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(57)【要約】
　本発明は、血糖測定の際にヘマトクリットを補正する
ための方法および装置に関し、該方法および装置におい
て、研究分析装置などの基準器（３４）により、特定の
ユーザから採取した基準血液試料のヘマトクリット基準
値を決定する手段、該ユーザの新鮮な血液試料を使い捨
て分析検査素子（１２）に適用する手段、血糖測定器（
１０）において検査素子（１２）を１回使用することに
より新鮮な血液試料の血糖値を測定する手段、少なくと
もヘマトクリット基準値を用いてヘマトクリット補正値
を決定する手段、調整血糖値を得るためにヘマトクリッ
ト補正値を用いて測定血糖値を調整する手段が提案され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血糖測定器（１０）においてヘマトクリットを補正する方法であって、
　ａ）好ましくは研究分析装置として形成された基準器（３４）により、特定のユーザか
ら採取した基準血液試料のヘマトクリット基準値を決定する工程、
　ｂ）該ユーザの新鮮な血液試料を使い捨て分析検査素子（１２）に適用する工程、
　ｃ）血糖測定器（１０）において検査素子（１２）を１回使用することにより新鮮な血
液試料の血糖値を測定する工程、
　ｄ）少なくともヘマトクリット基準値を用いてヘマトクリット補正値を決定する工程、
　ｅ）調整血糖値を得るためにヘマトクリット補正値を用いて測定血糖値を調整する工程
、
を含む方法。
【請求項２】
　ヘマトクリット基準値を、無線または有線インターフェース（３０）を介して血糖測定
器（１０）のメモリ（２４）に送信することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ヘマトクリット基準値を、ユーザがアクセス不能な血糖測定器（１０）外のソフトウェ
ア（３６）を使用して血糖測定器（１０）に送信する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　ヘマトクリット基準値を、ユーザのユーザ識別子に関連させて血糖測定器（１０）外の
外部データベース（３８）に保存する、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　血糖測定器（１０）は、自動的にユーザを識別するための機械読み取り可能手段（４０
）、具体的にはＲＦＩＤチップを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　血糖測定器（１０）が設けるクエリによりユーザの本人確認をすること、およびユーザ
による確認の入力を要求することを更に含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項７】
　ユーザに、ヘマトクリットに影響する生活環境の変化について質問することを更に含む
、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　ヘマトクリット基準値の所与の時間内の適時性を検証することを更に含む、請求項１～
７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　個人データが測定血糖値の補正のために使用される旨をユーザに通知することをさらに
含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　ヘマトクリット基準値の利用可能性を含む所定の条件を充足している場合には調整血糖
値をユーザに表示し、そうでない場合には測定血糖値を表示することを更に含む、請求項
１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　ヘマトクリット補正値をヘマトクリット基準値および測定血糖値に依存して決定する、
請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　ヘマトクリット補正値の決定は、検査素子（１２）および／または血糖測定器（１０）
の所与の設計について経験的または実験的に決定された１つまたは複数の補正関数または
１つの参照表を使用することを含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　新鮮な血液試料の血糖値を分析検査素子（１２）上で測光的又は電気化学的な検出によ
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り測定する、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　血糖測定器を、その場で自己検査するのに使用可能な手持ち式装置として構成する、請
