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明 細 苫

血糖値測定システム及び測定データ管理装置

技術分野

０００1 本発明は、血糖値測定システム及び測定データ管理装置に適用して好適な技術

に関する。

ょり詳細には、病院内で複数の忠者を対象として、血糖値の測定とインスリンの投

与を、安全且つ確実に実行できる、血糖値測定システムに関する。

背景技術

０００2 周知のょぅに、糖尿病は膵臓のインスリン分泌典常に起因する。そのため、糖尿病

患者は食事前に血糖値を測定し、その値に応じてインスリンを投与する必要がある。

０００3 従来、家庭内で忠者或はその家族が忠者の血糖値を簡便に測定するために、 、

型化した血糖値測定装置を、出願人は開発し、製造販売している。出願人にょる血

糖値測定装置の特許出願を、特許文献 及び2として示す。

０００4 特許文献1:特開平 ０ 9888号公報

特許文献2 :特開平 ０ 8928 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 多くの忠者が入院している病院では、この家庭用血糖値測定装置をそのまま医療

現場にて使用している、といぅ実態が報告されている。

しかし、家庭用途の血糖値測定装置では、単に血糖値を測定する機能しか備わっ
ておらず、忠者の取り違えやインスリン重複投与等の事故を未然に防止するための、

安全面の工夫が設けられていない。

更に、多くの忠者の血糖値測定処理とインスリン投与処置をそれぞれまとめて行ぅょ

ぅな、医療作業効率を考慮した機能が設けられていない。

今、医療現場向けに、安全面や作業効率等の観点から機能を洗練させた、新たな

血糖値測定装置が求められている。

０００6 医療現場向けの血糖値測定装置は、多くの忠者を扱ぅといぅ性格上、血糖値測定



装置単体だけではなく、血糖値測定装置が収集した血糖値測定デ一

投与データを、忠者毎に管理する装置が必要である。

また、血糖値計測し忘れやインスリン投与し忘れ等の医療事故を未然に防ぐために

、血糖値測定装置単体に事故防止のための機能を設けるだけでなく、データを管理

する装置の方にも警告表示機能を設ける必要がある。

０００7 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、血糖値計測し忘れやインスリン投

与し忘れ等の医療事故を未然に防ぐ、安全な血糖値測定システムを提供することを

目的とする。

０００8 血糖値測定装置を病院で使ぅ場合、血糖値測定を行ぅ看護師は、複数の忠者の血

糖値を測定することが多い。また、その際、インスリン投与処置も同時に行ぅことが多

周知のよぅに、医療現場における看護師の業務は激務である。このため、複数の忠

者に対する血糖値の測定や、インスリン投与処置をし忘れる、といぅ医療事故が起こ

り易い。

０００9 本発明は、かかる課題を解決し、複数の忠者に対する血糖値計測及び 又はイン

スリン等投与処置のし忘れを迅速に警告し、また迅速に再度それらの処置を実行す

ることができる、新規な測定データ管理装置及び血糖値測定システムを提供すること

を目的とする。

課題を解決するための手段

００1０ 上記課題を解決するために、本発明の血糖値測定システムは、血糖値を測定する

測定部と、測定した血糖値を記録する血糖値測定テーブルを格納する不揮発性スト

レージと、血糖値測定テーブルを送信する送信部とを備える血糖計と、忠者 フィー

ルドと血糖値測定のための測定予定時刻フィールドを有するインスリン投与指示テー

ブルと、忠者 フィールドと測定予定 日時フィールドと測定 日時フィールドと血糖値

フィールドと末実施フラグフィールドを有する忠者履歴テーブルと、血糖計と接続して

血糖値測定テーブルを受信する受信部と、受信した血糖値測定テーブルから得たレ

コードを、末実施フラグフィールドが偽であるレコードとして忠者履歴テーブルに記録

する実施済忠者履歴処理部と、現在時刻から所定時間以前の血糖値計測予定があ



る忠者 をインスリン投与指示テーブルの測定予定時刻フィールドから検索して得

たレコードを、末実施フラグフィールドが其であるレコードとして忠者履歴テーブルに

追記録する末実施忠者履歴処理部と、忠者履歴テーブルから末実施フラグフィール

ドが其であるレコードの有無を検索して判定する末実施忠者警告処理部と、末実施

忠者警告処理部が、忠者履歴テーブル中に末実施フラグフィールドが其であるレコ

ードが存在すると判定した場合に、警告表示を生成する表示制御部と、表示制御部

が生成した警告表示を表示する表示部とを備える測定データ管理装置とを有する。

００11 また、上記課題を解決するために、本発明の測定データ管理装置は、血糖計に送

信したデータに含まれている血糖値計測作業の有無及び薬剤投与作業の有無の指

示が忠者毎に記録される実施中のラウンドタイプフィールドを備える忠者情報テーブ

ルと、血糖計から受信したデータに含まれている血糖値計測作業の実行結果及び薬

剤投与作業の実行結果が忠者毎に記録される薬剤投与結果フィールドを備える忠、

者履歴テーブルと、実施中のラウンドタイプフィールドと薬剤投与結果フィールドの値

を照合して、不一致の忠者を見つけたら警告メッセージを生成すると共に、血糖計に

不一致であった忠者毎に必要な血糖値計測作業或は薬剤投与作業のためのデータ

を作成して送信する制御部とを有する。

００12 末実施忠者履歴処理部は、定期的にインスリン投与指示テーブルを検索し、血糖

値計測が末実施の忠者をチェックして、血糖値計測が末実施の忠者のレコードを忠、

者履歴テーブルに菩く。このとき、忠者履歴テーブルに追記した当該レコードの末実

施フィールドは「其」に設定される。

これに対し、実施済忠者履歴処理部は、血糖計からダウンロードした血糖値測定テ

ーブルから、血糖値計測が実施済みの忠者のレコードを、忠者履歴テーブルに菩く

。このとき、忠者履歴テーブルに追記した当該レコードの末実施フィールドは「偽」に

設定される。

末実施忠者警告処理部は、定期的に忠者履歴テーブルを検索し、末実施フィール

ドが 「其」のレコードの存在を見つけると、警告を表示するための制御を行ぅ。

実施済忠者履歴処理部の処理は末実施忠者履歴処理部の処理に優先される。先

に末実施忠者履歴処理部が追記したレコードは、実施済忠者履歴処理部によって



上菩きされ得る。

００13 測定データ管理装置は、自身から血糖計へ送信したデータに含めた実施内容の

種別を、手元の忠者情報テーブルに保持している。そして、血糖計から受信したデ

ータを読み取って忠者履歴テーブルに菩き出した後、指示通りに血糖値計測及び

又はインスリン投与の実施が行われたか否かを、照合する。照合の結果、不一致が

できる。この判断に某づいて、警告メッセージを作成すると共に、血糖値計測及び

又はインスリン投与の実施し忘れた忠者とその実施すべき内容を再度作成して、ラウ

ンドデータを血糖計へ送信する。

発明の効果

００14 本発明により、血糖値計測し忘れやインスリン投与し忘れ等の医療事故を未然に防

ぐ、安全な血糖値測定システムを提供できる。

００15 また、本発明により、複数の忠者に対する血糖値計測及び 又はインスリン等投与

処置のし忘れを迅速に警告し、また迅速に再度それらの処置を実行することができる

、新規な測定データ管理装置及び血糖値測定システムを提供できる。

図面の簡単な説明

００16 図 本発明の一実施の形態による、血糖値測定システムの全体概略図である。

図2 本発明の一実施の形態による血糖計の外観斜視図である。

図3 本実施の形態の例である血糖計を、四方向から見た図である。

図4 血糖計をクレードルから離脱した状態での、クレードルの外観図である。

図5 血糖計をクレードルに装着した状態での、クレードルの外観図である。

図6 血糖計の内部ブロック図である。

図7 クレードルの内部ブロック図である。

図8 血糖計とクレードルと測定データ管理装置との接続状態を示すブロック図である

図9 測定データ管理装置のブロック図である。

図1０測定データ管理装置の機能ブロック図である。

図11 湖 定データ管理装置内に設けられているテーブルの一例である。



図12 測定データ管理装置の表示部に表示される、トップメニューウィンドウを示す図

である。

図13 実施済忠者履歴処理部の機能ブロック図を示す。

図14 血糖計から受信する血糖値測定テーブルのフィールドを示す。

図15 実施済忠者履歴処理部の動作の流れを示すフローチャートである。

図16 忠者履歴テーブル記録処理の動作の流れを示すフローチャートである。

図17け一ニングウィンドウを示す概略図である。

図18 末実施忠者履歴処理部の機能ブロック図を示す。

図19 末実施忠者履歴処理部の動作の流れを示すフローチャートである。

図2０末実施忠者警告処理部の機能ブロック図を示す。

図2 1 末実施忠者警告処理部の動作の流れを示すフローチャートである。

図22 末実施一覧リスト表示処理の動作の流れを示すフローチャートである。

図23 血糖値測定実施予定時刻から所定時間を経過した時の、トップメニューウィン

ドウの状態を示す図である。

図24 末実施者一覧ウィンドウを示す図である。

図25 本発明の一実施の形態による、血糖計にて行ぅ血糖測定作業の流れを説明

する概略図である。

図26 各テーブルの内部構成と関係を記す図である。

図27 血糖計と測定データ管理装置との間で行われる通信の流れを示すフロー図で

ある。

図28 血糖計と測定データ管理装置との間で行われる通信の流れを示すフロー図で

ある。

図29 血糖計の機能ブロック図である。

図3０血糖計の状態遷移図である。

図3 1 血糖計の処理の流れを示すフローチャートである。

図32 血糖計の処理の流れを示すフローチャートである。

図33 測定データ管理装置の機飴ブロック図である。

図34 測定データ管理装置が血糖計に忠者データ等を伝送する処理の流れを示す



フローチャートである。

図35 湖 定データ管理装置が血糖計から忠者測定データ等を受信する処理の流れ

を示すフローチャートである。

図36 湖 定データ管理装置が血糖計から忠者測定データ等を受信する処理の流れ

を示すフローチャートである。

図37 湖 定データ管理装置の表示部に表示されるメインメニューウィンドウを示す図

である。

図38 湖 定データ管理装置と血糖計の間に存在するデータやテーブルに含まれて

いるフラグの変化を示す概略図である。

発明を実施するための最良の形態

００17 以下、本発明の実施の形態を、図 ～図38を参照して説明する。

なお、本実施形態は、二つの実施形態を説明する。

先ず、図 乃至図9で、二つの実施形態に共通する実施態様を説明する。

次に、図 ０乃至図24で、第一の実施形態を説明する。

次に、図25乃至図38で、第二の実施形態を説明する。

００18 血糖値測定システム ０

図 は、本実施の形態の例である、血糖値測定システムの全体概略図である。

血糖値測定システム ０ は、血糖値測定装置である血糖計 ０2と、クレードル ０3

と、測定データ管理装置 ０4で構成される。

血糖計 ０2は、リチウムイオンバッテリ等の二次電池で動作する携帯型機器であり

、概ね大人の手に収まる大きさである。

医師や看護師等が忠者の血糖値を測定する場合には、通常、血糖計 ０2を病院

内の病棟に持ち込み、忠者からごく微呈の採血を了 、刊 、血糖値を測定する。

血糖計 ０2は、血糖値の測定及びインスリンの投与を行った後、必ずクレードル ０

3に載置する。

クレードル ０3は、血糖計 ０2のバッテリを充電すると共に、血糖計 ０2が測定デ

ータ管理装置 ０4とのデータの送受信を行ぅインターフェースの役割を担っている。

この、クレードル ０3を介して血糖計 ０2がデータを送受信する相手が、測定デ一



タ管理装置 ０4 である。

００19 パソコンよりなる測定データ管理装置 ０4 は、クレードル ０3 と S ケーブル ０5

にて接続されている。

測定データ管理装置 ０4 には周知の S が稼動している。更に S 上では、パソコ

ンに測定データ管理装置 ０4 としての機能を実現するプログラムが稼動している。

００2０ 血糖計 ０2をクレードル ０3 に装着すると、直ちにクレードル ０3 を介して血糖計

０2 と測定データ管理装置 ０4 との通信が実行される。その際、血糖計 ０2 内に内部

忠者テーブル 2 が存在していれば、この内部忠者テーブル 2 に記憶されている

測定データが忠者測定データ 7 に変換された後、直ちに測定データ管理装置 ０

4 へ送信される。

また、測定データ管理装置 ０4から所定のコマンドを送信することで、測定データ

管理装置 ０4 は血糖計 ０2から図示しない血糖計設定データをダウンロードするこ

とができる。

更に、測定データ管理装置 ０4 は、忠者データ 4 、使用者某礎データ 5及び

チップロットデータ 6 を血糖計 ０2ヘアップロードすることができる。

これらデータの詳細は後述する。

００2 1 外観 :血糖計 ０2

図2 (a) 及び (b ) は、血糖計 ０2 の外観斜視図である。

図 (a) (b 、(c) 及び ( d ) は、血糖計 ０2を四方向から見た図である。

なお、説明の便宜上、図2 (a) 及び図3 (a) に示す、 C が設けられている面を本

体表面、図2 に示す、バッテリ蓋が設けられている面を本体裏面と称する。

００2 2 図3 及び ( ) に示すよぅに、血糖計 ０2 の先端には、光学測定部 2０2 が設けら

状になっている。使用済みの測定チッ 2 2 は、イ、ジェクトレバー3０2を操作すること

で光学測定部 2 ０2から取り外すことができる。

図2 a ) 及び図3 a ) に示す、液品表示装置である C 2０3 が設けられている側面

(本体表面 ) には、 C 2０3 の横に電源スイッチ2０4 とカーソルキー2０5 、ェンターキ



一2０6 、そしてバーコードキー2０7 が設けられている。

電源スイッチ2０4 は血糖計 ０2の電源オンノオフのためのスイッチである。

カーソルキー2０5 は、 C 2０3 に表示される複数の項 目のぅちの一つを選択する

ために、カーソルを移動するキ一である。

エンターキー2０6 はカーソルで選択した項 目を「実行する」或は「選択する」指示を

行ぅキ一である。

バーコードキー2０7 ほ、図3 ( d ) に示す、血糖計 ０2の光学測定部2０2 とは反対の

側面に設けられているバーコードリーダ2０8 を稼動させるためのボタンである。

バーコードリーダ2０8 は、周知の赤色レーザダイオードとフォトトランジスタ等の受光

素子の細み合わせよりなるバーコード読取装置である。なお、受光素子に代えて C

或はC OS等のイメージセンザを用いることもできる。

００2 3 血糖計 ０2の某本的な血糖測定の仕組みは、従来技術と同様である。以下、概略

を簡単に説明する。

光学測定部2０2 に測定チッ 2 2 を取り付け、例えば指先を穿刺具で穿刺して染

み出させた測定対象者の血液を測定チッ に吸収させる。この測定チッ

