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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液中の特定の分析物に選択的に応答する試薬が配置されたバイオセンサが装着され、
使用者が携帯するように構成された筐体と、
　前記バイオセンサを用いて前記特定の分析物の濃度を測定する分析物測定手段と、
　前記筐体に加えられる振動を動き量として測定する動き測定手段と、
　前記動き測定手段が出力する動き量に基づいて前記使用者の生活活動に伴う運動強度を
単位として、生活活動量を算出する生活活動量算出手段と、
　前記生活活動量算出手段が出力する生活活動量を記録する記録手段と、
　前記分析物測定手段により測定された前記特定の分析物の濃度と、前記記録手段に記録
された生活活動量に基づいて推定された前記使用者の生活活動のイベントとを関連付けて
前記記録手段に記録させる制御手段とを備えた測定装置。
【請求項２】
　前記生活活動のイベントは、食事または睡眠に関連するものである請求項１に記載の測
定装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、食事前または食事後と関連付
けて、前記記録手段に記録させる、請求項２に記載の測定装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、睡眠前または睡眠中または睡
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眠後と関連付けて、前記記録手段に記録させる、請求項２に記載の測定装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、睡眠中の寝返り時と関連付け
て、前記記録手段に記録させる、請求項２に記載の測定装置。
【請求項６】
　計時手段を備え、前記制御手段は前記生活活動のイベントを推定する時に前記計時手段
が出力する時刻情報を用いる請求項１～５のいずれか一項に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記記録手段に記録された前記筐体の動き量、前記使用者の生活活動量、前記生活活動
に伴うイベント、前記特定の分析物の濃度の測定結果のうち少なくとも一つを外部機器に
送信する送信手段を備えた請求項１～６のいずれか一項に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記記録手段に記録された前記特定の分析物の濃度の測定結果とイベントと生活活動量
とを表示させる表示手段を備えた請求項１～７のいずれか一項に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記バイオセンサは、使用者の血液を点着する使い捨てのグルコースセンサである請求
項１～８のいずれか一項に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記バイオセンサは、使用者の皮下に侵襲される連続グルコースモニタリングセンサで
ある請求項１～８のいずれか一項に記載の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定装置に係り、例えば糖尿病患者用の血糖値測定装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病患者は、定期的に血糖値を測定し、この測定した血糖値に基づいてインスリンを
注射し、血糖値を正常に保つ必要がある。この血糖値を正常に保つため、血糖値を常時測
定する必要がある。そのため、患者は、血液検査装置を用いて指先等の皮膚に穿刺し、皮
膚から滲出した少量の血液を採取し、この採取した血液から血糖値等の成分を分析する。
【０００３】
　とりわけ、この発明は、糖尿病患者が血糖値を自己測定するために用いる小型で、電池
駆動の携帯型血糖値測定装置に関する。血糖値測定装置は周知のものとなっている。技術
の進歩や発明者により使用する用語が異なり非常に理解し難いため、従来技術との違いを
できる限り明確にするため、本来の真意を外れない範囲で同一の用語を使用している場合
もある。用語は「発明を実施するための形態」内で定義をできる限り明らかにする。
【０００４】
　糖尿病とは、インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主張とする代謝疾患であり
、その成因分類は（１）膵臓のベータ細胞が自己免疫疾患性もしくは突発的に破壊され十
分なインスリンを生成できない１型、（２）インスリン分泌低下が主体であったり、イン
スリン抵抗性が主体でありインスリンの相対的不足を伴う２型、（３）膵臓のベータ細胞
機能やインスリン作用の伝達機構に関わる遺伝子異常や膵外分泌疾患などの他の疾患によ
るもの（４）妊娠糖尿病などの４種類に分類される。
【０００５】
　上記１型糖尿病患者の大半は、インスリン療法が必要である。他の糖尿病患者において
も同様にインスリン療法を必要とする患者も多数いる。
【０００６】
　インスリンは１９２１年にバンティングとベストによって発見され、当初は、ウシやブ
タの膵臓から精製したインスリン製剤が使用された。１９７９年にヒトインスリン遺伝子
が解明されて以来、現在では遺伝子工学によるヒトインスリン製剤やインスリンアナログ
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製剤が広く使用されている。
【０００７】
　インスリン治療を必要とする糖尿病患者は、通常ペン型の小型注射器によって、腕、大
腿部、腹壁の皮下の脂肪層にインスリン製剤を自己注射する。それはインスリンが胃で破
壊されるため、経口では服用できないことに起因している。
【０００８】
　インスリン製剤には大きく分けて３種類の基本型があり、特徴はそれぞれ作用する発現
時間と持続時間が異なるものである。速効型インスリンは、作用が最も速く現れるが、持
続時間は短時間である特徴がある。
【０００９】
　速効型インスリンは、毎日数回注射が必要な場合に使用され、食前１５～２０分あるい
は食後すぐに注射する。この作用は投与後２～４時間で最高の活性を示し、６～８時間持
続する特性を持たせたものである。
【００１０】
　中間型インスリンは１～３時間で効きはじめ、６～１０時間後に最大の効果を発し、１
８～２６時間持続する特性を持つ。この種類のインスリンは一般的に朝に注射して1日の
前半分を供給するか、夕方使用して夜間のインスリンを供給するように使用される。
【００１１】
　さらに、遅効型インスリンは、最初の約６時間はほとんど作用がなく、２８～３６時間
効果を持続する特性を持たせている。最近は、他に、超速攻型、混合型等を加えて分類す
ることもある。このように、様々な特性があるインスリンは、１種類で使用することもあ
るが、多くの場合、組み合わせることでより効果的に使用されている。
【００１２】
　例えば、中間型インスリンを１日１回注射することのみでは、高血糖を最小限のコント
ロールするのみであり、最適の血糖値コントロールができることはほとんどない。しかし
、例えば、朝の注射に速効型と中間型の２つのインスリンを組み合わせて使用すると、よ
り厳密なコントロールが可能となる。さらに、２回目の注射は、１種類か、もしくは両方
を夕食時か就寝時に実施する。
【００１３】
　現在、最も厳密に血糖値をコントロールするには、速効型と中間型インスリンを朝晩注
射し、さらに日中に速効型インスリンを数回、追加で注射する。インスリン製剤は、イン
スリン必要量の変化に応じて投与量を調節することが極めて重要である。このような効果
の高い処方を実施するには患者自身の糖尿病に関する知識と治療上の細かい注意が必要で
ある。
【００１４】
　中でも重要になってくるのが、インスリンの必要量である。インスリンの必要量は、特
に高齢者では毎日同じ量のインスリンを注射する場合もあるが、通常は、食事、活動量、
血糖値の各状況で都度インスリン量を調節する必要がある。糖尿病の状態では、患者は高
血糖となり、微小血管の悪化に関連する一連の生理学的障害（例えば、腎不全、皮膚の潰
瘍、又は目の硝子体中への出血）を引き起こす可能性がある。
【００１５】
　また一方でインスリンの偶発的な過剰投与によって、又は過度の運動又は不十分な食物
摂取に付随して、インスリン又はグルコース低下作用薬の通常の投与後などに低血糖が引
き起こされ、極端な場合には大脳のエネルギ代謝が維持できなくなり、精神症状を起こし
はじめ、さらには意識消失を引き起こし、重篤な場合は死に至る可能性もある。
【００１６】
　そのため、糖尿病の治療においては、血糖値を管理することが極めて重要であり、血糖
値を適正に管理するためには、日頃血糖値の変動を測定し、管理できているかを確認する
ことが必要である（非特許文献１、２参照）。
【００１７】



(4) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　血糖測定システムを用いた糖尿病患者の血糖値管理は１９９３年にｔｈｅ　ＤＩＡＢＥ
ＴＥＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＮＤ　ＣＯＭＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＴＲＩＡＬ　ＲＥＳＥ
ＡＲＣＨ　ＧＲＯＵＰによって発表された糖尿病の大規模臨床研究ＤＩＡＢＥＴＥＳ　Ｃ
ＯＮＴＲＯＬ　ＡＮＤ　ＣＯＭＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＴＲＩＡＬ（以降、ＤＣＣＴ）に
より、臨床上有効であることが科学的に証明された（非特許文献３参照）。
【００１８】
　ＤＣＣＴにより医療機関でしかできなかった血糖値の測定が、現在は自己において簡易
に行うことができる血糖自己測定（ＳＭＢＧ；Ｓｅｌｆ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｏｆ　
Ｂｌｏｏｄ　Ｇｌｕｃｏｓｅ）として普及している。その血糖値測定システムは血糖値測
定装置に使い捨ての血糖センサを装着して使用する。
【００１９】
　被検者は指や手のひらなどの部位の一部に穿刺器具により針を刺して採取した数マイク
ロリットル以下の少量の血液を利用するもので、この採取した血液中の糖を血糖センサ上
の試薬層で酵素反応を主体とした電気化学反応等をさせてその濃度を測定する。
【００２０】
　また近年血糖センサは、１マイクロリットル以下の血液で、しかも数秒で、より正確に
測定できることが標準的になっている（特許文献１、２、３、４、５、６、７、８、９、
１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２３、２
４、２５参照）。
【００２１】
　また血糖値測定装置は携帯可能な大きさであり、糖尿病患者の血糖値の管理に自宅にお
いても外出先であっても患者本人自らが手軽に精度の高い血糖値を測定することができる
ようになっている。
【００２２】
　また、ＤＣＣＴでは血糖値を正常に近付けることで、糖尿病による血管合併症の発症・
進行を予防できるかどうかを目的にアメリカとカナダの１３歳～３９歳の１型糖尿病の患
者１，４４１人を対象に進められ、糖尿病の細小血管障害（三大合併症）の抑制には血糖
コントロールが重要であることが明らかにされた。また、血糖管理がよいほど合併症の発
症が少なく抑えられるということが示された（非特許文献３参照）。
【００２３】
　そのため血糖自己測定装置のユーザは、測定装置の表示部に表示された測定値に基づい
て食事療法やインスリンの投与量を決定するなどして血糖値を管理し、また、その血糖値
の傾向を管理し、身体における血糖濃度の正常濃度への維持を行うものである。
【００２４】
　ＤＣＣＴで血糖管理の指標としてＨｂＡ１ｃが臨床現場でも活用され、米国糖尿病学会
ではＨｂＡ１ｃの管理目標値を７．０％に設定し、さまざまなインスリンや投与方法を駆
使した研究が進められた。
【００２５】
　しかし、インスリン強化療法を導入するとＨｂＡ１ｃが７．０％に近づくにつれ患者の
体重が大幅に増加したり、体重が大幅に増加しなかった患者では７．０％に近づかない結
果が複数の臨床研究で報告された（非特許文献４、５参照）。
【００２６】
　これらのようにＤＣＣＴは糖尿病の合併症対策に明確な方向性を打ち出した一方、臨床
現場では多くの患者が目標のＨｂＡ１ｃに到達するどころか、年々悪化させてしまう現実
も多々報告されている。
【００２７】
　しかも、糖尿病に‘特有’とはいえない合併症である大血管障害（動脈硬化に基づく心
血管性疾患）は、血糖管理が良好で罹病期間が短い糖尿病患者にもみられ、これはＵＮＩ
ＴＥｄ　ＫＩＮＧＤＯＭ　ＰＲＯＳＰＥＣＴＩＶＥ　ＤＩＡＢＥＴＥＳ　ＳＴＵＤＹ（以
降、ＵＫＰＤＳ）などの臨床試験でも、ＨｂＡ１ｃを指標の中心とした血糖管理への介入
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のみでは動脈硬化を阻止できないことが示されている（非特許文献６参照）。
【００２８】
　上述の臨床研究で問題と思われるインスリン抵抗性は糖代謝のほか脂質代謝を悪化させ
、糖尿病や高脂血症（脂質異常症）を引き起こし、インスリン抵抗性とその主要原因であ
る内臓脂肪の過剰蓄積とにより、血圧調整機構が乱れ、高血圧にいたる。この病態はメタ
ボリックシンドロームそのものである。
【００２９】
　内臓脂肪型肥満を伴えば、動脈硬化は進行し、糖代謝の悪化によって、やがて糖尿病を
発症する場合がある。糖尿病を発症した患者が、糖尿病としての罹病期間が短く血糖管理
が良いにもかかわらず、心血管疾患を発症した場合、上述のＵＫＰＤＳの結果を解釈する
のに適していると思われる。
【００３０】
　また、社会環境の欧米化に伴う、メタボリックシンドロームを背景に持つ糖尿病の増加
は食事療法・運動療法の積極的に励行が今後重要になってくるものと思われる（非特許文
献１、２参照）。
【００３１】
　運動療法は２型糖尿病の治療に有用であり、上述のメタボリックシンドロームに対する
対処法としても、またその病態の基盤である内臓脂肪型肥満の解消に運動療法の効用が強
調されており、２００７年のＪｏｈｎｓｏｎ等の報告は非常に具体的にその効果を記した
。
【００３２】
　メタボリックシンドローム（高血糖、ウエスト周囲径、高血圧、脂質異常のうち３つ以
上が該当）と判定された４１人を含む過体重の１７１人を３つのグループに分け、それぞ
れのプログラムを８カ月続けた結果を発表した。
【００３３】
（１）週に１９ｋｍ、３～５日、３０分から１時間かけて歩いたグループ
（２）週に１９ｋｍ、ジョギングのペースで走ったグループ
（３）週に３２ｋｍ、走ったグループ
【００３４】
　その結果、上記（１）、（２）、（３）の全てのグループでプログラムの効果がみられ
、終了時には、メタボリックシンドローム患者が２７人に減った（非特許文献７を参照）
。
【００３５】
　また、運動自体も様々な研究が進み、トレーニングなどの身体運動時の代謝量が、安静
時の何倍に相当するのかを示す尺度、例えば、ＭＥＴＡＢＯＬＩＣ　ＥＱＵＩＶＡＬＥＮ
ＴＳ（以降、ＭＥＴｓ）が開発され、運動強度からカロリーへの換算が容易にできるよう
になった。
【００３６】
　ＭＥＴｓは安静時代謝量、すなわち１ＭＥＴは酸素摂取量にして３．５ＭＬ／ｋｇ／分
に相当し、標準化された身体活動の量を表す単位（エクササイズ）を用いることでＭＥＴ
ｓ（運動強度）に運動時間をかけると、あらゆる運動がＭＥＴｓであらわすことができる
（非特許文献８参照）。
【００３７】
　この研究により運動が数学と生物学的な見地から科学的に研究され始めた、例えば一部
の例を挙げると、運動量と非健康的な肥満の関係、中学校での食事と運動への環境的介入
、運動と冠状動脈性心臓病など、運動と健康や疾患を中心に幅広い年齢層、人種、環境で
研究が進められている（非特許文献９、１０、１１、１２参照）。
【００３８】
　しかし、糖尿病患者の運動量（運動強度と時間）が病状に適当でなければ、高血糖下で
の運動による血糖上昇リスク、網膜症の悪化による眼底出血、自律神経障害による不整脈
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や心不全、無自覚性低血糖、腎症の進行、関節障害（肥満の場合）などの副作用が生じる
。
【００３９】
　また、糖尿病患者のその多くが高齢者であり、高齢糖尿病患者では関節障害などのため
に、運動そのものができないことも少なくない。そのため、運動時以外の体のエネルギ代
謝（ＮＥＡＴ：Ｎｏｎ　Ｅｘｅｒｃｉｓｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓ
ｉｓの略）について１９９０年代に米国のメイヨークリニックの研究グループが論文を発
表したことで一般にも知られるようになった（非特許文献１３参照）。
【００４０】
　上述の２００７年のＪｏｈｎｓｏｎ等の報告でも最も少ないプログラム（週に１９ｋｍ
、３～５日、３０分から１時間かけて歩く）でもその効果が確認されていることから、今
後は運動のできない高齢糖尿病患者でもメタボリックシンドロームや血糖値改善可能なプ
ログラムの開発に期待がかかる（主に非特許文献７参照）。
【００４１】
　運動療法による血糖値管理は日本糖尿病学会が掲げている糖尿病治療の目標の第一歩で
あり、メタボリックシンドロームの注目とともに糖尿病治療ガイド＜２００６－２００７
＞では「血糖、体重、血圧、血清脂質の良好なコントロール状態の維持」、「糖尿病細小
血管合併症（網膜症、腎症、神経障害）及び動脈硬化性疾患（虚血性心疾患、脳血管障害
、閉塞性動脈硬化症）の発症、進展の阻止」がある。
【００４２】
　そして究極的には「健康な人と変わらない日常生活の質（ＱＯＬ）の維持、健康な人と
変わらない寿命の確保」が糖尿病治療の目標とされている（非特許文献２参照）。その目
標到達のためには血糖値測定システムやインスリンなどの薬だけでは到達は困難であり、
様々な機器や薬剤や治療方法が研究開発されている（非特許文献２参照）。
【００４３】
　それらの研究開発の一例として近年、継続的に細胞間質液中のグルコース値を測定する
ことができるグルコース測定手法も提案されている。
【００４４】
　例えば、現在米国等で実用化されている細胞間質液を逆イオントフォレーシスによって
連続的に測定する米国シグナス社製のグルコウォッチは、非侵襲性のグルコースモニタリ
ング装置、及び患者の皮膚を通して間質液からグルコースを採集するための、熱、電気又
は化学薬剤に依存しない方法を提供する。具体的には、リアルタイムに糖尿病患者が、血
中グルコースレベルを正すための適切な行動をとらせるに十分に短い時間に血中グルコー
スをモニタするとしている。
【００４５】
　好ましい実施の形態では、採集デバイスは、所定の時間、患者の皮膚の角質層に対して
配置されるグルコース採集媒体（例えば、水）を含むリザーバを備える。グルコース採集
媒体の少なくとも一部は、所定の時間の終わりにリザーバから取り出され、そしてグルコ
ースについて分析されると開示している。また、市場に流通した該商品は、その名の示す
通り、腕時計型のグルコースモニタリング装置である（特許文献２６参照）。
【００４６】
　その他、グルコースセンサと測定とで構成される連続グルコースモニタリング（ＣＯＮ
ＴＩＮＵＯＵＳ　ＧＬＵＣＯＳＥ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ）として、生理学的特性値を測
定する便利な操作方法とシステム（「特性値モニタリングシステム」）と開示されている
。この場合、グルコースセンサは主としてヒトの皮下組織に用いるように適応している。
【００４７】
　別法として、多岐にわたるタイプの生理学的環境、例えば、筋肉、リンパ、器官組織、
静脈、動脈などに設置し得るし、更には動物組織などの関連した環境でも同様に使用され
、間欠的、準連続的、又は完全連続的にセンサの計測値を提供できると開示されている。
【００４８】
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　また、そのセンサセットから発生した信号は、特性値モニタに伝送する。センサセット
とモニタは、トランスミッタとモニタの間のワイヤ又はケーブル接続の使用はせず、又は
その必要なしに、ユーザの体液中のグルコース値を決定するものであると開示されている
（特許文献２７参照）。
【００４９】
　また、ユーザの形質を遠隔でモニタする遠隔形質モニタシステムは、遠隔に配置された
データ受信装置と、ユーザの形質を示す信号を発生するセンサと、 トランスミッタ装置
とを備える。
【００５０】
　前記トランスミッタ装置は、 ハウジングと、 前記ハウジングに接続され、前記センサ
から信号を受信するために前記センサに接続可能なセンサコネクタとを備える。
【００５１】
　前記トランスミッタ装置は、さらに前記センサコネクタに接続された前記ハウジング内
にあって、前記遠隔に配置されたデータ受信装置に送るため前記センサからの信号を処理
するプロセッサと、 前記プロセッサに接続され、前記処理された信号を前記遠隔に配置
されたデータ受信装置にワイヤレスで送信するトランスミッタとを備える。
【００５２】
　この文献では、センサセットは皮膚、皮下、腹腔、腹膜の内部に、及び／又はこれらを
経由してインプラントでき、トランスミッタはセンサセットからデータを形質モニタへ伝
送し、身体の形質を決定するとしている。また、センサについては、センサセットとモニ
タは、トランスミッタとモニタとの間にワイヤ又はケーブルを接続しない、あるいは接続
を要しないで、ユーザの血液中及び／又は体液中のグルコース値を測定するものである。
【００５３】
　しかし、更に別の実施の形態では、他の作用物質、形質又は組成、例えば、ホルモン、
コレステロール、薬液濃度、ｐＨ、酸素飽和レベル、ウイルス負荷（例えば、ＨＩＶ）な
どのレベルを測定するのに用いることができることが認識されるとしている。さらに、セ
ンサ測定の読みを間欠ベースでも連続ベースでも行うことができる、と開示している（特
許文献２８参照）。
【００５４】
　また、実施形態において、流体中の分析物の存在又は濃度を決定する電気化学センサが
提供され、前記センサは膜システムを含む。前記膜システムは、酵素を含むものであって
、前記酵素は前記分析物と反応し；作用電極を含む電気活性表面と、導電性の材料を含み
且つ前記酵素と前記分析物の反応生成物を測定するよう構成された作用電極と；且つ導電
材料を含む。且つ酸素を発生するよう構成された補助電極であって、前記補助電極は発生
した前記酸素が酵素又は電極表面まで拡散するように配置された補助電極、とを含む。
【００５５】
　前記センサは、連続的な装置であり、例えば皮下、経皮的、又は血管内の装置である。
別の実施形態においては、前記装置は多数の断続する血液サンプルを分析できてもよいと
開示している。
【００５６】
　また、前記センサは、測定対象である前記分析物の濃度を示す出力信号を提供するため
に既知の様々な方法を用いてよく、その方法は侵襲性（ｉｎｖａｓｉｖｅ）、最小限の侵
襲性（ｍｉｎｉｍａｌｌｙ ｉｎｖａｓｉｖｅ）、及び非侵襲性（ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉ
ｖｅ）のセンシング技術を含む。
【００５７】
　前記センサは、生体内又は生体外で前記分析物を測定する時に、酸素存在下における分
析物と酵素との間の酵素反応の生成物又は反応物を感知する型のものである。そのような
センサは一般的に、前記酵素を取り囲む、それ自身を体液が通過し且つその内部ではその
体液内の前記分析物が酸素の存在下で酵素と反応して生成物を作り出す膜を備える。
【００５８】



(8) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　その後、前記生成物は電気化学的方法を用いて測定され、結果として電極システムの前
記出力は前記分析物の測定として機能する。
【００５９】
　別の実施形態では、前記電極システムは、既知の様々な生体内又は生体外分析物センサ
又はモニタとともに使われてもよいとしている。その分析物については、実施形態では、
前記検出領域、装置、及び方法による測定の対象となる分析物はグルコースであるとして
いる（特許文献２９参照）。
【００６０】
　他に、センサの電極の上を通過する流体の流量を測定することができる様々なタイプの
センサを提供するとして、これらのセンサのいずれかでは、流量決定電極と呼ばれる電極
が、流体の流量を決定するために、作動電極、基準電極、対向電極などの従来の電極と共
に使用されるとしている。
【００６１】
　また、他の態様では、サンプルがセンサの電極の上を連続的に流れるとき、特に生物学
的サンプルの流量が比較的低いとき、流体のサンプルにおける検体の濃度を測定するため
のセンサを提供すると開示している。
【００６２】
　特許文献３０に記載のセンサ及び方法は、具体的には、生物学的サンプルにおける検体
の濃度を決定するための手段として、反応生成物又は反応物質の測定を含む、連続監視バ
イオセンサに適用可能であるとする。また、図を用いて、センサは、２つの開口を有する
絶縁取付け部品（図示せず）に配置することができる。サンプル入口及びサンプル出口は
、取付け部品のこれらの開口と位置合わせされ、前記センサは、位置合わせリングの補助
で装置に固定されることができる。
【００６３】
　前記取付け部品の開口の一方は、入口として作用する。取付け部品の他の開口は、出口
として作用する。この出口は、使用済みサンプルが格納されるリザーバにも接続される。
出口は、身体の一部の皮膚にある人工開口からサンプルを流出させるために必要な圧力差
を作る、真空生成装置にも接続される。取付け部品は、例えば両面接着テープなどの感圧
接着によって、身体の一部に固定されることができると開示されている（特許文献３０参
照）。
【００６４】
　このように、ＣＧＭシステム（以降、ＣＧＭＳ）でのグルコースセンサは、モニタリン
グ中は常時センサ部を身体に接触装着していることが必要である。これは場合によっては
、睡眠中も装着でき、最近では１週間連続してできるグルコースセンサなども市場に登場
しつつある（非特許文献１４参照）。
【００６５】
　とは言えＣＧＭＳは人体の構成上血管内の血液から細胞間質液へのグルコースの拡散に
かかる時差とＣＧＭＳ自体に起因する各測定間の時差により、ＣＧＭＳだけでは血糖管理
は不可能である。
【００６６】
　さらに、インスリン必要量は体重の変化、感情的ストレス、あるいは病気、特に感染症
によって変化すると言われている。インスリン量や注射のタイミングがうまく調整できな
いと、効き過ぎて低血糖になったり、足りずに高血糖になったりするので人体にとって極
めて重要な問題が発生する。
【００６７】
　そのようなリスクを低減する方法として、インスリン持続皮下注入療法（Ｃｏｎｔｉｎ
ｕｏｕｓ　Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｉｎｓｕｌｉｎ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ、以降ＣＳＩ
Ｉ）が米国を中心に近年、普及してきている（主に非特許文献１参照）。
【００６８】
　このような装置としては、クリストファー フラヘティ ジェイ．等が、患者の輸液のた
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めの装置、システム及び方法として、流体送出装置を含む別個の遠隔制御装置を有するシ
ステムが開示されている。
【００６９】
　流体として、インスリン、抗生物質、栄養性流体、完全非経口栄養すなわちＴＰＮ、鎮
痛薬、モルフィン、ホルモンもしくはホルモン薬、遺伝子治療薬、抗凝固剤、鎮痛薬、心
臓血管薬、ＡＺＴ、又は化学療法薬を含むとされ、糖尿病、心臓血管疾患、疼痛、慢性疼
痛、癌、ＡＩＤＳ、神経病、アルツハイマー病、ＡＬＳ、肝炎、パーキンソン病、又は痙
性麻痺を含む病状を開示していることから、インスリンポンプともなるシステムを開示し
ている（特許文献３１参照）。
【００７０】
　さらに、クリストファー フラヘティ ジェイ等は糖尿病、心血管疾患、疼痛、慢性的疼
痛、癌、ＡＩＤＳ、神経病、アルツハイマー病、ＡＬＳ、肝炎、パーキンソン病、痙性を
治療する目的に、インスリン、抗生物質、栄養液、高カロリー輸液（ＴＰＮ）、鎮痛剤、
モルヒネ、ホルモンあるいはホルモン剤、遺伝子療法剤、血液凝固阻止剤、心血管薬剤、
ＡＺＴあるいは化学療法剤を投与する、リザーバチャンバを包囲するハウジングを含む流
体投与装置が開示されている。
【００７１】
　リザーバチャンバには、このリザーバチャンバから有限量の流体を投与させるためのデ
ィスペンサが流体連通される。ディスペンサは、流体投与装置に機械的に取り付けられた
ものではない遠隔制御装置からの情報を受ける通信要素によって、流体投与装置の電子マ
イクロコントローラ（以下、ローカルプロセッサと称する）により制御される装置が開示
した（特許文献３２参照）。
【００７２】
　それらに先駆けてファンダーバーク ジェフリー ヴィー等は、患者への薬物の一定送出
に使用するタイプの注入ポンプとして、インシュリン及び他の薬物を投与するのに利用さ
れる注入器とのポンプの使用を確実にするために、ポンプ及び注入器が噛み合って相互に
嵌まる構成要素を有する、改善した注入ポンプ及び関連した薬物含有の注入器を開示して
いる（特許文献３３参照）。
【００７３】
　特許文献３４において、ファンダーバーク ジェフリー ヴィー等は、医療用液体注入装
置及び患者への選択された注入液体配送用装置への使用のために下記を開示している。患
者が、ポンプの偶発的な損傷及び／又は皮下注入カニューレの偶発的な抜けを防ぐために
、少なくともある程度の用心をもって運動することが要求される場合や、ポンプを保護す
る場合である。
【００７４】
　一例を挙げると、患者がポンプを潜在的な損傷にさらす活動に熱中するときはいつでも
、ポンプを患者から一時的に引き離すことが必要であるする。また、患者が所望する際、
例えば、入浴又はシャワーを浴びること、水泳又はポンプを水の損傷にさらす同様の活動
を含む場合などの際に、ポンプの一時的な切り離し及びその後の再接続を皮下注入用カニ
ューレを抜くことなく可能にする急速接続継手を開示している（特許文献３４参照）。
【００７５】
　特許文献３５において、フェルドマン ウィリアム ジー等は、患者への薬物送出を監視
し、薬物が非送出のときには早めの警報を行うために改良閉塞検出器が薬物注入ポンプを
開示している。
【００７６】
　前記検出器は、圧力センサと、患者に投与量を投与するポンプ作動時での薬物に加えら
れた圧力と次の投与量の直前の遅い時点に同様な圧力を読取り、比較するための関連した
制御回路とを有する。圧力読取り値間の差が所定値より小さいならば、薬物送出管路の閉
塞が表示され、警報器が作動する検出器が開示した（特許文献３５参照）。
【００７７】
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　特許文献３６において、マン アルフレッド イー等は、体内にインスリンなどの液体を
注入するための注入システムを開示している。前記注入システムは、外部注入装置と遠隔
命令装置とを有する。外部注入装置は、ハウジングと、受信機と、プロセッサと、標識装
置と、を備える。受信機はハウジングに結合され、遠隔で生成された命令を受信する。
【００７８】
　前記プロセッサは、ハウジング及び受信機に結合され、遠隔で生成された命令を受信し
命令にしたがって外部注入装置を制御する。標識装置は、命令が受信された時を示し、外
部注入装置を制御するために命令が利用されている時を示す。
【００７９】
　これにより、外部注入装置が遠隔で命令されている時に、視界から隠されることを可能
にする。遠隔命令装置は、命令装置ハウジングと、命令を送信するためのキーパッドと、
命令を外部注入装置の受信機に送信するための送信機と、を備える装置が開示されている
（特許文献３６参照）。
【００８０】
　さらに、特許文献３６において、マン アルフレッド イー等は、遠隔形質モニタシステ
ムが遠隔に配置されたデータ受信装置と、ユーザの形質を示す信号を発生するセンサと、
トランスミッタ装置とを備える装置を開示している。
【００８１】
　前記トランスミッタ装置は、ハウジングと、センサコネクタと、プロセッサと、トラン