求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　ヘマトクリット補正に適合させた血糖測定器（１０）であって、
　ａ）血液試料を適用可能である又は適用された少なくとも１つの使い捨て検査素子（１
２）を受け取るように構成された手段（１４）、
　ｂ）特定のユーザの新鮮な血液試料を載せた検査素子（１２）を用いて血糖値を測定す
るために適合させた検出器（１６）、
　ｃ）該ユーザの基準血液試料のヘマトクリット基準値を入力するように構成されたイン
ターフェース（３０）、
　ｄ）ヘマトクリット基準値および測定血糖値を用いてヘマトクリット補正値を決定し、
該ヘマトクリット補正値を用いて測定血糖値を調整するために適合させたプロセッサ（２
０；２２）、
を含む血糖測定器（１０）。
【請求項１６】
　ヘマトクリット基準値の提供に依存して、血糖測定のヘマトクリット補正ができるよう
に動作可能な手段（４２）を更に含む、請求項１４に記載の血糖測定器。
【請求項１７】
　その場で自己検査するのに使用可能な手持ち式装置として構成された、請求項１４又は
１５に記載の血糖測定器。
【請求項１８】
　ヘマトクリット補正に適合させたシステムであって、請求項１５～１７のいずれかに記
載の血糖測定器、および血糖測定器（１０）の特定のユーザから採取した基準血液試料の
ヘマトクリット基準値を決定するための好ましくは研究分析装置として形成された基準器
（３４）、を含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それぞれ請求項１および１５に係るヘマトクリットを補正する方法および血
糖測定器に関する。本発明はさらに、携帯型血糖測定器および基準器を含むシステムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘマトクリット（ＨＣＴ）は、全血における赤血球の体積百分率（％）として定義でき
る。ＨＣＴは、通常、男性では約４５％女性では４０％であるが、極端な場合には約２０
％～約７０％の範囲に及ぶこともある。ヘマトクリット値が検査する血液試料の血糖レベ
ルに影響を与えることが知られている。このようなヘマトクリットによる干渉を考慮に入
れるために、血糖検査に加え、例えば、複数の波長、導電性、または他の検査により試料
のヘマトクリット実測値を更に測定することが提案されている。しかし、そのような測定
は、自己検査装置が望まず複雑になってしまうことを意味し、そして測定の確実性が低く
なる傾向がある。代わりに、例えば、層を分離して赤血球をそこに留める使い捨て検査化
学を設計することでヘマトクリットの影響を低減する努力がされている。しかし、このよ
うな方法は、残存依存関係（Ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙ）に対しヘマトク
リットの影響を排除することができるのみである。
【０００３】
　本発明の目的は、血糖測定においてヘマトクリット値を補正するための既知の方法およ
び装置を更に改善し、特に自己検査環境において過度の努力なしに測定の確実性を高める
ことである。
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【０００４】
　かかる目的を達成するために、独立請求項に記載の特徴を組み合わせることが提案され
る。本発明の有利な実施形態および更なる変形例は、従属請求項より導かれる。
【０００５】
　本発明は、同一人の平均／平均（ｍｅａｎ／ａｖｅｒａｇｅ）ヘマトクリットは、（通
常の生活条件において）限られた範囲内でのみ変動するという知見に基づく。従って、血
糖測定器においてヘマトクリットを補正する方法であって、
　好ましくは研究分析装置として形成された基準器により、特定のユーザから採取した基
準血液試料のヘマトクリット基準値を決定する工程、
　該ユーザの新鮮な血液試料を使い捨て分析検査素子に適用する工程、
　血糖測定器において検査素子を１回使用することにより新鮮な血液試料の血糖値を測定
する工程、
　少なくともヘマトクリット基準値を用いてヘマトクリット補正値を決定する工程、
　バイアスのない調整血糖値を得るためにヘマトクリット補正値を用いて測定血糖値を調
整する工程を含む方法を、本発明により提案する。
【０００６】
　このような方法により、ヘマトクリット基準値の決定（これは、臨床または研究分析装
置を用いて正確に測定可能である）が必要なのは一度だけでありながら、その場で日常的
に血糖を何度も測定することができ、測定に多くの努力を要することなくただ一つの同一
