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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサデータ受信モジュールと、基準データ受信モジュールと、臨床的受容性評価モジ
ュールとを備えると共に、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも
一方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムの作動方法であって、
　前記センサデータ受信モジュールが、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データ
ストリームをアナライトセンサから受信するステップと、
　前記基準データ受信モジュールが、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データ
を基準アナライトモニタから受信するステップと、
　前記臨床的受容性評価モジュールが、実質的に時間が対応する基準またはセンサデータ
を使用して前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床
的受容性をリアルタイムで評価するステップとを含み、
　前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時
間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、および前記センサデータおよび
基準データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨
床リスクについて評価されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コンピュータシステムは、さらに、インターフェイス制御モジュールを備え、
　前記方法は、さらに、前記インターフェイス制御モジュールが、前記臨床的受容性評価
に応じてユーザインターフェイスを介して出力を供給するステップを含む請求項１に記載
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の方法。
【請求項３】
　前記出力を供給するステップは、前記臨床的受容性評価に基づいてユーザに警告するこ
とを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記出力を供給するステップは、前記臨床的受容性評価に基づいてユーザインターフェ
イスを変更することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザインターフェイスを変更するステップは、色分けされた情報、トレンド情報
、方向情報、およびフェールセーフ情報を提供することのうちの少なくとも1つを含む請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記臨床的受容性を評価するステップは、クラークエラーグリッド、平均絶対差分計算
、変化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検定のうちの1つを使用
することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　さらに、前記インターフェイス制御モジュールが、前記臨床的受容性評価により臨床的
受容不可能が決定された場合に追加基準データを要求するステップを含む請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　さらに、前記インターフェイス制御モジュールが、前記臨床的受容性評価モジュールを
使用して、追加基準データについて前記臨床的受容性評価ステップを繰り返すステップを
含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記コンピュータシステムは、さらに、データマッチングモジュールを備え、
　前記方法は、さらに、前記データマッチングモジュールが、臨床的受容性評価ステップ
の後に基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行ってマッチ
した対を形成するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評
価するためのコンピュータシステムであって、
　実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデ
ータストリームを受信するセンサデータ受信モジュールと、
　1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信す
る基準データ受信モジュールと、
　実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して前記基準データおよびセン
サアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性をリアルタイムで評価する臨
床的受容性評価モジュールとを備え、
　前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時
間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準
データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リ
スクについて評価されることを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項１１】
　さらに、前記臨床的受容性評価に基づいてユーザインターフェイスを制御するインター
フェイス制御モジュールを備える請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１２】
　前記インターフェイス制御モジュールは、前記臨床的受容性評価に基づいてユーザに警
告する請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　前記インターフェイス制御モジュールは、前記臨床的受容性評価に基づいてユーザイン
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ターフェイスを変更する請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１４】
　前記インターフェイス制御モジュールは、色分けされた情報、トレンド情報、方向情報
、およびフェールセーフ情報を提供することのうちの少なくとも1つを提供することによ
りユーザインターフェイスを変更する請求項１３に記載のコンピュータシステム。
【請求項１５】
　前記臨床的受容性評価モジュールは、クラークエラーグリッド、平均絶対差分計算、変
化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検定のうちの1つを使用して
臨床的受容性を評価する請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記インターフェイス制御モジュールは、前記臨床的受容性評価により臨床的受容不可
能が決定された場合に追加基準データを要求する請求項１１に記載のコンピュータシステ
ム。
【請求項１７】
　前記インターフェイス制御モジュールは、臨床的受容性評価モジュールを使用して前記
追加基準データを評価する請求項１６に記載のコンピュータシステム。
【請求項１８】
　さらに、臨床的に受容可能な基準データと実質的に時間が対応する臨床的に受容可能な
センサデータとのマッチングを行ってマッチする対を形成するデータマッチングモジュー
ルを備える請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１９】
　センサデータ受信モジュールと、基準データ受信モジュールと、臨床的受容性評価モジ
ュールと、インターフェイス制御モジュールとを備えると共に、基準データおよびセンサ
アナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータ
システムの作動方法であって、
　前記センサデータ受信モジュールが、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データ
ストリームをアナライトセンサから受信するステップと、
　前記基準データ受信モジュールが、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データ
を基準アナライトモニタから受信するステップと、
　前記臨床的受容性評価モジュールが、実質的に時間が対応する基準またはセンサデータ
を使用して前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床
的受容性をリアルタイムで評価するステップと、
　前記インターフェイス制御モジュールが、前記臨床的受容性評価に応じてユーザインタ
ーフェイスを介して出力を供給するステップとを含み、
　前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時
間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準
データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リ
スクについて評価されることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　センサデータ受信モジュールと、基準データ受信モジュールと、臨床的受容性評価モジ
ュールとを備えると共に、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも
一方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムの作動方法であって、
　前記センサデータ受信モジュールが、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データ
ストリームをアナライトセンサから受信するステップと、
　前記基準データ受信モジュールが、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データ
を基準アナライトモニタから受信するステップと、
　前記臨床的受容性評価モジュールが、クラークエラーグリッド、平均絶対差分計算、変
化率計算、およびコンセンサスグリッドのうちの1つを使用することを含む、実質的に時
間が対応する基準およびセンサデータを使用して前記基準およびセンサアナライトデータ
のうちの少なくとも一方の臨床的受容可能性をリアルタイムで評価するステップとを含む
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ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評
価するためのコンピュータシステムであって、
　実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデ
ータストリームを受信するセンサデータモジュールと、
　1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信す
る基準入力モジュールと、
　実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して前記基準データおよびセン
サアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性をリアルタイムで評価する臨
床モジュールと、
　前記臨床的受容可能性評価に基づいてユーザインターフェイスを制御するインターフェ
イス制御モジュールとを備え、
　前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時
間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準
データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リ
スクについて評価されることを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２２】
　基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評
価するためのコンピュータシステムであって、
　実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデ
ータストリームを受信するセンサデータモジュールと、
　1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信す
る基準入力モジュールと、
　実質的に時間が対応する基準およびセンサデータとともに前記基準およびセンサアナラ
イトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性をリアルタイムで評価する臨床モジュ
ールとを備え、
　前記臨床モジュールは、クラークエラーグリッド、平均絶対差分計算、変化率計算、コ
ンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検定のうちの1つを使用して臨床的受容不
可能性を評価することを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２３】
　基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評
価するためのコンピュータシステムであって、
　受信機を介して実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデ
ータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータモジュールと、
　1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信す
る基準入力モジュールと、
　クラークエラーグリッドを使用して、実質的に時間が対応する基準およびセンサデータ
を使用して基準およびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容可能
性をリアルタイムで評価する臨床モジュールと、
　臨床的受容不可能性を評価する臨床モジュールに応答してユーザインターフェイスを制
御するフェールセーフモジュールとを備えることを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２４】
　センサデータ受信モジュールと、基準データ受信モジュールと、臨床モジュールと、フ
ェールセーフモジュールとを備えると共に、基準データおよびセンサグルコースデータの
うちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムの作動方法
であって、
　前記センサデータ受信モジュールが、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データ
ストリームをアナライトセンサから受信するステップと、
　前記基準データ受信モジュールが、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データ
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を基準グルコースモニタから受信するステップと、
　前記臨床モジュールが、実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して前
記基準データおよびセンサグルコースデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性をリ
アルタイムで評価するステップと、
　前記フェールセーフモジュールが、臨床的受容不可能性を評価する前記臨床モジュール
に応答してユーザインターフェイスを制御するフェールセーフモジュール・ステップとを
含み、
　前記基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時
間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準
データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リ
スクについて評価されることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、アナライトセンサデータ処理のためのシステムおよび方法に関する
。特に、本発明は、較正の開始、センサデータの変換、較正の更新、受信した基準および
センサデータの評価、およびアナライトセンサの較正の評価を、遡及的におよび/または
先を見越して実行することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病は、膵臓が十分なインスリンを作り出すことができない(タイプ1またはインスリ
ン依存性)および/またはインスリンの効果がない(タイプ2または非インスリン依存性)疾
病である。糖尿病状態では、罹病者は高血糖を患い、微小血管の損傷に伴う多数の生理的
異常(例えば、腎不全、皮膚潰瘍、または目の硝子体内への出血)を引き起こす可能性があ
る。血糖降下反応(低血糖)は、インスリンをうっかり過剰摂取することにより、または激
しい運動または不十分な食糧摂取の後に正常量のインスリンまたはグルコース低下剤を摂
取すると、誘発される場合がある。
【０００３】
　従来、糖尿病患者は、通常自己血糖測定(SMBG)モニタを携行するが、通常、指が針で刺
されたようにちくちく痛む不快な方法を含む。不快であるし、面倒でもあるため、糖尿病
患者は、通常、血糖値を1日に2回から4回しか測定しない。不幸にも、これらの時間間隔
はバラバラに広がっているため、糖尿病患者は気づくのが遅すぎる可能性があり、血糖上
昇または血糖降下状態の危険な副作用を招くこともときにはある。実際、糖尿病患者がタ
イムリーなSMBG値を取得することがありそうもないだけでなく、糖尿病患者は従来の方法
に基づいて自分の血糖値が上昇(より高く)または降下(より低く)しているかを知ることも
なく、知識に基づいてインスリン療法の決定を下すことができない。
【非特許文献１】Clarke他、「Evaluating Clinical Accuracy of Systems for Self-Mon
itoring of Blood Glucose」、Diabetes Care、Volume 10、Number 5、September-Octobe
r 1987
【非特許文献２】Parkes他、「A New Consensus Error Grid to Evaluate the Clinical 
Significance of Inaccuracies in the Measurement of Blood Glucose」、Diabetes Car
e、Volume 23、Number 8、August 2000
【非特許文献３】「Biosensors and the Body」、D. M. Fraser、ed.、1997、pp.1-56 Jo
hn Wiley and Sons、New YorkのFraser, D. M.「An Introduction to In vivo Biosensin
g: Progress and problems」
【特許文献１】米国特許第6,558,351号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　連続的におよび/またはリアルタイムで推定グルコース測定結果を糖尿病患者に正確に
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提供し、糖尿患者が自分の状態を積極的にケアして血糖上昇および血糖降下状態を安全に
回避できるようにするシステムおよび方法が必要である。リアルタイムの、および遡及的
な推定グルコース測定は、患者および/または医師に正確で有用な出力を与えるために信
頼できるデータ処理を行う必要がある。
【０００５】
　同様に、さまざまな知られているアナライト(例えば、酸素、塩、タンパク質、および
ビタミン)に対する実質的に連続的な推定アナライト測定を正確に実施し、先を見越した
、および/または遡及的なデータ解析および出力をユーザに提供するシステムおよび方法
が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、センサを遡及的におよび/または先を見越して較正し、センサを初期化し
、センサデータを較正済みデータに変換し、時間の経過とともに較正を更新し維持し、受
信した基準およびセンサデータの臨床的受容性について評価し、較正統計受容性を評価し
、正確で安全なデータ出力を患者および/または医師に提供するシステムおよび方法が実
現される。
【０００７】
　第1の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサを初期化するための方法を提
供し、この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリームをアナラ
イトセンサから受信するステップと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準
アナライトモニタから受信するステップと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応
するセンサデータとのマッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対
を提供するステップと、少なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成する
ステップと、連続的アナライトセンサの安定性を判別するステップとを含む。
【０００８】
　第1の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
ステップは、約1分から約6週間までの範囲の所定の期間待つことを含む。
【０００９】
　第1の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
ステップは、少なくとも2つのマッチするデータ対を評価することを含む。
【００１０】
　第1の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
ステップは、pH、酸素、次亜塩素酸塩、干渉種、マッチした対の相関、R値、ベースライ
ンドリフト、ベースラインオフセット、および振幅のうちの1つを評価することを含む。
【００１１】
　第1の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、センサの安定性に基づいて聴覚、
視覚、または触覚による出力のうちの1つをユーザに供給することを含む。
【００１２】
　第1の実施形態の一態様では、センサの安定性に基づいて出力を供給するステップは、
推定アナライト数値、アナライト濃度の方向トレンド、および推定アナライト値のグラフ
表現のうちの少なくとも1つを示すことを含む。
【００１３】
　第1の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、実質的に連続的な
グルコースセンサからセンサデータを受信することを含む。
【００１４】
　第1の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、埋め込み型グルコ
ースセンサからセンサデータを受信することを含む。
【００１５】
　第1の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、皮下埋め込み型グ
ルコースセンサからセンサデータを受信することを含む。
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【００１６】
　第1の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、自己血糖測定検査か
ら基準データを受信することを含む。
【００１７】
　第1の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、ケーブル接続を介し
て基準データをダウンロードすることを含む。
【００１８】
　第1の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、無線接続を介して基
準データをダウンロードすることを含む。
【００１９】
　第1の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタから基準データを受信するステッ
