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(57)【要約】
【課題】血圧の測定時に、腕周や腕の形状等の生体の特
徴に何ら影響されることなく、前回と同様の巻付け状態
を被測定者に負担を掛けることなく容易に再現すること
を可能とするためのカフ帯巻付け補助具を提供する。
【解決手段】カフ帯１２０の重なり部の、上側に位置す
るカフ帯１２０ｕに貼着される第１部分１１と、下側に
位置するカフ帯１２０ｄに貼着される第２部分１２とを
有している。この貼着部材１０によれば、次回の血圧測
定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく
必要がなく、カフ帯１２０に残った貼着部材１０の第１
部分１１と第２部分１２との貼着位置を目印として、第
１部分１１と第２部分１２とを相互に位置合わせしなが
ら、カフ帯１２０を上腕１に巻き付けることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の血圧測定を行なう血圧計に用いられるカフ帯を、生体の一部に重なり合うように
巻き付けて固定する際に用いられる、カフ帯巻付け補助具であって、
　当該カフ帯巻付け補助具は、
　前記カフ帯を生体に巻き付けた状態において、前記カフ帯の重なり部の下側に位置する
カフ帯に対する上側に位置するカフ帯の巻付け位置を、下側に位置するカフ帯に印すため
の貼着部材である、カフ帯巻付け補助具。
【請求項２】
　前記貼着部材は、前記カフ帯の重なり部の、上側に位置するカフ帯に貼着される第１部
分と、下側に位置するカフ帯に貼着される第２部分とを有し、
　前記第１部分と前記第２部分とは、脆弱部からなる切離領域により切離し可能に設けら
れる、請求項１に記載のカフ帯巻付け補助具。
【請求項３】
　前記切離領域は、上側に位置するカフ帯の縁部に沿った形状である、請求項２に記載の
カフ帯巻付け補助具。
【請求項４】
　前記第１部分と前記第２部分とは、前記切離領域により前記貼着部材の外形が均等に２
分割される、請求項１から３のいずれかに記載のカフ帯巻付け補助具。
【請求項５】
　前記貼着部材は、下側に位置するカフ帯に貼着され上側に位置するカフ帯の縁部に沿う
形状を有する、請求項１に記載のカフ帯巻付け補助具。
【請求項６】
　前記貼着部材は、下側に位置するカフ帯に貼着され上側に位置するカフ帯の先端角部領
域の縁部に沿う形状を有する、請求項５に記載のカフ帯巻付け補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、生体の血圧測定を行なう血圧計に用いられるカフ帯を、生体の一部に重な
り合うように巻き付けて固定する際に用いられる、カフ帯巻付け補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の一部にカフ帯を巻付け、内部の空気袋に空気を入れ、加圧及び減圧させて血圧算
出する血圧計のカフ帯においては、カフ帯の生体への巻付け方が血圧測定の測定精度に影
響をおよぼす。そのため、正しい巻付け方で、かつ、毎回同じ巻付け方にすることが、血
圧測定の測定精度を高める上で望ましいといえる。
【０００３】
　現在のカフ帯は、生体の一部に巻付ける際に位置合わせのための明確な印がないため、
同じ被測定者であっても測定ごとに巻付け方が変化し、測定精度を安定させることができ
ない場合がある。
【０００４】
　以下に示す特許文献１に開示される血圧計のカフ帯によれば、カフ帯に、基準位置マー
クと範囲指定マークとを設け、被測定者の腕周がカフ帯の適応腕周内に入っているかどう
かを、一目で確認することを可能としている。また、スライド自在または、任意位置に取
付け自在な指標を具備し、被測定部位の周長とカフ帯の巻付け強さとの関係の管理を容易
にすることが記載されている。
【０００５】
　また、以下に示す特許文献２に開示される血圧計における補正目盛付腕帯によれば、カ
フ帯の表面の縁部に沿って、腕周値計測目的の目盛を付した細帯と、この細帯の指し示す
腕周値に対応する血圧補正値を表示した細帯とを互いに隣接させて付設させる技術が開示
