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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験液に含まれる特定物質の量を測定するバイオセンサに、前記特定物質が所定濃度に
定められた基準液が掛けられたときの、前記バイオセンサの出力値を取得する出力取得手
段と、
　該出力取得手段により取得された、前記バイオセンサの前記出力値を用いて、前記バイ
オセンサでの測定の基準となる基準値を設定することにより、前記バイオセンサの感度を
較正する設定手段とを備えた被験液測定装置であって、
　前記設定手段による一度の前記感度較正に際して、前記出力取得手段により新たに取得
された、前記バイオセンサの前記出力値が、前記基準値の設定に適するか否かを、前記出
力取得手段により既に取得されている前記バイオセンサの前記出力値を用いて判定する判
定手段と、
　該判定手段により一の出力値が前記基準値の設定に適していないと判定された後に、前
記バイオセンサに、前記出力取得手段により他の出力値が取得される対象となる前記基準
液が、追加して掛けられたことを検出する検出手段と
　を備えたことを特徴とする被験液測定装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、
　前記判定手段により前記基準値の設定に適すると判定された、前記バイオセンサの前記
出力値を、前記基準値として設定することを特徴とする請求項１に記載の被験液測定装置
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。
【請求項３】
　前記設定手段は、
　前記出力取得手段により所定回数分だけ取得された、前記バイオセンサの前記出力値の
内で、前記判定手段により前記基準値の設定に適すると判定された、前記出力値の平均を
、前記基準値として設定することを特徴とする請求項１に記載の被験液測定装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、
　前記設定手段による一度の前記感度較正に際して、前記出力取得手段により初回に取得
された、前記バイオセンサの前記出力値を、前記基準値の設定に適していないと判定する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、
　前記出力取得手段により取得された、前記バイオセンサの出力値の変化によって、前記
バイオセンサに、前記基準液が追加して掛けられたことを検出することを特徴とする請求
項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項６】
　前記バイオセンサの温度を検出する温度検出手段を備え、
　前記検出手段は、
　前記温度検出手段により検出された、前記バイオセンサの温度の変化によって、前記バ
イオセンサに、前記基準液が追加して掛けられたことを検出することを特徴とする請求項
１乃至請求項３のいずれか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項７】
　前記バイオセンサに加えられた物理的な衝撃を検出する衝撃検出手段を備え、
　前記検出手段は、
　前記衝撃検出手段により検出された前記バイオセンサへの衝撃によって、前記バイオセ
ンサに、前記基準液が追加して掛けられたことを検出することを特徴とする請求項１乃至
請求項３のいずれか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項８】
　前記バイオセンサに、前記基準液が追加して掛けられた旨の確認を、使用者が入力する
ための追加確認手段を備え、
　前記検出手段は、
　該追加確認手段から入力された前記追加の確認によって、前記バイオセンサに、前記基
準液が追加して掛けられたことを検出することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいず
れか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項９】
　前記出力取得手段には、
　前記基準液が掛けられても前記バイオセンサの前記出力値を取得しない非取得状態、及
び、前記基準液が掛けられたときに前記バイオセンサの前記出力値を取得する取得状態の
２つの動作状態が設けられており、
　前記出力取得手段の前記動作状態を、前記非取得状態から前記取得状態へと変更させる
指示を、使用者が入力するための指示入力手段を備え、
　前記出力取得手段は、
　前記指示入力手段から入力された前記変更の指示に基づき、前記動作状態を、前記非取
得状態から前記取得状態へと変更するようになっていることを特徴とする請求項１乃至請
求項３のいずれか一項に記載の被験液測定装置。
【請求項１０】
　前記出力取得手段は、
　該出力取得手段の前記動作状態が前記非取得状態から前記取得状態へと変更された時点
から、所定時間が経過したときに、前記バイオセンサの出力値を取得することを特徴とす
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る請求項９に記載の被験液測定装置。
【請求項１１】
　前記出力取得手段の動作状態が、前記非取得状態及び前記取得状態のいずれであるかを
報知する報知手段を備えたことを特徴とする請求項９に記載の被験液測定装置。
【請求項１２】
　被験液に含まれる特定物質の量を測定するバイオセンサに、前記特定物質が所定濃度に
定められた基準液が掛けられたときの、前記バイオセンサの出力値を取得し、
　取得された該出力値を用いて、前記バイオセンサでの測定の基準となる基準値を設定す
ることにより、前記バイオセンサの感度を較正する感度較正方法であって、