プは、受信機と一体の基準アナライトモニタから受信機内で内部通信を受信することを含
む。
【００２０】
　第1の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、包含基準を使用して少
なくとも1つのマッチするデータ対を評価することを含む。
【００２１】
　第1の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、アルゴリズムによ
り平滑化されたセンサデータを受信することを含む。
【００２２】
　第1の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、受信されたセンサ
データをアルゴリズムにより平滑化することを含む。
【００２３】
　第1の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、較正集合内に1から6つ
までのマッチするデータ対を含むことを含む。
【００２４】
　第1の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、6つのマッチするデータ
対を含むことを含む。
【００２５】
　第1の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、さらに、nを1よりも大
きく、較正集合内のマッチするデータ対の個数を表すものとして、nに対する値を決定す
ることを含む。
【００２６】
　第1の実施形態の一態様では、nに対する値を決定するステップは、受信された基準デー
タ点および信号強度の時間による頻度の関数として決定される。
【００２７】
　第2の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのシステムを提供し、
このシステムは、アナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデー
タストリームを受信する連続的アナライトセンサに動作するように接続されたセンサデー
タモジュールと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモ
ニタから取得するように適合された基準入力モジュールと、基準データと実質的に時間が
対応するセンサデータとのマッチングにより1つまたは複数のマッチするデータ対を形成
し、その後1つまたは複数のマッチするデータ対を含む較正集合を形成するプロセッサモ
ジュールと、連続的アナライトセンサの安定性を判別するためにプログラムされているプ
ロセッサモジュールに関連付けられたスタートアップモジュールとを備える。
【００２８】
　第2の実施形態の一態様では、センサデータモジュールは、センサからセンサデータ点
を無線で受信するように適合されている。
【００２９】
　第2の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、6時間から6週間までの範
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囲の所定の期間待つようにプログラムされる。
【００３０】
　第2の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、少なくとも2つのマッチす
るデータ対を評価するようにプログラムされる。
【００３１】
　第2の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、pH、酸素、次亜塩素酸塩
、干渉種、マッチした対の相関、R値、ベースラインドリフト、ベースラインオフセット
、および振幅のうちの1つを評価するようにプログラムされる。
【００３２】
　第2の実施形態の一態様では、システムは、さらに、プロセッサモジュールに関連付け
られ、センサデータの出力を制御するようにプログラムされた出力制御モジュールを備え
る。
【００３３】
　第2の実施形態の一態様では、出力制御モジュールは、推定アナライト数値、アナライ
ト濃度の方向トレンド、および推定アナライト値のグラフ表現のうちの少なくとも1つを
示す。
【００３４】
　第2の実施形態の一態様では、センサデータモジュールは、実質的に連続的なグルコー
スセンサからセンサデータを受信するように構成されている。
【００３５】
　第2の実施形態の一態様では、センサデータモジュールは、埋め込み型グルコースセン
サからセンサデータを受信するように構成されている。
【００３６】
　第2の実施形態の一態様では、センサデータモジュールは、皮下埋め込み型グルコース
センサからセンサデータを受信するように構成されている。
【００３７】
　第2の実施形態の一態様では、基準入力モジュールは、自己血糖測定検査から基準デー
タを受信するように構成されている。
【００３８】
　第2の実施形態の一態様では、基準入力モジュールは、ケーブル接続を介して基準デー
タをダウンロードするように構成されている。
【００３９】
　第2の実施形態の一態様では、基準入力モジュールは、無線接続を介して基準データを
ダウンロードするように構成されている。
【００４０】
　第2の実施形態の一態様では、システムは、さらに、システムと一体化され、基準入力
モジュールが基準アナライトモニタから内部通信を受信するように構成されている基準ア
ナライトモニタを備える。
【００４１】
　第2の実施形態の一態様では、プロセッサモジュールは、包含基準を使用して少なくと
も1つのマッチするデータ対を評価するようにプログラムすることを含む。
【００４２】
　第2の実施形態の一態様では、基準入力モジュールは、アルゴリズムにより平滑化され
たセンサデータを受信するように構成されている。
【００４３】
　第2の実施形態の一態様では、基準入力モジュールは、アルゴリズムにより受信された
センサデータを平滑化するように構成されている。
【００４４】
　第2の実施形態の一態様では、較正集合は、1から6つまでのマッチするデータ対を含む
。
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【００４５】
　第2の実施形態の一態様では、較正集合は、6つのマッチするデータ対を含む。
【００４６】
　第2の実施形態の一態様では、較正集合は、nを1より大きいものとしてn個のマッチする
データ対を含む。
【００４７】
　第2の実施形態の一態様では、nは、受信された基準データ点および信号強度の時間によ
る頻度の関数である。
【００４８】
　第3の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのコンピュータシステ
ムを提供し、このコンピュータシステムは、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、セ
ンサデータを受信機を介して実質的に連続的なアナライトセンサから受信するセンサデー
タ受信モジュールと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライ
トモニタから受信する基準データ受信モジュールと、基準データと実質的に時間が対応す
るセンサデータとのマッチングにより1つまたは複数のマッチするデータ対を形成するデ
ータマッチングモジュールと、少なくとも1つのマッチするデータ対を含む較正集合を形
成する較正集合モジュールと、連続的アナライトセンサの安定性を判別する安定性判別モ
ジュールとを備える。
【００４９】
　第3の実施形態の一態様では、安定性判別モジュールは、所定の期間待機するシステム
を含む。
【００５０】
　第3の実施形態の一態様では、安定性判別モジュールは、少なくとも2つのマッチするデ
ータ対を評価する。
【００５１】
　第3の実施形態の一態様では、安定性判別モジュールは、pH、酸素、次亜塩素酸塩、干
渉種、マッチした対の相関、R値、ベースラインドリフト、ベースラインオフセット、お
よび振幅のうちの1つを評価する。
【００５２】
　第3の実施形態の一態様では、このコンピュータシステムは、さらに、センサの安定性
に基づいて出力をユーザに供給するインターフェイス制御モジュールを備える。
【００５３】
　第3の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールからの出力は、推定ア
ナライト数値、アナライト濃度の方向トレンドの指示、および推定アナライト値のグラフ
表現のうちの少なくとも1つを含む。
【００５４】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、実質的に連続的なグルコ
ースセンサからセンサデータを受信するように適合されている。
【００５５】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、埋め込み型グルコースセ
ンサからセンサデータを受信するように適合されている。
【００５６】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、皮下埋め込み型グルコー
スセンサからセンサデータを受信するように適合されている。
【００５７】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、自己血糖測定検査からセ
ンサデータを受信するように適合されている。
【００５８】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、ケーブル接続からセンサ
データを受信するように適合されている。
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【００５９】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、無線接続を介して基準デ
ータをダウンロードするように適合されている。
【００６０】
　第3の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、コンピュータシステムに
一体収納された内部基準アナライトモニタから基準データを受信するように適合されてい
る。
【００６１】
　第3の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、包含基準を使用して少なくとも1
つのマッチするデータ対を評価する。
【００６２】
　第3の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、アルゴリズムにより平
滑化されたセンサデータを受信するように適合されている。
【００６３】
　第3の実施形態の一態様では、コンピュータシステムは、さらに、受信されたセンサデ
ータを平滑化するデータ平滑化モジュールを含む。
【００６４】
　第3の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、1から6つまでのマッチするデー
タ対を含む。
【００６５】
　第3の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、6つのマッチするデータ対を含む
。
【００６６】
　第3の実施形態の一態様では、較正集合は、nを1より大きいものとしてn個のマッチする
データ対を含む。
【００６７】
　第3の実施形態の一態様では、nは、受信された基準データ点および信号強度の時間によ
る頻度の関数である。
【００６８】
　第4の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサを初期化するための方法を提
供し、この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、センサデータを実質的に連
続的なアナライトセンサから受信することと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基
準データを基準アナライトモニタから受信することと、基準データと実質的に時間が対応
するセンサデータとのマッチングを行うことにより1つまたは複数のマッチするデータ対
を形成することと、少なくとも1つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成すること
と、連続的アナライトセンサの安定性を判別することと、所定のレベルの安定性が判別さ
れた後、センサデータを反映する情報を出力することとを含む。
【００６９】
　第5の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのシステムを提供し、
このシステムは、連続的アナライトセンサに動作するようにリンクされ、1つまたは複数
のセンサデータ点をセンサから受信するように構成されたセンサデータモジュールと、1
つまたは複数の基準データ点を取得するように適合された基準入力モジュールと、センサ
データモジュールおよび入力モジュールに関連付けられ、基準データ点と時間がマッチす
るセンサデータ点とのマッチングを行い少なくとも1つのマッチするデータ対を含む較正
集合を形成するようにプログラムされたプロセッサモジュールと、連続的アナライトセン
サの安定性を判別するようにプログラムされたプロセッサモジュールおよび所定のレベル
は安定性が判別された後にセンサデータを反映する出力情報に関連付けられているスター
トアップモジュールとを備える。
【００７０】
　第6の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのコンピュータシステ
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ムを提供し、このシステムは、1つまたは複数のセンサデータ点を含むセンサデータを受
信機を介して実質的に連続的なアナライトセンサから受信するセンサデータ受信モジュー
ルと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受
信するための基準データ受信モジュールと、基準データと実質的に時間が対応するセンサ
データとのマッチングにより1つまたは複数のマッチするデータ対を形成するためのデー
タマッチングモジュールと、少なくとも1つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成
するための較正集合モジュールと、連続的アナライトセンサの安定性を評価するための安
定性判別モジュールとを備える。所定のレベルの安定性が判別された後、センサデータを
反映する情報を出力するインターフェイス制御モジュールとを備える。
【００７１】
　第7の実施形態では、グルコースセンサを初期化するための方法であり、この方法は、1
つまたは複数のセンサデータ点を含む、センサデータをグルコースセンサから受信するこ
とと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準グルコースモニタから受
信することと、基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行う
ことにより1つまたは複数のマッチするデータ対を形成することと、グルコースセンサが
所定のレベルの安定性に到達したかどうかを判定することとを含む。
【００７２】
　第8の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのシステムを提供し、
このシステムは、連続的アナライトセンサに動作するようにリンクされ、1つまたは複数
のセンサデータ点をセンサから受信するように構成されたセンサデータモジュールと、1
つまたは複数の基準データ点を取得するように適合された基準入力モジュールと、センサ
データモジュールおよび入力モジュールに関連付けられ、基準データ点と時間がマッチす
るセンサデータ点とのマッチングを行い少なくとも1つのマッチするデータ対を含む較正
集合を形成するようにプログラムされたプロセッサモジュールと、連続的アナライトセン
サの安定性を判別するためにプログラムされているプロセッサモジュールに関連付けられ
た安定性モジュールとを備える。
【００７３】
　第9の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するための方法を提供し、この方法は、1つまたは複数のセンサ
データ点を含む、データストリームをアナライトセンサから受信することと、1つまたは
複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信することと、実
質的に時間が対応する基準またはセンサデータを使用して基準データおよびセンサアナラ
イトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価することとを含み、基準データ
およびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時間が対応する基準
データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準データのうちの少
なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リスクについて評価
される。
【００７４】
　第9の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、臨床的受容性評価に応じてユーザ
インターフェイスを介して出力を供給することを含む。
【００７５】
　第9の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、臨床的受容性評価に基づい
てユーザに警告することを含む。
【００７６】
　第9の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、臨床的受容性評価に基づい
てユーザインターフェイスを変更することを含む。
【００７７】
　第9の実施形態の一態様では、ユーザインターフェイスを変更するステップは、色分け
された情報、トレンド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/ま
たはフェールセーフ情報を提供することのうちの少なくとも1つを含む。
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【００７８】
　第9の実施形態の一態様では、臨床的受容性を評価するステップは、クラークエラーグ
リッド、平均絶対差分計算、変化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容
性検定のうちの1つを使用することを含む。
【００７９】
　第9の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、臨床的受容性評価により臨床的受
容不可能が決定された場合に追加基準データを要求することを含む。
【００８０】
　第9の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、追加基準データについて臨床的受
容性評価ステップを繰り返すことを含む。
【００８１】
　第9の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、臨床的受容性評価ステップの後に
基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行ってマッチした対
を形成するステップを含む。
【００８２】
　第10の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するためのシステムを提供し、この方法は、複数の一定の時間間
隔のセンサデータ点を含む、データストリームをアナライトセンサから受信する手段と、
1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する
手段と、実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して基準データおよびセ
ンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価する手段とを含み、
基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時間が対
応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準データ
のうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リスクに
ついて評価される。
【００８３】
　第10の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、臨床的受容性評価に応じてユ
ーザインターフェイスを介して出力を供給する手段を含む。
【００８４】
　第10の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、臨床的受容性評価に基づいてユ
ーザに警告する手段を含む。
【００８５】
　第10の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、臨床的受容性評価に基づいてユ
ーザインターフェイスを変更する手段を含む。
【００８６】
　第10の実施形態の一態様では、ユーザインターフェイスを変更する手段は、色分けされ
た情報、トレンド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/または
フェールセーフ情報を提供することのうちの少なくとも1つを含む。
【００８７】
　第10の実施形態の一態様では、臨床的受容性を評価する手段は、クラークエラーグリッ
ド、平均絶対差分計算、変化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検
定のうちの1つを使用することを含む。
【００８８】
　第10の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、臨床的受容性評価により臨床
的受容不可能が決定された場合に追加基準データを要求する手段を含む。
【００８９】
　第10の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、追加基準データについて臨床
的受容性評価を繰り返す手段を含む。
【００９０】
　第10の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、臨床的受容性評価の後に基準
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データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行ってマッチするデータ
対を形成する手段を含む。
【００９１】
　第11の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムを提供し、このコンピュータシ
ステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点
を含むデータストリームを受信するセンサデータ受信モジュールと、1つまたは複数の基
準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する基準データ受信モジ
ュールと、実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して基準データおよび
センサアナライトデータのうちの少なくとも一方を評価する臨床的受容性評価モジュール
とを備え、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的
に時間が対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび
基準データのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨
床リスクについて評価される。
【００９２】
　第11の実施形態の一態様では、このコンピュータシステムは、さらに、臨床的受容性評
価に基づいてユーザインターフェイスを制御するインターフェイス制御モジュールを備え
る。
【００９３】
　第11の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、臨床的受容性評価
に基づいてユーザに警告する。
【００９４】
　第11の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、臨床的受容性評価
に基づいてユーザインターフェイスを変更する。
【００９５】
　第11の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、色分けされた情報
、トレンド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/またはフェー
ルセーフ情報を提供することのうちの少なくとも1つを提供することによりユーザインタ
ーフェイスを変更する。
【００９６】
　第11の実施形態の一態様では、臨床的受容性評価モジュールは、クラークエラーグリッ