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されている。
【０００６】
　ここで、血圧計に用いられるカフ帯においては、カフ帯を腕に巻き付けると、オーバー
ラップする部分がある。肩側が太く掌側が細い腕（テーパのついた腕）にカフ帯を巻き付
けた場合、カフ帯が腕に対して平行にオーバーラップした状態で巻き付かず、カフ帯の先
端領域が斜めに曲がって巻き付いてしまう。
【０００７】
　上記特許文献１および特許文献２に示すカフ帯であっても同様に、テーパのついた腕に
カフ帯を巻き付けた場合には、カフ帯の先端領域は斜めに巻き付いてしまう。その結果、
特許文献１および特許文献２に示すカフ帯においては、基準マーク等の指標は、予めカフ
帯の側縁部に設けられているため、カフ帯は平行に巻き付けられることが必要であるが、
カフ帯の先端領域が斜めに巻き付いたのでは、指標を有効に利用して、毎回同じ巻付け方
にすることが困難な場合が生じ得る。
【０００８】
　また、特許文献２に開示される目盛を付した指標においては、前回の測定時における巻
付け状態の数値を測定者が覚えておかなければならないため、測定者にとっては煩わしさ
が生じる可能性がある。
【特許文献１】特開平０８－２２９０１０号公報
【特許文献２】実開平０２－０８２３０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この発明が解決しようとする課題は、テーパのついた腕等の生体にカフ帯を巻き付けた
場合に、カフ帯の先端領域が斜めに曲がって巻き付き、カフ帯に指標が設けられている場
合であっても、指標を有効に利用して、毎回同じ巻付け方にすることが困難な点にある。
また、指標を用いた場合であっても、前回の測定時における巻付け状態の数値を測定者が
覚えておかなければならず、被測定者に負担を掛ける点にある。
【００１０】
　したがって、この発明は、上記背景技術におけるカフ帯における課題を解決するために
なされたもので、血圧の測定時に、腕周や腕の形状等の生体の特徴に何ら影響されること
なく、前回と同様の巻付け状態を被測定者に負担を掛けることなく容易に再現することを
可能とするためのカフ帯巻付け補助具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明に基づいたカフ帯巻付け補助具においては、生体の血圧測定を行なう血圧計に
用いられるカフ帯を、生体の一部に重なり合うように巻き付けて固定する際に用いられる
、カフ帯巻付け補助具であって、当該カフ帯巻付け補助具は、上記カフ帯を生体に巻き付
けた状態において、上記カフ帯の重なり部の下側に位置するカフ帯に対する上側に位置す
るカフ帯の巻付け位置を、下側に位置するカフ帯に印すための貼着部材である。
【００１２】
　この発明に基づいたカフ帯巻付け補助具によれば、カフ帯を生体に巻き付けた状態にお
いて、上記カフ帯の重なり部の下側に位置するカフ帯に対する上側に位置するカフ帯の巻
付け位置を、下側に位置するカフ帯に貼着部材を貼り付けて印を付しておくことで、血圧
の測定終了後に、カフ帯を緩めた場合であっても、カフ帯の表面には貼着部材は残存した
ままとなる。
【００１３】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、この貼着部材の貼着位置を目印としてカフ帯を巻き付けることができる。これによ
り、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を掛けることなく容易に再現することが
可能となる。
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【００１４】
　さらに、測定時には、毎回同じ巻付け強さで、カフ帯を生体に巻き付けることが可能と
なるため、血圧測定の測定精度を高めることも可能となる。さらに、カフ帯への設計変更
を必要としないことから、血圧計における製造コストの上昇を抑制することも可能となる
ばかりでなく、既存のカフ帯についても適用することが可能となる。
【００１５】
　また、上記カフ帯巻付け補助具においては、上記貼着部材は、上記カフ帯の重なり部の
、上側に位置するカフ帯に貼着される第１部分と、下側に位置するカフ帯に貼着される第