　一度の前記感度較正に際して、新たに取得された前記バイオセンサの前記出力値が、前
記基準値の設定に適するか否かを、既に取得されている前記バイオセンサの前記出力値を
用いて判定し、
　一の出力値が前記基準値の設定に適していないと判定された後に、前記バイオセンサに
、他の出力値が取得される対象となる前記基準液が、追加して掛けられたことを検出する
ことを特徴とする感度較正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験液に含まれる特定物質の量を測定するバイオセンサの感度を、特定物質
が所定濃度に定められた基準液を用いて較正する被験液測定装置及び感度較正方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られたこの種の、バイオセンサの較正を要する測定装置として、排尿時に尿
をバイオセンサに直接掛けて尿糖値を測定する尿測定器が挙げられる（特許文献１参照）
。即ち、バイオセンサの感度は、経過時間、使用回数や使用時間等の使用頻度、又は、温
度や保存状態等の環境によって変化してしまうため、測定の基準となる基準値（以下、「
測定基準値」という）の較正が必要となる。
【０００３】
　一般に、このような測定装置は、バイオセンサの使用頻度によって、感度の較正の要否
を判定し、較正を要する場合に報知して較正を促すようになっている。この感度の較正で
は、基準液に対するバイオセンサの出力が得られる。即ち、基準液測定において、使用者
は、スポイト状の容器に入った基準液をバイオセンサの上に垂らし、その際のバイオセン
サの出力が、このバイオセンサを備えた測定装置内で取得される。
【０００４】
　この基準液測定の後に、バイオセンサは、（１）先ず、洗浄液で洗浄し、（２）続いて
、緩衝液等の保存液に浸し、（３）その出力のベースラインが安定した状態になることが
必要である。（以下、これら（１）～（３）の処理を、「洗浄処理」という。）
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２９７１２０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、通常、一度の感度較正が１回の基準液測定によって完了することは少な
い。例えば、バイオセンサに掛けられる基準液の量が少なく、その量が測定に必要な量に
満たないことがある。そのような場合のバイオセンサの出力値は感度較正に用いられず、
再度の基準液測定が必要である旨が測定装置で表示される。
【０００７】
　にもかかわらず、１回分の基準液が掛けられる毎に、洗浄処理が行われた。次に行われ
る基準液測定が同一の測定条件の下で行われることを意図して、バイオセンサに基準液が



(4) JP 4825762 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

残っていないようにするためである。このような感度較正では、洗浄処理により手間と時
間がかかっていた。
【０００８】
　本発明の目的は、簡単且つ短時間にバイオセンサの感度を較正することが可能な被験液
測定装置及び感度較正方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に係る被験液測定装置は、出力取得手段と、設定手段とを備えている。出力取
得手段は、被験液に含まれる特定物質の量を測定するバイオセンサに、その特定物質が所
定濃度に定められた基準液が掛けられたときの、バイオセンサの出力値を取得する。設定
手段は、この出力取得手段により取得された、バイオセンサの出力値を用いて、バイオセ
ンサでの測定の基準となる基準値を設定することにより、バイオセンサの感度を較正する
。
　本被験液測定装置は、判定手段と、検出手段とを有することを特徴とする。この判定手
段は、上記設定手段による一度の感度較正に際して、上記出力取得手段により新たに取得
された、バイオセンサの出力値が、基準値の設定に適するか否かを、その出力取得手段に
より既に取得されているバイオセンサの出力値を用いて判定する。検出手段は、この判定
手段により一の出力値が基準値の設定に適していないと判定された後に、バイオセンサに
、出力取得手段により他の出力値が取得される対象となる基準液が、追加して掛けられた
ことを検出するようになっている。
　請求項２に係る被験液測定装置は、請求項１に係る被験液測定装置において、上記設定
手段が、判定手段により基準値の設定に適すると判定された、バイオセンサの出力値を、
基準値として設定することを特徴とする。
　請求項３に係る被験液測定装置は、請求項１に係る被験液測定装置において、上記設定
手段が次のように構成されていることを特徴としている。即ち、上記設定手段は、出力取
得手段により所定回数分だけ取得された、バイオセンサの出力値の内で、判定手段により
基準値の設定に適すると判定された、出力値の平均を、基準値として設定する。
　請求項４に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
測定装置において、上記判定手段が次のようになっていることを特徴とする。上記判定手
段は、設定手段による一度の感度較正に際して、出力取得手段により初回に取得された、
バイオセンサの出力値を、基準値の設定に適していないと判定する。
　請求項５に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
測定装置において、上記検出手段が次のように構成されていることを特徴とする。即ち、
上記検出手段は、出力取得手段により取得された、バイオセンサの出力値の変化によって
、バイオセンサに、基準液が追加して掛けられたことを検出する。
　請求項６に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