ド、平均絶対差分計算、変化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検
定のうちの1つを使用して臨床的受容性を評価する。
【００９７】
　第11の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、臨床的受容性評価
により臨床的受容不可能が決定された場合に追加基準データを要求する。
【００９８】
　第11の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、臨床的受容性評価
モジュールを使用して追加基準データを評価する。
【００９９】
　第11の実施形態の一態様では、コンピュータシステムは、さらに、臨床的に受容可能な
基準データと実質的に時間が対応する臨床的に受容可能なセンサデータとのマッチングを
行ってマッチする対を形成するデータマッチングモジュールとを備える。
【０１００】
　第12の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するための方法を提供し、この方法は、1つまたは複数のセンサ
データ点を含む、データストリームをアナライトセンサから受信することと、1つまたは
複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信することと、実
質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して基準データおよびセンサアナラ
イトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価し、基準データおよびセンサア
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ナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時間が対応する基準データまたはセ
ンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準データのうちの少なくとも一方に
より示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リスクについて評価されることと、
臨床的受容可能性評価に応じてユーザインターフェイスを介して出力を供給することとを
含む。
【０１０１】
　第13の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するための方法を提供し、この方法は、1つまたは複数のセンサ
データ点を含む、データストリームをアナライトセンサから受信することと、1つまたは
複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信することと、ク
ラークエラーグリッド、平均絶対差分計算、変化率計算、およびコンセンサスグリッドの
うちの1つを使用することを含む、実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使
用して基準およびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容可能性を
評価することとを含む。
【０１０２】
　第14の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムを提供し、このコンピュータシ
ステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点
を含むデータストリームを受信するセンサデータモジュールと、1つまたは複数の基準デ
ータ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する基準入力モジュールと、
実質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して基準データおよびセンサアナ
ライトデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価する臨床モジュールであって
、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時間が
対応する基準データまたはセンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準デー
タのうちの少なくとも一方により示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リスク
について評価される、臨床モジュールと、臨床的受容可能性評価に基づいてユーザインタ
ーフェイスを制御するインターフェイス制御モジュールとを備える。
【０１０３】
　第15の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムを提供し、このコンピュータシ
ステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点
を含むデータストリームを受信するセンサデータモジュールと、1つまたは複数の基準デ
ータ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する基準入力モジュールと、
実質的に時間が対応する基準およびセンサデータとともに基準およびセンサアナライトデ
ータのうちの少なくとも一方を評価し、クラークエラーグリッド、平均絶対差分計算、変
化率計算、コンセンサスグリッド、および標準臨床的受容性検定のうちの1つを使用して
臨床的受容不可能性を評価する、臨床モジュールとを備える。
【０１０４】
　第16の実施形態では、基準データおよびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一
方の臨床的受容性を評価するためのコンピュータシステムを提供し、このコンピュータシ
ステムは、受信機を介して実質的に連続的なアナライトセンサから複数の一定時間間隔の
センサデータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータモジュールと、1つまた
は複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する基準入力
モジュールと、クラークエラーグリッドを使用して、実質的に時間が対応する基準および
センサデータを使用して基準およびセンサアナライトデータのうちの少なくとも一方の臨
床的受容可能性を評価する臨床モジュールと、臨床的受容不可能性を評価する臨床モジュ
ールに応答してユーザインターフェイスを制御するフェールセーフモジュールとを備える
。
【０１０５】
　第17の実施形態では、基準データおよびセンサグルコースデータのうちの少なくとも一



(15) JP 5037128 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

方の臨床的受容性を評価するための方法を提供し、この方法は、1つまたは複数のセンサ
データ点を含む、データストリームをアナライトセンサから受信することと、1つまたは
複数の基準データ点を含む、基準データを基準グルコースモニタから受信することと、実
質的に時間が対応する基準およびセンサデータを使用して基準データおよびセンサグルコ
ースデータのうちの少なくとも一方の臨床的受容性を評価し、基準データおよびセンサア
ナライトデータのうちの少なくとも一方は、実質的に時間が対応する基準データまたはセ
ンサデータからの偏差、およびセンサデータおよび基準データのうちの少なくとも一方に
より示される血糖値に基づくその偏差に関連する臨床リスクについて評価されることと、
臨床的受容不可能性を評価する臨床モジュールに応答してユーザインターフェイスを制御
するフェールセーフモジュールとを含む。
【０１０６】
　第18の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサの較正を維持するための方法
を提供するが、この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリーム
をアナライトセンサから受信することと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを
基準アナライトモニタから受信することと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応
するセンサデータとのマッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対
を提供することと、少なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成すること
と、較正集合に基づいて変換関数を作成することと、変換関数を使用してセンサデータを
較正済みデータに変換することと、その後、1つまたは複数の追加基準データ点を取得し
、1つまたは複数の新しいマッチするデータ対を作成することと、新しいマッチするデー
タ対が作成された場合に較正集合を評価し、較正集合を評価することは、1)較正集合内の
マッチするデータ対が所定の時間範囲にわたっていることを確認すること、2)較正集合内
のマッチするデータ対が所定の値よりも古くないことを確認すること、3)較正集合が所定
の時間範囲上に実質的に分散する高および低のマッチするデータ対を持つことを確認する
こと、および4)マッチするデータ対はアナライト値の所定の範囲内にのみ存在することを
許容することのうちの少なくとも1つを含むことと、その後、修正が評価に必要な場合に
較正集合をそのように修正することとを含む。
【０１０７】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を評価するステップは、さらに、アナライト濃
度の変化率を評価すること、マッチするデータ対の中のそれぞれのセンサおよび基準デー
タの一致を評価すること、および生理学的変化を評価することのうちの少なくとも1つを
含む。
【０１０８】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を評価するステップは、新しいマッチするデー
タ対のみを評価することを含む。
【０１０９】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を評価するステップは、較正集合内のマッチす
るデータ対および新しいマッチするデータ対のすべてを評価することを含む。
【０１１０】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を評価するステップは、較正集合からのマッチ
するデータ対と新しいマッチするデータ対との組み合わせを評価することを含む。
【０１１１】
　第18の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、長期間埋め込み型
アナライトセンサからデータストリームを受信することを含む。
【０１１２】
　第18の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、アルゴリズムによ
り平滑化されたデータストリームを受信することを含む。
【０１１３】
　第18の実施形態の一態様では、センサデータストリームを受信するステップは、データ
ストリームをアルゴリズムにより平滑化することを含む。
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【０１１４】
　第18の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、ケーブル接続を介し
て基準データをダウンロードすることを含む。
【０１１５】
　第18の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、無線接続を介して基
準データをダウンロードすることを含む。
【０１１６】
　第18の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタから基準データを受信するステッ
プは、受信機と一体の基準アナライトモニタから受信機内で内部通信を受信することを含
む。
【０１１７】
　第18の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタは、血液アナライトの自己測定機
能を含む。
【０１１８】
　第18の実施形態の一態様では、変換関数を作成するステップは、線形回帰を含む。
【０１１９】
　第18の実施形態の一態様では、変換関数を作成するステップは、非線形回帰を含む。
【０１２０】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、較正集合内に1から6つ
までのマッチするデータ対を含むことを含む。
【０１２１】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、6つのマッチするデー
タ対を含むことを含む。
【０１２２】
　第18の実施形態の一態様では、較正集合を形成するステップは、さらに、nを1よりも大
きく、較正集合内のマッチするデータ対の個数を表すものとして、nに対する値を決定す
ることを含む。
【０１２３】
　第18の実施形態の一態様では、nに対する値を決定するステップは、受信された基準デ
ータ点および信号強度の時間による頻度の関数として決定される。
【０１２４】
　第18の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、較正集合の評価からマッチングデ
ータ対の集合を判別し、較正集合を再形成することを含む。
【０１２５】
　第18の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、再形成された較正集合を使用して
変換関数を再作成するステップを繰り返すことを含む。
【０１２６】
　第18の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、再作成された変換関数を使用して
センサデータを較正済みデータに変換することを含む。
【０１２７】
　第19の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサの較正を維持するためのシス
テムを提供するが、このシステムは、複数の一定の時間間隔のセンサデータ点を含む、デ
ータストリームをアナライトセンサから受信する手段と、2つ以上の基準データ点を含む
、基準データを基準アナライトモニタから受信する手段と、基準アナライトデータと実質
的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行うことにより2つ以上のマッチする
データ対を供給する手段と、少なくとも2つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成
する手段と、較正集合に基づいて変換関数を作成する手段と、変換関数を使用してセンサ
データを較正済みデータに変換する手段と、その後、1つまたは複数の追加基準データ点
を取得し、1つまたは複数の新しいマッチするデータ対を作成することと、新しいマッチ
するデータ対が作成された場合に較正集合を評価する手段であって、較正集合を評価する
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ことは、1)較正集合内のマッチするデータ対が所定の時間範囲にわたっていることを確認
すること、2)較正集合内のマッチするデータ対が所定の値よりも古くないことを確認する
こと、3)較正集合が所定の時間範囲上に実質的に分散する高および低のマッチするデータ
対を持つことを確認すること、および4)マッチするデータ対はアナライト値の所定の範囲
内にのみ存在することを許容することのうちの少なくとも1つを含む、手段と、修正が評
価に必要な場合に較正集合をそのように修正する手段とを備える。
【０１２８】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を評価する手段は、さらに、アナライト濃度の
変化率を評価する手段、マッチするデータ対の中のそれぞれのセンサおよび基準データの
一致を評価する手段、および生理学的変化を評価する手段のうちの少なくとも1つを含む
。
【０１２９】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を評価する手段は、1つまたは複数の新しいマ
ッチするデータ対のみを評価する手段を含む。
【０１３０】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を評価する手段は、較正集合内のマッチするデ
ータ対および1つまたは複数の新しいマッチするデータ対のすべてを評価する手段を含む
。
【０１３１】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を評価する手段は、較正集合内からのマッチす
るデータ対および1つまたは複数の新しいマッチするデータ対の組み合わせを評価する手
段を含む。
【０１３２】
　第19の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、長期間埋め込み型アナ
ライトセンサからセンサデータを受信する手段を含む。
【０１３３】
　第19の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、アルゴリズムにより平
滑化されたセンサデータを受信する手段を含む。
【０１３４】
　第19の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、受信センサデータをア
ルゴリズムにより平滑化する手段を含む。
【０１３５】
　第19の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、ケーブル接続を介して基
準データをダウンロードする手段を含む。
【０１３６】
　第19の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、無線接続を介して基準デ
ータをダウンロードする手段を含む。
【０１３７】
　第19の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタから基準データを受信する手段は
、受信機と一体の基準アナライトモニタから受信機内で内部通信を受信する手段を含む。
【０１３８】
　第19の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、自己血液アナライト測定
から受信する手段を含む。
【０１３９】
　第19の実施形態の一態様では、変換関数を作成する手段は、線形回帰を実行するための
手段を含む。
【０１４０】
　第19の実施形態の一態様では、変換関数を作成する手段は、非線形回帰を実行するため
の手段を含む。
【０１４１】
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　第19の実施形態の一態様では、較正集合を形成する手段は、較正集合内に1から6つまで
のマッチするデータ対を含めることを含む。
【０１４２】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を形成する手段は、較正集合内に6つのマッチ
するデータ対を含めることを含む。
【０１４３】
　第19の実施形態の一態様では、較正集合を形成する手段は、さらに、nを1よりも大きく
、較正集合内のマッチするデータ対の個数を表すものとして、nに対する値を決定するこ
とを含む。
【０１４４】
　第19の実施形態の一態様では、nに対する値を決定する手段は、受信された基準データ
点および信号強度の時間による頻度の関数として決定される。
【０１４５】
　第19の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、較正集合の評価からマッチン
グデータ対の集合を判別し、較正集合を再形成する手段を備える。
【０１４６】
　第19の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、再形成された較正集合を使用
して変換関数を作成するセットを繰り返す手段を含む。
【０１４７】
　第19の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、再作成された変換関数を使用
してセンサデータを較正済みデータに変換する手段を含む。
【０１４８】
　第20の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサの較正を維持するためのコン
ピュータシステムを提供し、このコンピュータシステムは、実質的に連続的なアナライト
センサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受信するセン
サデータ受信モジュールと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライ
トモニタから受信する基準データ受信モジュールと、基準データと実質的に時間が対応す
るセンサデータとのマッチングにより2つ以上のマッチするデータ対を形成するデータマ
ッチングモジュールと、少なくとも2つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成する
較正集合モジュールと、較正集合を使用して変換関数を作成する変換関数モジュールと、
変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変換するセンサデータ変換モジュー
ルと、新しいマッチするデータ対が供給された場合に較正集合を評価する較正評価モジュ
ールであって、較正集合を評価することは、1)較正集合内のマッチするデータ対が所定の
期間にわたっていることを確認すること、2)較正集合内のマッチするデータ対が所定の値
よりも古くないことを確認すること、3)較正集合が所定の時間範囲上に実質的に分散する
高および低のマッチするデータ対を持つことを確認すること、および4)マッチするデータ
対はアナライト値の所定の範囲内にのみ存在することを許容することのうちの少なくとも
1つを含む、較正評価モジュールとを備え、変換関数モジュールは、較正評価モジュール
によって必要な修正の変換関数を再作成するようにプログラムされる。
【０１４９】
　第20の実施形態の一態様では、評価較正モジュールは、さらに、アナライト濃度の変化
率、マッチするデータ対の中のそれぞれのセンサおよび基準データの一致、および生理学
的変化のうちの少なくとも1つを評価する。
【０１５０】
　第20の実施形態の一態様では、評価較正モジュールは、新しいマッチするデータ対のみ
を評価する。
【０１５１】
　第20の実施形態の一態様では、評価較正モジュールは、較正集合内のマッチするデータ
対および新しいマッチするデータ対のすべてを評価する。
【０１５２】
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　第20の実施形態の一態様では、評価較正モジュールは、較正集合からのマッチするデー
タ対および新しいマッチするデータ対の組み合わせを評価する。
【０１５３】
　第20の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、長期間埋め込み型アナ
ライトセンサからデータストリームを受信する。
【０１５４】
　第20の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、アルゴリズムにより平
滑化されたデータストリームを受信する。
【０１５５】
　第20の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、データストリームを平
滑化するプログラミングを含む。
【０１５６】
　第20の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、ケーブル接続を介して基
準データをダウンロードする。
【０１５７】
　第20の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、無線接続を介して基準デ
ータをダウンロードする。
【０１５８】
　第20の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、受信機と一体の基準アナ
ライトモニタから受信機内で内部通信を受信する。
【０１５９】
　第20の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、自己血液アナライト測定
から基準データを受信する。
【０１６０】
　第20の実施形態の一態様では、変換関数モジュールは、線形回帰を実行するプログラミ
ングを含む。
【０１６１】
　第20の実施形態の一態様では、変換関数モジュールは、非線形回帰を実行するプログラ
ミングを含む。
【０１６２】