２部分とを有し、上記第１部分と上記第２部分とは、脆弱部からなる切離領域により切離
し可能に設けられている。また好ましくは、上記貼着部材の上記切離領域を、上側に位置
するカフ帯の縁部に沿った形状としている。また好ましくは、上記第１部分と上記第２部
分とは、上記切離領域により上記貼着部材の外形が均等に２分割されている。
【００１６】
　このように、切離領域により切離し可能に設けられた貼着部材を用いることにより、カ
フ帯を生体に巻き付けた状態において、上側に位置するカフ帯と下側に位置するカフ帯と
にまたがるとともに、上側に位置するカフ帯と下側に位置するカフ帯との境界（上側に位
置するカフ帯の縁部）に略沿うように切離領域を配置させて、カフ帯に貼着部材に貼着す
る。測定後、上側に位置するカフ帯を緩めた場合には、貼着部材は切離領域から破断して
、第１部分は上側に位置するカフ帯に貼着されたままとなり、第２部分は下側に位置する
カフ帯に貼着されたままの状態となる。
【００１７】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、この上側に位置するカフ帯および下側に位置するカフ帯に残された貼着部材の第１
部分と第２部分とを目印として、第１部分と第２部分とを突合せて第１部分と第２部分と
により特定の形状（元の形状）となるように、カフ帯を巻き付けることができる。これに
より、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を掛けることなく容易に再現すること
が可能となる。
【００１８】
　また、上記カフ帯巻付け補助具においては、上記貼着部材は、下側に位置するカフ帯に
貼着され上側に位置するカフ帯の縁部に沿う形状を有している。また、好ましくは、上記
貼着部材は、下側に位置するカフ帯に貼着され上側に位置するカフ帯の先端角部領域の縁
部に沿う形状を有している。
【００１９】
　このように、下側に位置するカフ帯に貼着され上側に位置するカフ帯の縁部に沿う形状
を有する貼着部材を用いることによっても、カフ帯を生体に巻き付けた状態において、上
側に位置するカフ帯の縁部に沿うように貼着部材を配置させて、下側に位置するカフ帯に
貼着部材を貼着する。測定後、上側に位置するカフ帯を緩めた場合には、貼着部材は下側
に位置するカフ帯に貼着されたままの状態となる。
【００２０】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、上側に位置するカフ帯の縁部の形状を目印として、カフ帯の縁部と貼着部材とが突
合うようにカフ帯を巻き付ける。これにより、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負
担を掛けることなく容易に再現することが可能となる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明に基づいたカフ帯巻付け補助具によれば、血圧の測定時に、腕周や腕の形状等
の生体の特徴に何ら影響されることなく、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を
掛けることなく容易に再現することを可能とするためのカフ帯巻付け補助具を提供するこ
とが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２２】
　以下に、本発明の各実施の形態に基づいたカフ帯巻付け補助具について説明する。なお
、以下の説明において、同一または相当する部分には同一の参照符号を付し、その説明を
繰返さない場合がある。また、以下の説明においては、人体の上腕を被測定部位とする血
圧計に本発明を適用した場合について説明しているが、測定部位として上腕に限定される
ものではなく、手首、上肢、下肢、その他の生体部位において、カフ帯を巻き付けて血圧
を測定する方式の血圧計に対しては、広く本発明を適用することが可能である。
【００２３】
　また、生体の血圧測定を行なう血圧計の血圧測定方式には、代表的なものとして、オシ
ロメトリック式、コロトコフ式が挙げられるが、本発明の特徴は、カフ帯巻付け補助具に
あることから、血圧測定方式に限定されるものではない。また、カフ帯の構造として、カ
