
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
血液中の検体の存在 又は含有量（ content）を測定するための装置であっ
て、検体 テストエレメントの特性の変化を測定しかつ表示するための、光度測
定法又は電気化学的方法による一個の測定器（１）、及び、被験者の身体部位から採血す
るための一個の切開装置により構成され、前記測定器（１）及び前記切開装置（２）が、
分離可能な状態で、相互に直接的に接続されることにより、切開装置（２）が測定器（１
）に接続された場合においても、切開装置（２）が測定器（１）から分離されている場合
においても、被験者の身体部位から切開装置（２）の助けを借りて採血ができることを特
徴とする装置。
【請求項２】
切開装置（２）が、該切開装置（２）を分離可能な状態で前記測定器（１）に直接接続す
るクリップ（６）を備えていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
切開装置（２）が、分離可能な状態 の側面に直接接続されていることを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の装置。
【請求項４】
測定器（１）と切開装置（２）を、分離可能な状態で、直接に接続させることを可能にす
る装置（６、７）が、測定器（１）及び切開装置（２）の両方に備えられていることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の装置。
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【請求項５】
検体 テストエレメントの特性の変化を測定しかつ表示する測定器（１）と、分
離可能な状態で、直接に接続できるようにされた請求項１乃至４に記載の装置に適合する
切開装置（２）。
【請求項６】
被験者の身体部位から採血するための切開装置（２）に、分離可能な状態で、直接に接続
できるようにされた請求項１乃至４に記載の装置に適合する測定器（１）。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、血液中の検体の存在又は検体の含有量（ｃｏｎｔｅｎｔ）を測定するための装
置及びその使用法に関し、該装置は、検体と相関関係を有するテストエレメントの特性の
変化を測定及び表示するための測定器により構成され、かつ、被験者の身体の一部から血
液を採取するための切開器具に関する。
【０００２】
（背景技術）
血液中の、葡萄糖又は乳酸塩のような、特定の検体の含有量を測定するためには、十分な
量の試料（血液）の採取と検体用の適当な測定装置の準備が要件となる。医療実務及び実
験実務における場合に加えて、医療関係者以外の一般人が、独自の目的のために、このよ
うな測定を行なう事例が増加している。試験技術者用に設計された測定装置、特に、糖尿
病患者における血中葡萄糖量のような、血糖値の測定と監視及び乳酸塩量又はコレステロ
ール水準のようなその他の特徴要素の測定のための測定装置は、広く普及している。
【０００３】
従来の測定装置は、適当な測定器を併用して、血中の一種又は数種の検体の測定を可能に
する所謂テストストリップ形式のテストエレメントを内蔵する場合が多い。更に、利用者
は、一般に、測定用の血液を採取するために、指裏又は耳朶のような身体の特定部分の皮
膚を貫通するために用いる小型切開器具を必要としている。制御及び誘導可能な方法によ
り小型切開器具を皮膚に貫通させることにより貫通深度及び痛みを最低限にとどめること
を可能にする無痛採血のための小型切開装置が多数の製造業者により提案されている。
【０００４】
利用者は、血液中の検体を測定するために数個の分離された構成部品（テストエレメント
、測定器、切開装置、切開器具、その他）を必要とし、かつ、旅行中やスポーツ中のよう
な外出中における分析のために、これらを携帯する必要があるので、特に、インシュリン
と注射器を携行する必要がある糖尿病患者が携帯する個々の構成部品の数を少なくするこ
とを望むのは当然である。
【０００５】
従って、構成部品の数を減少させるめに、多くの試みがなされてきた。解決策の一つは、
測定器具、切開装置、切開器具及びテストストリップのような必要な構成部品の使用可能
に組立てた状態で一個の携帯ケース内へ収納することである。然しながら、これらの構成
