
記溶着部１６８を設けることによって生じる圧迫阻血の性能低下の影響を最小限に抑える
ことが可能になる。
【００５９】
　（実施例２）
　図７（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例２に係る血圧計用カフに内包される空気袋
の一部を破断させて示した概略斜視図である。図７（Ｂ）は、図７（Ａ）において示すＶ
ＩＩＢ－ＶＩＩＢ線に沿った概略断面図であり、図７（Ｃ）は、図７（Ａ）において示す
ＶＩＩＣ－ＶＩＩＣ線に沿った概略断面図である。また、図８は、図７（Ｃ）において示
す領域ＶＩＩＩの拡大図である。
【００６０】
　図７（Ａ）ないし図７（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ｂは、４枚の樹脂シート１５１，１５２，１５３，１５４を用いて袋状に形成されてい
る。より具体的には、空気袋１５０Ｂは、平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５１，
１５４を積層し、これら２枚の樹脂シート１５１，１５４の両側端部を、幅の狭い平面視
略矩形形状の樹脂シート１５２，１５３を用いて連結することによって形成されている。
これら樹脂シート１５１，１５２，１５３，１５４は、隣り合う樹脂シートの周縁を溶着
することによって連結される。
【００６１】
　樹脂シート１５４は、血圧計用カフ１３０を手首に装着した状態において、内側に位置
する内側壁部１６２を形成している。また、樹脂シート１５１は、血圧計用カフ１３０を
手首に装着した状態において、上記内側壁部１６２よりも外側に位置する外側壁部１６１
を形成している。
【００６２】
　さらに、樹脂シート１５２，１５３は、上述の内側壁部１６２と外側壁部１６１とを連
結する側壁部１６３を形成する。これら空気袋１５０Ｂの側壁部１６３を形成する樹脂シ
ート１５２，１５３は、上述の実施例１に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａの側壁部と
同様に、襠として機能する。
【００６３】
　図７（Ａ）ないし図７（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ｂにあっては、空気袋１５０Ｂの生体への巻き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｂの
長手方向）における一部の領域に、側壁部１６３によって形成された襠の広がりを減じる
ための接合部としての溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋１５
０Ｂの幅方向における両側端部に一対設けられている。
【００６４】
　図８に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｂを気密に封止するための溶着
部１６７とは区別されるものであり、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｂにお
いては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において対面することとなる側壁
部１６３の壁面同士を溶着することによって形成されている。
【００６５】
　このように構成することにより、図７（Ｂ）および図７（Ｃ）に示すように、空気袋１
５０Ｂを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｂの長手方向における厚みが一
定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが小さ
くなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ２Cが、溶着
部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ２Bよりも小さくなる。
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【００６６】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【００６７】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｂにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、側壁部１６３によって形成される
襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｂの生体への巻き付け方向の略
中央部に設けられることが好ましい。
【００６８】
　（実施例３）
　図９（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例３に係る血圧計用カフに内包される空気袋
の一部を破断させて示した概略斜視図である。図９（Ｂ）は、図９（Ａ）において示すＩ
ＸＢ－ＩＸＢ線に沿った概略断面図であり、図９（Ｃ）は、図９（Ａ）において示すＩＸ
Ｃ－ＩＸＣ線に沿った概略断面図である。また、図１０は、図９（Ｃ）において示す領域
Ｘの拡大図である。
【００６９】
　図９（Ａ）ないし図９（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ｃは、４枚の樹脂シート１５１，１５２，１５３，１５４を用いて袋状に形成されてい
る。より具体的には、空気袋１５０Ｃは、平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５１，
１５２を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第１の膨縮空間１６６ａを有す
る第１の袋体を形成し、さらに平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５３，１５４を積
層し、その周縁を溶着することによって内部に第２の膨縮空間１６６ｂを有する第２の袋
体を形成し、これら第１の袋体と第２の袋体とを積層して所定の部位を溶着することによ
り、第１の膨縮空間１６６ａと第２の膨縮空間１６６ｂとを有する２層の一体化された袋
体として形成される。なお、上記４枚の樹脂シートのうち、第１の袋体と第２の袋体の接
続部に位置する２枚の樹脂シート１５２，１５３の所定位置には、予めそれぞれ対応して
孔が穿たれており、これら孔は、空気袋１５０Ｃの形成後において第１の膨縮空間１６６
ａと第２の膨縮空間１６６ｂとを連通する連通孔１６５となる。
【００７０】
　樹脂シート１５４は、血圧計用カフ１３０を手首に装着した状態において、内側に位置
する内側壁部１６２を形成している。また、樹脂シート１５１は、血圧計用カフ１３０を
手首に装着した状態において、上記内側壁部１６２よりも外側に位置する外側壁部１６１
を形成している。さらに、樹脂シート１５２，１５３の幅方向における両側端部は、上述
の内側壁部１６２と外側壁部１６１とを連結する側壁部１６３を形成する。これら空気袋
１５０Ｃの側壁部１６３を形成する樹脂シート１５２，１５３の両側端部は、上述の実施
の形態１に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａの側壁部と同様に、襠として機能する。
【００７１】
　また、樹脂シート１５２，１５３は、空気袋１５０Ｃ内において、上記外側壁部１６１
および上記内側壁部１６２の間に位置し、かつ空気袋１５０Ｃの両側端部に位置する一対
の側壁部１６３同士を連結する連結部１６４を形成している。なお、この連結部１６４は
、空気袋１５０Ｃが膨張状態から収縮状態に移行する際に、襠として機能する側壁部１６
３が確実に内側に折り畳まれるように導くためのものである。
【００７２】