フ帯の形状を維持させるために内部にカーラを設けるタイプが存在するが、本発明は、カ
ーラを設けるタイプ、カーラを設けないタイプのいずれのタイプのカフ帯にも適用するこ
とが可能である。
【００２４】
　（実施の形態１）
　以下、この発明に基づいた実施の形態１におけるカフ帯巻付け補助具について、図１か
ら図３を参照して説明する。なお、図１は、カフ帯を有する血圧測定器の構成を示す全体
斜視図であり、図２は、本実施の形態におけるカフ帯巻付け補助具を採用したカフ帯を上
腕に巻き付けた状態を示す模式図であり、図３は、上側に位置するカフ帯を緩めた状態を
示す模式図である。
【００２５】
　まず、図１を参照して、カフ帯を有する血圧測定器１００の構成の概略を説明する。こ
の血圧測定器１００は、本体装置１１０とカフ帯１２０とを有している。本体装置１１０
の内部には、カフ帯１２０の内部に設けられた空気袋（図示省略）に空気を導入するため
のポンプ（図示省略）が設けられ、このポンプから空気をカフ帯１２０の空気袋に送り込
むためのチューブ１４０が、本体装置１１０とカフ帯１２０との間に設けられている。本
体装置１１０には、モニタ１１４と操作スイッチ群１１５とが設けられている。
【００２６】
　次に、図２を参照して、人体の上腕１にカフ帯１２０を巻き付けた状態を示す。通常、
上腕１は、肩側１ａの腕周（腕周りの長さ）ａは、掌側１ｂの腕周ｂよりも長く（腕周ａ
＞腕周ｂ）円錐型であり、肩側１ａから掌側１ｂ側に向けて細くなるテーパ形状を有して
いる。そのため、上腕１にカフ帯１２０を巻付けた場合、図２に示すように、カフ帯１２
０の先端部は上側にずれた位置となる。このずれた位置においては、カフ帯１２０の上腕
１への巻付け力は一定となる。
【００２７】
　そこで、本実施の形態においては、図１に示すように、カフ帯１２０を上腕１に巻付け
た状態において、カフ帯１２０の重なり部の下側に位置するカフ帯１２０ｄに対する上側
に位置するカフ帯１２０ｕの巻付け位置を、下側に位置するカフ帯１２０ｄに印すための
貼着部材１０としてのカフ帯巻付け補助具を、カフ帯１２０に貼着している。
【００２８】
　具体的には、貼着部材１０は、カフ帯１２０の重なり部の、上側に位置するカフ帯１２
０ｕに貼着される第１部分１１と、下側に位置するカフ帯１２０ｄに貼着される第２部分
１２とを有している。第１部分１１と第２部分１２とは上側に位置するカフ帯１２０ｕの
縁部の直線部分に沿って取り付けられている。第１部分１１と第２部分１２とは、それぞ
れベース部材の裏側に粘着性を有するシールや、面ファンスナ等が設けられることで、カ
フ帯１２０に対して着脱可能に設けられている。ベース部材としては、布、テープ、フィ
ルム等が用いられる。
【００２９】
　また、印としての機能を高めるため、カフ帯１２０とは異なる色彩を施すことも可能で
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ある。たとえば、カフ帯は通常、グレー系の暗色の色彩が施されている場合が多いため、
赤、黄、青等の注意を惹きやすい明色を第１部分１１および第２部分１２の表面に施すこ
とも可能である。また、第１部分１１および第２部分１２に同一色を施す場合や、異なる
色彩を施すことも可能である。
【００３０】
　図３は、上側に位置するカフ帯１２０ｕの巻付き状態を緩めた状態を示している。上述
した貼着部材１０の第１部分１１と第２部分１２とは、カフ帯１２０に貼着された状態の
ままである。
【００３１】
　このように、本実施の形態におけるカフ帯巻付け補助具としての貼着部材１０によれば
、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要がなく、カフ
帯１２０に残った貼着部材１０の第１部分１１と第２部分１２との貼着位置を目印として
、第１部分１１と第２部分１２とを相互に位置合わせしながら、カフ帯１２０を上腕１に
巻き付けることができる。これにより、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を掛
けることなく容易に再現することができる。
【００３２】