ヘマトクリット基準値に基づき測定値を補正することが可能である。これは、所与の検査
構造および装置を備える典型的な血糖自己監視システムのヘマトクリット依存性が比較的
一定であるという知見のためである。測定血糖値は、他のデータを処理する目的の手持ち
式装置または家庭用測定器に含まれるプロセッサで容易に調整することができる。したが
って、このシステムの性能が大幅に向上でき、その結果、測定器は、特定のユーザ、つま
り、個人向けの装置として各人に合ったものにできる。このように、ヘマトクリットの補
正は、血糖バイアスを決定するために患者の血液試料をその都度いちいち研究室に持って
こさせる必要なく、血糖監視システム上で容易に実現可能である。
【０００７】
　取り扱いを簡便にするために、ヘマトクリット基準値を、無線または有線インターフェ
ースを介して血糖測定器のメモリに送信してもよく、そうすると有利である。
【０００８】
　安全性を考慮して、ヘマトクリット基準値を、ユーザがアクセス不能な血糖測定器外の
装置の外部ソフトウェアを使用して血糖測定器に送信するとさらに有利である。
【０００９】
　ヘマトクリット値基準値を、ユーザのユーザ識別子に関連させて血糖測定器外の外部デ
ータベースに保存して、簡便性を更に向上してもよい。
【００１０】
　個人装置のデータ交換を容易にするために、血糖測定器は、自動的にユーザを識別する
ための機械読み取り可能手段、具体的にはＲＦＩＤチップを含んでもよい。
【００１１】
　安全性を向上する別の方法で、血糖測定器が設けるクエリによってユーザの本人確認す
ることがあり、この際、ユーザによる確認の入力が要求される。
【００１２】
　ヘマトクリット基準値の最終的な偏差を考慮するために、ユーザに、ヘマトクリットに
影響する生活環境の変化について質問してもよい。
【００１３】
　信頼性を確認するために、ヘマトクリット基準値の所与の時間内の適時性を検証するこ
とが好ましい。
【００１４】
　患者又はユーザの更なる認識のために、個人データが測定血糖値の補正のために使用さ
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れる旨をユーザに通知すると有利である。
【００１５】
　検査媒体の望ましくない損失を回避するために、有利な実施形態では、ヘマトクリット
基準値、および場合によりその値の適時性の利用可能性を含む所定の条件を充足している
場合には調整血糖値をユーザに表示し、そうでない場合にはフォールバックの結果として
測定血糖値を表示するようにしてもよい。
【００１６】
　また、ヘマトクリット補正値をヘマトクリット基準値および測定血糖値に依存して決定
すると、ヘマトクリットの影響を更に排除するのに有利である。
【００１７】
　ヘマトクリット補正値の決定が、最終的には血糖測定器と組み合わせた検査素子の構成
に関連して経験的に決定された１つまたは複数の補正関数または１つの参照表を使用する
ことを含むと有利である。
【００１８】
　ヘマトクリット補正は、新鮮な血液試料の血糖値を分析検査素子上で測光的又は電気化
学的な検出により測定すると特に効果的である。
【００１９】
　血糖測定器を、研究室以外の環境において自己検査する検査者またはユーザが使用可能
な携帯型手持ち式装置として構成するのが有利である。
【００２０】
　ヘマトクリット補正に適合させた血糖測定器に関し、上記課題を解決するために、以下
の特徴の組合せることが、本発明により提案されている。
　血液試料を適用可能である又は適用された少なくとも１つの使い捨て検査素子を受け取
るように構成された手段、
　特定のユーザの新鮮な血液試料を載せた検査素子を用いて血糖値を測定するために適合
させた検出器、
　該ユーザの基準血液試料のヘマトクリット基準値を入力するように構成されたインター
フェース、
　ヘマトクリット基準値および測定血糖値を用いてヘマトクリット補正値を決定し、該ヘ
マトクリット補正値を用いて測定血糖値を調整するために適合させたプロセッサ。
【００２１】
　ヘマトクリット補正を信頼性高く実行するために、（有効な）ヘマトクリット基準値の
提供に依存して、血糖測定のヘマトクリット補正ができるように動作可能な手段を設ける
ことが有利である。また、ヘマトクリット基準値を欠く場合には未補正の測定結果を、ユ
ーザに対応する表示と一緒に設けることが考えられる。
【００２２】
　本発明の更なる態様は、ヘマトクリット補正に適合させたシステムであって、本発明に
係る血糖測定器および血糖測定器の特定のユーザから採取した基準血液試料のヘマトクリ
ットの基準値を決定するための好ましくは研究分析装置として形成された基準器を含むシ
ステムを含む。
【００２３】