には、ボリエーテルザルホン等の多孔質膜等でできた試験紙が内藏されている。そし

て、測定チッ 2 2 に吸引された血液は、試験紙に染み込むと、試験紙に含まれて

いる試薬と反応して、発色する。この発色反応には数秒から ０数秒前後の時間を要

するが、この反応時間は、周囲の気温によって影響を受ける。

所定の反応時間を経過した後に、発光素子を発光させて試験紙に光を当て、試験

紙からの反射光を受光素子にて受光する。そして、受光素子から得られたアナログの

受光強度信号をデジタル値に変換した後、このデジタル値を血糖値に変換して C

2０3 に表示する。

なお、血糖計 ０2側の血糖値測定の仕組みは、発色試薬を利用した前記光学測

定方式に限らず、電気化学センザー方式など、従来から血糖測定に使用され得る仕

組みを採用することができる。

００2 4 図2 (b ) に示すように、本体裏面の、バーコードリーダ2０8 の側にほ、電源端子2０9

と赤外線通信窓 2 ０が設けられている。血糖計 ０2をクレードル ０3 に装着すると、



電源端子2０9がクレードル ０3に設けられている充電端子4０2 (図4参照 ) と接触し、

充電が行われると共に、クレードル ０3との赤外線通信が行われる。なお、本体裏面

にはバッテリ蓋2 も設けられている。

００25 外観タレードル ０3」

図4 (a )及び (b)は、血糖計 ０2をクレードル ０3から離脱した状態での、クレード

ル ０3の外観図であり、図5 (a )及び (b)は、血糖計 ０2をクレードル ０3に装着した

状態での、クレードル ０3の外観図である。

図4 (a )及び (b) に示すよぅに、クレードル ０3の、血糖計 ０2の電源端子2０9に相

対する箇所には充電端子4０2が設けられている。同様に、クレードル ０3の、血糖計

０2の赤外線通信窓2 ０に相対する箇所には赤外線通信窓4０3が設けられている

血糖計 ０2の赤外線通信窓2 ０及びクレードル ０3の赤外線通信窓4０3の中に

は、それぞれ赤外線発光ダイオードとフォトトランジスタが内蔵されている。これらは周

知の (アイアールディーエー : n斤a e Da a Assoc a on)規格に従ぅ赤外線シリ

アル通信インターフェースを構成する。

００26 図 に示すよぅに、クレードル ０3は S ケーブル ０5を通じて、測定データ管理

装置 ０4に接続されている。クレードル ０3は、血糖計 ０2のバッテリを充電する役

目をもっており、一台の測定データ管理装置 ０4に多数のクレードル ０3が接続さ

れ得ることから、測定データ管理装置 ０4の S 端子から電源供給を受けないセル

フパワードデバイスとして構成されている。

００27 ハードウェア :血糖計 ０2

図6は血糖計 ０2の内部ブロック図である。

血糖計 ０2には、CP 6０2 6０3及び山女 6０4と、それらを接続するバス6

０5が備わっている。バス6０5には、上記の構成以外に、主にデータス力機能を提供

する部分と、データ出力機能を提供する部分も接続されている。

これより、CP 6０2 6０3 6０4及びバス6０5を、血糖計 ０2を構成す

るマイコンとして、便宜的に呼ぶ。

００28 血糖計 ０2のデータス力機能部分には、血糖値測定データを得るための光学測



定部2０2と、温度データを得るためのザーミスタ6０6、バーコードリーダ2０8、ヵレン

ダクロック6０7、そして操作部6０8がある。

光学測定部2０2は、発光ダイオード6０9、そのドライバ 6 ０、ドライバ 6 ０に接続さ

れる 変換器6 よりなる発光部と、フォトトランジスタ6 2と 変換器6 3よ

りなる受光部よりなる。

発光ダイオード6０9は、適切な強度の光を測定チッ 2 2内の試験紙に照射する

必要があるので、予め後述する不揮発性ストレージ6 4に記憶してある強度データ

に基づいて発光するよぅに制御される。つまり、発光強度データを不揮発性ストレー

、ジ6 4から読み出し、 変換器6 でアナログの電圧信号に変換後、ドライバ 6

0で電力増幅して、発光ダイオード6０9を発光駆動する。

一方、フォトトランジスタ6 2が受光した光の強度信号電圧は、 変換器6 3に

よって数値データに変換される。そして、この変換された数値データは、CP 6０2が

実行する所定の演算処理によって血糖値データに変換された後、R 6０4及び不

揮発性ストレージ6 4の所定領城に記録される。

００29 また、血糖計 ０2はザーミスタ6０6を備えており、このザーミスタ6０6の抵抗変化に

よって血糖計 ０2が存在する環境の気温を測定できる。前述のフォトトランジスタ6 2

と同様に、ザーミスタ6０6の抵抗値は 変換器6 3によって数値ィヒされ、数値デ

ータはR A 6０4及び不揮発性ストレージ6 4の所定領城に記録される。なお、受光

強度と気温を同時に測定する必要はないので、 変換器6 3はフォトトランジス

タ6 2とザーミスタ6０6とで共用されている。

００3０ バーコードリーダ2０8は、赤色レーザダイオード622 を発光させ、フォトトランジスタ

623 で反射光を受光して、バーコードを読み取り、バーコードに記録されているデー

タをバス6０5に出力する。

００3 1 ヵレンダクロック6０7は「リアルタイムクロック」とも呼ばれる、周知の日時データ出力

機能を提供する Cであり、多くのマイコンやパソコン等に標準搭載されているもので

ある。

本発明の実施の形態の血糖計 ０2では、血糖値を測定した時点の日時情報を得

る必要があるため、日時情報は重要な情報である。つまり、収集するデータと日時情



報は極めて深い関係を有する。そして、血糖値を測定した時点の日時情報は、血糖

値と共に内部忠者テーブル 2 に記録する必要がある。このため、図中で敢えてヵ

レンダクロック6 ０7 を明記している。

００3 2 操作部 6 ０8 は周知の押しボタンよりなるキースイッチであり、力一ソルキー2０5 とエ

ンターキー2０6 を有する。使用者が、後述する C よりなる表示部 6 5 に表示される

内容に従って、血糖計 ０2を操作するために用いられる。

００3 3 血糖計 ０2 のデータ出力機能部分としてほ、 C 2０3 よりなる表示部6 5 と、ブザ

ー6 6 と、赤外線通信部 6 7 がある。

表示部 6 5 には、 6０3 に格納され、C P 6０2 によって実行されるプログラム

によって、様々な画面が表示される。表示画面の詳細は後述する。

ブザー6 6 は、主にバーコードリーダ2０8 がバーコードを正常に読み取ったことや

、血糖値測定における測定完了、赤外線通信の完了、或はエラーメッセージを操作

者に告知するために利用される。設定次第では、操作部 6 ０8 の操作の度毎に鳴らす

こともできる。

赤外線通信部 6 7 は、前述の通り、赤外線発光ダイオード6 9 とフォトトランジスタ6

2０が接続されており、 規格のシリアルインターフェースを構成している。電源回

路 6 8 が、電源端子2０9 の電圧変化によりクレードル ０3から電源供給を受けたこと

を検出すると、電源回路 6 8 はバス6 ０5 を通じてC P 6０2 に報告する。そして、 P

6０2 の制御によって赤外線通信部 6 7 の赤外線通信機能が起動され、クレードル

０3 との赤外線通信が行われると、不揮発性ストレージ6 4 に格納されている各種テ

ーブルの、測定データ管理装置 ０4 との送受信と更新が行われる。

つまり、クレードル ０3 との赤外線通信の際は、血糖計 ０2 の操作部 6 ０8 などの操

作は不要で、クレードル ０3 に装着すると直ちに赤外線通信が実行される。

００3 4 血糖計 ０2 には、データ入出力機能の他に、データ記憶機能を提供する、 P

よりなる不揮発性ストレージ6 4 がある。この不揮発性ストレージ6 4 には、図

、図 4 、図 5及び図 6 にて後述する忠者テーブル ０9 、使用者テーブル 3

チップロットテーブル 7 、処方情報テーブル 5０2 、測定処方テーブル 6 ０2及

び測定処方結果テーブル 4 ０8 等が格納される。これらはクレードル ０3 を介した測



定データ管理装置 ０4との通信の際に更新される。なお、 P の代わりにフラ

ッシュメモり等を用いてもよい。

００35 ハードウェア クレードル ０3

図7はクレードル ０3の内部ブロック図である。

図8は、血糖計 ０2とクレードル ０3と測定データ管理装置 ０4との接続状態を示

す概略図である。

図7に示すよぅに、クレードル ０3は、マイコンを構成するCP 7０2 7０3、

7０4と、赤外線発光ダイオード7 9とフォトトランジスタ72０が接続される赤外線。

通信部7 7と、 S インターフェース ( ) 7０6と、充電回路 7 8と、これらを接続

するバス7０5により構成される。

充電回路 7 8は、充電端子4０2の電圧変化から負荷である血糖計 ０2が接続され

たことを検出すると、バス7０5を通じてCP 7０2にその旨を報告する。そして、 P

7０2の制御によって赤外線通信部7 7の赤外線通信機能が起動され、赤外線通信

部7 7と S インターフェース7０6を介して、血糖計 ０2と測定データ管理装置 ０

4との間の通信が行われる。

００36 以上説明したよぅに、血糖計 ０2とクレードル ０3の間は によって接続され、

クレードル ０3と測定データ管理装置 ０4の間は S によって接続されている。この

点で、クレードル ０3は、測定データ管理装置 ０4と血糖計 ０2との間のデータ通

信を仲介するインターフェースの役割を担っている。

００37 ハードウェア咄 定データ管理装置 ０4

図9は、測定データ管理装置 ０4のブロック図である。

前述のよぅに、測定データ管理装置 ０4の実体は周知のパソコンである。

測定データ管理装置 ０4の内部にはバス9０2がある。このバス9０2には、CP g０

3、 9０4 g０5、ハードディスク装置等の不揮発性ストレージ9０6 C

等の表示部9０7及び S インターフェース ( ) 9０8が接続されている。 S イン

ターフェース9０8には、キーボード及びマウス等の操作部9０9が接続されている他、

クレードル ０3も接続されている。

００38 第一の実施形態」



ソフトウェア咄 定データ管理装置 ０4」

図 ０は測定データ管理装置 ０4の機能ブロック図である。測定データ管理機能を

実現するプログラムの機能を模式的に図示したものである。

ディスプレイである表示部9０7には、表示制御部 ００2によって作成される、ユーザ

インターフェースとしての操作パネルなどのウィンドウが表示される。

キーボードやマウス等の操作部9０9から発生する操作情報は、各機能部分に伝達

される。

データ編集処理部 ００3は、忠者情報テーブル ００4、インスリン投与指示テーブ

ル ００5、忠者履歴テーブル ００6等のデータを操作する。

スケジューラ ００7はカレンダクロック ００8から日時情報をリアルタイムで取得し、

内部に抱えるスケジュール表に従って、指定されたプログラムを実行する。この、指定

されたプログラムが、末実施忠者履歴処理部 ００9と、末実施忠者警告処理部 ００

である。

００39 末実施忠者履歴処理部 ００9は、スケジューラ ００7によって定時間隔で起動され

る。本実施形態では定時間隔 は、データ編集処理部 ００3によって変更可能であ

る。 例として6０分と設定する。

末実施忠者履歴処理部 ００9は、

・インスリン投与指示テーブル ００5から血糖値計測が末実施であると判断される忠、

者の血糖値の測定予定 日時データを収集・作成し、

・この収集・作成したデータと同じ忠者の測定予定 日時データのレコードが既に忠者

履歴テーブル ００6に記録されていなければ迫加する、

れぢ処理を行ぅ。この処理の詳細は後述する。

００4０ 末実施忠者警告処理部 ００は、スケジューラ ００7によって定時間隔で起動され

る。

末実施忠者警告処理部 ００は、忠者履歴テーブル ００6に所定の条件な満たす

レコードを発見した場合に、当該レコードに該当する忠者と諸情報を警告表示する、

れぢ処理を行ぅ。この処理の詳細は後述する。

００4 1 血糖計検出部 ０ 2は、血糖計 ０2がクレードル ０3に載置されたことを検出する



と、実施済忠者履歴処理部 ０ を起動する。

実施済忠者履歴処理部 ０ は、血糖計 ０2からダウンロードした血糖値測定テ

ーブル中に末実施忠者が存在するか否かを検証し、もし居ればこれを知らせる警告

表示を表示部9０7に表示させる処理を行ぅ。この処理の詳細は後述する。

なお、本実施形態では説明を簡単にするために、忠者測定データ 7を、後述す

る血糖値測定テーブルと等 咋のとして説明する。

００42 また、血糖計検出部 ０ 2は、血糖計 ０2がクレードル ０3に裁置されたことを検

出すると、表示制御部 ００2にその旨を通知する。

表示制御部 ００2はこれを受けて、後述する表示制御を行ぅ。

００43 測定データ管理装置 ０4の機能を実現するプログラムは、複数のプログラムより成

前述の、末実施忠者履歴処理部 ００9、末実施忠者警告処理部 ００、実施済忠

者履歴処理部 ０ は、それぞれ独立して動作するプログラムである。これらプログラ

ムが同時並行して動作するため、 S はマルチタスク Sであることが好ま 、。

或は、複数のプログラムの代わりに、マルチスレソド機能を備える単一のプログラム

これらプログラムまたはスレソドは、周知のロックファイル機構等で、各種テーブルへ

の菩き込み動作の際に、排他制御を行っている。

００44 図 は、測定データ管理装置 ０4内に設けられているテーブルの一例である。こ

れら三つのテーブルを、ザンプルデータを伴って説明する。

忠者情報テーブル ００4は、忠者 フィールドと忠者氏名フィールドよりなる、忠者

毎にュニークなテーブルである。

００45 インスリン投与指示テーブル ００5は、忠者一人につき、朝から晩まで血糖値計測

及びインスリン投与を実施する時間と、インスリン投与の際に使用する処方雙データ

を指定するテーブルである。このテーブルは、各レコードをュニークに識別するため

のシリアル番号フィールド、忠者 フィールド、測定予定時刻フィールド、インスリン

療法区分フィールド及びスケール フィールドよりなる。

忠者 フィールド中に同一の忠者 が複数あるのは、忠者一人について血糖値



測定やインスリン投与を実施する時間が複数回あるからである。

更に、血糖値の値の上下にかかわらず、忠者に固定最のインスリンを投与する場合

(以後固定打ちといぅ) にも対応するため、フラグ変数よりなるインスリン療法区分フィ

ールドが設けられている。このフィールドの値は、スケール に従いインスリン投与を

行ぅ旨を示す、論理の「偽」と、測定した血糖値の値にかかわらず所定のインスリンを

所定最を投与する旨を示す、論理の「其」である。

スケール とは、処方雙データを意味する。これは、計測した血糖値の範囲に対し

て、投与するインスリンの最を列挙したテーブルであり、別名 「スライディングスケール
」と呼ばれる。このスライディングスケールを複数用意して、忠者の状態に応じて選択

