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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部チャンバーを形成するために、互いに結合する第１部分及び第２部分を有する測定
器ハウジングと、
　前記内部チャンバー内の電子回路と、
　検体センサー電気コネクタと、を備える、検体測定器であって、
　　前記検体センサー電気コネクタは、
　　前記第１部分又は前記第２部分を通じて前記内部チャンバー内への、シールされた電
気的接続と、
　　検体センサーをポート入口内に受容するために構成されたセンサーポートと、
　　前記センサーポートに連結された複数の洗浄ポートであって、前記複数の洗浄ポート
が前記ポート入口から分離しており、前記複数の洗浄ポートがクリーニング流体を受容す
るために構成される、複数の洗浄ポートと、を含む、検体測定器。
【請求項２】
　前記第１部分及び前記第２部分は、密閉してシールされた内部チャンバーとして、前記
内部チャンバーを形成するシール接合面を備える、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項３】
　前記検体センサー電気コネクタは、前記第１部分又は前記第２部分の凹部ポケット内に
受容されたコネクタ本体を備える、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項４】
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　前記検体センサー電気コネクタはコネクタ本体を備え、前記コネクタ本体は、
　２つ以上の電極を受容する第１の壁と、
　前記第１の壁と反対側の第２の壁であって、前記少なくとも１つの洗浄ポートを含む第
２の壁と、
を有する、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項５】
　前記検体センサー電気コネクタと前記第１部分又は前記第２部分との間に設けられたシ
ール層を備える、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項６】
　前記第１部分又は前記第２部分に対してシールされた表示画面をさらに備え、それによ
って、流体が前記表示画面と前記第１部分又は前記第２部分との間から前記内部チャンバ
ーへ入ることが防止される、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項７】
　前記第１部分又は前記第２部分に対してシールされたバッテリーコネクタをさらに備え
、それによって、流体が前記バッテリーコネクタと前記第１部分又は前記第２部分との間
から前記内部チャンバーへ入ることが防止される、請求項１に記載の検体測定器。
【請求項８】
　前記第１部分又は前記第２部分に対してシールされたユニバーサル・シリアル・バスポ
ートをさらに備え、それによって、流体が前記ユニバーサル・シリアル・バスポートと前
記第１部分又は前記第２部分との間から前記内部チャンバーへ入ることが防止される、請
求項１に記載の検体測定器。
【請求項９】
　第１の壁と、検体センサーを受容するために構成されたポート入口を有するセンサーポ
ートと、クリーニング流体を受容するために構成され、複数の細長いスロットを備える少
なくとも１つの洗浄入口と、を有するコネクタ本体、
　前記第１の壁に連結された２つ以上の電極、及び、
　前記２つ以上の電極に連結された２つ以上の電気コネクタ
を備える、検体センサー電気コネクタ。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの洗浄入口は、前記センサーポートのフラッシングを可能にする流
体流路を形成するために、前記ポート入口と協働する、請求項９に記載の検体センサー電
気コネクタ。
【請求項１１】
　前記第１の壁と反対側の第２の壁を備え、前記少なくとも１つの洗浄入口は、前記第２
の壁を通じて形成される、請求項９に記載の検体センサー電気コネクタ。
【請求項１２】
　前記２つ以上の電気コネクタは、コネクタピンを備える、請求項９に記載の検体センサ
ー電気コネクタ。
【請求項１３】
　前記コネクタ本体は、コネクタ本体を検体測定器のポケット内へ固定するために構成さ
れたスナップコネクタを含む、請求項９に記載の検体センサー電気コネクタ。
【請求項１４】
　検体測定器をクリーニングする方法であって、
　検体センサーを受容するために構成されたセンサーポートであって、ポート入口及び複
数の洗浄ポートを有する、センサーポートを有する検体測定器を提供するステップと、
　前記センサーポートをクリーニングするために前記複数の洗浄ポートを通じてクリーニ
ング流体を流すステップと、
　を備える、方法。
【請求項１５】
　前記センサーポートと前記検体測定器の内部チャンバーとの間でシールされた接続を提