部品はかさばるために、往々にして、上着やシャツのポケットのようなものに収納するに
は大き過ぎかつ重過ぎる。
【０００６】
別の解決策は、上記の構成部品の可能な限り多数を一つの器具に統合することである。こ
れの一例は、米国特許第５，４８９，４１４号又は米国特許第５，６４５，７９８号に開
示されているように、テストストリップ収納装置を測定器内に統合することである。
【０００７】
切開装置と測定器が一個の器具として合併された装置は、例えば、米国特許第５，０２９
，５８３号及び米国特許第４，６３７，４０３号に記載されている。これらの統合された
装置は、個人が携帯すべき個々の構成部品の数を減少させる問題を基本的に解決すること
が可能ではあるが、このような統合された装置は採血時の取扱に関して不十分な点がある
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。何故ならば、該装置は、概して、取扱が面倒であり、又、それ故に、切開位置の正確な
特定が困難である。
【０００８】
（発明の開示）
本発明の目的は、先行技術の欠点を除去することにある。本発明の目的は、特に、測定器
と切開装置を接続する方式を確立し、かつ、個人が携帯すべき個々の構成部品の総数を減
少させることにより、切開位置の正確な特定を可能にすることにある。
【０００９】
この目的は、特許請求項に記載されている本発明の要旨に基づいて達成される。
【００１０】
本発明は、血液中の検体の存在又は含有量を測定する装置に関し、該装置は、検体と相関
関係を有するテストエレメントの特性の変化を測定しかつ表示する測定器、及び被験者の
身体の一部より採血するための切開装置から構成され、かつ、該測定器及び該切開装置が
、分離可能な状態で、相互に直接に接続されていることを特徴とする。
【００１１】
又、本発明は、血液中の検体の存在又は含有量の測定を目的とする本発明による装置の使
用に関する。
【００１２】
最後に、本発明は、分離可能な状態で、相互の直接的な接続が可能な本発明に基づく装置
の個々の構成部品、即ち、切開装置及び測定器に関する。
【００１３】
本発明による装置は、血液中の検体の存在又は含有量の測定に適する。検体の存在の測定
は、例えば、感染（例：ＨＩＶ又はＨＣＶのようなウイルスによる場合）の定性的な診断
又は身体の特定の状態（例：妊娠、心臓の梗塞）の定性的な測定のために利用可能である
。検体含有量の測定は、疾病の経過又は治療に対する反応の監視に利用可能であり、かつ
、被験者の身体の状態に関する詳細な情報を提供する。これの例として、血液中の葡萄糖
、血液中の乳酸塩又はコレステロールの濃度等の測定が挙げられる。本発明による装置は
、一種の特徴要素のみを（選択的に）測定することが可能である。又、本発明の別の実施
態様によれば、数種の特徴要素を同時に測定することも可能である。
【００１４】
本発明によれば、装置の測定器は、検体と相関関係を有するテストエレメントの特性の変
化を測定しかつ表示する。検出反応のために必要な試薬がテストエレメントの内部又は表
面に存在する場合においては、テストエレメントは、当業者に周知の任意の形態、例えば
、テストストリップ又はキュベットの形態を持つことが可能である。一種又は数種の検体
が存在する場合においては、テストエレメントは、検体と相関関係を有するテストエレメ
ントの特性として検出可能な徴候を示すことが可能である。これの例としては、光度測定
法による測定が可能な試薬層の色の変化、又は電極装置による検出が可能な電流又は電位
の変化が挙げられる。このような状態で示された徴候は測定器により測定され、かつ、例
えば、校正値との比較により、評価される。検査されるべき検体により、物理化学的な検
出原理（例：光度測定の原理及び電気化学の原理）の異なる検出方法及び測定方法の適用
が可能であり、また、他方において、特徴的な検出可能な変化を起こす生物（化学）的相
互作用の異なる検出方法及び測定方法（例：酵素的又は免疫学的反応、核酸順序試験を手
段とする検出）の適用が可能である。
【００１５】
測定器に加えて、本発明による装置は、被験者の血液標本の採取に用いられる切開装置を
含む。切開装置は、例えば、ＥＰ－Ｂ　５６５　９７０により当業者に公知であり、又、
複数の販売業者により市販されている。これらは、切開器具と組合わされて、例えば、指
裏又は耳朶よりの血液標本の採取を快適、反復可能かつ無痛で行なう装置として、使用さ
れている。
【００１６】