する。また、スケール フィールドが空欄の場合は、血糖値測定のみを了 、刊 、インスリ

ン投与を行わないことを意味する。

００46 忠者履歴テーブル ００6は、血糖計 ０2によって測定した忠者の血糖値や、投与

したインスリン最などのデータを蓄積するテーブルである。いわばログである。このテ

ーブルは、忠者 フィールド、測定予定 日時フィールド、スケール フィールド、測

定 日時フィールド、血糖値フィールド、インスリン投与呈フィールド、末実施フラグフィ

ールド及びワ一ニング確認フラグフィールドよりなる。

測定予定 日時フィールドは、インスリン投与指示テーブル ００5の測定予定時刻フ

ィールドの値から生成される。つまり、測定予定時刻フィールドの値にその日の日付

を加えると、測定予定 日時となる。

００47 忠者履歴テーブル ００6へのレコードの追記録は、図 ０の、末実施忠者履歴処理

部 ００9と、実施済忠者履歴処理部 ０ によって行われる。

末実施忠者履歴処理部 ００9による追記録は、

・忠者 フィールド、測定予定 日時フィールド、スケール フィールドは埋められて

・測定 日時フィールド、血糖値フィールド、インスリン投与呈フィールドは空であり、

・末実施フラグフィールドは其、ワ一ニング確認フラグフィールドは偽に設定される。

実施済忠者履歴処理部 ０ による追記録は、

・忠者 フィールド、測定予定 日時フィールド、スケール フィールドは埋められて



おり、

・測定 日時フィールド、血糖値フィールド、インスリン投与呈フィールドも埋められてお

り、

・末実施フラグフィールドは偽、ワ一ニング確認フラグフィールドも偽に設定される。

００48 図 2 (a) 及び (b)は、測定データ管理装置 ０4の表示部に表示される、トップメニ

ューウィンドウを示す図である。

図 2 a 、クレードル ０3に血糖計 ０2を裁置した状態の、トップメニューウィンド

ウ 2０2を示す。

血糖計状態表示欄 2０3には、血糖計 ０2のイラストが表示されている。

血糖計状態表示欄 2０3のすぐ下には、「ラウンドデータ伝送」ボタン 2０4及び「測

定器設定伝送」ボタン 2０5が設けられている。

「ラウンドデータ伝送」ボタン 2０4は、血糖計が忠者の血糖値を測定する際に必要

なデータを、血糖計に伝送する時に押すボタンである。

「測定器設定伝送」ボタン 2０5は、血糖計の種々の環境設定値を血糖計に伝送

する時に押すボタンである。

００49 図 b は、クレードル ０3から血糖計 ０2を取り出した状態の、トップメニューウィ

血糖計状態表示欄 2０3に表示される血糖計のイラストには、血糖計 ０2が装若さ

れていないことを示す「末接続」といぅ表示がある。このとき、「ラウンドデータ伝送」ボ

タン 2０4及び「測定器設定伝送」ボタン 2０5は表示が薄くなり、マウス等で押せな

い状態になっている。

また、血糖計状態表示欄 2０3のすぐ上には、押すことのできない状態である「末

実施一覧」ボタン 2０6が設けられている。

この、血糖計状態表示欄 2０3の変化は、血糖計検出部 ０ 2による通知を表示制

御部 ００2が受けることによって、実現される。

００5０ 実施済忠者履歴処理部」

図 3 、実施済忠者履歴処理部 ０ の機飴ブロック図を示す。

血糖計 ０2をクレードル ０3に載置すると、 S インターフェース9０8を介して血



糖計検出部 ０ 2が血糖計 ０2の載置状態を検出する。血糖計検出部 ０ 2はクレ

ードル ０3に対して所定時間間隔のポーリングを行っている。

血糖計検出部 ０ 2は血糖計 ０2を検出すると、血糖値測定テーブル受信部 3０

2を起動させる。血糖値測定テーブル受信部 3０2は血糖計検出部 ０ 2の命令を

受けて、血糖値測定テーブルを血糖計 ０2からダウンロードする。更に、血糖値測定

テーブル受信部 3０2は、ダウンロードした血糖値測定テーブルのデータを、血糖値

測定を実施した忠者と、血糖値測定を実施しなかった忠者に分けて、それぞれ実施

済忠者一時ファイル 3０3及び末実施忠者一時ファイル 3０4に菩き出す。

血糖値測定テーブル受信部 3０2によって血糖値測定テーブルのダウンロードが

完了すると、血糖計 ０2は内部の内部忠者テーブル 2、使用者某礎データ 5

チップロットデータ 6を消去する。

００5 1 実施済忠者一時ファイル 3０3及び末実施忠者一時ファイル 3０4は、制御部 3０

5に読み込まれる。

制御部 3０5は、実施済忠者一時ファイル 3０3の内容を忠者履歴テーブル ００6

に記録する。そして、制御部 3０5は、末実施忠者一時ファイル 3０4の中身が空で

あるか否かを確認する。確認の結果、末実施忠者一時ファイル 3０4の中身が空で

なければ、すなわち、血糖値測定が末実施の忠者が一人でも居れば、制御部 3０5

は、表示制御部 ００2を通じて、表示部9０7に警告表示を行ぅ。そして、操作部9０9

から操作者による選択結果を受け入れる。つまり、末実施者が居る場合は、制御部

3０5は、末実施者のデータを忠者履歴テーブルに記録するか否かの問い合わせを

行ぅ。問い合わせの結果、使用者が末実施忠者のデータを記録するとの意思表示を

した場合は、制御部 3０引ま、末実施者のデータを忠者履歴テーブルに記録する。

そぅでない場合は、制御部 3０5は、末実施忠者一時ファイル 3０4のデータから忠、

者 と測定予定 日時データを読み取る。そして、読み取った忠者 と測定予定 日時

データを用いて、インスリン投与指示テーブル ００5を検索し、忠者テーブル及び処

方雙データ等の、血糖値測定に必要なデータファイルを作成し、血糖計 ０2へ送信

する。

００5 2 図 4は血糖計 ０2から受信する、本実施形態の血糖値測定テーブルのフィールド



を示す。

血糖計 ０2が忠者の血糖値を測定すると、血糖値測定フラグフィールドが 「其」にな

る。

血糖計 ０2にインスリンの投与を実施した旨が入力されると、インスリン投与確認フ

ラグフィールドには「其」が菩き込まれる。

なお、スケール フィールドにスライディングスケールの が記録されていない忠、

者の場合は、インスリンの投与を実施しないので、この場合はインスリン投与確認フラ

グが常に「偽」になる。

００5 3 図 5は、実施済忠者履歴処理部 ０ の動作の流れを示すフローチャートである

血糖計検出部 ０ 2は、クレードル ０3に血糖計 ０2が載置されたことを検出する

と(S 5０ ) 、血糖値測定テーブル受信部 3０2を起動する。血糖値測定テーブル

受信部 3０2は、血糖計 ０2から血糖値測定テーブル 4０ をダウンロードする (

5０2)。更に、血糖値測定テーブル受信部 3０2は、ダウンロードした血糖値測定テ

ーブルから、血糖値測定の実施を済ませた忠者と、血糖値測定の実施が済んでいな

い忠者とに分けて、それぞれ実施済忠者一時ファイル 3０3及び末実施忠者一時フ

ァイル 3０4の、二っの一時ファイルを作成する (S 5０3)

次に、制御部 3０5は実施済忠者一時ファイル 3０3を読み込んで、忠者履歴テー

ブル ００6に記録する処理を行ぅ(S 5０4)

００54 次に、制御部 3０5は末実施忠者一時ファイル 3０4を読み込んで、忠者データが

存在するか否か、確認する (S 5０5)

確認の結果、末実施忠者一時ファイル 3０4内に忠者データが存在しない場合、

すなわち血糖値計測を実施していない忠者が居ない場合 (S 5０5の ) は、実施済

忠者一時ファイル 3０3及び末実施忠者一時ファイル 3０4の両方を消去し(S 5 2

) 、処理を終了する (S 5 3)

００5 5 確認の結果、末実施忠者一時ファイル 3０4内に忠者データが存在する場合、す

なわち血糖値計測を実施していない忠者が居る場合 (S 5０5の ) 、制御部 3０5は

先ず、測定者等に対して警告を報告するために、表示制御部 ００2を制御して、表



示部9０7にワ一ニンクウィントウを表示する (5 5０6)。そして、制御都 3０5は、操

作者による操作部9０9からの入力を待つ (S 5０7)

００56 キーホート或はマウスよりなる操作部9０9によって選択されたホタンか「伝迭」ホタン

てある場合は(S 5０8の ) 、申者履歴テ一フル ００6に末実施中者一時フアイル 3

０4の内容を記録する処理を行う(S 5０9)

キーホート或はマウスよりなる操作部9０9によって選択されたホタンか「伝迭」ホタン

てなく、「再側定」ホタンてある場合は(S 5０8の ) 、末実施中者一時フアイル 3０4

に存在するテータのうちの中者 を某に、申者テ一フルや処方雙テータ等の、血糖

値側定に必要なテータフアイルを再度作成して、血糖計へ再度迭信する(S 5 ０)

００5 7 ワ一ニンクウィントウ上の「伝迭」ホタン、「再側定」ホタンのいすれのホタンを押して

も、ワ一ニンクウィントウを伯去する(S 5 )。そして、実施済申者一時フアイル 3０

3及ひ末実施中者一時フアイル 3０4の両方を伯去し(S 5 2) 、処理を終了する(S

5 3)

００58 図 6は、申者履歴テ一フル記録処理の動作の流れを示すフローチヤートてある。

図 のステノプS 5０4及ひS 5０9の処理の梓細を示すものてある。

処理を開始すると(S 6０ ) 、制御都 3０5は、先す後述するループ処理のための

、内部に持つヵウンタ変数 を に初期ィヒする (S 6０2)

００59 これ以降はループ処理てある。

制御都 3０5は、一時フアイル 3０3内の番 目のテータの、申者 と胡 定予定 日

時の値を検索キ一にして、申者履歴テ一フル ００6を検索する (S 6０3)

もし、申者履歴テ一フル ００6内にこの検索にヒノトするレコートかあったら(S 6０4

の ) 、制御都 3０5は、そのヒノトしたレコートの側定 日時フィールト、血糖値フィー

ルト及ひインスリン投与呈フィールトを、一時フアイル 3０3の番 目のレコートの内容

て更新する (S 6０5)

００6０ このとき、当咳レコートは後述する末実施中者履歴処理部 ００9によって追記され

たレコートてあり、末実施フラクか「其」に投定されている。ステノプS 6０5による更新

の際は、末実施フラクを佑に菩き換える。つまり、「血糖値側定末実施と菩かれたレコ

ートを、血糖値側定をした事実て上菩きする」のてある。



００6 1 もし、ステップS 6０3の検索にヒットするレコードがなかったら(S 6０4の ) 、制御

部 3０5ほ、忠者履歴テーブル ００6に一時ファイル 3０3の番 目のレコードの内容

で新規に コード追記する (S 6０6)。その内容は、

・忠者 、測定予定 日時、スケール 、測定予定 日時と、

・測定 日時、血糖値、インスリン投与呈と、

・未実施フラグを「偽」、ワ一ニング確認フラグを「偽」に設定した、

レコードである。

００62 そして、制御部 3０5はカウンタ変数 をインクリメントし(S 6０7) 、一時ファイル 3０

3内に番 目のデータがまだあるか否かを見る (S 6０8)。もし、一時ファイル 3０3内

に番 目のデータがまだ残っているのであれば (S ・6０8の ) 、ステップ処理S 6０3

に戻り、処理を繰り返す。もしなければ (S 6０8の ) 、末実施忠者警告処理部 ００

を起動し(S 6０9) 、血糖計 ０2の血糖値測定テーブル 4０を削除し(S 6 ０、

処理を終了する (S 6 )

００63 図 7は、ワ一ニングウィンドウ 7０2を示す概略図である。

ワ一ニングウィンドウ 7０2は、トップメニューウィンドウ 2０2の上に覆い被さるよぅに

表示される。

ワ一ニングウィンドウ 7０2の中には、「末実施者リスト」表示欄 7０3が表示されると

共に、「再測定」ボタン 7０4と「伝送」ボタン 7０5が設けられている。

「末実施者リスト」表示欄 7０3は、一時ファイル1・3０3を制御部 3０5が読み取るこ

とによって作成される。

「再測定」ボタン 7０4を押すと、制御部 3０5は血糖値計測を実施した忠者のデー

タを忠者履歴テーブル ００6に記録し、未実施忠者についてほ忠者テーブルや処方

雙データ等の、血糖値測定に必要なデータファイルを再度作成し、血糖計 ０2に再

送信する。その後、ワ一ニングウィンドウ 7０2を消去する。測定担当者は再びクレー

ドル ０3から血糖計 ０2を引き抜いて、末実施忠者の測定或はインスリン投与を行ぅ

「伝送」ボタン 7０5を押すと、制御部 3０5は受信した血糖値測定テーブル 4０

をそのまま忠者履歴テーブル ００6に記録し、血糖計 ０2内部の内部忠者テーブル



2を、使用者某礎データ 5、チップロットデータ 6と共に削除した後、ヮ一ニン

グウィンドウ 7０2を消去する。

００64 血糖値計測作業中は、血糖計単体で測定し忘れ忠者の存在を確認し難い。

その一方で、血糖値計測作業を終えて、血糖値測定テーブル 4０ を測定データ

管理装置 ０4に伝送するタイミングは、測定し忘れ忠者の存在をチェックするに最適

そこで、一且血糖値測定テーブル 4０ をダウンロードした後、血糖値測定フラグの

確認を行ぅ。一人でも測定が行われていない忠者の存在を確認したら、ワ一ニングウ

ィンドウ 7０2を表示する。その際、血糖計内の内部忠者テーブル 2等は削除され

、看護師が本当に血糖値測定やインスリン投与をし忘れたのであれば、当該忠者の

データを再びダウンロードし、測定、投与などの処置を行ぅ。

こぅして、本システムでは血糖値測定し忘れと づミスを未然に防ぐことができる。

００65 末実施忠者履歴処理部」

次に、図 8及び図 9に某づいて、末実施忠者履歴処理部 ００9の動作について

説明する。

図 8は、末実施忠者履歴処理部 ００9の機能ブロック図を示す。

図 9は、末実施忠者履歴処理部 ００9の動作の流れを示すフローチャートである

検索部 8０2は、カレンダクロック ００8の日時情報を監視するスケジューラ ０7に

よって起動される (S g０ )

検索部 8０2は、スケジューラ ００7によって起動されると、カレンダクロック ０8か
ら日時情報を取得し(S 9０2) 、「現在 日時 」分の範囲で、インスリン投与指示テ

ーブル ００5の測定予定時刻を検索する (S 9０3)。なお、 分は任意の値に設定

できる。例えば6０分である。

検索結果は一時ファイル 8０3に記録される。一時ファイル ０3には、インスリン投

与指示テーブル ００5のシリアル番号だけが列挙される。

００66 追記部 8０4は一時ファイル 8０3の存在に呼応して起動される。

追記部 8０4は最初に、内部のカウンタ変数 を に初期ィヒする (S 9０4)



これ以降はループ処理である。

追記部 8０4は、一時ファイル 8０3内のシリアル番号でインスリン投与指示テーブ

ル ００5を検索する。そして、検索にヒットしたレコードから忠者 と測定予定時刻を

得る (S 9０5)。測定予定時刻を測定予定 日時に変換した(S 9０6)後、忠者 と共

に検索キ一として忠者履歴テーブル ００6を検索する (S 9０7)

００67 検索にヒットしなかったら(S 9０8の )

・検索キ一の某となったインスリン投与指示テーブル ００5のレコードの内容と、

・測定予定時刻を測定予定 日時に変換して、

・末実施フラグを「其」、ワ一ニング確認フラグを「偽」に設定して、

忠者履歴テーブル ００6に追記録する (S 9０9)

検索にヒットしたら(S 9０8の ) 、何もしない。

そして、検索部 8０2はカウンタ変数 をインクリメントし(S g ０) 、一時ファイル 8０

3内の番 目のシリアル番号の存在を確認する (S g )。もし、一時ファイル 8０3内

に番 目のレコードがあれば (S g の ) 、再び処理を繰り返す(S 9０5)。なけれ

ば (S g の ) 、処理を終了する (S 9 2)