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供するステップをさらに備える、請求項１４に記載の方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本願は、２０１３年８月１２日に提出された、「洗浄可能な検体測定器、シールされた
コネクタ、及びその製造方法並びにその使用方法」と題する米国仮特許出願第６１／８６
４，９５８号（代理人整理番号ＢＨＣ１２４０１７ＵＳ）の優先権を主張しており、それ
らは、全ての目的のために、その全体を参照して本願明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本願発明は、体液サンプルにおいて検体濃度レベルを検出するために使用されることが
できる検体測定器に関しており、検体センサー電気コネクタ並びにそれらの使用方法及び
それらの製造方法に関する。
【０００３】
　体液内の検体濃度レベルの監視は、健康診断の重要な部分とされる場合がある。例えば
、電気化学的な検体センサーは、糖尿病の治療又はケアの一部として、患者の血糖値を監
視するための検体測定器と共に採用されてもよい。他の種類の検体は同様に測定されても
よい。電気化学的な検体センサーは、例えば、血液又は他の間質液の単一のサンプル等か
ら、体液サンプルにおける検体濃度レベルを検出するために採用されてもよい。体液は、
ランセットを使用して（例えば、ピン又は針によって）患者から得られてもよい。典型的
に、体液サンプルが得られた後で、体液サンプルは次いで、体液サンプルの検体濃度レベ
ル（例えば、グルコース検体レベル）の測定のために、検体センサー（例えば、検体セン
サーストリップ）に移送されることができる。
【０００４】
　プロセスの一部として、検体センサーに形成された電極は、検体測定器の電気コネクタ
と電気的に接触した状態で配置される。一般的に、検体センサー（例えば、センサースト
リップ）は、センサーコネクタのセンサーポート内に挿入される。しかしながら、センサ
ーコネクタハウジングの一部は、検体測定器の内側に対して部分的に開いている場合があ
り、電気的接続は、検体測定器の内部内で行われる。接続が確立されると、体液はセンサ
ーストリップの受容端部に適用され、検体計測が実行される。このプロセス中に、血液な
どの体液は、例えばポートに隣接する部分等、測定器の外側部分を汚染する場合がある。
さらに、ポート及び内部電気的接続は汚染された状態になる場合がある。
【０００５】
　それ故に、汚染による所定の問題を解決することができる体液検体検査のために構成さ
れた検体測定器を提供する必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様において、検体測定器が提供される。検体測定器は、検体センサーをポート
入口内に受容するように構成されたセンサーポートを有する検体センサー電気コネクタと
、センサーポートに連結された少なくとも１つの洗浄ポートであって、ポート入口から分
離しており、クリーニング流体を受容するように構成される、少なくとも１つの洗浄ポー
トと、を含む。
【０００７】
　他の態様において、他の検体測定器が提供される。検体測定器は、内部チャンバーを形
成するために、互いに結合する第１部分及び第２部分を有する測定器ハウジングと、内部
チャンバー内の電子回路と、検体センサー電気コネクタと、を備えており、前記検体セン
サー電気コネクタは、第１部分又は第２部分を通じて内部チャンバー内への、シールされ
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た電気的接続と、検体センサーをポート入口内で受容するように構成されたセンサーポー
トと、前記センサーポートに連結された少なくとも１つの洗浄ポートであって、前記少な
くとも１つの洗浄ポートが前記ポート入口から分離しており、前記少なくとも１つの洗浄
ポートがクリーニング流体を受容するために構成される、少なくとも１つの洗浄ポートと
、を含む。
【０００８】
　方法の態様において、検体測定器をクリーニングする方法が提供される。前記方法は、
検体センサーを受容するために構成されたセンサーポートであって、ポート入口及び洗浄
ポートを有する、センサーポートを有する検体測定器を提供するステップと、前記センサ
ーポートをクリーニングするために前記洗浄ポートを通じてクリーニング流体を流すステ
ップと、を含む。
【０００９】
　他の方法の態様において、検体測定器を製造する方法が提供される。前記方法は、内部
チャンバーを有する検体測定器ハウジングを提供するステップと、少なくとも２つの電極
を有する検体センサー電気コネクタを提供するステップと、検体測定器バッテリーコネク
タを提供するステップと、前記検体センサー電気コネクタと前記内部チャンバーとの間で
シールされた接続を形成するステップと、前記検体測定器バッテリーコネクタと前記内部
