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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】血糖値測定において、定期的に測定を行なうこ
との意欲を保ち、また測定回数が多い場合にでも、スケ
ジュール通りの測定を行ったか分かりやすい画面表示を
有する測定表示装置を提供する。
【解決手段】測定表示装置１０は、画面１２の表示の展
開の初期画面として、文字、イラスト、写真のいずれか
、あるいはそれらの組合せからなるメッセージを事前設
定することが可能である。又測定表示装置１０は、メッ
セージの総数が、所定の期間内の測定回数と同数であり
、設定した順序で測定毎に入れ替わり、所定期間の完了
により最初のメッセージに戻る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応部を備えたバイオセンサを挿入するための筺体と、
　前記反応部に導入した検体の基質の成分量を表示する画面を備え、
　前記画面の表示の展開の初期画面として、文字、イラスト、写真のいずれか、あるいは
それらの組合せからなるメッセージが事前設定可能である測定表示装置。
【請求項２】
　前記メッセージが測定の日毎に入れ替わる、請求項１に記載された測定表示装置。
【請求項３】
　前記メッセージの総数が所定の期間内の測定日数と同数であり、設定された順序で前記
メッセージが測定日毎に入れ替わり、前記期間の完了により最初の前記メッセージに戻る
、請求項２に記載された測定表示装置。
【請求項４】
　前記メッセージが測定毎に入れ替わる、請求項１に記載された測定表示装置。
【請求項５】
　前記メッセージの総数が所定の期間内の測定回数と同数であり、設定された順序で前記
メッセージが測定毎に入れ替わり、前記期間の完了により最初の前記メッセージに戻る、
請求項４に記載された測定表示装置。
【請求項６】
　前記測定表示装置が血糖値測定表示装置である、請求項１から５のいずれかに記載され
た測定表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着脱自在なバイオセンサを挿入して、バイオセンサに検体を点着し、検体中
の基質の成分量を測定して表示する測定表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から種々のバイオセンサ、および、バイオセンサを挿入して使用する測定表示装置
が開示されている。例えば特許文献１には、図５に示すバイオセンサ１００が記載されて
いる。
【０００３】
　図５に示すバイオセンサ１００の構造を図６に示す。図６（ａ）に示す、絶縁体からな
る基板１０１が準備される。基板１０１は、例えば、ポリエチレンテレフタレートシート
、ポリエチレンナフタレートシート、生分解性ポリエステル系樹脂シート、ポリアミドシ
ート、ポリイミドシート、あるいは、セラミック基板からなる。
【０００４】
　図６（ｂ）に示すように、基板１０１上に、一対の測定電極１０２ａ、１０２ｂ、一対
の前方検知電極１０３ａ、１０３ｂ、一対の後方検知電極１０４ａ、１０４ｂが形成され
る。測定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検知電極１０３ａ、１０３ｂ、後方検知電極１０
４ａ、１０４ｂは、白金、金、パラジウム、インジウム－スズ酸化物などの導体薄膜によ
り形成される。導体薄膜の形成方法としては、ホットスタンピング、真空蒸着、スパッタ
リングなどが用いられる。
【０００５】
　図６（ｃ）に示すように、測定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検知電極１０３ａ、１０
３ｂの先端部、後方検知電極１０４ａ、１０４ｂの先端部の上に、反応部１０５が形成さ
れる。反応部１０５は、酸化還元酵素および電子受容体を含む膜である。反応部１０５は
、液体状態の材料を所望の位置に滴下し、乾燥させて形成される。
【０００６】
　図６（ｄ）にスペーサー１０７を示す。図６（ｆ）に示すように、基板１０１上にスペ