００68 末実施忠者履歴処理部 ００9は、「血糖値測定を実施しなかった」履歴を、忠者履

歴テーブル ００6に記録するための処理である。

これに対して、実施済忠者履歴処理部 ０ は、「血糖値測定を実施した」履歴を、

忠者履歴テーブル ００6に記録するための処理である。

同じ忠者 の、同じ測定予定 日時において、どちらかの処理が、先に忠者履歴テ

ーブル ００6に追記録される。

００69 ここで、誤った記録を防ぐために、末実施忠者履歴処理部 ００9は、忠者履歴テー

ブル ００6に対して予め既に記録済みのレコードがあるか否かを確認する。つまり、

先に実施済忠者履歴処理部 ０ によるレコードの記録がなされているかを見る。も

し、既に記録済みのレコードがあれば追記録をしない。なければ追記録をする。この

追記録されたレコードが、後述する、末実施忠者警告処理部 ００によって一覧表

示される対象となる。

００7０ 実施済忠者履歴処理部 ０ が記録するレコードは、末実施忠者履歴処理部 ００



9が追記録するレコードに優先する。

仮に、血糖値測定の実施予定時刻を 分過ぎてしまって、末実施忠者警告処理部

０ ０によって警告表示が行われた後でも、看護師等の血糖値計測担当者が血糖

き ０2をクレードル ０3に載置すると、測定データ管理装置 ０4は血糖計 ０2から

血糖値測定テーブル 4０ のダウンロードを行ぅ。

すると、実施済忠者履歴処理部 ０ は、ダウンロードした血糖値測定テーブル 4

０から、血糖測定を実施した事実を、忠者履歴テーブル ００6に記録する。

このとき、末実施忠者履歴処理部 ００9が追記録した「血糖値計測が末実施である

」旨が記録されているレコードを上菩きするべきである。

そこで、実施済忠者履歴処理部 ０ は、忠者履歴テーブル ００6を検索して、既

に末実施忠者履歴処理部 ００9が追記録したレコードがあるか否かを見る。もし当該

レコードがあれば、空いているフィールドヘデータの上菩きを行ぅと共に、末実施忠者

履歴処理部 ００9が 「其」と菩いた末実施フラグを「偽」に菩き直す。なければ、レコー

ドの追記録をする。

００7 1 末実施忠者警告処理部」

次に、図2０及び図2 に某づいて、末実施忠者警告処理部 ００の動作について

説明する。

図2０は、末実施忠者警告処理部 ００の機能ブロック図を示す。

図2 は、末実施忠者警告処理部 ００の動作の流れを示すフローチャートである

検索部 8０2は、カレンダクロック ００8の日時情報を監視するスケジューラ ００7に

よって起動される (S 2 ０ )

検索部2００2は、スケジューラ ００7によって起動されると、カレンダクロック ００8か
ら日時情報を取得し(S 2 ０2) 、現在 日時から 分以前で、忠者履歴テーブル ０

０6の末実施フラグが 「其」且つ、ワ一ニング確認フラグが 「偽」のレコードを検索する (

S 2 ０3)。なお、 分は任意の値に設定できる。例えば6０分である。

００72 検索結果は、一時ファイル2００3に記録される。一時ファイル2００3には、忠者

測定予定 日時、末実施フラグが列挙される。



検索部2００2が一通り一時ファイル作成処理を終えたら、検索部2００2は、出来上

がった一時ファイル2００3に コードでもデータがあるか否か、確認する (S 2 ０4)

もし一時ファイル2００3内にデータが存在していれば、検索部2００2は表示制御部

００2を制御して、表示部9０7に表示するトップメニューウィンドウ 2０2内にワ一ニン

グメッセージを表示する。そして、「末実施一覧」ボタン 2０6を有効化して押せるよぅ

にして (S 2 ０5) 、処理を終了する (S 2 ０6)

００73 図22は、末実施一覧リスト表示処理の動作の流れを示すフローチヤートである。こ

れはデータ編集処理部 ００3の内部処理である。

操作者が 「末実施一覧」ボタン 2０6を押すと(S 22０ ) 、データ編集処理部 ００3

は、先に検索部2００2が作成した一時ファイル2００3内の忠者 で忠者情報テーブ

ル ０4を検索し、表示用リストを作成する (S 22０2)

次に、データ編集処理部 ００3は表示用リストを某に表示制御部 ００2を制御して

、表示部9０7に末実施者一覧ウィンドウを表示させる (522 ０3)。そして、末実施者一

覧ウィンドウ内のボタンの操作を待つ (S 22０4)

押されたボタンが 「確認」ボタンであれば (S 22０5の ) 、一時ファイル2００3内に存

在する忠者 および測定予定 日時に対応する、忠者履歴テーブル ００6のレコード

の、ワ一ニング確認フラグを「其」に菩き換える (522 ０6)。そして、トップメニューウィン

ドウ ０2内の「末実施一覧」ボタン 2０6を無効化して、消去する (S 22０7)

押されたボタンが 「戻る」ボタンであれば (S 22０5の ) 、何もしない。

そして、末実施者一覧ウィンドウを消去し(522 ０8) 、処理を終了する (522 ０9)

００74 図 は、血糖値測定実施予定時刻から所定時間を経過した時の、トップメニューウ

ィンドウ 2０2の状態を示す図である。

「末実施一覧」ボタン 2０6が明確に表示され、押せる状態になっている。

「末実施一覧」ボタン 2０6のすぐ上には、警告メッセージ23０2が表示されている。

００75 図24は、末実施者一覧ウィンドウを示す図である。

末実施者一覧ウィンドウ24０2は、上から血糖値測定し忘れ、および もしくはイン

スリン投与忘れと判断された忠者を、表形式にて列挙表示する。

「確認」ボタン24０3を押すと、一時ファイル2００3内に存在する忠者 および測定



予定 日時に対応する、忠者履歴テーブル ００6のレコードの、ワ一ニング確認フラグ

を「其」に菩き換える。そして、「末実施一覧」ボタン 2０6を消去し、末実施者一覧ウ

ィンドウ24０2を消去する。したがって、ワ一ニングメッセージは表示されず、「末実施

一覧」ボタン 2０6も押せなくなる。

「戻る」ボタン24０4を押すと、忠者履歴テーブル ００6には何ら手を付けることなく、

末実施者一覧ウィンドウ24０2を消去する。したがって、ワ一ニングメッセージは表示

されたままになり、「末実施一覧」ボタン 2０6もまだ押せる状態である。

００76 本実施形態においては、血糖値測定システムを開示した。

末実施忠者履歴処理部は、忠者毎に測定予定時刻が列挙記載されているインスリ

ン投与指示テーブルを、定期的に検索し、測定等が末実施と思しき忠者のリストを一

時的に作成する。その後、忠者履歴テーブルを検索して、既に記録があるか否かを

確認してから、末実施フラグを其に設定した、新規レコードの追記録を行ぅ。つまり、

測定等が末実施であるといぅ事実を忠者履歴テーブルに記録する。

末実施忠者警告処理部による、表示部に警告を表示する処理は、忠者履歴テーブ

ル中の末実施フラグを検索すればよい。この動作は末実施忠者履歴処理部と非同

期に実施できる。

００77 実施済忠者履歴処理部は、血糖計から血糖値測定テーブル 4０ をダウンロード

して、一且一時ファイルに保存する。一時ファイル内のレコードについて、一つずつ

忠者履歴テーブルを検索し、同一内容のレコードが既に末実施忠者履歴処理部に

よって追記録されていないか確認する。もし既にあれば、末実施フラグを偽に菩き直

し、空欄になっているフィールドに測定データを記録する。つまり、測定の事実と測定

データで、末実施とされていたレコードを上菩きする。

これら処理が独立に動作することで、測定事実を優先的に忠者履歴テーブルに記

録しつつ、測定し忘れ等の可能性がある場合に、末実施忠者警告処理部が確実に

警告を表示する。この処理によって、測定し忘れを必要な時間間隔内で防ぐことがで

きる。

００78 また、実施済み忠者履歴処理部は、血糖計からダウンロードして一時ファイルに保

存した血糖値測定テーブル 4０ をチェックし、血糖値測定が末実施の忠者を見つ



けたら、ワ一ニングウィンドウを表示し、このままデータを受け入れるか、或は測定し忘

れた忠者について測定を行ぅのか問いかける。つまり、血糖計をクレードルに置いた

時点で、直ちに測定し忘れが判明する。これは、血糖計単体では実現し得ない機能

である。

００79 第二の実施形態」

血糖 」計 ０2の血糖測定作業

次に、図25を参照して、血糖計 ０2にて行 血糖測定作業の流れを説明する。

図25は、血糖計 ０2にて行ぅ血糖測定作業の流れを説明する概略図である。

( ) 忠者25０2の名札等に付されている、バーコードよりなる忠者 25０3を、バー

コードリーダ2０8で読み取る。

読み取った忠者 25０3は、先ず、内部忠者テーブル 2の検索キ一に用いられ

る。

予め測定データ管理装置 ０4から送信された忠者データ 4は、血糖計 ０2内部

で内部忠者テーブル 2に変換されて、不揮発性ストレージ6 4に記憶されている。

この内部忠者テーブル 1・2を、忠者 25０3で検索する。検索にヒットしたレコードが

、これから種々のデータを記録しよぅとする、内部忠者テーブル 2における、該当

する忠者のレコードである。

００8０ (2)次に、看護師25０4の名札等に付されている、バーコードよりなる使用者 25０

5を、バーコードリーダ2０8で読み取る。

読み取った使用者 25０5は、使用者基礎データ 5に含まれているか否かが検

証される。使用者 を検索キ一として使用者基礎データ 5を検索して、当該使用

者 が存在すれば、内部忠者テーブル 2の先に特定したレコードの「使用者 」

フィールドに上菩きする。

００8 1 (3)次に、測定チッ 2 2の箱25０6に印刷されている、バーコードよりなるチップロ

ットナンバー25０7を、バーコードリーダ2０8で読み取る。

読み取ったチップロットナンバー25０7は、チップロットデータ 6 (図 参照 ) に含ま

れているか否かが検証される。チップロットナンバーを検索キ一としてチップロットデ

ータ 6を検索して、当該チップロットナンバーが存在すれば、内部忠者テーブル



2 の先に特定したレコードの「チップロットナンバー」フィールドに上菩きする。

００8 2 4 ) 3 ) で内部忠者テーブル 2 の「チップロットナンバー」フィールドにチップロット

ナンバーを記録した直後、ザーミスタ6 ０6 で外気温を測定する。そして、外気温が所

定範囲内に収まっていると判断したら、内部忠者テーブル 2 の先に特定したレコ

ードの「測定時温度」フィールドに上菩きする。

００8 3 (5 ) 血糖計 ０2 の光学測定部に測定チッ 2 2を装着し、血糖値を測定する。そし

て、測定した時点の日時データをヵレンダクロック6 ０7から得る。

測定した血糖値を、内部忠者テーブル 2 の先に特定したレコードの「血糖値」フィ

ールドに上菩きする。日時データを、内部忠者テーブル 2 の先に特定したレコード

の「測定 日時」フィールドに上菩きする。

また、「血糖値を測定した」という「事実」を示すフラグが、「測定・表示・投与フラグ」

フィールドに記録される。

その後、 C 2０3 (表示部 6 5 ) に測定した血糖値を表示する。

００8 4 (6 ) 測定した血糖値で、当該忠者2 5０2 のスライディングスケール2 5０9 を検索し、

当該忠者2 5０2 に処方する、インスリン等の薬剤の種類とその投与呈を、 C 2０3 に

表示する。スライディングスケール2 5０9 は内部忠者テーブル 2 内に、忠者 毎に

格納されている。スライディングスケール2 5０9 の詳細は図2 6 にて後述する。

(7) 看護師2 5０4 が C 2０3 に表示された処方に従って、注射器2 5０8 にてインス

リン等の投与を行った後、その事実をェンターキー2０6 で入力する。すると、「処方し

た」という「事実」を示すフラグが、内部忠者テーブル 2 の「測定・表示・投与フラグ」

フィールドに記録される。

００8 5 以上に示した測定作業によって、

・どの忠者の、

・測定予定時刻に対し、

・どの測定者が、

・どのチップロットナンバーのチップを用いて、

・どんな外気温の環境下において、

・血糖値を測定したか否か、



・(血糖値を測定したなら) 血糖値はどんな値か、

・(血糖値を測定したなら) そのときの日時はいつなのか、

・インスリン等の処方をしたか否か

が、内部忠者テーブル 2 に記録される。

００8 6 血糖値測定作業とインスリン処方作業は、概ね忠者の食後の決まった時間帯に行

われる。また、食前の決まった時間帯に行ぅこともある。測定作業及び処方作業は、

複数名の忠者に対し、決まった時間帯にまとめて行われる。

この、複数名の忠者に対し、所定の時間帯にまとめて行われる、血糖値測定及び

またはインスリン処方の作業単位を、「ラウンド」と呼ぶ。例えば、「朝食後 3 ０分の

ラウンド」等と呼び、取り扱われる。

血糖計 ０2 は、血糖値測定作業及びインスリン等処方作業の間違いを起こさない

ために、 ラウンドに必要なデータのみが、測定データ管理装置 ０4 から送信される

。これが、忠者データ 4 、使用者某礎データ 5 及びチップロットデータ 6 であ

る。

そして、ラウンド終了後は、必ず血糖計 ０2 をクレードル ０3 に載置しなければなら

ない。血糖計 ０2 をクレードル ０3 に載置すると、直ちに忠者測定データ 7 が内部

忠者テーブル 2 の所定のフィールドを抜き出して作られた後、血糖計 ０2 から測

定データ管理装置 ０4 に送信される。測定データ管理装置 ０4 はこれを受信して、

内部の忠者履歴テーブル ００6 に記録する。

００8 7 図2 6 は、各テーブルの内部構成と関係を記す図である。E n Re a onsh pの頭

文字より「 図」とも呼ばれる図である。なお、この図2 6 は、図 に示す、測定データ

管理装置 ０4 と血糖計 ０2 との間で送受信されるテーブルの関係に某づいて描か

測定データ管理装置 ０4 から送信される忠者データ 4 は、「インスリン療法区分」

フィールド以外の全てのフィールドがそのまま内部忠者テーブル 2 に記録される。

内部忠者テーブル 2 は、血糖計 ０2 内部の不揮発性ストレージ6 4 の中に設けら

忠者データ 4 の「インスリン療法区分」フィールドは、所定の変換処理を経て、内



部忠者テーブル 2の「測定・表示・投与フラグ」フィールドと「測定有無フラグ」フィ

ールドに記録される。

測定データ管理装置 ０4から送信されるチップロットデータ 6及び使用者某礎デ

ータ 5は、血糖計 ０2内部の不揮発性ストレージ6 4にそのまま記憶される。そし

て、測定作業中にバーコードリーダ2０8から読み取ったもの (チップロットナンバー及

び使用者 )が、その都度内部忠者テーブル 2に記録される。

００88 忠者には二種類以上の薬剤を投与する場合がある。図26では図示を省略して 巧

が、当該薬剤の種類と、当該薬剤毎のインスリン投与確認フラグが、内部忠者テーブ

ルには設けられている。測定・表示・投与フラグは、ある忠者に複数のインスリン投与

確認フラグが存在する場合に、当該薬剤毎に結果が記録される。

００89 忠者データ 4

これより、忠者データ 4の各フィールドを説明する。

忠者データ 4の「インスリン療法区分」フィールドには、

０:血糖値測定のみ

:血糖値測定十スライディングスケールを使用したインスリン投与

2 :血糖値測定十スライディングスケールを使用しない(以下「固定打ち」)インスリン投

与

5 :スライディングスケールを使用したインスリン投与のみ (血糖値測定せず)

6 :固定打ちのインスリン投与のみ (血糖値測定せず)

の、いずれか一つが記録される。

００9０ スライディングスケールとは、処方雙データを意味する。これは、計測した血糖値の

範囲に対して、投与するインスリン等の薬剤の最を列挙したテーブルである。

「固定打ち」とは、血糖値の計測結果の如何にかかわらず、一定最のインスリン等の

薬剤を投与することを意味する。

忠者データ 4の「スライディングスケール投与情報」フィールドには、このスライデ

ィングスケールが格納される。

００9 1 忠者データ 4の「インスリン療法区分」フィールドの値は、血糖計 ０2に対し、忠、

者毎に行ぅべき作業を指示するフラグ情報である。例えば :



