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アプリケーションノート 4689

血圧モニタを設計する上での検討事項
要約：このアプリケーションノートは2つの主要なタイプの血圧モニタ、様々な測定技術、電気部品の機能、および設計者が部品を選択する上で検討す
る必要がある重要な点について紹介します。 

概要
血圧モニタ(血圧計)は、空気圧で膨らむ測定帯と聴音器または圧力センサーを使用して動脈内の血圧を測定します。このモニタリングは、2つの方式の
いずれかで行うことができます。1つは、測定帯を手動で膨らませて聴診器で動脈壁の音を聞く方法(聴診方式)、もう1つは、圧力センサーを内蔵した血
圧モニタによって動脈壁の振動を検出する方法(振動測定方式)です。

上腕式血圧モニタ

手首式血圧モニタ

自動モニタの種類
自動血圧モニタには、主に上腕式と手首式の2種類があります。上腕式では、測定帯を上腕に巻き付けて、腕の近くの平らな場所に置いたモニタに
チューブで接続します。手首式はより小型であり、装置全体を手首に巻き付けます。こちらの方が、はるかにスペースが重要な設計になります。上腕式
では測定帯を手動で膨らませることが必要な場合もありますが、上腕式の大部分とすべての手首式で膨張は完全自動となっています。
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測定手法
自動血圧モニタは、腕に巻き付けた測定帯を圧力で膨らませ、その部位にある主な動脈の血流を妨げます。この圧力は徐々に緩められ、やがて血液が動
脈を流れ始めます。これを測定することによって収縮期血圧がわかります。このときに脈拍数も検出します。血流が制限されなくなったときの測定か
ら、拡張期血圧がわかります。この測定サイクル全体は、ポンプ、測定帯、弁、および圧力センサーによって、すべて自動的に実行されます。

圧力センサーからの信号は、オペアンプ回路または計装アンプによって調整され、その後、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)によってデータ変換が
行われます。その後、利用されているモニタおよびセンサーの種類に適した方式で、収縮期血圧、拡張期血圧、および脈拍数がディジタル領域で計算さ
れます。その結果得られた収縮期血圧、拡張期血圧、および脈拍数の測定値は、液晶ディスプレイ(LCD)に表示され、日時情報を付加して不揮発性メモ
リに保存されます。

高度な音声インジケータを内蔵した血圧モニタのファンクションブロックダイアグラム。マキシムが推奨する血圧モニタの設計ソリューションの一覧に
ついては、japan.maxim-ic.com/bloodpressureをご覧ください。

データインタフェース
血圧モニタによっては、詳細な解析や測定値の経時的な追跡のためにデータをコンピュータにアップロードする機能を備えている場合があります。この
データ転送は、通常、USBインタフェースを介して行います。この機能は、ディスクリートUSBトランシーバでも実現可能であり、マイクロコントロー
ラに内蔵することもできます。

音声インジケータ
血圧モニタの可聴式インジケータには、単純なビープ音からより高度な音声出力まで、さまざまなものがあります。単純なビープ音は、パルス幅変
調(PWM)機能を備えた1つまたは2つのマイクロコントローラポート端子で駆動することができます。より高度な音声インジケータは、ディジタル-アナ
ログコンバータ(DAC)とスピーカアンプを追加して実現することができます。

電源管理
上腕式モニタはAAA (単4形)アルカリ電池(1.5V) 4本、手首式モニタは単4形アルカリ電池2本を使用するのが普通です。使用されている技術に応じて、
モニタのポンプおよびアナログ回路の電源電圧は5Vまたは3.3V、ディジタル回路の電源電圧は3.3Vまたは1.8Vとなっています。そのため、上腕式モニ
タでは、通常、ポンプ/アナログの電源電圧を5Vにレギュレートするバックブーストスイッチングレギュレータや、3.3Vのディジタル要件に対応した低
ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータが必要になります。手首式モニタは、通常、ブーストスイッチングレギュレータを使用してポンプ/アナログの
電源電圧を3.3Vに昇圧し、ディジタルの1.8V電源にはLDOを使用します。

バッテリ寿命を延長するために、リアルタイムクロック(RTC)が動作を維持し、モニタの電源をすぐに再投入することができる限りは、モニタがオフの
間はスイッチングレギュレータの電源を切断可能な場合もあります。

ディスプレイとバックライト
血圧モニタでは、マイクロコントローラに内蔵されたドライバで駆動することができる単純な100セグメント以下のLCDを使用します。1個または2個の
白色LED (WLED)か、エレクトロルミネセント(EL)光源1個を使用することによって、バックライトを追加することができます。手首式モニタにはス
イッチングトポロジ、上腕式モニタにはリニアトポロジを使用することよって、ディスクリートWLEDドライバを容易にモニタの設計に追加することが
できます。

静電放電
すべてのモニタは、静電放電(ESD)に関するIEC 61000-4-2の要件を満足する必要があります。ESD保護を組み込んだ回路を使用したり、ESDラインプ
ロテクタをむき出しになった配線に追加することで、これらの要件を満たすことができる場合があります。 
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関連製品
DS1371  I²C、32ビット、バイナリカウンタウォッチドッグクロック  -- 無料

サンプル
MAX11600  2.7V～3.6Vおよび4.5V～5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル8ビットADC  -- 無料

サンプル
MAX11605  2.7V～3.6Vおよび4.5V～5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル8ビットADC  -- 無料

サンプル
MAX1162  10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC  -- 無料

サンプル
MAX1227  FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC  -- 無料

サンプル
MAX1229  FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC  -- 無料

サンプル
MAX1396  1.5V～3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC  -- 無料

サンプル
MAX1415  16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC  -- 無料

サンプル
MAX1416  16ビット、低電力、2チャネル、シグマ-デルタADC  -- 無料

サンプル
MAX1574  180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ  -- 無料

サンプル
MAX1848  白色LEDステップアップコンバータ、SOT23  -- 無料

サンプル
MAX1916  低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源  -- 無料

サンプル
MAX1984  超高効率、白色LEDドライバ  
MAX1986  超高効率、白色LEDドライバ  -- 無料

サンプル
MAX8891  高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ  -- 無料

サンプル
MAX8892  高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ  
MAXQ2000 低電力LCDマイクロコントローラ  -- 無料

サンプル
MAXQ2010 LCDインタフェース付き、16ビットミックスドシグナルマイクロコントローラ  
MAXQ610  赤外線モジュール内蔵、16ビットマイクロコントローラ  -- 無料

サンプル
MAXQ612  赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ  -- 無料

サンプル
MAXQ622  赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ  -- 無料

サンプル
MAXQ8913 オールインワンサーボループ制御用、オペアンプ、ADC、およびDAC内蔵、16ビット、ミックスドシグナルマイクロコントローラ 

自動アップデート
お客様が関心のある分野でアプリケーションノートが新規に掲載された際に自動通知Eメールの受信を希望する場合は、EE-Mail™にご登録ください。 

アプリケーションノート4689: http://japan.maxim-ic.com/an4689
その他の情報
テクニカルサポート：http://japan.maxim-ic.com/support
サンプル請求：http://japan.maxim-ic.com/samples
その他の質問およびコメント：http://japan.maxim-ic.com/contact 
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