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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体試料測定器と、前記生体試料測定器に、測定環境についての温度情報を供給するとと
もに、その上面に前記生体試料測定器の保持部を有する置き台形状の温度情報供給器とを
備えた生体試料測定装置であって、
前記生体試料測定器は、
本体ケースと、
前記本体ケース内に設けられた測定部と、
前記測定部に接続された制御部と、
前記制御部に接続された温度情報受信部とを有し、
前記置き台形状の温度情報供給器は、
測定環境についての前記温度情報を検出する第１の温度センサと、
前記第１の温度センサに接続されるとともに、前記生体試料測定器が上面の前記保持部に
乗せられると、前記生体試料測定器の前記温度情報受信部に対して前記第１の温度センサ
が検出した前記温度情報を送信する温度情報送信部と、
を有し、
前記生体試料測定器は、さらに、測定前に、前記生体試料測定器を前記温度情報供給器の
上面に乗せる旨を表示させる表示部を有する、
生体試料測定装置。
【請求項２】
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前記生体試料測定器の前記制御部は、
前記生体試料測定器が前記温度情報供給器の上面に乗せられた後に、前記測定部による測
定を実施し、
前記測定部の測定値を前記温度情報受信部から得た前記温度情報によって補正する
請求項１に記載の生体試料測定装置。
【請求項３】
前記温度情報供給器は、外周部に前記第１の温度センサを設けた
請求項２に記載の生体試料測定装置。
【請求項４】
前記温度情報供給器は、
前記保持部に前記温度情報送信部が設けられた
請求項３に記載の生体試料測定装置。
【請求項５】
前記生体試料測定器は、下面に前記温度情報受信部を有する
請求項４に記載の生体試料測定装置。
【請求項６】
前記生体試料測定器は、前記本体ケース内に第２の温度センサを有し、
前記第２の温度センサは前記制御部に接続され、
前記温度情報供給器は、前記保持部に保持された前記生体試料測定器に送風する送風機を
有する
請求項１に記載の生体試料測定装置。
【請求項７】
前記生体試料測定器は、生体試料測定センサが挿入される開口部を有し、
前記温度情報供給器は、前記送風機からの送風を、前記生体試料測定器の前記開口部に向
けて送風する送風口を有する
請求項６に記載の生体試料測定装置。
【請求項８】
前記送風機から前記送風口までの送風路に殺菌装置を有する
請求項７に記載の生体試料測定装置。
【請求項９】
前記殺菌装置は、ＯＨラジカル、または活性酸素を発生させる構成である
請求項８に記載の生体試料測定装置。
【請求項１０】
前記温度情報供給器は、前記第１の温度センサを接続した第２の制御部を有し、前記第２
の制御部は、前記第１の温度センサによる検出温度と、前記生体試料測定器の前記第２の
温度センサによる検出温度とを比較して前記送風機を駆動する請求項６に記載の生体試料
測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体試料測定器と、生体試料測定器に温度情報を供給する温度情報供給器と
を備えた生体試料測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の生体試料測定器について説明する。従来の生体試料測定器は、生体試料の測定を
行う生体試料測定センサの装着部と、装着部に接続される測定部と、測定部に接続される
制御部と、制御部に接続される温度センサとを有する構成である（例えば、特許文献１参
照）。このような生体試料測定器の制御部は、測定部で測定した測定値を、温度センサで
検出した温度によって補正する制御を行っている。
【０００３】
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　これは、生体試料測定センサにおける反応は、温度によって大きく変動するためである
。
【０００４】
　しかしながら、従来の生体試料測定器においては、温度センサを生体試料測定器の内部
に配置していた。このため、生体試料測定器内に搭載されている部品（例えば制御部等の
部品）の温度上昇により、温度センサの検出する温度が影響される場合がある。その結果
、生体試料測定器の外側にある生体試料測定センサの反応部の環境温度とは異なる温度に
よって測定値を補正してしまうことがあり、その場合には、測定値がばらついてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００５／０００１１４号
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、測定値のばらつきを抑制するも
のである。
【０００７】
　本発明の生体試料測定装置は、生体試料測定器と、生体試料測定器に、測定環境につい
ての温度情報を供給するとともに、その上面に生体試料測定器の保持部を有する置き台形
状の温度情報供給器とを備えている。生体試料測定器は、本体ケースと、本体ケース内に
設けられた測定部と、測定部に接続された制御部と、制御部に接続された温度情報受信部
とを有している。温度情報供給器は温度センサと、温度センサに接続し、温度情報受信部
に対して温度情報を送信する温度情報送信部とを有している。
【０００８】
　本発明の生体試料測定器は、本体ケースと、本体ケース内に設けられた測定部と、測定
部に接続された制御部と、制御部に接続され、温度情報供給器から測定環境についての温
度情報を受信する温度情報受信部とを備えている。
【０００９】
　本発明の置き台形状の温度情報供給器は、測定環境についての温度情報を検出する第１
の温度センサと、第１の温度センサに接続されるとともに、生体試料測定器が上面の保持
部に乗せられると、生体試料測定器の温度情報受信部に対して第１の温度センサが検出し
た温度情報を送信する温度情報送信部とを備えている。
　本発明の生体試料測定器は、さらに、測定前に、生体試料測定器を温度情報供給器の上
面に乗せる旨を表示させる表示部を有する。