　図９（Ａ）ないし図９（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５
０Ｃにあっては、空気袋１５０Ｃの生体への巻き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｃの
長手方向）における一部の領域に、側壁部１６３によって形成された襠の広がりを減じる
ための接合部としての溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋１５
０Ｃの幅方向における両側端部に一対設けられている。
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【００７３】
　図１０に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｃを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものであり、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｃに
おいては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において対面することとなる側
壁部１６３の壁面同士を溶着することによって形成されている。
【００７４】
　このように構成することにより、図９（Ｂ）および図９（Ｃ）に示すように、空気袋１
５０Ｃを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｃの長手方向における厚みが一
定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが小さ
くなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ３Cが、溶着
部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ３Bよりも小さくなる。
【００７５】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【００７６】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｃにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、側壁部１６３によって形成される
襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｃの生体への巻き付け方向の略
中央部に設けられることが好ましい。
【００７７】
　（実施例４）
　図１１（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例４に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）において
示すＸＩＢ－ＸＩＢ線に沿った概略断面図であり、図１１（Ｃ）は、図１１（Ａ）におい
て示すＸＩＣ－ＸＩＣ線に沿った概略断面図である。また、図１２は、図１１（Ｃ）にお
いて示す領域ＸＩＩの拡大図である。
【００７８】
　図１１（Ａ）ないし図１１（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｄは、５枚の樹脂シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に
形成されている。より具体的には、空気袋１５０Ｄは、平面視略矩形形状の２枚の樹脂シ
ート１５１，１５２を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第１の膨縮空間１
６６ａを有する第１の袋体を形成し、平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５３，１５
４を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第２の膨縮空間１６６ｂを有する第
２の袋体を形成し、これら第１の袋体と第２の袋体とを積層して所定の部位を溶着するこ
とにより、第１の膨縮空間１６６ａと第２の膨縮空間１６６ｂとを有する２層の一体化さ
れた袋体として形成し、さらに平面視略矩形形状の僅かに幅の狭い樹脂シート１５５を上
述の一体化された袋体と積層し、樹脂シート１５５の周縁を一体化された袋体の樹脂シー
ト１５４の外表面の所定の位置に溶着することにより、上述の第１の膨縮空間１６６ａお
よび第２の膨縮空間１６６ｂに加えて第３の膨縮空間１６６ｃを有する３層の一体化され
た袋体として形成される。なお、上記５枚の樹脂シートのうち、第１の膨縮空間１６６ａ
と第２の膨縮空間１６６ｂとの間を隔てる２枚の樹脂シート１５２，１５３の所定位置に
は、予めそれぞれ対応して孔が穿たれており、これら孔は、空気袋１５０Ｄの形成後にお
いて第１の膨縮空間１６６ａと第２の膨縮空間１６６ｂとを連通する連通孔１６５ａとな
る。また、上記５枚の樹脂シートのうち、第２の膨縮空間１６６ｂと第３の膨縮空間１６
６ｃとの間を隔てる１枚の樹脂シート１５４の所定位置には、予め孔が穿たれており、こ
の孔は、空気袋１５０Ｄの形成後において第２の膨縮空間１６６ｂと第３の膨縮空間１６
６ｃとを連通する連通孔１６５ｂとなる。
【００７９】
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　樹脂シート１５５は、血圧計用カフ１３０を手首に装着した状態において、内側に位置
する内側壁部１６２を形成している。また、樹脂シート１５１は、血圧計用カフ１３０を
手首に装着した状態において、上記内側壁部１６２よりも外側に位置する外側壁部１６１
を形成している。さらに、樹脂シート１５２，１５３の幅方向における両側端部は、上述
の内側壁部１６２と外側壁部１６１とを連結する側壁部１６３を形成する。これら空気袋
１５０Ｄの側壁部１６３を形成する樹脂シート１５２，１５３の両側端部は、上述の実施
例１に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａの側壁部と同様に、襠として機能する。
【００８０】
　さらに、樹脂シート１５２，１５３は、空気袋１５０Ｄ内において、上記外側壁部１６
１および上記内側壁部１６２の間に位置し、かつ空気袋１５０Ｄの両側端部に位置する一
対の側壁部１６３同士を連結する連結部１６４ａを形成している。また、樹脂シート１５
４は、空気袋１５０Ｄ内において、上記外側壁部１６１および上記内側壁部１６２の間に
位置し、かつ空気袋１５０Ｄの両側端部に位置する一対の側壁部１６３同士を連結する連
結部１６４ｂを形成している。なお、この連結部１６４ａ，１６４ｂは、空気袋１５０Ｄ
が膨張状態から収縮状態に移行する際に、襠として機能する側壁部１６３が確実に内側に
折り畳まれるように導くためのものである。
【００８１】
　図１１（Ａ）ないし図１１（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｄにあっては、空気袋１５０Ｄの生体への巻き付け方向（すなわち、空気袋１５０
Ｄの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６３によって形成された襠の広がりを減
じるための接合部としての溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋
１５０Ｄの幅方向における両側端部に一対設けられている。
【００８２】
　図１２に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｄを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものであり、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄに
おいては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において対面することとなる側
壁部１６３の壁面同士を溶着することによって形成されている。
【００８３】
　このように構成することにより、図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｄを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｄの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ４Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ４Bよりも小さくなる。
【００８４】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【００８５】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄにあっても、上述の実施例１実施
例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、側壁部１６３によって形成
される襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｄの生体への巻き付け方
向の略中央部に設けられることが好ましい。
【００８６】
　（実施例５）
　図１３（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例５に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図１３（Ｂ）は、図１３（Ａ）において
示すＸＩＩＩＢ－ＸＩＩＩＢ線に沿った概略断面図であり、図１３（Ｃ）は、図１３（Ａ
）において示すＸＩＩＩＣ－ＸＩＩＩＣ線に沿った概略断面図である。また、図１４は、
図１３（Ｃ）において示す領域ＸＩＶの拡大図である。なお、上述の実施例４に係る血圧
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計用カフの空気袋１５０Ｄと同様の部分については図中同一の符号を付し、その説明はこ
こでは繰り返さない。
【００８７】
　図１３（Ａ）ないし図１３（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｅは、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様に、５枚の樹脂
シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また、
本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｅにあっては、空気袋１５０Ｅの生体への巻
き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｅの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６
３によって形成された襠の広がりを減じるための接合部としての溶着部１６８が設けられ
ている。この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｅの幅方向における両側端部に一対設けられ
ており、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄの側端部に設けられた溶着
部１６８に比べ、より空気袋１５０Ｅの内側にまで延在している。
【００８８】
　図１４に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｅを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものである。図１４に示すように、本実施例に係る血圧計用カ
フの空気袋１５０Ｅにおいては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において
対面することとなる側壁部１６３の壁面同士を溶着するのみならず、襠を形成する側壁部
１６３の壁面と、側壁部１６３が折り畳まれた状態において側壁部１６３の壁面が対面す
ることとなる内側壁部１６２の壁面および外側壁部１６１の壁面とを溶着することにより
、上記溶着部１６８が形成されている。なお、これら側壁部１６３の壁面同士の溶着、側
壁部１６３の壁面と外側壁部１６１の壁面との溶着、および側壁部１６３の壁面と内側壁
部１６２の壁面との溶着は、一度の溶着処理によって一体的に行なわれる。
【００８９】
　このように構成することにより、図１３（Ｂ）および図１３（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｅを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｅの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ５Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ５Bよりも小さくなる。
【００９０】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。なお、本実施例における血圧計用カフの空気袋１５０Ｅに設け
られる溶着部１６８は、上述の実施例４における血圧計用カフの空気袋１５０Ｄに設けら
れる溶着部１６８よりも空気袋の幅方向においてより内側にまで達している。したがって
、より確実に横ずれを防止することが可能である。
【００９１】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｅにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、側壁部１６３によって形成される
襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｅの生体への巻き付け方向の略
中央部に設けられることが好ましい。
【００９２】
　（実施例６）
　図１５（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例６に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）において
示すＸＶＢ－ＸＶＢ線に沿った概略断面図であり、図１５（Ｃ）は、図１５（Ａ）におい
て示すＸＶＣ－ＸＶＣ線に沿った概略断面図である。また、図１６は、図１５（Ｃ）にお
いて示す領域ＸＶＩの拡大図である。なお、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｄと同様の部分については図中同一の符号を付し、その説明はここでは繰り返さな
い。
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【００９３】
　図１５（Ａ）ないし図１５（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｆは、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様に、５枚の樹脂
シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また、
本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｆにあっては、空気袋１５０Ｆの生体への巻