　本発明を、更に、概略的に図面で示す実施例に基づき以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、ヘマトクリット補正用の外部基準システムに接続された血糖測定器の部
分概略斜視図である。
【００２５】
【図２】図２は、所与のヘマトクリット値について、血糖濃度Ｃに対するヘマトクリット
誘導性血糖バイアスΔのプロットである。
【発明を実施するための形態】



(6) JP 2016-502088 A 2016.1.21

10

20

30

40

50

【００２６】
　図１は、日常の環境において自己検査する検査者またはユーザが使用可能な使い捨て検
査ストリップ１２を挿入するための例示的な手持ち式血糖測定器１０を示す。測定器１０
は、ストリップ１２のテストパッド１８の反射率を読み取るための反射光度検出器１６の
光路内に検査ストリップ１２を位置決めするためのホルダー１４を備える。ユーザがその
場で採取した少量の新鮮な全血試料をテストパッド１８に適用可能であり、ここで、試薬
が血糖と反応することにより反射率の変化をもたらし、この反射率によりテストパッド１
８の底部から反射光度検出器１６による検出が可能である。このような測定は、それ自体
が当業者に公知であり、より詳細に説明する必要はない。更に、血液試料のヘマトクリッ
ト含有量が、例えば、テストパッド１８内の拡散効果により、試験対象の血糖レベルに影
響を与え得ることも公知である。
【００２７】
　測定信号を処理および補正するために、電子機器２０は、プロセッサ２２、メモリ２４
、ユーザと相互作用するためのディスプレイ２６およびキー２８、ならびに最終的に外部
基準システム３２へ接続するためのインターフェース３０を備える。プロセッサ２２は、
あらかじめ基準システム３２を介して供与されメモリ２４に保存されている測定血糖値お
よびヘマトクリット基準値を使用してヘマトクリットを補正するように適合されている。
【００２８】
　ヘマトクリット基準値は、研究分析装置として形成された外部基準器３４によって決定
することができる。この目的のために、特定のユーザが基準血液試料を提供して、臨床ま
たは研究室の設定において基準器３４を用いて分析されるようしてもよい。決定ヘマトク
リット基準値は、測定器１０の外部装置で動作する外部ソフトウェア３６を使用して、ソ
フトウェア（無線）インターフェース３０を介し血糖測定器１０のメモリ２４に送信する
ことができる。安全な取り扱いを確実にするために、ソフトウェア３６は、ユーザにとっ
てアクセス不可能で、かつ医療専門家などの認可を受けた人しか操作できないものである
べきである。例えば、医師が、ソフトウェア３６を実行する自己の医療現場のコンピュー
タに患者の血糖測定器１０を接続できるようにし、医師のみが測定器１０の構成データを
読み出しヘマトクリット基準値を設定できるようにすることによって、必要な医学知識に
基づいて値を管理および解釈でき、かつ素人が操作できないようにしてもよい。
【００２９】
　また、ヘマトクリット基準値を、基準試料を提供したユーザの識別子に関連づけた基準
システム３２のデータベース３８に保存することも考えられる。次に、そのユーザに割り
当てられた血糖測定器１０への自動データ転送は、機械読み取り可能手段、特に測定器１
０に装着されユーザ識別子を含むＲＦＩＤチップ４０によって有効になった識別処理によ
って達成することができる。
【００３０】
　強調すべきは、同じ患者のヘマトクリット値は、通常、一定期間にわたり比較的一定し
ているので、初期操作しか必要でないことである。生活状況が変化しない場合、個々のヘ
マトクリット値の変動は、典型的には、たった２％にも満たないもので、これはヘマトク
リット値の個人差（典型的には２０～５５％、７０％になる場合もある）と比べると非常
に小さい。
【００３１】
　ヘマトクリット基準値を保存することによって、測定器１０を特定のユーザ向けに個人
化して、日常生活で血糖を測定するのに使用することができる。このような測定を行うた
めに、ユーザは、新鮮な血液試料を採取し、測定器１０に挿入する前と後に検査ストリッ
プ１２上に適用する。測定器１０内で血糖値が検出器１６により自動的に測定できる。測
定操作の最初に、例えば、ディスプレイ２６上でユーザに対し表示されるクエリおよびキ
ー２８による確認の入力を要求することによりユーザのＩＤが確認される。ユーザは、デ
ィスプレイ２６上の表示により、個人データが血糖測定の補正に使用される旨を知ること
ができる。更に高いレベルでトレーニングするために、ヘマトクリット値に影響を与える
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可能性がある生活条件の変更についてユーザに質問するようにしてもよい。