(3) JP 2012-177554 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

ーサー１０７が載置される。スペーサー１０７は、測定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検
知電極１０３ａ、１０３ｂの先端、後方検知電極１０４ａ、１０４ｂの先端、および、反
応部１０５を避けて載置される。
【０００７】
　図６（ｅ）にカバー１０８を示す。図６（ｆ）に示すように、スペーサー１０７の上に
カバー１０８が載置される。カバー１０８により、測定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検
知電極１０３ａ、１０３ｂ、後方検知電極１０４ａ、１０４ｂ、および、反応部１０５が
覆われる。スペーサー１０７により、カバー１０８と反応部１０５は一定間隔（概略スペ
ーサー１０７の厚さ）で対向する。
【０００８】
　以上のようにして、図５に示すバイオセンサ１００が作製される。
【０００９】
　図５に示すように、検体（血液など）の供給口１０６は、バイオセンサ１００の先端に
ある。供給口１０６に検体が点着されると、検体は反応部１０５とカバー１０８の隙間を
毛細管現象により進行し、反応部１０５の表面上に広がる。
【００１０】
　反応部１０５の表面上に広がった検体は、反応部１０５と反応する。このとき、測定電
極１０２ａ、１０２ｂ間に電位差が生じ、電子が授受される。反応部１０５の材料を適正
に選択すると、検体の基質成分量（例えば血液中のグルコース量）に比例した電子の授受
が生じる。一対の測定電極１０２ａ、１０２ｂは、基質成分量を測定することに用いられ
る。
【００１１】
　血液中のグルコース（血糖）を測定する場合、酸化還元酵素として、例えばグルコース
オキシターゼ、電子受容体として、例えばフェリシアン化カリウムが用いられる。血液中
のグルコース成分量が高いと、測定電極１０２ａ、１０２ｂの間で授受される電子の量が
多くなる。
【００１２】
　前方検知電極１０３ａ、１０３ｂの先端は、供給口１０６近傍に位置する。前方検知電
極１０３ａ、１０３ｂ間に電流が流れることにより、検体が供給口１０６に点着したこと
が検知される。
【００１３】
　後方検知電極１０４ａ、１０４ｂの先端は、反応部１０５の後端に位置する。後方検知
電極１０４ａ、１０４ｂ間に電流が流れることにより、検体が後方検知電極１０４ａ、１
０４ｂまで到達したことが検知される。これにより、反応部１０５の上に検体が十分に広
がり、所望の反応が行なわれたことが推定される。
【００１４】
　図７に示すように、バイオセンサ１００は測定表示装置２００に挿入される。測定表示
装置２００は、筐体２０１と画面２０２を備える。
【００１５】
　図８に示すように、筐体２０１はその内部に、端子２０３、測定回路２０４、データ生
成回路２０５、ドライバ回路２０６を備える。端子２０３には、バイオセンサ１００の測
定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検知電極１０３ａ、１０３ｂ、後方検知電極１０４ａ、
１０４ｂが接続される。
【００１６】
　測定回路２０４は、端子２０３を通じて測定電極１０２ａ、１０２ｂ、前方検知電極１
０３ａ、１０３ｂ、後方検知電極１０４ａ、１０４ｂに所定の電圧を印加する。
【００１７】
　前方検知電極１０３ａ、１０３ｂ間に流れた電流から検体が供給口１０６に点着したこ
とが検知される。後方検知電極１０４ａ、１０４ｂ間に流れた電流から、検体が後方検知
電極１０４ａ、１０４ｂまで到達したことが検知される。そして、測定電極１０２ａ、１
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０２ｂ間に流れた電流から検体の基質成分量が測定される。
【００１８】
　データ生成回路２０５は、基質成分量の表示データを生成する。ドライバ回路２０６は
、画面２０２に基質成分量を表示させる。
【００１９】
　バイオセンサ１００が測定表示装置２００に挿入された後、測定回路２０４により基質