き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｆの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６
３によって形成された襠の広がりを減じるための接合部としての溶着部１６８が設けられ
ている。この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｆの幅方向における両側端部に一対設けられ
ている。
【００９４】
　図１６に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｆを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものである。図１６に示すように、本実施例に係る血圧計用カ
フの空気袋１５０Ｆにおいては、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと
異なり、襠を形成する側壁部１６３の壁面と、側壁部１６３が折り畳まれた状態において
側壁部１６３の壁面が対面することとなる外側壁部１６１の壁面とを溶着することにより
、上記溶着部１６８が形成されている。したがって、空気袋１５０Ｆ内において積層配置
された第１ないし第３の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂ，１６６ｃのうち、最も外側に位置
する第１の膨縮空間１６６ａの膨張のみが溶着部１６８によって制限されることになる。
【００９５】
　このように構成することにより、図１５（Ｂ）および図１５（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｆを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｆの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ６Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ６Bよりも小さくなる。
【００９６】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【００９７】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｆにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様に、側壁部１６３によって形成される襠の広がり
を減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｆの生体への巻き付け方向の略中央部に設
けられることが好ましい。このように構成することにより、効果的に横ずれ現象の発生が
防止できるとともに、溶着部１６８を設けることによる阻血性能の低下の影響を最小限に
抑えることができる。
【００９８】
　しかしながら、手首の掌側部分の皮下に位置する腱が全く押圧されないように構成した
場合には、腱の側方に位置する動脈が空気袋によって押圧されることにより、腱の裏側の
手首の中心部に廻り込んでしまうおそれがある。このように、動脈が腱の裏側に廻り込ん
だ状態となった場合には、空気袋が膨張することによって生じる圧迫力が動脈に対して十
分に伝わらず、阻血性能が逆に低下してしまうおそれもある。したがって、手首の腱が位
置する部分に対しても空気袋によってある程度圧迫することが必要である。
【００９９】
　本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｆにあっては、上述のように、厚み方向に
積層された第１ないし第３の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂ，１６６ｃのうち、最も外側に
位置する第１の膨縮空間１６６ａの膨張のみが溶着部１６８によって制限されるように構
成されているため、他の膨縮空間１６６ｂ，１６６ｃは十分に膨張する。したがって、膨
張時において手首の腱が位置する部分についても空気袋１５０Ｆによってある程度圧迫す
ることが可能であるため、上述のような阻血性能の低下が起こることが回避される。



(15) JP 4595525 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

【０１００】
　（実施例７）
　図１７（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例７に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図１７（Ｂ）は、図１７（Ａ）において
示すＸＶＩＩＢ－ＸＶＩＩＢ線に沿った概略断面図であり、図１７（Ｃ）は、図１７（Ａ
）において示すＸＶＩＩＣ－ＸＶＩＩＣ線に沿った概略断面図である。また、図１８は、
図１７（Ｃ）において示す領域ＸＶＩＩＩの拡大図である。なお、上述の実施例４に係る
血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様の部分については図中同一の符号を付し、その説明
はここでは繰り返さない。
【０１０１】
　図１７（Ａ）ないし図１７（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｇは、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様に、５枚の樹脂
シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また、
本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｇにあっては、空気袋１５０Ｇの生体への巻
き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｇの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６
３によって形成された襠の広がりを減じるための接合部としての溶着部１６８が設けられ
ている。この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｇの幅方向における両側端部に一対設けられ
ている。
【０１０２】
　図１８に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｇを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものである。図１８に示すように、本実施例に係る血圧計用カ
フの空気袋１５０Ｇにおいては、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと
異なり、襠を形成する側壁部１６３の壁面と、側壁部１６３が折り畳まれた状態において
側壁部１６３の壁面が対面することとなる内側壁部１６２の壁面とを溶着することにより
、上記溶着部１６８が形成されている。したがって、空気袋１５０Ｇ内において積層配置
された第１ないし第３の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂ，１６６ｃのうち、真中に位置する
第２の膨縮空間１６６ｂの膨張のみが溶着部１６８によって制限されることになる。
【０１０３】
　このように構成することにより、図１７（Ｂ）および図１７（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｇを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｇの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ７Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ７Bよりも小さくなる。