測定装置において、バイオセンサの温度を検出する温度検出手段を含んだことを特徴とし
ている。この場合、上記検出手段は、その温度検出手段により検出された、バイオセンサ
の温度の変化によって、バイオセンサに、基準液が追加して掛けられたことを検出する。
　請求項７に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
測定装置において、バイオセンサに加えられた物理的な衝撃を検出する衝撃検出手段を含
んだことを特徴としている。この場合、上記検出手段は、その衝撃検出手段により検出さ
れたバイオセンサへの衝撃によって、バイオセンサに、基準液が追加して掛けられたこと
を検出する。
　請求項８に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
測定装置において、バイオセンサに、基準液が追加して掛けられた旨の確認を、使用者が
入力するための追加確認手段を備えたことを特徴とする。ここでは、上記検出手段は、そ
の追加確認手段から入力された追加の確認によって、バイオセンサに、基準液が追加して
掛けられたことを検出する。
　請求項９に係る被験液測定装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に係る被験液
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測定装置において、上記出力取得手段には、非取得状態及び取得状態の２つの動作状態が
設けられていることを特徴とする。非取得状態とは、基準液が掛けられてもバイオセンサ
の出力値を取得しない状態をいい、取得状態とは、基準液が掛けられたときにバイオセン
サの出力値を取得する状態をいう。ここでは、出力取得手段の動作状態を、非取得状態か
ら取得状態へと変更させる指示を、使用者が入力するための指示入力手段が設けられてい
る。出力取得手段は、この指示入力手段から入力された変更の指示に基づき、動作状態を
、非取得状態から取得状態へと変更するようになっている。
　請求項１０に係る被験液測定装置は、請求項９に係る被験液測定装置において、上記出
力取得手段は、この出力取得手段の動作状態が非取得状態から取得状態へと変更された時
点から、所定時間が経過したときに、バイオセンサの出力値を取得することを特徴とする
。
　請求項１１に係る被験液測定装置は、請求項９に係る被験液測定装置において、上記出
力取得手段の動作状態が、上記非取得状態及び上記取得状態のいずれであるかを報知する
報知手段を備えたことを特徴とする。
　請求項１２に係る被験液測定方法は、被験液に含まれる特定物質の量を測定するバイオ
センサに、特定物質が所定濃度に定められた基準液が掛けられたときの、バイオセンサの
出力値を取得し、取得された出力値を用いて、バイオセンサでの測定の基準となる基準値
を設定することにより、バイオセンサの感度を較正する感度較正方法である。
　本感度較正方法は、一度の感度較正に際して、（１）新たに取得されたバイオセンサの
出力値が、基準値の設定に適するか否かを、既に取得されているバイオセンサの出力値を
用いて判定し、（２）一の出力値が基準値の設定に適していないと判定された後に、バイ
オセンサに、他の出力値が取得される対象となる基準液が、追加して掛けられたことを検
出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の被験液測定装置によると、バイオセンサの一度の感度較正に際して、バイオセ
ンサの一の出力値が基準値（測定基準値）の設定に適していないと判定された場合、その
後に、洗浄処理が行われないまま、基準液が追加して掛けられたことが検出される。そし
て、基準液が追加して掛けられた状態で、バイオセンサの他の出力値が取得される。
【００１１】
　そのため、一の出力値が得られた後に必ず洗浄処理が行われていた従来の測定装置と比
較して、簡単かつ短時間にバイオセンサの感度を較正することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の実施として、バイオセンサに尿糖センサを用いた被験液測定装置
である尿糖計１を説明する。尿糖計１は、図１及び図２に示すように、尿糖センサ２、表
示部３、操作部４及び制御部５を有している。尿糖センサ２は、被験液に含まれる尿中糖
分の量を、電気化学的に検出（測定）するようになっている。この尿糖センサ２の周辺部
分は、基準液を溜められるように凹形状になっていて、尿糖センサ２は、その凹形状の底
部に位置している。
【００１３】
　表示部３は、測定値や判定結果や操作ガイダンス等を表示する。操作部４は、電源オン
／オフスイッチ等を含んでいて、この電源オン／オフスイッチを押すことにより、電源が
オフされた状態の尿糖計１の電源がオンされ、再度、電源オン／オフスイッチを押すこと
により、尿糖計１の電源がオフされるようになっている。
【００１４】
　制御部５は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、入出力インターフェース等からな
り、表示部３への表示や操作部４からの入力を含んだ、尿糖計１全体の制御を行なうよう
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になっている。加えて、尿糖計１は、図示しないＡ／Ｄ変換部を有しており、このＡ／Ｄ
変換部は、尿糖センサ２で検出された信号を、デジタルデータに変換して制御部５へと出
力するようになっている。
【００１５】
　より詳細に説明すると、この尿糖計１には、尿糖値を測定するための測定モードと、尿
糖センサ２の感度を較正するための較正モードとがあり、制御部５は、この測定モードと
較正モードとを切り替え可能になっている。
【００１６】
　制御部（ＣＰＵ）５は、尿糖計１の測定モードで用いられる、図示しない尿糖測定部と