チャンバーとの間でシールされた接続を形成するステップと、を含む。
【００１０】
　他の態様において、他の検体測定器が提供される。検体測定器は、内部チャンバーを形
成するために、互いに結合し、且つ互いに対してシールされる第１部分及び第２部分を有
する測定器ハウジングと、前記内部チャンバー内の電子回路と、ポート入口内に検体セン
サーを受容するために構成されたセンサーポートと、前記第１部分又は前記第２部分を通
じて前記内部チャンバー内への、シールされた電気的接続を含む、前記センサーポート内
の検体センサー電気コネクタと、前記第１部分及び前記第２部分のうちの一方に対してシ
ールされた表示画面と、前記第１部分及び前記第２部分のうちの一方に対してシールされ
たキーパッドと、前記第１部分又は前記第２部分を通じて前記内部チャンバー内への、シ
ールされた電気的接続を含む、取り外し可能なバッテリーパックと、を含む。
【００１１】
　その他の態様において、その他の検体測定器が提供される。検体測定器は、表示画面と
、キーパッドと、検体センサーポートと、ハウジング本体の内部チャンバー内に位置した
電子回路と結合する電池パックと、を備えており、前記内部チャンバーは、検体測定器が
洗浄可能であり、且つ浸水可能であるように、全体的にシールされ、且つ液体不浸透性で
ある。
【００１２】
　本願発明のさらなる他の態様、特徴、及び利点は、以下の詳細な説明から容易に明らか
であってもよく、その詳細な説明には、本発明を実施するために考えられた最良の実施形
態を含む、多数の例示的な実施形態および実装が記載され、且つ図示される。また、本発
明は他の実施形態および異なる実施形態が可能であり、そのいくつかの詳細は、全て本願
発明の技術的範囲から逸脱することなく、様々な点で修正することができる。したがって
、図面および説明は、本質的に例示するものして見なされるべきであり、限定ではないと
見なされるべきである。本発明は、本願発明の技術的範囲内に含まれるすべての修正、均
等物、および代替物をカバーする。
【００１３】
　以下に記載された図面は、例示の目的のみのためであり、必ずしも一定の縮尺で描かれ
ていない。これらの図面は、決して本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の上
面図を図示する。
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【図１Ｂ】切断線１Ｂ－１Ｂに沿って切断された、図１Ａの検体測定器の部分的な断面図
を図示する。
【図１Ｃ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の部
分的斜視図を図示する。
【図１Ｄ】分離して示された、図１Ｃの洗浄可能なセンサーコネクタの正面図を図示する
。
【図１Ｅ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の所
定の構成要素の様々な斜視図を図示する。
【図１Ｆ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の所
定の構成要素の様々な斜視図を図示する。
【図１Ｇ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の所
定の構成要素の様々な斜視図を図示する。
【図１Ｈ】実施形態による洗浄可能なセンサーコネクタを含む洗浄可能な検体測定器の所
定の構成要素の様々な斜視図を図示する。
【図２】実施形態による検体測定器を使用する方法のフローチャートを図示する。
【図３】実施形態による検体測定器を製造する方法のフローチャートを図示する。
【図４】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジを含む洗浄可能な検体測
定器の斜視図を図示する。
【図５】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジを含む洗浄可能な検体測
定器の斜視図を図示する。
【図６】実施形態によるバッテリーカートリッジハウジングの斜視図を図示する。
【図７】実施形態によるバッテリーカートリッジハウジングの斜視図を図示する。
【図８】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジの断面図を図示する。
【図９】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジの上面図を図示する。
【図１０】実施形態による他の入れ替え可能なバッテリーカートリッジの断面図を図示す
る。
【図１１】実施形態による他の入れ替え可能なバッテリーカートリッジの上面図を図示す
る。
【図１２】実施形態によるバッテリーカートリッジコネクタ及びプリント回路基板の斜視
図を図示する。
【図１３】実施形態によるバッテリーカートリッジハウジングの斜視図を図示する。