　第20の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、較正集合内に1から6つまでのマ
ッチするデータ対を含む。
【０１６３】
　第20の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、較正集合内に6つのマッチする
データ対を含む。
【０１６４】
　第20の実施形態の一態様では、較正集合モジュールは、さらに、nを1よりも大きく、較
正集合内のマッチするデータ対の個数を表すものとして、nに対する値を決定するプログ
ラミングを含む。
【０１６５】
　第20の実施形態の一態様では、nに対する値を決定するプログラミングは、受信された
基準データ点および信号強度の時間による頻度の関数としてnを決定する。
【０１６６】
　第20の実施形態の一態様では、データマッチングモジュールは、さらに、較正評価に基
づいて較正集合を再形成するプログラミングを含む。
【０１６７】
　第20の実施形態の一態様では、変換関数モジュールは、さらに、再形成された較正集合
に基づいて変換関数を再作成するプログラミングを含む。
【０１６８】
　第20の実施形態の一態様では、センサデータ変換モジュールは、さらに、再作成された
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変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変換するプログラミングを含む。
【０１６９】
　第21の実施形態では、グルコースセンサの較正を維持するための方法を提供し、この方
法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリームをアナライトセンサか
ら受信することと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタ
から受信することと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応するセンサデータとの
マッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対を提供することと、少
なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成することと、較正集合に基づい
て変換関数を作成することと、その後、1つまたは複数の追加基準データ点を取得し、1つ
または複数の新しいマッチするデータ対を作成することと、新しいマッチするデータ対が
作成された場合に較正集合を評価し、較正集合を評価することは、1)較正集合内のマッチ
するデータ対が所定の時間範囲にわたっていることを確認すること、2)較正集合内のマッ
チするデータ対が所定の値よりも古くないことを確認すること、3)較正集合が所定の時間
範囲上に実質的に分散する高および低のマッチするデータ対を持つことを確認すること、
および4)マッチするデータ対はアナライト値の所定の範囲内にのみ存在することを許容す
ることのうちの少なくとも1つを含むこととを含む。
【０１７０】
　第22の実施形態では、グルコースセンサの較正を維持するためのコンピュータシステム
を提供し、このコンピュータシステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから複数の
一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータモジュー
ルと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する
基準入力モジュールと、基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマッチン
グにより2つ以上のマッチするデータ対を形成し、その後2つ以上のマッチするデータ対を
含む較正集合を形成するプロセッサモジュールと、新しいマッチするデータ対が供給され
た場合に較正集合を評価する較正評価モジュールであって、較正集合を評価することは、
1)較正集合内のマッチするデータ対が所定の期間にわたっていることを確認すること、2)
較正集合内のマッチするデータ対が所定の値よりも古くないことを確認すること、3)較正
集合が所定の時間範囲上に実質的に分散する高および低のマッチするデータ対を持つこと
を確認すること、および4)マッチするデータ対はアナライト値の所定の範囲内にのみ存在
することを許容することのうちの少なくとも1つを含む、較正評価モジュールとを備え、
変換関数モジュールは、較正評価モジュールによって必要な修正の変換関数を再作成する
ようにプログラムされる。
【０１７１】
　第23の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するための方法を提供し、
この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリームをアナライトセ
ンサから受信することと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライト
モニタから受信することと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応するセンサデー
タとのマッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対を提供すること
と、少なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成することと、較正集合に
基づいて変換関数を作成することと、アナライトセンサから追加センサデータを受信する
ことと、変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変換することと、データ関
連付け関数を使用して較正集合の品質を評価することを含む。
【０１７２】
　第23の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、アルゴリズムによ
り平滑化されたデータストリームを受信することを含む。
【０１７３】
　第23の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、データストリーム
をアルゴリズムにより平滑化することを含む。
【０１７４】
　第23の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、実質的に連続的な
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グルコースセンサからセンサデータを受信することを含む。
【０１７５】
　第23の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、埋め込み型グルコ
ースセンサからセンサデータを受信することを含む。
【０１７６】
　第23の実施形態の一態様では、センサデータを受信するステップは、皮下埋め込み型グ
ルコースセンサからセンサデータを受信することを含む。
【０１７７】
　第23の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、自己血糖測定検査か
ら基準データを受信することを含む。
【０１７８】
　第23の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、ケーブル接続を介し
て基準データをダウンロードすることを含む。
【０１７９】
　第23の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、無線接続を介して基
準データをダウンロードすることを含む。
【０１８０】
　第23の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタから基準データを受信するステッ
プは、受信機と一体の基準アナライトモニタから受信機内で内部通信を受信することを含
む。
【０１８１】
　第23の実施形態の一態様では、データ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価す
るステップは、線形回帰、非線形回帰、順位相関、最小平均二乗による曲線の当てはめ、
平均絶対偏差、および平均絶対相対差分のうちの1つを実行することを含む。
【０１８２】
　第23の実施形態の一態様では、データ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価す
るステップは、線形最小二乗回帰を実行することを含む。
【０１８３】
　第23の実施形態の一態様では、データ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価す
るステップは、データ関連付けのしきい値を設定することを含む。
【０１８４】
　第23の実施形態の一態様では、データ関連付けに基づいて較正集合の品質を評価するス
テップは、線形最小二乗回帰を実行することを含み、しきい値ホールドを設定するステッ
プは、R値のしきい値0.79を含む。
【０１８５】
　第23の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、較正集合の品質に応じてユーザイ
ンターフェイスに出力を供給することを含む。
【０１８６】
　第23の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、較正の品質に応じてユーザ
にアナライト値を表示することを含む。
【０１８７】
　第23の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、較正の品質への依存を警告
することを含む。
【０１８８】
　第23の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、較正の品質に応じてユーザ
インターフェイスを変更することを含む。
【０１８９】
　第23の実施形態の一態様では、出力を供給するステップは、色分けされた情報、トレン
ド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/またはフェールセーフ
情報を提供することのうちの少なくとも1つを含む。
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【０１９０】
　第24の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するためのシステムを提供
し、このシステムは、複数の一定の時間間隔のセンサデータ点を含む、データストリーム
をアナライトセンサから受信する手段と、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを
基準アナライトモニタから受信する手段と、基準アナライトデータと実質的に時間が対応
するセンサデータとのマッチングを行うことにより2つ以上のマッチするデータ対を供給
する手段と、少なくとも2つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成する手段と、較
正集合に基づいて変換関数を作成する手段と、変換関数を使用してセンサデータを較正済
みデータに変換する手段と、データ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価する手
段とを含む。
【０１９１】
　第24の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、アルゴリズムにより平
滑化されたセンサデータを受信する手段を含む。
【０１９２】
　第24の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、受信センサデータをア
ルゴリズムにより平滑化する手段を含む。
【０１９３】
　第24の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、実質的に連続的なグル
コースセンサからセンサデータを受信する手段を含む。
【０１９４】
　第24の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、埋め込み型グルコース
センサからセンサデータを受信する手段を含む。
【０１９５】
　第24の実施形態の一態様では、センサデータを受信する手段は、皮下埋め込み型グルコ
ースセンサからセンサデータを受信する手段を含む。
【０１９６】
　第24の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、自己血糖測定検査から基
準データを受信する手段を含む。
【０１９７】
　第24の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、ケーブル接続を介して基
準データをダウンロードする手段を含む。
【０１９８】
　第24の実施形態の一態様では、基準データを受信する手段は、無線接続を介して基準デ
ータをダウンロードする手段を含む。
【０１９９】
　第24の実施形態の一態様では、基準アナライトモニタから基準データを受信する手段は
、受信機と一体の基準アナライトモニタから受信機内で内部通信を受信する手段を含む。
【０２００】
　第24の実施形態の一態様では、データ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価す
る手段は、線形回帰、非線形回帰、順位相関、最小平均二乗による曲線の当てはめ、平均
絶対偏差、および平均絶対相対差分のうちの1つを実行する手段を含む。
【０２０１】
　第24の実施形態の一態様では、較正集合の品質を評価する手段は、線形最小二乗回帰を
実行する手段を含む。
【０２０２】
　第24の実施形態の一態様では、較正集合の品質を評価する手段は、データ関連付けのし
きい値を設定する手段を含む。
【０２０３】
　第24の実施形態の一態様では、較正集合の品質を評価する手段は、線形最小二乗回帰を
実行する手段を含み、しきい値ホールドを設定する手段は、R値のしきい値0.71を含む。
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【０２０４】
　第24の実施形態の一態様では、このシステムは、さらに、較正集合の品質に応じてユー
ザインターフェイスに出力を供給する手段を備える。
【０２０５】
　第24の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、較正の品質に応じてユーザにア
ナライト値を表示する手段を含む。
【０２０６】
　第24の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、較正の品質への依存を警告する
手段を含む。
【０２０７】
　第24の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、較正の品質に応じてユーザイン
ターフェイスを変更する手段を含む。
【０２０８】
　第24の実施形態の一態様では、出力を供給する手段は、色分けされた情報、トレンド情
報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/またはフェールセーフ情報
を提供することのうちの少なくとも1つを含む。
【０２０９】
　第25の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するためのコンピュータシ
ステムを提供し、このコンピュータシステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから
複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータ受
信モジュールと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタか
ら受信する基準データ受信モジュールと、基準データと実質的に時間が対応するセンサデ
ータとのマッチングにより2つ以上のマッチするデータ対を形成するデータマッチングモ
ジュールと、少なくとも2つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成する較正集合モ
ジュールと、較正集合を使用して変換関数を作成する変換関数モジュールと、変換関数を
使用してセンサデータを較正済みデータに変換するセンサデータ変換モジュールと、デー
タ関連付け関数に基づいて較正集合の品質を評価する品質評価モジュールとを備える。
【０２１０】
　第25の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、アルゴリズムにより平
滑化されたセンサデータを受信する。
【０２１１】
　第25の実施形態の一態様では、コンピュータシステムは、さらに、センサデータ受信モ
ジュールから受信されたセンサデータをアルゴリズムにより平滑化するデータ平滑化モジ
ュールを備える。
【０２１２】
　第25の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、実質的に連続的なグル
コースセンサからセンサデータを受信するように適合されている。
【０２１３】
　第25の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、埋め込み型グルコース
センサからセンサデータを受信するように適合されている。
【０２１４】
　第25の実施形態の一態様では、センサデータ受信モジュールは、皮下埋め込み型グルコ
ースセンサからセンサデータを受信するように適合されている。
【０２１５】
　第25の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、自己血糖測定検査から基
準データを受信するように適合されている。
【０２１６】
　第25の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、ケーブル接続を介して基
準データをダウンロードするように適合されている。
【０２１７】
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　第25の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、無線接続を介して基準デ
ータをダウンロードするように適合されている。
【０２１８】
　第25の実施形態の一態様では、基準データ受信モジュールは、受信機と一体の基準アナ
ライトモニタから基準データを受信するように適合されている。
【０２１９】
　第25の実施形態の一態様では、品質評価モジュールは、線形回帰、非線形回帰、順位相
関、最小平均二乗による曲線の当てはめ、平均絶対偏差、および平均絶対相対差分のうち
の1つを実行して較正集合品質を評価する。
【０２２０】
　第25の実施形態の一態様では、品質評価モジュールは、線形最小二乗回帰を実行する。
【０２２１】
　第25の実施形態の一態様では、品質評価モジュールは、データ関連付け関数のしきい値
を設定する。
【０２２２】
　第25の実施形態の一態様では、品質評価モジュールは、線形最小二乗回帰を実行し、デ
ータ関連付け関数のしきい値は、R値のしきい値として少なくとも0.79を含む。
【０２２３】
　第25の実施形態の一態様では、このコンピュータシステムは、さらに、較正集合の品質
に基づいてユーザインターフェイスを制御するインターフェイス制御モジュールを備える
。
【０２２４】
　第25の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、較正集合の品質に
応じてユーザにアナライト値を表示する。
【０２２５】
　第25の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、較正集合の品質に
基づいてユーザに警告する。
【０２２６】
　第25の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、較正集合の品質に
基づいてユーザインターフェイスを変更する。
【０２２７】
　第25の実施形態の一態様では、インターフェイス制御モジュールは、色分けされた情報
、トレンド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)、および/またはフェー
ルセーフ情報のうちの少なくとも1つを供給する。
【０２２８】
　第26の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するための方法を提供し、
この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリームをアナライトセ
ンサから受信することと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライト
モニタから受信することと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応するセンサデー
タとのマッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対を提供すること
と、少なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成することと、較正集合に
基づいて変換関数を作成することと、アナライトセンサから追加センサデータを受信する
ことと、変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変換することと、線形回帰
、非線形回帰、順位相関、最小平均二乗による曲線の当てはめ、平均絶対偏差、および平
均絶対相対差分からなるグループから選択されたデータ関連付け関数に基づいて較正集合
の品質を評価することとを含む。
【０２２９】
　第27の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するための方法を提供し、
この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、データストリームをアナライトセ
ンサから受信することと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライト
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モニタから受信することと、基準アナライトデータと実質的に時間が対応するセンサデー
タとのマッチングを行うことにより少なくとも2つのマッチするデータ対を提供すること
と、少なくとも2つのマッチングデータ対を含む較正集合を形成することと、較正集合に
基づいて変換関数を作成することと、アナライトセンサから追加センサデータを受信する
ことと、変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変換することと、データ関
連付け関数を使用して較正集合の品質を評価することと、較正集合の品質に応じてユーザ
インターフェイスに出力を供給することとを含む。
【０２３０】
　第28の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するためのコンピュータシ
ステムを提供し、このコンピュータシステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから
複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータモ
ジュールと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受
信する基準入力モジュールと、基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマ
ッチングにより2つ以上のマッチするデータ対を形成し、その後2つ以上のマッチするデー
タ対を含む較正集合を形成するプロセッサモジュールと、較正集合を使用して変換関数を
作成する変換関数モジュールと、変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変
換するセンサデータ変換モジュールと、線形回帰、非線形回帰、順位相関、最小平均二乗
による曲線の当てはめ、平均絶対偏差、および平均絶対相対差分からなるグループから選
択されたデータ関連付けに基づいて較正集合の品質を評価する品質評価モジュールとを備
える。
【０２３１】
　第29の実施形態では、アナライトセンサの較正の品質を評価するためのコンピュータシ
ステムを提供し、このコンピュータシステムは、実質的に連続的なアナライトセンサから
複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受信するセンサデータモ
ジュールと、2つ以上の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受
信する基準入力モジュールと、基準データと実質的に時間が対応するセンサデータとのマ
ッチングにより2つ以上のマッチするデータ対を形成し、その後2つ以上のマッチするデー