スミッタとを備える。前記トランスミッタは、センサから信号を受信し、処理された信号
を遠隔に配置されたデータ受信装置にワイヤレスで送信する。
【００８２】
　前記センサに接続されたプロセッサは、センサからの信号を処理し、遠隔に配置された
データ受信装置に送信する。前記データ受信装置は、形質モニタ、データを別の装置に提
供するデータ受信装置、医用装置に対するＲＦプログラマー装置、薬液配給装置（例えば
、注入ポンプ）が開示されている（特許文献３７参照）。
【００８３】
　特許文献３８において、スティーブン イー ウォイチック等は、薬剤の頻繁なあるいは
連続的な、しばしば数日間定位置に保持されうる皮下注射の注入セットを開示している。
【００８４】
　注入セットは、ヒトの皮膚上に載置するよう適合されたキャニューラハウジングと、そ
のキャニューラハウジングに接続するための針ハウジングとを備え、キャニューラハウジ
ングはその上に配置されたロッキング要素を有し、キャニューラはキャニューラハウジン
グに接続されそこから延在する。針ハウジングは、少なくとも第１の可撓性側壁と、側壁
が歪むと変形するようにその側壁に接続された弾力的なバンドとを有するものが開示され
ている（特許文献３８参照）。
【００８５】
　以上のようにＣＳＩＩでは、上述の様々な特許文献にあるようなインスリンポンプを用
いて、速効型インスリンを例えばチューブを介して持続的に皮下に注入する方法である。
【００８６】
　インスリンポンプは、携帯電話サイズのインスリン自動注入器であり。患者の腹や大腿
部などの皮膚の下に入れたカテーテル（細い管）から、インスリン製剤を注入する。別の
タイプとしてインスリン製剤を保持した小型のポンプを直接皮膚に貼り付け、無線通信に
よって制御する製品もある。
【００８７】
　インスリンポンプは、一気に注入する注射と異なり、微量のインスリンを２４時間、自
動的に投与し続けることが可能となる。これは健常人のインスリン基礎分泌に相当すると
考えられている。
【００８８】
　インスリンポンプ本体は、服のポケットや腰のベルトに装着して常時、持ち運ぶことが



(11) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

でき、食事前などに本体のスイッチ操作によって、追加注入することも可能である。これ
は、健常人のインスリン追加分泌に相当すると考えられている。
【００８９】
　このように、ＣＳＩＩの最大の利点は、安定したインスリンの供給にある。通常のイン
スリン注射法の場合、注射直後や効果が切れる頃には、十分なインスリンが供給できず結
果として高血糖を招き、逆に効果のピーク時間では低血糖を誘発する可能性がある。この
点ＣＳＩＩは、一定量のインスリンを持続的に供給可能であるので、比較的血糖値を安定
させることができる。
【００９０】
　通常、夜間のインスリンの供給量は、微妙に変化しており、特に１型糖尿病における、
明け方急激に血糖値が上昇する暁現象（ＤＡＷＮ　ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ）は治療する上
でこれまで大きな課題であった。
【００９１】
　ＣＳＩＩでは、微細なインスリン量の調節が可能であり、前もって基礎注入量をプログ
ラムすることも可能である。このため、睡眠中でも、微細なインスリン量の投与量コント
ロールが可能となりこの問題を解決できる。
【００９２】
　さらに、決まった時間に決まったカロリーの食事を摂取して、そして決まった量のイン
スリンを投与でる様な画一的な生活であれば問題ないかもしれない。しかし、社会生活に
おいて、そのような理想的な画一化されたパターンでの生活を送ることは困難となる状況
に多く遭遇する。
【００９３】
　一方で、ＣＳＩＩは、機械によってインスリンを供給しているため、機械の故障やチュ
ーブの閉塞などで供給が止まれば容易に高血糖を誘発し、場合によっては生命を脅かしか
ねない問題が発生する。このことはＣＳＩＩの一番の懸念事項でもある。
【００９４】
　その懸念を解消するためには、ＣＳＩＩは、ＣＳＩＩ機器のチェック以外に、頻回の自
己血糖測定を行い自己血糖値の確認をすることが極めて重要である。また、ＣＳＩＩは、
万一高血糖になった際の対応知識を持つことや、ポンプ自体の不具合によりインスリンが
供給できない場合に備え、通常のインスリン注射器とインスリン製剤を予備として常備す
ることも求められている（非特許文献１参照）。
【００９５】
　また、一方で侵襲の伴わない吸入式のインスリン製剤や機器も複数の企業が研究開発を
進めている（特許文献３９、４０参照）。近年では口腔内にて吸収する製剤なども開発さ
れている。
【００９６】
　さらに上述の継続的に間質液中のグルコース値を測定することができるＣＧＭＳと一定
量のインスリンを持続的に供給可能であるので比較的血糖値を安定させることができるイ
ンスリンポンプとさらにそれらの機器を制御するアルゴリズムを組合せた人工膵臓の発明
がある。
【００９７】
　ヴィットマン、ウーヴェは、患者の血中グルコースの調節に適したホルモン、特にイン
スリンを適量投与するための装置及び方法に関するものについて述べた。
【００９８】
　ヴィットマン、ウーヴェは、関係図を示す代表図を参照にしながら、患者の血中グルコ
ースの調節に適したホルモンを適量投与するための装置であって、ａ）血中グルコースと
相関した測定値を検出するための測定装置と、ｂ）制御アルゴリズムにしたがって前記測
定値を処理するためのコントローラ並びにホルモン投与を行うためのホルモン投与ユニッ
トを備えた制御装置と、ｃ）前記制御装置に作用して調節制御のむだ時間を減少させるた
めの予備制御装置とからなる装置を開示している。
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【００９９】
　また、該文献の特に好ましい構成によれば、糖尿病患者の身体活動の程度は、予備制御
装置が患者の身体活動度をセンサによって検出するための活動度測定ユニットを有するこ
とによって考慮されることとなる。好適な実施の形態は、横臥、着座、直立などの患者の
種々の静止状態を検出するため、予備制御装置に姿勢センサ、とくに水銀スイッチ又は水
準器を設けている。
【０１００】
　運動状態の検出には、予備制御装置が運動センサ、とくに歩数計を有しているのが好適
である。身体負荷を間接的に検出する点からも、予備制御装置が患者の身体パラメータ例
えば心拍数、体温又は皮膚導電率を検出するためのセンサを備えているのが好ましい。
【０１０１】
　さらに、ヴィットマン、ウーヴェは、図を用いて図示した装置が糖尿病患者の血中グル
コースの自動的調節を可能とする。ヴィットマン、ウーヴェは、前記装置は基本的に、イ
ンスリン投与を微調節するための１つの制御装置、患者の血中グルコース含有量に影響す
る少なくとも１つの影響ないし外乱変化量を基準として前記制御装置を予備的に粗制御す
るための１つの予備制御装置、及び血中グルコース含有量と相関した測定値を逐次検出す
るための１つの測定装置によって構成されていると述べている。
【０１０２】
　また、前記装置には、運動センサが設けられている。これには歩数計を使用することが
でき、これにより歩行時ないしランニング時の身体活動度を数量化することができる。さ
らにもう一つのセンサは身体活動度を少なくとも間接的に推定することのできる患者の身
体パラメータ、すなわちとくに心拍速度、体温ないし皮膚温及び皮膚導電率の検出に利用
されるとしている。
【０１０３】
　さらに、前記文献中のさらなる好適な構成において、測定装置は、測定値としての組織
グルコース値を検出するために好ましくは微小透析技法に基づいて作動するグルコースセ
ンサを有している。
【０１０４】
　これにより、血液循環に持続的に直接アクセスする必要なしに、制御量の連続的な検出
が可能である。ヴィットマン、ウーヴェは、この点で予備制御はとくに有意的であるが、
それは血液と組織とのあいだのグルコース移動が一定の遅れをもって行われるからである
と予備制御の目的を開示している。
【０１０５】
　さらに、血中グルコース含有量は、持続的な静脈内アクセスが困難であるために直接に
は検出されず、それと相関した患者の皮下脂肪組織の組織グルコース含有量が測定される
。このため測定装置は、グルコースセンサを有しており、前記センサは周知のごとく微小
透析技法を用いて作動する。この場合、組織内に植え込まれた微小透析プローブに灌流液
が流され、グルコース含有量は下流側に配置された電気化学酵素作動式電極センサによっ
て逐次検出される。その際、測定値は準連続的又は間欠的に導出することができる。
【０１０６】
　上記明細書内には、ＣＧＭＳと明確に示していないが「グルコースセンサ」は前記ＣＧ
ＭＳに相当するものと思われる。投与ユニットについては、インスリンポンプによって形
成されていてよく、前記ポンプにより注入カニューレを経て例えば腹部における自動皮下
インスリン適用が実現される。微小透析プローブ並びに注入カニューレはいずれも医師の
監督を要さずに患者自身によって植え込むことが可能である。
【０１０７】
　血液から皮下組織への移行により制御時に生ずるむだ時間効果は、前記提案された制御
戦略によって問題なく克服することができる。制御装置の全体は患者の身体に付けられる
携帯式の小型器具に収容することができ、これが正常血糖代謝制御を行う膵臓の機能を引
き受ける。と投与ユニットがインスリンポンプでも形成できることを開示している（特許
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文献４１参照）。
【０１０８】
　しかし、いかなる制御アルゴリズムを用いても上述の通り「血中グルコースと相関した
測定値を検出するための測定装置」では人体の構成上血管内の血液から細胞間質液へのグ
ルコースの拡散にかかる時差がどうしても付きまとう。
【０１０９】
　その上に、ヴィットマン発明ではさらに時差を増大させてしまう「組織内に植え込まれ
た微小透析プローブに灌流液が流され、グルコース含有量は下流側に配置された電気化学
酵素作動式電極センサによって逐次検出」と言う構造を採っている。特に糖尿病治療で管
理が重要である食事後の血糖値の上昇に対して測定値が追随していくとは考えられない。
【０１１０】
　また、時差がある測定値を基にした制御アルゴリズムはインスリンを投与するため実用
的ではない。実用的でないばかりでなく、ヴィットマン発明では、下記の点が述べられて
いない。
【０１１１】
　すなわち、ヴィットマン発明では、インスリンの薬効が出始めるまでの時差、体重の変
化・感情的ストレス・あるいは病気（特に感染症）によって刻々と変化するインスリン必
要量に対して制御アルゴリズムが具体的に要素をどのように踏まえてインスリンを投与す
るのかについて述べられていない。
【０１１２】
　ただ、ヴィットマン発明の「糖尿病患者の身体活動の程度」を測定する「予備制御装置
」は上記の問題点を少しでも解決しようとする発明者の姿勢は評価できる。しかし、「姿
勢センサ、とくに水銀スイッチ又は水準器」、「運動センサ、とくに歩数計」、「身体活
動度を少なくとも間接的に推定することのできる患者の身体パラメータ、すなわち特に心
拍速度、体温ないし皮膚温及び皮膚導電率」程度で上述の数々の問題点が解決できるとは
思えない。
【０１１３】
　「姿勢センサ、特に水銀スイッチ又は水準器」と「身体活動度を少なくとも間接的に推
定することのできる患者の身体パラメータ、すなわちとくに心拍速度、体温ないし皮膚温
及び皮膚導電率の検出」は後述のマルチセンサデバイスを採用することで少しでも制御精
度を向上させようとしているのは理解できる。
【０１１４】
　しかし身体パラメータを検出するそれらのセンサは常に身体上に密着しなくてはいけな
いため使い勝手が悪くなってしまう。またそれらのセンサを採用することにより商品が高
額になってしまうため、全世界的に医療費の増大が問題になっていることを考えると、理
想的な商品ではない。
【０１１５】
　さらに「運動状態の検出には予備制御装置が運動センサ、特に歩数計を有しているのが
好適である」と言う点も糖尿病患者が全てを任せる人工膵臓であるにもかかわらず、「好
適」と言うのは後述の通り運動による副作用を軽視しているとしか思えない。それらの複
数の点を考慮すると、ヴィットマン発明の内容は机上の空論と結論せざるを得ない。
【０１１６】
　最後に当発明の「生活活動」とヴィットマン発明の「身体活動」の違いを明確にする。
【０１１７】
　ヴィットマン発明は「運動状態の検出」に「運動センサ、特に歩数計」を用いている。
一方、本発明の目的である「生活活動」は、いわゆるＮＥＡＴ（Ｎｏｎ　Ｅｘｅｒｃｉｓ
ｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓｉｓ：運動とは言えない生活活動で消費
するエネルギ）で定義されている「生活活動」であり、より具体的には睡眠や食事や運動
以外の活動を意味している。上記「運動状態の検出」と上記「生活活動」とは、まったく
の別物であることを特に強調しておきたい。歩数計では「生活活動」を測定できないこと
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を明記しておく。
【０１１８】
　また、ヴィットマン発明出願に１年半程遅れてほぼ同じ内容の人工膵臓に関する発明を
北口暢哉が出願している（特許文献９３参照）。
【０１１９】
　両特許は非常に内容が似ているので詳細は記載しないが、ヴィットマン発明に対しての
北口発明の新規性は、医療従事者が患者の血糖管理状態を通信で把握できる点である。
【０１２０】
　しかし、糖尿病に関わるステークホルダーを網羅的に調査したＤＡＷＮ　Ｓｔｕｄｙの
２００１によると、日本では他の国々に比べて１日の平均診察時間が短く、患者ひとりひ
とりに時間をかけることができないのが現実である。
【０１２１】
　厚生労働省の調査によると日本の糖尿病患者の数は、２００５年の推定患者数で７００
万人と非常に多く、日本の保険・医療システムを圧迫しているのが現状であることを鑑み
ると、現実的に医療従事者が「血糖値等のデータ及び履歴等を参照してインシュリンの投
与量を決定」することなどできない（非特許文献１５、１６参照）。
【０１２２】
　また、各機器が近距離無線通信を行うことにより連携して動作可能であることによって
、１つの装置（同一筐体内）にまとめる必要がないことが開示している。上述で紹介した
発明をもとに既に米国などでは近距離無線通信を行う小型インスリンポンプをＩｎｓｕｌ
ｅｔ社が、近距離無線通信を行うＣＧＭＳの小型トランスミッタをＭｅｄｔｒｏｎｉｃ社
が実用化し、販売している（特許文献２７、２８、３１、３２、３３、３４、３５、３６
、３７参照）。
【０１２３】
　上述したＣＧＭＳやインスリンポンプは実際の臨床に寄与しているとは言えまだまだご
くわずかな糖尿病患者にしか使われておらず、日本糖尿病学会が掲げている糖尿病治療の
目標には程遠いのが現実である。
【０１２４】
　その理由の一つとして糖尿病は慢性疾患で痛みを伴わないため病状は悪化しているにも
かかわらず、患者自身が血糖管理を煩わしく思い通院や治療を自ら進んで望まないことが
ある。また、糖尿病患者の多くが老年者であり老化によるＨｂＡ１ｃ悪化も加味しなくて
はいけない。ところが、患者自らが食事習慣や運動習慣を伴う生活環境を変化させる治療
に対して積極的でないし、それらを援助する家族も核家族化の影響からか難しいものと思
われる。
【０１２５】
　さらには保険システムや医療システムにおいて糖尿病患者の実際の生活パターンや血糖
値の詳細な日内変動の記録を鑑みた上で治療を行うことが支援されていないことが、糖尿
病患者のＨｂＡ１ｃ値悪化に介在していると思われる。
【０１２６】
　現在、医療従事者が糖尿病患者の生活パターンを鑑みるために糖尿病患者の生活活動を
記録する機器は存在していないが、一般機器として運動活動を記録する機器として万歩計
（登録商標）、加速度計、心拍計、ＧＰＳモニタ、マルチロケーションデバイス、マルチ
センサデバイス等が市販されており、以下にそれぞれを紹介する。
【０１２７】
　生活活動を簡易に記録する安価な機器として歩行計（ＰＥＤＯＭＥＴＥＲＳ）があるが
、一般的に歩行計は足の運び（ｆｏｏｔｆａｌｌｓ）を計測するため足の動きのない運動
（重量挙げなどの無酸素運動、自転車運動、日常生活）は計測されない（非特許文献１７
、１８参照）。
【０１２８】
　また、歩行運動においても歩行計は、歩行数と歩行距離において計測精度が不正確であ
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ることが報告されている（非特許文献１７参照）。
【０１２９】
　高価な歩行計においても歩行時における消費エネルギは±３０％のエラー率があり、不
正確である（非特許文献１９参照）。
【０１３０】
　歩行計は、万歩計（登録商標）とも呼ばれ、日本では１７７５年頃に平賀源内が開発し
た量程器として存在したと伝えられている。従来、歩行計は、歩行計に与えられた振動を
振動センサにて検出し、その検出出力から歩行計の振動数、つまり歩数を計数するように
なっている。
【０１３１】
　前記歩行計のセンサ部は、振り子をばねにより重力に抗して上方に付勢して、歩行の上
下振動に伴い振子が上下方向に揺動し、下方への揺動時に接点部が接触すると通電の信号
を発信し、これを電子回路で電気的に処理して計数するものが開示されている（特許文献
４２、４３、４４参照）。
【０１３２】
　また、歩数データを処理するものとして、例えば、歩数のトレンドを記録する歩数計が
ある。
【０１３３】
　特許文献４５には、歩数値を表示器に数値表示すると共に、歩数値の日々の推移をグラ
フで表示することのできる歩数計が開示されている。
【０１３４】
　さらに、特許文献４６には、歩数データを記憶する機能を有する歩数計測手段及び人体
装着手段を有する歩数体部と、演算手段及び表示手段を有する本体とを、着脱自在となる
ように分離し、その本体に歩数体部を装着したとき、歩数体部の歩数計測手段のデータを
本体の演算手段に転送する歩数計が開示されている。
【０１３５】
　他にも、歩行距離や歩行により消費したカロリー量を感覚的に使用者に知らせ、歩行に
よる運動意欲を向上させることができる運動量表示システムが開示されている（特許文献
４７参照）。
【０１３６】
　また、使用者の年令、性別、身長、体重等からなるパラメータの入力装置、記憶・演算
装置、表示装置、及び歩行数検出装置を備え、検出した歩行数から使用者の消費エネルギ
量を算出表示し、算出表示された消費エネルギ量を、ごはん，酒，麺類等の食品の量に換
算すると、ごはん何杯又は何グラム，酒何杯又は何グラム，麺類何杯又は何グラムに該当
するかを表示するものが開示されている（特許文献４８参照）。
【０１３７】
　さらに、歩数以外の機能を有するものとして、脈波測定ができる歩数計として、脈波計
兼用歩数計や、同一センサで脈拍と歩数を検出するものが開示されている（特許文献４９
、５０参照）。
【０１３８】
　また、単独の機器で歩数計機能と小型周波数シンセサイザー方式ラジオ受信機能を有す
る装置が開示されている（特許文献５１参照）。
【０１３９】
　さらには、特許文献５２には、通信手段を持つ携帯用ワイヤレス発信器が開示されてい
る。特許文献５２記載の携帯用ワイヤレス発信器は、一定時間の経過を計数する時間計測
手段と、ワイヤレス信号を発信するワイヤレス信号発信手段と、これらの手段を制御する
ための制御手段と、この携帯用ワイヤレス発信器を携帯する者の歩数を計数する歩数計数
手段を備える。
【０１４０】
　前記制御手段は、前記時間計測手段の出力に基づいて、前記歩数計数手段により一定時
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間内に計数された歩数を、上記ワイヤレス信号発信手段により定期送信する。
【０１４１】
　その他、特許文献５３、５４には、外部に設けられたバイタルセンサとして例えば血圧
計、体温計、心電計、体重計、歩数計 、体脂肪計等からのバイタルデータを収集して該
バイタルデータをディスプレイ上に画面表示するバイタルデータ収集・表示装置が開示さ
れている。
【０１４２】
　特許文献５３、５４記載の装置は、外部に設けられる複数のバイタルセンサのうち、バ
イタルデータの収集と表示を行う対象となるバイタルセンサを選択するためのバイタルセ
ンサ収集有無テーブルと、該バイタルセンサ収集有無テーブルの内容に応じてディスプレ
イ上に表示するデータの表示レイアウトを、表示面積が大きくとれるように、最適化する
レイアウト変更機能とを備える。
【０１４３】
　また、携帯用血圧計と万歩計（登録商標）としては、携帯電話を組み合わせて２４時間
体制で患者の血圧の変動を測定する。
【０１４４】
　この連続血圧測定方法において、前記患者は血圧計を終日装着し、携帯電話のデータ通
信機能を用いて定期的に測定値を情報管理サーバに転送し、日常生活における血圧の変動
を前記万歩計（登録商標）のカウント値との相関によって患者の健康状態を判断するもの
が開示されている（特許文献５３、５４参照）。
【０１４５】
　また、特許文献５５には、歩数計と体脂肪計を統合した装置が開示されている。特許文
献５５記載の装置は、歩数計が、使用者の歩数を測定して歩数と歩行のピッチ（一歩当た
りの時間）、体重を基に消費カロリーを算出し、歩数及び消費カロリーを表示する機能と
、使用者の体脂肪率及び体脂肪量を測定して、体脂肪率及び体脂肪量を表示する機能とを
備える。特許文献５５記載の装置では、測定した体脂肪率と使用者の年齢、性別に基づい
て使用者の肥満度を判定し、この肥満度判定に基づき、使用者の年齢を考慮した１日当た
りの目標消費カロリーを算出して表示する。
【０１４６】
　他にも、特許文献５６には、歩数計測手段を内蔵する健康歩数管理装置が開示されてい
る。特許文献５６記載の装置は、表示部を有する携帯可能な筐体と、前記筐体の表面に配
備した1組の人体インピーダンス測定用電極と、性別、年齢、身長及び体重からなる個人
データを入力するデータ入力手段と、前記電極より人体に微弱電流を流すときに生ずる人
体インピーダンスと、前記データ入力手段により入力した個人データとに基づいて、実際
の体脂肪率を算出する体脂肪率算出手段と、を有し、歩数の他に体脂肪率を前記表示部に
表示する。
【０１４７】
　最近では、筆記具に結合させたものとして、万歩計（登録商標）内蔵型携帯筆記具によ
り回転運動を計測する測定方法が開示され、また水中歩行用の歩数計なども開示されてい
る（特許文献５７、５８参照）。このように、万歩計（登録商標）は安価に運動量や歩数
が推計できる健常人向けの機器と結論付けられる。
【０１４８】
　歩行計より正確に生活活動を簡易に記録する機器として加速度計（ａｃｃｅｌｅｒｏｍ
ｅｔｅｒｓ）がある。加速度計は、ある軸に対して加速度を測定する。前記加速度計は、
圧電（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ）、微小ばね（ＭＩＣＲＯＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ　Ｓ
ＰＲＩＮＧＳ）、キャパシタンス変化量（ＣＡＰＡＣＩＴＡＮＣＥ　Ｃｈａｎｇｅｓ）な
どを用いて構成されることが報告されている（非特許文献２０参照）。
【０１４９】
　一方で、特許文献５９には、歩行の加速度計として、被験者によって携帯され、前記被
験者の運動量を算出して表示する携帯型運動量測定装置が開示されている。特許文献５９
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記載の装置は、図を参照して、携帯型運動量測定装置の測定者の動きは３次元方向加速度
センサにより構成されていることを記載している。
【０１５０】
　また、特許文献６０には、歩行・走行による発生振動を、圧電素子を用いて電圧に変換
させ、カウンタ回路により一定時間内に振動による電圧が設定値以上に変化する回数を計
数して歩数・走数を計数する万歩計（登録商標）が開示されている。
【０１５１】
　さらに、特許文献６１には、加速度計を用いた電子機器が開示されている。特許文献６
１記載の電子機器は、目標値設定手段により移動量の目標値を予め設定しておくことによ
り、実際の移動開始後は、計測手段により計測される移動量と前記移動量の目標値とを比
較手段により比較する。例えば、計測された移動量が目標値までほど遠い場合、また、目
標値まで近い場合、また、目標値に達した場合等で、それぞれ異なる種類の画像データが
選択されて表示される。
【０１５２】
　また、特許文献６２には、歩数を精度良くカウントすることができる歩数計のセンサ構
造が開示されている。特許文献６２記載の歩数計のセンサ構造は、２個の磁石を対磁関係
で相対させて上下方向に配置し、下側に位置する磁石を固定し、上側に位置する磁石を移
動可能に保持し、この可動磁石の上下動に伴う磁力を検出する磁力検出手段を設けている
。
【０１５３】
　さらに、特許文献６３には、ベルトに装着しなくても歩数を計測できる歩数計が開示さ
れている。特許文献６３記載の歩数計は、本体内に垂直及び水平方向にそれぞれ揺動可能
に支持された互いに直交する２個の加速度センサと、前記本体の地面に対する傾斜角度を
検出する角度検出センサとを組込み、この角度検出センサで検出した角度信号に基づいて
２個の加速度センサの出力信号のうちの１つを選択することにより歩数を計測する。
【０１５４】
　前記歩数計は、本体の向き、姿勢によらず歩数計測が可能であるため、スラックスやス
カートのベルトに限らず、ポケット、鞄の中など、歩行時に身につける物や携帯できるも
のとされる。
【０１５５】
　特許文献６４には、万歩計（登録商標）が開示されている。特許文献６４記載の万歩計
（登録商標）は、ケース内に一歩毎の上下方向の加速度により該ケースの衝突面に感知面
が衝突するよう圧電センサを上下動自在に設ける。前記万歩計（登録商標）は、前記ケー
ス内に、前記圧電センサの出力電圧を増幅するオペアンプと、衝突前の出力電圧と衝突時
の出力電圧とを重畳し、該重畳に基づいて前記圧電センサの衝突数を演算する演算器とを
備える。さらに、前記万歩計（登録商標）は、前記ケースの一側壁に、前記演算器により
演算された前記衝突数を表示する表示装置とを備える。
【０１５６】
　歩数検知の信頼性を向上するセンサとして、センサの接触子と接片の電気的接触の信頼
性を向上させるようにした歩数計が開示されている（特許文献６５）。
【０１５７】
　その他、特許文献６６には、加速度センサと、情報入力手段と、歩数又は消費カロリー
を演算する演算手段と、表示器を持つ歩数計が開示されている。特許文献６６記載の歩数
計は、Ｘ、Ｙ、Ｚの加速度検出方向各々の加速度センサ出力信号の周波数成分に応じて複
数の歩数検出閾値を設けている。
【０１５８】
　他の構成として、特許文献６７，６８には、歩数計が開示されている。特許文献６７，
６８記載の歩数計は、磁気感知素子部と、可動磁石部とから構成されるカウンタモジュー
ルを含んで構成される。前記可動磁石部は、弾性部材によって保持された磁石と、該磁石
を一定方向に振動可能なようにガイドするガイド部材とから構成されている。
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【０１５９】
　また、特許文献６７，６８記載の歩数計は、振り子を内蔵し、上記振り子の振れ回数を
計測することにより歩数を算出する万歩計（登録商標）とした上に、振り子の個数を、二
個以上として、前記振り子の最小振れ感度は、それぞれ異なるものであることを歩行等の
運動の回数とともに運動の強度とを同時に計測する。
【０１６０】
　現在市販化されている加速度計は、ＭＥＭＳで動きを電気的信号に変換することを利用
して生活活動を算出する。市販化されている加速度計は腕時計型、万歩計（登録商標）型
、音楽プレイヤー型、運動靴内蔵型等様々な様式がある。しかし、それらの機器で得られ
る結果は、ただ単に加速回数をある係数で乗じたものであることが多く、使用者の生活活
動を正確に記録するというよりも、運動（歩行、走行等）に絞り込んだ計算式を用いてい
る。このため、一般的な生活活動を記録するのには適さない（非特許文献２１参照）。
【０１６１】
　また運動処方（ＥＸＥＲＣＩＳＥ　ＰＲＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ）の一環としてバイタル
サインから身体活動の記録ができる心拍計（ＨＥＡＲＴ　ＲＡＴＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ）が
一般的に販売されている（非特許文献２１参照）。
【０１６２】
　簡易に心拍数を計測する技術は、胸部に取り付けた電極で心電を測定する方法と赤外線
で血流を測定する方法があり、いずれもその変化から心拍を検出し、心拍と心拍との間隔
から、心拍数を得るものもある。
【０１６３】
　例えば、以下の文献では、心拍計数装置に関し、さらに詳しくは、心拍数を測定すると
共に前記心拍数を記憶しさらに測定時刻も同時に記憶できる小皺携帯心拍針数装置につい
て開示している。特許文献６９には、心拍数の測定原理を含めて説明した心電位誘導用電
極が開示されている。
【０１６４】
　また、特許文献７０には、一方の電極が顔の表面に接触し他の一方の電極が左手又は右
手の一部に接触する心電位誘導用電極が開示されている（特許文献７０参照）。特許文献
７０記載の心電位誘導用電極は、体表面上の異なる２点間の心電位を誘導する一対の電極
を使用し、前記電極に誘導した心電位の繰返し周期から１分間あたりの心拍数を表示する
心電位検出型心拍数計に適用される。
【０１６５】
　特許文献７１には、簡易な腕時計型の電極式心拍数測定機器が開示されている。特許文
献７１記載の電極式心拍数測定機器は、本体と、該本体の下面を生体表面側に向けた状態
で、該本体を腕に装着する固定手段と、３軸方向にベクトルを持った加速度を検出する３
軸加速度センサと、前記本体の下面に設けられて前記生体表面に接触する第１の電極と、
前記本体に設けられ指を接触可能な第２の電極とを有する。
【０１６６】
　前記電極式心拍数測定機器は、心電位を検出する心電位検出手段と、前記３軸加速度セ
ンサにより検出された各方向の加速度をスカラ量に変換し、前記スカラ量に基づいて運動
強度を演算し、かつ前記心電位に基づいて心拍数を演算する演算手段を備える。さらに、
前記電極式心拍数測定機器は、前記演算手段による演算結果を記憶する記憶手段と、前記
本体表面に設けられ、前記演算手段による演算結果を表示する表示部とを備える。使用者
は現在の運動強度を容易に確認することができる。
【０１６７】
　特に、前記電極式心拍数測定機器は、３軸加速度センサを用いているので、あらゆる方
向の運動を１つのセンサで検出することができる。よって、従来のように複数のセンサを
用いて運動強度を求めるものとは異なり、センサが占有するスペースを最小限にすること
ができる。よって、小型化を図ることができ、腕時計タイプとして違和感なく装着するこ
とができる。その結果、長時間（例えば、１日中）装着したとしても、不快感や拘束感を



(19) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

感じることなく、連続的な計測を行うことができるとして、図も例示されている。
【０１６８】
　バイタルサインから身体活動を記録する方法を採ると、万歩計（登録商標）や加速度計
で測定できない自転車運動を計測することができる。また、偽計測してしまう自動車や電
車の揺れ等の問題がない。しかし、心拍数は、ストレスや感情起伏、珈琲摂取、環境温度
、もしくは病気等では変化するため、偽計測が生じる（非特許文献２２、２３参照）。
【０１６９】
　さらに心拍数は、中程度から激しい運動による身体への負荷と直線関係があるため（非
特許文献２４参照）、一般的な生活活動を記録するのには適さない。
【０１７０】
　ＧＰＳモニタについても歩行、走行、サイクリング等での消費エネルギを移動速度と距
離から算出できる商品が販売されている。しかし当然のことながら一般的な生活活動を記
録するのには適さない。
【０１７１】
　マルチロケーションデバイスとは、複数の加速度計を異なる身体部分に取り付けること
である。マルチロケーションデバイスを用いると、単体の加速度計で問題になっていたあ
る特定の身体活動（歩行、走行等）だけの計測ではなく、位置不動のサイクリングマシン
でも使えるようにできる。
