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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ、ユーザーインタフェース、プロセッサ、メモリ、およびユーザーインタ
フェースボタンを有する検体計測装置の作動方法において、
　前記検体計測装置によって提供されるストリップポートに検査ストリップが挿入される
ことによって、前記検体計測装置を稼働させることと、
　前記検査ストリップの検査部上にサンプルを付着させるようにユーザーを促すことと、
　前記検査部上に前記サンプルが付着されることによって、前記サンプル中の検体を計測
することと、
　前記検体を表している値を表示することと、
　計測後に、ユーザーが別の時間に検査計測を行うように検査リマインダーをアクティブ
状態にするために、前記ユーザーインターフェースボタンの１つをアクティブ状態にする
ようにユーザーを促すことと、
　計測後に、前記検査リマインダーをアクティブ状態にするために使用される前記ユーザ
ーインタフェースボタン以外の前記ユーザーインタフェースボタンのすべてを無効にする
ことと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、前記ユーザーインタフェース
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ボタンの選択を促すために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを表しているアイ
コンを前記ディスプレイ上で繰返し輝かせることを含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、前記ユーザーインタフェース
ボタンの選択を促すために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを明るくすること
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記ユーザーインタフェースボタンは、上ボタン、下ボタン、入力ボタン、および、検
査リマインダーボタンを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　前記検査リマインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検査リマインダーの少
なくとも一方を含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記検査リマインダーは、食後の検査リマインダーを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、計測が完了したときはいつで
もユーザーを促すことを含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、前の計測が食前に実施された
ときはいつでもユーザーを促すことを含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にすることは、前記検査リマインダーを表示するための日時をメモ
リに記憶することを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、
　前記検体計測装置は、グルコースメーターを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法において、
　ユーザーによって選択されるべき複数のメニューを表示することをさらに含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、
　前記複数のメニューは、前記検査リマインダーのための少なくとも１つの時間を含む、
方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記検査リマインダーの選択を確認するために、前記ユーザーインターフェースボタン
の１つをアクティブ状態にするようにユーザーを促すことと、
　前記検査リマインダーの選択を確認するために使用される前記ユーザーインタフェース
ボタン以外の前記ユーザーインタフェースボタンのすべてを無効にすることと、
　を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、前記ユーザーインタフェース
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ボタンの選択を促すために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを表しているアイ
コンを前記ディスプレイ上で繰返し輝かせることを含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記アクティブ状態にするようにユーザーを促すことは、前記ユーザーインタフェース
ボタンの選択を促すために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを明るくすること
を含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記ユーザーインタフェースボタンは、上ボタン、下ボタン、入力ボタン、および、検
査リマインダーボタンを含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記検査リマインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検査リマインダーを含
む、方法。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記検査リマインダーは、食後の検査リマインダーを含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記確認することは、前記検査リマインダーを表示するための日時をメモリに記憶する