タ対を含む較正集合を形成するプロセッサモジュールと、較正集合を使用して変換関数を
作成する変換関数モジュールと、変換関数を使用してセンサデータを較正済みデータに変
換するセンサデータ変換モジュールと、データ関連付けに基づいて較正集合の品質を評価
する品質評価モジュールと、較正集合の品質に基づいてユーザインターフェイスを制御す
るフェールセーフモジュールとを備える。
【０２３２】
　第30の実施形態では、グルコースセンサの較正の品質を評価するための方法を提供し、
この方法は、1つまたは複数のセンサデータ点を含む、センサデータをグルコースセンサ
から受信することと、1つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準グルコー
スモニタから受信することと、実質的に時間が対応するセンサデータにマッチした基準グ
ルコースデータにより1つまたは複数のマッチするデータ対を供給することと、少なくと
も1つのマッチするデータ対を含む較正集合を形成することと、データ関連付けに基づい
て較正集合の品質を評価することとを含む。
【０２３３】
　第31の実施形態では、実質的に連続的なアナライトセンサを初期化するための方法を提
供し、この方法は、実質的に連続的なアナライトセンサから、少なくとも1つのセンサデ
ータ点を含むデータストリームを受信することと、基準アナライトモニタから、少なくと
も1つの基準データ点を含む基準データを受信することと、基準データ点と実質的に時間
が対応するセンサデータ点とのマッチングを行うことにより少なくとも1つのマッチする
データ対を提供することと、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別すること
とを含む。
【０２３４】
　第31の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
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ステップは、約1分から約6週間までの範囲の一定期間にわたって実質的に連続的なアナラ
イトセンサがホストの組織と平衡状態になるようにするステップを含む。
【０２３５】
　第31の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
ステップは、少なくとも1つのマッチするデータ対を評価することを含む。
【０２３６】
　第31の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサの安定性を判別する
ステップは、pH、酸素、次亜塩素酸塩、干渉種、マッチした対の相関、R値、ベースライ
ンドリフト、ベースラインオフセット、および振幅からなるグループから選択された少な
くとも1つの特性を評価することを含む。
【０２３７】
　第31の実施形態の一態様では、この方法は、さらに、実質的に連続的なアナライトセン
サの安定性に基づいて聴覚的出力、視覚的出力、または触覚的出力からなるグループから
選択された少なくとも1つの出力をユーザに供給するステップを含む。
【０２３８】
　第31の実施形態の一態様では、少なくとも1つの出力を供給するステップは、推定アナ
ライト数値、アナライト濃度の方向トレンド、および推定アナライト値のグラフ表現のう
ちの少なくとも1つを示すことを含む。
【０２３９】
　第31の実施形態の一態様では、出力は、ユーザインターフェイス上に表示される。
【０２４０】
　第31の実施形態の一態様では、実質的に連続的なアナライトセンサからデータストリー
ムを受信するステップは、実質的に連続的なグルコースセンサからセンサデータを受信す
ることを含む。
【０２４１】
　第31の実施形態の一態様では、基準データを受信するステップは、自己血糖測定検査か
ら基準データを受信することを含む。
【０２４２】
　第32の実施形態では、連続的アナライトセンサを初期化するためのシステムを提供し、
アナライトセンサから複数の一定時間間隔のセンサデータ点を含むデータストリームを受
信する連続的アナライトセンサに動作するように接続されたセンサデータモジュールと、
少なくとも1つの基準データ点を含む基準データを基準アナライトモニタから取得するよ
うに適合された基準入力モジュールと、基準データ点と実質的に時間が対応するセンサデ
ータ点とのマッチングを行うことにより少なくとも1つのマッチするデータ対を形成する
プロセッサモジュールと、連続的アナライトセンサの安定性を判別するためにプログラム
されているプロセッサモジュールに関連付けられたスタートアップモジュールとを備える
。
【０２４３】
　第32の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、連続的アナライトセンサ
がホストの組織内に挿入されてから連続的アナライトセンサの安定性を判別するまでの約
6時間から約6週間までの範囲の期間待つようにプログラムされる。
【０２４４】
　第32の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、少なくとも1つのマッチ
するデータ対を評価するようにプログラムされる。
【０２４５】
　第32の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、pH、酸素、次亜塩素酸塩
、干渉種、マッチした対の相関、R値、ベースラインドリフト、ベースラインオフセット
、および振幅からなるグループから選択された少なくとも1つの特性を評価するようにプ
ログラムされる。
【０２４６】
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　第32の実施形態の一態様では、モジュールは、さらに、プロセッサモジュールに関連付
けられ、センサデータの出力を制御するようにプログラムされた出力制御モジュールを含
む。
【０２４７】
　第32の実施形態の一態様では、出力制御モジュールは、推定アナライト数値、アナライ
ト濃度の方向トレンド、および推定アナライト値のグラフ表現のうちの少なくとも1つを
示す。
【０２４８】
　第32の実施形態の一態様では、出力制御モジュールは、ユーザインターフェイスに情報
を出力する。
【０２４９】
　第32の実施形態の一態様では、センサデータモジュールは構成され、第32の実施形態の
一態様では、基準入力モジュールは、自己血糖測定検査から基準データを受信するように
構成されている。
【０２５０】
　第32の実施形態の一態様では、スタートアップモジュールは、安定性の判別後に、アナ
ライトセンサデータの表示を初期化するように構成されている。
【０２５１】
　第31の実施形態のいずれかの態様による初期化のための方法を使用するグルコースセン
サが実現される。
【０２５２】
　第32の実施形態のいずれかの態様によるシステムを含むグルコースセンサが実現される
。
【０２５３】
　図1から12Bのいずれか1つ、または複数の実施例のうちのいずれか1つを参照しつつ本明
細書で実質的に説明されているようなバイオセンサが実現される。
【０２５４】
　図1から12Bのいずれか1つ、または複数の実施例のうちのいずれか1つを参照しつつ本明
細書で実質的に説明されているようなグルコースセンサが実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０２５５】
　以下の説明および実施例では、開示されている発明の例示的ないくつかの実施形態を詳
細に説明する。当業者であれば、その範囲に含まれる本発明のさまざまな改変形態および
変更形態があることを理解するであろう。したがって、特定の例示的な実施形態の説明は
、本発明の範囲を限定するものとみなされないであろう。
【０２５６】
　定義
　好ましいいくつかの実施形態を理解しやすくするために、いくつかの用語を以下で定義
する。
【０２５７】
　本明細書で使用されているような「アナライト」という用語は、広義語であり、通常の
意味で使用され、限定はしないが、分析可能な生体液(例えば、血液、間質液、脳脊髄液
、リンパ液、または尿)中の物質または化学成分を意味する。アナライトは、自然発生す
る物質、人工的物質、代謝産物、および/または反応生成物を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、センサヘッド、デバイス、および方法による測定用のアナライトは、
アナライトである。しかし、限定はしないが、非カルボキシプロトロンビン、アシルカル
ニチン、アデニンホスホリボシル転移酵素、アデノシンデアミナーゼ、アルブミン、アル
ファフェトプロテイン、アミノ酸組成(アルギニン(クレブス回路)、ヒスチジン/ウロカニ
ン酸、ホモシステイン、フェニルアラニン/チロシン、トリプトファン)、アンドレノステ
ンジオン、アンチピリン、アラビニトール光学異性体、アルギナーゼ、ベンゾイルエクゴ



(28) JP 5037128 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

ニン(コカイン)、ビオチニダーゼ、ビオプテリン、c反応性タンパク質、カルニチン、カ
ルノシナーゼ、CD4、セルロプラスミン、ケノデオキシコール酸、クロロキン、コレステ
ロール、コリンエステラーゼ、共役1-βヒドロキシコール酸、コルチゾール、クレアチン
キナーゼ、クレアチンキナーゼMMアイソザイム、サイクロスポリンA、d-ペニシラミン、
デエチルクロロキン、デヒドロエピアンドロステロンサルフェイト、DNA(アセルチ化多型
、アルコール脱水素酵素、アルファ1-アンチトリプシン、嚢胞性線維症、Duchenne/Becke
r型筋ジストロフィー、アナライト-6-リン酸脱水素酵素、ヘモグロビンA、ヘモグロビンS
、ヘモグロビンC、ヘモグロビンD、ヘモグロビンE、ヘモグロビンF、D-Punjab、ベータサ
ラセミア、B型肝炎ウイルス、HCMV、HIV-1、HTLV-1、レーバー遺伝性視神経障害、MCAD、
RNA、PKU、三日熱マラリア原虫、性分化、21-デオキシコルチゾール)、デスブチルハロフ
ァントリン、ジヒドロプテリジン還元酵素、ジフテリア/破傷風抗毒素、赤血球アルギナ
ーゼ、赤血球プロトポルフィリン、エステラーゼD、脂肪酸/アシルグリシン、遊離β-ヒ
ト絨毛性ゴナドトロピン、遊離赤血球ポルフィリン、遊離チロキシン(FT4)、遊離トリヨ
ードサイロニン(FT3)、フマリルアセトアセターゼ、ガラクトース/gal-1-リン酸、ガラク
トース-1-リン酸ウリジル転移酵素、ゲンタマイシン、アナライト-6-リン酸脱水素酵素、
グルタチオン、グルタチオンペロキシダーゼ、グリココール酸、グリコシル化血色素、ハ
ロファントリン、ヘモグロビン異型、ヘキソスアミン酵素A、ヒト赤血球カルボニックア
ンヒドラーゼI、17-アルファ-ヒドロキシプロゲステロン、ヒポキサンチンホスホリボシ
ル転移酵素、免疫反応性トリプシン、乳酸塩、鉛、リポタンパク質((a)、B/A-1、β)、リ
ゾチーム、メフロキン、ネチルミシン、フェノバルビトン、フェニトイン、フィタン/プ
リスタン酸、プロゲステロン、プロラクチン、プロリダーゼ、プリンヌクレオシドホスホ
リラーゼ、キニーネ、リバーストリヨードサイロニン(rT3)、セレン、血清膵リパーゼ、
シソミシン、ソマトメジンC、特異抗体(アデノウイルス、抗核抗体、アンチゼータ抗体、
アルボウイルス、オーエスキー病ウイルス、デング熱ウイルス、メジナ虫、単包条虫、赤
痢アメーバ、エンテロウイルス、ジアルジアデュオデナリサ、ヘリコバクターピロリ、B
型肝炎ウイルス、ヘルペスウイルス、HIV-1、IgE(アトピー性疾患)、インフルエンザウイ
ルス、ドノバンリーシュマニア、レプトスピラ属、はしか/おたふく風邪/風疹、ハンセン
菌、肺炎マイコプラズマ、ミオグロビン、回旋糸状虫、パラインフルエンザウイルス、熱
帯熱マラリア原虫、ポリオウイルス、緑膿菌、呼吸器合胞体ウイルス、リケッチア(草原
熱)、マンソン住血吸虫、トキソプラズマ原虫、梅毒トレポネーマ、クルーズトリパノソ
ーマ/ランゲル、水疱性口内炎ウイルス、バンクロフト糸状虫、黄熱病ウイルス)、特異性
抗原(B型肝炎ウイルス、HIV-1)、スクシニルアセトン、スルファドキシン、テオフィリン
、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、チロキシン(T4)、サイロキシン結合グロブリン、痕跡元素
、トランスフェリン、UDP-ガラクトース-4-エピメラーゼ、尿素、ウロポルフィリノーゲ
ンIシンターゼ、ビタミンA、白血球、および亜鉛プロトポルフィリンなどの他のアナライ
トも考えられる。血液または間質液中に自然に発生する塩、糖、タンパク質、脂肪、ビタ
ミン、およびホルモンも、いくつかの実施形態のアナライトの構成要素となりうる。アナ
ライトは、生体液、例えば、代謝産物、ホルモン、抗原、抗体などの中に自然に存在しう
る。それとは別に、アナライト、例えば、造影剤、放射性同位体、化学剤、フルオロカー
ボンを使用する人工血液、または薬物または薬剤成分、限定はしないが、インスリン、エ
タノール、大麻(マリファナ、テトラヒドロカナビノール、ハシシ)、吸入抗原(亜酸化窒
素、亜硝酸アミル、亜硝酸ブチル、クロロヒドロカーボン、炭化水素)、コカイン(クラッ
クコカイン)、興奮誘発剤(アンフェタミン、メタンフェタミン、リタリン、サイラート、
プレリュディン、ディドレックス、プレステート、ボラニル、サンドレックス、プラン)
、抑制剤(バルビツール酸系催眠薬、メタカロン、精神安定剤、例えばバリウム、リブリ
ウム、ミルタウン、セラックス、イクエニル、トランキシーンなど)、幻覚剤(フェンシク
リジン、リセルグ酸、メスカリン、ペヨーテ、サイロシビン)、麻薬(ヘロイン、コデイン
、モルヒネ、アヘン、メペリジン、パーコセット、パーコダン、タシオネックス、フェン
タニール、ダルボン、タルウィン、ローモーチル)、デザイナードラッグ(フェンタニール
類似物、メペリジン、アンフェタミン、メタンフェタミン、およびフェンシクリジン、例
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えばエクスタシー)、蛋白同化ステロイド、およびニコチンなどを体内に取り込むことが
できる。薬物および薬剤成分の代謝産物も、アナライトと考えられる。神経系統に影響を
及ぼす薬および体内で生成されるその他の化学薬品、例えば、アスコルビン酸、尿酸、ド
ーパミン、ノルアドレナリン、3-メトキシチラミン(3MT)、3,4-ジヒドロキシフェニール
酢酸(DOPAC)、ホモバニリン酸(HVA)、5-ヒドロキシトリプタミン(5HT)、および5-ヒドロ
キシインドール酢酸(FHIAA)などのアナライトも分析可能である。
【０２５８】
　本明細書で使用されているような「動作可能なように接続される」および「動作可能な
ようにリンクされる」という言い回しは、広義であり、通常の意味で使用され、限定はし
ないが、コンポーネント間で信号を伝送できるようにする方法、例えば、有線または無線
で、他の(複数の)コンポーネントにリンクされた1つまたは複数のコンポーネントを含む
。例えば、1つまたは複数の電極を使用して、試料内のアナライトの量を検出し、その情
報を信号に変換することができ、その後、信号は、電子回路手段に伝送することができる
。この場合、電極は、電子回路に「動作可能なようにリンクされる」。
【０２５９】
　本明細書で使用されているような「EEPROM」という用語は、広義語であり、通常の意味
で使用され、限定はしないが、通常電圧よりも高い電圧を印加することにより繰り返し消
去および再プログラミング(例えば、書き込み)可能なユーザ修正可能読み取り専用メモリ
(ROM)である、電気的消去可能プログラム可能読み取り専用メモリを含む。
【０２６０】
　本明細書で使用されているような「SRAM」という用語は、広義語であり、通常の意味で
使用され、限定はしないが、電力が供給されている限りデータビットを保持するスタティ
ックランダムアクセスメモリ(RAM)を含む。
【０２６１】
　本明細書で使用されているような「A/Dコンバータ」という用語は、広義語であり、通
常の意味で使用され、限定はしないが、アナログ信号をデジタル信号に変換するハードウ
ェアを含む。
【０２６２】
　本明細書で使用されているような「マイクロプロセッサ」という用語は、広義語であり
、通常の意味で使用され、限定はしないが、コンピュータを駆動する基本命令に応答し基
本命令を処理する論理回路を使用して算術論理演算を実行するように設計されているコン
ピュータシステムまたはプロセッサを含む。
【０２６３】
　本明細書で使用されているような「RFトランシーバ」という用語は、広義語であり、通
常の意味で使用され、限定はしないが、信号を送信および/または受信するための無線周
波送信機および/または受信機を含む。
【０２６４】
　本明細書で使用されているような「ジッタ」という用語は、広義語であり、通常の意味
で使用され、限定はしないが、回路および/または環境効果により引き起こされる遍在す
る雑音を原因とする可能性のある波形タイミングの不確定性またはバラツキを含み、ジッ
タは、振幅、位相タイミング、または信号パルスの幅に見られる。
【０２６５】
　本明細書で使用されているような「生データ信号」という用語は、広義語であり、通常
の意味で使用され、限定はしないが、アナライトセンサからの測定されたアナライトに直
接関係するアナログまたはデジタル信号を含む。一実施例では、生データ信号は、アナラ
イト濃度を表すアナログ信号(例えば、電圧または電流)からA/Dコンバータにより変換さ
れる「カウント」数単位のデジタルデータである。
【０２６６】
　本明細書で使用されているような「カウント」という用語は、広義語であり、通常の意
味で使用され、限定はしないが、デジタル信号の測定単位を含む。一実施例では、カウン
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ト数単位で測定された生データ信号は、直接電圧に関係し(A/Dコンバータにより変換)、
これは直接電流に関係する。
【０２６７】
　本明細書で使用されているような「アナライトセンサ」という用語は、広義語であり、
通常の意味で使用され、限定はしないが、アナライトを定量化するために使用できるメカ
ニズム(例えば、酵素的または非酵素的)を含む。例えば、いくつかの実施形態では、酸素
およびグルコースを過酸化水素とグルコン酸に変換する反応を触媒するグルコース酸化酵
素(GOX)を含む膜を使用する。
　　GOX+グルコース+O2→グルコン酸+H202+還元されたGOX
【０２６８】
　代謝されたそれぞれのグルコース分子について、共反応剤O2と生成物H2O2に比例変化が
あるため、電極を使用して共反応剤または生成物のいずれかの電流変化を監視し、グルコ
ース濃度を決定することができる。
【０２６９】
　本明細書で使用されているような「ホスト」という用語は、広義語であり、通常の意味
で使用され、限定はしないが、哺乳類、特に人間を含む。
【０２７０】
　本明細書で使用されているような「マッチするデータ対」という用語は、広義語であり
、通常の意味で使用され、限定はしないが、実質的に時間が対応するセンサデータ(例え
ば、1つまたは複数のセンサデータ点)とマッチする基準データ(例えば、1つまたは複数の
基準アナライトデータ点)を含む。
【０２７１】
　本明細書で使用されているよう「クラークエラーグリッド」という用語は、広義語であ
り、通常の意味で使用され、限定はしないが、1)基準グルコース測定の値、2)センサグル
コース測定の値、3)この2つの値の相対的差、および4)この差の臨床的有意性を考慮して
、基準血糖値とセンサ生成血糖値との差の臨床的有意性を評価するエラーグリッド分析を
含む。参照により内容全体が本明細書に組み込まれている、Clarke他、「Evaluating Cli
nical Accuracy of Systems for Self-Monitoring of Blood Glucose」、Diabetes Care
、Volume 10、Number 5、September-October 1987を参照されたい。
【０２７２】
　本明細書で使用されているような「コンセンサスエラーグリッド」という用語は、広義
語であり、通常の意味で使用され、限定はしないが、特定のレベルの臨床リスクを2つの
時間対応グルコース測定結果の間の可能な誤差に割り当てるエラーグリッド分析を含む。
コンセンサスエラーグリッドは、偏差により課されるリスクの程度を表す複数のゾーンに
分割される。参照により内容全体が本明細書に組み込まれている、Parkes他、「A New Co
nsensus Error Grid to Evaluate the Clinical Significance of Inaccuracies in the 
Measurement of Blood Glucose」、Diabetes Care、Volume 23、Number 8、August 2000
を参照されたい。
【０２７３】
　本明細書で使用されているような「臨床的受容性」という用語は、広義語であり、通常
の意味で使用され、限定はしないが、患者に対する不正確のリスクの判定を含む。臨床的
受容性では、時間が対応するグルコース測定値(例えば、グルコースセンサからのデータ
および基準グルコースモニタからのデータ)の間の偏差と、センサおよび/または基準デー
タにより示されるグルコース値に基づくその偏差に伴うリスク(例えば、糖尿病患者の意
思決定に対する)とを考慮する。臨床的受容性の一例は、センサ測定結果と標準基準測定
結果とを比較したときの標準クラークエラーグリッドの「A」と「B」の領域内で測定され
たアナライト値の所定の集合の85%とすることができる。
【０２７４】
　本明細書で使用されているような「R値」という用語は、広義語であり、通常の意味で
使用され、限定はしないが、データの相関を要約する従来の一方法を含む、つまり、デー
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タが回帰により直線に当てはめられた場合にどのような残差(例えば、二乗平均平方根偏
差)が予測されるかのステートメントである。
【０２７５】
　本明細書で使用されているような「データ関連付け」および「データ関連付け関数」と
いう用語は、広義語であり、通常の意味で使用され、限定はしないが、データおよび特に
特定の曲線との相関または特定の曲線からの偏差の統計分析を含む。データ関連付け関数
は、データ関連付けを示すために使用される。例えば、本明細書で説明されているような
その較正集合を形成するデータを数学的に分析し、変換関数を定義する曲線(例えば、直
線または直線の集合)との相関または曲線からの偏差を判別することができ、この相関ま
たは偏差は、データ関連付けである。データ関連付け関数は、データ関連付けを決定する
ために使用される。データ関連付け関数のいくつかの実施例は、限定はしないが、線形回
帰、非線形マッピング/回帰、順位(例えば、ノンパラメトリック)相関、最小平均二乗に
よる曲線の当てはめ、平均絶対偏差(MAD)、および平均絶対相対差分を含む。このような
一実施例では、線形回帰の相関係数は、変換関数を形成する較正集合のデータ関連付けの
量および較正の品質を示す。
【０２７６】
　本明細書で使用されているような「較正の品質」という用語は、広義語であり、通常の
意味で使用され、限定はしないが、変換関数を作成するために使用される較正集合内のマ
ッチするデータ対の統計的関連付けを含む。例えば、R値を較正集合について計算し、そ
の統計データ関連付けを決定することができ、0.79よりも大きいR値では、統計的に許容
可能な較正品質であると判定するが、0.79よりも小さいR値では、統計的に許容可能でな
い較正品質であると判定する。
【０２７７】
　本明細書で使用されているような「実質的に」という用語は、広義語であり、通常の意
味で使用され、限定はしないが、指定される大半を含むが必ずしも全部含むわけではない
ことを意味する。
【０２７８】
　本明細書で使用されているような「一致」という用語は、広義語であり、通常の意味で
使用され、限定はしないが、一致する、同じである、または合致していることの質または
状態を含む。一実施例では、一致は、順位相関を使用して決定することができる。
【０２７９】
　本明細書で使用されているような「合致」という用語は、広義語であり、通常の意味で
使用され、限定はしないが、一致しているもしくは調和していること、および/または不
一致がないことを含む。
【０２８０】
　本明細書で使用されているような「連続的(または継続的)アナライト感知」という用語
は、広義語であり、通常の意味で使用され、限定はしないが、アナライト濃度の監視が、
連続的に、継続的に、および/または間欠的に(ただし、定期的に)実行される期間、例え
ば、約5分から10分おきの間隔を含む。
【０２８１】
　本明細書で使用されているような「センサヘッド」という用語は、広義語であり、通常
の意味で使用され、限定はしないが、特定のアナライトの検出の役割を持つ監視装置の領
域を含む。一実施例では、センサヘッドは、非導電体、作用電極(陽極)、本体上のある位
置に電気化学的反応面および本体の他の位置に電子的接続手段を形成する本体内を通過し
、本体内に固定される基準電極および対極(陰極)、および本体に貼り付けられ、電気化学
的反応面を覆う感知膜を備える。対極は、作用電極よりも広い電気化学的反応面積を持つ
。センサの一般的動作時に、生物試料(例えば、血液または間質液)またはその一部が酵素