【０１７２】
　マルチセンサデバイスとは、上記複数種の機器を組合せて生活活動を正確に記録するシ
ステムである。マルチセンサデバイスは、市販されているシステムの組合せは加速度計と
心拍計、心拍計とＧＰＳなどがある。
【０１７３】
　例えば、マルチセンサデバイスは、使用者の身体情報を測定する身体情報測定部と、前
記使用者の位置データを取得するＧＰＳ受信部と、外部の無線通信回線に接続して通信を
行う送受信部と、予め設定した身体情報値の比較元データを記憶するメモリ部と、各部を
制御する制御部と、を有する携帯端末装置である。
【０１７４】
　前記携帯端末装置は、前記メモリ部に、送信相手先情報と、当該送信先情報に対して送
信するメッセージデータと、前記身体情報測定部により使用者の身体情報の測定値データ
を得、前記メモリ部に記憶された前記比較元データと前記測定値との比較処理を前記制御
部に実行させる監視プログラムとを記憶する。
【０１７５】
　前記制御部は、前記監視プログラムを実行する。具体的には、前記制御部は、前記比較
元データと前記測定値との比較処理の結果が所定の結果に至った場合、前記メモリ部に記
憶されたメッセージデータを抽出し、抽出した前記メッセージデータと前記ＧＰＳ受信部
により得られた位置データとから送信メッセージを生成し、生成した送信メッセージを、
前記無線送受信部を介して、前記メモリ部に予め記憶した送信相手先に対して自動送信す
る処理を実行する。
【０１７６】
　また、前記携帯端末装置は、前記身体情報測定部が、使用者の脈拍を測定する脈拍測定
部と、前記使用者の心拍を測定する心拍測定部と、を有し、前記制御部は、前記脈拍測定
部及び前記心拍測定部からの測定値に基づいて血圧値を算出することが開示されている（
特許文献７２参照）。しかし、価格が１０万円を超えるので一般的な生活活動を記録する
のには適さない。
【０１７７】
　特許文献７３には、複数の加速度計と身体の温度の推移と肌に生じる電圧と肌表面の温
度と身体周辺の温度と脈拍であるものとして、人間の生理学的情報を検出、監視及び報告
するシステムが開示されている。以下、特許文献７３記載のシステムについて説明する。
【０１７８】
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　前記システムは、加速度計、ＧＳＲセンサ及び熱束センサのうちの少なくとも１つを含
む。そして、前記システムは、個人の上腕と接触状態に配置されて、個人の活動、電気皮
膚反応及び熱流のうちの少なくとも１つを示すデータを発生するセンサ装置を備える。セ
ンサ装置は、また活動、電気皮膚反応及び熱流のうちの少なくとも１つを示すデータを発
生する。前記センサ装置は、前記センサ装置から離れた所に位置して、活動、電気皮膚反
応及び熱流の少なくとも１つを示すデータ及び前記導出データのうちの少なくとも一部か
ら分析状態データを発生する。
【０１７９】
　そして、前記システムは、活動、電気皮膚反応及び熱流のうちの少なくとも１つを示す
データ、導出データ及び分析状態データのうちの少なくとも１つを取り出し自在に記憶す
るデータ記憶装置を含む中央モニターユニットを備える。さらに前記システムは、センサ
装置と中央モニターユニットとの間で少なくとも一時的な電子通信関係を形成するデータ
転送手段と、活動、電気皮膚反応及び熱流の少なくとも１つを示すデータ、導出データ及
び分析状態データのうちの少なくとも１つを受け手に送信する手段とを備える。
【０１８０】
　また、文献中の図１を参照して、ユーザの場所には、人体の少なくとも一部に近接配置
されるセンサ装置がある。前記センサ装置は、個人のユーザが、例えばぴったり体に合う
シャツのような衣服の一部又はアームバンドの一部として身に付けるのが好ましい。前記
センサ装置は、個人の生理学的特性に応答して信号を発生する１又はそれ以上のセンサと
、マイクロプロセッサとを有する。
【０１８１】
　本明細書中の用語「近接」は、前記センサ装置のセンサと個人の体とが、センサの能力
が妨げられないようにある材料又はある距離だけ離隔された状態を意味する。
【０１８２】
　公報記載の前記センサ装置は、人間の心拍数、脈搏数、拍動間の変異、ＥＫＧ又はＥＣ
Ｇ、呼吸数、皮膚温度、中心部体温、体からの熱流、電気皮膚反応又はＧＳＲ、ＥＭＧ、
ＥＥＧ、ＥＯＧ、血圧、体脂肪、水分補給レベル、活動レベル、酸素消費量、グルコース
又は血糖値、体位、筋肉又は骨にかかる圧力、紫外線吸収のような人間の種々の生理学的
パラメータを示すデータを発生する。
【０１８３】
　ある特定の場合、種々の生理学的パラメータを示すデータは、１又はそれ以上のセンサ
が発生する信号それ自体であり、場合によっては、１又はそれ以上のセンサが発生する信
号に基づきマイクロプロセッサが計算したデータである。種々の生理学的パラメータを示
すデータを発生する方法及び使用センサは公知である。
【０１８４】
　特許文献７３記載の表１は、かかる周知の方法のいくつかの例について、問題のパラメ
ータ、使用方法、使用センサ装置及び発生される信号を示す。表１はまた、そのデータを
発生するためにはセンサが発生する信号にさらに処理を加える必要があるか否かを示すも
のである。
【０１８５】
　同様に、以下の多数の同一出願人文献にも同様の内容が開示されている（特許文献７４
、７５、７６、７７、７８、７９、８０、８１、８２参照）。当然のことながら前記マル
チロケーションデバイスと同じく、価格が１０万円を超えるので一般的な生活活動を記録
するのには適さない。
【０１８６】
　また、上記全ての機器に共通して言えることだが使用者が継続して使用しない問題があ
る。健康のための運動は個々人がそれぞれに適した運動強度で継続することが重要である
が、現時点では解決しているとは言いがたい。
【０１８７】
　運動を記録できる機器の使用継続を目的とした動機付けに関連したものとして、歩行距
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離や歩行により消費したカロリー量を感覚的に使用者に知らせ、歩行による運動意欲を向
上させることができる運動量表示システムが開示されている（特許文献８３参照）。
【０１８８】
　また、人が携帯し歩行時の振動等からその歩数をカウントし、予め入力された歩幅値か
ら距離を演算・表示する万歩計（登録商標）によって、実際にその地域を歩かなくても等
価な運動量が得られ、更には、人に歩く意欲を持たせることが可能な万歩計（登録商標）
と開示されている（特許文献８４参照）。
【０１８９】
　その他、特許文献８５には、運動量を管理する装置が開示されている。特許文献８５記
載の装置は、目標値設定手段により移動量の目標値を予め設定し、実際の移動開始後は、
計測手段により計測される移動量と前記移動量の目標値とが比較手段により比較する。特
許文献８５記載の装置は、計測された移動量が目標値までほど遠い場合、また、目標値ま
で近い場合、また、目標値に達した場合等で、それぞれ異なる種類の画像データを選択し
て表示する。電子歩数計に適用した場合に、単に総歩数が計測表示されるのではなく、楽
しみながら運動量を管理することが可能になると開示されている。
【０１９０】
　さらに、特許文献８６には、運動量入力機能付ゲーム機が開示されている。特許文献８
６記載のゲーム機は、歩いた距離や歩行速度などを演算して表示する万歩計（登録商標）
などの運動量計測器と、その運動量計測器に設けられ、運動量計測器によって測定された
運動量のデータを送信するための送受信手段と、上記送受信手段から送られたデータを入
力するための受信手段を備える。
【０１９１】
　前記ゲーム機は、送受信手段から入力された運動量のデータによりプログラミングされ
たキャラクタの中からそのデータに応じたレベルのキャラクタをリサーチし、ゲーム中の
キャラクタのレベルをコントロールするコントロール手段と、送受信手段により測定され
た運動量のデータの送信が完了すると受信完了信号を送受信手段に発信する発信手段を有
する。
【０１９２】
　前記ゲーム機は、歩いた距離や歩行速度などを演算して表示する万歩計（登録商標）な
どの運動量計測器からのデータによりゲーム中のキャラクタのレベルをコントロールする
ことができる。
【０１９３】
　レベルの高い面白いキャラクタを選択するためには、ゲームを始める前に所定の運動量
をこなす必要があり、運動不足になりがちな現代の子供達や大人の運動不足を解消するこ
とができるとともに、運動したことにより反射神経も優れよりゲーム機の操作性が向上す
ることでゲーム機の楽しみ方が多くなることを開示している。
【０１９４】
　他にも、特許文献８７には、歩数計を利用した携帯玩具が開示されている。特許文献８
７記載の携帯玩具は、歩行によるスイッチング動作を行い、その信号により描写的表現に
変化させることを可能にした。玩具携帯者自身が、その目的地まで行かなくても歩いた歩
数により距離を換算して入力されている描写により、その地域の景観、その時代の慣習、
世相、風情などを推量し、また学習することを可能とした知覚的玩具である。
【０１９５】
　例えば、前記携帯玩具は、歩行によるスイッチ回数に携帯者の歩幅を積算して歩行距離
を表現し、松尾芭蕉「奥の細道」めぐり、北海道－沖縄間での主要都市めぐり、四国八十
八個所めぐり、東海道五十三次など予めセットしておく。これにより携帯者個人の目標が
明確になることもあり、各々にあった健康管理を楽しみながら維持継続できるとしている
。
【０１９６】
　同様に、特許文献８８には、ゲーム機能と万歩計（登録商標）機能を併せて有するゲー
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ム装置が開示されている。特許文献８８記載のゲーム装置は、画像表示装置に表示される
生物キャラクタの形態を、時間の経過と、遊戯者の行動すなわち、計数手段の計数値に応
じて変化させる。前記ゲーム装置によって、例えば、表示される生物キャラクタと友達関
係を持ち、擬似的に友情を育てる感性を持つことが可能であり、屋内、戸外を問わず、遊
戯者自身の健康的な行動がより積極的に表示される生物キャラクタの形態に反映し得ると
されている。
【０１９７】
　また、特許文献８９には、歩数計付き携帯型ゲーム機が開示されている。特許文献８９
記載の携帯型ゲーム機は、今日，今週，今月など各期間毎の歩行量の累計結果を表示する
ことができ、今日はどの程度歩き、今週はどの程度歩いたなどの達成感を得ることができ
るとされる。また、前記携帯型ゲーム機は、歩行コースの経路上に各種の目標物を設定し
、コメントの表示や表示キャラクタの動作等によって上記目標物に着いたことを通知する
ようにして、今日は何処まで歩いたなどの目標物に対する達成感を得ることができるとさ
れる。
【０１９８】
　さらには、従来の歩数計の飽きやすいという問題点や、従来のアミューズメント歩数計
の、オーバーペースとなってしまい健康を害するという問題点に対して、特許文献９０に
は、アミューズメント歩数計を工夫した装置が開示されている。特許文献９０記載の装置
は、ペースの適性度合を判別し、この適性度合を表示するようにし、またカウントの進行
とともに、ゲームを実施し、ペースの適性度合をゲーム結果に反映するようにすることに
より、動機付け、習慣継続ができ、飽きさせず、かつ過剰な運動とならないとする。
【０１９９】
　他にも、高齢者も楽しめるゲーム装置であって、高齢者が健康維持やリハビリテーショ
ンのためのトレーニングを遊び感覚で楽しみつつ行うという用途にも利用可能なゲーム装
置を開示している（特許文献９１参照）。
【０２００】
　現在開示されている動機付け関連の発明では、本質的にユーザ体験を高めて機器の継続
利用を健康に活かすと言うよりも、簡易なカロリー換算やゲームや目標設定などに終始し
ており、いわゆるだましであり、本質的な部分と乖離しており継続的な利用は望めないも
のと思われる。
【０２０１】
　本質的に継続利用を望む場合は例えば携帯電話のような常に肌身離さず使用している機
器への搭載により継続利用を促し、ユーザ自らが運動と健康に結びつく気付きを促すこと
が重要である。さらに上記の発明では健常人の運動についてのみ詳細を述べており、当発
明の目的である糖尿病患者の生活活動を記録する機器とは異なる発明である。
【０２０２】
　上記様々な背景技術を統合した先行文献としては、例えば、健康維持を希望する人など
を利用者とし、栄養素別エネルギの摂取、投与、投薬、を管理すると共に、運動で消費す
るエネルギ量、生体情報計測値などの記録を確実に実施する以下のシステムが考えられる
。
【０２０３】
　このシステムは、少なくとも生活習慣病患者、健康維持及びダイエットの希望者を利用
者とし、日常生活と食事及び運動の自己管理を支援する。またこのシステムは、利用者に
携帯され、少なくとも図柄もしくは数字で記載された情報を読取り、該読取情報を他の装
置に入力可能、且つ、携帯可能な読取装置と、人体の動きを感知し、運動によって消費し
たエネルギ量を計測し、該計測情報の表示手段を備える。
【０２０４】
　このシステムは、携帯可能な運動量計測装置と、各種装置に着脱可能で、装着した装置
から情報の読出し及び装着した装置へ情報の書込みが可能な記憶装置と、各種装置に着脱
可能で、特定する装置との間で無線によって情報の送受信が可能な無線通信装置と、前記
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各種装置の接続手段とを備える。
【０２０５】
　さらに、このシステムは、情報の処理手段、記憶手段、手動入力手段及び表示手段を備
えた複数の携帯可能なコンピュータと、本システムを統轄する管理施設を設け、該管理施
設に設置され、各種の食材情報、前記利用者独自の個人情報、医療機関の処置例、処方箋
など医療情報及び一般情報の各情報を、情報別に蓄積し構築されたデータベースとを備え
る。
【０２０６】
　また、このシステムは、情報の処理手段、表示手段、手動入力手段及び通信手段を備え
たメーンサーバと、前記利用者の治療もしくは健康管理を処方もしくは指導する複数の医
療機関に設置され、前記メーンサーバとの間で情報の送受信が可能で、情報の処理手段、
記憶手段、表示手段、通信手段及び手動入力手段を備えた複数のネットワークコンピュー
タとを備える。
【０２０７】
　さらに、このシステムは、調理済食品及び加工食品を提供するレストラン及びコンビニ
エンス・ストアーなど複数の食品提供施設に設置され、該食品提供施設が提供する食品に
含有する栄養素別エネルギ量の情報を蓄積し構築されたデータベースと、前記携帯可能な
コンピュータに附帯する無線通信装置との間で、情報の送受信が可能な無線通信手段を備
える。
【０２０８】
　また、このシステムは、情報の処理手段、表示手段、通信手段及び手動入力手段を備え
た複数のパーソナルサーバと、少なくとも前記携帯可能なコンピュータと前記メーンサー
バの間で、情報の送受信が可能な携帯電話と、該携帯電話の携帯電話通信網とを備える。
【０２０９】
　さらに、このシステムは、前記メーンサーバ、前記ネットワークコンピュータ及び前記
パーソナルサーバの各種装置との間で、情報の送受信に使用されるデジタル通信網及びイ
ンターネットなどの通信網と、前記複数の食品提供施設に置かれ、該食品提供施設に設置
されたパーソナルサーバに附帯するデータベース独自の検索コードを図柄もしくは数字で
記載する。
【０２１０】
　また、このシステムは、品名を併記したメニューと、前記複数の医療機関及び利用者の
自宅に設置され、前記記憶装置の接続手段を備え、当該記憶装置を情報伝達媒体とし、前
記ネットワークコンピュータ及び携帯可能なコンピュータとの間で情報の伝達が可能な、
血圧計、血糖値計、体脂肪率計など複数の生体情報計測装置とを備える。
【０２１１】
　さらに、このシステムは、前記利用者の自宅に設置され、前記記憶装置の接続手段を備
え、当該記憶装置を情報伝達媒体とし、前記携帯可能なコンピュータとの間で情報の伝達
が可能な、ルームランナーなど複数の運動補助装置とを含む。
【０２１２】
　前記管理施設は、設置する前記メーンサーバに附帯するデータベースに、予め、医療機
関で処方もしくは指導される１日に必要な運動量、朝・昼・夕食の食事毎で摂取する栄養
素別エネルギ量、投与・投薬及び生体情報計測時間など利用者個別の基礎情報を蓄積する
。
【０２１３】
　前記管理施設は、個人情報のデータベースを構築し、該データベースに蓄積されている
基礎情報を、携帯可能な前記記憶媒体を伝達媒体とし前記利用者が携帯する複数の前記携
帯可能コンピュータに提供する。
【０２１４】
　また、前記管理施設は、少なくとも前記医療機関の処置例、処方箋、検査情報を蓄積し
、医療情報のデータベースを構築し、該データベースに蓄積されている情報及び該情報の
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表示プログラムもしくは何れか一方を、前記複数の医療機関に設置されているネットワー
クコンピュータに提供する。
【０２１５】
　さらに、前記管理施設は、少なくとも各種食材の一定重量当たりに含有する糖質、蛋白
質、脂質、無機質及びビタミン・ミネラルの各栄養素別エネルギ量の情報を蓄積し、食材
情報のデータベースを構築する。
【０２１６】
　そして、前記管理施設は、前記食品提供施設から提供される調理済食品及び加工食品の
調理方法及び使用材料及び重量の情報を、前記食材情報のデータベースに蓄積された各種
食材の一定重量当たりに含有する栄養素別エネルギ量の食材情報を基に、前記メーンサー
バに附帯する処理手段で処理し、前記調理済食品及び加工食品に含有する栄養素別エネル
ギ量を算出し、該算出情報を前記食品提供施設に設置されるパーソナルサーバに提供する
。
【０２１７】
　前記利用者は、前記運動量計測装置を携帯し、日常生活で生じる運動で消費されるエネ
ルギ量を計測し、該計測情報を随時、前記携帯可能なコンピュータに入力する。
【０２１８】
　前記携帯可能なコンピュータは、予め、少なくとも前記医療機関で処方された運動消費
エネルギ量を満たすか否を判断し、消費エネルギ量の過不足を附帯する表示手段で表示す
ると共に、附帯する情報の記憶手段に記憶する。
【０２１９】
　前記利用者は、前記携帯可能なコンピュータに附帯する表示手段で表示される毎食事毎
に摂取する栄養素別エネルギ量を、家庭などで調理される食事から摂取する場合、少なく
とも前記医療機関が処方する食事メニューを基に、調理する食事から摂取する。
【０２２０】
　前記利用者は、摂取後、摂取した栄養素別エネルギ量を、前記携帯可能なコンピュータ
に附帯する情報の手動入力手段で入力する。このことによって摂取した栄養素別エネルギ
量が、附帯する表示手段で表示されると共に、情報の記憶手段に記憶される。
【０２２１】
　さらに、前記利用者は、携帯する前記携帯可能なコンピュータに附帯する表示手段で表
示される毎食事毎に摂取する栄養素別エネルギ量を、前記食品提供施設で調理済食品から
摂取する。
【０２２２】
　この場合、前記利用者は、当該施設に置かれている前記メニューに、少なくとも図柄も
しくは数字で食品名別に記載された検索コードを、前記携帯可能なコンピュータに附帯す
る読取装置で読取る。このことによって該検索情報が前記携帯可能なコンピュータに附帯
する無線通信装置を介し、当該食品提供施設に設置されたパーソナルサーバに送信され、
附帯するデータベースを検索し、該当する情報が前記携帯可能なコンピュータに送信され
る。
【０２２３】
　さらに、前記利用者は、前記食品提供施設で購入する少なくとも加工食品から摂取する
場合、当該各加工食品に表示されたバーコードを、前記携帯可能なコンピュータに附帯す
る読取装置で読取る。このことによって、該検索情報が前記携帯可能なコンピュータに附
帯する無線通信装置を介し、前記食品提供施設に設置された前記パーソナルサーバに送信
される。
【０２２４】
　前記パーソナルサーバは、附帯するデータベースを検索し、該当する情報が前記携帯可
能なコンピュータに送信される。
【０２２５】
　前記携帯可能なコンピュータは、前記パーソナルサーバから送信された前記情報すなわ
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ち摂取しようとする調理済食品もしくは加工食品に含有する栄養素別エネルギ量と、少な
くとも前記医療機関で処方された栄養素別エネルギ量の摂取量を比較し、摂取しようとす
る調理済食品もしくは加工食品に含有する栄養素別エネルギ量の過不足を附帯する記憶手
段に記憶すると共に、表示手段で表示する。
【０２２６】
　このことによって、前記利用者は、検索した調理済食品もしくは加工食品を摂取するか
否かを決定もしくは摂取可能な量の判断が促される。さらに、前記携帯可能なコンピュー
タは、附帯する情報の表示装置で、医療機関などの処方を基に、計測する生体情報と計測
する時間を告知する。
【０２２７】
　以上の如く、特許文献９２記載の日常生活と健康の管理システムとその運用方法は、少
なくとも前記医療機関で処方もしくは指導されたエネルギ量の消費、生体情報計測及び投
与・投薬、栄養素別エネルギ量の摂取が容易、且つ、確実にできると共に、エネルギ消費
量、栄養素別エネルギ摂取量、生体情報計測値及び投与・投薬量の記録容易、且つ、確実
にできる。
【０２２８】
　生活習慣病患者、日常生活の管理を必要とする成人病予備軍と称される人、健康的ダイ
エット及び健康維持を希望する人などを利用者とし、医療機関などで処方もしくは指導さ
れる栄養素別エネルギの摂取、運動で消費するエネルギ量、投与・投薬、生体情報計測の
実施を管理すると共に、栄養素別エネルギ量、運動で消費するエネルギ量、投与・投薬量
、生体情報計測値などの記録を正確、且つ、確実に実施できるよう支援するシステムと述
べている（特許文献９２参照）。
【０２２９】
　磯村発明は複数の機器を通信で結びつけるシステムであり、使用者が意識しなくても情
報が管理される点で、非常に魅力的なアイデア発明である。しかし、身の回りにある機器
を全てこのシステムに合うものに揃えるだけでも個々人に金銭的な負荷があるだけでなく
、情報インフラを整えるのにも官民共々膨大な労力が求められるであろう。さらに、この
システムを利用するには個人情報の取り扱いなど不安な面がある。また、このシステムに
大きく欠落した点は情報の取得、提供、活用等に注目するがあまり、健康管理や血糖値管
理で重要であるシステム使用者のつながりについてまったく触れていない点である。
【０２３０】
　昨今、メタボリックシンドロームへの関心が高まっており、その該当者の多さを危惧し
た厚生労働省は２００８年度から特定健診・特定保健指導を医療保険者に義務付けた。そ
こで、様々なヘルスケア・運動器具・アミューズメント等の関連企業がメタボリックシン
ドローム対策向けサービスを提供すべく準備を進めている。
【０２３１】
　その中で最も問題になったのは利用者のモチベーションを如何に継続するかである。そ
のサービスの多くが人とのつながり（例えば、利用者間でのつながり・サービス提供者と
利用者間でのつながり）がモチベーション継続の解決策と結論付けている。磯村発明はな
ぜ利用者がこのシステムを継続して利用するか、モチベーションを継続して持たせていく
か、最も重要な点について論じていない。
【０２３２】
　上述以外に本発明と異なるのは全ての機器が別々に存在する点、医療従事者は集められ
た情報を測定機器とは別の機器で確認する点、生活活動ではなく運動を計測する点などが
異なる。また、磯村発明はシステムで必要としている各ユニット（機器、装置等）につい
て詳細な説明が無いので、現状の調査・研究が足りなく、使用者が本当に必要としている
見えざる課題が解決できていないので、情報だけが行き来するこのシステムは机上の空論
であると結論できる。
【０２３３】
　他にも、掌支持部が上側面に形成される本体と、被験者の生体信号を測定するために前
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記掌支持部に形成され、被験者の開いた掌と電気的に接触する電極を含む感知部と、前記
本体内部に形成され、前記感知部の信号を受信して所定の演算を実行する演算部と、を含
む生体信号測定器が開示されている。前記感知部は、指に接触して血圧を測定する血圧カ
フを備えることもできることが開示されている。
【０２３４】
　特許文献９４には、運動による前記生体情報の値の改善を支援する運動計画提案装置が
開示されている。特許文献９４記載の運動計画提案装置は、設定された運動実施期間及び
生体情報の改善目標に基づいて、改善目標を達成するために必要な運動強度及び運動時間
を算出する運動計画生成手段と、算出された運動強度及び運動時間を利用者に提示する運
動計画出力手段とを備える。
【０２３５】
　特許文献９５には、健康管理システムにおけるユーザ健康管理方法が開示されている。
特許文献９５記載の健康管理システムにおけるユーザ健康管理方法は、問診情報を含む第
１データベースと、ユーザの平均身体状態情報を含む第２データベースを維持する段階と
、ユーザの現在の身体状態を推測する段階と、前記第２データベースを参照し、前記測定
された現在の身体状態と前記平均身体状態情報を比較し、前記ユーザの身体状態に関する
変化項目を検出する段階とを有する。
【０２３６】
　さらに、前記ユーザ健康管理方法は、前記第１データベースを参照し、前記問診情報の
中で前記検出された変化項目と連関した生活習慣問診情報を出力する段階と、前記ユーザ
から前記出力された生活習慣問診情報に対する問診回答情報の入力を受ける段階と、前記
測定された現在の身体状態と前記入力された問診回答情報に基づいて前記ユーザの健康状
態を分析する段階と、前記分析結果に従って前記ユーザの健康状態情報を報告する段階と
を含むとされている。
【０２３７】
　またこの健康管理システムで分析されたユーザの健康状態情報を図表やグラフで提供す
ることによって、より視覚的に自分の健康状態を把握することができる他、健康管理シス
テムで分析されたユーザの健康状態による対処方案を運動、食餌、週間別に具体的に提示
することによって、ユーザが自分の健康状態をより容易に管理することができるとしてい
る。
【０２３８】
　文献中の健康管理システム構成を示す文献記載の図６を参照すると、第１データベース
（１１０）は、ユーザの健康状態情報による健康管理フィードバック情報を含む。健康管
理フィードバック情報は、問診リストに対する回答によるユーザの健康状態及び健康状態
による健康管理方案を含む。
【０２３９】
　前記健康管理フィードバック情報は、ユーザの健康状態を管理するための食事法、運動
法及び行動法のいずれか１つ以上を含むとしており、第２データベースは、ユーザの平均
身体状態情報を含む。ユーザの平均身体状態情報は、ユーザが正常状態であるか、あるい
は非正常状態であるかを把握するための基準情報であって、ユーザが健康な正常状態であ
る時のユーザの身体状態測定値に対する平均情報であるとしている。
【０２４０】
　また、測定部は、ユーザの現在の身体状態を測定する。前記測定部は、ユーザの両手を
用いてユーザから多様な生体信号を迅速に測定し、血圧、心電図、脈拍、呼吸、ＧＳＲ（
Ｇａｌｖａｎｉｃ Ｓｋｉｎ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）などを含む。
【０２４１】
　前記測定部は、ユーザの体脂肪、ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｏｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）を
１つのセンサを用いて測定する。前記測定部は、体重、血糖、体温、皮膚状態を測定する
こともできるとしている。さらに、検出部は、前記第２データベースを参照し、測定され
たユーザの現在の身体状態とユーザの平均身体状態情報を比較し、ユーザの身体状態に関
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する変化項目を検出する。
【０２４２】
　前記検出部は、測定されたユーザの現在の身体状態情報が、例えば血圧である場合、ユ
ーザの平均身体状態情報の中で血圧情報を比較し、平均値より高いか、あるいは低い場合
、ユーザの身体状態の中で変化項目が血圧項目であると検出するとしている。
【０２４３】
　また、その健康管理方法の流れ図として、文献記載の図７においては、段階（２２０）
で、健康管理システムは、ユーザの現在の身体状態を測定する。現在の身体状態は、血圧
、血糖、体重、体温、脈拍、体脂肪、皮膚状態及び活動量のいずれか１つ以上を含むとし
ている。
【０２４４】
　段階（２４０）で、健康管理システムは、第１データベースを参照し、問診情報の中で
検出された変化項目と関連した生活習慣問診情報を出力する。検出された変化項目が、例
えば血糖情報である場合、血糖と連関した生活習慣問診情報を出力する。血糖と関連した
生活習慣問診情報は、例えば糖を含む食べ物の摂取可否を確認するための問診であったり
、又は糖尿薬の服用可否を確認するための問診情報であったりする。
【０２４５】
　生活習慣問診情報は、検出された変化項目と関連して出力され、生活習慣問診情報以外
の問診情報は、各問診情報の種類によって決定された問診周期ごとに出力される。と血糖
である場合につて例示している。
【０２４６】
　また、ユーザの生活習慣分析情報は、ユーザの食習慣、活動量、又は服薬量などのよう
に、ユーザの健康と関連した生活習慣を分析した情報を含むことや、健康状態情報は、ユ
ーザの健康状態による危険状況を知らせる警告メッセージを含むことや、健康状態情報は
、分析された健康状態の異常原因を含むことを開示している。
【０２４７】
　文献記載の図１０においては、例えばユーザが糖尿患者である場合、段階（５７０）で
、健康管理システムは、糖尿追加問診情報として、ユーザに糖尿と関連した第１１問診情
報を出力する。第１１問診情報は、例えば“糖尿薬を服用しましたか？”のように、ユー
ザに糖尿薬の服用可否を確認するように要請する問診情報を含む。
【０２４８】
　健康管理システムは、第１１問診情報に対する回答として、ユーザから糖尿薬の服用可
否の入力を受ける。段階（５７５）で、健康管理システムは、ユーザから第１１問診情報
に対する回答として、糖尿薬の未服用情報の入力を受けた場合、糖尿薬の未服用に対する
警告文句を出力する。
【０２４９】
　糖尿薬の未服用に対する警告文句は、例えば“あなたは糖尿患者であるにもかかわらず
、現在、薬物治療を受けていません。糖尿は、癌疾患、腎臓疾患、神経障害などのような
合併症をもたらすため、迅速な血糖調節及び合併症に対する検査を要します。家庭医学科
の専門医とご相談の上、治療を受けることをお薦め致します。”のように、具体的な糖尿
病の対処方案としてユーザに提示される。
【０２５０】
　段階（５８０）で、健康管理システムは、測定されたユーザの身体状態情報及びユーザ
から入力された回答情報によってユーザの健康状態を把握し、ユーザの健康状態に対応す
る今日の健康レポートを出力する。と糖尿病患者向けの一例が示されている（特許文献９
５参照）。
【０２５１】
　金敬昊等の発明は基本的に血圧計とデータベース接続し健康管理システムを提供するこ
とを基本としているので、詳細な血圧の測定に関する説明と比べてそれ以外の「ユーザの
現在の身体状態」（例えば、心電図、脈拍、呼吸、ＧＳＲ、ユーザの体脂肪、ＥＣＧ、体
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重、血糖、体温、皮膚状態、活動量）に関しての説明はほとんどない。特に活動量がどの
様に測定できるかとか、血糖値測定がどの様にできるかなどはまったく記載されてなく、
システムとの表現でいたって曖昧である。
【０２５２】
　血糖値測定に関しては血圧計と血糖値測定器が一体化した血糖値測定器付血圧計が既に
台湾のＴＡｉｄｏｃ社や韓国のＧＥＮＥＸＥＬ－ＳＥＩＮ社等によって市販されているが
、それは測定器と着脱可能なバイオセンサを採用している。
【０２５３】
　上記金発明は詳細不明な「測定部」が血糖値を測定するのだが、バイオセンサ無しで血
糖値を測定できる技術は現時点で存在しない未知の技術である。世界で未知の技術であれ
ば非常に新規性並びに進歩性があり、権利化するのが目的である明細書並びに特許請求の
範囲において明確にその未知の技術を開示すべきである。
【０２５４】
　仮にその「測定部」にバイオセンサが血圧計と一体化して存在するのであれば、バイオ
センサはその測定部に酵素等を含んだ試薬を搭載し、使用するまでの容器保存することが