、カウンタとを有している。尿糖測定部により、上記測定モードにて尿糖値の測定全般が
制御され、カウンタによって、その尿糖測定部が尿糖値を測定した回数が、尿糖センサ２
の使用頻度に相当する値としてカウントされる。さらに、尿糖計１は、このカウンタによ
りカウントされた尿糖値測定回数が所定回数に達した場合に、「較正が必要である」と判
定すると共に、較正が必要である旨を表示部３に表示し、較正モードに切り替えるように
なっている。
【００１７】
　この尿糖計１の較正モードにおいて、制御部５がプログラムを実行することにより実現
される機能を、図２にブロック図として模式的に示す。ここで実行されるプログラムは、
それぞれ各機能を実現する、出力取得部５１と、出力値判定部５２と、基準値設定部５３
と、基準液検出部５４とを含んでいる。（当然ながら、これら各部５１～５４の一部を電
気回路により構成することも可能である。）
【００１８】
　出力取得部５１は、較正モードにて、尿糖センサ２に、尿糖成分が所定の濃度に定めら
れた基準液が掛けられたときの、その尿糖センサ２の出力値を、上記Ａ／Ｄ変換部を介し
て取得する。出力値判定部５２は、出力取得部５１により新たに取得された、尿糖センサ
２の出力値が、（尿糖センサ２での測定の基準となる）測定基準値の設定に適するか否か
を、出力取得部５１により既に取得されている尿糖センサ２の出力値を用いて判定するよ
うになっている。
【００１９】
　基準値設定部５３は、測定基準値の設定に適すると判定された尿糖センサ２の出力値を
用い、測定基準値を設定することによって、尿糖センサ２の感度を較正する。この測定基
準値は、ＥＰＲＯＭ内の基準値記憶部５５に格納される。基準値記憶部５５は、上記測定
モードにおける尿糖値測定の測定基準値を、尿糖計１の製品出荷時に予め記憶している。
測定モードでは、この測定基準値が用いられて、尿糖値が測定される。
【００２０】
　特に、基準液検出部５４は、上記基準値設定部５３による尿糖センサ２の一度の感度較
正に際して、基準液が追加して掛けられたことを検出するようになっている。つまり、本
尿糖計１において、出力値判定部５２により一の出力値が測定基準値の設定に適していな
いと判定された場合、この判定後に、基準液が尿糖センサ２に追加して掛けられるように
表示部３から使用者に促される。そして、基準液が追加して掛けられると、基準液検出部
５４は、そのことを検出するようになっている。この追加して掛けられる基準液は、一度
の感度較正に際して、出力取得部５１が上記一の出力値とは異なる他の出力値を取得する
対象となる。
【００２１】
　これらの構成の尿糖計１において、制御部５は、次に図３のフローチャートに示す流れ
で、各処理を実行する。尿糖計の電源がオフされている状態で、使用者が操作部４上の電
源オン／オフスイッチを押すと、ステップ１（以下、ステップをＳと略す）にて、尿糖計
１が測定モードで起動される。
【００２２】
　Ｓ２では、制御部（ＣＰＵ）５は、その内蔵されたカウンタでカウントされた尿糖値測



(7) JP 4825762 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

定回数によって、尿糖センサ２の感度を較正する必要があるか否かを判定する。このＳ２
における感度較正の要否は、例えば、前回の較正時からの経過時間を計時して、その経過
時間が所定時間に達したか否かによって判定してもよい。
【００２３】
　Ｓ２で感度較正の必要がないと判定された場合、即ち、尿糖値測定回数が所定回数より
も少ない場合には（Ｓ２にてＮＯ）、Ｓ３で、制御部５内の尿糖測定部が、尿糖値を測定
する。ここで、測定基準値は、基準値記憶部５５に格納されており、尿糖測定部は、この
基準値記憶部５５から読み出された測定基準値を用いて、尿糖値の測定を行うようになっ
ている。この測定基準値を用いた尿糖値の測定については、公知であるため、詳細な説明
を省略する。
【００２４】
　この尿糖値の測定が完了すると、続くＳ４で、制御部５は、使用者に対して、測定され
た尿糖値を表示部３に表示すると共に、洗浄処理をするよう指示するガイダンスを表示す
る。使用者が、洗浄処理が完了した後に、電源オン／オフスイッチを押すと、本処理は終
了して、尿糖計１の電源はオフされる。
【００２５】
　これに対し、上記Ｓ２において、較正の必要があると判定された場合、即ち、尿糖値測
定回数が所定回数以上である場合（Ｓ２にてＹＥＳ）、尿糖計１は較正モードへと切り替
えられ、Ｓ５以降の感度較正に係る処理が実行される。
【００２６】
　先ず、Ｓ５において、制御部５は、表示部３に、尿糖センサ２に基準液を掛けるよう指
示するガイダンスを表示するように制御する。そして、Ｓ６で、制御部５は、尿糖センサ
２の出力値を取得する。つまり、表示部３でのガイダンス表示に従って、使用者が尿糖セ
ンサ２に基準液を掛けると、その尿糖センサ２の出力値が、基準液の測定値として取得さ
れる。ここでは、取得された出力値が、時系列に沿って、ＲＡＭ上に記憶されていくよう
になっている。
【００２７】
　次に、Ｓ７で、制御部５は、取得された最新の出力値（以下、「最新値」という）と、
過去に取得されている出力値とを比較して、過去の出力値からの最新値の変化の大きさが
許容範囲内に収まり、出力値が安定しているか否かを判定する。ここでは、過去の出力値
として、前回の測定時における出力値（以下、「前回値」という）を用いるものとし、最
新値とこの前回値とが比較されて出力値が安定しているか否かが判定される。これによっ
て、制御部５は、最新値が、上記測定基準値として適しているか否かを判定する。
【００２８】
　即ち、制御部５は、基準液に対する出力変化の許容限界値をＡとし、前回値と最新値と
の差分が、この許容限界値Ａ以下であるか否かを判定する。但し、前回値となる出力が測