(例えば、グルコース糖酸化酵素)に(直接または1つまたは複数の膜または領域を通過した
後)接触し、生物試料の反応(またはその一部)の結果、反応生成物が形成され、これによ
り、生物試料内のアナライト(例えば、グルコース)レベルを判定することができる。いく
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つかの実施形態では、感知膜は、さらに、酵素領域(例えば、および酵素層)、および電解
質相(例えば、以下で詳述される電解質含有液を含む自由流体相)を含む。
【０２８２】
　本明細書で使用されているような「電気化学的反応面」という用語は、広義語であり、
通常の意味で使用され、限定はしないが、電気化学的反応が起こる電極の表面を含む。作
用電極の場合、検出されるアナライトの酵素触媒反応により生成される過酸化水素により
、測定可能な電子電流が生じる(例えば、アナライト酸化酵素を使用してアナライトを検
出すると、副産物としてH2O2過酸化物が発生し、H2O2は、作用電極の表面と反応して2個
の陽子(2H+)、2個の電子(2e-)、および1個の酸素分子(O2)を発生し、これにより、検出さ
れる電子電流が発生する)。対極の場合、還元可能な化学種、例えばO2は、電極表面で還
元され、作用電極により生じる電流と平衡する。
【０２８３】
　本明細書で使用されているような「電子接続」という用語は、広義語であり、通常の意
味で使用され、限定はしないが、センサヘッド電極を機械(例えば、ピンおよびソケット)
またはハンダ付けなどでデバイスの電子回路とインターフェイスするために使用可能であ
る、当業者に知られている任意の電子接続を含む。
【０２８４】
　本明細書で使用されているような「感知膜」という用語は、広義語であり、通常の意味
で使用され、限定はしないが、2つ以上の領域からなり、数ミクロン以上の厚さの材料で
作られる透過膜または半透膜を含み、酸素を透過することができ、注目するアナライトを
透過するか、または透過しないようにすることができる。一実施例では、感知膜は、固定
化されたグルコース酸化酵素を含み、グルコースの濃度を測定するため電気化学反応を発
生させることができる。
【０２８５】
　本明細書で使用されているような「バイオインターフェイス膜」という用語は、広義語
であり、通常の意味で使用され、限定はしないが、2つ以上の領域からなり、数ミクロン
以上の厚さの材料で作られる透過膜を含み、これをセンサ本体に被せるように配置し、ホ
スト細胞(例えば、マクロファージ)が感知膜への近接を達成し、それによって感知膜を損
傷すること、または障壁細胞層を形成し組織-デバイス間インターフェイスを挟んだアナ
ライトの輸送を妨げることを防止することができる。
【０２８６】
　以下の開示では、省略記号として、EqおよびEqs(当量)、mEq(ミリグラム当量)、M(モル
の)、mM(ミリモルの)、μM(マイクロモルの)、N(標準)、mol(モル)、mmol(ミリモル)、μ
mol(マイクロモル)、nmol(ナノモル)、g(グラム)、mg(ミリグラム)、μg(マイクログラム
)、Kg(キログラム)、L(リットル)、mL(ミリリットル)、dL(デシリットル)、μL(マイクロ
リットル)、cm(センチメートル)、mm(ミリメートル)、μm(マイクロメートル)、nm(ナノ
メートル)、hおよびhr(時)、min.(分)、sおよびsec.(秒)、℃(摂氏)が適用される。
【０２８７】
　概要
　好ましいいくつかの実施形態は、注目するアナライト、またはアナライトの濃度または
存在を示す物質の濃度を測定するアナライトセンサの使用に関する。いくつかの実施形態
では、センサは、連続的デバイス、例えば、皮下、経皮、または血管内デバイスである。
いくつかの実施形態では、デバイスは、複数の間欠的血液試料を分析することができる。
アナライトセンサは、酵素測定、化学的測定、物理的測定、電気化学的測定、分光測定、
旋光測定、熱量測定、放射性測定などのアナライト感知の任意の方法を使用できる。
【０２８８】
　アナライトセンサは、侵襲性のある、侵襲性の少ない、および非侵襲性のセンサ手法を
含む任意の知られている方法を使用し、注目するアナライトの濃度を示す出力信号を供給
する。出力信号は、通常、デバイスを使用している可能性がある患者または医師などのユ
ーザに注目するアナライトの有用な値を供給するために使用される生信号である。したが
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って、適切な平滑化、較正、および評価方法を生信号および/またはシステムに全体とし
て適用し、関連するおよび許容可能な推定アナライトデータをユーザに供給することがで
きる。
【０２８９】
　センサ
　好ましいいくつかの実施形態において有用なアナライトセンサは、注目するアナライト
の濃度を測定することができるデバイスであればどのようなものでもよい。例示的な一実
施形態は以下で説明されるが、これは、埋め込み型グルコースセンサを使用する。しかし
、本明細書で説明されているデバイスおよび方法は、アナライトの濃度を検出し、アナラ
イトの濃度を表す出力信号を供給することができるデバイスであればどのようなデバイス
にも適用可能であることは理解されるであろう。
【０２９０】
　図1は、一実施形態のグルコースセンサの分解斜視図である。埋め込み型グルコースセ
ンサ(10)は、電流測定電気化学センサ技術を使用して、血糖値を測定する。この例示的な
実施形態では、本体(12)およびヘッド(14)は、電極(16)およびセンサ電子回路を収納する
が、これらについては図2を参照しつつ詳しく説明する。3本の電極(16)は、センサ電子回
路(図2)に動作可能なように接続され、感知膜(17)およびバイオインターフェイス膜(18)
により覆われ、これらは、クリップ(19)により取り付けられる。他の実施形態では、電極
の本数は、3本よりも少なくすることも多くすることもできる。
【０２９１】
　ヘッド(14)から突き出ている3本の電極(16)は、プラチナ作用電極、プラチナ対極、お
よび銀/塩化銀基準電極を含む。電極の上端は、感知膜と電極との間に配置された自由流
体相である電解質相(図に示されていない)と接触する。感知膜(17)は、電解質相を覆う、
酵素、例えば、グルコース酸化酵素を含む。次に、バイオインターフェイス膜(18)は、感
知膜(17)を覆い、少なくとも一部は、感知膜(17)の環境応力亀裂を引き起こす可能性のあ
る外力からセンサを保護するために使用される。
【０２９２】
　例示されている実施形態では、作用電極で測定される化学種により生成される電流の平
衡を保つため対極が用意される。グルコース酸化酵素ベースのグルコースセンサの場合、
作用電極で測定される化学種は、H2O2である。グルコース酸化酵素は、以下の反応に従っ
て酸素とグルコースを過酸化水素とグルコン酸に変換する反応を触媒する。
　　GOX+グルコース+O2→グルコン酸+H202+還元されたGOX
【０２９３】
　代謝されるそれぞれのグルコース分子について生成物H2O2の比例変化があるため、H2O2
の変化を監視してグルコース濃度を決定できる。作用電極によるH2O2の酸化は、周囲の酸
素、酵素生成H2O2、または対極の還元可能化学種の還元により平衡される。グルコース酸
化酵素反応から生成されるH202は、さらに、作用電極の表面で反応し、2個の陽子(2H+)、
2個の電子(2e-)、および1個の酸素分子(O2)を発生する(例えば、「Biosensors and the B
ody」、D. M. Fraser、ed.、1997、pp.1-56 John Wiley and Sons、New YorkのFraser, D
. M.「An Introduction to In vivo Biosensing: Progress and problems」を参照。)
【０２９４】
　一実施形態では、ポテンショスタットを使用して、(複数の)電極で(複数の)電気化学的
反応を測定する(図2を参照)。ポテンショスタットは、作用電極と基準電極との間に定電
位を印加して電流値を発生する。作用電極で発生する(そして、回路を通り対電極に流れ
る)電流は、H2O2の拡散流束に比例する。したがって、ユーザの身体内のグルコースの濃
度を表す生信号が発生し、したがって、この信号を使用して、本明細書の別のところで説
明されているような意味のあるグルコース値を推定することができる。
【０２９５】
　上述のような酵素グルコースセンサの問題の1つは、非グルコース反応律速現象である
。例えば、酸素がグルコースの量に比較して不足している場合、酵素反応は、グルコース
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ではなく酸素により制限される。したがって、出力信号は、グルコース濃度ではなく酸素
濃度を示す。
【０２９６】
　図2は、一実施形態のセンサ電子回路を例示するブロック図である。この実施形態では
、ポテンショスタット(20)が図に示されており、これは、電流値を取得するため電極(16)
に動作するように接続され(図1)、電流を電圧に変換する抵抗器(図に示されていない)を
含む。A/Dコンバータ(21)は、アナログ信号をカウント数にデジタイズして処理する。し
たがって、その結果得られるカウントの生データ信号は、ポテンショスタット(20)により
測定される電流に直接関係する。
【０２９７】
　マイクロプロセッサ(22)は、EEPROM(23)およびSRAM(24)を収納する中央制御ユニットで
あり、センサ電子回路の処理を制御する。他の実施形態では、本明細書で説明されている
ように、マイクロプロセッサ以外のコンピュータシステムを使用してデータを処理する。
いくつかの他の実施形態では、特定用途向け集積回路(ASIC)を、センサの中央処理の一部
または全部に使用することができる。EEPROM(23)は、半永久的なデータ記憶機能を備え、
センサIDおよびデータ信号を処理するために必要なプログラミングなどのデータを格納す
る(例えば、後述のようなデータ平滑化のためのプログラミング)。SRAM(24)は、システム
のキャッシュメモリに使用され、例えば、最近のセンサデータを一時的に格納するために
使用される。
【０２９８】
　電池(25)は、マイクロプロセッサ(22)に動作するように接続され、センサに必要な電力
を供給する。一実施形態では、電池は、リチウム二酸化マンガン電池であるが、適切なサ
イズおよび容量であればどのような電池でも使用できる(例えば、AAA、ニッケルカドミウ
ム、亜鉛炭素、アルカリ、リチウム、ニッケル金属水素化物、リチウムイオン、亜鉛空気
、亜鉛酸化水銀、銀亜鉛、または密閉)。いくつかの実施形態では、複数の電池を使用し
てシステムに電力を供給することができる。水晶振動子(26)は、マイクロプロセッサ(22)
に動作するように接続され、コンピュータシステムのシステム時間を全体として維持する
。
【０２９９】
　RFトランシーバ(27)は、マイクロプロセッサ(22)に動作可能なように接続され、センサ
データをセンサから受信機に送信する(図4および5を参照)。RFトランシーバがここに示さ
れているが、他の実施形態は、受信機への有線接続を含み、無線接続を含まない。さらに
他の実施形態では、例えば、受信機は、誘導結合を介して経皮的に電力の供給を受ける。
水晶振動子(28)は、RFトランシーバからのデータ伝送の同期をとるためのシステム時間を
供給する。トランシーバ(27)は、一実施形態では、送信機の代わりに使用できる。
【０３００】
　データ平滑化
　通常、アナライトセンサは、上記の図1および2を参照しつつ詳しく説明されているよう
に、ユーザのアナライト濃度を示す生データ信号を発生する。しかし、上述のグルコース
センサは、注目するアナライトの濃度を示す生データ信号出力を供給することができる多
数のアナライトセンサの一例にすぎないことはよく知られている。そのため、データ平滑
化、較正、評価、およびその他のデータ処理を含む、好ましい実施形態のデバイスおよび
方法を、出力信号を発生することができるアナライトセンサから得られる生データに適用
することができることは理解されるであろう。
【０３０１】
　アナライトセンサから受信された生データ信号は、データの品質を低下させる、信号雑
音を含むことがわかっている。そのため、例えば、平滑化アルゴリズムを使用して、信号
ジッタを減らすことによりセンサ内の信号対雑音比を改善しやすくできることが知られて
いる。従来のデータ平滑化アルゴリズムの一実施例は、特に高周波雑音を低減するのに適
している有限インパルス応答フィルタ(FIR)を含む(Steil他の米国特許第6,558,351号を参
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照)。他のアナライトセンサでは、例えば、発見的および移動平均型アルゴリズムを使用
して、データ信号内の信号ジッタのデータ平滑化を達成している。
【０３０２】
　一時的低周波非アナライト関係信号変動を減衰させることにより信号雑音を低減するこ
とも有利である(例えば、一過性虚血ならびに/または酸素および/または他の生理学的効
果を欠いているためセンサ機能を妨げる体位効果の長い一時的期間)。
【０３０３】
　一実施形態では、一時的低周波非アナライト関係信号雑音のこの減衰は、再帰型フィル
タを使用して達成される。毎回の計算で新しい入力データ集合を使用する従来の非再帰型
(例えば、FIR)フィルタとは対照的に、再帰型フィルタは、移動平均を入力として使用す
る方程式である、つまり、再帰型フィルタは、次のフィルタ処理される出力の一部として
前の平均を含む。再帰型フィルタは、少なくとも一部はその計算効率がよいため有利であ
る。
【０３０４】
　図3は、一実施形態の生データ信号のデータ平滑化を例示するグラフである。この実施
形態では、再帰型フィルタは、デジタル無限インパルス応答フィルタ(IIR)フィルタとし
て実装され、その出力は、以下の方程式に示されているように6回の加算と7回の乗算を使
用して計算される。
【０３０５】
【数１】

【０３０６】
この多項式方程式は、フィルタのサンプルレートと周波数挙動に依存する係数を含む。こ
の例示的な実施形態では、周波数挙動は、40分のサイクル長までの低周波を通し、30秒の
サンプルレートに基づく。
【０３０７】
　いくつかの実施形態では、データ平滑化をセンサ内に実装し、平滑化されたデータを受
信機に送信し、さらに処理することができる。他の実施形態では、生データをセンサから
受信機に送信し、データ平滑化と追加処理をそこで行うことができる。さらに他の実施形
態では、センサは受信機と一体であり、したがって、データの送信は不要である。
【０３０８】
　例示的な一実施形態では、センサが埋め込み型グルコースセンサであり、連続的なデー
タストリームを保証するためにデータ平滑化がセンサ内で実行される。代替的実施形態で
は、データ平滑化は、センサから受信機に送信することができ、データ平滑化を受信機側
で実行することができるが、送信が無線の場合にセンサから受信機への無線送信には送信
損失のリスクが伴う可能性がある。例えば、生体内にセンサは実装される実施形態では、
生センサ信号は、身体の外部にあるソース(例えば、受信機)に送信される生信号よりも、
センサ(生体内)の中でより一貫性が高い可能性がある(例えば、患者が受信機を外してシ
ャワーする場合、センサと受信機との間の通信は途絶える可能性があり、したがって受信
機内のデータ平滑化は停止するであろう)。その結果、フィルタ内の複数点データ損失は
、平滑化されたデータがデータ損失がなかった場合にそうであったであろう状態に回復す
るのに、例えば25から40分かかる可能性がある。
【０３０９】
　受信機
　図4Aから図4Dは、第1、第2、第3、および第4の実施形態の受信機の概略図である。受信
機(40)は、本明細書の別のところで説明されているように、アナライトセンサからのセン
サデータを受信し、処理し、表示するために必要なシステムを備える。特に、受信機(40)
は、例えば、ページャサイズのデバイスとすることができ、複数のボタン(42)およびバッ
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クライトを備えることができる液晶ディスプレイ(LCD)画面(44)を持ちユーザインターフ
ェイスを備える。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェイスは、図5を参照しつ
つ説明されているようなキーボード、スピーカ、およびバイブレータも備えることができ
る。
【０３１０】
　図4Aは、受信機がユーザインターフェイス上に推定アナライト値の数値表現を表示する
第1の実施形態を例示するが、これについては、本明細書の別のところで詳しく説明して
いる。
【０３１１】
　図4Bは、受信機がユーザインターフェイス上に推定血糖値および1時間分の時間的推移
トレンドデータを表示する第2の実施形態を例示するが、これについては、本明細書の別
のところで詳しく説明している。
【０３１２】
　図4Cは、受信機がユーザインターフェイス上に推定血糖値および3時間分の時間的推移
トレンドデータを表示する第3の実施形態を例示するが、これについては、本明細書の別
のところで詳しく説明している。
【０３１３】
　図4Dは、受信機がユーザインターフェイス上に推定血糖値および9時間分の時間的推移
トレンドデータを表示する第4の実施形態を例示するが、これについては、本明細書の別
のところで詳しく説明している。
【０３１４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、受信機上のトグルボタンを使用して図4Aから4Dに
示されている画面の一部または全部を切り替えることができる。いくつかの実施形態では
、ユーザは、自分のユーザインターフェイス上に表示される出力のタイプを対話的に選択
することができる。いくつかの実施形態では、センサ出力は、例えば、図6のブロック(69
)を参照しつつ説明されているように代替え構成を持つことができる。
【０３１５】
　図5は、一実施形態の受信機電子回路を例示するブロック図である。受信機は、上記の
図4Aから4Dを参照しつつ説明されているような構成を含むことができる。代替的に、受信
機は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、パーソナルデジタルアシ
スタント(PDA)、サーバ(受信機のローカルまたはリモート)などを含む任意の構成をとる
ことができる。いくつかの実施形態では、受信機は、(有線または無線接続を介して)デス
クトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、PDA、サーバ(受信機のローカルまた
はリモート)などに接続して、受信機からデータをダウンロードするように適合すること
ができる。他のいくつかの実施形態では、受信機は、センサ内に収納するか、または直接
接続され、これにより、センサおよび受信機の電子回路が直接協働し、および/またはデ
ータ処理資源を共有するようにできる。したがって、受信機は、その電子回路も含めて、
一般に、「コンピュータシステム」と説明することができる。
【０３１６】
　水晶振動子(50)は、連携機能してデータ信号(例えば、RFトランシーバから送信される
生データ信号)を受信し、同期をとるRFトランシーバ(51)に動作するように接続される。
受信した後、マイクロプロセッサ(52)は、後述のように信号を処理する。
【０３１７】
　マイクロプロセッサ(52)は、EEPROM(53)内に格納される較正アルゴリズムなどの必要な
処理を行う中央制御ユニットである。EEPROM(53)は、マイクロプロセッサ(52)に動作する
ように接続され、半永久的なデータ記憶機能を備え、受信機IDおよびデータ信号を処理す
るために必要なプログラミングなどのデータを格納する(例えば、較正および本明細書の
別のところで説明されているその他のアルゴリズムを実行するためのプログラミング)。
いくつかの他の実施形態では、特定用途向け集積回路(ASIC)を、受信機の中央処理の一部
または全部に使用することができる。SRAM(54)は、システムのキャッシュメモリに使用さ
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れ、データ処理に有用である。
【０３１８】
　EEPROM(53)およびSRAM(54)に動作するように接続されているマイクロプロセッサ(52)は
、限定はしないが、センサデータ受信モジュール、基準データ受信モジュール、データマ
ッチングモジュール、較正集合モジュール、変換関数モジュール、センサデータ変換モジ
ュール、品質評価モジュール、インターフェイス制御モジュール、および安定性判別モジ
ュールを含む、受信機電子回路の処理を制御するが、これらについては、以下でさらに詳
しく説明する。上記の処理はどれも、受信機電子回路(図5)の代わりに、または受信機電
子回路を補完する形で、センサ電子回路(図2)内にプログラムし、実行することができる
。
【０３１９】
　電池(55)は、マイクロプロセッサ(52)に動作するように接続され、受信機に必要な電力
を供給する。一実施形態では、電池は、AAA電池であるが、適切なサイズおよび容量の電
池であればどのようなものでも使用できる。いくつかの実施形態では、複数の電池を使用
してシステムに電力を供給することができる。水晶振動子(56)は、マイクロプロセッサ(5
2)に動作するように接続され、コンピュータシステムのシステム時間を全体として維持す
る。
【０３２０】
　ユーザインターフェイス(57)は、キーボード、スピーカ、バイブレータ、バックライト
、LCD、および複数のボタンを備える。ユーザインターフェイス(57)を備えるコンポーネ
ントは、ユーザと対話するために必要な制御機能を備える。例えば、キーボードでは、食
事時間、運動、インスリン投与、および基準アナライト値などの自分に関するユーザ情報
を入力することができる。例えば、スピーカは、現在の、および/または予測される血糖
上昇および血糖降下状態などの状態について可聴信号または警告を発することができる。
例えば、バイブレータは、上記のスピーカを参照しつつ説明されているような理由から触
覚信号または警告を与えることができる。例えば、バックライトを備え、光量の少ない状
態でLCDを読むユーザを補助することができる。例えば、LCDを備え、図4Aから4Dおよび図
6を参照しつつ詳しく説明されているような視覚的データ出力をユーザに供給することが
できる。ボタンは、例えば、トグル選択、メニュー選択、オプション選択、モード選択、
およびリセットの機能を備えることができる。
【０３２１】
　パーソナルコンピュータ(PC)comポート(58)および基準アナライトモニタcomポート(59)
を含む通信ポートは、受信機と別の、または受信機と一体のシステムと通信できるように
用意することができる。PC comポート(58)は、他のコンピュータシステム(例えば、PC、P
DA、サーバなど)と通信するための手段を備える。例示的な一実施形態では、受信機は、
医師によるレトロスペクティブ分析のため履歴データを医師のPCにダウンロードできる。
基準アナライトモニタcomポート(59)は、基準アナライト値を自動的に受信機にダウンロ
ードするため基準アナライトモニタと通信する手段を備える。一実施形態では、基準アナ
ライトモニタは受信機と一体であり、基準アナライトcomポート(59)により、2つの一体シ
ステム間の内部通信が可能になる。他の実施形態では、基準アナライトモニタcomポート(
59)により、自己血糖測定モニタなどの基準アナライトモニタに無線または有線で接続す
ることができる(例えば、手掌採血試料を測定するため)。
【０３２２】
　アルゴリズム
　次に、一実施形態のセンサデータ(60)の初期較正およびデータ出力を例示する流れ図で
ある、図6を参照する。
【０３２３】
　アナライトセンサの較正は、センサデータ信号をユーザにとって意味のある推定アナラ
イト測定結果に変換するデータ処理を含む。そこで、基準アナライト値を使用して、アナ
ライトセンサからのデータ信号を較正する。
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【０３２４】
　ブロック(61)で、センサデータモジュールとも呼ばれるセンサデータ受信モジュールは
、センサと有線または無線で通信することが可能な受信機を介して、センサから、1つま
たは複数の一定の時間間隔のセンサデータ点を含む、センサデータ(例えば、データスト
リーム)を受信する。上で図3を参照しつつ説明されているように(1つまたは複数の)セン
サデータ点を平滑化することができる。センサの初期化時に、初期較正に先立って、受信
機(例えば、コンピュータシステム)は、センサデータを受信し、格納するが、センサの初
期較正および場合によっては安定であることが判定されるまでユーザにデータが表示され
ないことがある。
【０３２５】
　ブロック(62)では、基準入力モジュールとも呼ばれる基準データ受信モジュールは、1
つまたは複数の基準データ点を含む、基準データを基準アナライトモニタから受信する。
一実施形態では、基準アナライト点は、自己血液アナライト測定検査からの(例えば、手
掌採血検査からの)結果を含むことができる。このような一実施形態では、ユーザは、知
られているアナライトセンサを使用してアナライト値(例えば、点)を取得するために自己
血液アナライト測定検査を管理し、その後アナライト数値をコンピュータシステムに入力