必須であるので、有効な測定結果にはならないことを明記する。
【０２５５】
　また、一般的に侵襲型や非侵襲型等どのような方法であれ、生化学系の分析は大きく周
辺・環境温度に依存することが知られている（非特許文献２５、２６、２７、２８参照。
）。特に金発明の場合、「測定部」と装置が一体化しているので装置から「測定部」への
熱伝導の影響は免れることはできないので、この点も有効な測定結果にはならないことを
明記する。
【０２５６】
　さらには、特許文献２２には、携帯者に装着されるとともに、携帯者の身体行動データ
から運動パターンを推定するための健康管理用装置が開示されている。特許文献２２記載
の健康管理用装置は、前記携帯者における所定部分の少なくとも１つの方向の加速度（Ｇ
）及び角速度（ω）を、前記身体行動データとして検出するための運動センサと、当該加
速度（Ｇ）及び角速度（ω）、あるいはいずれか一方の周期性を抽出して歩数データを算
出するための識別手段と、を備える。さらに、前記健康管理用装置は、前記検出した身体
行動データと照合するためのマッピングデータであって、予め作成した［加速度（Ｇ）／
角速度（ω）］及び［歩数データ］からなるマッピングデータを備える。
【０２５７】
　前記健康管理用装置によれば、身体行動データと、予め作成した［加速度（Ｇ）／角速
度（ω）］及び［歩数データ］からなるマッピングデータと、を照合することによって、
携帯者の運動パターンを精度良く推定することができ、また、携帯者の運動パターンを精
度良く推定できることから、身体行動データの測定頻度や測定時間等を少なくすることが
できる。
【０２５８】
　これにより、データ処理数の減少に伴い、制御回路のクロック周波数を低下させること
が可能となり、結果として、健康管理用装置の消費電力を低下させることもできるとして
いる。消費電力の低下の必要性については角速度（ω）の測定に関しては、健康管理用装
置の消費電力が、加速度（Ｇ）のそれの約１００倍に及ぶという事実があると開示してい
る。
【０２５９】
　前記健康管理用装置は、さらに、携帯者の健康管理をさらに効率的に支援することを目
的として、心拍数、心拍間隔、血圧、血流速、酸素消費量、血糖値及び体温の少なくとも
一つを測定するセンサをさらに備えることが好ましいと開示されている。しかしながら、
開示されている図には図示されていない。
【０２６０】
　図の説明においても、図示しないが携帯者の身体における所定部分の少なくとも一つの
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方向の加速度（Ｇ）及び角速度（ω）以外の測定装置として、携帯者の身体的データとし
ての心拍数（脈拍）、心拍間隔、血圧、血流速、酸素消費量、血糖値及び体温の少なくと
も一つを測定するセンサを別途備えることが好ましい。すなわち、携帯者の運動パターン
における加速度（Ｇ）、角速度（ω）及び歩数データ以外の身体行動データを、専用セン
サを備えて測定して加味することにより、携帯者の運動パターンの推定もより精度良くな
るとともに、健康管理をさらに効率的に支援することができるとしている。
【０２６１】
　このことから、健康管理装置自体に心拍数（脈拍）、心拍間隔、血圧、血流速、酸素消
費量、血糖値及び体温の少なくとも一つを測定する様なセンサが設置されているものと想
定できる（特許文献２２参照）。
【０２６２】
　白鳥等の発明は加速度及び角速度を備えた運動計測計であり、ついでのように最終請求
項１４に「心拍数、心拍間隔、血圧、血流速、酸素消費量、血糖値及び体温の少なくとも
一つを測定するセンサ」を搭載している。これらの「センサ」について詳細はなく明らか
に上述の金発明と同じであり、特に血糖値測定がどの様にできるかなどはまったく記載さ
れてなく、「健康管理用装置」との表現でいたって曖昧である。
【０２６３】
　既に金発明で上述したが「センサ」にバイオセンサが運動計測計と一体化して存在する
のであれば、バイオセンサはその測定部に酵素等を含んだ試薬を搭載し、使用するまでの
容器保存することが必須であるので、有効な測定結果にはならないことを重ねて明記する
。
【０２６４】
　さらに上述の金発明と同じく、「センサ」と装置が一体化しているので装置から「測定
部」への熱伝導の影響は免れることはできないので、この点も血糖値のような生化学系項
目では有効な測定結果にはならないことを明記する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２６５】
【特許文献１】米国特許第６２５８２２９号明細書
【特許文献２】米国特許第６２８７４５１号明細書
【特許文献３】米国特許第６２９９７５７号明細書
【特許文献４】米国特許第６３０９５２６号明細書
【特許文献５】米国特許第６３３８７９０号明細書
【特許文献６】米国特許第６４４７６５７号明細書
【特許文献７】米国特許第６４６１４９６号明細書
【特許文献８】米国特許第６４８４０４６号明細書
【特許文献９】米国特許第６５４０８９０号明細書
【特許文献１０】米国特許第６５７６１０１号明細書
【特許文献１１】米国特許第６５９２７４５号明細書
【特許文献１２】米国特許第６６１６８１９号明細書
【特許文献１３】米国特許第６６１８９３４号明細書
【特許文献１４】米国特許第６６４５３５９号明細書
【特許文献１５】米国特許第６７５５９４９号明細書
【特許文献１６】米国特許第６７６７４４０号明細書
【特許文献１７】米国特許第６８１４８４３号明細書
【特許文献１８】米国特許第６８１４８４４号明細書
【特許文献１９】米国特許第６８６６７５８号明細書
【特許文献２０】米国特許第６９１１６２１号明細書
【特許文献２１】米国特許第７００３３４０号明細書
【特許文献２２】特許第３９８４２５３号公報
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【特許文献２３】米国特許第７０７３２４６号明細書
【特許文献２４】米国特許第６００４４４１号明細書
【特許文献２５】米国特許第６２１２４１７号明細書
【特許文献２６】国際公開第９５／０２３５７号
【特許文献２７】国際公開第２００５／０６５５３８号
【特許文献２８】国際公開第００／１９８８７号
【特許文献２９】国際公開第２００５／０１２８７３号
【特許文献３０】国際公開第２００３／０９８１６５号
【特許文献３１】国際公開第２００２／０２００７３号
【特許文献３２】国際公開第２００２／０４００８３号
【特許文献３３】国際公開第９６／０８２８１号
【特許文献３４】国際公開第９６／１４０９６号
【特許文献３５】国際公開第９６／２７３９８号
【特許文献３６】国際公開第００／１０６２８号
【特許文献３７】国際公開第００／１９８８７号
【特許文献３８】特開２００７－２１６０２９号公報
【特許文献３９】国際公開第００／６４９４０号
【特許文献４０】国際公開第２００５／０２３３４８号
【特許文献４１】国際公開第２００１／０５８５１１号
【特許文献４２】特開昭５９－１０９９８７号公報
【特許文献４３】特開昭５９－２０２０１６号公報
【特許文献４４】特開２００１－１３３２８４号公報
【特許文献４５】特開平０５－３３２７８３号公報
【特許文献４６】特開平０６－３００５８２号公報
【特許文献４７】特開平０７－０８０１１５号公報
【特許文献４８】特開平０８－１１７２１１号公報
【特許文献４９】特開昭５６－０７９３８号公報
【特許文献５０】特開平０６－２４５９１号公報
【特許文献５１】特開平０５－２５２０６号公報
【特許文献５２】特開平０８－２９８４６８号公報
【特許文献５３】特開２０００－３１２６６６号公報
【特許文献５４】特開２０００－３３３９１８号公報
【特許文献５５】特開２００１－０２９３２３号公報
【特許文献５６】特開２００１－０６１８０６号公報
【特許文献５７】特開２００７－２５３４８２号公報
【特許文献５８】特開２０００－１４８９６４号公報
【特許文献５９】実開昭６３－７１００９号公報
【特許文献６０】特開平０５－００５６２８号公報
【特許文献６１】特開平０７－１８１０５６号公報
【特許文献６２】特開平０７－２３９２３８号公報
【特許文献６３】特開平０９－２２３２１４号公報
【特許文献６４】特開２０００－２１３９５４号公報
【特許文献６５】特開２０００－２８３７８９号公報
【特許文献６６】特開２００１－１４３０４８号公報
【特許文献６７】特開２００１－１８４４７７号公報
【特許文献６８】特開平１１－２１１５０２号公報
【特許文献６９】特開昭５８－１４９７３０号公報
【特許文献７０】特開昭５８－２０６７２３号公報
【特許文献７１】特開２００７－２３６９１７号公報
【特許文献７２】特開２００７－５４２４１号公報
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【特許文献７３】国際公開第２００２／０００１１１号
【特許文献７４】国際公開第２００５／０９２１７７号
【特許文献７５】国際公開第２００５／０２９２４２号
【特許文献７６】国際公開第２００５／０２７７２０号
【特許文献７７】国際公開第２００４／０３４２２１号
【特許文献７８】国際公開第２００４／０３２７１５号
【特許文献７９】国際公開第２００４／０１９１７２号
【特許文献８０】国際公開第２００３／０１５００５号
【特許文献８１】国際公開第２００２／０７８５３８号
【特許文献８２】国際公開第２００１／０９６９８６号
【特許文献８３】特開平０７－０８０１１５号公報
【特許文献８４】特開平０７－１３９９６４号公報
【特許文献８５】特開平０７－１８１０５６号公報
【特許文献８６】特開平０８－１０３５６８号公報
【特許文献８７】特開平１１－０７６６１２号公報
【特許文献８８】特開平１１－３４２２７０号公報
【特許文献８９】特開２０００－０５１５２８号公報
【特許文献９０】特開２０００－０６７２０５号公報
【特許文献９１】特開２００２－２３３６６３号公報
【特許文献９２】特開２００１－２９７１５５号公報
【特許文献９３】特開２００４－２４６９９号公報
【特許文献９４】特開２００７－３２３２４６号公報
【特許文献９５】特開２００７－７５５８６号公報
【非特許文献】
【０２６６】
【非特許文献１】ジョスリン糖尿病学第２版（日本語版、原書はＪＯＳＬＩＮ‘Ｓ　ＤＩ
ＡＢＥＴＥＳ　ＭＥＬＬＩＴＵＳ，１４ＴＨ　ＥＤＩＴＩＯＮ）
【非特許文献２】糖尿病治療ガイド＜２００６－２００７＞日本糖尿病学会／編
【非特許文献３】ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＥＮＧＬＡＮＤ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＭＥＤＩＣ
ＩＮＥ，　３２９（１４），ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ ３０，１９９３
【非特許文献４】Ｈ．Ｙｋｉ－ＪＡｒｖｉｎｅｎ　“Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　Ｂｅ
ｄｔｉｍｅｉｎｓｕｌｉｎ　Ｒｅｇｉｍｅｎｓ　ｉｎ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｔ
ｙｐｅ　２　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｍｅｌｌｉｔｕｓ”Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，１９９９．
【非特許文献５】Ｈｅｎｒｙ　ＲＲ．“Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ
　ｉｎｓｕｌｉｎｔｈｅｒａｐｙ　ｆｏｒ　ｔｙｐｅ　ＩＩ　ｄｉａｂｅｔｅｓ：　ｍｅ
ｔａｂｏｌｉｃ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｄｕｒｉｎｇ　ａ　６－ｍｏ　ｏｕｔｐａｔｉｅｎｔ
　ｔｒｉａｌ” Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　１９９３；１６（１）：２１－３１．
【非特許文献６】ＴＵＲＮＥＲ　ＲＣ．“ＲＩＳＫ　ＦＡＣＴＯＲＳ　ＦＯＲ　ＣＯＲＯ
ＮＡＲＹ　ＡＲＴＥＲＹ　ＤＩＳＥＡＳＥ　ＩＮ　ＮＯＮ－ＩＮＳＵＬＩＮ　ＤＥＰＥＮ
ＤＥＮＴ　ＤＩＡＢＥＴＥＳ　ＭＥＬＬＩＴＵＳ：　ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ　Ｐ
ＲＯＳＰＥＣＴＩＶＥ　ＤＩＡＢＥＴＥＳ　ＳＴＵＤＹ（ＵＫＰＤＳ：　２３）”ＢＭＪ
．１９９８　ＭＡＲ　１４；３１６（７１３４）：８２３－８．
【非特許文献７】Ｊ．Ｌ． ＪＯＨＮＳＯＮ　“ＥＸＥＲＣＩＳＥ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ　
ＡＭＯＵＮＴ　ＡＮＤ　ＩＮＴＥＮＳＩＴＹ　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＮ　ＭＥＴＡＢＯＬＩ
Ｃ　ＳＹＮＤＲＯＭＥ　（ＦＲＯＭ　ＳＴＵＤＩＥＳ　ＯＦ　Ａ　ＴＡＲＧＥＴＥＤ　Ｒ
ＩＳＫ　ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ　ＩＮＴＥＲＶＥＮＴＩＯＮ　ＴＨＲＯＵＧＨ　ＤＥＦＩＮ
ＥＤ　ＥＸＥＲＣＩＳＥ）　”ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＣＡＲＤＩＯ
ＬＯＧＹ、ＶＯＬ．１００（１２），　２００７，　１７５９－１７６６．
【非特許文献８】ＡＩＮＳＷＯＲＴＨ，Ｂ．Ｅ．“ＣＯＭＰＥＮＤＩＵＭ　ＯＦ　ＰＨＹ
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ＳＩＣＡＬＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ：　ＣＬＡＳＳＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＥＮＥＲＧ
Ｙ　ＣＯＳＴＳ　ＯＦ　ＨＵＭＡＮ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ”ＭＥＤ
ＩＣＩＮＥ　＆　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＩＮ　ＳＰＯＲＴＳ　＆　ＥＸＥＲＣＩＳＥ．２５（
１）：７１－８０，　ＪＡＮＵＡＲＹ　１９９３．
【非特許文献９】ＮＥＬＳＯＮ　ＭＥ．“ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　ＡＮＤ
　ＰＵＢＬＩＣ　ＨＥＡＬＴＨ　ＩＮ　ＯＬＤＥＲ　ＡＤＵＬＴＳ：ＲＥＣＯＭＭＥＮＤ
ＡＴＩＯＮ　ＦＲＯＭ　ＴＨＥ　ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＣＯＬＬＥＧＥ　ＯＦ　ＳＰＯＲＴ
Ｓ　ＭＥＤＩＣＩＮＥ　ＡＮＤ　ＴＨＥ　ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＨＥＡＲＴ　ＡＳＳＯＣＩ
ＡＴＩＯＮ”　ＭＥＤ　ＳＣＩ　ＳＰＯＲＴＳ　ＥＸＥＲＣ．　２００７　ＡＵＧ；３９
（８）：１４３５－４５．
【非特許文献１０】Ｗ．　Ｈ．　Ｍ．ＳＡＲＩＳ　“ＨＯＷ　ＭＵＣＨ　ＰＨＹＳＩＣＡ
Ｌ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＳ　ＥＮＯＵＧＨ　ＴＯ　ＰＲＥＶＥＮＴ　ＵＮＨＥＡＬＴＨ
Ｙ　ＷＥＩＧＨＴ　ＧＡＩＮ？　ＯＵＴＣＯＭＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＩＡＳＯ　１ＳＴ　Ｓ
ＴＯＣＫ　ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＣＯＮＳＥＮＳＵＳ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ”
　ＯＢＥＳＩＴＹ　ＲＥＶＩＥＷＳ　ＶＯＬＵＭＥ　４　ＩＳＳＵＥ　２　：　１０１－
１１４，　ＭＡＹ　２００３．
【非特許文献１１】Ｊ．　ＳＡＬＬＩＳ　“ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ　ＩＮＴＥＲＶ
ＥＮＴＩＯＮＳ　ＦＯＲ　ＥＡＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ
　Ａ　ＲＡＮＤＯＭＩＺＥＤ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　ＴＲＩＡＬ　ＩＮ　ＭＩＤＤＬＥ
　ＳＣＨＯＯＬＳ” ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＰＲＥＶＥＮＴＩＶＥ
　ＭＥＤＩＣＩＮＥ、 ＶＯＬＵＭＥ　２４, ＩＳＳＵＥ　３：　２０９－２１７．
【非特許文献１２】Ｉ－ＭＩＮ　ＬＥＥ．“ＲＥＬＡＴＩＶＥ　ＩＮＴＥＮＳＩＴＹ　Ｏ
Ｆ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　ＡＮＤ　ＲＩＳＫ　ＯＦ　ＣＯＲＯＮＡＲＹ
　ＨＥＡＲＴ　ＤＩＳＥＡＳＥ”　ＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ．　２００３；１０７：１１
１０－１１１６．
【非特許文献１３】Ｌｅｖｉｎｅ　ＪＡ．　“Ｎｏｎｅｘｅｒｃｉｓｅ　ａｃｔｉｖｉｔ
ｙ　ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓｉｓ　（ＮＥＡＴ）：ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｂ
ｉｏｌｏｇｙ”　Ａｍ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．２８６：Ｅ６７５－Ｅ６８５，　２００４
．
【非特許文献１４】Ｄｅｘｃｏｍ社　“ｓｅｖｅｎ　ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｇｌｕｃｏ
ｓｅ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ ＵＳＥＲ’ｓ ｇｕｉｄｅ”２００７年　参
考ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｅｘｃｏｍ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｅ
ｘｃｏｍ．ｃｏｍ／ｈｔｍｌ／ｄｅｘｃｏｍ＿ｐｒｏｄｕｃｔｓ＿ｕｓｅｒ＿ｍａｎｕａ
ｌｓ．ｈｔｍｌ
【非特許文献１５】Ｐｅｙｒｏｔ，　Ｍ． “Ｐｓｙｃｈｏｓｏｃｉａｌ　ｐｒｏｂｌｅ
ｍｓ　ａｎｄ　ｂａｒｒｉｅｒｓ　ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅｄ　ｄｉａｂｅｔｅｓ　ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ：　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｒｏｓｓ－Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄ
ｉａｂｅｔｅｓ　Ａｔｔｉｔｕｄｅｓ，　Ｗｉｓｈｅｓ　ａｎｄ　Ｎｅｅｄｓ　（ＤＡＷ
Ｎ）　Ｓｔｕｄｙ”  Ｄｉａｂｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ．Ｖｏｌｕｍｅ　２２，　Ｎ
ｕｍｂｅｒ　１０，　Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００５：１３７９－１３８５（７）
【非特許文献１６】厚生労働省健康局「平成14年度糖尿病実態調査報告」平成１６年６月
　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｈｉｎｇｉ／２００４／０３／ｓ０
３１８－１５．ｈｔｍｌ
【非特許文献１７】Ｂａｓｓｅｔｔ　ＤＲ．“Ｖａｌｉｄｉｔｙ　ａｎｄ　ｒｅｌｉａｂ
ｉｌｉｔｙ　ｉｓｓｕｅｓ　ｉｎ　ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｏｆ　
ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｃｔｉｖｉｔｙ”　Ｒｅｓ　Ｑ　Ｅｘｅｒｃ　Ｓｐｏｒｔ．２００
０　Ｊｕｎ；７１（２　Ｓｕｐｐｌ）：Ｓ３０－６．
【非特許文献１８】Ｂｅｉｇｈｌｅ　Ａ．“Ｐｅｄｏｍｅｔｅｒｓ，　ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ａｃｔｉｖｉｔｙ，ａｎｄ　ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ”　ＪＯＰＥＲＤ　２００
１；７２（９）：１６－９．
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【非特許文献１９】Ｃｒｏｕｔｅｒ　ＳＥ．　“Ｖａｌｉｄｉｔｙ　ｏｆ　１０　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　ｐｅｄｏｍｅｔｅｒｓ　ｆｏｒ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｓｔｅｐｓ，　
ｄｉｓｔａｎｃｅ，　ａｎｄ　ｅｎｅｒｇｙ　ｃｏｓｔ”　Ｍｅｄ　Ｓｃｉ　Ｓｐｏｒｔ
ｓ　Ｅｘｅｒｃ．　２００３；３５　（８）：１４５５－６０．
【非特許文献２０】Ｗｅｌｋ　ＧＬ，　ｅｄｉｔｏｒ．　“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｃｔｉ
ｖｉｔｙ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｈｅａｌｔｈ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｒｅｓｅ
ａｒｃｈ”　Ｃｈａｍｐａｉｇｎ　（ＩＬ）：　Ｈｕｍａｎ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ；　２０
０２．
【非特許文献２１】Ｍａｔｔｈｅｗｓ　ＣＥ．“ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＴＥ
ＳＴＩＮＧ　ＯＦ　Ａ　ＳＨＯＲＴ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＡＣＴＩＶＩＴＹ　ＲＥＣＡＬ
Ｌ　ＱＵＥＳＴＩＯＮＮＡＩＲＥ”　ＭＥＤ　ＳＣＩ　ＳＰＯＲＴＳ　ＥＸＥＲＣ．２０
０５　ＪＵＮ；３７（６）：９８６－９４．
【非特許文献２２】Ｍｏｎｔｏｙｅ　Ｈ．“Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａ
ｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎｄ　ｅｎｅｒｇｙ　ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ” Ｃｈａｍｐａｉｇ
ｎ　（ＩＬ）：　Ｈｕｍａｎ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ；１９９６．
【非特許文献２３】Ｃｒｏｕｔｅｒ　ＳＥ．“Ａｃｃｕｒａｃｙ　ｏｆ　Ｐｏｌａｒ　Ｓ
４１０　ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ　ｍｏｎｉｔｏｒ　ｔｏ　ｅｓｔｉｍａｔｅ　ｅｎｅｒｇ
ｙ　ｃｏｓｔ　ｏｆ　ｅｘｅｒｃｉｓｅ”Ｍｅｄ　Ｓｃｉ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｅｘｅｒｃ．
　２００４；３６（８）：１４３３－９．
【非特許文献２４】Ｆｒｅｅｄｓｏｎ　ＰＳ． “Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ　ｏｆｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｕｓｉｎｇ　ｍｏｔｉｏｎ　ｓｅｎ
ｓｏｒｓ　ａｎｄ　ｈｅａｒｔ　ｒａｔｅ”　Ｒｅｓ　Ｑ　Ｅｘｅｒｃ　Ｓｐｏｒｔ．　
２０００　Ｊｕｎ；７１（２　Ｓｕｐｐｌ）：Ｓ２１－９．
【非特許文献２５】Ｍｉｃｈａｅｌ Ｊ．Ｈａｌｌｅｒ　“Ａｄｖｅｒｓｅ　Ｉｍｐａｃ
ｔ　ｏｆ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｈｕｍｉｄｉｔｙ　ｏｎ　Ｂｌｏｏｄ　Ｇ
ｌｕｃｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｒｅｌｉａｂｉｌｉｔｙ：　Ａ　Ｐｉｌｏｔ　Ｓ
ｔｕｄｙ”　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ
．　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１，　２００７：　１－９．
【非特許文献２６】A．Ｈａｕｐｔ．　“Ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｓｋｉｎ　Ｔ
ｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｉｔｅ　ｏｎ　Ｂｌｏｏｄ　Ｇｌｕ
ｃｏｓｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　Ｔａｋｅｎ　ｂｙ　ａ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｂｌｏｏ
ｄ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ” Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ．Ａｕｇｕｓｔ　１，　２００５：　
５９７－６０１．
【非特許文献２７】Ａｎｄｒｅａｓ　Ｐｆuｔｚｎｅｒ．　“Ｉｍｐａｃｔ　ｏｆ　Ｐｏ
ｓｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｆｉｘａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｏｎ　Ｉｍｐｅｄａｎｃ
ｅ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　Ｕｓｅｄ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ａｎｄ　Ｎ
ｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ” Ｄｉａｂｅｔｅｓ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ．Ａｕｇｕｓｔ　１，２００４：
４３５－４４１．
【非特許文献２８】Ｏｍａｒ　Ｓ．　Ｋｈａｌｉｌ　“Ｎｏｎ－Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｇｌ
ｕｃｏｓｅＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ：　Ａｎ　Ｕｐｄａｔｅ
　ｆｒｏｍ　１９９９　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｄａｗｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｍｉｌｌｅｎ
ｎｉｕｍ”Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ．
Ｏｃｔｏｂｅｒ　１，　２００４：　６６０－６９７．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０２６７】
　しかしながら、このような従来の血糖値測定装置にあっては、血糖値と生活活動の結果
を組み合わせることからなる発明は１件も存在しない。例えば、歩行計は、運動量だけを
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計測し、血糖値測定装置は、血糖値だけを測定する。
【０２６８】
　また、使用者の運動を記録する機器では、主に健常者の運動における消費エネルギを測
定する。また、特定の運動における身体活動や酸素消費量等の測定に特化している。この
ため、医療従事者が糖尿病患者の生活活動記録を簡易に入手することは難しい。生活活動
記録は、医療従事者が臨床判断や治療行為に供することによって、糖尿病患者のＨｂＡ１
ｃ値の良化や腎症悪化抑制に役立てることができる。
【０２６９】
　本発明は、このような問題を解決したもので、糖尿病患者の生活活動に伴う血糖値等を
簡易かつ精度よく測定することができ、その生活活動に伴う測定値を簡易に臨床応用でき
る測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０２７０】
　本発明は、以下の通りである。
　［１］体液中の特定の分析物に選択的に応答する試薬が配置されたバイオセンサが装着
され、使用者が携帯するように構成された筐体と、
　前記バイオセンサを用いて前記特定の分析物の濃度を測定する分析物測定手段と、
　前記筐体に加えられる振動を動き量として測定する動き測定手段と、
　前記動き測定手段が出力する動き量に基づいて前記使用者の生活活動に伴う運動強度を
単位として、生活活動量を算出する生活活動量算出手段と、
　前記生活活動量算出手段が出力する生活活動量を記録する記録手段と、
　前記分析物測定手段により測定された前記特定の分析物の濃度と、前記記録手段に記録
された生活活動量に基づいて推定された前記使用者の生活活動のイベントとを関連付けて
前記記録手段に記録させる制御手段とを備えた測定装置。
　［２］前記生活活動のイベントは、食事または睡眠に関連するものである［１］に記載
の測定装置。
　［３］前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、食事前または食事後と
関連付けて、前記記録手段に記録させる、［２］に記載の測定装置。
　［４］前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、睡眠前または睡眠中ま
たは睡眠後と関連付けて、前記記録手段に記録させる、［２］に記載の測定装置。
　［５］前記制御手段は、前記特定の分析物の濃度の測定結果を、睡眠中の寝返り時と関
連付けて、前記記録手段に記録させる、［２］に記載の測定装置。
　［６］計時手段を備え、前記制御手段は前記生活活動のイベントを推定する時に前記計
時手段が出力する時刻情報を用いる［１］～［５］のいずれかに記載の測定装置。
　［７］前記記録手段に記録された前記筐体の動き量、前記使用者の生活活動量、前記生
活活動に伴うイベント、前記特定の分析物の濃度の測定結果のうち少なくとも一つを外部
機器に送信する送信手段を備えた［１］～［６］のいずれかに記載の測定装置。
　［８］前記記録手段に記録された前記特定の分析物の濃度の測定結果とイベントと生活
活動量とを表示させる表示手段を備えた［１］～［７］のいずれかに記載の測定装置。
　［９］前記バイオセンサは、使用者の血液を点着する使い捨てのグルコースセンサであ
る［１］～［８］のいずれかに記載の測定装置。
　［１０］前記バイオセンサは、使用者の皮下に侵襲される連続グルコースモニタリング
センサである［１］～［８］のいずれかに記載の測定装置。
 
【発明の効果】
【０２７１】
　本発明によれば、糖尿病患者の生活活動に伴う血糖値等を簡易かつ精度よく測定するこ
とができ、その生活活動に伴う測定値を簡易に臨床応用することができる。
【０２７２】
　例えば、生活活動を測定して血糖値等を測定することで、測定精度の向上を図ることが
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できる。また、適切に測定されない場合、その旨を報知することができる。
【０２７３】
　また、生活活動と測定値を対応付けて記録・表示することで、いままでにない新規な情
報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２７４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る血糖値測定システムの概観を示す図