                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置の構成を示す斜視
図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置の断面構成を示す
図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定器の構成を示す斜視図
である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定器の機能ブロック図で
ある。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態における温度情報供給器（保持器）の機能ブ
ロック図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置の使用状態の一例
を説明するための図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置の動作フローを示
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すフローチャートである。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定器の表示部に表示
される画面の一例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定器の表示部に表示
される画面の一例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器の構成を示す斜視図
である。
【図１０】図１０は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器および生体試料
測定器の使用環境を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器の構成を示す斜
視図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器の構成を示す斜
視図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器の機能ブロック
図である。
【図１４】図１４は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器の機能ブロック
図である。
【図１５】図１５は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定装置の動作フロー
を示すフローチャートである。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器の表示部に
表示される画面の一例を示す図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器の表示部に
表示される画面の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定装置の構成を示す
斜視図である。
【図１８】図１８は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定装置の断面構成を
示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定器の構成を示す斜
視図である。
【図２０】図２０は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定器の機能ブロック
図である。
【図２１】図２１は、本発明の第３の実施の形態における温度情報供給器の機能ブロック
図である。
【図２２】図２２は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定装置の動作フロー
を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、本発明はこれらの
実施の形態に限定されるものではない。
【００１２】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置１００の構成を示す斜視
図である。図２は、同生体試料測定装置１００の断面構成を示す図である。図３は、本発
明の第１の実施の形態における生体試料測定器１の構成を示す斜視図である。
【００１３】
　図１に示したように、生体試料測定装置１００は、例えば血液から血糖値を測定する生
体試料測定器（以下、単に測定器とも記す）１、および、測定器１に対して温度情報を供
給する温度情報供給器を兼ねる保持器２を備えている。
【００１４】
　測定器１は、例えば、病院における病室間の移動時等には、保持器２の上面に設けられ
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た保持部３に保持される。
【００１５】
　保持部３は、図１および図２に示すように、先端から後端（紙面に向かって右側から左
側）に向けて、下方に傾斜する面を有している。この傾斜の下端部分には、保持部３の傾
斜面に当接する測定器１を受け止めるストッパ４が設けられている。
【００１６】
　保持器２は、その底部近傍の外周部分に温度センサ５を有している。すなわち、本実施
の形態において、温度センサ５（第１の温度センサ）は、測定器１の外部に設けられてい
る。
【００１７】
　また、図３に示したように、測定器１は、板状の本体ケース６を有している。本体ケー
ス６の先端部には、薄板状の血糖値センサ７（生体試料測定センサの一例）の接続端子８
を挿入するためのセンサ装着部９が設けられている。本体ケース６の上面には、血糖値を
表示するための表示部１０が設けられている。
【００１８】
　測定者は、血糖値センサ７の接続端子８をセンサ装着部９に装着し、その状態で、血糖
値センサ７の先端側の点着部１１に血液を点着する。これにより、そのときの血糖値が、
本体ケース６に内蔵される測定部１２によって測定される。
【００１９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定器１の機能ブロック図である