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請求の範囲に記載の装置において、本発明による切開装置は、分離可能な状態で、測定器
と直接に接続されている。直接的接続とは、切開装置と測定器の接続において、ポケット
、カバー、テープ又はケースのような別の器具を必要としないことを意味すると理解され
るべきである。対照的に、測定器又は切開装置又はこれら両方の構成部品は、相互に符合
的に対応かつ適合しかつ装置の二つの構成部品の分離可能な接続を可能にする適当な接続
手段を内蔵している。可能な接続手段は、プラグ接続、クランプ接続、断面輪郭に沿った
レールを用いる接続、磁石による接続、ベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）締め具による接続であ
る。接続は、プラグによる接続が好ましいが、この接続の場合においては、クリップを補
助具として用いることが特に好ましい。
【００１７】
切開装置と測定器との本発明に基づく接続は、簡単かつ迅速な分離及び再接続を可能にし
、また、それ故に、本発明による装置の取扱を快適にしているため、利用者にとって受け
入れやすいものとなっている。
【００１８】
本発明の好ましい実施態様において、切開装置は、測定器から分離した状態においても、
又、これに接続した状態においても、同様に、被験者から採血することが可能であるので
、安定した接続、即ち、切開装置の操作中に接続部に加わる剪断応力に耐えうる接続であ
ることが実証されていることが特に利点となっている。クリップを補助具として用いる接
続が特に好ましい。万年筆、ボール・ポイントペン又はフエルト・チップ・ペンのような
筆記具の例に見られるように、多様な形態、材料及び設計によるクリップが公知である。
【００１９】
該クリップは、好ましくは欧州特許ＥＰ－Ｂ　０　５６５　９７０に記載のように、基本
的に円筒状の万年筆型の形態を有する切開装置、及び好ましくは基本的に平坦な立方形の
形態を有する測定器に取り付けられることが特に好ましく、該測定器は対応する形態の凹
部を特に好ましくはその狭い一つの側面上に有し、該凹部はクリップの正確な適合による
クリップの固定を可能にすることにより、切開装置と測定器の安定的で分離可能な直接的
接続を可能にする。クリップとクリップを保持する凹部は、安定した接続が得られた時に
、これが感触的又は聴覚的に認知可能な形態に形成されることが好ましい。切開装置上の
クリップ及びこれと基本的に相補的な測定器の収納部内の凹部の組合せにより、本発明に
よる装置の二個の構成部品間の確実かつ一定方向に誘導可能な接続が可能となり、これに
より、切開装置と測定器との相互的操作が最適化され、かつ、剪断応力に耐え、他方にお
いて、分離を容易かつ迅速ならしめる安定的な接続が得られる。切開装置は、測定器と接
続された状態において、基本的に測定器の幅の狭い側面に対して静止することが特に好ま
しい。
【００２０】
切開装置及び測定器の収納部は、全体として、小型に設計されることが好ましい。例えば
、切開装置を少なくとも部分的に取り囲むＶ字型の凹部は、測定器の収納部内に設けるこ
とができる。これにより、配置の簡素性に加えて、切開装置と測定器との間の分離可能な
接続の安定性が増す。
【００２１】
切開装置と測定器とを接続するクリップは、切開装置の収納部の材料又は計測器の材料又
はその他の適当な材料を用いて製造することができる。適当な材料は、例えば、金属、合
金又はプラスチック又は金属被覆を有するプラスチックである。クリップは、収納部の構
成要素として、例えば、射出成形された収納部の一部として形成されるか又はそれの分離
された一部、但し、収納部に永続的に接続された一部として、形成されることができる。
【００２２】
又、切開装置及び測定器は、測定器の形態により便利に接続することが可能となる。例え
ば、測定器は、一個の柔軟性を有する保持用顎状部をその収納部の、好ましくは、幅の狭
い一つの側面に内蔵することが可能であり、該顎状部が切開装置を部分的に内蔵し、それ
により、切開装置の測定器に対する分離可能な接続を可能にする。この場合、測定器との
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接続のための装置を切開装置に付加する必要はない。この好ましい実施例において、切開
装置と測定器とを分離可能に接続する手段は、測定器の収納部と一体の構成部分とするこ