成分量が測定され、画面２０２に表示される。バイオセンサ１００の反応部１０５は不可
逆反応をするため、バイオセンサ１００は１回使用すると再度の使用はできない。そのた
め、バイオセンサ１００は測定の度に交換される。
【００２０】
　測定表示装置２００は携帯に便利なように、小型に作られている。画面２０２も小型で
あり、僅かの内容しか表示できない。そのため、表示内容は画面を順次切り替えて表示さ
れる。画面を順次切り替えて表示することを、本明細書では画面表示の展開という。
【００２１】
　図９に、測定開始から測定完了までの、従来の画面２０２表示の展開を示す。
【００２２】
　「ＯＦＦ状態」では画面２０２に何も表示されていない。スイッチ２０７を入れると、
画面２０２は「全画面表示」となる。これは、表示に欠落がないか確認するために用いら
れる。所定の時間経過後、「全画面表示」から「現在の日付と時間の表示」に変更される
。これは、日付と時間に誤りがないか確認するために用いられる。
【００２３】
　バイオセンサ１００には、正常な測定のできる適正温度範囲がある。そのため測定表示
装置２００の温度が適正温度範囲外であるとき、「温度警告」が表示される。しかし測定
表示装置２００の温度が適正温度範囲内であるときは、「温度警告」は表示されない。
【００２４】
　次に、バイオセンサ１００を測定表示装置２００に挿入する旨の指示が表示される。
【００２５】
　バイオセンサ１００を測定表示装置２００に挿入すると、「前回の測定値」が表示され
る。
【００２６】
　所定時間経過後、検体をバイオセンサ１００に点着する旨の指示が表示される。
【００２７】
　検体をバイオセンサ１００に点着すると、検体は反応部１０５の上に広がり、反応部１
０５との反応が進行する。反応には所定の時間（５秒～１０秒程度）が必要である。この
とき反応中であることを示すため、反応完了までの待時間（例えば、「５、４、３、２、
１、０」）が表示される。
【００２８】
　反応が完了して検体の基質成分量の計算が終わると、「測定値」が表示される。これに
より、一連の測定が終了する。
【００２９】
　バイオセンサ１００と測定表示装置２００の最も一般的な使用者は、血糖値を自分で測
定して、自己管理を行なっている糖尿病患者である。血糖値測定の頻度は患者によって異
なるが、少ない人で、２回／日×１日／週＝２回／週程度、多い人では、６回／日×７日
／週＝４２回／週もの測定が必要である。
【００３０】
　血糖値の自己測定は、時間と手間と費用がかかるため、医師の指示通りに定期的に測定
を行なう意欲を保つのが難しい。また、特に測定回数が多い場合（例えば、６回／日）、
スケジュール通りの測定をしたか否か分からなくなる可能性がある。
【００３１】
　しかし、従来の測定表示装置２００の画面２０２表示の展開は、上記の問題を考慮した
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展開になっていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３２】
【特許文献１】特開２００８－３０４１９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　従来の測定表示装置の画面表示の展開は、自己測定者（患者）の測定意欲を保つことを
考慮した展開ではなかった。また、従来の測定表示装置の画面表示の展開は、スケジュー
ル通りの測定をしたか否か明確に分かるような展開ではなかった。
【００３４】
　本発明の目的は、自己測定者の測定意欲を保つような画面展開を備えた測定表示装置を
実現することである。また、本発明の目的は、スケジュール通りの測定をしたか否かが明
確に分かるような画面展開を備えた測定表示装置を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
（１）本発明の測定表示装置においては、反応部を備えたバイオセンサを筺体に挿入する
。本発明の測定表示装置の備える画面は、反応部に導入した検体の基質の成分量を表示す
る。本発明の測定表示装置では、画面の表示の展開の初期画面として、文字、イラスト、