することができる。他のこのような実施形態では、自己血液アナライト測定検査は、受信
機(例えば、コンピュータシステム)との有線または無線による接続を含み、これによりユ
ーザが2つのデバイスの間の接続を単純に開始するだけで、基準アナライトデータが自己
血液アナライト測定検査と受信機との間で受け渡されるか、またはダウンロードされる。
さらに他のこのような実施形態では、自己アナライト測定検査は受信機と一体であり、ユ
ーザは単に血液試料を受信機に送るだけで、受信機はアナライト検査を実行し基準アナラ
イト値を決定する。
【０３２６】
　いくつかの受容性パラメータを、ユーザから受け取った基準値について設定することが
できる。例えば、一実施形態では、受信機は、約40から約400mg/dLの範囲の基準アナライ
ト値のみを受け付けることができる。有効な基準アナライト値を決定する他の実施例につ
いては、図8を参照しつつ詳述する。
【０３２７】
　ブロック(63)で、プロセッサモジュールとも呼ばれるデータマッチングモジュールは、
基準データ(例えば、1つまたは複数の基準アナライトデータ点)と実質的に時間が対応す
るセンサデータ(例えば、1つまたは複数のセンサデータ点)とのマッチングを実行し、1つ
または複数のマッチするデータ対を供給する。一実施形態では、1つの基準データ点と1つ
の時間が対応するセンサデータ点とのマッチングを行い、マッチするデータ対を形成する
。他の実施形態では、複数の基準データ点の平均を取り(例えば、均等または不等重み付
き平均、平均値、中央値など)、1つの時間が対応するセンサデータ点とマッチングし、マ
ッチするデータ対を形成する。他の実施形態では、1つの基準データ点と平均を取った複
数の時間が対応するセンサデータ点とのマッチングを行い、マッチするデータ対を形成す
る。さらに他の実施形態では、複数の基準データ点の平均を取り、平均された複数の時間
が対応するセンサデータ点とのマッチングを行い、マッチングしたデータ対を形成する。
【０３２８】
　一実施形態では、時間が対応するセンサデータは、基準アナライトデータタイムスタン
プ(例えば、基準アナライトデータが取得された時刻)から15±5分後に生じる1つまたは複
数のセンサデータ点を含む。この実施形態では、データ平滑化で使用されるフィルタに導
入される約10分の遅延および約5分の生理学的タイムラグを考慮するため15分の時間遅延
が選択されている(例えば、アナライトセンサの(1つまたは複数の)膜を通りアナライトが
拡散するのに要する時間)。代替的実施形態では、時間が対応するセンサ値は、上述の実
施形態よりも大きくも小さくもでき、例えば±60分である。センサの時間対応および基準
データのバラツキは、例えば、データ平滑化フィルタにより持ち込まれる時間遅延が長か
ったり、短かったりすることによるものであるか、またはアナライトセンサの構成が生理
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学的タイムラグを長くしたり短くしたりする場合に生じる可能性がある。
【０３２９】
　センサのいくつかの実用的な実装では、基準アナライトデータは、データが受信機に入
力された時刻と異なる時刻に取得することができる。したがって、基準アナライトの「タ
イムスタンプ」(例えば、基準アナライト値が得られた時刻)は、基準アナライトデータが
受信機により取得された時刻と同じでないことに留意されたい。したがって、いくつかの
実施形態は、受信機がそれぞれの基準アナライト値に対する正確なタイムスタンプ、つま
り、基準値がユーザから実際に得られた時刻を確実に格納するようにするタイムスタンプ
要件を含む。
【０３３０】
　いくつかの実施形態では、複数の検査を使用し、所定の期間(例えば、約30分)にわたる
個別センサ値に対し基準データ点を使用してもっともマッチする対を評価する。そのよう
な例示的な一実施形態では、基準データ点とセンサデータ点とのマッチングが、5分間隔
で行われ、それぞれのマッチする対が評価される。最良相関とのマッチする対は、データ
処理のためのマッチする対として選択できる。代替的ないくつかの実施形態では、所定の
期間にわたる基準データ点と複数のセンサデータ点の平均とのマッチングを使用して、マ
ッチする対を形成することができる。
【０３３１】
　ブロック(64)では、プロセッサモジュールとも呼ばれる較正集合モジュールは、以下で
ブロック(67)を参照しつつ詳しく説明するように、基準アナライトデータとセンサアナラ
イトデータとの関係を判定するために使用される1つまたは複数のマッチするデータ対の
集合から初期較正集合を形成する。
【０３３２】
　初期較正集合を構成するマッチするデータ対は、所定の基準に従って選択できる。初期
較正集合に対する基準は、図10を参照しつつ詳しく説明されている、更新較正集合の基準
と同じである場合も、異なる場合もある。いくつかの実施形態では、初期較正集合用に選
択された(複数の)データ対の個数(n)は、1である。他の実施形態では、nを受信された基
準データ点の頻度の関数として、初期較正集合に対しn個のデータ対が選択される。例示
的な一実施形態では、6つのデータ対が初期較正集合を構成する。
【０３３３】
　いくつかの実施形態では、データ対は、特定のアナライトしきい値の範囲内でのみ選択
され、例えば、基準アナライト値は、約40から約400mg/dLの範囲である。いくつかの実施
形態では、初期較正集合を形成するデータ対は、そのタイムスタンプに従って選択される
。いくつかの実施形態では、較正集合は、図10を参照しつつ説明されているように選択さ
れる。
【０３３４】
　ブロック(65)では、スタートアップモジュールとも呼ばれる安定性判定モジュールは、
一定期間にわたってアナライトセンサの安定性を判定する。アナライトセンサの中には初
期不安定性期間を持つものもあり、その期間、アナライトセンサは環境、生理学、または
その他の理由から不安定である。初期センサ不安定性の一例は、アナライトセンサが皮下
に埋め込まれる実施形態であり、この例示的な実施形態では、アナライトセンサの安定性
は、センサ周辺およびセンサ内への組織成長の成熟度に依存しうる。初期センサ不安定性
の他の例は、アナライトセンサが経皮的に埋め込まれる実施形態であり、この例示的な実
施形態では、アナライトセンサの安定性は、たとえば電極安定性および/または汗に依存
しうる。
【０３３５】
　したがって、いくつかの実施形態では、センサ安定性の判定は、所定の期間待つことを
含むことができ(例えば、埋め込み型センサは、組織に対し一定期間を必要とすることが
知られており、経皮的センサは、センサとユーザの皮膚との平衡が生じる時間を必要とす
ることが知られている)、いくつかの実施形態では、所定の待ち期間は約1分から約6週間
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までの範囲である。いくつかの実施形態では、感度(例えば、アナライト濃度に関するセ
ンサ信号強度)を使用して、センサの安定性を判定することができ、例えば、センサ感度
の振幅および/またはバラツキを評価してセンサの安定性を判定することができる。代替
的実施形態では、pHレベル、酸素、次亜塩素酸塩、干渉種(例えば、アスコルビン酸、尿
素、アセトアミノフェン)、センサデータと基準値との相関(例えば、R値)、ベースライン
ドリフトおよび/またはオフセットなどの検出を利用して、センサの安定性を判定するこ
とができる。例示的な一実施形態では、センサはグルコースセンサであり、センサ安定性
を評価するために使用することができる、干渉種(例えば、アスコルビン酸、尿素、アセ
トアミノフェン)と関連する信号を供給することが知られている。他の例示的な実施形態
では、センサは、図1および2を参照しつつ説明されているようなグルコースセンサであり
、酸素欠乏がないか対極を監視することができ、これを使用して、センサ安定性または機
能性を評価することができる。
【０３３６】
　決定ブロック(66)で、システム(例えば、マイクロプロセッサ)は、アナライトセンサが
、上述のような特定の基準に従って十分に安定しているかどうかを判定する。センサが埋
め込み型グルコースセンサである一実施形態では、システムは、内側への組織の十分な成
長に必要と思われる所定の期間待ち、センサ感度を評価する(例えば、約1分から6週間ま
での範囲)。他の実施形態では、受信機は、センサヘッド付近の酸素濃度に基づいて十分
安定しているかを判定する。さらに他の実施形態では、センサは、ベースラインドリフト
および/またはオフセットの再評価に基づいて十分安定しているかを判定する。さらに他
の代替的実施形態では、システムは、所定の期間(例えば、24時間)にわたるセンサデータ
ストリームの頻度内容を監視することにより安定性を評価し、この代替的実施形態では、
許容可能なレベルのグルコース生理機能を反映し、実際のセンサデータと比較される1つ
のテンプレート(または複数のテンプレート)が用意され、テンプレートと実際のセンサデ
ータとの間の所定の一致の程度がセンサ安定性を示す。十分な安定性を判定するいくつか
の実施例がここに示されているが、さまざまな知られている検査およびパラメータを使用
することで、好ましいいくつかの実施形態の精神および範囲から逸脱することなくセンサ
安定性を判定することができる。
【０３３７】
　センサの安定性が十分であると受信機側で評価しない場合、処理はブロック(61)に戻り
、そこで、受信機が上で詳しく説明されているようにセンサデータを受信する。上述のス
テップは、十分な安定性が判定されるまで繰り返される。
【０３３８】
　センサの安定性が十分であると受信機側で評価した場合、処理はブロック(67)に進み、
較正集合を使用してセンサの較正が行われる。
【０３３９】
　ブロック(67)で、変換関数モジュールは、較正集合使用して変換関数を作成する。変換
関数は、基準アナライトデータとアナライトセンサデータとの間の関係を実質的に定義す
る。
【０３４０】
　較正集合から変換関数を作成するために、さまざまな知られている方法を好ましい実施
形態とともに使用することができる。一実施形態では、複数のマッチするデータ点が初期
較正集合を形成し、図7を参照しつつ説明されているように、初期較正集合上で線形最小
二乗回帰が実行される。
【０３４１】
　図7は、例示的な一実施形態における変換関数を作成するために較正集合上で実行され
る回帰を例示するグラフである。この実施形態では、線形最小二乗回帰は、初期較正集合
上で実行される。x軸は、基準アナライトデータを表し、y軸は、センサデータを表す。グ
ラフは、較正集合内のマッチする対(76)の回帰を図にしたものである。回帰では、変換関
数を定義する、勾配(72)およびオフセット(74)を計算し(y=mx+b)する。
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【０３４２】
　代替的実施形態では、他のアルゴリズムを使用して変換関数を決定することが可能であ
り、例えば、線形および非線形回帰の形態、例えば、ファジー論理、ニューラルネットワ
ーク、区分線形回帰、多項式当てはめ、遺伝的アルゴリズム、およびその他のパターン認
識および信号推定手法を使用できる。
【０３４３】
　さらに他の代替的実施形態では、変換関数は、2つ以上の異なる最適な変換を含むこと
ができるが、それは、最適な変換はいつでも、例えば、時刻、消費カロリー、運動、また
は設定しきい値よりも上または下のアナライト濃度などの1つまたは複数のパラメータに
依存するからである。このような例示的な一実施形態では、変換関数は、推定グルコース
濃度に適合される(例えば、高と低)。例えば、埋め込み型グルコースセンサでは、埋設物
の周囲の細胞はグルコースセンサに向かって拡散するときに少なくとも少量のグルコース
を消費することが観察されている。グルコース濃度が低いが高いかにかかわらず、細胞が
実質的に同じ量のグルコースを消費すると仮定すると、この現象では、比較的高い値の血
糖発作時のグルコース濃度に対する影響よりも低血糖発作時のグルコースの濃度に対する
影響のほうが大きい。したがって、変換関数は、血糖レベルの感度の差を補正するように
適合される。一実装では、変換関数は、推定血糖濃度が特定のしきい値(例えば、150mg/d
L)以下である場合に第1の回帰直線が適用され、推定血糖濃度が特定のしきい値(例えば、
150mg/dL)以上である場合に第2の回帰直線が適用される2つの異なる回帰直線を含む。他
の代替的一実装では、推定血糖値が設定されたしきい値(例えば、150mg/dL)よりも高いま
たは低い場合に変換関数を形成する回帰直線の所定のピボットを適用することができ、そ
の場合、ピボットおよびしきい値は、変換関数の実行およびグルコース濃度の範囲のその
実行のレトロスペクティブ分析から決定される。他の実装では、変換関数を形成する回帰
直線は、臨床的受容性標準に適合するために1つの点を中心として旋回される(例えば、ク
ラークエラーグリッド、コンセンサスグリッド、平均絶対相対差分、またはその他の臨床
的費用関数)。ごくわずかの例示的な実装しか説明されていないが、好ましいいくつかの
実施形態では多数の実装が考えられ、変換関数は一定期間にわたってセンサデータの感度
に影響を及ぼす可能性のある1つまたは複数のパラメータに基づいて適合するように適用
される。
【０３４４】
　図6を再び参照すると、ブロック(68)では、センサデータがセンサから連続的に(または
間欠的に)受信されるときに、センサデータ変換モジュールが変換関数を使用してセンサ
データを較正済みデータとも呼ばれる実質的にリアルタイムのアナライト値推定に変換す
る。例えば、図7の実施形態では、受信機に「カウント」単位で供給することができるセ
ンサデータは、mg/dL単位で(複数の)アナライト値を推定するように変換される。つまり
、以下のように、与えられた時刻でのオフセット値を生の値(例えば、カウント)から引い
て、勾配で除算して、推定アナライト値を取得することができる。
【０３４５】
【数２】

【０３４６】
　いくつかの代替的実施形態では、センサおよび/または基準アナライト値は、レトロス
ペクティブ分析のためデータベース内に格納される。
【０３４７】
　ブロック(69)で、出力モジュールがユーザインターフェイスを介してユーザに出力を供
給する。出力は、推定アナライト値を表し、これは、上でブロック(68)を参照しつつ詳し
く説明されているようにセンサデータを意味のあるアナライト値に変換することにより決
定される。ユーザ出力は、例えば、推定アナライト数値、アナライト濃度の方向トレンド



(42) JP 5037128 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

の指示、および/または一定期間にわたる推定アナライトデータのグラフ表現の形態とす
ることができる。推定アナライト値の他の表現も可能であり、例えば、聴覚および触覚に
訴えるものがある。
【０３４８】
　図4Aに示されているような例示的な一実施形態は、推定アナライト値は、数値で表され
る。図4Bから4Dに示されているような他の例示的な実施形態では、ユーザインターフェイ
スは、所定の期間にわたる推定アナライトデータトレンドをグラフで表す(例えば、それ
ぞれ、1、3、および9時間)。代替的実施形態では、他の期間を表すことができる。
【０３４９】
　いくつかの実施形態では、ユーザインターフェイスは、センサの安定性が確定された後
にユーザへのデータ表示を開始する。しかし、いくつかの代替的実施形態では、ユーザイ
ンターフェイスは、いくぶん不安定なデータを表示し(例えば、ブロック(66)で十分な安
定性を持たない)、これらの実施形態では、受信機は、さらに、センサデータの不安定性
を示すものを含むこともできる(例えば、点滅、フェーディング、またはユーザインター
フェイス上に表示されるセンサ不安定性の他の表示)。いくつかの実施形態では、ユーザ
インターフェイスは、センサデータの安定性のステータスをユーザに通知する。
【０３５０】
　したがって、センサの初期較正の後、および場合によってはセンサデータの安定性の決
定の後に、リアルタイムの連続的アナライト情報をユーザインターフェイス上に表示し、
ユーザが定期的にまた積極的に、かかりつけの医師が設定した限界内で自分の糖尿病状態
を見られるようにできる。
【０３５１】
　代替的実施形態では、変換関数を使用して、将来の時刻におけるアナライト値を予測す
る。これらの予測値は、血糖値上昇または血糖値低下の近づきつつある出来事をユーザに
警告するために使用することができる。さらに、予測値は、タイムラグ(例えば、本明細
書の別のところで説明されているような15分のタイムラグ)の補正にも使用することがで
きるため、ユーザに表示される推定アナライト値は、時間遅延推定値ではなく、瞬間の時
刻を表す。
【０３５２】
　いくつかの実施形態では、実質的にリアルタイムの推定アナライト値、予測将来推定ア
ナライト値、変化率、および/またはアナライト濃度の方向トレンドを使用して、ユーザ
の生体系の一状況を制御するために適切な量および時刻も含めて、ユーザへの成分投与を
制御する。このような一実施例は、閉ループグルコースセンサおよびインスリンポンプで
あり、グルコースセンサからのアナライトデータ(例えば、推定血糖値、変化率、および/
または方向トレンド)を使用して、血糖値上昇または血糖値降下状態を避けるため糖尿病
患者に与えることができるインスリンの量、および投与時間を決定する。
【０３５３】
　次に、一実施形態の基準およびセンサデータ(80)の臨床的受容性を評価するプロセスを
示す流れ図である、図8を参照する。いくつかの臨床的受容性検査がここで開示されてい
るが、知られている臨床的標準および方法を本明細書の基準およびアナライトデータの臨
床的受容性を評価するために適用することができる。
【０３５４】
　従来のアナライト測定器(例えば、自己血液アナライト測定検査)は、アナライト値に±
20%の誤差を生じることが知られている。例えば、アナライト読み取り値の大誤差は、血
液アナライト検査の自己管理における患者の誤りにより生じることが知られている。この
ような例では、グルコース濃度検査のため血液試料を取るときにユーザの指に微量の糖が
付着している場合に、測定された血糖値は実際の血糖値よりもかなり高くなる可能性があ
る。さらに、自己アナライト測定検査(例えば、テストストリップ)は製造誤差の影響を受
けていることもときおりあることが知られている。
【０３５５】
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　誤差の他の原因は、ユーザが自己検査を定期的に行わない場合、またはユーザが自己検
査を定期的に行っているが、適切な時刻にまたは適切なタイムスタンプを使用して基準値
を入力しない場合に発生しうる希なことと時間遅延を含む。したがって、有効な入力とし
て受け付けるのに先立って基準アナライト値を受け入れ可能かどうかを確認することが有
益と考えられる。したがって、受信機では、有効な基準値として受け入れるのに先立って
受信された基準アナライトデータの臨床的受容性を評価する。
【０３５６】
　一実施形態では、基準アナライトデータ(および/またはセンサアナライトデータ)は、
実質的に時間が対応するセンサデータ(および/または実質的に時間が対応する基準アナラ
イトデータ)に関して評価され、それにより、基準アナライトおよび/またはセンサアナラ
イトデータの臨床的受容性を決定する。臨床的受容性では、時間が対応するグルコース測
定値(例えば、グルコースセンサからのデータおよび基準グルコースモニタからのデータ)
の間の偏差と、センサおよび/または基準データにより示されるグルコース値に基づくそ
の偏差に伴うリスク(例えば、糖尿病患者の意思決定に対する)とを考慮する。基準および
センサアナライトデータの臨床的受容性を評価すること、およびそれに依存するユーザイ
ンターフェイスを制御することで、臨床的リスクを最小限に抑えることができる。
【０３５７】
　一実施形態では、受信機では、基準データが取得される毎に臨床的受容性を評価する。
他の実施形態では、受信機は、上で図6を参照しつつ説明されているように、センサの初
期較正および安定化の後に臨床的受容性を評価する。いくつかの実施形態では、受信機は
、例えば基準グルコース測定結果が約40から400mg/dLの範囲であると決定した後に、基準
アナライトデータの初期事前選別として臨床的受容性を評価する。他の実施形態では、デ
ータを事前選別する他の方法を、例えば、基準アナライトデータ値が前の基準アナライト
データ値(例えば、最大変化率よりも下の)に基づいて生理学的に実現可能であるか判定す
ることにより使用することができる。
【０３５８】
　図6を参照しつつ詳細に説明されているような初期較正の後に、センサデータ受信モジ
ュール(61)は、受信機を介して実質的に連続的なセンサデータ(例えば、データストリー
ム)を受信し、そのデータを推定アナライト値に変換する。本明細書で使用されているよ
うに、「実質的に連続的な」は、数分の1秒から例えば1、2、または5分までの範囲にわた
る時間間隔で(例えば、時間間隔をあけて)実行した個々の測定のデータストリームを含む
十分に広い意味を持つ。センサデータが連続的に変化されるときに、図10を参照しつつ詳
細に説明されているように、時折再較正することができる。センサの初期較正および再較
正は、基準アナライト値を必要とする。したがって、受信機は、適切な処理のため随時基
準アナライトデータを受信することができる。これらの基準アナライト値は、基準アナラ
イト検査誤差に対するフェールセーフとして後述のように臨床的受容性について評価する
ことができる。
【０３５９】
　ブロック(81)では、基準入力モジュールとも呼ばれる基準データ受信モジュールは、基
準アナライトデータを基準アナライトモニタから受信する。一実施形態では、基準データ
は、基準モニタから取得された1つのアナライト値を含む。しかし、いくつかの他の実施
形態では、基準データは、ユーザによりインターフェイスに入力され、本明細書の別のと
ころで説明されているような知られている方法により平均されたアナライト値の集合を含
む。
【０３６０】
　いくつかの実施形態では、基準データは、時刻、酸素濃度、体位効果、および完全入力
環境データなどの環境および生理学的問題に応じて事前選別される。例示的な一実施形態
では、センサは埋め込みグルコースセンサを含み、グルコースセンサ内の酸素センサを使
用して、グルコース感知に必要な酵素および電気化学的反応を正常に完了させるために十
分な酸素が供給されているかを判定する。センサが埋め込み型グルコースセンサを含む例
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示的な他の実施形態では、対極を「レール効果」について監視することが可能である、つ
まり、対極に供給される酸素が不十分であり対極が動作(例えば、回路)限界に到達する場
合である。さらに例示的な他の実施形態では、患者は、ユーザインターフェイスに、食事
時間および/または運動量などのデータを入力するよう求められるが、これは、許容可能
な基準データの可能性を判定するために使用することが可能である。
【０３６１】
　上の段落で説明されているように、評価データを使用して、基準アナライト測定に対す
る最適な時間を評価することができる。それに応じて、ユーザインターフェイスでは、そ
の後、ユーザに、所定の期間内に較正のための基準データ点を供給するよう求めることが
できる。その結果、受信機では積極的にユーザに対し最適な較正時間の間に要求するため
、環境および生理学的制限による誤差の可能性を低減し、較正の一貫性および受容性を高
めることができる。
【０３６２】
　ブロック(82)で、臨床モジュールとも呼ばれる臨床的受容性評価モジュールは、新しく
受信された基準データおよび/または時間が対応するセンサデータの臨床的受容性を評価
する。臨床的受容性を評価するいくつかの実施形態では、前のデータと比較した基準デー
タの変化率が、臨床的許容性について評価される。つまり、多くのアナライトの変化率お
よび加速度(または減速度)は、身体内でいくつかの生理学的制限を有する。したがって、
新しいマッチした対が生理学的に実現可能な範囲内にあるかどうかを判定するため、知ら
れている生理学的および/または統計的限界の範囲内にある前のデータからの変化率によ
り示される限界を設定することができる。同様に、いくつかの実施形態では、アナライト
の将来の値を予測するアルゴリズムを使用して、予測し、その後、実際の値を時間が対応
する予測値と比較し、実際の値が、例えば、予測アルゴリズムに基づく臨床的に受容可能
な範囲内にあるかどうかを判定することができる。
【０３６３】
　例示的な一実施形態では、臨床的受容性評価モジュール(82)は、上で図6を参照しつつ
説明されているように基準データと実質的に時間が対応する変換済みセンサ値とのマッチ
ングを行い、図9を参照しつつさらに詳しく説明されているようにマッチするデータをク
ラークエラーグリッド上にプロットする。
【０３６４】
　図9は、例示的な一実施形態の臨床的受容性の評価を示すクラークエラーグリッド上の2
つのデータ対のグラフである。クラークエラーグリッドは、もしあればセンサがグルコー
スセンサである一実施形態において、基準血糖値とセンサグルコース(例えば、推定グル
コース)値との食い違いの臨床的受容性を評価するために臨床的受容性評価モジュールに
より使用することができる。x軸は、グルコース基準グルコースデータを表し、y軸は、推