。
【００２０】
　図４に示したように、センサ装着部９は測定部１２に接続されている。測定部１２は制
御部１３に接続されている。また、制御部１３には、血糖値の表示を行う表示部１０、保
持器２から温度情報を受け取る温度情報受信部１４、および、電源１５が接続されている
。
【００２１】
　さらに、制御部１３には、測定者、患者、および、センサを収納するボトル（図示せず
）それぞれのバーコードＩＤ（個別識別情報であり、以下ＩＤと記す）を読み取るバーコ
ード読取部６４が接続されている。
【００２２】
　図５は、本発明の第１の実施の形態における温度情報供給器（保持器）２の機能ブロッ
ク図である。
【００２３】
　保持器２の保持部３に測定器１が保持されたことを検出する保持検出部１６は、制御部
１７に接続されている。また、制御部１７には、保持器２の外周部に配置した温度センサ
５（図１参照）、温度センサ５が検出した検出温度を測定器１の温度情報受信部１４に送
る温度情報送信部１８、および、電源１９が接続されている。
【００２４】
　図２に戻って説明を続けると、図２に示した保持状態では、測定器１のセンサ装着部９
とは反対側の端部がストッパ４に当接して位置決めされる。このとき、保持器２の保持部
３表面に設けられた保持検出部１６が測定器１によって押される。
【００２５】
　これにより、保持器２の制御部１７は、測定器１が保持部３に保持されていることを検
出することができる。なお、保持検出部１６は、一般的な接触型のスイッチで構成するこ
とが可能である。
【００２６】
　測定器１の下面には、金属端子形状の温度情報受信部１４が設けられている。一方、保
持部３の上面には、金属板バネ形状の温度情報送信部１８が設けられている。測定器１が
保持部３に保持されたときには、温度情報送信部１８と温度情報受信部１４とが当接し、
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機械的および電気的に接続される。
【００２７】
　以上述べた構成において、以下、生体試料測定装置１００の動作について、病院の病室
で使用される状態を例として説明する。
【００２８】
　図６は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置１００の使用状態の一例
を説明するための図である。
【００２９】
　図６は、病院の病室を示している。病室内に患者Ａ～Ｆが紙面の左右に３人ずつカーテ
ンに仕切られて待機しているものとする。そして、測定者（例えば看護士）が、ワゴン２
０上に測定器１と保持器２とを乗せて、病室の中央部分に運び込んだ状態が示されている
。
【００３０】
　この状態から、測定者が、患者Ａ～Ｆの血糖値を、測定器１を用いて順番に測定する場
合について説明する。
【００３１】
　このような病院においては、測定記録を残すため、例えば、患者ＩＤおよび生体試料セ
ンサＩＤ等の測定関連情報を、測定毎に収集する。
【００３２】
　以下、患者Ａに対する血糖値の測定を例として具体的に説明する。
【００３３】
　図７は、本発明の第１の実施の形態における生体試料測定装置１００の動作フローを示
すフローチャートである。また、図８Ａおよび図８Ｂは、本発明の第１の実施の形態にお
ける生体試料測定器１の表示部１０に表示される画面の一例を示す図である。
【００３４】
　病院業務における血糖値の測定においては、例えば、測定者ＩＤ、患者ＩＤおよびセン
サを収納したボトルＩＤ等の測定関連情報を、測定毎に収集する。この収集を行うために
、測定者は、測定器１を保持器２から取り上げて持ち、測定器１のバーコード読取部６４
を用いて、測定者ＩＤ、患者ＩＤおよびボトルＩＤを読み取る（Ｓ１）。
【００３５】
　このとき、測定器１に内蔵された部品（例えば、バーコード読取部６４、制御部１３ま
たは表示部１０等の部品）が動作する。これにより、測定器１内に温度上昇が起こる。し
かしながら、測定器１は、保持器２から取り上げられた状態で使用されているので、この
測定器１の内部の温度上昇が、保持器２の温度センサ５に影響することはない。つまり、
保持器２の温度センサ５は、測定環境である病室内の温度を検出することができる。
【００３６】
　次に、測定者は、患者Ａの血糖値を測定するために、血糖値センサ７の接続端子８をセ
ンサ装着部９に装着する。そうすると、測定器１の制御部１３に電源１５から電源が供給
される。このとき、表示部１０には、図８Ａに示したように、「測定器を置き台に置いて
ください（室内温度を取得します）」とのメッセージが表示される（Ｓ２）。
【００３７】
　このメッセージを読んだ測定者は、測定器１を保持器２に戻す。そして、穿刺具（図示
せず）を用いて、患者Ａの指を穿刺する。そして、図３に示すように、血液をわずかに流
出させる。
【００３８】
　一方、このとき、保持器２は、保持検出部１６によって、測定器１が保持部３に保持さ
れたことを検出する。保持検出部１６は、この保持情報を制御部１７に通知する（Ｓ３）
。なお、保持器２には電源スイッチ（図示せず）が設けられており、あらかじめ電源スイ
ッチがオンにされ、電源１９から制御部１７に電源が供給された状態となっているものと
する。
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【００３９】
　保持情報を通知された制御部１７は、温度センサ５を用いて病室内の温度を検出する。
制御部１７は、検出された温度を、温度情報送信部１８を介して測定器１に送信する。測
定器１の制御部１３は、送信された検出温度を、温度情報受信部１４を介して取得する。
そして、例えば、図８Ｂに示すように、表示部１０に「室内温度を取得しました、２３．
５℃」とのメッセージを表示する（Ｓ４）。
【００４０】
　この、測定器１の制御部１３が保持器２から検出温度を受け取る動作は、患者Ａの穿刺
作業中に実施される。
【００４１】
　次に、穿刺作業を終えた測定者は、測定器１の表示部１０の表示を見て取得された病室
の温度を確認する。そして、測定者は、測定器１を保持器２から取りはずし、血糖値セン
サ７の先端側の点着部１１に血液を点着する（Ｓ５）。そうすると、患者Ａの血糖値が、
測定部１２によって測定される（Ｓ６）。