写真のいずれか、あるいはそれらの組合せからなるメッセージが事前設定できる。
（２）本発明の測定表示装置の備えるメッセージは測定の日毎に入れ替わる。
（３）本発明の測定表示装置の備えるメッセージは、総数が、所定の期間内の測定日数と
同数であり、設定した順序で測定日毎に入れ替わり、期間の完了により最初のメッセージ
に戻る。
（４）本発明の測定表示装置の備えるメッセージは測定毎に入れ替わる。
（５）本発明の測定表示装置の備えるメッセージは、総数が、所定の期間内の測定回数と
同数であり、設定した順序で測定毎に入れ替わり、期間の完了により最初のメッセージに
戻る。
（６）本発明の測定表示装置は血糖値測定表示装置である。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明の測定表示装置は、自己測定者の測定意欲を保つような画面展開を備える。また
、本発明の測定表示装置は、スケジュール通りの測定をしたか否か明確に分かる画面展開
を備える。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の測定表示装置の外観図
【図２】本発明の測定表示装置に挿入されるバイオセンサの外観図
【図３】本発明の測定表示装置の構成図
【図４】本発明の測定表示装置の画面表示の展開を示す図
【図５】従来の測定表示装置に挿入されるバイオセンサの外観図
【図６】従来の測定表示装置に挿入されるバイオセンサの構成図
【図７】従来の測定表示装置の外観図
【図８】従来の測定表示装置の構成図
【図９】従来の測定表示装置の画面表示の展開を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　図１に本発明の測定表示装置１０の一例を示す。測定表示装置１０は、筐体１１と画面
１２を備える。筐体１１はスイッチ１７と、ＰＣ（パーソナルコンピューター）、携帯電
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話等の情報通信機器との外部機器接続端子１８を備える。測定表示装置１０の先端に、バ
イオセンサ２０が挿入される。
【００３９】
　図２に本発明の測定表示装置１０に挿入されるバイオセンサ２０の一例を示す。図２に
示すバイオセンサ２０においては、基板２１上に、一対の測定電極２２ａ、２２ｂ、一対
の前方検知電極２３ａ、２３ｂ、一対の後方検知電極２４ａ、２４ｂが形成される。
【００４０】
　基板２１は、例えば、ポリエチレンテレフタレートシート、ポリエチレンナフタレート
シート、生分解性ポリエステル系樹脂シート、ポリアミドシート、ポリイミドシート、あ
るいは、セラミック基板からなる。
【００４１】
　測定電極２２ａ、２２ｂ、前方検知電極２３ａ、２３ｂ、後方検知電極２４ａ、２４ｂ
は、白金、金、パラジウム、インジウム－スズ酸化物などの導体薄膜から形成される。導
体薄膜は、ホットスタンピング、真空蒸着、スパッタリングなどの手法により形成される
。
【００４２】
　測定電極２２ａ、２２ｂ、前方検知電極２３ａ、２３ｂの先端部、後方検知電極２４ａ
、２４ｂの先端部の上に、反応部２５が形成される。
【００４３】
　反応部２５は、酸化還元酵素および電子受容体を含む膜である。反応部２５は、液体状
態の材料を所望の位置に滴下し、乾燥させて形成される。
【００４４】
　基板２１上にスペーサー２７が載置される。スペーサー２７は、測定電極２２ａ、２２
ｂ、前方検知電極２３ａ、２３ｂの先端、後方検知電極２４ａ、２４ｂの先端、および、
反応部２５を避けて載置される。
【００４５】
　スペーサー２７の上にカバー２８が載置される。カバー２８により、測定電極２２ａ、
２２ｂ、前方検知電極２３ａ、２３ｂ、後方検知電極２４ａ、２４ｂ、および反応部２５
が覆われる。スペーサー２７により、カバー２８と反応部２５は一定間隔（概略スペーサ
ー２７の厚さ）で対向する。
【００４６】
　検体（血液など）の供給口２６は、バイオセンサ２０の先端にある。供給口２６に検体
が点着されると、検体は反応部２５とカバー２８の隙間を毛細管現象により進行し、反応
部２５の表面上に広がる。
【００４７】