とが可能であり、又、例えば、該収納部の射出成形過程において、これを収納部と一体化
することも可能である。然しながら、前記手段は、又、別個の構成部品として、但し、収
納部に永続的に接続された状態で、形成されることも可能である。
【００２３】
本発明による装置は、利用者による採血とこれに続く血液の特徴要素の測定の必要に応じ
られる、構成部品の少ない小型の切開装置と測定器のシステムを利用者に提供する。本装
置の更なる利点は、切開装置と測定器が接続された状態と測定器が分離された状態のいず
れかを利用者が選択できるので、操作に高度の柔軟性を持たせることが可能なことである
。更に、測定器を損傷すること無く切開装置の安全かつ衛生的な清掃が可能である。
本発明は、以下の図１乃至５によりその詳細が説明される。
【００２４】
（発明の実施の形態）
本発明の特に好ましい実施例として図１乃至図３に示される装置は、測定器１及び切開装
置２により構成され、これらは、相互に、分離可能かつ直接的に接続されている。この場
合、切開装置２は、基本的に、測定器１の側面に対して静止する。
【００２５】
測定器１の寸法は、片手で楽に保持することが可能な程度であることが好ましい。切開装
置２は、基本的には、万年筆状の形態を有し、その大きさ（長さ、直径）は、基本的に、
装置の携行及び操作の便のために、上方よりの張出部分や突出部分が生じない様に、測定
器１の寸法に対応させる。
【００２６】
測定器１は、全ての必要な機能的構成部品から構成されており、これらの構成部品の内、
表示部３及び操作要素４が概略的に図１及び図３に示されている。測定器１により測定さ
れるべきテストエレメントは、図１に示される側面Ａより測定器１に挿入されるか、又は
、代替的に、例えば、一体化されたテストエレメント収納器として、測定器１に装着され
る。
【００２７】
切開装置２も全ての必要な機能的構成部品から構成されており、これらの構成部品の内、
操作要素５のみが概略的に示されている。採血用の切開器具は、側面Ａから切開装置２に
挿入される。（図１）
【００２８】
図３は、第１の接続要素（クリップ）６、及び第２の接続要素（相補的凹部）７の概要詳
細図であり、該接続要素のために、測定器の上側の一部が外に出たままにされている。ク
リップ６は、測定器１の収納部８の壁により形成された相補的凹部７の内部に正確に適合
する。
【００２９】
切開装置２の使用に際し、使用者は、でき得る限り痛みを生じさせること無く採血ができ
るように、これを測定器１から取り外す。この目的のために、対応する切開器具を切開装
置２に挿入する必要があり、切開装置２は、例えば、スプリングを緊張させることにより
、作動可能となり、かつ、引き続いて、指裏又は耳朶のような、予定された採血が行なわ
れる身体の所望の位置に移動される。操作要素５が作動すると、切開器具は、採血のため
に、身体の所望の部分に差し込まれる。
【００３０】
血液は、次に、測定器１の内部に予め設けられていることが好ましい試料塗布部に塗布さ
れ、最終的には、テストエレメントの試料塗布部が測定器１から外部に突出する。実際の
測定は、操作要素４が作動されることにより開始される。テストエレメント上における検
出反応が完了すると、検体の測定値が表示部３上に表示される。
【００３１】
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図４に示される切開装置２及び測定器１から構成される本発明による装置の別の好ましい
実施例において、本装置のこれらの二つの構成部品の分離可能な接続は、切開装置２に設
けられたクリップ６と測定器１に設けられた対応する相補的凹部７によって達成される。
凹部７は、測定器の収納部の側壁内に配置されており、該収納部は、測定器１と切開装置
２との接続を安定させるために、切開装置の輪郭に対応する。
【００３２】
図４Ａの平面図は、接続状態における測定器１と切開装置２との配置を示す。図４Ｂは、
図４Ａにおける測定器１及び切開装置２の矢印で示される面における断面を示す。この断
面は、測定器の収納部の側壁と切開装置２の輪郭の一致を示す。
【００３３】
図４Ｃは、切開装置２と測定器１との結合方法を示す。切開装置２は、クリップ６により
、測定器１の収納部の側面に対して平行に配置され、該収納部は、クリップ６と相補的関
係にある凹部７を内蔵し、又、切開装置は、クリップ６を凹部７に挿入することにより、