定されていないとき、前回値として、製品出荷時に、予め設定され基準値記憶部５５に記
憶されていた測定基準値が用いられる。
【００２９】
　上記差分が許容限界値Ａ以下である場合（Ｓ７にてＹＥＳ）、最新値が測定基準値に適
していると判断されて、Ｓ８へと進む。このＳ８では、その最新値が、新たな測定基準値
として、基準値記憶部５５に既に記憶されていた測定基準値に置き換えられる。そして、
Ｓ９で、制御部５は、表示部３に較正を完了した旨を表示し、その後に、使用者が、電源
オン／オフスイッチを押すと、本処理は終了して、尿糖計１の電源はオフされる。
【００３０】
　一方、上記差分が許容限界値Ａよりも大きい場合（Ｓ７にてＮＯ）、この最新値は測定
基準値に適していないと判断されて、Ｓ１０へと進む。例えば、掛けられた基準液が必要
量に満たないときにも、その得られた最新値は測定基準値に適していないと判断される可
能性が高い。そして、そのＳ１０からＳ１３までと、Ｓ６とによって、累積的な基準液測
定が行われる。即ち、この累積的な基準液測定により、Ｓ５の表示に応じ掛けられた基準
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液が付着した状態の尿糖センサ２に対して、さらに、新たに基準液が追加されて掛けられ
、Ｓ６にて、この際の尿糖センサ２の出力値が取得される。
【００３１】
　先ず、Ｓ１０において、制御部５は、Ｓ７の適否判定自体が所定回数繰り返し行われた
か否か判定する。ここで、その所定回数は、一度の感度較正における基準液測定回数の上
限値として、予め設定されている。つまり、所定回数分だけ続けて基準液の測定を行った
としても、測定基準値に適した出力値が得られない場合には、本処理は異常終了すること
になる。例えば、尿糖センサ２が感度較正で対応できないほど劣化していること、尿糖計
１の測定機構が故障していること、又は、使用者が較正手順に係る操作を誤ったこと等が
、Ｓ７の判定回数が上限値を超える原因となり得る。
【００３２】
　このＳ１０で、Ｓ７における判定回数が所定回数に達したと判定された場合（Ｓ１０に
てＹＥＳ）、Ｓ１１において、制御部５は、表示部３に、エラー表示をする。その後に、
使用者が、電源オン／オフスイッチを押すと、本処理は終了して、尿糖計１の電源はオフ
される。
【００３３】
　また、Ｓ１０で、上記判定回数が所定回数に達していないと判定された場合（Ｓ１０に
てＮＯ）、Ｓ１２にて、制御部５は、表示部３に、基準液が付着した状態の尿糖センサ２
にさらに基準液を追加して掛けるように指示するガイダンスを表示する。つまり、尿糖セ
ンサ２には、Ｓ５における表示に応じて、既に基準液が掛けられており、基準液が付着し
ている。使用者は、この状態の尿糖センサ２に基準液が追加して掛けられるように指示さ
れる。
【００３４】
　使用者がこの尿糖センサ２に基準液を追加して掛けると、Ｓ１３において、この基準液
の追加が検出され（Ｓ１３にてＹＥＳ）、Ｓ６へと進む。このＳ１３での基準液の追加は
、具体的には、尿糖センサ２に基準液が追加して掛けられたときのセンサ出力の微少な変
化によって検出される。即ち、Ｓ１２における基準液追加を指示する表示の後に、センサ
出力の変化が所定閾値以上であった場合、その出力変化が検出された時点に、基準液が追
加されたと判断されるようになっている。
【００３５】
　続くＳ６において、追加して掛けられた基準液による尿糖センサ２の出力値が取得され
、この出力値が記憶されていく。そして、この新たに取得された出力値が、最新値となり
、再びＳ７に進んで、この最新値の測定基準値への適否が判定される。尿糖センサ２の一
度の感度較正で、これら尿糖センサ２の出力値の判定及び再取得等が繰り返されることに
よって、いずれ測定基準値が決定されて較正が完了する。
【００３６】
　本実施の形態において、図３のフローチャート中の各ステップと、図２のブロック図に
おける各部との対応関係は、大よそ次の通りである。即ち、図３のＳ６が、図２の出力値
取得部５１に相当する。図３のＳ７が、図２の出力値判定部５２に相当する。図３のＳ８
が、図２の基準値設定部５３に相当する。また、図３のＳ１３が、図２の基準液検出部５
４に相当する。
【００３７】
　本尿糖計１によると、尿糖センサ２の一度の感度較正に際して、新たに取得された尿糖
センサ２の出力値が基準値の設定に適しないと、既に取得されている尿糖センサ２の出力
値から判定された場合、その後に、洗浄処理が行われないまま、尿糖センサ２に、基準液
が追加して掛けられたことが検出される。そして、追加して掛けられた基準液が付着した
状態で、尿糖センサ２の他の出力値が取得される。そのため、一の出力値が得られた後に
必ず洗浄処理が行われていた従来の測定装置と比較して、簡単且つ短時間にバイオセンサ
の感度を較正することが可能である。
【００３８】
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　一般に、従来の測定装置の多くは、感度較正が必要であると判定された場合に、その較
正が完了するまで被験液の測定ができないようになっていた。例えば、被験液の測定をし
ようとしたタイミングで、較正を要すると判定されてその旨が報知された場合、特に尿測
定器にあっては、較正が完了するまで排尿を我慢するか、又は、今回の尿糖測定を諦める
かしなければならなかった。尿を別途容器に溜めておくこともできるが、これは煩わしい
ものであった。本尿糖計１では、簡便に感度較正が行われるため、そのような不都合が生
じ難い。
【００３９】
　また、本尿糖計１によると、１回の基準液測定において尿糖センサ２に掛けられる基準
液の量が必要量に満たない場合であっても、洗浄処理が行われないまま基準液が追加され
て、基準液測定が再度行われる。場合によっては、これらが繰り返される。特に、基準液
の追加を検出するための手段によって、この基準液の追加が可能となっている。基準液の