　反応部２５の表面上に広がった検体は、反応部２５と反応する。このとき、測定電極２
２ａ、２２ｂ間に電位差が生じ、電子が授受される。反応部２５の材料を適正に選択する
と、検体の基質成分量（例えば血液中のグルコース量）に比例した電子の授受が生じる。
一対の測定電極２２ａ、２２ｂは、基質成分量を測定することに用いられる。
【００４８】
　血液中のグルコース（血糖）を測定する場合、酸化還元酵素として、例えばグルコース
オキシターゼ、電子受容体として、例えばフェリシアン化カリウムが用いられる。血液中
のグルコース成分量が高いと、測定電極２２ａ、２２ｂの間で授受される電子の量が多く
なる。
【００４９】
　前方検知電極２３ａ、２３ｂの先端は、供給口２６近傍に位置する。前方検知電極２３
ａ、２３ｂ間に電流が流れることにより、検体が供給口２６に点着したことが検知される
。
【００５０】
　後方検知電極２４ａ、２４ｂの先端は、反応部２５の後端に位置する。後方検知電極２
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４ａ、２４ｂ間に電流が流れることにより、検体が後方検知電極２４ａ、２４ｂまで到達
したことが検知される。これにより、反応部２５の上に検体が十分広がり、所望の反応が
行なわれたことが推定される。
【００５１】
　図３に示すように、筐体１１はその内部に、端子１３、測定回路１４、データ生成回路
１５、ドライバ回路１６、外部機器接続端子１８を備える。端子１３には、バイオセンサ
２０の測定電極２２ａ、２２ｂ、前方検知電極２３ａ、２３ｂ、後方検知電極２４ａ、２
４ｂが接続される。外部機器接続端子１８には、ＰＣ、携帯電話等の事前設定用情報通信
機器１９が接続される。
【００５２】
　測定回路１４は、端子１３を通じて測定電極２２ａ、２２ｂ、前方検知電極２３ａ、２
３ｂ、後方検知電極２４ａ、２４ｂに所定の電圧を印加する。前方検知電極２３ａ、２３
ｂ間に流れた電流から検体が供給口２６に点着したことが検知される。後方検知電極２４
ａ、２４ｂ間に流れた電流から、検体が後方検知電極２４ａ、２４ｂまで到達したことが
検知される。そして、測定電極２２ａ、２２ｂ間に流れた電流から検体の基質成分量（例
えば血糖値）が測定される。
【００５３】
　データ生成回路１５は、基質成分量の表示データを生成する。ドライバ回路１６は、画
面１２に基質成分量を表示させる。バイオセンサ２０が測定表示装置１０に挿入された後
、測定回路１４により基質成分量が測定され、画面１２に基質成分量が表示される。バイ
オセンサ２０の反応部２５は不可逆反応を行なうため、バイオセンサ２０は１回の使用で
使えなくなる。そのため、測定毎にバイオセンサ２０は交換される。
【００５４】
　測定表示装置１０は携帯に容易なように、小型に作られている。画面１２も小型であり
、僅かの内容しか表示できない。そのため、表示内容は画面を順次切り替えて表示される
。
【００５５】
　本発明の測定表示装置１０においては、ＰＣ、携帯電話等の事前設定用情報通信機器１
９を用いて、測定表示装置１０の画面１２表示の展開を、事前に設定することができる。
（本発明の測定表示装置１０は、画面１２表示の展開を事前に設定しないときは、従来の
測定表示装置２００と同じように使用できる。）事前設定項目として、測定回数（回／日
、日／週）、食事の前後の測定の有無、測定時刻等がある。これらは通常、医師の指示に
よる。
【００５６】
　さらに事前設定項目として、各測定時の初期画面（ＯＦＦ状態からスイッチ１７を入れ
た時に表示される最初の画面表示）が設定できる。初期画面に設定されるメッセージとし
て、文字、イラストあるいは写真からなるメッセージが利用できる。これらのメッセージ
は使用者が好みに応じて自由に設定できる。メッセージは測定の励みになるものが望まし
い。文字の例として、自分自身の決意の言葉、あるいは医師や家族の激励の言葉がある。
イラストの例として、アニメのヒーローやヒロインがある。写真の例として、子や孫やペ
ット、風景、花の写真がある。このようなメッセージを見ることにより、使用者は測定に
意欲が沸き、測定の億劫さを避けることが出来る。
【００５７】