測定器１に接続される。クリップ６、凹部７及び測定器１の側壁と切開装置２との適合に
より、確実な接続及び再分離が可能となる。接続の場合と逆の手順により、接続を分離さ
せることができる。
【００３４】
最後に、図５は、切開装置２と測定器１の代替的な接続機構を示す。この場合、切開装置
２は、測定器との接続を可能にする特別な装置を含まないが、その代わりに、測定器１の
収納部の側壁の一つに特殊な形態を持たせることにより、接続が行なわれる。収納部のこ
の壁は、締め付け用の顎状部９を含み、該顎状部９は、切開装置２の好ましい実施例に示
されるように、分離可能な状態で切開装置を取り囲む一つの円形の断面（図５Ｂ及び図５
Ｃ）を有する。顎状部９を形成する材料は、一方において、切開装置２の挿入のための押
し広げに応じるための柔軟性を有し、他方において、切開装置２が一旦部分的に顎状部９
により取り囲まれかつ測定器１に対して静止した場合においては、該切開装置を固定する
のに十分な堅さを有する。
【００３５】
図５Ａは、切開装置２が測定器１に接近し、かつ、測定器１に設けられた締め付け用の顎
状部９に保持される過程を示す平面図である。図５Ｂは、図５Ａにおける測定器１及び切
開装置２の矢印により示された面に沿った断面を概略的に示す。この断面図は、計測器１
の収納部の壁の一部としての締め付け用顎状部内への切開装置２の装着方法を示す。図５
Ｃは、図５Ｂと同様に、切開装置２及び計測器１の断面図であり、該断面図において、矢
印は、切開装置２の挿入時に測定器１の収納部の顎状部９がどのように押し開かれるかを
示す。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による装置の好ましい実施例の概略的平面図。
【図２】図１に示される本発明による装置のＡ方向における概略的平面図。
【図３】図１に示される本発明による切開装置と測定器との接続機構を示す概略的部分断
面図。
【図４】図１乃至３の内の一つに代わる、本発明による装置の好ましい実施例を、三種の
部分図（Ａ乃至Ｃ）に基づいて示す図。
【図５】図１乃至４の内の一つに代わる、本発明による装置の他の好ましい実施例を、三
種の部分図（Ａ乃至Ｃ）に基づいて示す図。
【符号の説明】
１　測定器
２　切開装置
３　表示部
４　測定器の操作要素
５　切開装置の操作要素
６　第１の接続要素（クリップ）
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７　第２の接続要素（相補的凹部）
８　測定器１の収納部の壁
９　締め付け顎状部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(8) JP 3569228 B2 2004.9.22



フロントページの続き

(72)発明者  シャバッハ，ミヒャエル
            ドイツ連邦共和国　ディー－６９４９３　ヒルシュベルグ，レッテンガーセ　４
(72)発明者  ムラウスキー，ハンス－ルーディガー
            ドイツ連邦共和国　ディー－６８６２３　ランペルセイム，カール－レッペル－シュトラーセ　１
            ０
(72)発明者  オベルマイアー，ウォルフガング
            ドイツ連邦共和国　ディー－６９１２０　ハイデルベルグ，ケプラーシュトラーセ　１９
(72)発明者  ミルトナー，カール
            ドイツ連邦共和国　ディー－６７２２７　フランケンタール，エルンスト－ルドヴィッグ－キルシ
            ュナー－シュトラーセ　２２

    審査官  上田　正樹

(56)参考文献  米国特許第０４９５９１９６（ＵＳ，Ａ）
              西独国特許出願公開第０４２３４５５３（ＤＥ，Ａ）
              特開平０９－２９４７３７（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－２８６７３８（ＪＰ，Ａ）
              特表平１０－５０８２３７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              A61B  5/15
              G01N 33/48

(9) JP 3569228 B2 2004.9.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