ことを含む、方法。
【請求項２０】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記検体計測装置は、グルコースメーターを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１３に記載の方法において、
　ユーザーによって選択されるべき複数のメニューを表示することをさらに含む、方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法において、
　前記複数のメニューは、前記検査リマインダーのための少なくとも１つの時間を含む、
方法。
【請求項２３】
　検体計測装置において、
　ハウジングであって、
　　検体計測ユニットに連結されるストリップポート、
　　前記検体計測ユニット、メモリ、ユーザーインタフェースインプットおよびディスプ
レイドライバに連結されるプロセッサ、
　　前記ディスプレイドライバに連結されるディスプレイユニット、ならびに、
　　検査リマインダーボタンのアクティブ状態時に、計測を行うことをユーザーに思い出
させるために、前記メモリに日時を記憶できるようにする、検査リマインダーボタンを含
めた複数のユーザーインタフェースボタン、
　　を有し、前記検体計測装置は、前記ストリップポートに検査ストリップが挿入される
ことで稼動するように構成され、前記プロセッサは、前記検査ストリップの検査部上にサ
ンプルを付着させるようにユーザーを促し、前記検査部上に前記サンプルが付着されるこ
とで前記サンプル中の検体を計測し、計測後に、ユーザが前記検査リマインダーボタンを
アクティブ状態にするように促されるとき、前記検査リマインダーボタン以外の前記ユー
ザーインタフェースボタンのすべてを無効にするように構成されている、ハウジング
　を含む、検体計測装置。
【発明の詳細な説明】
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【開示の内容】
【０００１】
〔背景〕
　グルコースのモニタリングは、糖尿病患者個人にとって日常生活における現実である。
そのようなモニタリングの精度は、健康に、そして、最終的には糖尿病を持つ人の生活の
質に甚大な影響を及ぼす場合がある。一般に、糖尿病患者は、血糖値（blood sugar leve
l）をモニタリングおよび制御するために、１日に数回、血液のグルコースレベル（blood
 glucose level）を計測する。正確にそして定期的に血液のグルコースレベルを検査しな
い場合、心血管疾患、腎臓病、神経損傷、および失明を含む糖尿病に関係する深刻な合併
症がもたらされる場合がある。血液の僅かなサンプルのグルコースレベルを個人が検査で
きるようにする現在入手可能な多くの電子装置がある。そのようなグルコースメーターの
１つとして、Ｌｉｆｅｓｃａｎ社が製造する商品、OneTouch（登録商標）Profile（商標
）グルコースメーターがある。
【０００２】
　グルコースのモニタリングに加えて、糖尿病患者個人は、たとえば不規則な食物消費ま
たは運動による悪影響を及ぼされないように、しばしば彼らのライフスタイル全般の厳格
な管理を維持しなければならない。さらに、特定の糖尿病患者個人を扱っている医師は、
糖尿病を制御するための効果的な治療または治療の改善を提供するために患者個人のライ
フスタイルに関する詳細な情報を必要とする。現在、糖尿病を持つ個人のライフスタイル
をモニタリングする方法の１つは、患者個人が、彼らのライフスタイルのペーパーログブ
ックをつけて、定期的に、特に食前、食後、および空腹時に彼らの血中グルコース（bloo
d glucose）を検査することである。別の方法は、患者個人が、単に自身のライフスタイ
ルに関する事実を思い出すことに依存して、検査時に彼らの医師に巡回毎に詳細を伝える
ことである。
【０００３】
　ライフスタイルの情報を記録する前述の方法は、本来難しく、時間が掛かり、そして、
多分に不正確である。検査は忘れ易く、ペーパーログブックは個人が常に携行するとは限
らず、必要なときに正確に仕上げられない場合がある。ペーパーログブックは小さく、ラ
イフスタイルの出来事の詳細な記載を必要とする詳細な情報を入力することは困難である
。その上、手書きのノートからの情報を人手で考察および解釈しなければならない医師が
質問したときに、個人は自身のライフスタイルに関する主要な事実をしばしば忘れる場合
がある。構成要素である情報を引き出すかまたは分離するためにペーパーログブックよっ
て提供される分析はなく、また、ペーパーログブックをしてユーザーに検査を積極的に思
い出させるようなことはない。また、グラフィックによる整理編集（graphical reductio
ns）も情報の要約もない。データベースまたは他の電子装置などの２次データ記憶装置シ
ステムへのデータ入力（entry of data）は、ライフスタイルデータを含む情報の、この
２次データ記憶装置への困難な転写（transcription）を必要とする。データの記録の困
難さは、不正確かつ不完全な記録をもたらす関連情報の遡及的な入力を促進させる。
【０００４】
　また、糖尿病患者個人は、分析および処置、たとえば、グルコースレベルモニタリング
機器および薬物療法の双方のための多数の装置を自身の体の上にしばしば保持しなければ
ならない。それ故に、ライフスタイルの紙による記録および検査時のログを携行しなけれ
ばならないことは、追加の無用な負担であり、データの入力は、極めて時間の掛かること
である。
【０００５】
　現在、個人でグルコースレベルを計測でき、かつその分析のために他のコンピュータか
ら読み出しするまたはそれにアップロードするためにレベルを記憶させることができる多
数の携帯型の電子装置が存在する。そのような装置の１つとして、ライフスタイルのデー