【０１０４】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【０１０５】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｇにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様に、側壁部１６３によって形成される襠の広がり
を減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｇの生体への巻き付け方向の略中央部に設
けられることが好ましい。このように構成することにより、効果的に横ずれ現象の発生が
防止できるとともに、溶着部１６８を設けることによる阻血性能の低下の影響を最小限に
抑えることができる。
【０１０６】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｇにあっては、上述のように、厚み
方向に積層された第１ないし第３の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂ，１６６ｃのうち、真中
に位置する第２の膨縮空間１６６ｂの膨張のみが溶着部１６８によって制限されるように
構成されているため、他の膨縮空間１６６ａ，１６６ｃは十分に膨張する。したがって、
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上述の実施例６に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｆと同様に、膨張時において手首の腱
が位置する部分についても空気袋１５０Ｇによってある程度圧迫することが可能であるた
め、阻血性能の低下が起こることが回避される。
【０１０７】
　（実施例８）
　図１９（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例８に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図１９（Ｂ）は、図１９（Ａ）において
示すＸＩＸＢ－ＸＩＸＢ線に沿った概略断面図であり、図１９（Ｃ）は、図１９（Ａ）に
おいて示すＸＩＸＣ－ＸＩＸＣ線に沿った概略断面図である。また、図２０は、図１９（
Ｃ）において示す領域ＸＸの拡大図である。なお、上述の実施例４に係る血圧計用カフの
空気袋１５０Ｄと同様の部分については図中同一の符号を付し、その説明はここでは繰り
返さない。
【０１０８】
　図１９（Ａ）ないし図１９（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｈは、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様に、５枚の樹脂
シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また、
本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｈにあっては、空気袋１５０Ｈの生体への巻
き付け方向（すなわち、空気袋１５０Ｈの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６
３によって形成された襠の広がりを減じるための接合部としての溶着部１６８が設けられ
ている。この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｈを形成する５枚の樹脂シートのうち、樹脂
シート１５１，１５２にて形成される第１の袋体と、樹脂シート１５３，１５４にて形成
される第２の袋体とを接続する際の溶着対象である樹脂シート１５２，１５３に設けられ
、より具体的には、空気袋１５０Ｈの長手方向に延在する、第１の袋体と第２の袋体との
接続のための溶着部１６７の一部を、空気袋１５０Ｈの両側端部側に向かって広げること
によって形成されるものである。
【０１０９】
　図２０に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｈを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものであり、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｈに
おいては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において対面することとなる側
壁部１６３の壁面同士を溶着することによって形成されている。
【０１１０】
　このように構成することにより、図１９（Ｂ）および図１９（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｈを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｈの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ８Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ８Bよりも小さくなる。
【０１１１】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｈにあって
は、側壁部によって形成された襠の広がりを減じるための接合部としての溶着部が、第１
の袋体と第２の袋体とを気密に封止するための溶着処理時に同時に形成可能となるため、
製造作業が簡略化される。
【０１１２】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｈにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、側壁部１６３によって形成される
襠の広がりを減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｈの生体への巻き付け方向の略
中央部に設けられることが好ましい。
【０１１３】
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　（実施例９）
　図２１（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例９に係る血圧計用カフに内包される空気
袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図２１（Ｂ）は、図２１（Ａ）において
示すＸＸＩＢ－ＸＸＩＢ線に沿った概略断面図であり、図２１（Ｃ）は、図２１（Ａ）に
おいて示すＸＸＩＣ－ＸＸＩＣ線に沿った概略断面図である。また、図２２は、図２１（
Ｃ）において示す領域ＸＸＩＩの拡大図である。
【０１１４】
　図２１（Ａ）ないし図２１（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｉは、６枚の樹脂シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５，１５６を用い
て袋状に形成されている。より具体的には、空気袋１５０Ｉは、平面視略矩形形状の２枚
の樹脂シート１５１，１５２を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第１の膨
縮空間１６６ａを有する第１の袋体を形成し、平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５
３，１５４を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第２の膨縮空間１６６ｂを