定グルコースセンサデータを表す。マッチするデータ対は、それぞれその基準およびセン
サ値に応じてプロットされる。この実施形態では、クラークエラーグリッドのA領域とB領
域内にあるマッチする対は、臨床的に受容可能であるとみなされるが、クラークエラーグ
リッドのC、D、およびE領域にあるマッチする対は、臨床的に受容可能であるとはみなさ
れない。特に、図9は、クラークエラーグリッドのA領域内にある第1のマッチする対(92)
が示されており、したがって、これは、臨床的に受容可能であると考えられる。第2のマ
ッチする対(94)は、クラークエラーグリッドのC領域内にあるように示されており、した
がって、これは、臨床的に受容可能でないと考えられる。
【０３６５】
　臨床的受容性を評価するさまざまな他の知られている方法を使用することができる。代
替的な一実施形態では、コンセンサスグリッドを使用して、基準およびセンサデータの臨
床的受容性を評価する。他の代替的実施形態では、平均絶対差分計算を使用して、基準デ
ータの臨床的受容性を評価することができる。他の代替的実施形態では、臨床的受容性は
、知られているグリッド(例えば、クラークエラーまたはコンセンサス)などの関連する臨
床的受容性検査を使用して、また時刻および/またはアナライト濃度の増加または減少ト



(45) JP 5037128 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

レンドなどの追加パラメータを含めて、評価することができる。他の代替的実施形態では
、変化率計算を使用して、臨床的受容性を評価することができる。さらに他の代替的実施
形態では、受信された基準データは実質的にリアルタイムであり、変換関数を使用して基
準アナライト値のタイムスタンプに対応する時刻に推定血糖値を推測することができる(
これは、本明細書の別のところで説明されているようにセンサデータのタイムラグのため
必要になる場合がある)。したがって、推定血糖値およびもしあれば基準アナライト値不
一致についてしきい値を設定することができる。
【０３６６】
　再び図8を参照すると、臨床的受容性評価の結果が評価されている。臨床的受容性が受
信された基準データにより判定された場合、処理はブロック(84)に進み、較正集合内の受
信された基準データを使用して変換関数を場合により再計算する。しかし、臨床的受容性
が判定されない場合、以下でブロック(86)を参照しつつ説明されるように、処理はブロッ
ク(86)に進み、ユーザインターフェイスを制御する。
【０３６７】
　ブロック(84)で、変換関数モジュールは、受信された基準データを使用して変換関数を
場合により再作成する。一実施形態では、変換関数モジュールは、新しく受信された基準
データ(例えば、マッチしたセンサデータを含む)を較正集合に追加し、最も古いおよび/
または最も合致しないマッチするデータ対を較正集合から移動し、変換関数をそれに応じ
て再計算する。他の実施形態では、変換関数モジュールは、図10を参照しつつ詳しく説明
されているように、包含基準に基づいて最良の較正について較正集合を評価する。
【０３６８】
　ブロック(85)で、センサデータ変換モジュールは、変換関数を使用してセンサデータを
継続的に(または間欠的に)、較正済みデータとも呼ばれる推定アナライト値に変換するが
、これについては、図6、ブロック(68)を参照しつつ詳しく説明されている。
【０３６９】
　ブロック(86)で、フェールセーフモジュールとも呼ばれるインターフェイス制御モジュ
ールは、受信された基準データの臨床的受容性に基づいてユーザインターフェイスを制御
する。評価(ブロック(82))で臨床的受容性が認められた場合、ユーザインターフェイスは
通常通り機能することができる、つまり、図6、ブロック(69)を参照しつつ詳しく説明さ
れているようにユーザに対し出力を供給することができる。
【０３７０】
　しかし、基準データが臨床的に受容可能でないと考えられる場合、フェールセーフモジ
ュールはフェールセーフモードの初期段階を開始する。いくつかの実施形態では、フェー
ルセーフモードの初期段階は、推定センサデータがユーザに対し表示されないようにユー
ザインターフェイスを変更することを含む。いくつかの実施形態では、フェールセーフモ
ードの初期段階は、ユーザに基準アナライト検査を繰り返し、他の基準アナライト値を供
給することを求めることを含む。その後、繰り返されたアナライト値は、上でブロック(8
1)から(83)を参照しつつ説明されているように臨床的受容性について評価される。
【０３７１】
　繰り返されたアナライト検査の結果が臨床的に受容できないと判定された場合、フェー
ルセーフモジュールでは、完全フェールセーフモードを反映するようにユーザインターフ
ェイスを変更することができる。一実施形態では、完全フェールセーフモードは、ユーザ
インターフェイス上のセンサアナライト表示出力を切断することを含む。他の実施形態で
は、例えば、色分け情報、トレンド情報、方向情報(例えば、矢印または角度をなす直線)
、ゲージ、および/またはフェールセーフ情報を表示することができる。
【０３７２】
　繰り返されたアナライト検査の結果が臨床的に受容可能であると判定された場合、第1
のアナライト値は破棄され、繰り返されたアナライト値が受け入れられる。上でブロック
(84)を参照しつつ詳しく説明されているように、このプロセスは、ブロック(84)に戻り、
変換関数を場合により再計算する。
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【０３７３】
　次に一実施形態のマッチするデータ対(100)の包含基準に基づき最良較正に対する較正
データを評価するプロセスを示す流れ図である図10を参照する。
【０３７４】
　アナライトセンサの較正は、時間の経過とともに変化する場合がある、つまり、ある時
点に適している変換関数は、他の時点には適していない可能性がある(例えば、数時間、
数日、数週、または数ヶ月後)。例えば、アナライトセンサが皮下埋め込み型である実施
形態では、時間の経過とともに組織内成長の成熟によりアナライトセンサの較正がバラツ
キを生じる可能性がある。他の例としては、ユーザの生理学的変化(例えば、代謝、干渉
する血液成分、ライフスタイルの変化)により、センサの較正にバラツキを生じる可能性
がある。したがって、較正集合を再形成し、それにより、包含基準の集合に従って時間の
経過とともに変換関数を再計算することを含む連続的較正更新アルゴリズムが開示される
。
【０３７５】
　ブロック(101)では、基準入力モジュールとも呼ばれる基準データ受信モジュールは、
新しい基準アナライト値(例えば、データ点)を基準アナライトモニタから受信する。いく
つかの実施形態では、基準アナライト値は、図6、ブロック(62)を参照しつつ詳しく説明
されているように、基準に従って事前選別することができる。いくつかの実施形態では、
基準アナライト値は、図8を参照しつつ詳しく説明されているように、臨床的受容性につ
いて評価することができる。
【０３７６】
　ブロック(102)で、プロセッサモジュールとも呼ばれるデータマッチングモジュールは
、図6、ブロック(63)を参照しつつ詳しく説明されているように、新しい基準データと実
質的に時間が対応するセンサデータとのマッチングを行うことにより1つまたは複数の更
新されたマッチするデータ対を形成する。
【０３７７】
　ブロック(103)で、較正評価モジュールは、較正集合への新しい(1つまたは複数の)マッ
チした対の包含を評価する。いくつかの実施形態では、受信機は、単に、更新されたマッ
チするデータ対を較正集合内に追加し、最も古いおよび/または最も合致しないマッチす
る対を較正集合から移動し、それに応じて変換関数の再計算に進む(ブロック(105))。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、較正評価は、新しいマッチするデータ対のみを評価すること
を含む。いくつかの実施形態では、較正評価は、既存の較正集合内のマッチするデータ対
のすべてを評価することおよび新しいマッチするデータ対を含めることを含み、そのよう
な実施形態では、新しいマッチするデータ対が包含(または除外)について評価されるだけ
でなく、さらに、較正集合内のデータ対のそれぞれが個別に包含(または除外)について評
価される。いくつかの代替的実施形態では、較正評価は、既存の較正集合からのマッチす
るデータ対の可能なすべての組み合わせを評価すること、およびどの組み合わせが包含基
準を最もよく満たすかを判定するため新しいマッチするデータ対を含めることを含む。い
くつかの追加される代替的実施形態では、較正評価は、上述の実施形態のうちの少なくと
も2つの組み合わせを含む。
【０３７９】
　包含基準は、実質的に最適な較正集合を形成するマッチするデータ対の集合を定義する
1つまたは複数の基準を含む。1つの包含基準は、マッチするデータ対(較正集合を構成す
る)のタイムスタンプが少なくとも設定期間(例えば、3時間)に必ずまたがるようにするこ
とを含む。他の包含基準は、マッチするデータ対のタイムスタンプが設定経過時間(例え
ば、1週間経過)以内であることを保証することを含む。他の包含基準は、較正集合のマッ
チする対が実質的に分散された量の高および低の生センサデータ、推定センサアナライト
値、および/または基準アナライト値を持つことを保証する。他の基準は、すべての生セ
ンサデータ、推定センサアナライト値、および/または基準アナライト値が所定の範囲内
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にあることを保証することを含む(例えば、血糖値に対し40から400mg/dL)。他の基準は、
(1つまたは複数の)マッチする対のタイムスタンプでのアナライト濃度(例えば、センサデ
ータから)の変化率を評価することを含む。例えば、アナライト濃度の変化率が遅いとき
に得られたセンサおよび基準データは、タイムラグおよびその他の生理学的および非生理
学的効果により引き起こされる不正確さの影響を比較的受けにくい可能性がある。他の基
準は、それぞれのマッチするデータ対内のそれぞれのセンサおよび基準データの一致を評
価することを含み、最も一致するマッチする対を選択することができる。他の基準は、生
理学的変化(例えば、皮下埋め込み型アナライトセンサの機能に影響を及ぼす可能性があ
るユーザの体位のせいで生じる低酸素、または図6を参照しつつ説明されているような他
の影響)を評価して、センサ値に生じる誤差の可能性を確認することを含む。較正集合基
準の評価は、上述の包含基準のうちの1つ、一部、または全部を評価することを含むこと
ができる。追加の実施形態は、本明細書で明示的に説明されていない追加包含基準を含む
ことができることが考えられる。
【０３８０】
　ブロック(104)で、較正集合の評価により、すでに確定されている較正集合を維持する
かどうか、または較正集合を新しいマッチするデータ対で更新(例えば、修正)すべきかど
うかを決定する。いくつかの実施形態では、最も古いマッチするデータ対は、新しいマッ
チするデータ対が含まれた場合に単純に移動される。新しい較正集合は、新しいマッチす
るデータ対を含める決定を含むだけでなく、いくつかの実施形態では、すでにマッチして
いるデータ対のどれを較正集合から移動すべきかをも決定することができる。
【０３８１】
　ブロック(105)で、変換関数モジュールは、修正された較正集合を使用して変換関数を
再作成する。変換関数の計算は、図6を参照しつつ詳しく説明される。
【０３８２】
　ブロック(106)で、センサデータ変換モジュールが、更新された変換関数を使用してセ
ンサデータを較正済みデータに変換する。生センサデータを推定アナライト値に変換する
ことについては、図6を参照しつつ詳しく説明される。
【０３８３】
　次に、一実施形態の較正(110)の品質を評価するプロセスを示す流れ図である、図11を
参照する。較正品質は、較正で使用される変換関数に関連付けられた信頼度および推定さ
れたアナライト値への生センサデータの変換を決定する、較正集合を形成するデータの統
計的関連付けを決定することにより評価することができる。
【０３８４】
　一実施形態では、較正品質は、本明細書の別のところで説明されているように、変換関
数の初期または更新された計算の後に評価することができる。しかし、較正品質は、デー
タ処理時にいつでも実行することができる。
【０３８５】
　ブロック(111)で、センサデータモジュールとも呼ばれるセンサデータ受信モジュール
は、図6を参照しつつ詳しく説明されているように、センサからセンサデータを受信する
。
【０３８６】
　ブロック(112)では、基準入力モジュールとも呼ばれる基準データ受信モジュールは、
図6を参照しつつ詳しく説明されているように、基準データを基準アナライトモニタから
受信する。
【０３８７】
　ブロック(113)で、プロセッサモジュールとも呼ばれるデータマッチングモジュールは
、図6を参照しつつ詳しく説明されているように、受信基準データと実質的に時間が対応
するセンサデータとのマッチングを行い、1つまたは複数のマッチするデータ対を供給す
る。
【０３８８】
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　ブロック(114)で、プロセッサモジュールとも呼ばれる較正集合モジュールは、図6、8
、および10を参照しつつ詳しく説明されているように、1つまたは複数のマッチするデー
タ対から較正集合を形成する。
【０３８９】
　ブロック(115)で、変換関数モジュールは、図6、8、および10を参照しつつ詳しく説明
されているように、較正集合を使用して変換関数を計算する。
【０３９０】
　ブロック(116)で、図6、8、および10を参照しつつ詳しく説明されているように、セン
サデータ変換モジュールは、受信センサデータを継続的に(または間欠的に)較正済みデー
タとも呼ばれる推定アナライト値に変換する。
【０３９１】
　ブロック(117)で、品質評価モジュールは、較正の品質を評価する。一実施形態では、
較正の品質は、統計的分析を使用して較正集合データの関連付けに基づく。統計的分析は
、線形回帰、非線形マッピング/回帰、順位(例えば、ノンパラメトリック)相関、最小平
均二乗による曲線の当てはめ、平均絶対偏差(MAD)、および平均絶対相対差分などの知ら
れている費用関数を含むことができる。統計的分析の結果は、システムを較正する際に使
用されるデータの関連付けの尺度となる。較正集合内に十分な品質が示されているかどう
かを判定するためにデータ関連付けのしきい値を設定できる。
【０３９２】
　他の実施形態では、較正の品質は、ブロック(82)および(83)を参照しつつ説明されてい
るように、較正集合を臨床的受容性について評価することにより判定される(例えば、ク
ラークエラーグリッド、コンセンサスグリッド、または臨床的受容性検定)。例えば、較
正集合を形成するマッチするデータ対を、クラークエラーグリッド上にプロットすること
ができ、それにより、すべてのマッチするデータ対がクラークエラーグリッドのA領域お
よびB領域内に入る場合に、較正は臨床的に受容可能であると判定される。
【０３９３】
　さらに他の代替的実施形態では、較正の品質は、統計的分析を使用し、その後較正集合
を臨床的受容性について評価することにより、最初に較正集合データの関連付けに基づい
て判定される。較正集合が統計的検定および/または臨床試験に通らない場合、処理はブ
ロック(115)に戻り、マッチするデータ対の新しい(例えば、最適化された)集合とともに
変換関数を再計算する。この実施形態では、処理ループ(ブロック(115)からブロック(117
)まで)は、品質評価モジュールが1)臨床的受容性があると判定するか、2)十分な統計的デ
ータ関連付けと判定するか、3)臨床的受容性および十分な統計的データ関連付けの両方を
判定するか、または4)反復のしきい値を超えるまで繰り返され、その後、処理はブロック
(118)に続く。
【０３９４】
　図12Aおよび12Bは、変換関数を形成した較正集合の線形回帰から相関係数を評価するこ
とにより変換関数の精度が決定される例示的な一実施形態を示している。この例示的な実
施形態では、相関係数から得られるR値に対ししきい値(例えば、0.79)が設定される。
【０３９５】
　図12Aおよび図12Bは、相関係数を使用する例示的な一実施形態のデータ関連付けに基づ
く較正の品質の評価を示すグラフである。特に、図12Aおよび12Bは、第1および第2の較正
集合(それぞれ図12Aおよび12B)上で実行される線形最小二乗回帰の結果をグラフにして示
している。x軸は、基準アナライトデータを表し、y軸は、センサデータを表す。このグラ
フは、変換関数を決定する回帰を図で示したものである。
【０３９６】
　図12Aの第1の較正集合の回帰により形成される回帰直線(したがって変換関数)は、図12
Bの第2の較正集合の回帰により形成される回帰直線(したがって変換関数)と同じである。
しかし、較正集合内のデータと図12Aの回帰直線との相関は、較正集合内のデータと図12A
の回帰直線との相関と著しく異なる。つまり、図12B内の回帰直線からのデータの偏差は
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図12A内の回帰直線からのデータの偏差と比べて著しく大きい。
【０３９７】
　相関のこの差を定量化するために、この例示的な実施形態で、最小二乗法を介して直線
に当てはめるときにデータの残差(例えば、二乗平均平方根偏差)を要約するためにR値を
使用することができる。R値は、以下の式に従って計算することができる。
【０３９８】
【数３】

【０３９９】
上記の式の中で、iは、インデックス(1からnまで)であり、xは、基準アナライト値であり
、yは、センサアナライト値であり、x-は1/nの基準アナライト値の平均であり、y-は、1/
nのセンサアナライト値の平均である。
【０４００】
　図12Aに示されている例示的な較正集合では、計算されたR値は、約0.99であり、これは
、回帰の相関係数として表すこともできる。したがって、較正は、十分なデータ関連付け
(したがって、不十分な品質)を示すが、それは、この例示的な実施形態で設定された0.79
のしきい値よりも高いからである。
【０４０１】
　図12Bに示されている例示的な較正集合では、計算されたR値は、約0.77であり、これは
、回帰の相関係数として表すこともできる。したがって、較正は、不十分なデータ関連付
け(したがって、不十分な品質)を示すが、それは、この例示的な実施形態で設定された0.
79のしきい値よりも低いからである。
【０４０２】
　図11、ブロック(118)を再び参照すると、フェールセーフモジュールとも呼ばれるイン
ターフェイス制御モジュールは、較正の品質に基づいてユーザインターフェイスを制御す
る。較正が十分な品質を示している場合、ユーザインターフェイスは通常通り機能するこ
とができる、つまり、図6を参照しつつ詳しく説明されているようにユーザに対し出力を
供給することができる。
【０４０３】
　しかし、較正の品質が十分であるととみなされない場合、フェールセーフモジュール(1
18)は、フェールセーフモードの初期段階を開始するが、これは図8を参照しつつ詳しく説
明されている。いくつかの実施形態では、フェールセーフモードの初期段階は、推定セン
サデータがユーザに対し表示されないようにユーザインターフェイスを変更することを含
む。いくつかの実施形態では、フェールセーフモードの初期段階は、さらに、ユーザに更
新された基準アナライト値を供給することを求めることを含む。更新されたアナライト値
は、その後、上述のように処理され、繰り返された基準アナライト検査から得られた更新
された変換関数は、もしあれば、統計に基づく正確さについて評価される。
【０４０４】
　更新された評価の結果が再び不十分な品質を示している場合、フェールセーフモジュー
ルは、完全フェールセーフモードを反映するようにユーザインターフェイスを変更するが
、これは図8を参照しつつ詳しく説明されている。しかし、更新された評価の結果が十分
な品質を示している場合、第1の基準アナライト値は破棄され、繰り返された基準アナラ
イト値が受け入れられ、プロセスは本明細書で説明されているように続く。
【０４０５】
　フェールセーフモードおよび完全フェールセーフモードの初期段階は、例えばユーザイ
ンターフェイス制御を含む、図8を参照しつつ説明されてものと類似している可能性があ
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る。さらに、初期と完全フェールセーフモードとの間のさまざまな差分モードは、較正の
相対的品質に依存する形で与えることができることは本明細書で考えられている。つまり
、較正品質の信頼水準は、エラーバー、±値などを備える複数の異なるユーザインターフ
ェイス画面を制御することができる。類似の画面を、図8を参照しつつ説明されている臨
床的受容性の実施形態で実装することができる。
【０４０６】
　本明細書で引用されているすべての関連文献は、その全体が参照により本明細書に組み
込まれる。参照により組み込まれている刊行物および特許または特許出願が明細書に含ま
れる開示内容と矛盾する場合、明細書がそのような矛盾する資料に取って代わる、および
/または優先することが意図されている。
【０４０７】
　「含む、備える(comprising)」という用語は、「含む、備える(including)」、「含む(
containing)」、または「を特徴とする」と同義語であり、包含的または制限がなく、追
加、列挙されていない要素または方法ステップを除外しない。
【０４０８】
　明細書および特許請求の範囲で使用されている成分、反応状態など量を表す数値はすべ
て、「約(about)」という用語によりすべての場合において変更されるものと理解される
。したがって、断りのない限り、明細書および添付の特許請求の範囲の中で指定されてい
る数値パラメータは近似値であり、本発明により求められている所望の特性に応じて変化
することがある。少なくとも、特許請求の範囲に相当する学説の適用を制限する試みとし
てではなく、有効数字の数および通常の丸め方式に照らしてそれぞれ数値パラメータを解
釈すべきである。
【０４０９】
　上の説明では、本発明のいくつかの方法および材料を開示している。本発明は、方法お
よび材料の変更とともに製造方法および機器の代替えの影響も受けやすい。このような変
更は、本明細書に開示されている発明のこの開示または実施を考察する当業者には明白な
ことである。したがって、本発明は、本明細書に開示されている特定の実施形態には限定
されず、これは添付の特許請求の範囲で実現されるような本発明の真の範囲および精神の
範囲内にあるすべての変更および代替えを対象とする。
【図面の簡単な説明】
【０４１０】
【図１】一実施形態のグルコースセンサの分解斜視図である。
【図２】一実施形態のセンサ電子回路を示すブロック図である。
【図３】一実施形態の生データ信号のデータ平滑化を示すグラフである。
【図４Ａ】第1の実施形態の受信機の概略図である。
【図４Ｂ】第2の実施形態の受信機の概略図である。
【図４Ｃ】第3の実施形態の受信機の概略図である。
【図４Ｄ】第4の実施形態の受信機の概略図である。
【図５】一実施形態の受信機電子回路を例示するブロック図である。
【図６】一実施形態のセンサデータの初期較正およびデータ出力を示す流れ図である。
【図７】例示的な一実施形態における変換関数を取得するために較正集合上で実行される
回帰を示すグラフである。
【図８】一実施形態の基準およびセンサデータの臨床的受容性を評価するプロセスを示す
流れ図である。
【図９】例示的な一実施形態の臨床的受容性の評価を示すクラークエラーグリッド上の2
つのデータ対のグラフである。
【図１０】一実施形態のマッチするデータ対の包含基準に基づき最良較正に対する較正デ
ータを評価するプロセスを示す流れ図である。
【図１１】一実施形態の較正の品質を評価するプロセスを示す流れ図である。
【図１２Ａ】相関係数を使用する例示的な一実施形態のデータ関連付けに基づく較正の品
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【図１２Ｂ】相関係数を使用する例示的な一実施形態のデータ関連付けに基づく較正の品
質の評価を示すグラフである。
【符号の説明】
【０４１１】
　10　埋め込み型グルコースセンサ
　12　本体
　14　ヘッド
　16　電極
　17　感知膜
　18　バイオインターフェイス膜
　19　クリップ
　20　ポテンショスタット
　21　A/Dコンバータ
　22　マイクロプロセッサ
　23　EEPROM
　24　SRAM
　25　電池
　26　水晶振動子
　27　RFトランシーバ
　28　水晶振動子
　40　受信機
　42　ボタン
　44　液晶ディスプレイ(LCD)画面
　50　水晶振動子
　51　RFトランシーバ
　52　マイクロプロセッサ
　53　EEPROM
　54　SRAM
　55　電池
　56　水晶振動子
　57　ユーザインターフェイス
　58　パーソナルコンピュータ(PC)comポート
　59　基準アナライトモニタcomポート
　60　センサデータ
　72　勾配
　74　オフセット
　76、92、94　マッチする対
　80　センサデータ
　82　臨床的受容性評価モジュール
　100　データ対
　110　較正
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