タを記憶するための限定的な機能性を提供する、ロシュ・ダイアグノスティックス社のAc
cu-Check（商標）Complete（商標）システムがある。しかしながら、Accu-Check（商標）
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Complete（商標）システムは、メーター内に記憶されるべきライフスタイルの変数の限定
的な選択のみを可能にしている。メーター内に先に入力された値からのインテリジェント
フィードバックが無いし、ユーザーインタフェースは、メーターの時たまのユーザーにと
って分かりにくい。さらに、検査がいつであるかをユーザーに思い出させるため、および
、検査が適切な時期に行われていることを確信させるための都合の良いやり方がない。
【０００６】
〔開示の概要〕
　本出願人は、検査がいつであるかをユーザーに思い出させて、検査が適切な時期に行わ
れおよび記録されていることを確信させる電子装置の必要性を認識している。そのような
装置は、わかりやすく、容易に使用できねばならず、これにより、個人が適切な時期に検
査するのが促進される。適切な時期は、糖尿病の管理に特に関連していて、個人の身体的
な状態に影響するかまたはそれを表すかもしれない平均時間を採るべきである。適切な時
期の例としては、食物消費の前および後、身体的な作業（たとえば、運動）の前および後
、薬物摂取の前および後、ならびに空腹時後である。
【０００７】
　上記の内容に鑑みると共に或る形態にしたがい、ディスプレイ、ユーザーインタフェー
ス、プロセッサ、メモリ、およびユーザーインタフェースボタンを有する検体計測装置の
作動方法が提供され、この方法は、検体計測装置で検体を計測することと、検体を表して
いる値を表示することと、検査リマインダーをアクティブ状態にするようにユーザーを促
すことと、別の時間に検査計測を行うことをユーザーに思い出させるために検査リマイン
ダーをアクティブ状態にすることと、によって実現することができる。
【０００８】
　実施形態において、前記促すことは、前記ユーザーインタフェースボタンの選択を促す
ために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを表しているアイコンを前記ディスプ
レイ上で繰返し輝かせることを含む。
【０００９】
　実施形態において、前記促すことは、前記ユーザーインタフェースボタンの選択を促す
ために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを明るくすることを含む。
【００１０】
　実施形態において、前記方法は、前記ユーザーインタフェースボタンの１つ以外の前記
ユーザーインタフェースボタンのすべてを無効にすることをさらに含む。
【００１１】
　実施形態において、前記ユーザーインタフェースボタンは、上ボタン、下ボタン、入力
ボタン、および、検査リマインダーボタンを含む。
【００１２】
　実施形態において、前記検査リマインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検
査リマインダーを含む。
【００１３】
　実施形態において、前記検査リマインダーは、食後の検査リマインダーを含む。
【００１４】
　実施形態において、前記促すことは、計測ステップが完了したときはいつでもユーザー
を促すことを含む。
【００１５】
　実施形態において、前記促すことは、前の計測ステップが食前に実施されたときはいつ
でもユーザーを促すことを含む。
【００１６】
　実施形態において、前記アクティブ状態にすることは、前記検査リマインダーを表示す
るための日時をメモリに記憶することを含む。
【００１７】
　実施形態において、前記検体計測装置は、グルコースメーターを含む。
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【００１８】
　実施形態において、前記計測することは、前記計測装置によって提供されるストリップ
ポートに検査ストリップを挿入することと、前記検査ストリップのための較正パラメータ
を入力せずに、前記検査ストリップの検査部上に血液サンプルを付着させることと、を含
む。
【００１９】
　実施形態において、前記計測することは、前記検体計測装置によって提供されるストリ
ップポートに検査ストリップを挿入することと、前記装置の前記ユーザーインタフェース
ボタンを介して前記検査ストリップのための較正パラメータを入力することと、前記検査
ストリップの検査部上に血液サンプルを付着させることと、を含む。
【００２０】
　実施形態において、前記挿入することは、前記検査ストリップが前記ストリップポート
に完全に挿入されるときに前記検体計測装置を稼動させることを含む。
【００２１】
　実施形態において、表示されるべき複数のメニューは、選択される。
【００２２】
　実施形態において、前記複数のメニューは、前記検査リマインダーのための少なくとも
１つの時間を含む。
【００２３】
　上記の内容に鑑みると共に別の形態にしたがい、ディスプレイ、ユーザーインタフェー
ス、プロセッサ、メモリ、およびユーザーインタフェースボタンを有する検体計測装置の
作動方法が提供され、この方法は、前記検体計測装置を稼動させるために前記ユーザーイ
ンタフェースボタンの１つを押すことと、検査リマインダーの選択を確認するようにユー
ザーを促すことと、検査リマインダーの選択を確認するために前記ユーザーインタフェー
スボタンの１つを押すことと、によって実現することができる。
【００２４】
　実施形態において、前記促すことは、前記ユーザーインタフェースボタンの選択を促す
ために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを表しているアイコンを前記ディスプ
レイ上で繰返し輝かせることを含む。
【００２５】
　実施形態において、前記促すことは、前記ユーザーインタフェースボタンの選択を促す