　さらに、測定時には、毎回同じ巻付け強さで、カフ帯１２０を上腕１に巻き付けること
が可能となるため、血圧測定の測定精度を高めることも可能となる。さらに、カフ帯１２
０への設計変更を必要としないことから、血圧測定器１００における製造コストの上昇を
抑制することも可能となる。
【００３３】
　（実施の形態２）
　次に、図４から図７を参照して、カフ帯巻付け補助具としての貼着部材の他の形態につ
いて説明する。なお、図４は、本実施の形態におけるカフ帯巻付け補助具である貼着部材
の構造を示す斜視図であり、図５は、その貼着部材が分離した状態を示す斜視図である。
また、図６は、本実施の形態における他の形態による貼着部材の構造を示す斜視図であり
、図７は、その貼着部材が分離した状態を示す斜視図である。
【００３４】
　（貼着部材１０Ａ）
　上述した実施の形態１における貼着部材１０は、当初から第１部分１１と第２部分１２
との２部品から構成されている。本実施の形態における貼着部材１０Ａは、図４に示すよ
うに、当初は第１部分１１Ａと第２部分１２Ａとが一体構造をなし、中央部に長手方向に
延びる脆弱部からなる切離領域Ｄが設けられ、この切離領域Ｄにより貼着部材１０Ａの外
形が均等に２分割されている。貼着部材１０Ａの材料は、上記貼着部材１０と同様である
。
【００３５】
　なお、本実施の形態においては、脆弱部からなる切離領域Ｄとしてミシン目を設けた場
合について図示しているが、ミシン目に限らず他の領域よりも厚みを薄く成型する方法、
第１部分１１と第２部分１２との間も、面ファスナを用いた着脱自在構造とすることも可
能である。図５は、切離領域Ｄにより、第１部分１１Ａと第２部分１２Ａとが切離された
状態を示している。
【００３６】
　（貼着部材１０Ｂ）
　また、第１部分１１と第２部分１２との間に脆弱部からなる切離領域Ｄを設けるのでは
なく、図６に示す貼着部材１０Ｂに示すように、第２部分１２Ｂの側辺に凹部領域１２１
を設け、この凹部領域１２１に、第１部分１１Ｂの側辺の凸部を収納する係合構造の採用
も可能である。この場合、凹部領域１２１に、第１部分１１Ｂの側辺の凸部を収納した状
態を維持させるため、第１部分１１Ｂおよび第２部分１２Ｂには、樹脂成型品を用いて、
凹部領域１２１に第１部分１１Ｂの保持力を持たせるように成型することが好ましい。図
７は、切離領域Ｄにより、第１部分１１Ｂと第２部分１２Ｂとが切離された状態を示して
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いる。
【００３７】
　以上、上記構成からなる貼着部材１０Ａおよび貼着部材１０Ｂを用いることにより、カ
フ帯１２０を上腕１に巻き付けた状態において、上側に位置するカフ帯１２０ｕと下側に
位置するカフ帯１２０ｄとにまたがせるとともに、上側に位置するカフ帯１２０ｕと下側
に位置するカフ帯１２０ｄとの境界に略沿うように切離領域Ｄを配置させて、カフ帯１２
０に貼着部材１０Ａおよび貼着部材１０Ｂを貼着する。
【００３８】
　測定後、上側に位置するカフ帯１２０ｕを緩めた場合には、貼着部材１０Ａおよび貼着
部材１０Ｂは切離領域Ｄから切離され、第１部分１１Ａ，１１Ｂは上側に位置するカフ帯
１２０ｕに貼着されたままとなり、第２部分１２Ａ，１２Ｂは下側に位置するカフ帯１２
０ｄに貼着されたままの状態となる。
【００３９】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、上側に位置するカフ帯１２０ｕおよび下側に位置するカフ帯１２０ｄに残された貼
着部材の第１部分１１Ａ，１１Ｂと第２部分１２Ａ，１２Ｂとを目印として、第１部分１
１Ａ，１１Ｂと第２部分１２Ａ，１２Ｂとを突合せて第１部分１１Ａ，１１Ｂと第２部分
１２Ａ，１２Ｂとにより特定の形状（元の形状）となるように、カフ帯１２０を巻き付け
ることができる。これにより、前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を掛けること
なく容易に再現することが可能となる。
【００４０】
　（実施の形態３）
　次に、図８から図１０を参照して、カフ帯巻付け補助具としての貼着部材の、他の形態
について説明する。なお、図８は、本実施の形態における貼着部材を採用したカフ帯を上