【００３２】
　処理ルーチンは、例えば、年に１回など定期的に更新すべきであるヘマトクリット基準
値の適時性を検証することを含んでもよい。
【００３３】
　測定器１０は、有効なヘマトクリット基準値が利用可能である場合にのみ、血糖測定を
可能にするソフトウェアルーチンまたは入力フィールドといった形態の有効化ステージ４
２を含んでもよい。有効性そして特に特定のユーザに対する帰属は、ユーザにより確認す
るセキュリティクエリによって証明してもよい。あるいは、ヘマトクリット基準値を欠く
場合には、処理ルーチンが、補正を行っていないという情報と共に測定血糖値をユーザに
提供してもよい。
【００３４】
　有効なヘマトクリット基準値がメモリ２４に保存されている場合、ヘマトクリット補正
値は、ヘマトクリット基準値および測定血糖値に依存して決定する。その後、ヘマトクリ
ットによるバイアスのない調整血糖値を得るように、ヘマトクリット補正値を用いて測定
血糖値を調整する。
【００３５】
　測定血糖濃度は、１つまたは複数の補正関数を用い、ヘマトクリット基準値を考慮して
補正することができる。例えば、１つまたは複数の補正因子および／または１つまたは複
数の補正オフセットを使用する補正式の形態の補正関数を使用してもよい。測定血糖濃度
Ｃ（ｍｅａｓ）の補正値は、例えば、次式（１）に従って導かれることが分かった。
　Ｃ（ｃｏｒｒ）＝Ｃ（ｍｅａｓ）＋ｍ＊ＨＣＴi＋ｎ　　（１）
【００３６】
　この式において、ＨＣＴはヘマトクリット基準値であり、Ｃ（ｍｅａｓ）は、測定血糖
濃度であり、Ｃ（ｃｏｒｒ）は、補正血糖濃度であり、係数ｍおよび指数ｉは、実験的ま
たは経験的に決定した補正パラメータであり、これらは、例えば、温度および血糖濃度自
体に依存する。
【００３７】
　図２は、信頼性がある基準的な方法を用いて決定された実際の血糖濃度Ｃ（ｒｅｆ）に
対する測定血糖濃度の偏差Δを示す。未補正の血糖濃度は手持ち式血糖測定器１０を用い
て測定することができ、実際の血糖濃度は実験装置または他の方法で決定できる。３０％
のヘマトクリットを有する試料の場合、図２の横軸は、デシリットル当たりのミリグラム
単位の測定血糖濃度Ｃを示し、縦軸は偏差Δを示す。１００ｍｇ／ｄＬ未満の血糖濃度の
場合、偏差Δをｍｇ／ｄＬの絶対値として示し、１００ｍｇ／ｄＬを超える血糖濃度の場
合、偏差Δを百分率として示す。
【００３８】
　複数のヘマトクリットおよび血糖レベルについてこのような曲線または多角形を決定し
て、例えば、これらの曲線を１つの超曲面上に一緒に集約するように、あるいは、測定血
糖濃度を第一軸にプロットし、ヘマトクリットを第二軸にプロットし、偏差Δを第三軸に
プロットするようにできる。このような超曲面は、例えば、参照表における個々の値また
は分析的に定義された個々の値としてメモリ２４に保存してもよいし、あるいは、他の方
法、例えば、各ヘマトクリット値および各測定血糖濃度のそれぞれの場合について、血糖
濃度の補正値を求めるためにプロセッサ２２を用いて対応する偏差Δを容易に差し引くこ
とが可能な方法で保存してもよい。ヘマトクリットの依存性は、検査ストリップ１２間で
非常に安定していることが見出された。したがって、一般的に、測定器１０と検査ストリ
ップ１２又は特定の検査化学物質を含む他の検査素子とを組み合わせるのが有効である。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月11日(2015.2.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血糖測定器（１０）においてヘマトクリットを補正する方法であって、
　ａ）好ましくは研究分析装置として形成された基準器（３４）により、特定のユーザか
ら採取した基準血液試料のヘマトクリット基準値を決定する工程、
　ｂ）該ユーザの新鮮な血液試料を使い捨て分析検査素子（１２）に適用する工程、
　ｃ）血糖測定器（１０）において検査素子（１２）を１回使用することにより新鮮な血
液試料の血糖値を測定する工程、
　ｄ）少なくともヘマトクリット基準値を用いてヘマトクリット補正値を決定する工程、
　ｅ）調整血糖値を得るためにヘマトクリット補正値を用いて測定血糖値を調整する工程
、を含み、
　ｆ）ここで、血糖の測定が、繰り返し行われ、同一のヘマトクリット基準値に基づき補
正される、
方法。
【請求項２】
　ヘマトクリット基準値を、無線または有線インターフェース（３０）を介して血糖測定
器（１０）のメモリ（２４）に送信することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　ヘマトクリット基準値を、ユーザがアクセス不能な血糖測定器（１０）外のソフトウェ