【図２】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の構成を示すブロック図
【図３】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の血糖値センサの分解斜視図
【図４】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の血糖値センサを用いた場合の各グルコ
ース濃度に対する応答電流値を示す図
【図５】上記実施の形態１に係る血糖値測定システムのバイオセンサ反応部について３方
向の軸で回転させることを説明する図
【図６】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の各軸回転における感度変化（緩衝液）
の実験結果を示す図
【図７】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置に加速度センサを装着する設置場所を説
明する図
【図８】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の生活活動測定モードを示すフロー図
【図９】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置のセンサ挿入モードを示すフロー図
【図１０】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置のセンサ挿入モード終了後に移行する
血糖値測定モード１を示すフロー図
【図１１】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置のセンサ挿入モードを示すフロー図
【図１２】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置のセンサ挿入モード終了後に移行する
血糖値測定モード２を示すフロー図
【図１３】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の１日の生活活動量の測定結果を示す
図
【図１４】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の生活活動量の月間のトレンド表示を
示す図
【図１５】上記実施の形態１に係る血糖値測定装置の生活活動量と血糖値測定結果を年間
のトレンド表示を示す図
【図１６】本発明の実施の形態２に係る血糖値測定装置の食事イベント検知処理モード１
を示すフロー図
【図１７】上記実施の形態２に係る血糖値測定装置の食事イベント検知処理モード２を示
すフロー図
【図１８】上記実施の形態２に係る血糖値測定装置の食前後の血糖値の一覧表を示す図
【図１９】上記実施の形態２に係る血糖値測定装置の食前後の血糖値の一覧表を示す図
【図２０】本発明の実施の形態３に係る血糖値測定装置の睡眠処理モード１を示すフロー
図
【図２１】上記実施の形態３に係る血糖値測定装置の睡眠処理モード２を示すフロー図
【図２２】本発明の実施の形態４に係る血糖値測定装置の生活活動測定モード２を示すフ
ロー図
【図２３】上記実施の形態４に係る血糖値測定装置の生活活動上限制限モードを示すフロ
ー図
【図２４】本発明の実施の形態５に係る血糖値測定装置の使用例を示す図
【図２５】上記実施の形態５に係る血糖値測定装置の使用例を示す図
【図２６】上記実施の形態５に係る血糖値測定装置の使用例を示す図
【図２７】上記実施の形態５に係る血糖値測定装置の使用例を示す図
【図２８】本発明の実施の形態６に係る血糖値測定システムの概観を示す図
【図２９】上記実施の形態６に係る血糖値測定装置の表示部が確認できるようにベルトバ
ックル部を開いた状態を示す図
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【図３０】上記実施の形態６に係る血糖値測定装置をベルトバックル部から取り外した状
態を示す図
【図３１】本発明の実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットの概略図
【図３２Ａ】上記実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットのＣＧＭセンサの詳細な構成
を示す斜視図
【図３２Ｂ】図３２ＡのＡ－Ａ矢視断面図
【図３２Ｃ】上記実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットのＣＧＭセンサの寸法例を示
す図
【図３３】上記実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットのＣＧＭＳ生活活動測定モード
を示すフロー図
【図３４】上記実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットのＣＧＭＳ睡眠処理モードを示
すフロー図
【図３５】上記実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットの睡眠中のＣＧＭＳ測定とＣＧ
Ｍセンサユニット内の加速度センサによる身体の動きを測定した結果をグラフにして示す
図
【図３６】本発明の実施の形態８に係るインスリンポンプユニットの概略図
【図３７】上記実施の形態８に係るインスリンポンプユニットのポンププライミング動作
を示すフロー図
【図３８】本発明の実施の形態９に係るＣＧＭインスリンポンプユニットの概略図
【図３９】上記実施の形態９に係るＣＧＭインスリンポンプユニットを装着した状態を示
す図
【図４０】上記実施の形態９に係る血糖値測定システムの概念図
【図４１】本発明の実施の形態１０に係る血糖値測定システムの食事イベント任意入力モ
ードを示すフロー図
【図４２】上記実施の形態１０に係る血糖値測定システムの任意入力に従った食事イベン
ト任意検知処理モードを示すフロー図
【図４３】本発明の実施の形態１１に係る血糖値測定システムの生活活動量と血糖値変化
をあらたな視点で表示する表示制御を示すフロー図
【図４４】上記実施の形態１１に係る血糖値測定システムの生活活動量と血糖値又はＣＧ
Ｍ値の経時変化の表示を示す図
【図４５】上記実施の形態１１に係る血糖値測定システムの１回当たりの食事時間と血糖
値又はＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図
【図４６】上記実施の形態１１に係る血糖値測定システムの１日の睡眠時間と血糖値又は
ＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図
【図４７】上記実施の形態１１に係る血糖値測定システムの一回の睡眠中の寝返り又は目
覚め回数と血糖値又はＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図
【図４８】本発明の実施の形態１２に係る血糖値測定システムの概観を示す図
【図４９】上記実施の形態１２に係る血糖値測定システムの血糖値分析装置の詳細分析制
御を実行する制御部のブロック図
【図５０】上記実施の形態１２に係る血糖値測定システムの血糖値分析装置の詳細分析制
御モードを示すフロー図
【図５１】上記実施の形態１２に係る血糖値測定システムの生活活動量と血糖値又はＣＧ
Ｍ値変化とインスリン量変化の表示を示す図
【図５２】上記実施の形態１２に係る血糖値測定システムの血糖値又はＣＧＭ値変化と生
活習慣変化の表示を示す図
【図５３】上記実施の形態１２に係る血糖値測定システムの血糖値又はＣＧＭ値変化と睡
眠クオリティ変化の表示を示す図
【図５４】本発明の実施の形態１３に係る血糖値測定装置の衝撃検知制御を示すフロー図
【発明を実施するための形態】
【０２７５】
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　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本発明においては
、生体の一例として人体に関する例を示しており、生体活動は人体活動を指す。人体に限
定するものではなく、人間以外の動物においても適用可能なものである。生体液中の特定
の分析物の特徴量とは、血液中の糖濃度、又は皮下の間質液の糖濃度を指す。糖濃度に限
らず、乳酸値やコレステロール値であってもよい。
【０２７６】
　（原理説明）
　上述したように従来の血糖値測定装置では、血糖値と生活活動の結果を組合わせること
は行われていない。
【０２７７】
　このため、糖尿病患者が自らの生活活動に伴う血糖値等をリアルタイムで、表示又は記
録することはできない。また、生活活動に伴う測定環境の変動で測定精度の低下を招くこ
とがある。また、医師等の医療従事者が、糖尿病患者の生活活動と血糖値の記録を、簡易
に臨床応用することはできない。
【０２７８】
　本発明者らは、測定対象者が血糖値測定装置を携帯し、人体活動に伴う動きを適時検知
することができれば、いままでにない新規な知見が得られることを見出した。すなわち、
人体活動に伴う動きと共に取得する血糖値等の測定データは、リアルタイム活動量である
動き情報が付与された測定値である点で、血糖値単体で得られる測定値と質的に異なる。
これは血糖値に限らず、ＣＧＭ・インスリンポンプについても同様である。従来の血糖値
等の測定結果がスカラ量とすれば、本発明の動き情報が結び付けられた測定データは、ベ
クトル量にたとえることができる。
【０２７９】
　本発明は、リアルタイム活動量である動き情報が付与された測定データを時間情報と共
に記録する。そして、リアルタイム活動量及び時間情報が付与された測定データを基に、
いままでにない新規な表示を提供する。これにより、糖尿病患者をはじめとする測定対象
者は、リアルタイムで適切な対応をとることができる。また、医療従事者は、記録された
糖尿病患者の生活活動記録を簡易に入手し、考察、臨床判断や治療行為に寄与することが
できる。
【０２８０】
　本発明の装置及び方法は、測定データのリアルタイム取得と、測定データの過去参照に
大別することができる。
【０２８１】
　上記測定データのリアルタイム取得は、〔Ａ．高精度測定制御〕と、〔Ｂ．生活活動測
定制御〕とを実現する。上記測定データの過去参照は、〔Ｃ．詳細分析制御〕を実現する
。
【０２８２】
　〔Ａ．高精度測定制御〕は、人体活動に伴う動きを、センサ系の検出開始条件に適用す
る。バイオセンサは、液体試料としての血液を扱うことから、携帯使用される本装置に装
着された場合、人体活動に伴う動きによって本装置が傾いたときなど、測定に影響を与え
る。〔Ａ．高精度測定制御〕は、携帯使用される本装置にとって、測定精度の高精度化を
図る上で欠かすことのできない制御である。
【０２８３】
　〔Ｂ．生活活動測定制御〕は、リアルタイムで食事・睡眠などの活動のイベントと血糖
値等の測定データを関連付け、いままでにない知見の情報を表示又は記録する。
【０２８４】
　〔Ｃ．詳細分析制御〕は、本装置に記録した過去情報を基に、生活活動と血糖値等の測
定データに関し、より詳細な分析を行う。具体的には、本装置を、〔Ｂ．生活活動測定制
御〕から〔Ｃ．詳細分析制御〕にモード切替し、〔Ｃ．詳細分析制御〕を実行する。〔Ｃ
．詳細分析制御〕は、医師等の医療従事者が、専門的立場から分析することが好ましい。
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また、本装置を有線又は無線で端末に接続し、該端末は、本装置に記録した過去情報を基
に詳細な分析を行う。
【０２８５】
　なお、以下の実施の形態１乃至１３のうち、実施の形態１は、〔Ａ．高精度測定制御〕
と及び〔Ｂ．生活活動測定制御〕について説明する。実施の形態２乃至１０は、主として
〔Ｂ．生活活動測定制御〕について説明する。また、実施の形態１１は、〔Ｂ．生活活動
測定制御〕について、また、実施の形態１２は、〔Ｃ．詳細分析制御〕について説明する
。また、実施の形態１３は、〔Ａ．高精度測定制御〕乃至〔Ｃ．詳細分析制御〕の信頼性
を保証するための衝撃検知について説明する。
【０２８６】
　（実施の形態１）
　図１は、上記基本的な考え方に基づく本発明の実施の形態１に係る血糖値測定システム
の概観を示す図である。本実施の形態は、血糖値測定システムを糖尿病自己管理装置に適
用した例である。
【０２８７】
　図１に示すように、血糖値測定システム１は、血糖値測定装置１００、血糖値センサ２
００及び装着ユニット３００を備えて構成される。
【０２８８】
　血糖値測定装置１００（筐体）は、センサ装着部１０１、表示部１０２（表示手段，報
知手段の一例）、操作キー１０３、及びメモリ兼決定キー１０４を備えて構成される。
【０２８９】
　センサ装着部１０１は、着脱可能なバイオセンサである血糖値センサ２００を装着する
。
【０２９０】
　表示部１０２は、ドットマトリクス構成のカラー表示可能なＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃ
ｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ）ディスプレイ，ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ）、白色ＬＥＤバックライト及び各ドライバ等で構成され、ＣＰＵ１１０（図２
）からの指示信号に従って画面に情報を表示する。表示部１０２は、例えば血糖値、測定
の履歴などを表示する。
【０２９１】
　操作キー１０３は、メモリ兼決定キー１０４と共に血糖値測定装置１００の筐体上に設
けられた押しボタンであり、ユーザにより押下されたときにその旨を示す操作信号を生成
してＣＰＵ１１０（図２）に出力する。
【０２９２】
　メモリ兼決定キー１０４は、表示部１０２に各測定の履歴などを表示させ、ユーザが確
認する際に表示の指令を入力する。メモリ兼決定キー１０４は、操作キー１０３と共にソ
フトプログラムにユーザが指令を入力する。
【０２９３】
　血糖値センサ２００は、バイオセンサであり、ここではバイオセンサの中でも血中グル
コースを特異的に測定する。バイオセンサとは、液体試料中の特定の分析物に選択的に応
答して、それらの存在あるいは濃度を電気的信号、光学的信号あるいはそれ以外の信号に
変換、検出、測定する分析素子及びその装置又は機器、を意味する。また、バイオセンサ
は、測定部に酵素等を含んだ試薬を搭載すること、使用するまでの容器保存並びに測定装
置と脱着可能であることを必須の構成とする。
【０２９４】
　なお、バイオセンサは、血糖値センサに限らず、電極を有する電気化学式のバイオセン
サであってもよい。例えば、電気化学式のバイオセンサは、上記血糖値センサのほか、乳
酸を測定する乳酸センサ、又はコレステロールを測定するコレステロールセンサが含まれ
る。
【０２９５】
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　血糖値センサ２００は、例えばポリエチレンテレフタレート等の絶縁性の基板上に電極
が構成され、先端には試料液供給路が形成され、試料液供給路内に酵素やメディエータを
含む試薬層が構成される。
【０２９６】
　血糖値センサ２００は、リード電極２１１，２１２を有し、血糖値測定装置１００のセ
ンサ装着部１０１に着脱可能である。血糖値センサ２００の詳細な構成については図３に
より後述する。
【０２９７】
　装着ユニット３００は、血糖値測定装置１００を衣服等に装着するための係止部材であ
る。図１の場合、装着ユニット３００は、クリップである。
【０２９８】
　生活活動計測は、長時間装着することから、血糖値測定装置１００と装着ユニット３０
０は着脱可能に構成されることが好ましい。例えば、血糖値測定時には、装着ユニット３
００のみを衣服に残し、血糖値測定装置１００を取り外して使用する。
【０２９９】
　なお、血糖値測定装置１００と装着ユニット３００は着脱可能な例で示しているが、血
糖値測定装置１００と装着ユニット３００とが一体構成されていてもよい。すなわち、血
糖測定装置本体が装着ユニット構造を有する構成であってもよい。
【０３００】
　〔血糖値測定装置１００〕
　図２は、血糖値測定装置１００の構成を示すブロック図である。
【０３０１】
　図２に示すように、血糖値測定装置１００は、ＣＰＵ１１０（制御手段）、記録部１１
１、動き測定部１１２（動き測定手段）、血糖値測定回路部１１３（分析物測定手段）、
接続部１１４，１１５、コンピュータインターフェース１１６、温度計測部１１７（温度
計測手段）、表示部１０２、操作キー１０３、及びメモリ兼決定キー１０４を備えて構成
される。
【０３０２】
　ＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００全体を制御するとともに、[生活活動測定モー
ド]、[血糖値測定モード]及び[センサ挿入モード]など測定された血糖値と動き測定部１
１２により検知された動き情報とを関連付ける制御を実行する。また、ＣＰＵ１１０は、
タイマなどの計時機能を有する。
【０３０３】
　記録部１１１は、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び電気的に書換可能な不揮発性メモリであるＥＥＰ
ＲＯＭなどの半導体メモリ等により構成され、血糖値などの測定データ等を記録する。Ｒ
ＯＭは、ＣＰＵ１１０により実行されるソフトウェアプログラムや固定データを格納する
。ＲＡＭは、血糖値測定に関するデータ、演算に使用するデータ及び演算結果等を一時的
に記憶するいわゆるワーキングメモリとして使用される。ＲＡＭの一部は、電源バックア
ップされるか、ＥＥＰＲＯＭからなり、本体電源スイッチ（図示略）ＯＦＦ後も血糖値測
定によって得られたデータを記憶する。
【０３０４】
　動き測定部１１２は、上述した動き情報を測定するセンサであり、特に、人体活動に伴
う血糖値測定装置１００の動きを検知する（第２測定ステップ）。本実施の形態では、動
き測定部１１２は、加速度センサ（以下、動き測定部１１２を加速度センサ１１２と呼ぶ
ことがある）により構成される。
【０３０５】
　生活活動とは、睡眠や食事等、運動（ｓｐｏｒｔｓ）とは言えない活動を意味する。上
記生活活動で消費するエネルギは、ＮＥＡＴ（Ｎｏｎ　Ｅｘｅｒｃｉｓｅ　Ａｃｔｉｖｉ
ｔｙ　Ｔｈｅｒｍｏｇｅｎｅｓｉｓ：非運動性活動熱発生）と呼ばれる。また、上記生活
活動はＮＥＡＴの研究で明確にされた運動時以外の体のエネルギ代謝での身体活動を含む
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。また、上記生活活動は、運動強度（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　ｏｆ　ｍｏｔｉｏｎ）を単位
として測定される。生活活動の測定結果、すなわち生活活動量は、記録部１１１に記録さ
れる。
【０３０６】
　加速度センサ１１２は、Ｘ軸，Ｙ軸，Ｚ軸つまり、鉛直、左右、前後３方向の動作量を
検知する３軸加速度センサである。加速度センサ１１２は、装着した糖尿病患者の生活活
動に伴う動きを、動き測定結果として検知し、ＣＰＵ１１０に出力する。
【０３０７】
　具体的には、加速度センサ１１２は、血糖値測定装置１００に装着された血糖値センサ
２００（バイオセンサ）の板体状の基体を水平状態から傾ける傾き、基体を回転させる回
転又は基体に加わる振動のいずれかを、人体活動に伴う動き情報として測定する。本実施
の形態では、加速度センサ１１２は、基体の動き情報を測定する一方、この動き情報は筐
体の動きを通じて検知される、装着した糖尿病患者の生活活動に伴う動きを測定する。
【０３０８】
　すなわち、加速度センサ１１２は、血糖値測定装置１００筐体に搭載された血糖値セン
サ２００（バイオセンサ）の基体の動きと、血糖値測定装置１００筐体を装着又は携行し
た糖尿病患者の生活活動に伴う動きとの、測定対象の異なる２つの動き情報を測定する。
しかしこれら動き情報は共に、糖尿病患者の生活活動に伴う動きが血糖値測定装置１００
筐体に作用することが起点となることで、生活活動に基づく動き情報と呼称することがで
きる。
【０３０９】
　ここでは、加速度センサ１１２で示したが、生活活動量を計測することができるもので
あればよく、振動センサなど他のセンサでもよい。但し、加速度センサ１１２を用いるこ
とで、後述するように測定された血糖値と動き情報とを関連付けるいままでにない機能を
付加することができる。また、血糖値測定装置１００は、加速度センサ１１２に代えて又
は加えて、回転活動も検知する角速度計測センサを備えてもよい。このようにすれば、よ
り高精度な生活活動量を計測することができる。
【０３１０】
　ＣＰＵ１１０は、検知された動き測定結果から、人間の動作限界の周波数を超える周波
数成分を除去するフィルタリング処理を行って人体活動に伴う動き情報を測定する。加速
度センサ１１２及びＣＰＵ１１０は、全体として血糖値等を測定する測定手段を構成する
。
【０３１１】
　ＣＰＵ１１０は、測定された動き情報と血糖値センサ２００により測定された血糖値と
を対応付けて記録部１１１に記録する制御を行う。また、ＣＰＵ１１０は、測定された動
き情報と血糖値とを対応付けて表示部１０２に表示する制御を行う。
【０３１２】
　ＣＰＵ１１０はまた、動き情報に基づいて生活活動量を算出する生活活動量算出手段の
役割も担う。生活活動量の詳細については、後述する。なお、本実施の形態では、ＣＰＵ
１１０は、動き情報と血糖値とを対応付けて記録・表示を行っているが、この動き情報は
生活活動量を含む広義の意味である。すなわち、ＣＰＵ１１０は、測定された生活活動量
と血糖値とを対応付けて記録・表示を行う。
【０３１３】
　さらに、ＣＰＵ１１０は、算出された生活活動量を、一定期間のデータの平均値として
演算処理し、表示部１０２に表示することが好ましい。例えば、１日の区切りで、毎０時
にデータのリセットする処理を行い、１日単位で全てのデータを保存する。ＣＰＵ１１０
に内蔵のタイマにより、２４時間単位でデータを区画することが好ましく、表示部１０２
においては、２４時間毎に上記タイマがリセットされ表示される。
【０３１４】
　しかし一方で、血糖値測定値の測定時間は、食前であったり、食後であったり食後の経
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過時間が異なったりすることがある。このため、１日単位で表示を行う場合には、あえて
平均値を用いて表示しない方が好ましい。
【０３１５】
　血糖値測定回路部１１３は、接続部１１４，１１５に装着された血糖値センサ２００を
用いて、血糖値の測定（第１測定ステップ）を行う電子回路である。
【０３１６】
　血糖値測定回路部１１３は、血糖値センサ２００への試料溶液の導入検知を行うととも
に、測定アルゴリズムに従って測定結果表示プロセスを制御し、血糖値を測定する。
【０３１７】
　接続部１１４，１１５は、センサ装着部１０１（図１）に内蔵され、血糖値センサ２０
０と血糖値測定装置１００とを接続する。血糖値センサ２００は、血糖値測定装置１００
のセンサ装着部１０１に装着されると、血糖値センサ２００のリード電極２１１，２１２
と血糖値測定装置１００の接続部１１４，１１５とが電気的に接続される。
【０３１８】
　コンピュータインターフェース１１６は、無線や有線によりコンピュータと接続可能な
インターフェースである。例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線・有線ＬＡＮ、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ）通信等が挙げられる。
【０３１９】
　温度計測部１１７は、人体の温度を測定して出力する。ＣＰＵ１１０は、温度計測部１
１７により計測された温度を、血糖値や生活活動量と関連付けて表示部１０２に表示し、
また記録部１１１に記録する。
【０３２０】
　〔血糖値センサ２００〕
　以下、本明細書中で使用する用語は次の通りである。
【０３２１】
　「基板」とは、液体試料室、電極、及びその他のバイオセンサの構成要素を提供する絶
縁性物質からなる要素、を意味する。
【０３２２】
　「電極」とは、電気化学的バイオセンサにおいて、反応系内で起こった反応を電気化学
信号として取り出すために、反応系内に電場をつくり、また、その結果生じた反応系内の
電気化学信号を受け取るためにバイオセンサ上に準備される要素、を意味する。
【０３２３】
　「反応試薬」とは、液体試料中に存在する測定対象物質と化学的に反応する物質群、を
意味する。物質群とは例えば、少なくとも１つ以上の酵素、少なくとも１つ以上の電子伝
達物質、少なくとも１つ以上の緩衝剤などから構成される。
【０３２４】
　「スペーサ」とは、基板上に配置され、キャピラリーの壁を提供し、キャピラリーの吸
引方向の長さと幅及び高さなどを規定する要素、を意味する。
【０３２５】
　「上カバー」とは、スペーサ上に配置され、液体試料室の天井を提供する要素、を意味
する。
【０３２６】
　「吸引口」とは、液体試料を液体試料室へ吸引するための空隙、を意味する。
【０３２７】
　「通気口」とは、液体試料を液体試料室へ吸引する際、液体試料室内の気体を液体試料
室外へ排出するための排気孔、を意味する。
【０３２８】
　「酵素」とは、生体で起こる化学反応において触媒作用を示す生体関連物質、を意味す
る。
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【０３２９】
　「電子伝達物質」とは、一般的に「メディエータ」とも呼ばれ、直接又は別の電子伝達
物質と協働して、ある種の還元体の電子もしくは金属などの自由電子が、別のある種の酸
化体もしくは金属へ移動する電子移動を媒介する物質、を意味する。
【０３３０】
　「基質」とは、酵素が反応標的とする物質、を意味する。
【０３３１】
　「生成物」とは、基質と酵素が化学反応を起こした結果生じる基質由来の物質、を意味
する。
【０３３２】
　「ドリフト」とは、連続したＣＧＭＳの線グラフや折れ線グラフにおいて、突然なグラ
フ線の移動、例えば１０％以上の値降下とその後の値の変化が１０％以下である場合で連
続して値の降下が観察されないグラフの部分を意味する。
【０３３３】
　図３は、血糖値センサ２００の分解斜視図である。なお、図３乃至図７は、原理説明の
〔Ａ．高精度測定制御〕を実施するための構成の説明に対応する。
【０３３４】
　図３に示すように、血糖値センサ２００は、矩形状の切欠部２０４が形成されたスペー
サ２０２を介してかつ基板２０１の一方の端部（図２において右側の端部）を残して、基
板２０１上にカバー２０３が配置されている。
【０３３５】
　基板上のリード電極２１１，２１２及び電極２１３の一部を覆うように配置された反応
試薬２０を露出させるように、スペーサ２０２上に上カバー２０３が配置される。基板２
０１とスペーサ２０２、及びスペーサ２０２と上カバー２０３は各々、接着されているこ
とが望ましい。また、基板２０１とスペーサ２０２、及びスペーサ２０２と上カバー２０
３は、市販の接着剤を用いて接着してもよいし、超音波や熱により接着されてもよく、接
着方法はこれらに限定されるものではない。
【０３３６】
　スペーサ２０２の切欠は、各部材の一体化後には、血液試料を保持するキャピラリーと
なる。キャピラリーは、血糖値センサ２００の長辺に沿って伸長し、スペーサ２０２の一
方の端部（図２において左側の端部）において外部に連通している。
【０３３７】
　換言すれば、キャピラリーは、血糖値センサ２００の外部に開口する血液試料の吸入口
である切欠部２０４と連通している。そして、上カバー２０３は、キャピラリーにおける
外部に連通する端と反対側の端に対応する部分に通気口２１４を有している。上記構成は
、毛管現象を発生させる。毛管現象は、血液試料の吸入口である切欠部２０４からキャピ
ラリーの内部に容易に吸引させることができる。
【０３３８】
　基板２０１上には、リード電極２１１，２１２及び電極２１３の一部分がキャピラリー
に面するように配置されている。基板２０１上には反応試薬２０が、リード電極２１１，
２１２及び電極２１３を部分的に覆うように形成されている。反応試薬２０は、血液試料
中の分析物を基質とする酸化還元酵素と電子メディエータを含有する。
【０３３９】
　キャピラリー内部のリード電極２１１，２１２及び電極２１３と反応試薬２０は、電極
間に流れる電流の量に基づいて、血液試料中の分析物の濃度に関連するデータを取得する
。電極上で電気化学反応する物質は、主に酸化還元酵素と電子の授受がなされた電子メデ
ィエータである。
【０３４０】
　電極の一端は、各電極間に電圧を印加できるように、スペーサ２０２及び上カバー２０
３で覆われていない基板２０１の端部において血糖値センサ２００の外部に露出している
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。
【０３４１】
　血液試料中の分析物としては、血球を除く物質、例えば、グルコース、アルブミン、乳
酸、ビリルビン及びコレステロールが挙げられる。酸化還元酵素は、対象とする分析物を
基質とするものを使用する。酸化還元酵素としては、グルコースオキシダーゼ、グルコー
スデヒドロゲナーゼ、ラクテートオキシダーゼ、ラクテートデヒドロゲナーゼ、ビリルビ
ンオキシダーゼ及びコレステロールオキシダーゼ等が挙げられる。
【０３４２】
　反応試薬層中の酸化還元酵素の量としては、０．０１～１００ユニット（Ｕ）、好まし
くは０．０５～１０Ｕ、より好ましくは０．１～５Ｕの範囲である。
【０３４３】
　反応試薬２０は、フェリシアン化カリウム、ｐ－ベンゾキノン、ｐ－ベンゾキノン誘導
体、酸化型フェナジンメトサルフェート、メチレンブルー、フェリシニウム及びフェリシ
ニウム誘導体といった、酵素反応にて生じた電子を電極に受け渡す機能を有する電子メデ
ィエータを含有することが望ましい。
【０３４４】
　電子メディエータに求められる条件としては、酵素と電極間の電子移動を十分にスムー
ズに行えること、反応試薬中で長期間安定的に酸化体を形成していること、溶解性が高い
こと、安価であること等が挙げられる。さらに反応試薬２０は、反応試薬層の成形性を高
めるために、水溶性高分子化合物を含有してもよい。
【０３４５】
　水溶性高分子化合物としては、カルボキシメチルセルロース及びその塩、ヒドロキシエ
チルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース
、エチルヒドロキシエチルセルロース、カルボキシエチルセルロース及びその塩、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリリジンといったポリアミノ酸、ポリスチレ
ンスルホン酸及びその塩、ゼラチン及びその誘導体、ポリアクリル酸及びその塩、ポリメ
タクリル酸及びその塩、スターチ及びその誘導体、無水マレイン酸重合体及びその塩、ア
ガロースゲル及びその誘導体、から選ばれる少なくとも１種が挙げられる。
【０３４６】
　本実施の形態では、基板２０１上に形成されたリード電極２１１，２１２及び電極２１
３の底面の少なくとも一部分を覆うように、液体状の反応試薬を塗布し、続く乾燥により
反応試薬２０を配置した。塗布以外の望ましい反応試薬の配置方法としては、印刷法や浸
漬法が挙げられる。
【０３４７】
　絶縁基板２０１、スペーサ２０２及びカバー２０３の材料としては、ポリエチレンテレ
フタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチ
レン、ポリ塩化ビニル、ポリオキシメチレン、モノマーキャストナイロン、ポリブチレン
テレフタレート、メタクリル樹脂及びＡＢＳ樹脂といった樹脂、さらにはガラスが挙げら
れる。
【０３４８】
　リード電極２１１，２１２及び電極２１３は、パラジウム、白金、金、銀、チタン、銅
、ニッケル及び炭素といった、公知の導電性材料により構成できる。また、基板上に電極
材料を配置する方法として、望ましい非限定的な例としては、スパッタリング、印刷、浸
漬などが挙げられる。パラジウムを蒸着することで基板２０１上に形成される導電層はレ
ーザ照射装置により非導電トラックが形成されることでリード電極２１１，２１２及び電
極２１３が形成される。
【０３４９】
　次に、再溶解試薬と傾きが精度悪化につながることについて説明する。
【０３５０】