腕に巻き付けた状態を示す模式図であり、図９は、上側に位置するカフ帯を緩めた状態を
示す模式図であり、図１０は、本実施の形態における貼着部材の構造を示す平面図である
。
【００４１】
　（貼着部材２０）
　本実施の形態における貼着部材２０は、図１０に示すように、全体として円形形状を有
し、当初は第１部分２１と第２部分２２とが一体構造をなしている。第１部分２１と第２
部分２２との境界部分は、上側に位置するカフ帯１２０ｕの先端角部領域１２０ｃの縁部
に沿う湾曲形状の脆弱部からなる切離領域Ｄ１が設けられている。貼着部材２０の材料お
よび構造は、上記実施の形態１，２における貼着部材１０，１０Ａ，１０Ｂと同様である
。
【００４２】
　以上、上記構成からなる貼着部材２０を用いることにより、カフ帯１２０を上腕１に巻
き付けた状態において、上側に位置するカフ帯１２０ｕと下側に位置するカフ帯１２０ｄ
とにまたがせるとともに、上側に位置するカフ帯１２０ｕの先端角部領域１２０ｃの縁部
に沿うように切離領域Ｄ１を配置させて、カフ帯１２０に貼着部材２０を貼着する（図８
に示す状態）。
【００４３】
　測定後、上側に位置するカフ帯１２０ｕを緩めた場合には、貼着部材２０は切離領域Ｄ
１から切離され、第１部分２１は上側に位置するカフ帯１２０ｕに貼着されたままとなり
、第２部分２２は下側に位置するカフ帯１２０ｄに貼着されたままの状態となる。
【００４４】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、上側に位置するカフ帯１２０ｕおよび下側に位置するカフ帯１２０ｄに残された貼
着部材の第１部分２１と第２部分２２との特徴的形状を目印として、第１部分２１と第２
部分２２とを突合せて第１部分２１と第２部分２２とにより円形形状となるように、カフ
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帯１２０を巻き付けることができる。これにより、前回と同様の巻付け状態を、被測定者
に負担を掛けることなく容易に再現することが可能となる。
【００４５】
　（実施の形態４）
　次に、図１１から図１３を参照して、カフ帯巻付け補助具としての貼着部材の他の形態
について説明する。なお、図１１は、本実施の形態における貼着部材を採用したカフ帯を
上腕に巻き付けた状態を示す模式図であり、図１２は、上側に位置するカフ帯を緩めた状
態を示す模式図であり、図１３は、本実施の形態における貼着部材の構造を示す平面図で
ある。
【００４６】
　（貼着部材３０）
　本実施の形態における貼着部材３０は、図１３に示すように、上側に位置するカフ帯１
２０ｕの縁部に沿う形状を有している。具体的には、上側に位置するカフ帯１２０ｕの先
端角部領域１２０ｃの縁部に沿う湾曲形状を有している。貼着部材３０の材料は、上記実
施の形態１，２，３における貼着部材１０，１０Ａ，１０Ｂ，２０と同様である。
【００４７】
　以上、上記構成からなる貼着部材３０によれば、カフ帯１２０を上腕１に巻き付けた状
態において、上側に位置するカフ帯１２０ｕの先端角部領域１２０ｃの縁部に沿うように
貼着部材３０を配置させて、下上側に位置するカフ帯１２０ｄに貼着部材３０に貼着する
ことができる（図１１に示す状態）。測定後、上側に位置するカフ帯１２０ｕを緩めた場
合には、貼着部材３０は下側に位置するカフ帯１２０ｄに貼着されたままの状態となる（
図１２に示す状態）。
【００４８】
　その結果、次回の血圧測定時には、前回の巻付け状態を被測定者が記憶しておく必要が
なく、上側に位置するカフ帯の先端角部領域１２０ｃの縁部の形状を目印として、カフ帯
１２０の縁部と貼着部材３０とが突合うようにカフ帯１２０を巻き付ける。これにより、
前回と同様の巻付け状態を、被測定者に負担を掛けることなく容易に再現することが可能
となる。
【００４９】
　（実施の形態５）
　上記実施の形態１から４に示したように、カフ帯巻付け補助具としての貼着部材の形状
としては様々な形態が考えられる。これは、カフ帯１２０を上腕１に巻き付けた状態にお
いて、カフ帯１２０の重なり部の下側に位置するカフ帯１２０ｄに対する上側に位置する
カフ帯１２０ｕの巻付け位置を、下側に位置するカフ帯１２０ｄに印すことに本発明の本