・「０」であれば、当該忠者には血糖値の測定だけを行ぅ。

・「 」であれば、当該忠者には血糖値の測定と、スライディングスケールを用いたイン

スリン投与を行ぅ。

以下、「2」「5」「6」も同様である。

００92 「忠者 」フィールドは、忠者を識別する番号であり、図25で説明したよぅに、忠者2

5０2の若衣に付されているバーコードに記録されている。「忠者フリガナ」フィールド

は、忠者の氏名のカタカナによるフリガナである。これは忠者 と共に血糖計 ０2の

C 2０3に表示し、血糖計 ０2を操作する測定者が 目の前の忠者を正しく識別する

ために用いられる。

「血糖測定予定時刻」フィールドは、ラウンドを実施する予定の時刻であると共に、

測定データ管理装置 ０4側でデータを特定する際の検索キ一としても使われる。

「測定値下限値」フィールドと「測定値上限値」フィールドは、インスリン投与を実施

可能な、血糖値の範囲を示す。これは特に「インスリン療法区分」フィールドの値が 「

」または「2」の場合に、忠者の容熊を間接的に知ると共に、不適切なインスリン投与

による事故を未然に防ぐために設けられている。要するに、この血糖値の範囲外であ

る場合、忠者の容熊が思わしくないので、インスリン投与の実施に適さないと判断で

きるのである。

「忠者測定履歴データ」フィールドは、当該忠者の直近の血糖値測定履歴情報が

複数格納されるフィールドである。また、「インスリン療法区分」フィールドの値が 「5」

の時に、直近に測定した血糖値を格納しておき、この値を某にスライディングスケー

ルを用いたインスリン投与を実施する。

以上が、忠者データ 4の各フィールドの説明である。

００93 内部忠者テーブル 2

これより、内部忠者テーブル 2の各フィールドを説明する。

「測定・表示・投与フラグ」フィールドは、「血糖値測定フラグ」、「インスリン投与確認

フラグ」及び「インスリン投与呈表示フラグ」の、三つのフラグが格納されているフィー

ルドである。

「測定有無フラグ」フィールドには、



・忠者データ 4の「インスリン療法区分」フィールドが 「０」、「 」または「2」の時は論

理の「其」を示す「 」が、

・忠者データ 4のインスリン療法区分フィールドが 「5」または「6」の時は論理の「偽

」を示す「０」が、記録される。

「測定・表示・投与フラグ」フィールドは、( )血糖値測定作業を完遂した直後、(2)

インスリン投与呈を表示したとき、(3) インスリン投与を実施した旨の入力をしたときに

、それぞれ変化する。

「測定・投与・表示フラグ」フィールドと「測定有無フラグ」フィールドの内容は、忠者

測定データ 7の「血糖測定フラグ」フィールドに反映される。

なお、これらフラグの内容と変化の詳細は、後述する。

００94 「忠者1 」フィールド、「忠者フリガナ」フィールド、「血糖測定予定時刻」フィールド、

「測定値下限値」フィールド、「測定値上限値」フィールド、「スライディングスケール投

与情報」フィールド及び「忠者測定履歴データ」フィールドは、忠者データ 4からそ

っくりそのままコピーされる。

「使用者 」フィールドは、バーコードリーダ2０8で読み取られた使用者 が、チッ

プロットデータ 6による照合を経て、記録される。

「チップロットナンバー」フィールドは、バーコードリーダ2０8で読み取られたチップロ

ットナンバーが、使用者墓礎データ 5による照合を経て、記録される。

「測定 日時」フィールド、「血糖値」フィールド及び「測定時温度」フィールドの各フィ

ールドの値は、図25にて説明したよぅに、血糖計 ０2の血糖値測定作業の際に記録

される。

以上が、内部忠者テーブル 2の各フィールドの説明である。

００95 忠者測定データ 7

内部忠者テーブル 2のぅち、測定データ管理装置 ０4で必要となる、「忠者 」

フィールド、「使用者 」フィールド、「測定 日時」フィールド、「血糖値」フィールド、「

測定時温度」フィールド、「チップロットナンバー」フィールド及び「血糖測定予定時刻

」フィールドは、そっくりそのまま忠者測定データ 7として出力される。

「測定・投与・表示フラグ」フィールドと「測定有無フラグ」フィールドの内容は、所定



の変換処理を経て、「血糖測定フラグ」フィールドのデータとして出力される。

以上が、忠者測定データ 7の各フィールドの説明である。

図27及び図2 は、血糖計 ０2と測定データ管理装置 ０4との間で行われる通信

の流れを示すフロー図である。

測定データ管理装置 ０4はクレードル ０3に対して常にポーリングを行っている (S

27０ )。このよぅな状態で、血糖計 ０2をクレードル ０3に装着すると、血糖計 ０2

は測定データ管理装置 ０4から発されるポーリングコマンドに反応する。測定データ

管理装置 ０4はこれを受けて、直ちに血糖計 ０2の存在を識別する。この、血糖計

０2と測定データ管理装置 ０4との間の通信確立までの動作を、ネゴシェーションと

呼ぶ (S 27０2)

看護師等の使用者は、測定データ管理装置 ０4を操作して、ラウンドのためのデ

ータを作成する (S 27０3)。そして、「伝送」を指示すると、忠者データ 4、使用者某

礎データ 5及びチップロットデータ 6が血糖計 ０2へ送信される (S 27０4)。また

、このとき、測定データ管理装置 ０4内の忠者情報テーブル ００4に、忠者データ

4の一部内容が菩き込まれる (S 27０6)

使用者はクレードル ０3から血糖計 ０2を引き抜き、忠者に対する血糖値測定及

びインスリン処方を行ぅ(527 ０7)

使用者は、一通り測定と処方を終了したら、血糖計 ０2をクレードル ０3に載置す

る。すると、先程と同様に、血糖計 ０2と測定データ管理装置 ０4との間のネゴシェ
ーションが確立される (527 ０8及び527 ０9)

測定データ管理装置 ０4は、ネゴシェーション確立後、血糖計 ０2に対して忠者

測定データ 7の伝送を要求する (S 27 ０)。血糖計 ０2はこれを受けて、内部忠

者テーブル 2から忠者測定データ 7を作成し、これを測定データ管理装置 ０4

へ伝送する (S 27 )

測定データ管理装置 ０4は受信した忠者測定データ 7の内容を忠者履歴テー

ブル ００6に記録する (S 27 3)。そして、忠者履歴テーブル ００6に記録した内容と

、先に忠者情報テーブル ００4に記録していた内容との照合を行ぅ(S 2 7 4)。この

照合は、血糖計 ０2に対して指示した内容の通りに作業が遂行されたか否かを検証



するための照合である。

例えば、指示内容が 「血糖値測定のみ」であれば、血糖値の測定が行われたかを

確認する。

同様に、指示内容が 「血糖値測定とインスリン投与」であれば、血糖値の測定とイン

スリン投与が行われたかを確認する。

この照合作業の結果、一人でも指示内容と実行結果との間に不整合があれば、測

定データ管理装置 ０4はその表示部9０7に警告 (ワ一ニング)を表示する (527 5)

００98 図28を参照して、説明を続ける。

警告表示後、測定データ管理装置 ０4は操作者に対して所定の操作を要求する (

S 28 6)。これは、血糖値測定或はインスリン投与のいずれか或は両方が末実施で

ある、つまり実施し忘れた忠者に対し、再度実施を行ぅためのデータ伝送をするか否

かを問ぅ操作である。操作者がデータの再伝送を命ずる操作を行ぅと、測定データ管

理装置 ０4はデータを作成し(S28 7) 、再度、忠者データ 4等を血糖計 ０2へ

伝送する (S28 8)。また、先程と同様に忠者情報テーブル ００4にも所定のデータ

を菩く(S 28 9)

００99 この後は、先程と同様の動作が続く。

使用者はクレードル ０3から血糖計 ０2を引き抜き、忠者に対する血糖値測定及

びインスリン処方を行ぅ(S282０)

使用者は、一通り測定と処方を終了したら、血糖計 ０2をクレードル ０3に載置す

る。すると、血糖計 ０2と測定データ管理装置 ０4との間のネゴシェーションが確立

される (S282 及びS 2822)

測定データ管理装置 ０4は、ネゴシェーション確立後、血糖計 ０2に対して忠者

測定データ 7の伝送を要求する (S2823) 。血糖計 ０2はこれを受けて、内部忠

者テーブル 2から忠者測定データ 7を作成し、これを測定データ管理装置 ０4

へ伝送する (52824)

０1００ 測定データ管理装置 ０4は受信した忠者測定データ 7の内容を忠者履歴テー

ブル ００6に記録する (S2825) 。そして、忠者履歴テーブル ００6に記録した内容と



、先に忠者情報テーブル ００4に記録していた内容との照合を行ぅ(S 2826)

この照合作業の結果、全ての忠者について指示内容と実行結果との間の不整合が

なければ、測定データ管理装置 ０4はその表示部9０7に「O 」を表示する (S2827

０1０1 一方、血糖計 ０2は、忠者測定データ 7を測定データ管理装置 ０4へ伝送した

(52824) 後、内部忠者テーブル 2を削除する (52828) 。この動作により、血糖計

０2は常に最新のデータでのみ血糖値測定或はインスリン投与を行ぅことを担保でき

る。

０1０2 改めて、上記動作の流れを大まかに説明すると、以下のよぅになる。

( )最初に、測定データ管理装置 ０4から忠者データ 4等を血糖計 ０2に伝送す

る。

(2)血糖値測定及びインスリン処方等を遂行する。

(3) 一通り測定と処方を終了したら、血糖計 ０2をクレードル ０3に載置する。

(4)すると、受信した忠者測定データ 7の内容が記録された忠者履歴テーブル ０

０6と忠者情報テーブル ００4との照合を行い、不一致が見つかり、測定データ管理

装置 ０4の表示部9０7に警告が表示される。

(5) 再度、末実施忠者の分の忠者データ 4等を血糖計 ０2に伝送する。

(6) 血糖値測定及びインスリン処方等を遂行する。

(7) 一通り測定と処方を終了したら、血糖計 ０2をクレードル ０3に載置する。

(8) すると、受信した忠者測定データ 7の内容が記録された忠者履歴テーブル ０

０6と忠者情報テーブル ００4との照合を了 、刊 、全忠者について一致して、一連の処

理を終了する。

０1０3 血糖計 ０2は、 回のラウンドを行ぅ対象となる忠者のデータだけが記憶される。

仮に、一部の忠者の血糖値計測やインスリン投与をし忘れてしまった場合、測定デ

ータ管理装置 ０4は、受信した忠者計測データを検証して、血糖値計測やインスリン

投与が行われなかった忠者を特定する。そして、その特定された忠者に対して、行ぅ

べき必要な処置のためのデータだけを再度作成する。つまり「再ラウンド」を行ぅ。

血糖計 ０2の、「一回分のラウンドだけを実行する」といぅ設計は、血糖値計測やイ



ンスリン投与の間違いを絶対に起こさせないとする思想に某づく。

０1０4 図29は、血糖計 ０2の機能ブロック図である。

バーコードリーダ2０8、ザーミスタ6０6、血糖センザともいえる光学測定部の一部で

あるフオトトランジスタ6 2及び操作部6０8から発されるデータ等は、入出力制御部2

9０2に入力される。

また、入出力制御部29０2は、不揮発性ストレージ6 4内の使用者某礎データ 5

、チップロットデータ 6及び内部忠者テーブル 2との間で、データの入出力を行

っ。

使用者に見せたい内容は、入出力制御部29０2にて作成され、表示制御部29０3

を通じて表示部6 5によって表示される。

内部忠者テーブル 2は、赤外線通信部6 7から受信される忠者データ 4を、

忠者データ変換部29０4が変換することで作成される。また、内部忠者テーブル 2

は、忠者測定データ変換部29０5によって忠者測定データ 7に変換され、赤外線

通信部6 7を通じて測定データ管理装置 ０4に送信される。

０1０5 図3０は、血糖計 ０2の状態遷移図である。

インスリン投与確認フラグは、投与すべきインスリンが複数処方されている場合は、

その数だけ設定される。

先ず、電源を投入すると、血糖計 ０2はメニュー表示状態S 3００ になる。メニュー

表示状態S 3００から所定の操作を行ぅことにより、血糖計 ０2はバーコードリーダ2０

8で忠者 を読み取る、忠者 スキャン状態S 3００2になる。

忠者 スキャン状態S 3００2において、バーコードリーダ2０8で忠者 を読み取る

と、入出力制御部29０2は内部忠者テーブル 2の当該忠者 のレコードにある、

分岐点5 3００3の時点で、当該忠者の血糖値測定フラグが其で、且っ一っ以上のイ

ンスリン投与確認フラグが偽である場合には、血糖計 ０2は血糖値表示 ( )状態S 3

００4に移行する。そぅでない場合、っまり血糖値測定フラグが偽か、或は全てのイン

スリン投与確認フラグが其のいずれかである場合には、血糖計 ０2は血糖値測定状



熊 ０ に移行する。

血糖値測定状態 ０ の時点で血糖値の測定を行ぅと、その後血糖計 ０2は血

糖値表示 ( )状態5 3００6に移行する。

次に、血糖値表示 ( )状態5 3００6の時点から、入出力制御部29０2は当該忠者に

係る全てのインスリン投与確認フラグの確認を行ぅ(分岐点53００7)。つまり、血糖計

０2は、血糖値表示 ( )状態S 3００6からは、当該忠者に係る全てのインスリン投与

確認フラグの状態 (分岐点5 3００7) によって次の状態に移行する。

分岐点 ０ の時点で全てのインスリン投与確認フラグが其であれば、「再測定

次忠者」選択状態5 3００8に移行する。分岐点5 3００7の時点で一つ以上のインスリ

ン投与確認フラグが偽であれば、「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態53００9に

移行する。

分岐点 ０ の時点で「一つ以上のインスリン投与確認フラグが偽である」とは、

当該忠者に末投与薬剤が存在することを意味する。逆に、「全てのインスリン投与確

認フラグが其である」とは、当該忠者に対する薬剤の投与が済んでおり、末投与薬剤

は存在しないことを意味する。そこで、分岐点53００7の時点で末投与薬剤があれば

、その後の操作者の選択肢によってはインスリン投与呈表示状態S 3００に移行でき

るが、末投与薬剤がないならば、インスリン投与呈表示状態S 3０ ０には移行できな

「再測定 次忠者」選択状態S 3００8では、表示部6 5に「再測定」といぅ文字タ と、

「次の忠者」といぅ文字列が、選択項 目として表示される。操作者は、操作部6０8を操

作して、いずれかの項 目を選ぶ。

「再測定 次忠者」選択状態53００8の時点で、操作者が 「再測定」を選択すると、

処理S 3０ で血糖値測定フラグを偽に設定し、忠者 スキャン状態S 3００2に戻る。

「再測定 次忠者」選択状態53００8の時点で、操作者が 「次の忠者」を選択すると

、処理S 3０ 2で血糖値測定フラグを其に設定し、忠者 スキャン状態S 3００2に戻る

「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態S 3００9では、表示部6 5に「再測定」とい
ぅ文字タ と、「次の忠者」といぅ文字タ と、「インスリン」といぅ文字列が、選択項 目として