ために、前記ユーザーインタフェースボタンの１つを明るくすることを含む。
【００２６】
　実施形態において、前記方法は、前記ユーザーインタフェースボタンの１つ以外の前記
ユーザーインタフェースボタンのすべてを無効にすることをさらに含む。
【００２７】
　実施形態において、前記ユーザーインタフェースボタンは、上ボタン、下ボタン、入力
ボタン、および、検査リマインダーボタンを含む。
【００２８】
　実施形態において、前記検査リマインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検
査リマインダーを含む。
【００２９】
　実施形態において、前記検査リマインダーは、食後の検査リマインダーを含む。
【００３０】
　実施形態において、前記確認することは、前記検査リマインダーを表示するための日時
をメモリに記憶することを含む。
【００３１】
　実施形態において、前記検体計測装置は、グルコースメーターを含む。
【００３２】
　実施形態において、表示されるべき複数のメニューは、選択される。
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【００３３】
　実施形態において、前記複数のメニューは、前記検査リマインダーのための少なくとも
１つの時間を含む。
【００３４】
　上記の内容に鑑みると共に別の形態にしたがい、ハウジングであって、検体計測ユニッ
トに連結されるストリップポート、前記検体計測ユニット、メモリ、ユーザーインタフェ
ースインプットおよびディスプレイドライバに連結されるプロセッサ、前記ディスプレイ
ドライバに連結されるディスプレイユニット、ならびに、検査リマインダーボタンのアク
ティブ状態時に、計測を行うことをユーザーに思い出させるために、前記メモリに日時を
記憶できるようにする、検査リマインダーボタンを含めた複数のユーザーインタフェース
ボタンを有する、ハウジングを含む、検体計測装置が提供される。
【００３５】
　これらおよび他の実施形態、特徴、および利点については、簡潔に説明される添付図面
に関連する本発明のより詳細に後述する説明を参照して解釈するときに当業者に明らかに
なるであろう。
【００３６】
　本明細書に組み込まれてその一部を構成する添付図面は、本発明の現在の好適な実施形
態を示しており、上記の概略説明および下記の詳細な説明と共に、本発明の特徴を説明す
るのに役立つものである（同一参照符号は同様の要素を示す）。
【００３７】
〔図面の詳細な説明〕
　以下の詳細な説明は、異なった図面の同様の要素が同様に付番されている図面に関して
読み込まれるべきである。必ずしも同じ倍率ではない図面は、選択された実施形態につい
て示しており、本発明の範囲を限定する意図を有していない。詳細な説明は、制限として
ではなく、一例として、本発明の原理を示す。この説明により、当業者は、本発明を容易
に製造および使用すること、ならびに、本発明を実施する最良の態様であると現在思われ
るものを含む、いくつかの実施形態、適用、変形物、代替物および用途を示すことが明確
に可能になる。
【００３８】
　図１は、個人の血液中のグルコースレベルを検査するための検体計測装置１００を示す
。検体計測装置１００は、データの入力、メニューの指図、およびコマンドの実行のため
のユーザーインタフェースボタン（１０６、１０８、１１０、１１４）を含むことができ
る。データは、個人の毎日のライフスタイルに関連する、検体濃度および／または情報を
表している値を含むことができる。毎日のライフスタイルに関連する情報は、個人の食物
摂取量、薬物使用、健康診断の実施、ならびに、全般的な健康状態および運動レベルを含
むことができる。検体計測装置１００は、ディスプレイ１０４を含むこともできる。ディ
スプレイ１０４は、計測したグルコースレベルを報告して、ライフスタイル関連情報の入
力を容易にするために使用することができる。
【００３９】
　検体計測装置１００は、第１ユーザーインタフェースボタン１０６、第２ユーザーイン
タフェースボタン１０８、第３ユーザーインタフェースボタン１１０、および、検査リマ
インダーボタン１１４を含むことができる。ユーザーインタフェースボタン１０６、１０
８、および１１０は、入力および検査装置に記憶されるデータの分析を容易にして、ユー
ザーは、ディスプレイ１０４に表示されるユーザーインタフェースを介して指図すること
が可能になる。検査リマインダーボタン１１４により、検査リマインダーを設定すること
が可能になる。ユーザーインタフェースボタン１０６、１０８、および１１０は、第１マ
ーキング１０７、第２マーキング１０９、および第３マーキング１１１を含んでおり、ユ
ーザーインタフェースボタンをディスプレイ上のキャラクタに相互関連させるのに役立つ
。検査リマインダーボタン１１４は、検査リマインダーボタン１１４をディスプレイ上の
キャラクタに相互関連させるのに役立つマーキング含むこともできる。
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【００４０】
　検体計測装置１００は、ストリップポート１１２に検査ストリップ１０を挿入すること
により、または、第１ユーザーインタフェースボタン１０６を押して僅かに保持すること
により、あるいは、オプショナルデータポート１１３にまたがってデータトラフィックが
検出されるときに、稼動（ターンオン）させることができる。検体計測装置１００は、検
査ストリップ１０を取り外すことにより、第１ユーザーインタフェースボタン１０６を押
して僅かに保持することにより、メインメニュースクリーンからメーターオフオプション
（a meter off option）を指図して選択することにより、あるいは、どのボタンも所定時
間押さないことにより、切る（スイッチオフ）ことができる。ディスプレイ１０４は、バ
ックライトを任意に含むことができる。検査ストリップポート１１２は、それ自体の光源
を含むことができ、あるいは、ディスプレイ１０４のためのバックライトと共通の光源を
共有することができる。