質があるからである。
【００５０】
　上記実施の形態１から３に示す貼着部材は、第１部分と第２部分とを有し、第１部分は
上側に位置するカフ帯１２０ｕに貼着され、第２部分は下側に位置するカフ帯１２０ｄに
貼着され、次回の血圧測定時には、第１部分と第２部分とを目印として、第１部分と第２
部分とにより特定の形状となるように、カフ帯１２０を巻き付けている。
【００５１】
　一方、上記実施の形態４に示す貼着部材は、上側に位置するカフ帯１２０ｕの先端角部
領域１２０ｃの縁部に沿うように貼着部材を配置させることにより、下側に位置するカフ
帯１２０ｄにのみ貼着部材を貼着し、次回の血圧測定時には、カフ帯１２０の縁部と貼着
部材３０とが突合うようにカフ帯１２０を巻き付けている。
【００５２】
　図１４から図１９に示す貼着部材４０から９０は、上記実施の形態１から３に示す貼着
部材と同様の技術的思想に基づいて、貼着部材に特徴的な形態を採用した他の形態を示す
ものである。
【００５３】
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　（貼着部材４０）
　図１４に示す貼着部材４０は、全体形状としては四角形であり、中心がくり貫かれた環
状形状を有し、略Ｃ字形状の第１部分４１と第２部分４２とを有している。貼着部材４０
の中心部分には、脆弱部からなる切離領域Ｄ１が設けられ、この切離領域Ｄ１により貼着
部材４０の外形が均等に２分割されている。このように、略Ｃ字形状の第１部分４１と第
２部分４２とをつき合わせる形状を採用することで、２箇所でのつき合わせとなり、被測
定者は、前回と同様の巻付け状態をより確実に再現することが可能となる。
【００５４】
　（貼着部材５０）
　図１５に示す貼着部材５０は、全体形状としては略星型の形状を有している。貼着部材
５０の中心部分には、脆弱部からなる切離領域Ｄ１が設けられ、この切離領域Ｄ１により
貼着部材５０が均等に第１部分５１と第２部分５２とに２分割されている。このような特
徴的形状を採用することで、被測定者に貼着部材の完成した図形のイメージを与え易くな
り、被測定者に対して合わせやすいとの印象を与えることができる。
【００５５】
　（貼着部材６０）
　図１６に示す貼着部材６０は、全体形状としては円形の形状を有している。貼着部材６
０の中心部分には、脆弱部からなる切離領域Ｄ１が設けられ、この切離領域Ｄ１により貼
着部材６０が均等に第１部分６１と第２部分６２との半円型に２分割されている。この場
合も、被測定者に貼着部材の完成した図形のイメージを与え易くなり、被測定者に対して
合わせやすいとの印象を与えることができる。
【００５６】
　（貼着部材７０）
　図１７に示す貼着部材７０は、全体形状としては四角形の形状を有している。貼着部材
７０の中心部分には、脆弱部からなる切離領域Ｄ１が設けられ、この切離領域Ｄ１により
貼着部材７０が均等に第１部分７１と第２部分７２とに２分割されている。さらに、第１
部分と第２部分との目印としての機能を高めるため、第１部分７１と第２部分７２とにま
たがるように記号Ｆ１としての文字が標記されている。図１７においては、一例として「
Ａ」を用いたが、記号Ｆ１としては文字以外に、図形（三角、四角、多角形等）、絵、柄
、その他視覚により認識可能な記号であればどのようなものであってもかまわない。この
場合も、被測定者に貼着部材の完成した文字、図形等のイメージを与え易くなり、被測定
者に対して合わせやすいとの印象を与えることができる。
【００５７】
　（貼着部材８０）
　図１８に示す貼着部材８０は、上記貼着部材７０に示した文字に代わり、模様として、
第１部分８１と第２部分８２とにまたがるように平行な２本ラインＦ２を標記した場合を
示している。
【００５８】
　（貼着部材９０）
　図１９に示す貼着部材９０は、上記貼着部材７０に示した文字に代わり、記号として、
第１部分９１と第２部分９２とに、それぞれ矢印の向きが向き合う矢印記号Ｆ３を標記し
た場合を示している。この場合も、被測定者に貼着部材の完成した記号のイメージを与え
易くなり、被測定者に対して合わせやすいとの印象を与えることができる。
【００５９】
　以上、上記構成からなる貼着部材４０～９０を用いた場合であっても、上記実施の形態