【図１４】実施形態による図１３のバッテリーカートリッジハウジング内への入れ替え可
能なバッテリーカートリッジの組立体の断面図を図示する。
【図１５】実施形態による図１３のバッテリーカートリッジハウジング内への入れ替え可
能なバッテリーカートリッジの断面図を図示する。
【図１６】実施形態による図１３のバッテリーカートリッジハウジング内への他の入れ替
え可能なバッテリーカートリッジの組立体の断面図を図示する。
【図１７】実施形態による図１３のバッテリーカートリッジハウジング内への他の入れ替
え可能なバッテリーカートリッジの組立体の断面図を図示する。
【図１８】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジと検体測定器との間の
電気的な接続を図示する概略的な回路図を図示する。
【図１９】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジと検体測定器との間の
電気的な接続を図示する概略的な回路図を図示する。
【図２０】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジと検体測定器との間の
電気的な接続を図示する概略的な回路図を図示する。
【図２１】実施形態による入れ替え可能なバッテリーカートリッジと検体測定器との間の
電気的な接続を図示する概略的な回路図を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次いで、参照は、添付の図面において図示される、この開示の例示的な実施形態につい
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て詳細になされるであろう。可能な限り、同じ参照番号は同一の部品又は同様の部品を指
すために図面全体を通して使用される。
【００１６】
　臨床現場でのクリーニング及び消毒の有効性に関する特定の規制要件がより厳格になっ
てきている。さらに、高レベルの汚染の場合において、検体測定器によって行われる検体
計測自体に悪影響を与える場合がある。なぜならば、検体測定器（例えば、検体センサー
ストリップ）と電気コネクタの１つ又は複数の電極との間の電気的な接続が汚染される場
合があるからであり、又はいくつかの方法で悪影響を与える場合があるからである。
【００１７】
　この懸念を考慮して、本願発明の実施形態は、洗浄可能である全体的に密閉してシール
された検体測定器を提供することができ、いくつかの実施形態において、損傷を受けるこ
となく、液体内に入れることさえできる。それ故に、シールされた検体測定器は、消毒液
などの洗浄流体内で洗浄されることができる。１つ又は複数の実施形態において、検体測
定器の１つ又は複数の電気的な接続は、シールされることができる。例えば検体センサー
ポート等のいくつかの構成要素は、洗浄可能であってもよい。通信コネクタ（例えば、ユ
ニバーサル・シリアル・バスポート（ＵＳＢポート））及び／又は電池接続等の他の電気
的な接続は、シールされてもよく、及び／又は、洗浄可能であってもよく、及び／又は取
り外し可能であってもよい。いくつかの実施形態において、検体測定器自体は、全体的に
洗浄可能であり、検体センサーとの電気的な接続を可能にするセンサーポートを含むそれ
らの全ての接続は、シールされることができ、且つ洗浄可能である。
【００１８】
　一又は複数の実施形態による検体測定器は、グルコース、フルクトース、乳酸、ケトン
、微量アルブミン、ビリルビン、総コレステロール、尿酸、脂質、トリグリセリド、高密
度リポタンパク質（ＨＤＬ）、低密度リポタンパク質（ＬＤＬ）、及びヘモグロビンＡ１
ｃなどの、あらゆる検体を測定するために使用されてもよい。それらの検体は例えば、全
血、血清、血漿、間質液、尿等で検出されてもよい。他の種類の検体は、適切な試薬が存
在する場合に測定されることができる。
【００１９】
　洗浄可能な検体測定器、洗浄可能な検体センサー電気コネクタ、並びに検体測定器の使
用方法、及び検体測定器の製造方法のそれらの実施形態及び他の実施形態は、図１Ａ～図
２１を参照して以下に記載される。
【００２０】
　図１Ａ～１Ｄは、１つ以上の実施形態による、洗浄可能である検体測定器１００の第１
の例の様々な図面を図示する。検体測定器１００は、測定器ハウジング１０２を含むこと
ができ、この測定器ハウジング１０２は、内部チャンバー１０８（図１Ｂ）を形成するた
めに互いに係合する第１部分１０４及び第２部分１０６などの２つの部品から製造されて
もよい。内部チャンバー１０８は、内部電気回路の一部又は全てを含むことができる、プ
リント回路基板１１０（図１Ａにおいて鎖線で示される）などの検体測定器１００の様々
な内部構成要素を含有するように構成されてもよい。内部チャンバー１０８は、検体測定
器１００が洗浄可能であり且つ浸水可能であるように、全体的にシールされ、且つ液体不
浸透性である。第１部分１０４及び第２部分１０６は、外部環境から密封される、シール