【００４１】
　データポート１１３は、任意であり、接続リードに取り付けられた適当なコネクタを受
け入れ、これにより、パーソナルコンピュータなどの外部の装置に検体計測装置１００を
リンクすることが可能になる。データポート１１３は、たとえば有線または無線の形式の
シリアルもしくはパラレルポートのような（シリアルもしくはパラレル）データ送信を可
能にする任意のポートにすることができる。適当なソフトウェアを実行中であるパーソナ
ルコンピュータは、設定情報（例えば、現在の時間、日付、および言語）の入力と修正を
可能にし、検体計測装置１００によって収集されたデータの分析を実施することができる
。さらに、パーソナルコンピュータは、改良された診断および処置のために、高等解析機
能を実施し、および／または、他のコンピュータへデータを送信（すなわち、インターネ
ット上で）することができる。地域または遠隔地のコンピュータに検体計測装置１００を
接続することにより、健康管理プロバイダーによる改善された処置が促進される。
【００４２】
　図２を参照すると、検体計測装置１００の例示的な内部レイアウトが示される。検体計
測装置１００は、本明細書に図示および記載される幾つかの実施形態では３２ビットのＲ
ＩＳＣマイクロコントローラであるプロセッサ２００を含むことができる。プロセッサは
、本明細書に図示および記載される幾つかの実施形態ではＥＥＰＲＯＭであるメモリ２０
２に対してＩ／Ｏポート２１４を介して双方向接続を行うことができる。また、Ｉ／Ｏポ
ート２１４を介してプロセッサ２００に接続されるのは、データポート１１３、ユーザー
インタフェースボタン１０６、１０８、１１０、および１１４、ならびにディスプレイド
ライバ２３６である。データポート１１３は、プロセッサ２００に接続でき、これにより
、メモリ２０２とパーソナルコンピュータなどの外部装置との間のデータ転送が可能にな
る。ユーザーインタフェースボタン１０６、１０８、１１０、および１１４は、直接プロ
セッサ２００に接続される。プロセッサ２００は、ディスプレイドライバ２３６を介して
ディスプレイ１０４を制御する。
【００４３】
　本明細書に図示および記載される実施形態において、検体計測装置１００は、ストリッ
プポート１１２に挿入された検査ストリップ１０に適用された血液中のグルコースレベル
の計測に使用される電子回路を備える特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）２０４を含むことが
できる。アナログ電圧は、アナログ・インタフェース２０５を介してＡＳＩＣ２０４に移
されるかまたはそこから移される。アナログ・インタフェース２０５からのアナログ信号
は、Ａ／Ｄコンバータ２１６によってディジタル信号に変換することができる。プロセッ
サ２００は、コア２０８、（コンピュータ・コードを含む）ＲＯＭ２１０、ＲＡＭ２１２
、およびクロック２１８をさらに含むことができる。実施形態において、プロセッサ２０
０は、たとえば検体計測後の所定時間中のディスプレイユニットによる検体値の表示上の
単一のボタンを除いて、すべてのユーザーインタフェースボタンを無効にするように構成
（またはプログラム）される。代わりの実施形態において、プロセッサ２００は、ディス
プレイユニットによる検体値の表示上の単一のボタンを除いて、すべてのユーザーインタ
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フェースボタンからの入力を無視するように構成（またはプログラム）される。
【００４４】
　図３は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る検体計測装置の作動方法を示
す例示的なフローチャートである。方法３００は、工程３０２、３０４、３０６、および
３０８を含むことができる。工程３０２で、検体計測装置は検体を計測する。工程３０４
で、検体計測装置は検体を表している値を表示する。工程３０６で、検体計測装置は、ユ
ーザーが検査リマインダーをアクティブ状態（activate）にするように促す。工程３０８
で、ユーザーは、別の時間に検査計測を行うことをユーザーに思い出させるために検査リ
マインダーをアクティブ状態にする。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも
、検体計測装置は、ディスプレイ、ユーザーインタフェース、プロセッサ、メモリ、およ
びユーザーインタフェースボタンを含むことができる。本明細書に図示および記載された
どの実施形態でも、促すことは、そのようなユーザーインタフェースボタンの選択をうな
がすために、ユーザーインタフェースボタンの１つを表しているアイコンをディスプレイ
上で繰返し輝かせること（flashing）を含むことができる。本明細書に図示および記載さ
れたどの実施形態でも、促すことは、少なくとも１つのユーザーインタフェースボタンの
選択を促すために、少なくとも１つのユーザーインタフェースボタンを明るくすることを
含むことができる。リマインダーは、食前または食後に限定されず、ユーザー、患者また
は医師によって選択された特定のすべての時間に利用することができることに注意すべき
である。
【００４５】
　図４は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置上の単一のユ
ーザーインタフェースボタンだけがアクティブ状態であるときの検体計測装置の作動方法
を示す例示的なフローチャートである。方法４００は、工程４０２、４０４、４０６、４
０８、および４１０を含むことができる。工程４０２で、検体計測装置は検体を計測する
。工程４０４で、検体計測装置は検体を表している値を表示する。工程４０６で、検体計
測装置は、ユーザーが検査リマインダーをアクティブ状態にするように促す。工程４０８
で、検体計測装置は、単一のユーザーインタフェースボタン以外のすべてを非アクティブ