１～３と同様の作用効果を得ることが可能となる。また、貼着部材４０におけるつき合わ
せる部分４１，４２の幅や、くり貫かれた環状部分、貼着部材８０の２本ラインＦ２の幅
や間隔などの特徴的部分の寸法、および貼着部材４０～９０自体の外形寸法を適宜設定す
ることで、位置合わせ時の許容範囲を示すことも可能である。
【００６０】
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　また、上記各実施の形態において、一つの血圧測定器を複数の被測定者で用いる場合に
は、被測定者に対応した複数の貼着部材を用いることにより、一つのカフ帯であっても、
容易に複数の被測定者での使用が可能となる。この場合、被測定者に対応して、貼着部材
の色を変える、形状を変える、文字を用いたりすることで、例えば家族間での使用等、容
易に複数の被測定者の測定を可能とする。また、上記実施の形態における貼着部材を適宜
組み合わせて用いることも可能である。
【００６１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、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】
【００６２】
【図１】カフ帯を有する血圧測定器の構成を示す全体斜視図である。
【図２】実施の形態１における貼着部材を採用したカフ帯を上腕に巻き付けた状態を示す
模式図である。
【図３】実施の形態１における上側に位置するカフ帯を緩めた状態を示す模式図である。
【図４】実施の形態２におけるカフ帯巻付け補助具である貼着部材の構造を示す斜視図で
ある。
【図５】実施の形態２におけるカフ帯巻付け補助具である貼着部材が分離した状態を示す
斜視図である。
【図６】実施の形態２における他の形態による貼着部材の構造を示す斜視図である。
【図７】実施の形態２における他の形態による貼着部材が分離した状態を示す斜視図であ
る。
【図８】実施の形態３における貼着部材を採用したカフ帯を上腕に巻き付けた状態を示す
模式図である。
【図９】実施の形態３における上側に位置するカフ帯を緩めた状態を示す模式図である。
【図１０】実施の形態３における貼着部材の構造を示す平面図である。
【図１１】実施の形態４における貼着部材を採用したカフ帯を上腕に巻き付けた状態を示
す模式図である。
【図１２】実施の形態４における上側に位置するカフ帯を緩めた状態を示す模式図である
。
【図１３】実施の形態４における貼着部材の構造を示す平面図である。
【図１４】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第１平面図である。
【図１５】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第２平面図である。
【図１６】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第３平面図である。
【図１７】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第４平面図である。
【図１８】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第５平面図である。
【図１９】実施の形態５における他の貼着部材の構造を示す第６平面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　上腕、１ａ　肩側、１ｂ　掌側、１１，１１Ａ，１１Ｂ，２１，４１，５１，６１
，７１，８１，９１　第１部分、１２，１２Ａ，１２Ｂ，２２，４２，５２，６２，７２
，８２，９２　第２部分、１０，１０Ａ，１０Ｂ，２０，３０，４０，５０，６０，７０
，８０，９０　貼着部材、１００　血圧測定器、１１０　本体装置、１１４　モニタ、１
１５　操作スイッチ群、１２０　カフ帯、１２０ｃ　先端角部領域、１２０ｄ　下側に位
置するカフ帯、１２０ｕ　上側に位置するカフ帯、１２１　凹部領域、１４０　チューブ
、Ｄ，Ｄ１　切離領域。
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