表示される。操作者は、操作部6０8を操作して、いずれかの項 目を選ぶ。

「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態5 3００9の時点で、操作者が 「再測定」を

選択すると、処理s 3０ で血糖値測定フラグを偽に設定し、忠者 スキャン状態 s 3

００2に戻る。

「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態5 3００9の時点で、操作者が 「次の忠者」

を選択すると、処理s 3０ 2で血糖値測定フラグを其に設定し、忠者 スキャン状態

s 3００2に戻る。

「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態5 3００9の時点で、操作者が 「インスリン」

を選択すると、処理s 3０ 2で血糖値測定フラグを其に設定し、インスリン投与呈表示

状態 s 3００に移行する。

「0 0 インスリン投与呈表示状態 s 3００は、「再測定ノインスリンノ次忠者」選択状態 s 3

００9の時点で、操作者が 「インスリン」を選択したときか、或は血糖値表示 (2)状態53

００4の後に移行する。

インスリン投与呈表示状態 s 3００では、表示部6 5に当該忠者に投与すべきイン

スリンの種類と投与呈が表示される。

インスリン投与呈表示状態 s 3００ではェンターキー2０6だけが操作可能な状態に

なっている。そして、ェンターキー2０6を押すと、血糖計 ０2は「投与済 末投与」選

択状態 に移行する。

「0 「投与済 末投与」選択状態 では、表示部6 5に「投与済」といぅ文字列と、

「末投与」といぅ文字列が、選択項 目として表示される。操作者は、操作部6０8を操作

して、いずれかの項 目を選ぶ。

「投与済 末投与」選択状態 s 3０ 3の時点で、操作者が 「投与済」を選択すると、

処理s 3０ 4でインスリン投与呈表示フラグを其に設定し、「投与しました」表示状態 s

3０ 5に移行する。

「投与済 末投与」選択状態 s 3０ 3の時点で、操作者が 「末投与」を選択すると、

処理s 3０ 4でインスリン投与呈表示フラグを其に設定し、「投与しませんでした」表示

状態 s 3０ 6に移行する。

０112 「投与しました」表示状態 s 3０ 5では、表示部6 5に「投与しました」といぅ表示専



用の文字列の他に、「O 」といぅ文字列と、「戻る」とレぢ文字列が、選択項 目として表

示される。操作者は、操作部6０8を操作して、「O 」又は「戻る」のいずれかの項 目を

選ぶ。

「投与しました」表示状態S 3０ 5の時点で、操作者が 「O 」を選択すると、処理S 3

０ 7で、インスリン投与呈表示状態S 3００にて表示した薬剤に係るインスリン投与確

認フラグを其に設定し、分岐点S 3０ 8に移行する。

「投与しました」表示状態S 3０ 5の時点で、操作者が 「戻る」を選択すると、「投与済

末投与」選択状態S 3０ 3に戻る。これは誤操作防止のために設けられた選択肢

である。

０113 「投与しませんでした」表示状態5 3０ 6では、表示部6 5に「投与しませんでした」

れぢ表示専用の文字列の他に、「O 」といぅ文字列と、「戻る」といぅ文字列が、選択

項 目として表示される。操作者は、操作部6０8を操作して、「O 」又は「戻る」のいず

れかの項 目を選ぶ。

「投与しませんでした」表示状態S 3０ 6の時点で、操作者が 「O 」を選択すると、

分岐点S 3０ 8に移行する。

つまり、「投与しませんでした」表示状態S 3０ 6では、「投与しました」表示状態S 3０

5とは典なり、インスリン投与呈表示状態S 3００にて表示した薬剤に係るインスリン

投与確認フラグを其に設定しない。

「投与しませんでした」表示状態S 3０ 6の時点で、操作者が 「戻る」を選択すると、「

投与済 末投与」選択状態S 3０ 3に戻る。これは誤操作防止のために設けられた

選択肢である。

０114 分岐点5 3０ 8では、当該忠者に係る全てのインスリン投与確認フラグの状態を確

認する。当該忠者の全てのインスリン投与確認フラグが其であった場合、つまり全て

の薬剤を投与済であった場合は、投与一覧表示 ( ) 状態S 3０ 9に移行する。

当該忠者のインスリン投与確認フラグの一つ以上が偽であった場合、つまり末投与

の薬剤がある場合は、投与一覧表示 (2)状態5 3０2０に移行する。

０115 投与一覧表示 ( ) 状態S 3０ 9では、表示 に当該忠者に投与された薬剤が

一覧表示される他に、「完了」とレぢ文字列が、唯一の選択項 目として表示される。操



作者は、当該忠者に投与された薬剤の一覧表示内容を確認後、ェンターキー2０6を

押すと、「次忠者 」選択状態S 3０22に移行する。

なお、投与一覧表示 ( )状態S 3０ 9では、当該忠者に必要な薬剤の投与は全て

投与一覧表示 (2)状態53０2０では、表示部6 5に当該忠者に投与された薬剤が

一覧表示される他に、「完了」といぅ文字タ と、「戻る」といぅ文字列が、選択項 目として

表示される。操作者は、当該忠者に投与された薬剤の一覧表示内容を確認後、操作

部6０ を操作して、「完了」又は「戻る」のいずれかの項 目を選ぶ。

投与一覧表示 (2)状態53０2０の時点で、操作者が 「完了」を選択すると、完了確

認状態 ０ に移行する。

投与一覧表示 (2)状態53０2０の時点で、操作者が 「戻る」を選択すると、インスリン

投与呈表示状態S 3００に戻る。

なお、投与一覧表示 (2)状態53０2０では、当該忠者に必要な薬剤の投与は完了
していない。したがって、インスリン投与呈表示状態S 3００に戻ると、末投与薬剤の

投与呈を表示することとなる。

完了確認状態S 3０2 では、表示部6 5に「末投与の薬剤があります。よろしいです

か ? 」といぅ、操作者に対する注意菩の文字列が表示される他に、「戻る」といぅ文字

列と、「はい」といぅ文字列が、選択項 目として表示される。操作者は操作部6０8を操

作して、「戻る」又は「はい」のいずれかの項 目を選ぶ。

完了確認状態S 3０2 の時点で、操作者が 「戻る」を選択すると、分岐点S 3０ 8に

戻る。そして、末投与薬剤が残っているので、再度投与一覧表示 (2)状態53０2０に

戻ることとなる。

完了確認状態S 3０2 の時点で、操作者が 「はい」を選択すると、「次忠者

」選択状態S 3０22に移行する。

「次忠者 」選択状態S 3０22では、表示部6 5に「次の忠者」といぅ文字列

と、「 」といぅ文字列が、選択項 目として表示される。操作者は操作部6０8を操

作して、「次の忠者」又は「 」のいずれかの項 目を選ぶ。

「次忠者 」選択状態S 3０22の時点で、操作者が 「次の忠者」を選択する



と、忠者 スキヤン状態S 3００2に戻る。

「次忠者 」選択状態S 3０22の時点で、操作者が 「 」を選択すると

、メニュー表示状態 ０ に戻る。

以上に説明した状態遷移図の中で、入出力制御部29０2がフラグの内容を確認す

る場面が三箇所ある。

一つは、忠者 スキヤン状態S 3００2で忠者 を読み取った後の、血糖値測定フラ

グと全てのインスリン投与確認フラグの論理の細み合わせを見る時 (分岐点5 3００3)

である。

もう一つは、血糖値表示 ( )状態53００6において血糖値の表示を行った後の、全

もぅ一つは、「投与しました」表示状態S 3０ 及び「投与しませんでした」表示状態

S の後、全てのインスリン投与確認フラグの論理を見る時 (分岐点S 3０ 8)であ

る。

また、以上に説明した状態遷移図の中で、入出力制御部29０2がフラグを菩き換え

る場面が四箇所ある。

一つは、「再測定 次忠者」選択状態5 3００8及び「再測定ノインスリンノ次忠者」

選択状態 3 9で、血糖値測定フラグを偽に設定する処理 (処理S 3０ )である。

もぅ一つは、「再測定 次忠者」選択状態 3００8及び「再測定ノインスリンノ次忠者

」選択状態 3００9で、血糖値測定フラグを其に設定する処理 (処理 3０ 2)である。

もぅ一つは、「投与済 末投与」選択状態 3０ 3の後、インスリン投与呈表示フラグ

を其に設定する処理 (処理 3０ 4)である。

もぅ一つは、「投与しました」表示状態 3０ 5の時点で、操作者が 「O 」を選択すると

、インスリン投与確認フラグを其に設定する処理 (処理 3０ 7)である。

忠者の血糖値を測定して、その後その忠者にインスリンを投与する場合は、 3００2

3００ 3００6 3００9 3０ ０ 3０ 3 3０ 5 3０ 9又はS 3０2０

S 3００2といぅ処理の流れを辿る。

忠者の血糖値を測定して、その後その忠者にインスリンを投与せずに次の忠者の

血糖値を測定する場合は、5 3００2 ００5 ００6 ００9 ００2といぅ処



理の流れを辿る。

血糖値を測定済の忠者に対してインスリンを投与する場合や、最初からインスリンの

投与のみを行ぅだけの場合は、S 3００2 ００4 ００ ０ 3 ０ 5

3０ 9又はS 3０2０ ００2といぅ処理の流れを辿る。

最初から忠者の血糖値を測定するだけの場合や、既にインスリン投与呈を表示した

忠者に対して再度血糖値を測定する場合は、5 3００2 ００5 ００6 ００8

００2といぅ処理の流れを辿る。

０122 図 及び図 は、血糖計 ０2の処理の流れを示すフローチャートである。図3０の

状態遷移図の動作の流れを説明するものである。

電源スイッチ2０4を投入する等で処理を開始すると(S3 ０ ) 、先ず、血糖計 ０2

はメニュー表示処理を行ぅ(S3 ０2二図3０のS 3００ ) 。ここで電源スイッチ2０4をオ

フ操作すると、処理を終了する (S3 ０3)

メニュー表示処理 (S3 ０2)を終えると、血糖計 ０2は操作者の操作により、バーコ

ードリーダ2０8で忠者 を読み取る、忠者 スキャン処理を行ぅ(S3 ０4 二図3０の

S 3００2)

忠者 スキャン処理 (S3 ０4 )で忠者 等を読み取ると、入出力制御部29０2は内

部忠者テーブル 2の当該忠者 のレコードにある、血糖値測定フラグと、全てのイ

ンスリン投与確認フラグを見る (S3 ０5 二図3０のS 3００3)

ここで、血糖値測定フラグが其で、且つ一つ以上のインスリン投与確認フラグが偽で

ある場合には (S3 ０5の ) 、血糖計 ０2は血糖値表示 (2)処理を行ぅ(S3 ０6 二図

3０の5 3００4 )。そぅでない場合、つまり血糖値測定フラグが偽か、或は全てのインスリ

ン投与確認フラグが其のいずれかである場合には (S3 ０5の ) 、血糖計 ０2は血

糖値測定処理を行ぅ(S3 ０7 二図3０のS 3００5)

０123 血糖値測定処理 (5 3 ０7)で血糖値の測定を行ぅと、血糖計 ０2は血糖値表示 (

) 処理を行ぅ(5 3 ０8 二図3０の5 3００6 )

血糖値表示 ( ) 処理 (5 3 ０8 )で血糖値の表示を行ぅと、入出力制御部29０2は次

に全てのインスリン投与確認フラグの確認を行ぅ(5 3 ０9 二図3０の5 3００7)。全ての

インスリン投与確認フラグが其であれば (S3 ０gの ) 、「再測定 次忠者」選択処理



を行ぅ(S3 2二図 の「再測定 次忠者」選択状態S3００8)。そぅでない場合、つ

まり一つ以上のインスリン投与確認フラグが偽である場合には (S3 ０gの ) 、血糖計

2は「再測定ノインスリンノ次忠者」選択処理を行ぅ(S3 ０二図3０の「再測定ノ

インスリンノ次忠者」選択状態S3００9)

「再測定ノインスリンノ次忠者」選択処理S3 ０の後、操作者の操作によって処理

が分岐する。

操作者が 「インスリン」を選択すると(S3 の ) 、当該忠者の血糖値測定フラグを

其に設定した上で (S3 2) 、インスリン投与呈表示処理 (図32のS32 7二図3０の

インスリン投与呈表示状態S3０ ０) に移行する。

操作者が 「次の忠者」を選択すると(S3 4の ) 、当該忠者の血糖値測定フラグを

其に設定した上で (S3 6) 、忠者 スキャン処理 (S3 ０4) に戻る。

操作者が 「再測定」を選択すると(S3 4の ) 、当該忠者の血糖値測定フラグを偽

に設定した上で (S3 5) 、忠者 スキャン処理 (S3 ０4) に戻る。

図 を参照して説明を続ける。

血糖計 2は、インスリン投与呈表示処理 (S3 2 7)を終えると、操作者によるェン

ターキー2０6の操作を受けて、「投与済 末投与」選択処理 (532 8二図3０の「投

与済 末投与」選択状態53０ 3) に移行する。この後、操作者の操作部6０8の選択

操作の結果の如何にかかわらず、インスリン投与呈表示フラグが其に設定される (53

2 二図 の処理S3０ 4)

ステップS32 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「投与済」を選択し

た場合は (S3 22０の ) 、血糖計 2は、表示部6 5に「投与しました」といぅ文字列

を表示する (S3 22 二 「投与しました」表示状態S3０ 5)

ステップS32 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「末投与」を選択し

た場合は (S3 22０の ) 、血糖計 2は、表示部6 5に「投与しませんでした」れづ

文字列を表示する (S3 224 二 「投与しませんでした」表示状態S3０ 6)

血糖計 2は、ステップS322 で表示部6 5に「投与しました」といぅ文字列を表示

した後は、操作者による操作部6０8の選択操作の結果によって処理が分岐する。

ステッ S322 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「O 」を選択した



場合は (S3 222 の ) 、血糖計 ０2は、インスリン投与確認フラグを其に設定 (S3 223

二図3０の処理5 3０ 7) した後、ステッ 53226における分岐に移行する。

ステッ7 S 322 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「戻る」を選択した

場合は (S3 222 の ) 、血糖計 ０2は、「投与済 末投与」選択処理 (S3 2 8 ) に戻

る。

血糖計 ０2は、ステップS 322 と同様に、ステップS 3224 で表示部6 5に「投与し

ませんでした」といぅ文字列を表示した後は、操作者による操作部6０8の選択操作の

結果によって処理が分岐する。

ステッ S3224の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「O 」を選択した

場合は (S3 225 の ) 、血糖計 ０2は、ステッ S 3226 における分岐に移行する。

ステッ 53224の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「戻る」を選択した

場合は (S3 225 の ) 、血糖計 ０2は、「投与済 末投与」選択処理 (S3 2 8 ) に戻

る。

血糖計 ０2は、ステップS 3226 で、現在処理の対象となっている忠者の全てのイン

スリン投与確認フラグを確認する。

全てのインスリン投与確認フラグが其である場合、すなわち全ての薬剤を投与済で

ある場合は (SS3 226 の ) 、血糖計 ０2は投与一覧表示処理 ( (S3 227 二図3０

の投与一覧表示 ( ) 状態S 3０ 9 に移行する。

一つ以上のインスリン投与確認フラグが偽である場合、すなわち末投与の薬剤が存

在する場合は (SS3 226 の ) 、血糖計 ０2は投与一覧表示処理 (2) (S3 228 二図3

0の投与一覧表示 (2)状態5 3０2０) に移行する。

血糖計 ０2は、ステップ53228 の投与一覧表示処理 (2)の後、操作者による操作

部6０8の選択操作の結果によって処理が分岐する。

ステッ S 3228 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「はい」を選択した

場合は (53229 の 二図3０の投与一覧表示 (2)状態5 3０2０) 、血糖計 ０2は、操

作者が当該忠者の残っているインスリン投与処理を保留したものと判断し、更に確認、

のための分岐処理に移行する (S3 23０二図3０の完了確認状態S 3０2 )

ステッ S 3228 の後、操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「戻る」を選択した



場合は (53229 の 二図3０の投与一覧表示 (2)状態53０2０) 、血糖計 ０2は、操

作者が当該忠者の残っているインスリン投与処理を続行するものと判断し、インスリン

投与呈表示処理に移行する (S3 2 7)

０13０ 血糖計 ０2は、ステップ5323 ０の確認のための分岐処理において、操作者による

操作部6０8の選択操作の結果によって処理が分岐する。

操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「はい」を選択した場合は (5323 ０の 二

図3０の完了確認状態S 3０2 ) 、血糖計 ０2は、操作者が当該忠者の残っているイ

ンスリン投与処理を保留することを確定したものと判断し、メニューに戻るか否かの分

岐処理に移行する (S3 23 二図3０の「次忠者 」選択状態S 3０22)