状態（deactivate）にする。工程４１０で、ユーザーは、別の時間に検査計測を行うこと
をユーザーに思い出させるために検査リマインダーをアクティブ状態にする。本明細書に
図示および記載されたどの実施形態でも、ユーザーインタフェースボタンは、「上」ボタ
ン、「下」ボタン、「入力（enter）」または「OK」ボタン、および、検査リマインダー
ボタンを含むことができる。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検査リ
マインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検査リマインダーを含むことができ
る。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検査リマインダーは、食後の検
査リマインダーにすることができる。
【００４６】
　図５は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、前の計測工程が食前に実施
されたときはいつでもユーザーが検査リマインダーをアクティブ状態にするように促され
る検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。方法５００は、工程５
０２、５０４、５０６、および５０８を含むことができる。工程５０２で、検体計測装置
は検体を計測する。工程５０４で、検体計測装置は、検体を表している値を表示する。工
程５０６で、検体計測装置は、前の計測工程が食前に実施されたときはいつでもユーザー
が検査リマインダーをアクティブ状態にするように促す。工程５０８で、ユーザーは、別
の時間に検査計測を行うことをユーザーに思い出させるために検査リマインダーをアクテ
ィブ状態にする。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検体計測装置は、
計測工程が完了したときはいつでもユーザーが検査リマインダーをアクティブ状態にする
ように促すことができる。
【００４７】
　図６は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検査リマインダーを表示す
るための日時が検体計測装置のメモリに記憶される検体計測装置の作動方法を示す例示的
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なフローチャートである。方法６００は、工程６０２、６０４、６０６、および６０８を
含むことができる。工程６０２で、検体計測装置は検体を計測する。工程６０４で、検体
計測装置は、検体を表している値を表示する。工程６０６で、検体計測装置は、ユーザー
が検査リマインダーをアクティブ状態にするように促す。工程６０８で、ユーザーは、検
査リマインダーを表示するための日時を検体計測装置のメモリに記憶させることにより、
別の時間に検査計測を行うことをユーザーに思い出させるために検査リマインダーをアク
ティブ状態にする。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検体計測装置は
、グルコースメーターを含むことができる。
【００４８】
　図７は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置のストリップ
ポート１１２に検査ストリップ１０を挿入した後における検体計測装置の作動方法を示す
例示的なフローチャートである。方法７００は、工程７０２、７０４、７０６、７０８、
および７１０を含むことができる。工程７０２で、検査ストリップ１０は、検体計測装置
のストリップポートに挿入される。工程７０４で、検査ストリップ１０の較正パラメータ
を入力または確認せずに、検査ストリップ１０の検査部（ストリップポート１１２から遠
位の部分）に血液が適用される。工程７０６で、検体計測装置は、検体を表している値を
表示する。工程７０８で、検体計測装置は、ユーザーが検査リマインダーをアクティブ状
態にするように促す。工程７１０で、ユーザーは、別の時間に検査計測を行うことをユー
ザーに思い出させるために検査リマインダーをアクティブ状態にする。本明細書に図示お
よび記載されたどの実施形態でも、計測することは、検体計測装置のストリップポートに
検査ストリップ１０を挿入し、次いで、検査ストリップ１０のための較正パラメータを入
力せずに、検査ストリップ１０の検査部の上に血液サンプルを付着させることを含むこと
ができる。
【００４９】
　図８は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置のストリップ
ポートに検査ストリップ１０を挿入し、検査ストリップ１０のための較正パラメータを入
力または確認のいずれかを行った後における検体計測装置の作動方法を示す例示的なフロ
ーチャートである。方法８００は、工程８０２、８０４、８０６、８０８、および８１０
を含むことができる。工程８０２で、検査ストリップ１０は、検体計測装置のストリップ
ポートに挿入される。工程８０４で、検査ストリップ１０の較正パラメータを入力または
確認した後に、検査ストリップ１０の検査部に血液が適用される。工程８０６で、検体計
測装置は、検体を表している値を表示する。工程８０８で、検体計測装置は、ユーザーが
検査リマインダーをアクティブ状態にするように促す。工程８１０で、ユーザーは、別の
時間に検査計測を行うことをユーザーに思い出させるために検査リマインダーをアクティ
ブ状態にする。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、計測することは、検
体計測装置のストリップポートに検査ストリップ１０を挿入すること、装置のユーザーイ
ンタフェースボタンを介して検査ストリップ１０のための較正パラメータを入力すること
、および、検査ストリップ１０の検査部の上に血液サンプルを付着させることを含むこと
ができる。
【００５０】