追加を重ねることによって、安定した尿糖センサ２の出力を得ることが可能になる。
【００４０】
　つまり、図４（ａ）は尿糖計１のセンサ出力を模式的に示しているが、この図４（ａ）
において、一の基準液測定で得られたセンサ出力と、これに続く基準液測定で得られたセ
ンサ出力との差Ｄ１は、基準液の追加を重ねるにつれて小さくなっていく。
【００４１】
　これに対し、従来の尿測定器によると、１回の基準液測定において、１回の基準液測定
において尿糖センサに掛けられる基準液の量が必要に満たないような場合には、次の基準
液測定に備えて洗浄処理が行われていた。
【００４２】
　この従来の尿測定器では、図４（ｂ）に示すように、一の基準液測定で得られたセンサ
出力と、続く基準液測定で得られたセンサ出力との差Ｄ２は、基準液測定を行う毎に、本
発明の尿糖計１より大きなばらつきを生じる可能性が高い。洗浄処理時に尿糖センサに付
着した保存液が基準液の物性を変化させることが、そのばらつきの大きな原因となってい
る。
【００４３】
（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態の尿糖計は、図５に示す構成を有している。即ち、この尿糖計２０は
、上述した第１の実施の形態の尿糖計１と略同様の構成を有しているが、尿糖計２０（出
力取得部６１）では、２つの動作状態が較正モード実行時に設定されていて、これらの動
作状態が切り替えられる点が、主に、上述の尿糖計１と異なる。この２つの動作状態とは
、尿糖センサに基準液が掛けられても出力値を取得しない準備状態（非取得状態）と、尿
糖センサに基準液が掛けられたときに出力値を取得する測定可能状態（取得状態）とをい
う。
【００４４】
　ここで説明する尿糖計２０の構成及び作用効果以外の尿糖計２０の構成及び作用効果に
ついては、第１の実施の形態の尿糖計１に準ずるものとして、その詳細な説明を省略する
。図５における尿糖計２０の各構成要素の内、図２の尿糖計１と同様の部分には、同じ符
号を付している。図６における尿糖計２０の動作の流れを示すフローチャートを構成する
各ステップの内、図３の尿糖計１と同様の部分にも、同じ符号を付している。
【００４５】
　尿糖計２０は、図５に示すように、操作部４上の一つのボタンとして、較正ボタン４ａ
を有している。この較正ボタン４ａは、尿糖センサ２に基準液が掛けられる直前に、使用
者が、尿糖計２０（出力取得部６１）の動作状態を、準備状態から測定可能状態へと変更
させる指示を入力するために用いられる。出力値取得部５１は、この変更の指示に基づき
、動作状態を、準備状態から測定可能状態へと変更する。具体的には、尿糖計２０が較正
モードに入った後に、使用者が較正ボタン４ａを一度押すと、尿糖計２０の動作状態が、
準備状態から測定可能状態に変更されるようになっている。
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【００４６】
　これらにつき、より詳細に説明する。図６において、Ｓ２で、尿糖センサ２の感度を構
成する必要があると判定され（Ｓ２にてＹＥＳ）、尿糖計２０が較正モードに切り替えら
れると、Ｓ２１以降の感度較正に関する処理が実行される。ここでは、第１の実施の形態
の尿糖計１とは異なり、尿糖計２０の製品出荷時に、基準値記憶部５５には、測定モード
における尿糖値測定の測定基準値が記憶されていないものとする。即ち、製品出荷後に使
用者が尿糖計２０を購入して、使用者が尿糖計２０を始めて使用する場合にも、較正が必
要となるものとする。
【００４７】
　感度較正において、先ず、Ｓ２１で、制御部２５は、使用者に、尿糖計２０の動作状態
が準備状態となったことを報知する。例えば、制御部２５は、図７（ａ）に示す表示を表
示部３に行わせるようになっている。つまり、表示部３では、「準備中」という表示が点
滅しながら行われており、この点滅表示によって、尿糖計２０の動作状態が上記準備状態
であることが使用者に報知される。さらに、図７（ａ）によると、このような準備状態を
表す表示に加えて、表示部３で、「基準あわせ」という表示が行われており、この表示に
よって、尿糖計２０が較正モードであることが使用者に知らせられる。
【００４８】
　続くＳ２２において、制御部２５は、較正ボタン４ａが押されたか否かを判定する。こ
の較正ボタン４ａを押すことによって、尿糖計２０（制御部２５）は、感度較正のために
、これから基準液を尿糖センサ２に掛けることを認識することができるようになっている
。即ち、較正ボタン４ａが押されなかった場合（Ｓ２２にてＮＯ）、ステップＳ２２に戻
る。この場合、準備状態であることが報知され続けている。一方、較正ボタン４ａが押さ
れた場合（Ｓ２２にてＹＥＳ）、尿糖計２０の動作状態が準備状態から測定可能状態へと
変更され、Ｓ２３において、制御部２５は、表示部３を通じて、使用者に、尿糖計２０の
動作状態が測定可能状態となったことを報知する。
【００４９】
　例えば、制御部２５は、図７（ｂ）に示す表示を表示部３に行わせるものとしてよい。
ここでは、表示部３にて、「測定」というガイダンス表示と、滴下マーク（液の滴下をイ
メージさせるマーク）の表示とが点滅しながら行われている。この「測定」の点滅表示に
よって、基準液測定が可能となっていることが示され、また、滴下マークの点滅表示によ
って、使用者は、基準液を尿糖センサ２に掛けるように促される。
【００５０】
　このような測定可能状態の報知と共に、この動作状態を変更した時点が記憶されるよう
になっている。つまり、制御部２５は図５に図示しないタイマを内蔵しており、基準液の
検出を待つ待機時間を計時することが可能である。この待機時間は、例えば１０秒として
よく、５秒から６０秒までの間で設定されるのが好ましい。
【００５１】
　表示部２３で図７（ｂ）のように測定可能状態となったことが表示されている間に、Ｓ