　血糖値センサ２００に代表されるバイオセンサの場合、使用者の指であったり、掌であ
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ったり、前腕などを穿刺して少量の血液を搾り出し、液体試料としての血液をバイオセン
サのキャピラリーに吸引することで測定が行われる。
【０３５１】
　特に使用者の体の一部を穿刺して搾り出した血液が液体試料である場合、使用者のヘマ
トクリット値や総コレステロール量や総タンパク質量などが原因して血液の粘度に個体間
差が生じる。この粘度差は反応試薬の溶解速度に起因する測定精度悪化を発生させる要因
である。
【０３５２】
　近年のバイオセンサ、特に血糖値センサ２００は、小型化、測定時間の短時間化が急激
に加速している。バイオセンサには、測定時間の短縮化を実現するために、液体試料と反
応試薬が触れ合った際に、反応試薬が素早く再溶解できるように、再溶解性の高い反応試
薬が用いられるようになってきた。これは、液体試料に再溶解された反応試薬は使用者が
傾ける方向へ流されるという現象を招く。
【０３５３】
　つまり再溶解した流動性の高い反応試薬の流される方向にばらつきが生じるということ
は、反応試薬の流され具合にばらつきを生じ、反応領域での反応試薬濃度のばらつきが大
きくなる。このことは結果として、測定精度及びシステムの信頼性の悪化を招く。
【０３５４】
　上記に鑑み、本実施の形態の血糖値測定システムは、以下に述べるバイオセンサの測定
方法を採ることにより測定精度及びシステムの信頼性の向上を図る。
【０３５５】
　二電極式アンペロメトリー法でバイオセンサを測定する場合、二電極間に印加する電圧
は測定時間中に一定電圧でもよいし、電圧を段階的に変化させてもよいし、電圧を掃引（
ｓｗｅｅｐ）させてもよいし、測定時間途中に電圧を印加しない時間を設けてもよい。印
加する電圧については、目的の電気化学反応を起こすのに十分な電圧が二極間に与えられ
るべきであり、用いる化学反応種及び電極により決定される。
【０３５６】
　一般的には、系内の電気化学反応速度が拡散律速となるように、電極電位が電位律速以
上の電位を示すような電圧が印加される。しかし、測定される液体試料中には種々の干渉
物質が含まれている場合があり、二電極間に高い電圧を印加して電極電位を上げすぎると
、目的の反応に加えて干渉物質由来の不所望な反応が伴う。よって、二電極間に与えられ
る印加電圧は慎重に決定されるべきである。
【０３５７】
　本実施の形態では、二電極間に２５０ｍＶの電位差が生じるように電圧を印加した時の
電流値を測定することで、液体試料中のグルコース濃度の測定を行った。液体試料として
血液を用いた。
【０３５８】
　図４は、血糖値センサ２００を用いた場合の各グルコース濃度に対する応答電流値を示
す図である。
【０３５９】
　図４に示すように、本実施の形態の血糖値センサ２００は、測定濃度範囲で良好な直線
関係が得られ、血液中のグルコースを測定するバイオセンサとして、十分な性能を有して
いると判断できる。
【０３６０】
　上述の通り、水平状態（基準状態）では極めて良好な測定結果が得られる。しかし、こ
のような血糖値測定システムは通常片手でバイオセンサを装着した測定器を持ち、もう片
手をランセットで穿刺して血液滴を絞り出し、先のバイオセンサ先端に絞り出した血液を
吸引させて測定する。そのため、必ずしも水平状態で測定がなされるものではなく、様々
な角度を持った状態で測定されることになる。以下、角度によって性能が大きく悪化する
ことについて説明する。
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【０３６１】
　ここで、図３のバイオセンサ（血糖値センサ２００）の場合は、試薬配置面の基準状態
は、水平状態である。しかし、試薬配置面が垂直配置のバイオセンサも存在する。この場
合は、基準状態は垂直状態が基準状態となる。動き測定部１１２は、動き情報のうち、上
記基準状態からの傾き角度又は回転角を測定する。
【０３６２】
　図５は、血糖値測定システムのバイオセンサ反応部について３方向の軸で回転させるこ
とを説明する図である。説明の便宜上、血糖値測定装置１００及び血糖値センサ２００の
概観を模式化して示している。このため図１の形状とは一致しない。
【０３６３】
　Ｘ軸を中心にしたものをＸ軸回転、Ｙ軸を中心にしたものをＹ軸回転、Ｚ軸を中心に回
転させたものをＺ軸回転として説明する。
【０３６４】
　図６は、各軸回転における感度変化（緩衝液）の実験結果を示す図であり、横軸に回転
角度を、縦軸に濃度ばらつきの乖離を示す。また、図中○印はＸ軸回転感度変化率、□印
はＹ軸回転感度変化率、△印はＺ軸回転感度変化率をそれぞれ示す。
【０３６５】
　実験は、各軸を中心にして１５°単位で角度を付けて測定した。また、糖濃度４５０ｍ
ｇ／ｄｌに調整したＰＢＳ（リン酸バッファー）を用いて、１０回測定した平均値をプロ
ットした。
【０３６６】
　図６に示すように、Ｘ軸回転ではプラス方向の角度変化に対して顕著に感度の変化がみ
られ、特に４５°以上で大きくなり、４５°では＋８．５％の感度上昇が見られる。さら
に９０°では＋１３％以上もの感度上昇が発生した。一方、マイナス方向の感度変化は、
マイナス４５°以上では角度に依存はせず－３％程度の感度低下が見られる。
【０３６７】
　Ｙ軸回転では、プラス方向角度変化、マイナス方向角度変化同様に４５°から大きな感
度低下が発生し、７５°以上では約－１０％もの感度低下が発生した。
【０３６８】
　Ｚ軸回転では、何れの角度においても±２％以下の感度変化であり角度変化の影響と考
えられる感度変化は確認されなかった。
【０３６９】
　このように、測定中のセンサ反応部の角度のうち、特にＸ軸方向とＹ軸方向で±１５°
では殆ど感度変化が少なく、またその臨床的意義から好ましくは±３０°以下で信頼性の
高い高精度な結果を得ることが可能となることが判明した。
【０３７０】
　また、図６のデータには示されていないが、測定中のＺ軸方向への移動が短時間で行わ
れたり、連続して行われるとキャピラリー中の再溶解試薬に遠心力がかかり、反応領域で
の反応試薬濃度のばらつきが大きくなる。このことは結果として、Ｘ軸回転やＹ軸回転と
同様に測定精度及びシステムの信頼性の悪化を招くことになる。
【０３７１】
　本血糖値測定システムは、血糖値測定装置１００本体が加速度センサ１１２を備える。
血糖値測定装置１００は、加速度センサ１１２により傾きの角度を測定し、この角度を測
定制御のパラメータとして用いることで測定精度向上を図ることを特徴の一つとする。
【０３７２】
　次に、加速度センサ１１２を血糖値測定システムに装備する際には特有の設置場所があ
ることについて説明する。
【０３７３】
　本血糖値測定システムは、片手でバイオセンサを装着した測定器を持ち、もう片手をラ
ンセットで穿刺して血液滴を絞り出し、先のバイオセンサ先端に絞り出した血液を吸引さ
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せて測定する。
【０３７４】
　上述したように、測定器（血糖値測定装置１００）にバイオセンサ（血糖値センサ２０
０）を装着する本血糖値測定システムでは、バイオセンサ反応部（すなわち、試薬配置面
）の角度変化が性能に影響を与える。そのため、バイオセンサの角度変化をより高精度に
検知する必要がある。
【０３７５】
　図７は、図５の測定器に加速度センサ１１２を装着する設置場所を説明する図であり、
図７（ａ）はその側面図、図７（ｂ）はその上面図である。
【０３７６】
　図７（ａ）に示すように、測定器（血糖値測定装置１００）にバイオセンサ（血糖値セ
ンサ２００）を装着した状態において、中心１はバイオセンサ反応部と測定器他端の中心
を示し、中心２は測定器の横中心を示す。
【０３７７】
　図７（ｂ）に示すように、中心３はバイセンサ反応部と測定器横側面端との中心を示し
、中心４は測定器の縦中心を示す。また、バイオセンサ反応部の縦中心と一致している。
【０３７８】
　加速度センサ１１２を設置する最も好ましい位置は、中心１と中心３の交点であり、こ
の最も好ましい位置を、特定位置と呼ぶ。特定位置は、２カ所ある。
【０３７９】
　特定位置が、最も好ましい位置である理由について説明する。すなわち、まず加速度セ
ンサ１１２はバイオセンサ反応部の中心軸から外れている必要がある。それは、同一軸上
では移動変化量が乏しくなるためである。次に、加速度センサ１１２は測定器中心（中心
２）よりバイオセンサ装着側に配置させる。それは、前述の通り片手で保持して血液検体
をバイオセンサ先端に吸引させるためには、バイオセンサ装着側が必ず変化量の大きい外
側に位置することに起因する。
【０３８０】
　以下、上述のように構成された血糖値測定システムの動作について説明する。
【０３８１】
　血糖値測定システムは、血糖値測定装置１００、血糖値センサ２００及び装着ユニット
３００を備え、血糖値測定装置１００は、着脱可能なバイオセンサ（血糖値センサ２００
）を装着するセンサ装着部１０１を有する。また、血糖値測定装置１００は、人体活動に
伴う血糖値測定装置１００の動きを検知する動き測定部（加速度センサ）１１２を備える
。
【０３８２】
　ＣＰＵ１１０は、血糖値センサ２００により測定された血糖値及び加速度センサ１１２
により検出されたデータを組合わせ、以下に述べる各処理を実行する。これにより、表示
部１０２にいままでにない新規な情報を表示することができ、また記録部に糖尿病自己管
理において極めて有用なデータを蓄積することができる。
【０３８３】
　一例を挙げると、加速度センサ１１２と血糖値のデータを組み合わせると運動等が精度
よく自動で検出できるばかりか、食事や睡眠など生活活動に起因する詳細な血糖値管理が
可能になる。血糖値管理の面で臨床的意義は大きいことが期待できる。
【０３８４】
　上記のように、血糖値測定システムは、血糖値センサ２００と血糖値測定装置１００の
組合わせがあること、さらに動き測定部（加速度センサ）１１２を備え、加速度センサ１
１２と血糖値のデータを組み合わせることで、ＣＰＵ１１０は、以下のような各処理を実
行する。
【０３８５】
　本実施の形態では、生活活動測定及び血糖値測定の基本動作、生活活動測定と血糖値測
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定のデータを組み合わせて得られる新たな知見について説明する。なお、後述する実施の
形態２では、生活活動及び血糖値を用いたイベントのうち、食事の生活活動について詳細
に説明する。また、実施の形態３では、生活活動及び血糖値を用いたイベントのうち、睡
眠の生活活動について詳細に説明する。
【０３８６】
　血糖値測定装置１００は、生活活動測定及び血糖値測定の基本動作として、それぞれ[
生活活動測定モード]、[血糖値測定モード]及び[センサ挿入モード]を有する。[センサ挿
入モード]は、[血糖値測定モード]に先立って、血糖値センサ２００が血糖値測定装置１
００のセンサ装着部１０１に適切に装着されたことを検知する。これら各モードは、ＣＰ
Ｕ１１０が、各制御プログラムを実行することにより実現される。以下、順に説明する。
【０３８７】
　まず、生活活動測定モードについて説明する。ここでは、加速度センサ１１２は角度を
検出して出力するものを用いている。
【０３８８】
　[生活活動測定モード]
　図８は、血糖値測定装置１００の生活活動測定モードを示すフローチャートである。本
フローは、ＣＰＵ１１０により所定タイミングで繰返し実行される。図中、Ｓはフローの
各ステップを示す。
【０３８９】
　まず、ステップＳ１でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を取得する。
【０３９０】
　ステップＳ２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力の変化量が０以外か否
かを判別する。すなわち、ＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００が静止しているかどう
かを判別する。
【０３９１】
　加速度センサ１１２の出力の変化量が０のとき、すなわち加速度センサ１１２が動きを
検出せず、一定の角度のみを出力している場合は、ステップＳ３に進み、加速度センサ１
１２の出力の変化量が０以外の場合はステップＳ６に進む。
【０３９２】
　ステップＳ３では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に糖尿病自己管理
装置（血糖値測定装置１００）が横置きか否かを判別する。糖尿病自己管理装置（血糖値
測定装置１００）が横置きの場合は、ステップＳ４でＣＰＵ１１０は横置き状態で所定時
間（例えば５秒間）待機してステップＳ５に進む。糖尿病自己管理装置（血糖値測定装置
１００）が横置きでない場合は、そのままステップＳ５に進む。
【０３９３】
　ステップＳ５では、ＣＰＵ１１０は、所定時間（例えば５秒間）後加速度センサ１１２
の出力を取得して上記ステップＳ１に戻る。糖尿病自己管理装置（血糖値測定装置１００
）の水平状態を検知し、水平状態であれば少なくとも５秒間待機した上で、また水平状態
でなければ５秒後に加速度センサ１１２の出力を取得する。加速度センサ１１２から適正
な出力結果を得るためである。
【０３９４】
　一方、上記ステップＳ２で加速度センサ１１２の出力の変化量が０以外の場合は、ステ
ップＳ６でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力の変化量を基に活動量（生活活動
量）を演算する。
【０３９５】
　ステップＳ７では、ＣＰＵ１１０は、演算した活動量を記録部１１１に記録して本フロ
ーを終了する。
【０３９６】
　なお、上記血糖値測定装置１００の水平状態の検知及び水平状態を検知してから所定時
間（ここでは５秒間）待機後に加速度センサ１１２の出力を取得する生活活動測定モード
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フローは、原理説明の〔Ａ．高精度測定制御〕の一態様である。
【０３９７】
　次に、血糖値測定モードについて説明する。
【０３９８】
　[血糖値測定モード１]
　血糖値測定モードは、血糖値測定装置１００の水平状態を検知する[血糖値測定モード
１]と水平状態を検知しない[血糖値測定モード２]とがある。いずれのモードも[センサ挿
入モード]から移行する。
【０３９９】
　図９は、血糖値測定装置１００のセンサ挿入モードを示すフローチャート、図１０は、
図９のセンサ挿入モード終了後に移行する血糖値測定モード１を示すフローチャートであ
る。
【０４００】
　図９の[センサ挿入モード]は、動き動作測定中にスタートし、ステップＳ１１でＣＰＵ
１１０は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１にバイオセンサ（血糖値センサ２
００）が挿入されたか否かを検知し、図示しない接点スイッチへの接触により血糖値セン
サ２００が規定箇所まで装着されると[血糖値測定モード１]（図１０）へ移行する。
【０４０１】
　図１０の血糖値測定モード１がスタートすると、ステップＳ２１で、血糖値測定回路部
１１３は、血液を確認したか否かを判別し、血液を確認するまで待機する。血糖値測定回
路部１１３は、血糖値センサ２００リード電極２１１，２１２（図２）から接続部１１４
，１１５を介して入力される検出信号を検知して血液を確認する。
【０４０２】
　血液を確認した場合は、ステップＳ２２でＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００の水
平状態を確認し、水平状態の角度が±３０°以内か否かを判別する。ＣＰＵ１１０は、加
速度センサ１１２の出力を基に血糖値測定装置１００の水平状態が±３０°以内であるこ
とを検知することができる。
【０４０３】
　血糖値測定装置１００の水平状態が±３０°以内でない場合は、ステップＳ２３でＣＰ
Ｕ１１０は、血糖値測定無効と判断する。血糖値測定装置１００が水平状態にない、すな
わち血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１に装着されたバイオセンサ（血糖値セン
サ２００）が、その再溶解試薬が傾くことによって精度悪化につながることについては、
前述した。本実施の形態では、血糖値測定装置１００の水平状態の角度が±３０°以外の
場合は、血糖値測定結果の信頼性が低いと判断して無効にする。
【０４０４】
　ステップＳ２４では、ＣＰＵ１１０は、表示部１０２に血糖値測定無効の旨を表示して
使用者に知らせるとともに、記録部１１１に血糖値測定無効を記録してステップＳ２７に
進む。
【０４０５】
　一方、上記ステップＳ２２で血糖値測定装置１００の水平状態の角度が±３０°以内の
場合は、ステップＳ２５で血糖値測定回路部１１３は、血糖値を測定する。
【０４０６】
　ステップＳ２６では、ＣＰＵ１１０は、表示部１０２に血糖値を表示して使用者に知ら
せるとともに、記録部１１１に血糖値を記録してステップＳ２７に進む。
【０４０７】
　ステップＳ２７では、ＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１か
らバイオセンサ（血糖値センサ２００）が排出されたか否かを検知し、センサ排出を検知
すると、[血糖値測定モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。したが
って、ＣＰＵ１１０は、[血糖値測定モード１]などのイベントが終了した場合は、常に[
生活活動測定モード]を実行することになる。
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【０４０８】
　このように、[血糖値測定モード１]は、水平状態の角度が±３０°以内であるとき、血
糖値測定動作を進め、血糖値測定装置１００の水平状態の角度が±３０°より大きい場合
に、血糖値測定結果が無効であることを使用者に知らせる。
【０４０９】
　なお、上記血糖値測定装置１００の水平状態の角度が±３０°以内を検知して血糖値を
測定する血糖値測定モード１フローは、原理説明の〔Ａ．高精度測定制御〕の一態様であ
る。また、水平状態の角度±３０°の臨界値の意義については図６により説明した。
【０４１０】
　[血糖値測定モード２]
　本血糖値測定モード２は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１にバイオセンサ
（血糖値センサ２００）が接続されたときに、加速度センサ（動き測定部）１１２の動作
を停止する。
【０４１１】
　図１１は、血糖値測定装置１００のセンサ挿入モードを示すフローチャート、図１２は
、図１１のセンサ挿入モード終了後に移行する血糖値測定モード２を示すフローチャート
である。
【０４１２】
　図１１の[センサ挿入モード]は、動き動作測定中にスタートし、ステップＳ３１でＣＰ
Ｕ１１０は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１にバイオセンサ（血糖値センサ
２００）が挿入されたか否かを検知し、図示しない接点スイッチへの接触により血糖値セ
ンサ２００が規定箇所まで装着されると[血糖値測定モード２]（図１２）へ移行する。
【０４１３】
　図１２の血糖値測定モード２がスタートすると、ステップＳ４１で、血糖値測定回路部
１１３は、血液を確認したか否かを判別し、血液を確認するまで待機する。血糖値測定回
路部１１３は、血糖値センサ２００リード電極２１１，２１２（図２）から接続部１１４
，１１５を介して入力される検出信号を検知して血液を確認する。
【０４１４】
　血液を確認した場合は、ステップＳ４２で血糖値測定回路部１１３は、血糖値を測定す
る。
【０４１５】
　ステップＳ４３では、ＣＰＵ１１０は、表示部１０２に血糖値を表示して使用者に知ら
せるとともに、記録部１１１に血糖値を記録してステップＳ４４に進む。
【０４１６】
　ステップＳ４４では、ＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１か
らバイオセンサ（血糖値センサ２００）が排出されたか否かを検知し、センサ排出を検知
すると、[血糖値測定モード２]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。したが
って、ＣＰＵ１１０は、[血糖値測定モード２]などのイベントが終了した場合は、常に[
生活活動測定モード]を実行することになる。
【０４１７】
　上述した各フローを実行することにより、加速度センサ１１２と血糖値のデータを組み
合わせた、いままでにない表示・記録を実現することができる。以下、測定結果の表示例
について詳細に説明する。原理説明の〔Ｂ．生活活動測定制御〕の説明に対応する。
【０４１８】
　まず、生活活動量は基礎代謝を把握する必要性があることから、使用者は使用前に個人
データとして年齢、身長、体重、性別を入力する。入力値から演算処理された、個人の基
礎代謝基準値を元に基礎代謝が記録部１１１に記録される。
【０４１９】
　血糖値測定装置１００を腰下部に装着して計測した計測結果を以下に示す。
【０４２０】
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　まず、１日の生活活動量の表示について説明する。
【０４２１】
　図１３は、血糖値測定装置１００の１日の生活活動量の測定結果を示す図である。グラ
フの横軸は、時間を示し、毎日リセットされ、各日保存のため、０時を開始点として２４
時までを示す。また、縦軸は、生活活動量と血糖値測定値の表示例である。
【０４２２】
　本グラフは、１日の測定が完了保存されたデータを示している。グラフ中のラインが生
活活動量の計測値である。また、グラフ中のプロットが血糖測定の結果を示す。生活活動
量は、起床から就寝まで１日の間の様々な生活活動に応じて絶えず変化していることが判
る。ここでの生活活動量は１分間単位で平均化された数値を表示させたものである。
【０４２３】
　イベントに関して、図１３の★印は食事を示し、チェック模様バーが睡眠を示す。また
、睡眠に挟まれた血糖測定は黒塗りバーを示す。
【０４２４】
　また、グラフ上段には３ＭＥＴｓ以上の活動量をＥＸ（エクササイズ）で表示し、食前
血糖平均値と食後血糖平均値、睡眠時間を示す。睡眠時間はきちんと血糖測定を検知した
部分は引いた時間を示す。なお、活動量の表示は、使用者が任意に変更可能である。例え
ば、３ＭＥＴｓ未満を「弱い活動」、３ＭＥＴｓ以上４ＭＥＴｓ未満を「普通の活動」、
４ＭＥＴｓ以上を「強い活動」もしくは「運動」に変更可能である。
【０４２５】
　このように、１日単位で表示させることで、装着した患者自身も、自分の実際に行った
活動と、生活活動量を照合することができる。また、表示タイトルには計測した年月日を
表示し、使用者は、確認したい日時を呼出確認することができる。
【０４２６】
　次に、生活活動量の月間のトレンド表示について説明する。
【０４２７】
　図１４は、生活活動量の月間のトレンド表示を示す図である。グラフの横軸は日付を示
し、縦軸はＥｘ（エクササイズ）を示す。エクササイズは、ＭＥＴｓに時間を積算したも
のである。
【０４２８】
　本グラフは、１日の生活活動量を生活活動強度で分類してエクササイズ表示する例を示
す。ここで４ＭＥＴｓを基準として、３ＭＥＴｓ～４ＭＥＴｓの生活活動量と４ＭＥＴｓ
以上の生活活動量から得られたエクササイズを分類して例示する。
【０４２９】
　この例では、１ヶ月間毎日装着を目的としようとした。しかし、５月１１日は病気によ
り安静にしていたため、記録値がない例を示している。このように何らかの原因で装着で
きなかった。また装着を忘れた場合などは、生活活動量や血糖値を表示対象から外す設定
ができることが好ましい。また折れ線のグラフ例で示すように、日々の生活活動は、大き
く異なることが判る。
【０４３０】
　また、この例では、土曜日、日曜日など休日と休日外の分類はしていない。生活活動量
は、生活のリズムにも依存することから、休日と休日外での分類をすることや、使用者の
生活のリズムに則した分類をすることも好ましい。また、風邪などの病気の日（ｓｉｃｋ
　ｄａｙ）など特別な日は、後で確認できるように予め特別な日であることを入力してお
き、表示においても、病気マーク表示することも好ましい。
【０４３１】
　次に、生活活動量と血糖値測定結果を年間のトレンド表示について説明する。
【０４３２】
　図１５は、生活活動量と血糖値測定結果を年間のトレンド表示を示す図である。グラフ
の横軸は月を示し、縦軸の左側は月間で加算されたエクササイズを、その右側は血糖値を
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示す。
【０４３３】
　月間の血糖値は、ここでは月間全血糖値測定値の平均値をグラフ表示する。この例では
、月間全血糖測定値で示した。血糖値は、食事の前後等測定時間の影響も大きいことから
、食前の血糖値と食後の血糖値で分ける分類や、起床後の血糖値を分類して表示するなど
も必要に応じて同様に実施可能である。また、月間の日数が異なることや、前記装着忘れ
頻度が変化することを考慮すると、生活活動量は、加算よりも、装着した日数で除算する
ことなどで、平均的なトレンドとして表示することも好ましい。
【０４３４】
　本グラフは、血糖値測定結果を年間のトレンド表示である。
【０４３５】
　月単位では、前後の月のみを比較しただけでは変化値が少なく、また、血糖値の被験者
の状況変化に影響されることが多いことや、測定頻度のデータ管理の課題などから、変化
量が判りにくい。本グラフのように血糖値測定結果を年間のトレンドで表示すると、１２
ヶ月間の血糖値は明らかに低下していることが理解できる。
【０４３６】
　なお、血糖値測定装置１００に、血糖値のより長期な指標であるＨｂＡ１ｃ測定機能を
持たせることや、入力機能を持たせることで、長期指標であるＨｂＡ１ｃを表示させるこ
とも可能である。また、ＨｂＡ１ｃ以外にも、グリコアルブミンやフルクトサミン、１，
５ＡＧ（アンヒドログルシトール）も同様に、血糖値測定装置１００で測定してもよい。
【０４３７】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態によれば、血糖値測定装置１００は、血糖値
センサ２００と、人体活動に伴う動き情報として測定する加速度センサ１１２とを備え、
ＣＰＵ１１０は、測定された動き情報に基づいて、血糖値測定回路部１１３の測定動作を
実行できるか否かを制御する（〔Ａ．高精度測定制御〕）。
【０４３８】
　また、ＣＰＵ１１０は、測定された血糖値と加速度センサ１１２により測定された動き
情報とを対応付けて記録部１１１に記録し、表示部１０２に表示する（〔Ｂ．生活活動測
定制御〕）。また、ＣＰＵ１１０は、血糖値センサ２００により測定された血糖値及び加
速度センサ１１２により検出されたデータを組合わせ、各モード処理を実行する。
【０４３９】
　これにより、表示部１０２にいままでにない新規な情報を表示することができ、また記
録部１１１に糖尿病自己管理において極めて有用なデータを蓄積することができる。食事
や睡眠など生活活動に起因する詳細な血糖値管理が可能になる。血糖値管理の面で臨床的
意義は大きいことが期待できる。
【０４４０】
　特に、本実施の形態では、血糖値測定装置１００は、血糖値と生活活動量の測定を一つ
の機器で行うことができるという特有の効果がある。これにより、糖尿病患者はより健康
的な生活を送ることができ、また医療従事者にとっても糖尿病患者の生活活動と血糖値の
測定結果を簡易に把握することができる。実際の臨床活動がより糖尿病患者に有益なもの
にする効果がある。さらに、一つの回路基板で上記効果をもたらす測定装置を実現するこ
とで、生活活動量も測定できる低コストで良好な血糖値測定装置として利用可能である。
【０４４１】
　血糖値測定装置１００は、使用性向上や記録データの重要性から電池などの電源はより
長時間連続使用できることが好ましい。そのため、充電可能な２次電池で構成することや
、太陽電池や振動による発電などを利用して使用中に充電できる構成とすることも好まし
い、また、表示部１０２に電池の残量を表示させることも重要である。さらに、消費電力
を抑えるために、例えば加速度センサ１１２の加速度の検出周期の変更によって生活活動
計測の精度を維持しながら消費電力の低減をするなど、設計における必要性に応じて構成
できる。



(52) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

【０４４２】
　また、血糖値測定装置１００は、コンピュータインターフェース１１６を介してコンピ
ュータに接続することも可能である。このコンピュータは、医師等の医療従事者が使用す
る場合と、患者自身が自己管理のためにコンピュータに接続する場合とがある。患者自身
が自己管理のためにコンピュータに接続する場合は、血糖値測定装置１００は、糖尿病自
己管理装置として呼称されることがある。
【０４４３】
　なお、血糖値測定装置１００は、コンピュータインターフェース１１６を介してコンピ
ュータに接続して詳細分析を行う例については、実施の形態１２により詳述する。
【０４４４】
　計測された生活活動量及び血糖値は、コンピュータインターフェース１１６を介してコ
ンピュータに送信し、コンピュータ側で〔Ｃ．詳細分析制御〕を実行する。このコンピュ
ータには、患者の個人データ（年齢、身長、体重、性別、個人の基礎代謝基準値など）が
蓄積されている。
【０４４５】
　コンピュータに転送されたデータは、１日、１ヶ月、１年間のグラフは元より、さらに
、使用者が認識し易いようにデータを処理することが可能となる。このように、血糖値測
定装置１００によって、健康意識上位者や糖尿病患者において生活活動量と血糖値を客観
視できる。
【０４４６】
　よって、改善状況が明確になり、日々血糖値測定することの継続意識を持たせることが
困難な状況であっても、日々の活動意欲や、血糖値管理の継続意識が高まることで、生活
習慣病予防や、糖尿病管理、糖尿病の合併症を予防できる。
【０４４７】
　さらには、コンピュータにデータを蓄積させることで、医師や看護士や糖尿病指導療法
士などの医療従事者にとっても、患者の生活活動面からの指導や、血糖値管理状況からの
指導やアドバイスもできるばかりでなく、コンピュータネットワークにて情報の共有化を
行うことができ、その効果は極めて高い。
【０４４８】
　（実施の形態２）
　実施の形態１は、バイオセンサ（血糖値センサ２００）により測定された血糖値と動き
測定部（加速度センサ）１１２により検出された生活活動量とを組合わせることで、図１
３乃至図１５に示すような生活活動に起因する詳細な血糖値管理を可能にした。実施の形
態２では、生活活動及び血糖値を用いたイベントのうち、食事の生活活動について詳細に
説明する。
【０４４９】
　本発明の実施の形態２に係る血糖値測定システムのハード的構成は、図１乃至図３と同
様である。ここで、ＣＰＵ１１０は、下記フローに示す食事時間や食事回数を設定する食
事時間設定手段の役割も担う。
【０４５０】
　食事イベントの検知とその重要性について説明する。
【０４５１】
　臨床的に食事イベントの検知は非常に重要であり、糖尿病患者にとって食事と血糖値に
は密接な関係がある。これは以下の理由による。食事で摂取した糖分がほぼそのまま血糖
値に跳ね返り、インスリン治療をしている糖尿病患者にとって血糖値が大きく上昇する。
このため、何時食事をしたのかを医療従事者が知ることは適切な血糖値管理を進めていく
上でインスリンの自己注射をしている患者と同じくらい重要となる。
【０４５２】
　しかしながら、従来は、医療従事者に対して記録を残すには、測定後のデータを手作業
で測定器に食前か食後を入力するか、血糖値記録ノートに患者が記載するしか方法はなく
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、多くの患者がその不便さから各血糖値が食前か、食後かを記録していなく血糖管理が非
常に困難な状況にあるのが現状であった。
【０４５３】
　本実施の形態では、患者の手を煩わすことなく自動で臨床的に重要である血糖値の測定
が食前か食後かを適切に精度良く検知し、記録する。
【０４５４】
　以下、食事イベント検知処理について説明する。
【０４５５】