有する第２の袋体を形成し、さらに平面視略矩形形状の２枚の樹脂シート１５５，１５６
を積層し、その周縁を溶着することによって内部に第３の膨縮空間１６６ｃを有する第３
の袋体を形成し、これら第１の袋体、第２の袋体および第３の袋体を積層して所定の部位
を溶着することにより、第１の膨縮空間１６６ａ、第２の膨縮空間１６６ｂおよび第３の
膨縮空間１６６ｃを有する３層の一体化された袋体として形成される。なお、上記６枚の
樹脂シートのうち、第１の袋体と第２の袋体の接続部に位置する２枚の樹脂シート１５２
，１５３の所定位置には、予めそれぞれ対応して孔が穿たれており、これら孔は、空気袋
１５０Ｉの形成後において第１の膨縮空間１６６ａと第２の膨縮空間１６６ｂとを連通す
る連通孔１６５ａとなる。また、上記６枚の樹脂シートのうち、第２の袋体と第３の袋体
の接続部に位置する２枚の樹脂シート１５４，１５５の所定位置には、予めそれぞれ対応
して孔が穿たれており、これら孔は、空気袋１５０Ｉの形成後において第２の膨縮空間１
６６ｂと第３の膨縮空間１６６ｃとを連通する連通孔１６５ｂとなる。
【０１１５】
　樹脂シート１５６は、血圧計用カフ１３０を手首に装着した状態において、内側に位置
する内側壁部１６２を形成している。また、樹脂シート１５１は、血圧計用カフ１３０を
手首に装着した状態において、上記内側壁部１６２よりも外側に位置する外側壁部１６１
を形成している。さらに、樹脂シート１５２，１５３，１５４，１５５の幅方向における
両側端部は、上述の内側壁部１６２と外側壁部１６１とを連結する側壁部１６３を形成す
る。これら空気袋１５０Ｉの側壁部１６３を形成する樹脂シート１５２，１５３，１５４
，１５５の幅方向における両側端部は、上述の実施の形態１に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ａの側壁部と同様に、襠として機能する。
【０１１６】
　また、樹脂シート１５２，１５３は、空気袋１５０Ｉ内において、上記外側壁部１６１
および上記内側壁部１６２の間に位置し、かつ空気袋１５０Ｉの両側端部に位置する一対
の側壁部１６３同士を連結する連結部１６４ａを形成している。また、樹脂シート１５４
，１５５は、空気袋１５０Ｉ内において、上記外側壁部１６１および上記内側壁部１６２
の間に位置し、かつ空気袋１５０Ｉの両側端部に位置する一対の側壁部１６３同士を連結
する連結部１６４ｂを形成している。なお、これら連結部１６４ａ，１６４ｂは、空気袋
１５０Ｉが膨張状態から収縮状態に移行する際に、襠として機能する側壁部１６３が確実
に内側に折り畳まれるように導くためのものである。
【０１１７】
　図２１（Ａ）ないし図２１（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｉにあっては、空気袋１５０Ｉの生体への巻き付け方向（すなわち、空気袋１５０
Ｉの長手方向）における一部の領域に、側壁部１６３によって形成された襠の広がりを減
じるための接合部としての溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋
１５０Ｉの幅方向における両側端部に一対設けられている。
【０１１８】
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　図２２に示すように、この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｉを気密に封止するための溶
着部１６７とは区別されるものである。図２２に示すように、本実施例に係る血圧計用カ
フの空気袋１５０Ｉにおいては、襠を形成する側壁部１６３が折り畳まれた状態において
対面することとなる側壁部１６３の壁面同士のうち、樹脂シート１５２および樹脂シート
１５３によって形成される側壁部１６３部分を溶着することによって溶着部１６８が形成
されている。
【０１１９】
　このように構成することにより、図２１（Ｂ）および図２１（Ｃ）に示すように、空気
袋１５０Ｉを単体で膨張させた状態においては、空気袋１５０Ｉの長手方向における厚み
が一定とならず、溶着部１６８が形成された領域において他の領域よりも膨張時の厚みが
小さくなる。すなわち、溶着部１６８が形成された領域における膨張時の厚みｔ９Cが、
溶着部１６８が形成されていない領域における膨張時の厚みｔ９Bよりも小さくなる。
【０１２０】
　このため、上述の実施例１と同様に、空気袋の横ずれを防止しつつ、空気袋の幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫し、被測定部位の皮下に位置する動脈を確実に圧迫阻血す
ることが可能なカフとすることができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血
性能を得ることができる。
【０１２１】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｉにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様に、側壁部１６３によって形成される襠の広がり
を減じるための溶着部１６８が、空気袋１５０Ｉの生体への巻き付け方向の略中央部に設
けられることが好ましい。このように構成することにより、効果的に横ずれ現象の発生が
防止できるとともに、溶着部１６８を設けることによる阻血性能の低下の影響を最小限に
抑えることができる。
【０１２２】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｉにあっては、上述のように、厚み
方向に積層された第１ないし第３の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂ，１６６ｃのうち、外側
に位置する第１および第２の膨縮空間１６６ａ，１６６ｂの膨張のみが溶着部１６８によ
って制限されるように構成されているため、他の膨縮空間１６６ｃは十分に膨張する。し
たがって、膨張時において手首の腱が位置する部分についても空気袋１５０Ｉによってあ
る程度圧迫することが可能であるため、阻血性能の低下が起こることが回避される。
【０１２３】
　なお、本実施例においては、空気袋１５０Ｉの幅方向における両側端部に位置する側壁
部１６３の一部を溶着することにより、側壁部１６３によって形成される襠の広がりを減
じるように空気袋を構成した場合を例示して説明を行なったが、本実施例の如く複数の樹
脂シートを積層して多層の膨縮空間を有する多層空気袋層をもつ空気袋とする場合には、
膨縮空間を気密に封止するための接合部と区別される接合部を、上記膨縮空間を気密に封
止するための接合部の内側に設けることによって横ずれの防止を図ることも可能である。
すなわち、空気袋内に形成された連結部の一部を、空気袋の他の部位に接合することによ
り、接合された樹脂シート同士の位置ずれを防止することによって横ずれの防止を図るこ
とが可能である。その場合、膨縮空間を気密に封止するための接合部と区別される位置ず
れ防止のための接合部は、上記膨縮空間を気密に封止するための接合部に空気袋の幅方向
内側から接続されていてもよいし、上記膨縮空間を気密に封止するための接合部に接続さ
れることなく別途独立して空気袋中に設けられていてもよい。また、この位置ずれ防止の
ための接合部は、必ずしも連結部を構成する樹脂シートと外側壁部または内側壁部を形成
する樹脂シートとを接合することによって形成されている必要もなく、接合部を形成する
樹脂シート同士を接合した接合部であってもよい。
【０１２４】
　（実施例１０）
　図２３（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例１０に係る血圧計用カフに内包される空