　メッセージは固定でも良いが、測定の日毎に入れ替わり、所定期間（例えば一週間）で
一巡することが望ましい。例えば、月曜、水曜、金曜に１回ずつ測定しなければならない
ときは、３種類のメッセージＡ、Ｂ、Ｃを事前設定しておく。この場合、初期画面は、月
曜の未明にメッセージＡに入れ替わり、水曜の未明にメッセージＢに入れ替わり、金曜の
未明にメッセージＣに入れ替わり、次の月曜の未明に再びメッセージＡに入れ替わる。但
し、スケジュール通りに測定をしないと、メッセージは入れ替わらない。
【００５８】
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　このように事前設定すると、初期画面を見るだけで、スケジュールに従った測定をして
いるかどうか確認できる。メッセージＡが月曜の測定に設定されており、メッセージＢが
水曜の測定に設定されているから、水曜の測定をしようとしたとき、初期画面がメッセー
ジＢであれば、測定はスケジュール通り行なわれていたことが分かる。しかし初期画面が
メッセージＡであれば、月曜の測定は行なわれていなかったことになる。つまり初期画面
がメッセージＡであることから、月曜の測定を忘れていたことに容易に気づく。
【００５９】
　もっと測定回数が多いときは、メッセージは各測定毎に入れ替わり、所定期間（例えば
一週間）で一巡することが望ましい。例えば、毎日、昼食の前後に測定しなければならな
いときは、１４種類のメッセージＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ
、Ｎを事前設定しておく。日曜の昼食前のメッセージがＡ、昼食後のメッセージがＢ、月
曜の昼食前のメッセージがＣ、昼食後のメッセージがＤ、...、土曜の昼食前のメッセー
ジがＭ、昼食後のメッセージがＮである。これらのメッセージは、スケジュール通りの測
定をすることにより、設定通りに入れ替わる。
【００６０】
　このように事前設定すると、初期画面を見るだけで、スケジュールに従った測定をして
いるかどうか確認できる。メッセージＡが日曜の昼食前の測定について設定されており、
メッセージＢが日曜の昼食後の測定について設定されているから、日曜の昼食後の測定を
しようとしたとき、初期画面がメッセージＢであれば、その日の測定はスケジュール通り
行なわれていたことが分かる。しかし初期画面がメッセージＡであれば、昼食前の測定は
行なわれていなかったことになる。つまり初期画面がメッセージＡであることから、昼食
前の測定を忘れていたことに容易に気づく。
【００６１】
　従来の測定表示装置２００でも、前回の測定時刻を表示することは可能であったが、前
回の測定時刻はスケジュール通りでなくても見逃がす可能性がある。本発明の測定表示装
置１０のように、初期画面が毎回変わる方が誤りを見逃がす可能性が低い。
【００６２】
　図４に測定開始から測定完了までの、本発明の測定表示装置１０の画面１２表示の展開
を示す。本発明の測定表示装置１０の画面１２表示の展開は、事前設定をしない場合と、
事前設定をした場合で異なる。
【００６３】
　（事前設定をしない場合）
　事前設定をしない場合、従来の測定表示装置２００と同じ画面表示の展開となる。
【００６４】
　「ＯＦＦ状態」では画面１２に何も表示されていない。ＯＦＦ状態でスイッチ１７を入
れると、画面１２は「全画面表示」となる。これは、表示ドットに欠落がないか確認する
ために用いられる。所定の時間経過後、「全画面表示」から「現在の日付と時間の表示」
に変更される。これは、日付と時間に誤りがないか確認するために用いられる。
【００６５】
　バイオセンサ２０には、正常な測定のできる適正温度範囲（例えば、１０℃～３５℃）
がある。そのため測定表示装置１０の温度が適正温度範囲外であるときは、「温度警告」
が表示される。しかし測定表示装置１０の温度が適正温度範囲内であるときは、「温度警
告」は表示されない。
【００６６】
　次に、バイオセンサ２０を測定表示装置１０に挿入する指示が表示される。
【００６７】
　バイオセンサ２０を測定表示装置１０に挿入すると、「前回の測定値」が表示される。
【００６８】
　所定時間経過後、検体をバイオセンサ２０に点着する指示が表示される。