操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「戻る」を選択した場合は (5323 ０の 二

図3０の完了確認状態S 3０2 ) 、血糖計 ０2は、操作者が当該忠者の残っているイ

ンスリン投与処理を再開する意思があるものと判断し、ステップ53226 の分岐処理に

移行する。その結果、末投与薬剤があるので (S3 226 の ) 、再度ステッ S 3228 の

投与一覧表示処理 (2) に移行することとなる。

０13 1 血糖計 ０2は、ステップS 323 のメニューに戻るか否かの分岐処理において、操

作者による操作部6０8の選択操作の結果によって処理が分岐する。

操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「 」を選択した場合は (S3 23 の

二図3０の「次忠者 」選択状態S 3０22) 、血糖計 ０2は、メニュー表示処

理に戻る (図 のS 3 ０2)

操作者の操作部6０8の選択操作の結果、「次の忠者」を選択した場合は (5323

の 二図3０の「次忠者 」選択状態S 3０22) 、血糖計 ０2は、忠者 スキャ
ン処理に戻る (図3 のS 3 ０4)

０132 図33は測定データ管理装置 ０4の機能ブロック図である。

測定データ管理装置 ０4には、本実施形態で開示する以外にも多種多様な機能

が備わっているが、本実施形態ではあくまでも忠者情報テーブル ００4と忠者履歴テ

ーブル ００6との照合に関係する機能に限って説明する。

０133 血糖計検出部33０2は、 S インターフェース9０8を通じて血糖計 ０2がクレード

ル ０3に載置されたか否かを絶えず監視する。血糖計 ０2がクレードル ０3に載置



されたとき、或は逆に血糖計 ０2がクレードル ０3から取り外されたとき、血糖計検出

部3 3０2は血糖計操作部3 3０3にその旨を報告する。

０134 血糖計操作部3 3０3は、主に二つの作業を行ぅ。

一つは、血糖計 ０2がクレードル ０3に載置されたことを血糖計検出部3 3０2が報

告したら、某本的にュ一ザに対する問い合わせをすることなく直ちに行ぅ、必須のデ

ータ通信作業である。

もぅ一つは、ュ一ザによる操作に呼応して、血糖計 ０2がラウンドを行ぅために必要

なデータを、血糖計 ０2に送信する、任意のデータ通信作業である。

つまり、測定データ管理装置 ０4が血糖計 ０2から忠者測定データ 7等を回収

する作業は、某本的には、血糖計 ０2をクレードル ０3に載置した直後に、自動的

に行われる。

一方、測定データ管理装置 ０4が血糖計 ０2に忠者データ 4等を送信する作

業は、必ずュ一ザによる操作に呼応して (手動で)行われる。

０135 操作部9０9はキーボード及びマウス等である。表示部9０7は C ディスプレイ等で

ある。操作部9０9及び表示部9０7はュ一ザインターフェース制御部3 3０4に接続さ

れている。

ュ一ザインターフェース制御部3 3０4は、表示部9０7に所定の操作画面を表示す

る。また、操作部9０9からュ一ザの操作を受けて、表示部9０7に表示される操作画面

を変更したり、血糖計検出部3 3０2に所定の命令を送ったり、テーブル入出力部3 3０

5から必要なデータの入出力を行ったりする。

０136 テーブル入出力部3 3０5は、測定データ管理装置 ０4の不揮発性ストレージ9０6

内に格納されている、忠者履歴テーブル ００6、忠者情報テーブル ００4 、忠者測定

一時ファイル3 3０6等の、多くのテーブルと、ュ一ザインターフェース制御部3 3０4と

血糖計操作部3 3０3との、データの入出力を行ぅインターフェースである。具体的に

は、ミドルウェアと呼ばれるデータベースマネージャである。

０137 測定データ管理装置 ０4は、大呈のデータを保持する必要がある。特に、ラウンド

終了の度に血糖計 ０2から忠者測定データ 7をダウンロードし、不揮発性ストレー

、ジ9０6に保持するので、データ呈は日々膨れ上がる。このよぅな大呈のデータに対し



て、迅速なデータ入出力機能を実現するには、ミドルウェアが存在することが好まし

い。また、プログラムを構築する上でも、ミドルウェアが存在すると、作成効率が向上

する。

なお、図3 3では、忠者履歴テーブル ００6と忠者情報テーブル ００4だけが表示さ

れているが、実際にはもっと多くのテーブルが存在する。図2 6では、本実施形態で

説明する際に不要なテーブルの存在を省略している。

０138 忠者履歴テーブル ００6は、忠者毎に作成される。このため、忠者履歴テーブル

００6のテーブル名には夫々忠者 が含まれている。これはデータ格納の効率を考

慮した結果である。なお、忠者 のフィールドを設けた単一のテーブルに構成するこ

ともできる。

０139 図34は測定データ管理装置 ０4が血糖計 ０2に忠者データ 4等を伝送する処

理の流れを示すフローチヤートである。

処理を開始すると(S3 4０ ) 、測定データ管理装置 ０4はュ一ザからの操作を待つ

状態になる。ュ一ザはラウンドの時刻とラウンドの対象とする忠者を選び、表示部9０7

に表示されている「伝送」ボタンを押す (534 ０2)。すると、ュ一ザによる操作は、操作

部9０9からュ一ザインターフェース制御部3 3０4に入力される。ュ一ザインターフェ
ース制御部3 3０4はテーブル入出力部3 3０5を制御し、ュ一ザによって指定された、

忠者毎のラウンド情報を忠者履歴テーブル ００6に記録すると共に、血糖値計測の

有無及びインスリン投与の有無 (ラウンドタイ ) を忠者情報テーブル ００4の「実施

中のラウンドタイプ」フィールドに記録する (534 ０3)

０14０ 次に、ュ一ザインターフェース制御部3 3０4はテーブル入出力部3 3０5を通じて、

忠者履歴テーブル ００6及び忠者情報テーブル ００4 に記録した内容に某づいて、

忠者データ 4を作成する。そして、ュ一ザインターフェース制御部3 3０4はテーブ

ル入出力部3 3０5及び血糖計操作部3 3０3を制御して、忠者データ 4を使用者某

礎データ 5及びチップロットデータ 6と共に、 S インターフェース9０8を通じて

血糖計 ０2へ送信する (534 ０4 )。送信が完了したら、ュ一ザインターフェース制御

部3 3０4は表示部9０7に「ラウンド可」といぅ表示を行わせる (534 ０5 )

０14 1 次に、血糖計操作部3 3０3は血糖計検出部3 3０2が血糖計 ０2の存在を見失った



か否かを確認する (534 ０6)。血糖計 ０2との接続が切断されたら(534 ０6の ) 、血

糖計操作部33０3はその旨をュ一ザインターフェース制御部33０4に報告する。ュ一

ザインターフェース制御部33０4はこれを受けて、表示部9０7に表示していた「ラウン

ド可」表示を消去し(534 ０7) 、一連の処理を終了する (534 ０8)

０142 図35及び図36は、測定データ管理装置 ０4が血糖計 ０2から忠者測定データ

7等を受信する処理の流れを示すフローチャートである。

処理を開始すると(535 ０ ) 、血糖計操作部33０3は血糖計検出部33０2が血糖計

０2の接続を検出したか否かを確認する(S35 ０2)。血糖計 ０2との接続が確立され

たら(535 ０2の ) 、先ず血糖計操作部33０3は血糖計 ０2のシリアルナンバーを取

得する (535 ０3)。次に、ュ一ザインターフェース制御部33０4は図示しない内部のワ

一ニングフラグを「偽」に設定 (初期化 )する (535 ０4)

０143 次に、血糖計操作部33０3は血糖計 ０2から忠者測定データ 7をダウンロードし

、テーブル入出力部33０5を通じて、先に取得したシリアルナンバーをファイル名とす

る、忠者測定一時ファイル33０6を作成する (535 ０5)。これを受けて、ュ一ザインタ

ーフェース制御部33０4は、忠者測定一時ファイル33０6の先頭レコードを注目する (

S 35０6)

０144 これ以降はループ処理である。

ュ一ザインターフェース制御部33０4は、忠者測定一時ファイル33０6の現在注目

しているレコードを読み取り、該当する忠者履歴テーブル ００6の該当レコードに現

在のレコードの内容を記録する (535 ０7)。次に、忠者情報テーブル ００4の該当す

るレコードに記録されているラウンドタイプ、すなわち血糖値計測の有無及びインスリ

ン投与の有無の情報と、先に記録した忠者履歴テーブル ００6の現在レコードの「イ

ンスリン投与結果」フィールドに記録されているフラグの内容とを照合する (535 ０8)

照合の結果、夫々の内容が一致していない場合 (535 ０9の ) には、ュ一ザインタ

ーフェース制御部33０4はワ一ニングフラグを「其」に設定する (535 ０)。そして、現

在忠者履歴テーブル ００6に記録したデータに某づいて、再測定用の忠者データ

4を作成し、図示しない一時ファイルに保持する (S35 )

照合の結果、夫々の内容が一致していた場合 (535 ０9の ) には、何もしない。



そして、ユーザインターフェース制御部33０4は、忠者測定一時ファイル33０6の現

在注目しているレコードは最終レコードであるか否かを確認する (S35 2)。最終レコ

ードでない場合は (S35 2の ) 、次のレコードを注目し(S35 3) 、一連の処理を継

続する (535０7)

０145 図36を参照して説明を続ける。

ステップS 35 2にて、現在注目しているレコードが最終レコードであった場合は(S3

5 2の ) 、ユーザインターフェース制御部33０4 ワ一ニングフラグを確認する (S3

6 4)。ワ一ニングフラグが 「其」であった場合は(S36 4の ) 、警告メッセージを表示

する (S36 5)。そして、ユーザからの入力を待つ (S36 6)

ユーザが 「伝送」ボタンを押したのであれば (S36 7の ) 、何もせずに警告メッセ

ージを消去する (536 9)。しかし、押されたボタンが 「伝送」ボタンでない場合 (536

7の )は、ユーザインターフェース制御部33０4はテーブル入出力部33０5及び血

糖計操作部33０3を制御して、先に作成していた一時ファイルに保持されている忠者

データ 4を、血糖計 ０2へ送信する (S36 8)

いずれの選択肢を選んでも、ユーザインターフェース制御部33０4は最終的には一

時ファイルを削除し(5362０) 、処理を終了する (5362 )