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気袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図２３（Ｂ）は、図２３（Ａ）におい
て示すＸＸＩＩＩＢ－ＸＸＩＩＩＢ線に沿った概略断面図であり、図２３（Ｃ）は、図２
３（Ａ）において示すＸＸＩＩＩＣ－ＸＸＩＩＩＣ線に沿った概略断面図である。また、
図２４は、図２３（Ｃ）において示す領域ＸＸＩＶの拡大図である。なお、上述の実施例
４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様の部分については図中同一の符号を付し、
その説明はここでは繰り返さない。
【０１２５】
　図２３（Ａ）ないし図２３（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｊは、上述の実施例４に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｄと同様に、５枚の樹脂
シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また、
本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｊにあっては、空気袋１５０Ｊの長手方向に
おける一部の領域に、外側壁部１６１の壁面と連結部１６４ａの壁面とが溶着されること
によって形成された溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋１５０
Ｊの幅方向における略中央部に設けられている。
【０１２６】
　この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｊを気密に封止するための溶着部とは区別されるも
のである。図２４に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｊにおいて
は、第１の袋体を形成する２枚の樹脂シート１５１，１５２が溶着されることにより、上
記溶着部１６８が形成されている。
【０１２７】
　このように構成することにより、空気袋１５０Ｊが膨張した状態において、空気袋１５
０Ｊの幅方向における外側壁部１６１と連結部１６４ａとの位置ずれが生じ難くなるため
、空気袋１５０Ｊの横ずれを防止しすることができる。また、空気袋１５０Ｊの幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫することができるため、被測定部位の皮下に位置する動脈
を確実に圧迫阻血することができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血性能
を得ることができる。
【０１２８】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｊにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、横ずれを防止するための溶着部１
６８が、空気袋１５０Ｊの長手方向の略中央部に設けられることが好ましい。
【０１２９】
　（実施例１１）
　図２５（Ａ）は、本実施の形態に基づく実施例１１に係る血圧計用カフに内包される空
気袋の一部を破断させて示した概略斜視図である。図２５（Ｂ）は、図２５（Ａ）におい
て示すＸＸＶＢ－ＸＸＶＢ線に沿った概略断面図であり、図２５（Ｃ）は、図２５（Ａ）
において示すＸＸＶＣ－ＸＸＶＣ線に沿った概略断面図である。また、図２６は、図２５
（Ｃ）において示す領域ＸＸＶＩの拡大図である。なお、上述の実施例１０に係る血圧計
用カフの空気袋１５０Ｊと同様の部分については図中同一の符号を付し、その説明はここ
では繰り返さない。
【０１３０】
　図２５（Ａ）ないし図２５（Ｃ）に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋
１５０Ｋは、上述の実施例１０に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｋと同様に、５枚の樹
脂シート１５１，１５２，１５３，１５４，１５５を用いて袋状に形成されている。また
、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｋにあっては、空気袋１５０Ｋの長手方向
における一部の領域に、連結部１６４ａの壁面と連結部１６４ｂの壁面とが溶着されるこ
とによって形成された溶着部１６８が設けられている。この溶着部１６８は、空気袋１５
０Ｋの幅方向における略中央部に設けられている。
【０１３１】
　この溶着部１６８は、空気袋１５０Ｋを気密に封止するための溶着部とは区別されるも
のである。図２６に示すように、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｋにおいて
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は、第２の袋体を形成する２枚の樹脂シート１５３，１５４が溶着されることにより、上
記溶着部１６８が形成されている。
【０１３２】
　このように構成することにより、空気袋１５０Ｋが膨張した状態において、空気袋１５
０Ｋの幅方向における連結部１６４ａと連結部１６４ｂとの位置ずれが生じ難くなるため
、空気袋１５０Ｋの横ずれを防止しすることができる。また、空気袋１５０Ｋの幅方向に
おいて均等に被測定部位を圧迫することができるため、被測定部位の皮下に位置する動脈
を確実に圧迫阻血することができる。そのため、カフを狭小化した場合にも高い阻血性能
を得ることができる。
【０１３３】
　また、本実施例に係る血圧計用カフの空気袋１５０Ｋにあっても、上述の実施例１に係
る血圧計用カフの空気袋１５０Ａと同様の理由により、横ずれを防止するための溶着部１
６８が、空気袋１５０Ｋの長手方向の略中央部に設けられることが好ましい。
【０１３４】
　上述の実施の形態においては、樹脂シート同士の接合をすべて溶着で行なった場合を例
示して説明を行なったが、必ずしも溶着にて接合される必要はなく、接着剤を用いた接着
等の接合方法を利用することも当然に可能である。
【０１３５】
　また、上述の実施の形態においては、両面テープを用いて空気袋にカーラを接着した場
合を例示して説明を行なったが、必ずしも接着等することによってこれらを固着する必要
はなく、他の手段を用いてこれらを固着してもよいし、あるいは全く固着しない構成とし
てもよい。
【０１３６】
　また、上述の実施の形態においては、複数の樹脂シートを積層して溶着することにより
空気袋を形成した場合を例示して説明を行なったが、必ずしも複数枚の樹脂シートが用い
られる必要はなく、一枚の筒状のシートを用いて空気袋を形成することも可能であり、こ
の場合にも本発明の適用は可能である。
【０１３７】
　なお、上述の実施の形態においては、被測定部位として手首を想定した手首式の血圧計
に用いられる血圧計用カフに本発明を適用した場合を例示して説明を行なったが、上腕式
のものや指式のもの等どのような形式の血圧計用カフについても本発明の適用が可能であ
る。
【０１３８】
　このように、今回開示した上記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】
【０１３９】
【図１】本発明の実施の形態における血圧計の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態における血圧計用カフの内部構造を示す縦断面図である。
【図３】本発明の実施の形態における血圧計の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態における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５】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例１に係る血圧計用カフに内包され