２４において、制御部２５は、尿糖センサ２に基準液が掛けられたことを検出したか否か
を判定する。この検出は、第１の実施の形態の尿糖計１におけるように（図３のＳ１３）
、尿糖センサ２に基準液が掛けられたときに発生するセンサ出力の微少な変化によるもの
としてよい。
【００５２】
　基準液が掛けられたことが検出された場合には（Ｓ２４にてＹＥＳ）、Ｓ２５において
、制御部２５は、第１の実施の形態の尿糖計１（図３のＳ６）と同様にして、尿糖センサ
２の出力値を取得し、この出力値を時系列に沿いＲＡＭ上に記憶する。この出力値を取得
する際、制御部２５は、使用者に、尿糖センサ２が尿糖値を測定中であることを報知する
ことが可能である。
【００５３】
　例えば、制御部２５は、図７（ｃ）に示す表示を表示部３に行わせる。即ち、ここでは
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、上記滴下マークが消灯されており、上記「測定」のガイダンス表示が、点滅から点灯に
変化されており、さらに、測定バー（３つのバー状の横に延びる表示）が現れている。こ
の３つの測定バーは、初めに全数が点灯され、その点灯している測定バーの数が一定間隔
で減っていくようになっている。３つの測定バーの全てが消灯されると、再びその全数が
点灯されるようになっている。このような測定バーの表示は、Ｓ２３、Ｓ２８又はＳ１１
等で他の表示が行われるまで続けられる。
【００５４】
　これらＳ２５での出力値の取得及び記憶等が完了すると、制御部２５は、尿糖計２０の
動作状態を測定可能状態から準備状態へと変更して、出力値の取得を禁止する。このＳ２
５での処理の後に、Ｓ２７へと進む。
【００５５】
　一方、Ｓ２４で、基準液が掛けられたことが検出されなかった場合には（Ｓ２４にてＮ
Ｏ）、さらに、Ｓ２６にて、制御部２５は、タイマでの計時により上記待機時間が所定時
間となったか否かを判定する。待機時間が所定時間に達していない場合には（Ｓ２６にて
ＮＯ）、Ｓ２４に戻って、基準液の検出が待たれる。これに対し、待機時間が所定時間に
達した場合には（Ｓ２６にてＹＥＳ）、Ｓ２５へと進んで、上述した尿糖センサ２の出力
値の取得等が行われる。
【００５６】
　ここでは、尿糖計２０の動作状態が準備状態から測定可能状態へと変更された時点から
、所定時間が経過したときに、尿糖センサ２０の出力値が取得されることになる。つまり
、Ｓ２４で基準液が掛けられたことが検出されなくても、尿糖センサ２に基準液が掛けら
れたものと見なされている。その後、Ｓ２７へと進められる。
【００５７】
　このように所定時間の経過により尿糖センサ２に基準液が掛けられたものと見なすこと
によって、使用者が基準液を掛けたにもかかわらず、尿糖計１で尿糖センサ２の出力値が
検出されないといった誤作動を防ぐことが可能となる。
【００５８】
　Ｓ２７において、制御部２５は、取得された出力値、即ち最新値に対する前回値が、既
に記憶されているか否かを判定する。前回値が記憶されている場合には（Ｓ２７にてＹＥ
Ｓ）、Ｓ７以降の処理が実行される。
【００５９】
　即ち、Ｓ７において、制御部２５は、第１の実施の形態の尿糖計１と同様に、最新値が
測定基準値として適しているかを判定する。最新値が測定基準値として適していない場合
には（Ｓ７にてＮＯ）、尿糖計１と同様に、Ｓ１０における最新値の適否判定の回数につ
いての判定、Ｓ１１におけるエラー表示等が行われる。
【００６０】
　一方、最新値が測定基準値として適している場合（Ｓ７にてＹＥＳ）、尿糖計１と同様
に、Ｓ８における最新値の測定基準値としての記憶、Ｓ２８における較正完了の表示等が
行われる。但し、この較正完了の表示は、図７（ｄ）に示す表示によるものとしてよい。
即ち、ここでは、Ｓ２１での表示（同図７（ａ））、Ｓ２３での表示（同図７（ｂ））、
及び、Ｓ２５での表示（同図７（ｃ））における「基準あわせ」の文字表示に代えて、「
較正完了」という文字表示を点滅させるようになっている。この「較正完了」の表示によ
り、使用者にその旨が報知される。
【００６１】
　これらのＳ７以降の処理に対し、Ｓ２７において、前回値が記憶されていない場合（Ｓ
２７にてＮＯ）、即ち、一度の感度較正に際して、初回の基準液測定である場合には、そ
の出力値（最新値）が測定基準値の設定に適していないものとして処理が進められる。つ
まり、この場合、Ｓ７でこの最新値が測定基準値として適しているか否かを判定すること
なく、Ｓ２１から、２回目の基準液測定が、基準液が追加的に掛けられつつ行われること
になる。
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【００６２】
　ここでは、一度の感度較正における初回の基準液測定で、尿糖センサ２０の出力値が安
定していないことを想定している。不安定な初回の出力値が測定基準値の設定に用いられ
ないため、感度較正で設定される測定基準値の信頼性が向上することになる。
【００６３】
　これら図６のフローチャート中の各ステップと、図５のブロック図における各部との対
応関係は、大よそ次の通りである。図６のＳ２５、Ｓ２６が図５の出力値取得部６１に相
当する。図６のＳ７、Ｓ２７が図５の出力値判定部５２に相当する。図６のＳ８が、図２
の基準値設定部５３に相当する。また、図６のＳ２４（特に２回目以降）が、図５の基準
液検出部５４に相当する。
【００６４】
　本尿糖計２０によっても、第１の実施の形態の尿糖計１と同様に、尿糖センサ２の一度
の感度較正に際して、尿糖センサ２の一の出力値が基準値の設定に適しないと、既に得ら
れた尿糖センサ２の出力値から判定された場合、その後に、洗浄処理が行われないまま、
尿糖センサ２に、基準液が追加して掛けられたことが検出される。そのため、一の出力値
が得られた後に必ず洗浄処理が行われていた従来の測定装置と比較して、簡単且つ短時間