【００４２】
　その後、制御部１３は、測定部１２で測定した測定値を、保持器２の温度センサ５で検
出した検出温度（測定環境温度）によって補正する（Ｓ７）。なお、測定値の検出温度に
よる補正についての説明は、省略する。
【００４３】
　このとき、本実施の形態においては、測定器１の外に設けられた保持器２の温度センサ
５による検出温度を補正に使用することとなる。
【００４４】
　この点を詳細に説明する。血糖値センサ７における血糖値測定の反応は、図３に示すよ
うに、点着部１１において行われる。つまり、反応は、測定器１外の測定環境温度で行わ
れる。そして、この反応は温度によって大きく変動するので、測定値を測定環境温度によ
って補正する必要がある。
【００４５】
　従来は、温度センサ５を測定器１の内部に配置していた。このため、測定器１内に搭載
されている部品（例えば、バーコード読取部６４、制御部１３および表示部１０等の部品
）の温度上昇により、温度センサ５の検出する温度が影響される場合がある。その結果、
測定器１の外側にある血糖値センサ７の点着部１１の環境温度とは異なる温度によって測
定値を補正してしまうことがあり、測定値がばらついてしまう。
【００４６】
　また、温度センサ５で検出した温度と、測定器１に内蔵される部品（例えば、バーコー
ド読取部６４、制御部１３および表示部等１０）の温度上昇を用いて、測定器１の外にあ
る点着部１１の測定環境温度を推定する方法もある。しかしながら、やはり、点着部１１
の測定環境温度とは異なる温度によって測定値を補正してしまうことがあり、測定値がば
らつくことがあった。
【００４７】
　これに対して、本実施の形態においては、上述したように、温度センサ５を、測定器１
とは別に設けられた保持器２の外周部に配置している。このため、温度センサ５によって
、測定器１の外の温度、つまり、血糖値測定の反応が実施される点着部１１の環境温度に
対応する温度（測定環境温度）を実測して検出することができる。そして、この実測した
測定環境温度により、制御部１３が患者Ａの血糖値の補正を行う。
【００４８】
　これにより、点着部１１の測定環境に対応した温度情報を用いて補正を行うことが出来
るので、測定値のばらつきを抑制することができる。
【００４９】
　そして、補正された血糖値を、制御部１３が表示部１０に表示して、患者Ａの測定が終
了する（Ｓ８）。
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【００５０】
　また、上述したように、図７のステップＳ１～Ｓ８においては、測定器１が測定環境温
度を取得するときに、測定器１を保持器２の保持部３に乗せればよい。このため、測定器
１と保持器２とが接触する時間を短くすることができ、測定器１内部の熱が温度センサ５
に伝わりにくい。
【００５１】
　さらに、本実施の形態において、温度センサ５は、保持器２の底部近傍の外周部に配置
されている。すなわち、温度センサ５を、保持器２の保持部３に乗せた状態の測定器１と
はできるだけ遠い位置に配置している。このため、測定器１を保持器２の保持部３に乗せ
ても、測定器１内部の熱が温度センサ５に伝わりにくい。
【００５２】
　その後、測定者は、順次、患者Ｂ～Ｆに対して、上述した図７のステップＳ１からステ
ップＳ８までの各ステップを実行し、血糖値の測定を連続して行う。このような連続測定
を行うと、測定器１に内蔵される部品（例えば、バーコード読取部６４、制御部１３およ
び表示部１０等）への通電による温度上昇が積算されて大きくなる。さらに、連続測定時
には、測定者によって測定器１が頻繁に把持される。このため、測定者の手の熱が測定器
１内部にまで伝わり、測定器１の内部温度を上昇させる。
【００５３】
　しかしながら、本実施の形態においては、上述したように、温度センサ５を、測定器１
とは別に設けた保持器２の外周部に配置している。このため、このような病院業務におけ
る連続測定時にも、保持器２の温度センサ５によって、点着部１１の測定環境温度に対応
する温度を実測して検出することができる。その結果、点着部１１の測定環境に対応した
温度情報を用いて補正を行うことが出来るので、測定値のばらつきを抑制することができ
る。
【００５４】
　なお、上述の連続測定時においても、測定者が保持器２を把持することはないので、測
定者の手の熱が保持器２に伝わることはない。
【００５５】
　なお、測定器１の外周面に温度センサ５を設け、測定場所の外気を測定することも考え
られる。しかしながら、そうすると、測定者の手が温度センサ５に触れる可能性があり、
必ずしも適切な温度を測定することができない。
【００５６】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００５７】
　第２の実施の形態においては、病院の個室毎の測定業務に適した構成を説明する。生体
試料測定装置２００は、生体試料測定器２２と、一または複数の温度情報供給器２１とを
備えている。
【００５８】
　図９は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器２１の構成を示す斜視図で
ある。図１０は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器２１および生体試料
測定器２２の使用環境を示す図である。
【００５９】
　本実施の形態においては、図９に示すような温度情報供給器２１を、図１０に示したよ
うに、病院の個室ＲＡ～ＲＣ毎に配置して使用する。
【００６０】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器２２の構成を示す斜視図
である。
【００６１】
　図１１において、生体試料測定器（以下、単に測定器とも記す）２２は、例えば血液か
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ら血糖値を測定する。測定器２２は、例えば病院における病室間の移動時等には、保持器
２３の上面に設けられた保持部２４に保持される。
【００６２】
　保持部２４は、図１１に示したように、先端から後端（紙面に向かって右側から左側）
に向けて、下方に傾斜する面を有している。この傾斜の下端部分には、保持部２４の傾斜