る空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示すＶ
Ｂ－ＶＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＶＣ－ＶＣ線に沿った概
略断面図である。
【図６】図５（Ｃ）において示す領域ＶＩの拡大図である。
【図７】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例２に係る血圧計用カフに内包され
る空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示すＶ
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ＩＩＢ－ＶＩＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＶＩＩＣ－ＶＩ
ＩＣ線に沿った概略断面図である。
【図８】図７（Ｃ）において示す領域ＶＩＩＩの拡大図である。
【図９】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例３に係る血圧計用カフに内包され
る空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示すＩ
ＸＢ－ＩＸＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＩＸＣ－ＩＸＣ線に
沿った概略断面図である。
【図１０】図９（Ｃ）において示す領域Ｘの拡大図である。
【図１１】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例４に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＩＢ－ＸＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＩＣ－ＸＩＣ線
に沿った概略断面図である。
【図１２】図１１（Ｃ）において示す領域ＸＩＩの拡大図である。
【図１３】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例５に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＩＩＩＢ－ＸＩＩＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＩＩＩ
Ｃ－ＸＩＩＩＣ線に沿った概略断面図である。
【図１４】図１３（Ｃ）において示す領域ＸＩＶの拡大図である。
【図１５】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例６に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＶＢ－ＸＶＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＶＣ－ＸＶＣ線
に沿った概略断面図である。
【図１６】図１５（Ｃ）において示す領域ＸＶＩの拡大図である。
【図１７】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例７に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＶＩＩＢ－ＸＶＩＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＶＩＩ
Ｃ－ＸＶＩＩＣ線に沿った概略断面図である。
【図１８】図１７（Ｃ）において示す領域ＸＶＩＩＩの拡大図である。
【図１９】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例８に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＩＸＢ－ＸＩＸＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＩＸＣ－Ｘ
ＩＸＣ線に沿った概略断面図である。
【図２０】図１９（Ｃ）において示す領域ＸＸの拡大図である。
【図２１】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例９に係る血圧計用カフに内包さ
れる空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示す
ＸＸＩＢ－ＸＸＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＸＩＣ－Ｘ
ＸＩＣ線に沿った概略断面図である。
【図２２】図２１（Ｃ）において示す領域ＸＸＩＩの拡大図である。
【図２３】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例１０に係る血圧計用カフに内包
される空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示
すＸＸＩＩＩＢ－ＸＸＩＩＩＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸ
ＸＩＩＩＣ－ＸＸＩＩＩＣ線に沿った概略断面図である。
【図２４】図２３（Ｂ）において示す領域ＸＸＩＶの拡大図である。
【図２５】（Ａ）は、本発明の実施の形態に基づく実施例１１に係る血圧計用カフに内包
される空気袋の一部を破断させて示した概略斜視図であり、（Ｂ）は、（Ａ）において示
すＸＸＶＢ－ＸＸＶＢ線に沿った概略断面図、（Ｃ）は、（Ａ）において示すＸＸＶＣ－
ＸＸＶＣ線に沿った概略断面図である。
【図２６】図２５（Ｂ）において示す領域ＸＸＶＩの拡大図である。
【図２７】一般的な手首式血圧計を被測定部位である手首に装着した状態を示す模式図で
ある。
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【図２８】図２７中に示す血圧計用カフのＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿った模式断
面図である。
【図２９】図２７に示す測定状態において手首式血圧計のカフに横ずれ現象が発生した場
合を示す模式図である。
【図３０】図２９中に示す血圧計用カフおよび手首のＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿った模式断面
図である。
【符号の説明】
【０１４０】
　１００　血圧計、１１０　装置本体、１１１　表示部、１１２　操作部、１１３　ＣＰ
Ｕ、１１４　メモリ部、１１５　電源部、１２０　配管、１２１　血圧測定用エア系、１
２２　圧力センサ、１２３　ポンプ、１２４　弁、１２５　発振回路、１２６　ポンプ駆
動回路、１２７　弁駆動回路、１３０　カフ、１４０　カバー体、１４１　内側カバー、
１４２　外側カバー、１５０，１５０Ａ～１５０Ｋ　空気袋、１５１～１５６　樹脂シー
ト、１６１　外側壁部、１６２　内側壁部、１６３　側壁部、１６４，１６４ａ，１６４
ｂ　連結部、１６５，１６５ａ，１６５ｂ　連通孔、１６６，１６６ａ～１６６ｃ　膨縮
空間、１６７　（空気袋を封止するための）溶着部、１６８　（横ずれ防止のための）溶
着部、１７０　カーラ、１７５，１７６　面ファスナ、１９０　はみ出し部分、３００　
手首、３０１　掌、３０２　腕。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】



(29) JP 4595525 B2 2010.12.8

【図３０】
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