【００６９】
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　検体をバイオセンサ２０に点着すると、検体は反応部２５の上に広がり、反応部２５と
の反応が進行する。反応には所定の時間（５秒～１０秒程度）が必要である。このとき反
応中であることを示すため、反応完了までの待時間（例えば、「５、４、３、２、１、０
」）が表示される。
【００７０】
　反応が完了して、検体の基質成分量の計算が終わると、今回の「測定値」が表示される
。これにより、一連の測定が終了する。
【００７１】
　事前設定をしない場合、画面１２表示の展開は、従来の画面２０２表示の展開と同じで
ある。そのため本発明の測定表示装置１０は、ＰＣ、携帯電話等の情報通信機器が無い、
時間が無い、メッセージは不要などにより事前設定をしない場合、従来の測定表示装置２
００と同様に使用できる。従って、事前設定をしなくても問題はない。
【００７２】
　（事前設定をした場合）
　「ＯＦＦ状態」では画面１２に何も表示されていない。ＯＦＦ状態でスイッチ１７を入
れると、画面１２は事前設定した文字、イラスト、写真、あるいはそれらを組み合わせた
メッセージになる。メッセージにより得られる効果は、測定に対して意欲を持てる（飽き
がこない）ことと、スケジュール通りの測定になっているかどうかを容易に確認できるこ
とである。
【００７３】
　所定の時間経過後、画面１２は「全画面表示」となる。これは、表示ドットに欠落がな
いか確認するために用いられる。更に所定の時間経過後、画面１２は「全画面表示」から
「現在の日付と時間の表示」に変更される。これは、日付と時間に誤りがないか確認する
ために用いられる。
【００７４】
　測定表示装置１０の温度が適正温度範囲外であるとき、「温度警告」が表示される。し
かし測定表示装置１０の温度が適正温度範囲内であるときは、「温度警告」は表示されな
い。
【００７５】
　次に、バイオセンサ２０を測定表示装置１０に挿入する指示が表示される。
【００７６】
　バイオセンサ２０を測定表示装置１０に挿入すると、「前回の測定値」が表示される。
【００７７】
　所定時間経過後、検体をバイオセンサ２０に点着する指示が表示される。
【００７８】
　検体をバイオセンサ２０に点着すると、検体は反応部２５の上に広がり、反応部２５と
の反応が進行する。反応には所定の時間（５秒～１０秒程度）が必要である。このとき反
応中であることを示すため、反応完了までの待時間（例えば、「５、４、３、２、１、０
」）が表示される。
【００７９】
　反応が完了して、検体の基質成分量の計算が終わると、今回の「測定値」が表示される
。これにより、一連の測定が終了する。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明により、自己測定者の測定意欲を保つような画面展開を備えた測定表示装置が実
現される。また、本発明により、スケジュール通りの測定をしたか否かが明確に分かるよ
うな画面展開を備えた測定表示装置が実現される。
【符号の説明】
【００８１】
１０ 測定表示装置
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１１ 筐体
１２ 画面
１３ 端子
１４ 測定回路
１５ データ生成回路
１６ ドライバ回路
１７ スイッチ
１８ 外部機器接続端子
１９ 事前設定用情報通信機器
２０ バイオセンサ
２１ 基板
２２ａ、２２ｂ 測定電極
２３ａ、２３ｂ 前方検知電極
２４ａ、２４ｂ 後方検知電極
２５ 反応部
２６ 供給口
２７ スペーサー
２８ カバー
１００ バイオセンサ
１０１ 基板
１０２ａ、１０２ｂ 測定電極
１０３ａ、１０３ｂ 前方検知電極
１０４ａ、１０４ｂ 後方検知電極
１０５ 反応部
１０６ 供給口
１０７ スペーサー
１０８ カバー
２００ 測定表示装置
２０１ 筐体
２０２ 画面
２０３ 端子
２０４ 測定回路
２０５ データ生成回路
２０６ ドライバ回路
２０７ スイッチ
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