　[食事イベント検知処理モード１]
　食事イベント検知処理モードは、食事イベント検知の基本モードである[食事イベント
検知処理モード１]と朝昼夕の食事イベントを検知する[食事イベント検知処理モード２]
とがある。いずれのモードも[血糖値測定モード]終了から移行する。
【０４５６】
　図１６は、血糖値測定装置１００の食事イベント検知処理モード１を示すフローチャー
トである。本フローは、ＣＰＵ１１０（図２）により所定タイミングで繰返し実行される
。
【０４５７】
　[食事イベント検知処理モード１]は、[血糖値測定モード１]又は[血糖値測定モード２]
終了によりスタートする。ステップＳ５１では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１に格納さ
れている過去３時間の活動記録を確認・検索する。例えば、ＣＰＵ１１０は、図１３に示
すような生活活動を過去３時間に亘って確認する。
【０４５８】
　ステップＳ５２では、ＣＰＵ１１０は、過去３時間の間に、生活活動量が所定（例えば
２．５）ＭＥＴｓ以上となる波形が２つ以上あるか否かを判別する。
【０４５９】
　ここでは、食事場所への移動、又は食事の準備と後片付けで食事の前後に生活活動があ
り、それにより２．５ＭＥＴｓの生活活動量を検出するものと仮定している。
【０４６０】
　なお、食事場所への移動等を識別するための閾値となる生活活動量は、２．５ＭＥＴｓ
に限らず、一般に移動に伴う生活活動量である、２～３ＭＥＴｓ程度の任意の値を設定し
てもよい。
【０４６１】
　３時間の間に２．５ＭＥＴｓ以上の波形が２つ以上ない場合は、ステップＳ５３でＣＰ
Ｕ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が食前血糖値であると記録する。Ｃ
ＰＵ１１０は、食前血糖値と記録すると、[食事イベント検知処理モード１]を終了し、[
生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４６２】
　上記ステップＳ５２で３時間の間に２．５ＭＥＴｓ以上の波形が２つ以上ある場合は、
ステップＳ５４に進む。
【０４６３】
　ステップＳ５４では、ＣＰＵ１１０は、２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間が１
０分以上で、かつ１時間以下であるか否かを判別する。
【０４６４】
　２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間が１０分未満または１時間より長かった場合
は、ステップＳ５５でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が食前血
糖値であると記録する。ＣＰＵ１１０は、食前血糖値と記録すると、[食事イベント検知
処理モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４６５】
　上記ステップＳ５４で２．５ＭＥＴｓ以上の波形間の時間が１０分以上で、かつ１時間
以下であった場合は、ステップＳ５６に進む。
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【０４６６】
　ステップＳ５６では、ＣＰＵ１１０は、２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の
生活活動量が１．７～１．９ＭＥＴｓの範囲内にあるか否かを判別する。これは、食事の
際の生活活動量が平均して１．７～１．９ＭＥＴｓの範囲内であることを基準に判別して
いる。この範囲は、個人差に応じて適宜変更してもよい。
【０４６７】
　２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の生活活動量が１．７～１．９ＭＥＴｓの
範囲を外れることがある場合は、ステップＳ５７でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直
前に測定した血糖値が食前血糖値であると記録する。ＣＰＵ１１０は、食前血糖値と記録
すると、[食事イベント検知処理モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻
る。
【０４６８】
　上記ステップＳ５６で２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の生活活動量が１．
７～１．９ＭＥＴｓの範囲内であった場合は、ステップＳ５８に進む。
【０４６９】
　ステップＳ５８では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にその間を食事として記録し、ス
テップＳ５９でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値を食後血糖値と
して記録する。ＣＰＵ１１０は、血糖値を食後血糖値として記録すると、[食事イベント
検知処理モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４７０】
　すなわち、生活活動量が２．５ＭＥＴｓ以上となる波形が１０分以上１時間以下の間隔
で２つ識別され、その２つの波形の間の生活活動量が１．７～１．９ＭＥＴｓの場合にの
み、食事が行われたと判定して、直前に測定した血糖値を食後血糖値とみなす。そして、
この条件を満たさない場合は、全て食前血糖値とみなす。
【０４７１】
　[食事イベント検知処理モード２]
　図１７は、血糖値測定装置１００の食事イベント検知処理モード２を示すフローチャー
トである。
【０４７２】
　[食事イベント検知処理モード２]は、[血糖値測定モード１]又は[血糖値測定モード２]
終了によりスタートする。ステップＳ６１では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１に格納さ
れている過去３時間の活動記録を確認・検索する。例えば、ＣＰＵ１１０は、図１３に示
すような生活活動を過去３時間に亘って確認する。
【０４７３】
　基本的な食事の判定基準は、食事イベント検知処理モード１とほぼ同じであり、そこに
時間帯による判別を追加するようにしている。
【０４７４】
　ステップＳ６２では、ＣＰＵ１１０は、過去３時間の間に、生活活動量が２．５ＭＥＴ
ｓ以上となる波形が２つ以上あるか否かを判別する。
【０４７５】
　３時間の間に２．５ＭＥＴｓ以上の波形が２つ以上ない場合は、ステップＳ６３でＣＰ
Ｕ１１０は、０時～１１時，１１時～１６時，１６時～２４時のうちどの時間帯かを判別
する。
【０４７６】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ６４でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、
直前に測定した血糖値が朝食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時
の場合は、ステップＳ６５でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が
昼食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ６
６でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が夕食前血糖値であると記
録する。
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【０４７７】
　ＣＰＵ１１０は、食前血糖値と記録すると、[食事イベント検知処理モード２]を終了し
、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４７８】
　上記ステップＳ６２で３時間の間に２．５ＭＥＴｓ以上の波形が２つ以上ある場合は、
ステップＳ６７に進む。
【０４７９】
　ステップＳ６７では、ＣＰＵ１１０は、２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間が１
０分以上で、かつ１時間以下であるか否かを判別する。
【０４８０】
　２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間が１０分未満又は１時間より長かった場合は
、ステップＳ６８でＣＰＵ１１０は、０時～１１時，１１時～１６時，１６時～２４時の
うちどの時間帯かを判別する。
【０４８１】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ６９でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、
直前に測定した血糖値が朝食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時
の場合は、ステップＳ７０でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が
昼食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ７
１でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が夕食前血糖値であると記
録する。
【０４８２】
　ＣＰＵ１１０は、食前血糖値と記録すると、[食事イベント検知処理モード２]を終了し
、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４８３】
　上記ステップＳ６７で２．５ＭＥＴｓ以上の波形間の時間が１０分以上で、かつ１時間
以下であった場合は、ステップＳ７２に進む。
【０４８４】
　ステップＳ７２では、ＣＰＵ１１０は、２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の
生活活動量が１．７～１．９ＭＥＴｓの範囲内にあるか否かを判別する。
【０４８５】
　２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の生活活動量が１．７～１．９ＭＥＴｓの
範囲を外れることがある場合は、ステップＳ７３でＣＰＵ１１０は、０時～１１時，１１
時～１６時，１６時～２４時のうちどの時間帯かを判別する。
【０４８６】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ７４でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、
直前に測定した血糖値が朝食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時
の場合は、ステップＳ７５でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が
昼食前血糖値であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ７
６でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が夕食前血糖値であると記
録する。
【０４８７】
　ＣＰＵ１１０は、食前血糖値と記録すると、[食事イベント検知処理モード２]を終了し
、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４８８】
　上記ステップＳ７２で２．５ＭＥＴｓ以上の２つの波形間の時間帯の生活活動量が１．
７～１．９ＭＥＴｓの範囲内であった場合は、ステップＳ７７に進む。
【０４８９】
　ステップＳ７７では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にその間を食事として記録する。
【０４９０】
　ステップＳ７８では、ＣＰＵ１１０は、０時～１１時，１１時～１６時，１６時～２４



(56) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

時のうちどの時間帯かを判別する。
【０４９１】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ７９でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、
直前に測定した血糖値が朝食後血糖値であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時
の場合は、ステップＳ８０でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が
昼食後血糖値であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ８
１でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に、直前に測定した血糖値が夕食後血糖値であると記
録する。
【０４９２】
　ＣＰＵ１１０は、血糖値を食後血糖値として記録すると、[食事イベント検知処理モー
ド２]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０４９３】
　すなわち、食事イベント検知処理モード１に加えて、朝食、昼食、夕食のどの時間帯に
血糖値を測定したかが分かるようにしたものである。
【０４９４】
　上述したフローを実行することにより、自動で食事時間を検知後、任意のタイミングで
食前後の血糖値の一覧表を表示することができる。
【０４９５】
　図１８及び図１９は、食前後の血糖値の一覧表を示す図である。
【０４９６】
　図１８の一覧表は、左欄に食前に測定された血糖値を、右欄に食後に測定された血糖値
を表示している。例えば、この血糖値の表示は、ＣＰＵ１１０が、血糖値測定装置１００
の表示部１０２（図１参照）に表示する。
【０４９７】
　図１８に示すように、食前後の各欄最上段に任意の期間の平均値を表示する。選択中の
血糖値は、日付、血糖値測定時間、血糖値、及び血糖値の管理状態のフィードバック記号
等が図１８のように一緒に白黒反転するか、枠に囲まれて使用者がわかるように表示され
る。
【０４９８】
　図１８では、選択された血糖値測定日から遡った２週間平均値が表示されている。これ
は一例であり、選択された血糖値測定日以降の２週間平均値を表示することも可能である
。
【０４９９】
　また、各食前後の平均値は、１日、１週間、２週間、３週間、４週間、３０日、及び全
データと変更できる。図１８中、「▲」記号は表示外の血糖値を選択可能なことを示して
いる。
【０５００】
　また、図１９に示すように、血糖値は、血糖値測定時間順に表示することも可能である
。その際、各血糖値が食前か食後かが使用者がわかるように、図１９では食前記号「♪」
と食後記号「！」で分類している。「♪」及び「！」の数は、食前食後の経過時間の目安
を表示する。これは一例であり、食前食後の記号は図以外の記号を用いてもよい。
【０５０１】
　このように、本実施の形態によれば、患者の手を煩わすことなく自動で臨床的に重要で
ある血糖値の測定が食前か食後かを適切に精度良く検知して記録することができ、食事な
ど生活活動に起因する詳細な血糖値管理がはじめて可能になった。血糖値管理の面で臨床
的意義は大きい。
【０５０２】
　（実施の形態３）
　実施の形態２は、生活活動及び血糖値を用いたイベントのうち、食事の生活活動につい
て説明した。実施の形態３では、生活活動及び血糖値を用いたイベントのうち、睡眠の生
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活活動について詳細に説明する。
【０５０３】
　本発明の実施の形態３に係る血糖値測定システムのハード的構成は、図１乃至図３と同
様である。
【０５０４】
　以下、睡眠イベントの検知とその重要性について説明する。
【０５０５】
　臨床的に睡眠イベントの検知は非常に重要であり、糖尿病患者にとって睡眠と血糖値に
は密接な関係がある。これは以下の理由による。
【０５０６】
　糖尿病患者で多い無呼吸症候群を発症すると睡眠時に血糖値が大きく上昇するため、何
時間どのような睡眠を取ったのかを医療従事者が知ることは適切な血糖値管理を進めてい
く上で重要である。しかしながら、従来は、一般の加速度計を用いて睡眠状態を観察する
ことが臨床に応用されていないので、医療従事者に対して記録を残すには、患者自身が血
糖値記録ノートに主観で睡眠状態を記載するしか方法はなかった。
【０５０７】
　このため、多くの患者がその不便さから睡眠状態とその時間を記録していなく血糖管理
が非常に困難な状況にあるのが現状である。しかも、インスリンポンプを用いた治療を行
っているような重篤な糖尿病患者は暁現象により朝方の血糖値が上昇するため、インスリ
ン量の調整も兼ね夜中の３時頃血糖値を測定する必要がある。
【０５０８】
　仮に、加速度計のみで睡眠状態の検知を行っても血糖値測定を起因とする活動量は寝返
りを起因とする活動量とほぼ同じであり、実際の睡眠状態や生活活動量を反映することに
はならない。
【０５０９】
　本実施の形態では、患者の手を煩わすことなく自動で臨床的に重要である正確な睡眠時
間とその状態を適切に精度良く検知し、記録する。
【０５１０】
　以下、睡眠処理について説明する。
【０５１１】
　睡眠処理モードは、睡眠イベント検知の基本モードである[睡眠処理モード１]と所定時
間帯の睡眠イベントを検知する[睡眠処理モード２]とがある。いずれのモードも[血糖値
測定モード]終了から移行する。
【０５１２】
　[睡眠処理モード１]
　図２０は、血糖値測定装置１００の睡眠処理モード１を示すフローチャートである。本
フローは、ＣＰＵ１１０（図２）により所定タイミングで繰返し実行される。
【０５１３】
　[睡眠処理モード１]は、[血糖値測定モード１]又は[血糖値測定モード２]終了によりス
タートする。ステップＳ９１では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１に格納されている過去
６時間の活動記録を確認・検索する。例えば、ＣＰＵ１１０は、図１３に示すような生活
活動を過去６時間に亘って確認する。
【０５１４】
　そして、その過去６時間の中の連続する２時間における生活活動量を順次抽出し、以下
に示す判別及び確認を行う。この連続する２時間は、６時間を２時間ずつに３分割したも
のでもよいし、１時間ずつオーバーラップさせて、６時間を５分割したものでもよい。
【０５１５】
　オーバーラップさせる時間は、自由に設定することができる。以下では、１時間ずつオ
ーバーラップさせて、６時間を５分割した例を示す。
【０５１６】
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　ステップＳ９２では、ＣＰＵ１１０は、上述した連続する２時間において、生活活動量
の値が１ＭＥＴ以上２ＭＥＴｓ以下となる時間を積算する。そして、積算した時間が、連
続する２時間の中の６０％以上を占めれば、その連続する２時間を活動領域として認識す
る。そして、ＣＰＵ１１０は、過去６時間の中に前記活動領域があるか否かを判別する。
【０５１７】
　前記活動領域がない場合は、[睡眠処理モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図
８）に戻る。
【０５１８】
　前記活動領域がある場合は、ステップＳ９３に進む。
【０５１９】
　ステップＳ９３では、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ９２で検知した前記活動領域の時間
帯の一部を含む、又は、前記活動領域に隣接する前後の連続する２時間において、生活活
動量の値が１ＭＥＴとなる時間を積算する。そして、積算した時間が、連続する２時間の
６０％以上を占める時間帯（以下、この時間帯を非活動領域と呼ぶ）があるか否かを判別
する。
【０５２０】
　ステップＳ９３で判別の対象とした時間帯に前記非活動領域が無い場合は、睡眠に相当
する生活活動量が低い時間が、前記活動領域の前後に無いことを意味する。したがって、
前記活動領域は、「睡眠中」ではなく、「ごろ寝・リラックス中」であったとして、ステ
ップＳ９４へと移行する。
【０５２１】
　ステップＳ９４でＣＰＵ１１０は、ステップＳ９３で判別の対象とした時間帯だけでな
く、過去６時間に遡って前記活動領域があるか否かを確認する。そして、前記活動領域が
あれば、上述したオーバーラップさせる時間を考慮しつつ、過去６時間中の前記活動領域
のトータル時間を求める。そしてこのトータル時間を「ごろ寝・リラックス中」が続いた
継続時間として抽出する。
【０５２２】
　ステップＳ９５では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にごろ寝・リラックス中というス
テータスと、ステップＳ９２で検知した活動領域及びステップＳ９３で判別した結果と、
ステップＳ９４で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録する。これらステータスと
生活活動量と継続時間の情報は、後に患者の睡眠イベントを解析するのに用いることがで
きる。
【０５２３】
　そして、ＣＰＵ１１０は、ごろ寝・リラックス中と処理・記録すると、[睡眠処理モー
ド１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０５２４】
　上記ステップＳ９３で判別の対象とした時間帯に前記非活動領域がある場合は、ステッ
プＳ９６へ移行する。これは、前記活動領域が「睡眠中」であったことを意味する。
【０５２５】
　そして、ステップＳ９６において、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ９３で判別の対象とし
た時間帯だけでなく、過去６時間に遡って前記非活動領域を確認する。前記非活動領域が
あれば、上述したオーバーラップさせる時間を考慮しつつ、過去６時間中の前記非活動領
域のトータル時間を求める。そしてこのトータル時間を「睡眠中」が続いた継続時間とし
て抽出する。
【０５２６】
　ステップＳ９７では、ＣＰＵ１１０は、睡眠中、すなわち前記活動領域及びステップＳ
９６で検出した領域の中に血糖値測定記録があるか否かを判別する。
【０５２７】
　睡眠中に血糖値測定記録がない場合は、ステップＳ９８でＣＰＵ１１０は、記録部１１
１に睡眠というステータスと、ステップＳ９２で検知した活動領域及びステップＳ９３で
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判別した結果と、ステップＳ９６で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録する。こ
れらステータスと生活活動量と継続時間の情報は、後に患者の睡眠イベントを解析するの
に用いられる。
【０５２８】
　そして、ＣＰＵ１１０は、睡眠と処理・記録すると、[睡眠処理モード１]を終了し、[
生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０５２９】
　上記ステップＳ９７で睡眠中に血糖値測定記録がある場合は、ステップＳ９９でＣＰＵ
１１０は、記録部１１１に血糖値測定記録前後５分間を活動時間であるというステータス
と、ステップＳ９２で検知した活動領域及びステップＳ９３で判別した結果と、ステップ
Ｓ９６で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録する。
【０５３０】
　その後、ＣＰＵ１１０は、[睡眠処理モード１]を終了し、[生活活動測定モード]（図８
）に戻る。
【０５３１】
　[睡眠処理モード２]
　図２１は、血糖値測定装置１００の睡眠処理モード２を示すフローチャートである。
【０５３２】
　[睡眠処理モード２]は、[血糖値測定モード１]又は[血糖値測定モード２]終了によりス
タートする。ステップＳ１０１では、ＣＰＵ１１０は、時計データを確認し、２０時～翌
日９時の間か否かを判別する。
【０５３３】
　２０時～翌日９時の間でない場合は、[睡眠処理モード２]を終了し、[生活活動測定モ
ード]（図８）に戻る。
【０５３４】
　２０時～翌日９時の間である場合は、ステップＳ１０２でＣＰＵ１１０は、記録部１１
１に格納されている過去６時間の活動記録を確認・検索する。例えば、ＣＰＵ１１０は、
図１３に示すような生活活動を過去６時間に亘って確認する。そして、［睡眠処理モード
１］と同様に生活活動量を抽出して判別及び確認を行う。
【０５３５】
　ステップＳ１０３では、ＣＰＵ１１０は、［睡眠処理モード１］のステップＳ９２と同
様に、過去６時間に遡って前記活動領域があるか否かを判別する。
【０５３６】
　前記活動領域がない場合は、[睡眠処理モード２]を終了し、[生活活動測定モード]（図
８）に戻る。
【０５３７】
　前記活動領域がある場合は、ステップＳ１０４に進む。
【０５３８】
　ステップＳ１０４では、ＣＰＵ１１０は、［睡眠処理モード１］のステップＳ９３と同
様に、ステップＳ１０３で検知した前記活動領域の時間帯の一部を含む、又は、前記活動
領域に隣接する時間帯に前記非活動領域があるか否かを判別する。
【０５３９】
　ステップＳ１０３で判別を実施した時間帯に前記非活動領域が無い場合は、睡眠に相当
する生活活動量が低い時間が、前記活動領域の前後に無いことを意味する。したがって、
前記活動領域は、「睡眠中」ではなく、「ごろ寝・リラックス中」であったとして、ステ
ップＳ１０５へ移行する。
【０５４０】
　ステップＳ１０５でＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０４で判別の対象とした時間帯だけ
でなく、過去６時間に遡って前記活動領域があるか否かを確認する。そして、前記活動領
域があれば、［睡眠処理モード１］と同様に、過去６時間中の前記活動領域のトータル時
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間を求める。そしてこのトータル時間を「ごろ寝・リラックス中」が続いた継続時間とし
て抽出する。
【０５４１】
　ステップＳ１０６では、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にごろ寝・リラックス中という
ステータスと、ステップ１０３で検知した活動領域及びステップＳ１０４で判別した結果
と、ステップＳ１０５で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録する。これらステー
タスと生活活動量と継続時間の情報は、後に患者の睡眠イベントを解析するのに用いられ
る。
【０５４２】
　そして、ＣＰＵ１１０は、ごろ寝・リラックス中と処理・記録すると、[睡眠処理モー
ド２]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０５４３】
　上記ステップＳ１０４で判別の対象とした時間帯に前記非活動領域がある場合は、ステ
ップＳ１０７へ移行する。これは、前記活動領域が「睡眠中」であったことを意味する。
【０５４４】
　そして、ステップＳ１０７において、ＣＰＵ１１０は、ステップＳ１０４で判別の対象
とした時間帯だけでなく、過去６時間に遡って前記非活動領域を確認する。前記非活動領
域があれば、［睡眠処理モード１］と同様に、過去６時間中の前記非活動領域のトータル
時間を求める。そしてこのトータル時間を「睡眠中」が続いた継続時間として抽出する。
【０５４５】
　ステップＳ１０８では、ＣＰＵ１１０は、睡眠中、すなわち前記活動領域及びステップ
Ｓ１０７で検出した領域の中に血糖値測定記録があるか否かを判別する。
【０５４６】
　睡眠中に血糖値測定記録がない場合は、ステップＳ１０９でＣＰＵ１１０は、記録部１
１１に睡眠というステータスと、ステップＳ１０３で検知した活動領域及びステップＳ１
０４で判別した結果と、ステップＳ１０７で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録
する。これらステータスと生活活動量と継続時間の情報は、後に患者の睡眠イベントを解
析するのに用いられる。
【０５４７】
　そして、ＣＰＵ１１０は、睡眠と処理・記録すると、[睡眠処理モード２]を終了し、[
生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０５４８】
　上記ステップＳ１０８で睡眠中に血糖値測定記録がある場合は、ステップＳ１１０でＣ
ＰＵ１１０は、記録部１１１に血糖値測定記録前後５分間を活動時間であるというステー
タスと、ステップＳ１０３で検知した活動領域及びステップＳ１０４で判別した結果と、
ステップＳ１０７で抽出した継続時間とを関連付けて処理・記録する。
【０５４９】
　その後、ＣＰＵ１１０は、[睡眠処理モード２]を終了し、[生活活動測定モード]（図８
）に戻る。
【０５５０】
　このように、本実施の形態によれば、患者の手を煩わすことなく自動で臨床的に重要で
ある正確な睡眠時間とその状態を適切に精度良く検知して記録することができる。また、
重篤な糖尿病患者のように、朝方の血糖値が上昇する現象にも適切に対処することができ
、睡眠など生活活動に起因する多面的な血糖値管理がはじめて可能になった。血糖値管理
の面で臨床的意義は大きい。
【０５５１】
　（実施の形態４）
　実施の形態４は、生活活動測定モードの別の態様を説明する。
【０５５２】
　本発明の実施の形態４に係る血糖値測定システムのハード的構成は、図１乃至図３と同
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様である。
【０５５３】
　[生活活動測定モード２]
　図２２は、血糖値測定装置１００の生活活動測定モード２を示すフローチャートである
。
【０５５４】
　まず、ステップＳ１１１でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を取得する。
【０５５５】
　ステップＳ１１２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力が０以外か否かを
判別する。
【０５５６】
　加速度センサ１１２の出力が０以外でない、すなわち加速度センサ１１２が動きを検出
している場合は、ステップＳ１１３に進み、加速度センサ１１２の出力が０以外の場合は
ステップＳ１１６に進む。
【０５５７】
　ステップＳ１１３では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に糖尿病自己
管理装置（血糖値測定装置１００）が横置きか否かを判別する。糖尿病自己管理装置（血
糖値測定装置１００）が横置きの場合は、ステップＳ１１４でＣＰＵ１１０は横置き状態
で所定時間（例えば５秒間）待機してステップＳ１１５に進む。糖尿病自己管理装置（血
糖値測定装置１００）が横置きでない場合は、そのままステップＳ１１５に進む。
【０５５８】
　ステップＳ１１５では、ＣＰＵ１１０は、所定時間（例えば５秒間）後加速度センサ１
１２の出力を取得して上記ステップＳ１１１に戻る。糖尿病自己管理装置（血糖値測定装
置１００）の水平状態を検知し、水平状態であれば少なくとも５秒間待機した上で、また
水平状態でなければ５秒後に加速度センサ１１２の出力を取得する。加速度センサ１１２
から適正な出力結果を得るためである。
【０５５９】
　一方、上記ステップＳ１１２で加速度センサ１１２の出力が０以外の場合は、ステップ
Ｓ１１６でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に活動量（生活活動量）を演
算する。
【０５６０】
　ステップＳ１１７では、ＣＰＵ１１０は、活動量が入力された上限制限値以内か否かを
判別する。
【０５６１】
　活動量が入力された上限制限値以内でない場合は、ステップＳ１１８でＣＰＵ１１０は
、制限値超過であることを、音、表示、点滅表示又はこれらの組合わせにより使用者に知
らせる。なお、音声合成ＬＳＩを用いて音声により報知してもよい。
【０５６２】
　ステップＳ１１９では、制限値超過活動量を記録部１１１に記録して本フローを終了す
る。
【０５６３】
　一方、上記ステップＳ１１７で活動量は入力された上限制限値以内の場合は、ステップ