　図９は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置のストリップ
ポートに検査ストリップ１０を挿入し、これによって検体計測装置を稼動させた後におけ
る検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。方法９００は、工程９
０２、９０４、９０６、９０８、および９１０を含むことができる。工程９０２で、検査
ストリップ１０は、検体計測装置のストリップポートに挿入され、これにより稼動する。
工程９０４で、検査ストリップ１０の較正パラメータを入力または確認せずに、検査スト
リップ１０の検査部に血液が適用される。工程９０６で、検体計測装置は、検体を表して
いる値を表示する。工程９０８で、検体計測装置は、ユーザーが検査リマインダーをアク
ティブ状態にするように促す。工程９１０で、ユーザーは、別の時間に検査計測を行うこ
とをユーザーに思い出させるために検査リマインダーをアクティブ状態にする。本明細書
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に図示および記載されたどの実施形態でも、挿入することは、ストリップポートにストリ
ップが完全に挿入されたときに計測装置を稼動させることを含むことができる。本明細書
に図示および記載されたどの実施形態でも、複数のメニューを表示することができる。本
明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、複数のメニューのうちの１つは、検査
リマインダーのための少なくとも１つの経過時間を含むことができる。
【００５１】
　図１０は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、ユーザーインタフェース
ボタンを押すことによって検体計測装置が稼動され、検査リマインダーの選択を確認する
ようにユーザーが促され、検査リマインダーの選択を確認するためにユーザーインタフェ
ースボタンが押される、検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
方法１０００は、工程１００２、１００４、および１００６を含むことができる。工程１
００２で、ユーザーは、検体計測装置を稼動させるためにユーザーインタフェースボタン
を押す。工程１００４で、検体計測装置は、ユーザーが検査リマインダーの選択を確認す
るように促す。工程１００６で、ユーザーは、検査リマインダーの選択を確認するために
ユーザーインタフェースボタンを押す。本明細書に図示および記載されたどの実施形態で
も、促すことは、単一のユーザーインタフェースボタンの選択を促すために、単一のユー
ザーインタフェースボタンを表しているアイコンをディスプレイ上で繰返し輝かせること
を含むことができる。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、促すことは、
少なくとも１つのユーザーインタフェースボタンの選択をうながすために、ユーザーイン
タフェースボタンの少なくとも１つを明るくすること（illuminating）を含むことができ
る。
【００５２】
　図１１は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置上の単一の
ユーザーインタフェースボタンだけがアクティブ状態であるときの検体計測装置の作動方
法を示す例示的なフローチャートである。方法１１００は、工程１１０２、１１０４、１
００６、および１１０８を含むことができる。工程１１０２で、ユーザーは、検体計測装
置を稼動させるためにユーザーインタフェースボタンを押す。工程１１０４で、検体計測
装置は、ユーザーが検査リマインダーの選択を確認するように促す。工程１１０６で、単
一のユーザーインタフェースボタン以外のすべてが非アクティブ状態にされる。工程１１
０８で、ユーザーは、検査リマインダーの選択を確認するために、アクティブ状態の単一
のユーザーインタフェースボタンを押す。本明細書に図示および記載されたどの実施形態
でも、ユーザーインタフェースボタンは、上ボタン、下ボタン、入力（enter）ボタン、
および検査リマインダーボタンを含むことができる。本明細書に図示および記載されたど
の実施形態でも、検査リマインダーは、食前の検査リマインダーまたは食後の検査リマイ
ンダーを含むことができる。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検査リ
マインダーは、食後の検査リマインダーを含むことができる。
【００５３】
　図１２は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検査リマインダーを表示
するための日時が検体計測装置のメモリに記憶される検体計測装置の作動方法を示す例示
的なフローチャートである。方法１２００は、工程１２０２、１２０４、および１２０６
を含むことができる。工程１２０２で、ユーザーは、検体計測装置を稼動させるためにユ
ーザーインタフェースボタンを押す。工程１２０４で、検体計測装置は、ユーザーが検査
リマインダーの選択を確認するように促す。工程１２０６で、ユーザーは、検査リマイン
ダーの選択を確認するためかつ前記検査リマインダーを表示するための日時を前記検体計
測装置のメモリに記憶するため、アクティブ状態の単一のユーザーインタフェースボタン
を押す。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、検体計測装置は、グルコー
スメーターを含むことができる。本明細書に図示および記載されたどの実施形態でも、方
法は、表示されるべき複数のメニューを選択することをさらに含むことができる。本明細
書に図示および記載されたどの実施形態でも、複数のメニューは、検査リマインダーのた
めの少なくとも１つの経過時間を含むことができる。