面に当接する測定器２２を受け止めるストッパ２５が設けられている。
【００６３】
　図１２は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器２２の構成を示す斜視図
である。
【００６４】
　図１２に示したように、測定器２２は、板状の本体ケース２６を有している。本体ケー
ス２６の先端部には、薄板状の血糖値センサ２７の接続端子２８を挿入するためのセンサ
装着部２９が設けられている。本体ケース２６の上面には、血糖値を表示するための表示
部３０と、温度情報供給器２１から温度情報を取得するためのトリガーが入力される温度
取得ボタン３１とが設けられている。
【００６５】
　さらに、本体ケース２６の先端部には、温度情報供給器２１からの温度情報を受け取る
ために、電波または光による通信を行う温度情報受信部３２が設けられている。本実施の
形態においては、温度情報受信部３２は、一般的な赤外線通信を温度情報供給器２１の温
度情報送信部４０と行うものとする。
【００６６】
　測定者は、血糖値センサ２７の接続端子２８をセンサ装着部２９に装着し、その状態で
、血糖値センサ２７の先端側の点着部３３に血液を点着する。これにより、そのときの血
糖値が、本体ケース２６に内蔵される測定部３４によって測定される。
【００６７】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定器２２の機能ブロック図で
ある。
【００６８】
　図１３に示したように、センサ装着部２９は測定部３４に接続されている。測定部３４
は制御部３５に接続されている。また、制御部３５には、血糖値の表示を行う表示部３０
、温度取得ボタン３１、温度情報受信部３２、および、電源３６が接続されている。
【００６９】
　図９に戻って、温度情報供給器２１の構成について説明する。温度情報供給器２１は、
多面体形状の本体ケース３７を有している。本体ケース３７の外周部には、温度情報供給
器２１の外部温度を取得する温度センサ３８が配置されている。また、本体ケース３７の
後端側（図９の左側）上部には、温度センサ３８で取得した温度情報を表示する表示部３
９が設けられている。
【００７０】
　さらに、本体ケース３７の後端側には、測定器２２の温度情報受信部３２に対して、電
波または光の通信を行う温度情報送信部４０が設けられている。本実施の形態においては
、温度情報送信部４０は一般的な赤外線通信を測定器２２の温度情報受信部３２と行う構
成である。
【００７１】
　本体ケース３７の前端側（図９の右側）には、接続部４１を介して電源プラグ４２が接
続されている。電源プラグ４２を一般のコンセント（例えばＡＣ１００Ｖ）に差し込むこ
とにより、温度情報供給器２１に電源が供給される。
【００７２】
　図１４は、本発明の第２の実施の形態における温度情報供給器２１の機能ブロック図で
ある。
【００７３】
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　図１４に示したように、測定器２２に温度情報を送信する温度情報送信部４０は制御部
４３に接続されている。制御部４３には、表示部３９、温度センサ３８、および電源プラ
グ４２が接続されている。
【００７４】
　以上述べた構成において、以下、生体試料測定器２２および温度情報供給器２１の動作
について、病院で使用される状態を例として説明する。
【００７５】
　図１０は、病院の病室を示している。病室の個室ＲＡ～ＲＣ内に患者Ａ１～Ｃ１がそれ
ぞれ待機しているものとする。そして、測定者は、患者Ａ１～Ｃ１の血糖値を順番に測定
すべく、ワゴン４４上に測定器２２および保持器２３を乗せてきた状態であるとする。
【００７６】
　個室ＲＡ～ＲＣの各個室では、温度情報供給器２１の電源プラグ４２が、例えば個室Ｒ
Ａ～ＲＣそれぞれのベッドの壁に用意されているコンセントに予め差し込まれている。温
度情報供給器２１は、壁に取り付けられた状態で通電状態となっている。この状態におい
て、温度情報供給器２１の制御部４３は、本体ケース３７の外周部に設けられた温度セン
サ３８を用いて、個室ＲＡ～ＲＣ内の室内温度を定期的に検出している。また、この検出
された温度が、制御部４３により表示部３９に表示されている。
【００７７】
　この状態において、患者Ａ１に対する血糖値の測定を例として説明する。
【００７８】
　図１５は、本発明の第２の実施の形態における生体試料測定装置２００の動作フローを
示すフローチャートである。また、図１６Ａおよび図１６Ｂは、本発明の第２の実施の形
態における生体試料測定器２２の表示部３０に表示される画面の一例を示す図である。
【００７９】
　まず、測定者は、ワゴン４４を押して、患者Ａ１の個室ＲＡに入る。
【００８０】
　次に、測定者は、測定器２２を保持器２３から取り出して、図１２に示したように、血
糖値センサ２７の接続端子２８をセンサ装着部２９に装着する。これにより、測定器２２
の制御部３５に電源３６から電源が供給されて、表示部３０には、図１６Ａに示したよう
な、「室内温度を取得してください」とのメッセージが表示される（Ｓ１０１）。
【００８１】
　このメッセージを読んだ測定者は、測定器２２先端部の温度情報受信部３２を、ベッド
の壁に取り付けられた温度情報供給器２１の温度情報送信部４０に向けて、測定器２２の
温度取得ボタン３１（図１２参照）を押す（Ｓ１０２）。
【００８２】
　これにより、温度情報受信部３２から温度情報送信部４０に向けて、温度取得要求が送
信される。温度情報供給器２１の制御部４３は、温度情報送信部４０を介してこの温度取
得要求を受け取る。制御部４３は、温度センサ３８を用いて個室ＲＡ内の室内温度を検出
して、表示部３９に表示する。
【００８３】
　また、制御部４３は、個室ＲＡでの検出温度（室内温度、すなわち測定環境温度）の温
度情報を、温度情報送信部４０から、測定器２２の温度情報受信部３２に向けて送信する
。測定器２２側では、制御部３５が温度情報受信部３２を介して温度情報を受け取り、例
えば、図１６Ｂにしたように、表示部３０に「室内温度を取得しました、２３．５℃」と
表示する（Ｓ１０３）。
【００８４】
　測定者は、この表示と、温度情報供給器２１の表示部３９に表示された温度とを見て、