されたチャンバーとして内部チャンバー１０８を形成するために、それらの接触面で互い
にシールされてもよい。内部チャンバー１０８は、密閉してシールされてもよい。測定器
ハウジング１０２の第１部分１０４及び第２部分１０６は、例えば、プラスチック射出成
形部品などの絶縁材料から形成されてもよい。シーリングは、第１部分１０４及び第２部
分１０６を超音波溶接することによって提供されてもよく、又は、第１部分１０４と第２
部分１０６との間にシーリング材（例えば、硬化性シーリング材）、Ｏリング、ガスケッ
ト又は同様のものを提供することによって、提供されてもよい。他の適切なシーリング方
法が使用されてもよい。第２部分１０６への第１部分１０４の接続は、シーリング材、Ｏ
リング、ガスケット、又は同様のものを使用する場合に、ねじ、リベット、第１部分１０
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４及び第２部分１０６に成形されたスナップフィットコネクタ、又は、同様のものによっ
て行われてもよい。
【００２１】
　プリント回路基板１１０は、内部チャンバー１０８の領域内に存在してもよい。プリン
ト回路基板１１０は、検体計測及びその表示を実行するために伝統的である、電力供給、
プロセッサ、メモリ、及び同様のもの等の従来の電子部品を含んでもよい。プリント回路
基板１１０は、第１部分１０４及び第２部分１０６のうちの一方又は両方に形成された突
起及び／又は凹部によって、内部チャンバー１０８内で規定の位置に保持されてもよい。
他の適切な位置付け特徴が使用されてもよい。
【００２２】
　測定器ハウジング１０２は、第１端部１１２と、第１端部１１２の反対側である第２端
部１１３と、を有してもよい。第１端部１１２は、検体センサー電気コネクタ１１５を含
むことができる。この検体センサー電気コネクタ１１５は完全に洗浄可能であり、そのポ
ート入口１１９内に検体センサー１０５を受容するように構成されたセンサーポート１１
６を有する。検体センサー電気コネクタ１１５はまた、ポート入口１１９から離れている
センサーポート１１６に連結された１つ又は複数の洗浄ポート１１８を有してもよい。洗
浄ポート１１８は、それを通じてクリーニング流体を受容するように構成されてもよい。
検体センサー電気コネクタ１１５は、コネクタ本体１１７を含むことができ、このコネク
タ本体１１７は、第１部分１０４及び／又は第２部分１０６の凹部ポケット１１４内に受
容されることができる。いくつかの実施形態において、検体センサー電気コネクタ１１５
のコネクタ本体１１７は、２つ又は複数の電極１２１を受容する第１壁と、第１壁と反対
側の第２壁であって、１つ又は複数の洗浄ポート１１８を含む第２壁とを含むことができ
る。２つ又は複数の電気コネクタ１２２は、第１壁で２つ又は複数の電極１２１に連結さ
れてもよい。いくつかの実施形態において、２つ又は複数の電気コネクタ１２２は、電気
コネクタピンであってもよい。シール層１２３は、いくつかの実施形態において、例えば
凹部ポケット１１４内で、検体センサー電気コネクタ１１５の表面と第１部分１０４及び
／又は第２部分１０６との間に設けられてもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、洗浄ポート１１８は、センサーポート１１６のフラッシ
ング（ｆｌｕｓｈｉｎｇ）を可能にする、流体流路を形成するように、ポート入口１１９
と協働してもよい。洗浄ポート１１８は、検体センサー電気コネクタ１１５の第１壁を通
じて形成されてもよい。図１Ｃに最も良く示されるように、洗浄ポート１１８は、複数の
細長いスロットとして構成されてもよい。洗浄ポート１１８は合計で、１つ又は複数であ
ってもよい。
【００２４】
　検体測定器１００は、表示画面１２０をさらに含んでもよい。この表示画面１２０は、
流体が表示画面１２０と第１部分１０４及び／又は第２部分１０６との間から内部チャン
バー１０８に入ることを防止するために、第１部分１０４及び／又は第２部分１０６に対
してシールされてもよい。上記に記載されたシール方法と同様のシール方法が使用されて
もよい。例えば、シール材料層１２４は、表示画面１２０の周辺のまわりに設けられても
よい。
【００２５】
　検体測定器１００は、キーパッド１２５をさらに含んでもよく、このキーパッド１２５
は、流体がキーパッド１２５と第１部分１０４及び／又は第２部分１０６との間から内部
チャンバー１０８に入ることを防止するために、第１部分１０４及び／又は第２部分１０
６に対してシールされてもよい。キーパッド１２５と第１部分１０４及び／又は第２部分
１０６との間のシールは、キーパッド１２５のキーを完全に覆っている薄層１２６を採用
することによって設けられてもよい。薄層１２６は、第１部分１０４及び／又は第２部分
１０６に対してシールされてもよく、それらに接着されてもよい。薄層は、いくつかの実
施形態において、プラスチック製シートであってもよく、それに印刷されたしるし、そう