ア（３６）を使用して血糖測定器（１０）に送信する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　ヘマトクリット基準値を、ユーザのユーザ識別子に関連させて血糖測定器（１０）外の
外部データベース（３８）に保存する、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　血糖測定器（１０）は、自動的にユーザを識別するための機械読み取り可能手段（４０
）、具体的にはＲＦＩＤチップを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　血糖測定器（１０）が設けるクエリによりユーザの本人確認をすること、およびユーザ
による確認の入力を要求することを更に含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項７】
　ユーザに、ヘマトクリットに影響する生活環境の変化について質問することを更に含む
、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　ヘマトクリット基準値の所与の時間内の適時性を検証することを更に含む、請求項１～
７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　個人データが測定血糖値の補正のために使用される旨をユーザに通知することをさらに
含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　ヘマトクリット基準値の利用可能性を含む所定の条件を充足している場合には調整血糖
値をユーザに表示し、そうでない場合には測定血糖値を表示することを更に含む、請求項
１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　ヘマトクリット補正値をヘマトクリット基準値および測定血糖値に依存して決定する、
請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　ヘマトクリット補正値の決定は、検査素子（１２）および／または血糖測定器（１０）
の所与の設計について経験的または実験的に決定された１つまたは複数の補正関数または
１つの参照表を使用することを含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　新鮮な血液試料の血糖値を分析検査素子（１２）上で測光的又は電気化学的な検出によ
り測定する、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　血糖測定器を、その場で自己検査するのに使用可能な手持ち式装置として構成する、請
求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　ヘマトクリット補正に適合させた血糖測定器（１０）であって、
　ａ）血液試料を適用可能である又は適用された少なくとも１つの使い捨て検査素子（１
２）を受け取るように構成された手段（１４）、
　ｂ）特定のユーザの新鮮な血液試料を載せた検査素子（１２）を用いて血糖値を測定す
るために適合させた検出器（１６）、
　ｃ）該ユーザの基準血液試料のヘマトクリット基準値を入力するように構成されたイン
ターフェース（３０）、
　ｄ）ヘマトクリット基準値および測定血糖値を用いてヘマトクリット補正値を決定し、
該ヘマトクリット補正値を用いて測定血糖値を調整するために適合させたプロセッサ（２
０；２２）、を含み、
　ｅ）ここで、血糖の測定が、繰り返し行われ、同一のヘマトクリット基準値に基づき補
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正される、
血糖測定器（１０）。
【請求項１６】
　ヘマトクリット基準値の提供に依存して、血糖測定のヘマトクリット補正ができるよう
に動作可能な手段（４２）を更に含む、請求項１４に記載の血糖測定器。
【請求項１７】
　その場で自己検査するのに使用可能な手持ち式装置として構成された、請求項１４又は
１５に記載の血糖測定器。
【請求項１８】
　ヘマトクリット補正に適合させたシステムであって、請求項１５～１７のいずれかに記
載の血糖測定器、および血糖測定器（１０）の特定のユーザから採取した基準血液試料の
ヘマトクリット基準値を決定するための好ましくは研究分析装置として形成された基準器
（３４）、を含むシステム。
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