室内温度が正しく取得できたか否かの確認を行うことができる。
【００８５】
　その後、測定者は、穿刺具（図示せず）を取り出して、患者Ａ１の指を穿刺し血液を表
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出させる。そして、測定者は、図１２に示したように、血糖値センサ２７の先端側の点着
部３３に血液を点着する（Ｓ１０４）。これにより、患者Ａ１の血糖値が、測定部３４に
よって測定される（Ｓ１０５）。
【００８６】
　その後、測定部３４で測定した測定値を、制御部３５が温度情報供給器２１の温度セン
サ３８で検出した検出温度（測定環境温度）によって補正する（Ｓ１０６）。
【００８７】
　このように、本実施の形態においても、測定器２２とは別に設けられた温度情報供給器
２１の温度センサ３８による検出温度を、測定値の補正に使用している。
【００８８】
　この点を詳細に説明する。血糖値センサ２７における血糖値測定の反応は、図１２に示
すように、点着部３３において行われる。つまり、反応は、測定器２２外の測定環境温度
（室内温度）で行われる。そして、この反応は温度によって大きく変動するので、測定値
を測定環境温度によって補正する必要がある。
【００８９】
　補正に用いる測定環境温度は、温度センサ３８により取得する。
【００９０】
　従来は、温度センサ３８を測定器２２の内部に配置していた。このため、測定器２２内
に搭載されている部品（例えば、制御部３５、表示部３０等の部品）の温度上昇により、
温度センサ３８の検出する温度が影響される場合がある。その結果、測定器２２の外側に
ある血糖値センサ２７の点着部３３の環境温度とは異なる温度によって測定値を補正して
しまうことがあり、その場合には、測定値がばらついてしまう。
【００９１】
　また、温度センサ３８で検出した温度と、測定器２２に内蔵される部品（例えば、制御
部３５および表示部３０等）の温度上昇を用いて、測定器２２の外にある点着部３３の測
定環境温度を推定する方法もある。しかしながら、やはり、点着部３３の測定環境温度と
は異なる温度によって測定値を補正してしまうことがあり、測定値がばらつくことがあっ
た。
【００９２】
　これに対して、本実施の形態においては、上述したように、温度センサ３８を、測定器
２２とは別に設けられた温度情報供給器２１の外周部に配置している。このため、温度セ
ンサ３８によって、測定器２２の外の温度、つまり、血糖値測定の反応が実施される点着
部３３の測定環境温度（室内温度）を実測して検出することができる。そして、この実測
した環境温度により、制御部３５が患者Ａ１の血糖値の補正を行う。
【００９３】
　これにより、点着部３３の測定環境に対応した温度情報を用いて補正を行うことが出来
るので、測定値のばらつきを抑制することができる。
【００９４】
　そして、補正した血糖値を、制御部３５が表示部３０に表示して、患者Ａ１の測定が終
了する（Ｓ１０７）。
【００９５】
　その後、測定者は、ワゴン４４を押して、図１０に示すように、順次、患者Ｂ１～Ｃ１
の個室ＲＢ～ＲＣを訪れて測定を行う。
【００９６】
　このとき、個室ＲＡ～ＲＣ毎にエアコンの調整がなされることがある。例えば、個室Ｒ
Ａでは、指定された温度よりも高めに室内温度が設定され、一方、個室ＲＢでは指定され
た温度よりも低めに室内温度が設定されることがある。このため、個室ＲＡの室内温度と
個室ＲＢの室内温度との間には、数度の温度差が発生することがある。
【００９７】
　このような場合においても、本実施の形態においては、個室ＲＡ～ＲＣに、あらかじめ
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温度情報供給器２１を通電状態で配置しておくので、正確な室内温度を検出することがで
きる。
【００９８】
　測定者は、個室ＲＡから個室ＲＢに移動した後に、上述したように、血糖値センサ２７
の接続端子２８をセンサ装着部２９に装着し、その状態で、血糖値センサ２７の先端側の
点着部３３に血液を点着して血糖値の測定を行う。このときに使用される血糖値センサ２
７は、図１２に示すように、薄板状をしている。このため、個室ＲＡから個室ＲＢに移動
したときに、両個室間にたとえ数度の温度差があったとしても、薄板状の血糖値センサ２
７は、体積に対して表面積が大きいので、すぐに移動先の個室ＲＢの室内温度と同じ温度
になる。
【００９９】
　その後、温度情報供給器２１の外周部に配置した温度センサ３８によって個室ＲＢの室
内温度、つまり、点着部３３の測定環境温度に対応する温度を実測して検出する。そして
、この実測した測定環境温度を用いて、測定器２２が患者Ｂ１の血糖値の補正を行う。こ
れにより、測定値のばらつきを抑制することができる。
【０１００】
　なお、測定器２２の外周面に温度センサ３８を設けて、測定場所の外気を測定すること
も考えられる。しかしながら、そうすると、測定者の手が温度センサ３８に触れる可能性
があり、必ずしも適切な温度を測定することができない。
【０１０１】
　また、本実施の形態においては、温度情報送信部４０が一般的な赤外線通信を行う構成
としたが、これを電波通信で行う構成としてもよい。電波通信を用いる場合には、送受信
距離を短くすることで隣室の温度情報が混信しないようにすることができる。
【０１０２】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【０１０３】
　図１７は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定装置３００の構成を示す斜
視図である。図１８は、同生体試料測定装置３００の断面構成を示す図である。図１９は
、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定器１ａの構成を示す斜視図である。
【０１０４】
　図１７に示したように、生体試料測定装置３００は、生体試料測定器（測定器とも記す
）１ａと、温度情報供給器（保持器とも記す）２ａとを有している。
【０１０５】
　本実施の形態の生体試料測定装置３００は、病院における緊急測定にも対応するもので