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でなければそれにマークされたしるしを含んでもよい。キーパッド１２５又は個々のキー
をシールするための他の手段は使用されてもよい。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、検体測定器１００は、バッテリーコネクタ１２７を含ん
でもよい。このバッテリーコネクタ１２７は、流体がバッテリーコネクタ１２７と第１部
分１０４及び／又は第２部分１０６との間から内部チャンバー１０８に入ることを防止す
るために、第１部分１０４及び／又は第２部分１０６に対してシールされてもよい。バッ
テリーコネクタ１２７は、本願明細書に記載されるように、取り外し可能なバッテリーパ
ック１２８の使用を可能にする。
【００２７】
　検体測定器１００はまた、例えば、流体がユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポ
ートと第１部分１０４及び／又は第２部分１０６との間から内部チャンバー１０８に入る
ことを防止するために、一の側で第１部分１０４及び／又は第２部分１０６に対してシー
ルされたユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポートを含んでもよい。ユニバーサル
・シリアル・バス（ＵＳＢ）ポートのためのシールされた接続は、バッテリーコネクタ１
２７のための接続と同じものであってもよい。エラストマーシールなどの接続シール１２
７Ｓは、接続接触面をシールするために、コネクタに設けられてもよく、又は第１部分１
０４及び／又は第２部分１０６に設けられてもよい。
【００２８】
　図１Ｅ～１Ｈにさらに示されるように、且つそうでなければ本願明細書に示されるよう
に、検体測定器１００は、内部チャンバー１０８内への液体の侵入を可能にする開口部を
取り除くことができ、クリーニング流体又は他の液体によってその洗浄又はクリーニング
の際に、排水し検体センサー電気コネクタ１１５を乾燥させるように構成されてもよい。
いくつかの実施形態において、検体センサー電気コネクタ１１５は、検体測定器１００の
第１部分１０４において凹部ポケット１１４内に着座されてもよい。いくつかの実施形態
において、電気コネクタは、第１部分１０４において１つ又は複数の孔を通じて突出する
ことができ、プリント回路基板１１０上の導電性レセプタクル特徴に接続されるように構
成されてもよい（例えば、導電性レセプタクル特徴内に差し込まれるように構成されても
よく、又はそうでなければ導電性レセプタクル特徴と接触するように構成されてもよい）
。プリント回路基板１１０上の導電性パッドと接触する屈曲可能なリーフスプリング型接
触子等の他の適切な電気コネクタが使用されてもよい。いくつかの実施形態において、電
気コネクタは、プラスチック（例えば、第１部分１０４）と金属との間のシールを形成す
る、検体センサー電気コネクタ１１５内にインサート成形されてもよい。いくつかの実施
形態において、ガスケット型のシール配置構成又は他のシール配置構成（シール化合物）
などのシール層１２３は、検体センサー電気コネクタ１１５と第１部分１０４及び／又は
第２部分１０６の表面との間で使用されてもよい。いくつかの実施形態において、検体セ
ンサー電気コネクタ１１５内の表面は、洗浄後の流体排出を容易にするために必要とされ
るように、傾斜されてもよく、且つ／又は孔が設けられてもよい。
【００２９】
　図２は、１つ又は複数の実施形態による検体測定器をクリーニングする方法２００を図
示するフローチャートである。処理ブロック２０２において、方法２００は、検体センサ
ー（例えば、検体センサー１０５）を受容するように構成されたセンサーポート（例えば
、センサーポート１１６）を有する検体測定器（例えば、検体測定器１００）を提供する
ステップであって、センサーポートがポート入口（例えば、ポート入口１１９）と洗浄ポ
ート（例えば、洗浄ポート１１８）とを有するステップを含むことができる。処理ブロッ
ク２０４において、方法２００は、センサーポートをクリーニングするために、洗浄ポー
トを通じてクリーニング流体を流すステップを含むことができる。クリーニング方法２０
０は、検体測定器に悪影響を与えることなく、実行されることができる。
【００３０】
　図３は、１つ又は複数の実施形態による検体測定器を製造する方法３００を図示するフ
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ローチャートである。処理ブロック３０２において、方法３００は、内部チャンバー（例
えば、内部チャンバー１０８）を有する測定器ハウジング（例えば、測定器ハウジング１
０２）を提供するステップを含むことができる。処理ブロック３０４において、方法３０
０は、検体センサー電気コネクタ（例えば、検体センサー電気コネクタ１１５）を提供す