にバイオセンサの感度を較正することが可能である。
【００６５】
（他の実施の形態等）
　以上、具体的な実施の形態により本発明を説明したが、本発明は、上記実施の形態に限
定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で変更して実施することができる。
Ａ．　例えば、上記第２の実施の形態において、図６のＳ２３で測定可能状態となってか
ら、基準液が検出されていないにもかかわらず、尿糖センサ２の出力値が取得されるまで
の所定時間が、１０秒に固定されているものとした。これとは異なり、この所定時間とし
て可変値を用いてもよい。例えば、一度の感度較正における初回のＳ２６での判定時には
、所定時間を３０秒とし、２回目以降のＳ２６での判定時には、所定時間を５秒とするこ
とが可能である。
【００６６】
　ここでは、（１）初回に、使用者が即座に基準液を掛ける準備ができておらず、測定可
能状態の報知後に長時間を要すること、（２）また、２回目以降、使用者が基準液をその
まま追加して掛ける準備が整っていて、報知後に長時間を要しないことが想定されている
。これによると、尿糖センサ２の出力値の取得がスムーズに行われることになる。
【００６７】
Ｂ．　また、上記第１の実施の形態において、図３のＳ７では、最新値と前回値との差分
が許容限界値Ａ以下であるか否かによって、この最新値が測定基準値として適しているか
否かを判定した。この最新値と前回値との差分に代えて、最新値と、２回前の測定値であ
る前々回値との差分を用いてもよい。
【００６８】
　さらに、Ｓ７の判定によらず、尿糖センサ２の複数の出力値を用いて、測定基準値を設
定することも可能である。例えば、（１）一度の感度較正において、基準液測定を２回以
上の所定回数繰り返し、（２）この所定回数分だけ取得された出力値の内で、測定基準値
の設定に適すると判定された出力値を仮基準値とする。（３）この得られたすべての仮基
準値の平均を求めて、（４）この平均値を測定基準値として、基準値記憶部５５に格納す
る。
【００６９】
　また、上記（２）で得られた仮基準値の内で最も差の少ない２つの仮基準値の平均を求
め、この平均値を測定基準値として、基準値記憶部５５に格納してもよい。平均を求める
際、仮基準値が得られていなかったときに、図３のＳ１１と同様にエラー表示してもよい
。
【００７０】
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Ｃ．　第１の実施の形態の図３のＳ１３及び第２の実施の形態の図６のＳ２４では、尿糖
センサ２に、基準液が追加して掛けられたことを、尿糖センサ２の出力値の微小な変化に
よって検出した。これとは異なり、尿糖センサ２の温度を検出する温度センサを設けて、
基準液の追加を、その検出された尿糖センサ２の温度の変化により検出してもよい。
【００７１】
　また、尿糖センサ２に加えられた物理的な衝撃を検出する衝撃センサを設けて、基準液
の追加を、その検出された衝撃によって検出してもよい。
【００７２】
　これら温度センサ又は衝撃センサによって基準液の追加が検出される場合、基準液の追
加が尿糖センサの出力変化に現れないときであっても、基準液の追加を確実に検出するこ
とができる。また、この場合には、基準液の追加が無いにもかかわらず、外部ノイズ等に
より尿糖センサに出力変化が生じ、この出力変化が基準液の追加として誤検出されるとい
った不都合が生じ難い。
【００７３】
　さらに、尿糖センサ２に基準液が掛けられた直後、尿糖センサ２に基準液が掛けられた
旨の確認を使用者が入力するための追加確認ボタンを操作部４上に設けてもよい。ここで
は、この追加確認ボタンが実際に使用者に押されて追加が確認されることにより、基準液
の追加が検出されるようになっている。
【００７４】
　追加確認ボタンを用いる場合にあっては、上述した温度センサ等を用いる場合の効果に
加えて、使用者にとって操作手順がわかりやすいといったメリットがある。
【００７５】
　これら複数の検出手段を適宜組み合わせて基準液追加の検出を行うことによって、その
検出をより適切なものにすることができる。
【００７６】
Ｄ．　第１の実施の形態及び第２の実施の形態において、バイオセンサが尿糖センサであ
るものとしたが、バイオセンサは基準液を用いた較正を要する他のセンサであってもよい
。また、被験液測定装置として携帯型の尿糖計を例に挙げたが、他の据え置き型の被験液
測定装置であってもよい。ここにいう被験液測定装置は、臨床検査装置を含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】第１の実施の形態に係る尿糖計の外観を示す図
【図２】尿糖計の感度較正に関する電気回路の構成の概要を示すブロック図
【図３】尿糖計の感度較正に関する動作を説明するための第１のフローチャート
【図４】本尿糖計の感度較正による効果を説明するための図
【図５】第２の実施の形態の尿糖計の感度較正に関する構成の概要を示すブロック図
【図６】尿糖計の感度較正に関する動作を説明するための第２のフローチャート
【図７】尿糖計の感度較正に伴う表示部への表示の例を示す図
【符号の説明】
【００７８】
１，２０………尿糖計
２………………尿糖センサ（バイオセンサ）
３………………表示部（報知手段）
４………………操作部
４ａ……………較正ボタン（指示入力手段）
５，２５………制御部
５１，６１……出力取得部（出力取得手段）
５２……………出力値判定部（判定手段）
５３……………基準値設定部（設定手段）
５４……………基準液検出部（検出手段）
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５５……………基準値記憶部
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