ある。例えば病院において、緊急搬送された患者に対して、測定器１ａを緊急的に持ち出
して、保持器２ａとは離れた場所で測定を行う必要がある。このような緊急測定時には、
測定器１ａが保持器２ａの温度センサ５ａ（第１の温度センサ、図１８参照）から温度情
報を取得できない場合が発生する。
【０１０６】
　このため、本実施の形態においては、測定器１ａ内にも温度センサ５１（第２の温度セ
ンサ）を設けている。また、保持器２ａは、測定器１ａに送風する送風機５７（図１８参
照）を有している。
【０１０７】
　緊急測定時においては、測定器１ａは、その内部に設けた温度センサ５１から温度情報
を取得して、測定値の補正を行う。そして、緊急測定後に、測定者が測定器１ａを保持器
２ａに保持させると、保持器２ａの送風機５７が、測定器１ａの温度センサ５１を室内温
度にまで冷却する。
【０１０８】
　これにより、再び緊急測定の必要が生じた場合にも、測定器１ａは、温度センサ５１か
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ら正確な温度情報（室内温度、すなわち測定環境温度）を取得できるので、測定値のばら
つきを抑制することができる。
【０１０９】
　以下、詳細に説明する。
【０１１０】
　図１７および図１８において、測定器１ａは、例えば血液から血糖値を測定する。測定
器１ａは、測定時以外、例えば病室間の移動時等には、図１８に示したように、保持器２
ａに着脱自在に保持されている。
【０１１１】
　図１９に示すように、測定器１ａは、図１９に示すように、板状の本体ケース４５を有
している。本体ケース４５の先端部には、薄板状の血糖値センサ（生体試料測定センサの
一例）４６の端子部４７を挿入するための開口部４８が設けられている。また、本体ケー
ス４５の上面には、血糖値を表示するための表示部４９が設けられている。
【０１１２】
　測定者は、血糖値センサ４６の端子部４７を開口部４８に挿入した状態で、血糖値セン
サ４６の先端部の検出部（図示せず）に血液を付着させれば、そのときの血糖値が、本体
ケース４５に内蔵される測定部５０（図２０参照）によって測定される。
【０１１３】
　図２０は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定器１ａの機能ブロック図で
ある。
【０１１４】
　図２０に示したように、制御部５２には、通信部５３、測定部５０、表示部４９および
温度センサ５１が接続されている。
【０１１５】
　前述のように、病院においては、例えば緊急搬送された患者に対して、保持器２ａから
測定器１ａのみを緊急的に持ち出して測定することがある。
【０１１６】
　このような緊急測定時には、保持器２ａから温度を取得するのではなく、本体ケース４
５内で開口部４８近傍に設けられた温度センサ５１（図１８参照）によって温度情報が取
得される。
【０１１７】
　具体的には、測定者が緊急測定ボタン（図示せず）を押すと、制御部５２が温度センサ
５１から温度情報を取得し、この温度情報によって測定値の補正を行う。そして、この補
正された血糖値が表示部４９に表示される。
【０１１８】
　なお、この緊急測定時には血糖値だけを測定できればよいので、この測定器１ａのバー
コード読取部（図示せず）を用いての測定関連情報の収集、すなわち測定者ＩＤ、患者Ｉ
Ｄ、またはボトルＩＤ等の読み取りは行わなくてもよい。
【０１１９】
　緊急測定が終わった後には、測定者は、測定器１ａを保持器２ａの場所まで持ち帰り、
図１８に示すように、測定器１ａを保持器２ａに保持させる。保持器２ａは、図１７およ
び図１８に示すように、その上面に一端から他端（紙面に向かって右側から左側）に向け
て、下方に傾斜した保持部５４が設けられている。また、傾斜下端側には、保持部５４の
傾斜面に当接する測定器１ａを受け止めるストッパ５５が設けられている。
【０１２０】
　図１８に示したように、測定器１ａの開口部４８側は、ストッパ５５に当接して位置決
めされる。この状態で上方の送風口５６から送風して、測定器１ａの本体ケース４５の開
口部４８側、つまり、本体ケース４５内の温度センサ５１が設けられている側の冷却を行
うと共に、開口部４８を介して本体ケース４５内部の冷却を行うことができる。
【０１２１】



(14) JP 5824507 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

　保持器２ａには、送風機５７が設けられている。また、この送風機５７と送風口５６と
は、風路５８によって連結されている。風路５８内には、ＯＨラジカル、または、活性酸
素を発生させる殺菌装置５９が配置されている。
【０１２２】
　図１９に示したように、血糖値の測定が完了し、開口部４８から血糖値センサ４６が抜
き取られた本体ケース４５が、図１８に示したように、保持器２ａの保持部５４に保持さ
れた状態を想定する。この状態においては、風路５８および送風口５６を介して、測定器
１ａは、送風機５７から送風される風（測定場所である室内の空気、あるいは室外の空気
）によって冷却される。これにより、温度センサ５１による検出温度は、測定場所の温度
と近似する値を示す。よって、上述した制御部５２において行われる温度補正が適切に行
われることとなる。
【０１２３】
　図２１は、本発明の第３の実施の形態における保持器２ａの機能ブロック図である。
【０１２４】
　図２１に示したように、送風機５７および殺菌装置５９は、制御部６０（第２の制御部
）に接続されている。また、制御部６０は、測定場所の温度（測定環境温度）を検出する
温度センサ５ａ、保持器２ａの保持部５４に測定器１ａが装着されたことを検出する装着
検出部６１、測定器１ａの通信部５３と赤外線通信をする通信部６２、および電源６３と
接続されている。
【０１２５】
　以上述べた構成において、図１９に示したように、血糖値の測定が完了し、開口部４８
から血糖値センサ４６が抜き取られた本体ケース４５を、図１８に示したように、保持器
２ａの保持部５４に保持させた場合を想定する。
【０１２６】
　図２２は、本発明の第３の実施の形態における生体試料測定装置３００の動作フローを
示すフローチャートである。
【０１２７】
　上述した状態においては、装着検出部６１によって測定器１ａの装着が検出される（Ｓ