るステップを含んでもよい。検体センサー電気コネクタは、少なくとも２つの電極（例え
ば、電極１２１）を含んでもよい。検体センサー電気コネクタ１１５は、測定器ハウジン
グ１０２に対して取り付け可能であってもよい。処理ブロック３０６において、方法３０
０は、検体測定器バッテリーコネクタ（例えば、バッテリーコネクタ１２７）を提供する
ステップを含んでもよい。処理ブロック３０８において、方法３００は、検体センサー電
気コネクタと内部チャンバーとの間のシール接続を形成するステップを含んでもよい。そ
して、処理ブロック３１０において、方法３００は、検体測定器バッテリーコネクタと内
部チャンバーとの間のシール接続を形成するステップを含んでもよい。シール接続を実行
するための任意の適切な手段が使用されてもよい。
【００３１】
　方法３００の上記の処理ブロックは、示された且つ記載された順番及び順序に限定され
ていない順番又は順序で実行されてもよく、又は実施されてもよい。例えば、いくつかの
実施形態において、処理ブロック３０４は、処理ブロック３０６の後で、又は処理ブロッ
ク３０６と並行して実施されてもよい。同様に、処理ブロック３０８は、処理ブロック３
１０の後で、又は処理ブロック３１０と並行して実施されてもよい。
【００３２】
　図４～図６は、内部チャンバー１０８内への液体侵入を防止することができる、シール
されたバッテリーコネクタ４２９を含む検体測定器４００の取り外し可能な又は入れ替え
可能なバッテリーカートリッジ４２８の一の実施形態を図示する。シールされたバッテリ
ーコネクタ４２９は、一又は複数の実施形態に従って、シールされた接合面又は埋め込み
型接合面（ｐｏｔｔｅｄ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の使用を介して提供されてもよい。いく
つかの実施形態において、入れ替え可能なバッテリーカートリッジ４２８は、スライド可
能な挿入を介して測定器ハウジング４０２に取り付けるように構成されてもよい。
【００３３】
　図５及び図６に示されるように、いくつかの実施形態は、測定器ハウジング４０２の表
面と反対側の一対のＴ字状の保持レール４３０（図５）及びＴ字状のレールを受容するよ
うに構成されたバッテリーカートリッジハウジング４２８Ｈにおける対応する一対の保持
スロット４３２などの保持特徴を含んでもよい。
【００３４】
　図７～図１１は、一又は複数の実施形態に従って、異なるバッテリーケミストリのバッ
テリーカートリッジインサートを受容するように構成されたバッテリーカートリッジハウ
ジング７２８Ｈ（図７）を図示する。図８及び図９は、コイン形電池を含んでいるバッテ
リーインサートアセンブリ８３２を図示しており、図１０及び図１１は、角型電池を含ん
でいるバッテリーインサートアセンブリ１０３２を図示しており、それぞれ、バッテリー
カートリッジハウジング７２８Ｈ内に挿入されるように構成されている。
【００３５】
　図１２は、一又は複数の実施形態に従って、（それぞれ図８及び図１０の）位置８２５
及び１０２５でインサートに固定されることができるプリント回路基板（ＰＣＢ）１２０
０を図示する。いくつかの実施形態において、埋め込み用樹脂は、流体密封シール（例え
ば、防水シール）を生み出して電子機器を封入するように使用されてもよい。ガスケット
又は埋め込み用樹脂は、角型電池をシールするために、いくつかの実施形態においてさら
に使用されてもよい。プリント回路基板（ＰＣＢ）１２００から延在するバッテリー電気
コネクタ１２２７は、例えば、（例えば、接続シール１２７Ｓを有する）シールされた接
続に結合してもよく、シールされた接続を検体測定器の測定器ハウジングに提供してもよ
い。任意選択的に、シールされた電気コネクタは、検体センサー電気コネクタ１１５のた
めのものと同じものとされてもよい。それ故に、電力は、検体測定器に容易に提供される
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ことができ、内部チャンバー１０８は全体的に密閉してシールされた状態を維持すること
ができる。
【００３６】
　図１３～１７において示されるように、バッテリーインサートアセンブリ８３２、１０
３２は第１に、（図１３に示される）バッテリーコネクタの接点がアクセス孔１３３５を
通じてスライドするような角度で、バッテリーカートリッジハウジング７２８Ｈ内にスラ
イドされてもよく、次いで、バッテリーインサートアセンブリ８３２、１０３２は、バッ
テリーカートリッジハウジング７２８Ｈ内に装着されることができる。さらに、いくつか
の実施形態において、バッテリーインサートアセンブリ８３２、１０３２は、埋め込み用
樹脂又は接着剤によってバッテリーカートリッジハウジング７２８Ｈ内において固定され
てもよい。バッテリーインサートアセンブリ１０３２のケースにおいて、このことはまた
、液体侵入に対して角形バッテリー及びバッテリー部品を保護することができる。