(12) JP 5666099 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【００５４】
　図１３は、本明細書に図示および記載された実施形態に係る、検体計測装置の作動方法
および検体計測装置による動きを示す例示的なフローチャートである。方法１３００は、
工程１３０２、１３０４、１３０６、１３０８、１３１０、１３１２、１３１４、１３１
６、１３１８、および１３２０を含むことができる。工程１３０２で、ユーザーは、検体
計測装置のストリップポートに検査ストリップ１０を挿入する。工程１３０４で、検体計
測装置が稼動する。工程１３０６で、検体計測装置は、ＬＣＤチェックスクリーンを表示
する。工程１３０８で、検体計測装置は、サンプル適用プロンプト（sample application
 prompt）を表示する。工程１３１０で、ユーザーは、検査ストリップ１０にサンプルを
適用する。工程１３１２で、検体計測装置は、一連のカウントダウンスクリーン（countd
own screen）を表示する。工程１３１４で、検体計測装置は、検体を表している値を表示
して、ユーザーが検査リマインダーをアクティブ状態にするように促す。工程１３１６で
、ユーザーは、任意に検査リマインダーをアクティブ状態にし、これにより、表示される
べき検査リマインダーのための日時が、検体計測装置のメモリに記憶される。工程１３１
８で、検体計測装置は、任意に検査リマインダー確認（test reminder confirmation）を
表示する。工程１３２０で、検体計測装置は、ユーザーからの対話の有無に拘らず、所定
時間後に稼動オフとなる。
【００５５】
　結論として、本明細書に図示および記載された検査装置および方法は、血中グルコース
検査（blood glucose testing）に関係する障害を著しく低減させる。本発明は、検査す
ることをユーザーに思い出させる簡単かつ効果的なやり方を提供することによって、糖尿
病患者個人のための頻繁なモニタリングを促進させる。本明細書に記載されたやり方で検
査することによって、ユーザーが適切な検査頻度を確立して、極めて重要な情報を健康管
理従業者に提供することがより簡単になる。
【００５６】
　本発明が特定の変形例および説明図に関して記載されたが、当業者は、本発明が既述の
変形例または図面に限定されないということを理解するであろう。また、上述した方法お
よび工程が或る順序で起きる或る事象を示しているのに対し、当業者は、或る工程の順序
付けが変更可能であることおよびそのような変更が本発明の変形例に基づいていることを
理解するであろう。さらに、或る工程を可能ならば並列的に同時実行することができ、或
いは、上述したように連続的に実行するができる。したがって、本開示内容すなわち請求
項に見いだされる本発明の等価物の精神の範囲内に本発明の変形例が存在する限りにおい
て、本発明がそれらの変形例をもカバーすることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施形態に係る検体計測装置の例示的な平面図である。
【図２】実施形態に係る検体計測装置の主要な内部要素を示す例示的なブロック図である
。
【図３】実施形態に係る検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図４】実施形態に係る検体計測装置の単一のユーザーインタフェースボタンだけがアク
ティブ状態にされるときの検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである
。
【図５】実施形態に係る、前の計測工程が食前に実施されたときはいつでもユーザーが検
査リマインダーをアクティブ状態にするように促される検体計測装置の作動方法を示す例
示的なフローチャートである。
【図６】実施形態に係る、検査リマインダーを表示するための日時が検体計測装置のメモ
リに記憶される検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図７】実施形態に係る、検体計測装置のストリップポートに検査ストリップを挿入した
後における検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図８】実施形態に係る、検体計測装置のストリップポートに検査ストリップを挿入し、
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検査ストリップのための較正パラメータを入力および確認のいずれかを行った後における
検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図９】実施形態に係る、検体計測装置のストリップポートに検査ストリップを挿入し、
これによって検体計測装置を稼動させた後における検体計測装置の作動方法を示す例示的
なフローチャートである。
【図１０】実施形態に係る、ユーザーインタフェースボタンを押すことによって検体計測
装置が作動され、検査リマインダーの選択を確認するようにユーザーが促され、検査リマ
インダーの選択を確認するためにユーザーインタフェースボタンが押される、検体計測装
置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図１１】実施形態に係る、検体計測装置上の単一のユーザーインタフェースボタンだけ
がアクティブ状態であるときの検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートで
ある。
【図１２】実施形態に係る、検査リマインダーを表示するための日時が検体計測装置のメ
モリに記憶される検体計測装置の作動方法を示す例示的なフローチャートである。
【図１３】実施形態に係る、検体計測装置の作動方法および検体計測装置による動きを示
す例示的なフローチャートである。

【図１】 【図２】
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