２０１）。
【０１２８】
　これにより、保持器２ａの制御部６０によって、送風機５７と殺菌装置５９とが駆動さ
れる（Ｓ２０２）。これにより、送風機５７から風路５８、送風口５６を介して本体ケー
ス４５の開口部４８部分に送風が開始されて、開口部４８部分から冷却が開始される。
【０１２９】
　同時に、殺菌装置５９で発生したＯＨラジカルまたは活性酸素によって、開口部４８近
傍の殺菌が行われる。開口部４８近傍の冷却を行っているときには、制御部６０には、測
定器１ａの温度センサ５１からの検出温度の温度情報が通信部５３、通信部６２を介して
供給されている。さらに、保持器２ａの温度センサ５ａからの検出温度も制御部６０に供
給される（Ｓ２０３，Ｓ２０４）。
【０１３０】
　保持器２ａの制御部６０は、測定器１ａの温度センサ５１によって検出した検出温度と
、保持器２ａの温度センサ５ａによって検出した検出温度とを比較する。そして、制御部
６０は、測定器１ａの温度センサ５１の検出温度が、保持器２ａの温度センサ５ａの検出
温度近傍に設定した設定温度に近づくまで、送風および殺菌を継続する（Ｓ２０５）。そ
の後、設定温度に達すると、制御部６０は、送風機５７および殺菌装置５９の駆動を停止
する（Ｓ２０６）。
【０１３１】
　このとき、図１８に示したように、送風口５６からの送風は、本体ケース４５の開口部
４８を介して、本体ケース４５内部に送風される。この送風により、本体ケース４５内部
を直接冷却できる。その結果、本体ケース４５内を素早く冷却できる。このため、本体ケ
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ース４５内の温度が測定場所である室内温度、または外気温と比較して大きく温度上昇す
ることがなくなる。
【０１３２】
　その結果、例えば緊急測定時等において、本体ケース４５内の温度センサ５１で検出し
た検出温度に基づいて測定部５０の測定値を補正する場合、測定誤差を小さくすることが
できる。
【０１３３】
　また、測定器１ａの電源を、充電式の電池で構成した場合には、例えば、保持器２ａに
充電部を設け、測定器１ａを保持器２ａに保持した状態のときに、充電式の電池の充電を
行わせることができる。しかしながら、充電時には、充電式の電池が充電によって加熱さ
れ、本体ケース４５の内部温度が上昇する可能性がある。
【０１３４】
　このような場合でも、本実施の形態によれば、測定器１ａを保持器２ａに保持させた状
態で、保持器２ａの送風機５７による冷却を行うので、測定器１ａの本体ケース４５内の
温度が測定場所である室内温度または外気温から大きく上昇することがなくなる。
【０１３５】
　その結果、この本体ケース４５内の温度センサ５１で検出した検出温度に基づいて測定
部５０の測定値を補正する場合、測定誤差を小さくすることができる。
【０１３６】
　上述のように、本実施の形態においては、測定器１ａは保持器２ａに保持され、測定器
１ａ内部の温度が室内温度になるように送風機５７によって冷却されるようにしている。
【０１３７】
　このとき、冷却機構を構成する送風機５７、送風口５６および風路５８を、図１７およ
び図１８に示すように、保持器２ａの後端側に設け、測定器１ａの本体ケース４５の開口
部４８を覆った状態としている。これに対し、測定器１ａの中央部から先端部は、保持器
２ａの冷却機構に覆われることはなく、開放状態となっている。
【０１３８】
　このため、測定者が測定器１ａを保持器２ａから取り出すときには、例えば親指と人差
し指を用いて、測定器１ａの中部を把持することができる。これにより、測定器１ａを保
持器２ａから容易に取り出すことができる。
【０１３９】
　以上、本実施の形態においては、緊急測定を例に取って、測定器１ａが保持器２ａの温
度センサ５ａからの温度情報を受け取ることができないときの測定について説明した。一
方、通常の測定時には、第１の実施の形態および第２の実施の形態での説明と同様に、測
定器１ａは、保持器２ａの温度センサ５ａの温度情報（測定環境温度）を、保持器２ａの
通信部６２および測定器１ａの通信部５３を介して受け取り、受け取った温度情報で測定
値を補正する。
【０１４０】
　なお、各実施の形態においては、生体試料測定装置それぞれが、人体の血糖値を測定す
るものとして説明を行ったが、本発明はこの例に限定されるものではない。生体試料測定
装置は、他にも、測定環境の温度変化によって測定値のばらつきを生じ得る各種生体試料
の測定を行う装置をも含むものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
　以上述べたように、本発明によれば、測定値のばらつきを抑制することが出来るという
格別な効果を奏することが出来るので、生体試料測定器と、生体試料測定器に温度情報を
供給する温度情報供給器とを備えた生体試料測定装置等として有用である。
【符号の説明】
【０１４２】
　１，１ａ，２２　　生体試料測定器（測定器）
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　２，２ａ，２３　　温度情報供給器（保持器）
　３，２４，５４　　保持部
　４，２５，５５　　ストッパ
　５，５ａ，３８，５１　　温度センサ
　６，２６，３７，４５　　本体ケース
　７，２７，４６　　血糖値センサ
　８，２８　　接続端子
　９，２９　　センサ装着部
　１０，３０，３９，４９　　表示部
　１１，３３　　点着部
　１２，３４，５０　　測定部
　１３，３５，４３，５２，６０　　制御部
　１４，３２　　温度情報受信部
　１５，３６　　電源
　１６　　保持検出部
　１７　　制御部
　１８，４０　　温度情報送信部
　１９，６３　　電源
　２０，４４　　ワゴン
　２１　　温度情報供給器　３１　　温度取得ボタン
　４１　　接続部
　４２　　電源プラグ
　４７　　端子部
　４８　　開口部
　５３，６２　　通信部
　５６　　送風口
　５７　　送風機
　５８　　風路
　５９　　殺菌装置
　６１　　装着検出部
　６４　　バーコード読取部
　１００，２００，３００　　生体試料測定装置
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