【００３７】
　バッテリーカートリッジハウジング７２８Ｈの実施形態は、多くのバッテリーケミスト
リが使用されることを可能にすると同時に、検体測定器（又は、他の適切な電池式装置）
のための同一の機械的エンベロープを維持することを可能にする。いくつかの実施形態に
おいて、バッテリーカートリッジにおける電子機器は、ＩＰ２２基準に適合されるように
、液体侵入に対して保護されることができる。このＩＰ２２基準は、国際電気標準会議（
ＩＥＣ）によって公開された防塵又は防水の（又は国際的な）保護等級コードの一部であ
る。入れ替え可能なバッテリーカートリッジの実施形態は、検体測定器（又は、他の適切
な電池式装置）が液体侵入のためのＩＰ２２基準に適合することを可能にすることができ
る。入れ替え可能なバッテリーカートリッジの実施形態は、ユーザーが自分で交換可能で
あってもよく、それ故に、バッテリー／複数のバッテリーの有効期間が切れた場合に、入
れ替え可能なバッテリーカートリッジの交換コストを減少させることができる。いくつか
の実施形態において、入れ替え可能なバッテリーカートリッジのバッテリーインサートア
センブリ８３２のコイン形電池は、ユーザーが自分で交換可能であってもよい。
【００３８】
　図１８～図２１は、入れ替え可能なバッテリーカートリッジと検体測定器（又は、他の
適切な電池式装置）との間の電気的インターフェースを図示する。図１８及び図１９は、
電気的インターフェースのより単純な回路トポロジーを図示する。この単純な回路トポロ
ジーにおいて、全てのバッテリーケミストリに共通している電力管理電気回路が検体測定
器（又は、他の適切な電池式装置）内に含まれることができるけれども、バッテリーケミ
ストリに特有の電力管理電気回路がバッテリーカートリッジに含まれることができる。図
２０及び図２１は、全ての電力管理電気回路がバッテリーカートリッジ内に含まれること
ができるフルカートリッジ型回路トポロジーを図示する。
【００３９】
　それ故に、複数のバッテリーケミストリのバッテリーカートリッジは機械的に且つ電気
的に取り換え可能であり、検体測定器（又は、他の適切な電池式装置）が複数のバッテリ
ーケミストリのバッテリーカートリッジから電力を供給されることを可能にする。
【００４０】
　前述した説明は、検体測定器、センサーコネクタ、バッテリーかトリッジ、検体測定器
を製造する方法及び検体測定器を使用する方法の例示的な実施形態のみを開示する。本願
発明の技術的範囲内に含まれる上記に開示された検体測定器、センサーコネクタ、及び方
法の変更は、当業者にすぐに明らかになるであろう。それ故に、本願発明がそれらの例示
的な実施形態に関連して開示されているけれども、他の実施形態が、以下の特許請求の範
囲に規定されるような本願発明の技術的範囲内に含まれる場合があることは理解されるべ
きである。
【００４１】
１００　　検体測定器
１０２　　測定器ハウジング
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１０４　　第１部分
１０５　　検体センサー
１０６　　第２部分
１０８　　内部チャンバー
１１０　　プリント回路基板
１１２　　第１端部
１１３　　第２端部
１１４　　凹部ポケット
１１５　　検体センサー電気コネクタ
１１６　　センサーポート
１１７　　コネクタ本体
１１８　　洗浄ポート
１１９　　ポート入口
１２０　　表示画面
１２１　　電極
１２２　　電気コネクタ
１２３　　シール層
１２４　　シール材料層
１２５　　キーパッド
１２６　　薄層
１２７　　バッテリーコネクタ
１２７Ｓ　　接続シール
１２８　　バッテリーパック
２００　　クリーニング方法
２０２　　処理ブロック
２０４　　処理ブロック
３００　　方法
３０２　　処理ブロック
３０４　　処理ブロック
３０６　　処理ブロック
３０８　　処理ブロック
３１０　　処理ブロック
４００　　検体測定器
４０２　　測定器ハウジング
４２８　　バッテリーカートリッジ
４２８Ｈ　　バッテリーカートリッジハウジング
４２９　　バッテリーコネクタ
４３０　　保持レール
４３２　　保持スロット
７２８Ｈ　　バッテリーカートリッジハウジング
８２５　　位置
８３２　　バッテリーインサートアセンブリ
１０２５　　位置
１０３２　　バッテリーインサートアセンブリ
１２００　　プリント回路基板（ＰＣＢ）
１２２７　　バッテリー電気コネクタ
１３３５　　アクセス孔
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【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図１Ｇ】

【図１Ｈ】

【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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