０146 図37は、測定データ管理装置 ０4の表示部9０7に表示されるメインメニューウィン

ドウを示す図である。警告表示の一例を示す図である。

メインメニューウィンドウ37０2の中央下側には、血糖計状態表示欄37０3が設けら

れている。血糖計状態表示欄37０3には、血糖計 ０2のイラスト37０4が表示されて

いる。この、イラスト37０4の、 C に該当する部分が、接続状態表示欄37０5である

二ックネーム表示欄37０6には、血糖計 ０2に付与した任意の文字列よりなる二ック

ネームが表示される。

警告メッセージ37０8は、血糖値の測定をし忘れたり、インスリン投与をし忘れた忠

者が存在すると測定データ管理装置 ０4が判断した場合に、表示される。図37では

「警告 実施していない予定があります。」と ぢメッセージが表示される。この表示の

判断は、図35で説明した、忠者情報テーブル ００4中の「実施中のラウンドタイプ」フ



ィ一ルドと、忠者履歴テープル ００6 中の「インスリン投与結果」フィールドの値の一

致ノ不一致で判断する。

０147 図3 8は、測定データ管理装置 ０4と血糖計 ０2の間に存在するデータやテーブ

ルに含まれているフラグの変化を示す概略図である。

測定データ管理装置 ０4の不揮発性ストレージに格納されている忠者情報テーブ

ル ００4には、「実施中のラウンドタイプ」フィールドが設けられている。このフィールド

には、

・血糖値の測定のみの場合は「 」が、

・インスリンの投与のみの場合は「2」が、

・血糖値の測定とインスリンの投与の療法を行う場合は「3」が、記録される。これらの

内容は、血糖計 ０2に指示する実施の内容を示すものである。

忠者情報テーブル ００4と忠者履歴テーブル ００6に記録した内容から、忠者デ

ータ 4は作成される。忠者データ 4には「インスリン療法区分」フィールドがある。

このフィールドには、図26にて説明したように、

・血糖値測定のみの場合は「０」が、

・血糖値測定及びスライディングスケールを使用したインスリン投与の場合は「 」が、

・血糖値測定及び固定打ちのインスリン投与の場合は「2」が、

・スライディングスケールを使用したインスリン投与のみの場合は「5」が、

・固定打ちのインスリン投与のみの場合は「6 」が、記録される。

０148 忠者データ 4は血糖計 ０2に読み込まれると、内部忠者テーブル 2に記録さ

れる。ここで、忠者データ 4の「インスリン療法区分」フィールドの値は、「測定・投与

・表示フラグ」フィールドの値である

・血糖値測定フラグ、

・インスリン投与確認フラグ及び

・インスリン投与呈表示フラグ、

そして「測定有無フラグ」フィールドの値である

・測定有無フラグの、四つのフラグに変換される。

０149 血糖値測定のみの場合は、血糖値測定フラグを偽に設定すると共に、インスリン投



与を行わせないために、インスリン投与確認フラグを其に設定する。

インスリン投与呈表示フラグはインスリン投与呈表示処理によってのみ「其」に設定

されるフラグなので、初期値は必ず「偽」である。

血糖値測定を行うので、測定有無フラグは其に設定する。

つまり、上述のフラグの順番に「００ 」と設定される。

なお、インスリン投与確認フラグは投与する薬剤のデータに伴うデータであるため、

血糖値測定のみの場合は、インスリン投与確認フラグを付与するためにダミーの薬剤

投与情報が当該忠者にあてがわれる。

0 インスリン投与のみの場合は、血糖値測定フラグを其に設定すると共に、インスリン

投与を行う必要があるので、当該忠者に投与する薬剤毎に全てのインスリン投与確

認フラグを偽に設定する。

前述の通り、インスリン投与呈表示フラグの初期値は「偽」である。

血糖値測定を行わないので、測定有無フラグは偽に設定する。

つまり、上述のフラグの順番に「 ０００」と設定される。

血糖値測定とインスリン投与の両方を行う場合は、血糖値測定フラグが偽、インスリ

ン投与確認フラグが偽、インスリン投与呈表示フラグが 「偽」、測定有無フラグが 「其」

である。したがって、「０００ 」となる。

2 血糖値測定のみの場合に、血糖値測定を完遂すると、血糖値測定フラグは其に設

定されるので、「００ 」から「 ０ 」に変ィヒする。

０153 インスリン投与のみの場合に、インスリン投与を完遂すると、インスリン投与確認フラ

グとインスリン投与呈表示フラグが夫々其に設定されるので、「 ０００」から「 ０」に

変ィヒする。

4 血糖値測定とインスリン投与の両方の場合に、その両方共完遂すると、血糖値測定

フラグ、インスリン投与確認フラグ、そしてインスリン投与呈表示フラグの全てが其に

設定されるので、「０００ 」から「 」に変ィヒする。

０155 内部忠者テーブル 2の、これらフラグの値は、忠者測定データ 7の「血糖測定

フラグ」フィールドの値に変換される。

・フラグが 「 ０ 」の場合は、血糖値測定のみ完遂した「 」に、



・フラグが 「 」の場合は、血糖値測定とインスリン投与の両方を完遂した「3」に、

変換される。

この変換された値がそのまま忠者履歴テープル ００6の「インスリン投与結果」フィ

ールドに記録される。

０156 忠者情報テープル ００4の「実施中のラウンドタイプ」フィールドの値と、忠者履歴テ

ーブル ００6の「インス児ン投与結果」フィールドの値とが比較され、一致していれば

指示通りに作業が完遂されたと判断でき、一致していなければ指示通りの作業が行

われなかったと判断できる。

０157 内部忠者テープル 2の各フラグの値が 「００ 」のまま、「 ０００」のまま、或は「００

０ 」のままであれば、それらは血糖値測定もインスリン投与も行われていないことを示

す。その場合は、忠者測定データ 7の「血糖測定フラグ」フィールドには「０」が記録

される。

また、「測定十投与」の時は、血糖値測定だけが行われ、インスリン投与をし忘れる

場合がある。このとき、フラグは「０００ 」から血糖値測定だけを行い、インスリン投与

確認処理をし忘れた「 ００ 」或はインスリン投与確認は行ったもののインスリン投与

呈表示を行わなかった「 ０ 」のいずれかになる。これら二つのフラグの値は、忠者

測定データ 7の「血糖測定フラグ」フィールドの「測定のみ実行」である「 」に対応

する。

０158 忠者情報テープル ００4の「実施中のラウンドタイプ」フィールドの値が血糖値測定

のみを示す「 」の時に、忠者履歴テープル ００6の「インスリン投与結果」フィールド

の値が 「０」の場合は、当該忠者の血糖値測定をし忘れたと判断できる。

忠者情報テープル ００4の「実施中のラウンドタイプ」フィールドの値がインスリン投

与のみを示す「2」の時に、忠者履歴テープル ００6の「インスリン投与結果」フィール

ドの値が 「０」の場合は、当該忠者のインスリン投与をし忘れたと判断できる。

忠者情報テープル ００4の「実施中のラウンドタイプ」フィールドの値が血糖値測定

及びインス児ン投与を示す「3」の時に、忠者履歴テープル ００6の「インス比ン投与結

果」フィールドの値が 「０」の場合は、当該忠者の血糖値測定とインスリン投与の両方



をし忘れたと判断できる。

忠者情報テーブル ００4の「実施中のラウンドタイプ」フィールドの値が血糖値測定

及びインスリン投与を示す「3」の時に、忠者履歴テーブル ００6の「インスリン投与結

果」フィールドの値が 「 」の場合は、当該忠者のインスリン投与をし忘れたと判断でき

る。

０159 測定データ管理装置 ０4は、以上のよぅに忠者情報テーブル ００4の「実施中のう

なンドタイプ」フィールドの値と忠者履歴テーブル ００6の「インスリン投与結果」フィー

ルドの値とを照合することで、当該忠者に対して実施すべき内容が行われたか否か

を判断できる。

血糖値測定或はインスリン投与をし忘れた忠者に対しては、再度 自動的にラウンド

データを作成して血糖計 ０2へ伝送することで、実施洞れをなくすことができる。その

際、ラウンドデータの作成処理は測定データ管理装置 ０4が 自動的に作成するので

、使用者は実施し忘れた忠者を再度確認する等の煩雑な作業をせずに、迅速に再

ラウンドに臨むことができる。

０16０ ラウンドデータの再作成は、以下の通りになる。

( ) 血糖値測定のみ、インスリン投与のみの場合はそのまま同じデータを送信する

( ) 血糖値測定とインスリン投与の両方を指示したにもかかわらず、その両方共実

施されていなかった場合は、そのまま同じデータを送信する。

０16 1 (3) 血糖値測定とインスリン投与の両方を指示したにもかかわらず、血糖値測定だ

けが実施され、インスリン投与が実施されていなかった場合は、インスリン投与のみの

データを作成して送信する。

このとき、血糖計 ０2から受信した忠者測定データ 7に含まれている、当該忠者

の血糖値を、新たに作成する忠者データ 4の「忠者測定履歴データ」フィールドに

、最新のデータとして記録する。

血糖計 ０2は、忠者データ 4の「インスリン療法区分」フィールドが、スライディン

グスケールを使用したインスリン投与のみを示す「5」に設定されていることを検出する

と、「忠者測定履歴データ」フィールド中の最新の血糖値を読み出す。そして、その血



糖値を用いて「スライディングスケール投与情報」フィールド内のスライディングスケー

ル2 5０9を照会 (検索 ) し、当該忠者に投与すべきインスリンの種類とインスリン投与

呈を得る。

０162 本実施形態においては、血糖値測定システムを開示した。

測定データ管理装置は、自身から血糖計へ送信したラウンドデータに含めた実施

内容の種別を、手元の忠者情報テーブルに保持している。そして、血糖計から受信

したデータを忠者履歴テーブルに苦き出した後、指示通りに血糖値計測及び 又は

インスリン投与の実施が行われたか否かを、照合する。照合の結果、不一致が見つ

かったら、血糖値計測及び 又はインスリン投与の実施し忘れがあったと判断できる

。この判断に某づいて、測定データ管理装置は表示部に警告メッセージを表示し、

看護師等の使用者に、血糖値計測及び 又はインスリン投与の実施し忘れた忠者

が存在することを告げる。

使用者はこれに呼応して、血糖値計測及び 又はインスリン投与の実施し忘れた

忠者とその実施すべき内容を自動的に再度作成して、ラウンドデータを血糖計へ送

信する。

以上に述べた仕組みにより、使用者は血糖値計測及び 又はインスリン投与の実

施し忘れの有無を迅速に把握できる。また、再ラウンドも迅速に実施できる。

０163 以上、本発明の実施形態例について説明したが、本発明は上記実施形態例に限

定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を逸脱しない限りに

おいて、他の変形例、応用例を含む。

引用符号の説明

０164 ０ …血糖値測定システム、 ０2 …血糖計、 ０3 ‥クレードル、 ０4 …測定データ

管理装置、 ０5 S ケーブル、 2 …内部忠者テーブル、 4 …忠者データ、

5 …使用者某礎データ、 6 …チップロットデータ、 7 …忠者測定データ、2０2

光学測定部、2０3 C 2０4 …電源スイッチ、2０5 …カーソルキー、2０6 ‥ ェンタ

ーキー、2０7 …バーコードキー、2０8 …バーコードリーダ、2０9 …電源端子、2 ０

赤外線通信窓、2 …バッテリ蓋、2 2 …測定チップ、3０2 …ボジェクトレバー、4０2

…充電端子、4０3 …赤外線通信窓、6０2 CP 6０3 ‥沢O 6０4 ‥沢 6０



5 …バス、6０6 …ザーミスタ、6０7 …ヵレンダクロツク、6０8 …操作部、6０9 …発光ダイ

オード、6 ０…ドラ小 、6 変換器、6 2 …フォトトラスジスタ、6 3

変換器、6 4 …不揮発性ストレージ、6 5 …表示部、6 6 …ブザー、6 7 …赤外

線通信部、6 8 …電源回路、7０2 CP 7０3‥沢 7０4 ‥沢 7０5 …バス

7０6 S インターフェース、7 7 …赤外線通信部、7 8 …充電回路、9０2 …バ

ス 9０3 CP 9０4 R 9０5 R 9０6 不揮発性ストレージ 9０7

表示部、9０8 S インターフェース、9０9 …操作部、 ００2 …表示制御部、 ００3

…データ編集処理部、 ００4 …忠者情報テープル、 ００5 …インスリン投与指示テー

ブル、 ００6 …忠者履歴テーブル、 ００7 …スケジューラ、 ００8 …ヵレンダクロツク、

００9 …末実施忠者履歴処理部、 ００…末実施忠者警告処理部、 ０ 2 …血糖計

検出部、 ０ …実施済忠者履歴処理部、 2０2 …トツプメニューウィンドウ、 2０3

血糖計状態表示欄、 2０4 …「ラウンドデータ伝送」ボタン、 2０5 …「測定器設定伝

送」ボタン、 3０2 …血糖値測定テープル受信部、 3０3 …実施済忠者一時フアイル

3０4 …末実施忠者一時フア小レ、 3０5 …制御部、 7０2‥ワ一ニングウィンドウ、

7０3 …「末実施者リスト」表示欄、 7０4 …「再測定」ボタン、 7０5 …「伝送」ボタン、

8０2 …検索部、 8０3 …一時フアイル、 8０4 …追記部、2００2 …検索部、2００3

一時フア小レ、23０2 …警告メッセージ、24０2 …末実施者一覧ウィンドウ、24０3 …「

確認」ボタン、24０4 …「戻る」ボタン、25０2 …忠者、25０3 …忠者 5０4 …看護

師、25０5 …使用者 25０6 …箱、25０7 …チツプロツトナンバー、25０8 …注射器

25０9 …スライディングスケール、29０2 …入出力制御部、29０3 …表示制御部、29

０4 …忠者データ変換部、29０5 …忠者測定データ変換部、33０2 …血糖計検出部、

33０3 …血糖計操作部、33０4 ‥ ユーザインターフェース制御部、33０5 …テーブル

入出力部、33０6 …忠者測定一時フアイル、3 7０2 …メインメニューウィンドウ、3 7０3

…血糖計状態表示欄、3 7０4 …イラスト、3 7０5 …接続状態表示欄、3 7０6 …ニツクネ

ーム表示欄、3 7０8 …警告メッセージ



請求の範囲

血糖値を測定する測定部と、測定した血糖値を記録する血糖値測定テーブルを格

納する不揮発性ストレージと、前記血糖値測定テーブルを送信する送信部とを備え

る血糖計と、

忠者 フィールドと血糖値測定のための測定予定時刻フィールドを有するインスリ

ン投与指示テーブルと、忠者 フィールドと測定予定 日時フィールドと測定 日時フィ

ールドと血糖値フィールドと末実施フラグフィールドを有する忠者履歴テーブルと、前

記血糖計と接続して前記血糖値測定テーブルを受信する受信部と、前記受信した血

糖値測定テーブルから得たレコードを、前記末実施フラグフィールドが偽であるレコ

ードとして前記忠者履歴テーブルに記録する実施済忠者履歴処理部と、現在時刻

から所定時間以前の血糖値計測予定がある忠者 を前記インスリン投与指示テー

ブルの前記測定予定時刻フィールドから検索して得たレコードを、前記末実施フラグ

フィールドが其であるレコードとして前記忠者履歴テーブルに追記録する末実施忠

者履歴処理部と、前記忠者履歴テーブルから前記末実施フラグフィールドが其であ

るレコードの有無を検索して判定する末実施忠者警告処理部と、前記末実施忠者警

告処理部が、前記忠者履歴テーブル中に前記末実施フラグフィールドが其であるレ

コードが存在すると判定した場合に、警告表示を生成する表示制御部と、前記表示

制御部が生成した警告表示を表示する表示部とを備える測定データ管理装置と

を有する、血糖値測定システム。

2 前記実施済忠者履歴処理部は、前記末実施忠者履歴処理部が前記忠者履歴テ

ーブルに追記録したレコードの前記末実施フラグフィールドを偽にするものである、

請求項 記載の血糖値測定システム。

3 前記実施済忠者履歴処理部は、前記受信した血糖値測定テーブル中に血糖値測

定末実施忠者の存在を検出して、前記表示制御部に警告表示を行わせるものであ

る、請求項 記載の血糖値測定システム。

4 血糖値を測定する測定部と、測定した血糖値を記録する血糖値測定テーブルを格

納する不揮発性ストレージと、前記血糖値測定テーブルを送信する送信部とを備え

る血糖計と、



忠者 フィールドと血糖値測定のための測定予定時刻フィールドを有するインスリ

ン投与指示テーブルと、忠者 フィールドと測定予定 日時フィールドと測定 日時フィ

ールドと血糖値フィールドを有する忠者履歴テーブルと、前記血糖計と接続して前記

血糖値測定テーブルを受信する受信部と、前記受信した血糖値測定テーブルから

得たレコードを、前記末実施フラグフィールドが偽であるレコードとして前記忠者履歴

テーブルに記録すると共に、前記受信した血糖値測定テーブル中に血糖値測定末

実施忠者の存在を検出する、実施済忠者履歴処理部と、前記実施済忠者履歴処理

部が、前記受信した血糖値測定テーブル中に血糖値測定末実施忠者の存在を検出

した場合に、警告表示を生成する表示制御部と、前記表示制御部が生成した警告表

示を表示する表示部とを備える測定データ管理装置と

を有する、血糖値測定システム。

5 血糖計に送信したデータに含まれている血糖値計測作業の有無及び薬剤投与作

業の有無の指示が忠者毎に記録される実施中のラウンドタイプフィールドを備える忠、

者情報テーブルと、

前記血糖計から受信したデータに含まれている前記血糖値計測作業の実行結果

及び前記薬剤投与作業の実行結果が忠者毎に記録される薬剤投与結果フィールド

を備える忠者履歴テーブルと、

前記実施中のラウンドタイプフィールドと前記薬剤投与結果フィールドの値を照合し

て、不一致の忠者を見つけたら警告メッセージを生成すると共に、前記血糖計に不

一致であった前記忠者毎に必要な前記血糖値計測作業或は前記薬剤投与作業の

ためのデータを作成して送信する制御部と

を有する、測定データ管理装置。

6 前記制御部は、前記実施中のラウンドタイプフィールドの値が前記血糖値計測作

業が有り且つ前記薬剤投与作業が有りの場合に、前記薬剤投与結果フィールドの値

が前記血糖値計測作業のみ実行されたことを示す時は、前記薬剤投与作業のみ有

りとするデータを血糖計に送信すると共に前記忠者情報テーブルに記録するもので

ある、請求項5記載の測定データ管理装置。

7 外部から受信した血糖値計測作業の有無及び薬剤投与作業の有無の指示が忠者



毎に記録されている忠者データをストレージに記録する忠者測定データ変換部と、

前記忠者データに某づいて忠者毎に前記血糖値計測作業及び前記薬剤投与作業

を実行した結果の情報を前記ストレージに記録する入出力制御部と、前記結果の情

報を忠者測定データとして外部に送信する忠者データ変換部とを具備する血糖計と

前記血糖計に送信した前記忠者データに含まれている前記血糖値計測作業の有

無及び前記薬剤投与作業の有無の指示が忠者毎に記録される実施中のラウンドタ

イプフィールドを備える忠者情報テーブルと、前記血糖計から受信した前記忠者測

定データに含まれている前記血糖値計測作業の実行結果及び前記薬剤投与作業

の実行結果が忠者毎に記録される薬剤投与結果フィールドを備える忠者履歴テー

ブルと、前記実施中のラウンドタイプフィールドと前記薬剤投与結果フィールドの値を

照合して、不一致の忠者を見つけたら警告メッセージを生成すると共に、前記血糖計

に不一致であった前記忠者毎に必要な前記忠者データを作成して送信する制御部

とを具備する測定データ管理装置と

を有する、血糖値測定システム。
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The special technical feature o f the inventions o f claims 1-4 is that a blood
glucose level measuring system comprises a blood glucose level measuring
device ... measuring the blood glucose level and a measurement data managing
device ... patient ID field" .
The special technical feature o f the inventions o f claims 5-7 is that a
measurement data managing device comprises a patient information table having
a round type field for a round being performed ... data sent to a blood glucose
level measuring device, a patient history table having a medicine
administration result field ... the blood glucose level measuring device,
and a control section ... (Continued to the extra sheet.)

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

J As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of

additional fees.

3. I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is

restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.
Form PCT/ISA/210 (contmua on of first sheet (2)) (April 2007)
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the ... being performed" .
Since these inventions are not in a technical relationship involving

one or more of the same or corresponding special technical features,
they are not so linked as to form a single general inventive concept.
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第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 (第 1 の 2 の続き )

怯第 条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

3・ r 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第 欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1-4 に係る発明の特別な技術的特徴は、血糖値測定 システムにお て r血糖値を測定 血糖計

と、患者 I D フィール ド 測定データ管理装置と を備 えることであり、
請求の範囲 5-7 に係る発明の特別な技術的特徴は、測定データ管理装置にお て r血糖計に送信 したデー

タ 実施中のラウン ドタイプフィール ドを備 える患者情報テーブルと、前記血糖計 薬剤投与結果フィー

ル ドを備える患者履歴テーブルと、前記実施中 制御部 と を備えることである。

これらの発明は、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴 を含む技術的な関係にな から、単
一の一般的発明概念 を形成するよ に連関して るものとは認められな 。

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・ 汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4 ・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。
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