Ｓ１２０でＣＰＵ１１０は、演算した活動量を記録部１１１に記録して本フローを終了す
る。
【０５６４】
　なお、上記血糖値測定装置１００の水平状態を検知するステップＳ１１２は、原理説明
の〔Ａ．高精度測定制御〕の一態様である。
【０５６５】
　次に、生活活動上限制限モードについて説明する。
【０５６６】
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　[生活活動上限制限モード]
　図２３は、血糖値測定装置１００の生活活動上限制限モードを示すフローチャートであ
る。
【０５６７】
　図２３の[生活活動上限制限モード]は、動き動作測定中にスタートし、ステップＳ１２
１でＣＰＵ１１０は、血糖値測定装置１００のセンサ装着部１０１にバイオセンサ（血糖
値センサ２００）が挿入されたか否かを検知する。血糖値センサ２００が規定箇所まで装
着されると、動き測定動作を停止し、[血糖値測定モード２]（図１２）へ移行する。
【０５６８】
　このように、本実施の形態によれば、実施の形態１の効果に加えて、活動量が制限値超
過である旨を使用者に知らせることができ、使用者に注意を喚起することができる。
【０５６９】
　（実施の形態５）
　上記各実施の形態１～４に係る糖尿病自己測定装置（血糖値測定装置１００）は、バイ
オセンサ（血糖値センサ２００）により測定された血糖値と動き測定部（加速度センサ）
１１２により検出された生活活動量とを組合わせることで、生活活動に起因する詳細な血
糖値管理を可能にした。
【０５７０】
　実施の形態５では、上記優れた特長を有する血糖値測定システムの効果的な使用方法に
ついて説明する。
【０５７１】
　図２４は、血糖値測定装置１００の使用例を示す図であり、血糖値測定装置１００をジ
ーンズのポケット外に装着した例を示す。
【０５７２】
　図２４に示すように、ジーンズのポケット３０１に装着ユニット３００を装着し、この
装着ユニット３００に血糖値測定装置１００を結合させている。
【０５７３】
　装着ユニット３００と血糖値測定装置１００の接合部は、１軸方向にフレキシブルに回
転する。この構成により、使用者が表示部を確認する際に、装着ユニット３００をポケッ
ト３０１に装着したままで、血糖値測定装置１００との接続角度を自在に動かすことで、
表示内容を確認することができる。この接合部は２軸や３軸など他の方向を向く構成とし
てもなんら問題はない。
【０５７４】
　図２４では、血糖値測定装置１００は露出しており、かつ電子機器であることから、防
水の構成とする。また、水濡れした際に濡れた旨を表示する手段を備えること、表示部や
各操作キー部にカバーを付けて血糖値測定装置１００本体を保護すること、表示を人目か
ら避けるために表示部を人体側に向けて装着することも可能である。
【０５７５】
　なお、ジーンズのポケット３０１に装着することを例示したが、ウエスト部分のベルト
や、下着、洋服、洋服ポケット、靴、帽子など人体が身につける衣服やネックレス、ブレ
スレット、など装飾品やペン、腕時計など通常身につけるものとしての装着等、同様の効
果を得られる部位、形態において装着可能である。
【０５７６】
　図２５は、血糖値測定装置１００の使用例を示す図であり、血糖値測定装置１００にス
トラップクリップを装着した例である。
【０５７７】
　図２５に示すように、血糖値測定装置１００は、ストラップクリップ３０２とミニクリ
ップ３０３とを備える。
【０５７８】
　ストラップクリップ３０２は、血糖値測定装置１００が例えば腕が物理的に接触しては
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ずれるなど、なんらかの原因で、装着部から外れて落下することを防ぐために、装備され
る。ストラップクリップ３０２は、一端は血糖値測定装置１００と接続し、他方は小型の
挟み具構造であるミニクリップ３０３によりジーンズポケット３０１の縁に挟み止める。
使用者は、本システムを使用しない時には、ミニクリップ３０３の挟み止め部分を解除し
て血糖値測定システム全体を外す。
【０５７９】
　ストラップクリップ３０２は、血糖値測定装置１００と着脱可能であり、ストラップク
リップ３０２の紐部は螺旋形状として伸び縮みするものが好ましい。また、ストラップク
リップ３０２は、血糖値測定装置１００に直接装着することで、血糖値測定時には、装着
クリップから分離させて測定する際にも、ミニクリップ３０２によって接続されており、
使用性を向上させ且つ、落下防止させることが可能である。
【０５８０】
　図２６は、血糖値測定装置１００の使用例を示す図であり、血糖値測定装置１００から
装着ユニット３００を分離した例である。図２６に示すように、装着ユニット３００は衣
服などから取り外されまた、血糖値測定装置１００と装着ユニット３００は分離されてい
る。
【０５８１】
　図２７は、血糖値測定装置１００の使用例を示す図であり、血糖値測定装置１００の腰
下装着の概念を示す。図２７に示すように、血糖値測定装置１００をベルト部３０４に装
着する。生活活動量の計測や血糖値測定を実施することなどから、図２４のジーンズポケ
ット３０１設置同様、腰下部位に装着することが好ましいが、腰下以外の部位にも装置の
形状や寸法、サイズなど当業者が自由に選択でき同様に各部位に装着可能である。
【０５８２】
　また、専用ポケットなどを配して専用衣服に直接入れることや、人目が気になる場合、
下着や外部から見えない部位に装着することなど可能である。また、装着時には、日常生
活動作における手や腕との接触を避けるために、血糖値測定装置１００上面が、腰部のズ
ボンやベルトの上端面より下側になるように取り付けられることが好ましい。
【０５８３】
　（実施の形態６）
　図２８は、本発明の実施の形態６に係る血糖値測定システムの概観を示す図である。本
実施の形態は、血糖値測定システムを血糖測定装置内蔵型ベルトに適用した例である。
【０５８４】
　図２８に示すように、血糖値測定システム４０１は、血糖値測定装置４０２と、血糖値
測定装置４０２が装着されたベルトバックル部４０３と、ベルトバックル部４０３を備え
るベルト４０４とから構成される。
【０５８５】
　血糖値測定装置４０２は、図１及び図２の血糖値測定装置１００と同様の機能を有する
。
【０５８６】
　図２９は、上記血糖値測定装置４０２の表示部が確認できるようにベルトバックル部４
０３を開いた状態を示す図である。
【０５８７】
　図２９に示すように、血糖値測定装置４０２は、ベルトバックル部４０３に組み込まれ
たセンサ装着部４０３ａ、ヒンジ部４０５、表示部４０６、操作キー４０７、及びメモリ
兼決定キー４０８を備えて構成される。
【０５８８】
　センサ装着部４０３ａは、図１及び図２に示す血糖値センサ２００が装着可能である。
【０５８９】
　ヒンジ部４０５は、血糖値測定装置４０２とベルトバックル部４０３とを回動自在に支
持する。
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【０５９０】
　表示部４０６は、ＬＣＤなどにより構成され、測定の履歴などを表示する。図２９では
、表示部４０６は、計測された生活活動量を表示している。
【０５９１】
　操作キー４０７は、ここでは矢印キーからなり、メモリ兼決定キー４０８と共にソフト
プログラムに使用者が指令を入力する。
【０５９２】
　メモリ兼決定キー４０８は、表示部４０６に各測定の履歴などを表示させ、使用者が確
認する際に表示の指令を入力する。メモリ兼決定キー４０８は、操作キー４０７と共にソ
フトプログラムに使用者が指令を入力する。
【０５９３】
　血糖値測定装置４０２は、ベルトバックル部４０３に内蔵される。血糖値測定システム
４０１では、血糖値測定装置４０２がベルトバックル部４０３に装着されたベルト４０４
を使用することで、血糖値測定装置４０２の設置忘れを防止することができる。また、ベ
ルトバックル部４０３に血糖値測定装置４０２の機能が搭載されているため、血糖値測定
装置４０２をポケットなどに改めて装着する必要がなく、煩わしくなることもない。
【０５９４】
　図３０は、上記血糖値測定装置４０２をベルトバックル部４０３から取り外した状態を
示す図である。
【０５９５】
　図３０では、表示部４０６は、血糖値センサ２００を用いた血糖値測定結果を表示して
いる。
【０５９６】
　図３０に示すように、血糖値測定装置４０２に血糖値センサ２００を装着した状態で血
糖値測定を行う。血糖値測定装置４０２は、図１及び図２に示す血糖値測定装置１００と
同様に、内部に加速度センサや角速度センサを含むことから、表示部４０６に表示するデ
ータは、使用者が確認し易いように上下反転することが好ましい。なお、この表示の上下
反転することは、実施の形態５のクリップで装着する態様においても同様である。
【０５９７】
　（実施の形態７）
　実施の形態７は、ＣＧＭセンサユニットについて説明する。実施の形態１乃至６の血糖
値測定装置１００がバイオセンサとして血糖値を検知する血糖値センサ２００を用いてい
た。これに対し、実施の形態７のＣＧＭセンサユニットは、バイオセンサとして連続グル
コースモニタリング（ＣＧＭ：ＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳ　ＧＬＵＣＯＳＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ
ＩＮＧ）値を用いる。ＣＧＭ値は、皮下に挿入されたＣＧＭセンサにより検知される。
【０５９８】
　このセンサ系の違いによりＣＧＭセンサユニットは、実施の形態１乃至６の血糖値測定
装置１００よりもさらに小型・軽量、薄型に構成される。
【０５９９】
　図３１は、本発明の実施の形態７に係るＣＧＭセンサユニットの概略図である。本実施
の形態は、血糖値測定システムをＣＧＭセンサユニットに適用した例である。
【０６００】
　図３１に示すように、ＣＧＭセンサユニット５００は、ＣＧＭセンサユニット回路部５
１０、生活活動計測部５２０、通信部５３０、電源５４０、温度計測部５５０及びＣＧＭ
センサコネクタ６００Ａを備えて構成される。
【０６０１】
　また、ＣＧＭセンサ６００は、皮下に侵襲され間質液における糖値を連続的に検知する
働きを持ち、酵素などの試薬が固定化されている。ＣＧＭセンサ６００は、ＣＧＭセンサ
コネクタ６００Ａを介してＣＧＭセンサユニット回路部５１０に接続される。ＣＧＭセン
サ６００の詳細については、図３２Ａ－Ｃにより後述する。
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【０６０２】
　ＣＧＭセンサユニット回路部５１０は、ＣＧＭ検出系に関する機能以外は、人体の生活
活動量を計測することに関して、図１及び図２の血糖値測定装置１００と同様の制御動作
を実行する。
【０６０３】
　具体的には、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０は、各部の制御や、ＣＧＭセンサ６０
０によって検知された間質液中の糖値であるＣＧＭ値と、生活活動計測部５２０により測
定された動き情報とを対応付けて内部の記録部１１１（図２）に記録する。ＣＧＭセンサ
ユニット回路部５１０は、内部の記録部１１１（図２）に記録した、動き情報とを対応付
けたＣＧＭ値を、通信部５３０により血糖値測定装置１００（図２）にデータ送信する制
御を行う。
【０６０４】
　生活活動計測部５２０は、図１及び図２の動き測定部（加速度センサ）１１２と同様の
生活活動計測を行う。但し、この生活活動計測部５２０は、ＣＧＭセンサユニット５００
の移動量を出力する。
【０６０５】
　通信部５３０は、専用又は汎用の通信手段であり、無線・有線を問わない。また、通信
方式としては、より低消費電力が要求される特定近距離無線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅｂａｎｄ）、ＲＦ通信等無線であってもよい。上
記特定近距離無線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）及びＵＷＢは、小電力近距離双方向
無線通信方式と呼ばれることがある。
【０６０６】
　温度計測部５５０は、人体の温度を測定して出力する。ＣＰＵ１１０は、温度計測部５
５０により計測された温度を、血糖値や生活活動量と関連付けて記録部１１１に記録する
。
【０６０７】
　ＣＧＭセンサユニット５００は、直接皮膚上に配するため、より正確な生活活動を計測
できる。また、ＣＧＭセンサユニット５００には、温度計測機能を持つことが好ましい。
温度計測は、ＣＧＭセンサから異常値が発生することを防止することや、バイタルサイン
として、体温をモニタリングすることも可能である。
【０６０８】
　ＣＧＭセンサユニット５００は、図１の血糖値測定装置１００と比較して、より小型・
軽量、薄型である。ＣＧＭセンサユニット５００は、筐体の大きさ及び形状は限定されな
いが、被験者が常時装着していても違和感がない大きさ（例えば、コイン大）であること
が好ましい。ＣＧＭセンサユニット５００は、後述する図３８のＣＧＭインスリンポンプ
ユニット８００と同様に、被験者の身体に装着される。
【０６０９】
　ＣＧＭセンサユニット５００は、被験者の身体に装着して使用される。このため、ＣＧ
Ｍセンサユニット５００の筐体の大きさは、できるだけ小型・軽量、薄型であることが求
められる。
【０６１０】
　本実施の形態では、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０（分析物測定手段と睡眠時間検
出手段を兼ねる）は、図２の血糖値測定装置１００から、表示部１０２、操作キー１０３
及びメモリ兼決定キー１０４を取り除いた構成となっている。
【０６１１】
　また、図２の血糖値測定装置１００の血糖値測定回路部１１３は、ＣＧＭセンサユニッ
ト回路部５１０に内蔵され、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０の該当回路部は、血糖値
に代えてＣＧＭＳ値を測定する。ＣＧＭセンサユニット回路部５１０は、図２の血糖値測
定装置１００のコンピュータインターフェース１１６に代えて通信部５３０を有する。
【０６１２】
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　ＣＧＭセンサユニット５００と血糖値測定装置１００（図１及び図２）は、以上の差異
がある他は、基本的な構成は同じである。すなわち、ＣＧＭセンサユニット５００と血糖
値測定装置１００は共に、人体活動に伴う動き情報として測定する動き測定手段（ＣＧＭ
センサユニット５００にあっては生活活動計測部５２０、血糖値測定装置１００にあって
は動き測定部１１２）と、測定された動き情報と測定された血糖値又はＣＧＭ値の測定値
とを対応付けて記録する記録部１１１（図２）とを備える。
【０６１３】
　換言すれば、本実施の形態の測定装置は、人体活動に伴う動き情報として測定する動き
測定手段と、測定された前記動き情報と測定手段により測定された測定値とを対応付けて
メモリに記録する記録手段とを備える構成であればどのような態様でもよい。
【０６１４】
　図３２Ａは、上記ＣＧＭセンサ６００の詳細な構成を示す斜視図、図３２Ｂは、図３２
ＡのＡ－Ａ矢視断面図、図３２Ｃは、ＣＧＭセンサ６００の寸法例を示す。なお、図３２
Ａは、ＣＧＭセンサ６００の内部構造を説明するために先端部分を一部分解して示してい
る。
【０６１５】
　図３２Ａ．Ｂに示すように、ＣＧＭセンサ６００は、コネクタ接続部６０１と、対極・
参照極６０２と、作用極６０３と、親水ポリマー６０５、固定化酵素膜６０６及び半透膜
６０７と絶縁体６０４とから構成される。
【０６１６】
　ここでは、ＣＧＭセンサ６００のうち、親水ポリマー６０５と固定化酵素膜６０６と半
透膜６０７と絶縁体６０４で形成される層を絶縁層６０８（図３２Ｃ参照）と称する。ま
た、ＣＧＭセンサ６００のうち、対極・参照極６０２が巻きつけられておらず、且つ絶縁
層６０８から絶縁体６０４のみを剥離して、半透膜６０７がむき出しになって間質液が作
用極６０３へ向かって浸透していく部分をセンシング部６０９と称す。
【０６１７】
　なお、本実施の形態においては、絶縁層６０８は、親水ポリマー６０５と固定化酵素膜
６０６と半透膜６０７と絶縁体６０４とで形成される例を示したが、この絶縁層６０８を
形成する要素については、これらに限らない。
【０６１８】
　また、図３２Ｃに示すように、ＣＧＭセンサ６００は、断面形状が円形で、対極・参照
極６０２、絶縁層６０８及び作用極６０３の外径寸法は、それぞれ０．２ｍｍ、０．１２
ｍｍ、０．１ｍｍである。なお、断面形状及び外径寸法は、一例である。例えば、後述す
る図３５ａ．の針型バイオセンサの外径寸法は、２６ゲージ（０．４５７２ｍｍ）から２
１ゲージ（０．８１２１ｍｍ）程度である。
【０６１９】
　コネクタ接続部６０１は、ＣＧＭセンサユニット５００（図３１）のＣＧＭセンサコネ
クタ６００Ａに接続される。
【０６２０】
　ＣＧＭセンサ６００は、皮下に挿入され、脂肪細胞に囲まれでおり間質液に満たされた
環境下でグルコースを測定する。間質液は、センシング部６０９においてＣＧＭセンサ６
００に浸し込む時に、半透膜６０７によってタンパク質が取り除かれる。さらに、固定化
酵素膜６０６のグルコースオキシダーゼは、タンパク質が取り除かれた間質液に対して下
記の反応を触媒する。
【０６２１】
　Ｇｌｕｃｏｓｅ＋Ｏｘｙｇｅｎ＝Ｇｌｕｃｏｎｉｃ Ａｃｉｄ＋Ｈ２Ｏ２

【０６２２】
　作用極６０３は、上記反応で産出されたＨ２Ｏ２（過酸化水素）を電子的に検出する。
【０６２３】
　ここで、ＣＧＭセンサ６００は、実施の形態１乃至５の血糖値センサ２００と同様に、
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血液又は間質液の糖値を検知するバイオセンサである。ＣＧＭセンサ６００は、被験者の
皮下に挿入され、連続グルコースモニタリング（ＣＧＭ：ＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳ　ＧＬＵ
ＣＯＳＥ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ）値を、連続的に検知する。このため、ＣＧＭセンサ６
００を有するＣＧＭセンサユニット５００（図３１）は、被験者の皮膚上に直接貼り付け
られる。
【０６２４】
　ＣＧＭセンサユニット５００に内蔵される生活活動計測部５２０（例えば、加速度セン
サ１１２）もまた、前記被験者の皮膚上の動き、すなわち被験者の身体の動きを検知する
ことになる。つまり生活活動計測部５２０は、ＣＧＭセンサ６００が皮膚に挿入された被
験者の動きを、人体活動に伴う動き情報として測定する。
【０６２５】
　以下、上述のように構成されたＣＧＭセンサユニットの動作について説明する。
【０６２６】
　まず、ＣＧＭＳ生活活動測定モードについて説明する。
【０６２７】
　[ＣＧＭＳ生活活動測定モード]
　図３３は、ＣＧＭセンサユニット５００のＣＧＭＳ生活活動測定モードを示すフローチ
ャートである。本フローは、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０内のＣＰＵ１１０（図２
）により所定タイミングで繰返し実行される。
【０６２８】
　ＣＰＵ１１０は、図１及び図２の血糖値測定装置１００のＣＰＵ１１０と生活活動測定
処理については同様の処理を行う。すなわち、ＣＧＭセンサユニット５００は、ＣＧＭ検
出系に関する機能以外は、人体の生活活動量を計測に関して、図１及び図２の血糖値測定
装置１００と同様の制御動作を有する。
【０６２９】
　但し、ＣＧＭセンサユニット５００は、ＣＧＭセンサ６００が、皮下に挿入され、ＣＧ
Ｍ値を連続的に検知すること、またＣＧＭセンサユニット５００に収容された生活活動計
測部５２０が被験者の身体の動きを常時測定するという特徴がある。
【０６３０】
　生活活動計測部５２０は、図１及び図２の動き測定部（加速度センサ）１１２である場
合を例に採る。なお、加速度センサ１１２に代えて、角速度センサ又は振動センサなどを
用いてもよい。この加速度センサ１１２は、ＣＧＭセンサユニットの移動量を出力する。
【０６３１】
　まず、ステップＳ１３１でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を取得する。
【０６３２】
　ステップＳ１３２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力が０以外か否かを
判別する。
【０６３３】
　加速度センサ１１２の出力が０のとき、すなわち加速度センサ１１２が動きを検出して
いない場合は、ステップＳ１３３に進み、加速度センサ１１２の出力が０以外の場合はス
テップＳ１３５に進む。
【０６３４】
　ステップＳ１３３では、ＣＰＵ１１０は、所定の時間経過後、例えば３分後等に、再度
加速度センサ１１２の出力を取得する。
【０６３５】
　ステップＳ１３４では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力が０以外か否かを
判別し、加速度センサ１１２の出力が０以外である場合は、上記ステップＳ１３１に戻る
。
【０６３６】
　上記ステップＳ１３４で加速度センサ１１２の出力が０のときは、所定の間隔をおいた
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２回の加速度センサの出力が０のため、人体が動いていないと判断して、[ＣＧＭＳ睡眠
処理モード]（図３４）に移行する。
【０６３７】
　一方、上記ステップＳ１３２で加速度センサ１１２の出力が０以外の場合は、ステップ
Ｓ１３５でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に活動量（生活活動量）を演
算する。
【０６３８】
　ステップＳ１３６では、ＣＰＵ１１０は、演算した活動量を記録部１１１（図２）に記
録して本フローを終了する。
【０６３９】
　ここで、本実施の形態では、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０（図３１）が、加速度
センサ１１２の出力を基に生活活動量を演算する例について説明した。しかし、ＣＧＭセ
ンサユニット５００は、人体活動に伴う動き情報とＣＧＭセンサ６００により測定された
ＣＧＭ値とを対応付けて記録部１１１（図２）に記録する構成であればよい。
【０６４０】
　例えば、ＣＧＭセンサユニット５００は、人体活動に伴う動き情報とＣＧＭセンサ６０
０により測定されたＣＧＭ値とを対応付けて記録部１１１（図２）に記録する。そして適
時、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０（図３１）が、記録部１１１（図２）に記録され
た、動き情報に対応付けられた測定値に基づいて、生活活動量の演算を行う。このとき後
述するＣＧＭＳ睡眠処理モードを実行する態様でもよい。
【０６４１】
　すなわち、ＣＧＭセンサユニット５００は、人体活動に伴う動き情報とＣＧＭセンサ６
００により測定されたＣＧＭ値とを対応付けて記録部１１１（図２）に記録するものであ
れば、生活活動量の演算タイミングは任意である。
【０６４２】
　さらに、ＣＧＭセンサユニット５００は、上記生活活動量の演算を、血糖値測定装置１
００（図１及び図２）側で実施するようにしてもよい。この場合、ＣＧＭセンサユニット
５００は、記録部１１１（図２）に記録された、動き情報に対応付けられた測定値を、通
信部５３０（図３１）を介して血糖値測定装置１００（図１及び図２）のコンピュータイ
ンターフェース１１６（図１及び図２）にデータ転送する。
【０６４３】
　次に、ＣＧＭＳ睡眠処理モードについて説明する。
【０６４４】
　ＣＧＭセンサユニット５００は、睡眠中のＣＧＭＳ測定時におけるドリフトを考察する
必要がある。[ＣＧＭＳ睡眠処理モード]は、このドリフトを記録する。
【０６４５】
　[ＣＧＭＳ睡眠処理モード]
　図３４は、ＣＧＭセンサユニット５００のＣＧＭＳ睡眠処理モードを示すフローチャー
トである。本ＣＧＭＳ睡眠処理モードは、図３３のステップＳ１３４で加速度センサ１１
２の出力が０以外でない場合に、[ＣＧＭＳ生活活動測定モード]から移行する。
【０６４６】
　ステップＳ１４１では、ＣＰＵ１１０は、所定時間（ここでは５秒間）毎に加速度セン
サ１１２の出力を取得する。
【０６４７】
　ステップＳ１４２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力は０以外か否かを
判別し、加速度センサ１１２の出力が０以外になるまで上記ステップＳ１４１に戻って待
機する。
【０６４８】
　加速度センサ１１２の出力が０以外の場合は、ステップＳ１４３でＣＰＵ１１０は、加
速度センサ１１２の出力から演算した生活活動量が３ＭＥＴｓ以上か否かを判別する。
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【０６４９】
　加速度センサ１１２の出力から演算した生活活動量が３ＭＥＴｓ以上の場合は、[ＣＧ
ＭＳ生活活動測定モード]（図３３）に移行する。
【０６５０】
　上記ステップＳ１４３で加速度センサ１１２の出力から演算した生活活動量が３ＭＥＴ
ｓ以上でない場合は、ステップＳ１４４でＣＰＵ１１０は、バイオセンサ（血糖値センサ
）２００の挿入があるか否かを判別する。
【０６５１】
　バイオセンサ２００の挿入がある場合は、センサ挿入モード（図示略）に移行する。セ
ンサ挿入モードでは、バイオセンサ２００が適正位置に挿入されたことを検知する。
【０６５２】
　バイオセンサ２００の挿入がない場合は、ステップＳ１４５でＣＰＵ１１０は、加速度
センサ１１２の出力結果が０以外時の前後の時間におけるＣＧＭＳ記録確認・検索する。
【０６５３】
　ステップＳ１４６では、ＣＰＵ１１０は、ＣＧＭＳ記録を基に値の変化が所定値（例え
ば１０％）以上の降下か否かを判別する。
【０６５４】
　ＣＧＭＳ記録値の変化が１０％以上の降下の場合は、ステップＳ１４７でＣＰＵ１１０
は、この変化点をドリフトと記録して本フローを終了する。ＣＧＭＳ記録値の変化が１０
％未満の降下の場合は、そのまま処理を終了する。
【０６５５】
　図３５は、睡眠中のＣＧＭＳ測定とＣＧＭセンサユニット５００内の加速度センサ１１
２による身体の動きを測定した結果をグラフにして示す図である。図３５のグラフのＸ軸
は時間であり、グラフ上部はＣＧＭＳ測定の結果をｍｇ／ｄｌでＹ軸右側に示し、グラフ
下部は加速度センサ測定の結果から得られる生活活動量をＭＥＴｓでＹ軸左側に示す。白
丸がＣＧＭＳ測定結果で、連続線が生活活動量である。
【０６５６】
　本発明者らは、被験者にＣＧＭセンサユニット５００を装着し、睡眠中のＣＧＭＳ測定
と身体の動き測定とを同時に行い、測定されたＣＧＭ値と動き情報とを対応付けて記録部
１１１（図２）に記録した。
【０６５７】
　図３５は、記録部１１１に記録された睡眠中のＣＧＭＳ測定と動き測定結果をグラフ化
したものである。図３５のＣＧＭＳ測定の結果に示すように、ＣＧＭ値は、連続的に検知
されるべき値であるところ、３箇所もの不連続値（図３５ａ．ｂ．ｃ．参照。以下ドリフ
トと呼ぶ）が検知された。当初は何らかの理由によるデータ取得エラーと考えられた。
【０６５８】
　しかしながら、図３５の加速度センサ測定の結果をあわせて考察したところ、上記ＣＧ
Ｍ値のドリフト（図３５ａ．ｂ．ｃ．参照）発生時には、身体の動き測定値（図３５ｄ．
ｅ．ｆ．参照）も同時に発生していることが見出された。その後の実験及び考察により、
上記ＣＧＭ値にドリフトが発生し、かつ所定の身体の動きがある時は、「寝返り」（図３
５矢印参照）であることが判明した。
【０６５９】
　上記ドリフトが発生しない場合における、身体の動き測定値（図３５ｇ．ｈ参照）は、
「寝返り」ではないことも判明した。図３５の場合は、睡眠時間８時間の間に３回の寝返
りがあることを表している。
【０６６０】
　このように、本実施の形態では、測定された動き情報とＣＧＭ値とを対応付けて記録部
１１１に記録することで、動き情報及びＣＧＭ値の物理量とは、全く異なる「寝返り回数
」という新たな情報を、はじめて得ることができた。「寝返り回数」はまた、睡眠の深さ
すなわち睡眠の質にも関連する重要なパラメータである。
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【０６６１】
　図３５のグラフで最も注目すべき点は、ＣＧＭＳのグラフが切れているように見えるド
リフト（図３５ａ．ｂ．ｃ．参照）である。このドリフトが発生して測定値が移動してい
る時には、必ず加速度センサ１１２のグラフでは２ＭＥＴｓ以下の小さなピークを検出し
ている。
【０６６２】
　上述の通り、睡眠中の２ＭＥＴｓ以下の小さな短いピークは睡眠時の寝返りかＳＭＢＧ
による血糖値の測定のいずれかであるので、ここでは寝返りであることが分かる。ＣＧＭ
センサ６００は、腹部皮下の脂肪層に到達するよう１５ｍｍ以下の長さで、太さは２６ゲ
ージ（０．４５７２ｍｍ）から２１ゲージ（０．８１２１ｍｍ）程度の針型バイオセンサ
をトランスミッタに接続して大体１から５分毎にグルコースを測定する。
【０６６３】
　このため、ＣＧＭセンサ６００自体を直接身体に固定していない。保持しているのは、
トランスミッタとＣＧＭセンサ６００を接続している治具に密着している医療用のテープ
である。つまり、身体の３次元的な動きがＣＧＭＳセンサ装着部で起こると、脂肪ほどは
柔らかくないＣＧＭセンサ６００と周辺の柔らかい脂肪層とが一時的に離れてしまいＣＧ
ＭＳグラフにドリフトが表示されることが考えられる。
【０６６４】
　一般的にノンレム睡眠を経てレム睡眠に入るまでを「睡眠単位」と呼び、およそ９０分
かかると言われており、成人の場合、一晩に８時間眠る人は睡眠単位を５回、６時間なら
ば４回繰り返していることになる。また寝返りは、ノンレム睡眠中に起こる。
【０６６５】
　つまり、ＣＧＭＳ単体測定での実際の臨床現場での利用を考えてみると９０分毎に寝返
りを起因とするドリフトがＣＧＭＳグラフにあると、どの部分がＣＧＭＳ自体の値である
のかがまったく見当もつかないことになり、臨床的に役立たない。
【０６６６】
　このように、本実施の形態によれば、ＣＧＭセンサユニット５００は、ＣＧＭセンサコ
ネクタ６００Ａに接続されるＣＧＭセンサ６００と、人体活動に伴う動き情報として測定
する生活活動計測部５２０を備える。また、ＣＧＭセンサユニット回路部５１０は、皮下
に侵襲され間質液における糖値を連続的に検知するＣＧＭ値と動き情報とを対応付けて記
録部１１１（図２）に記録する。
【０６６７】
　したがって、実施の形態１と同様の効果、すなわち、記録部１１１に、動き情報とＣＧ
Ｍ値とを対応付けた新規な情報を記録することができる。この動き情報とＣＧＭ値とを対
応付けた情報を利用することによって、食事や睡眠など生活活動に起因する詳細な血糖値
管理が可能になる。
【０６６８】
　特に、本実施の形態では、ＣＧＭセンサユニット５００は、被験者の身体に装着された
状態でＣＧＭ値と生活活動量の測定を一つの機器で行うことができるという特有の効果が
ある。
【０６６９】
　例えば、ＣＧＭセンサユニット５００は、睡眠中のＣＧＭＳ測定時におけるドリフトを
記録することができる。睡眠中のＣＧＭＳ測定時におけるドリフトが記録できるので、医
療従事者にとっても糖尿病患者の睡眠中の血糖値の測定結果が簡易に把握できる。その結
果、実際の臨床活動がより糖尿病患者に有益なものにすることができる。
【０６７０】
　（実施の形態８）
　実施の形態８は、インスリンポンプユニットについて説明する。実施の形態８のインス
リンポンプユニットは、インスリン注入装置であって、血糖値又はＣＧＭ値を検知するバ
イオセンサではない。しかしながら、インスリンポンプユニットが、人体活動に伴う動き
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情報として測定する動き測定手段を備えることで、プライミング（インスリンの空出し）
時にいままでにない効果を実現することが明らかとなった。
【０６７１】
　図３６は、本発明の実施の形態８に係るインスリンポンプユニットの概略図である。本
実施の形態は、血糖値測定システムをインスリンポンプユニットに適用した例である。
【０６７２】
　図３６に示すように、インスリンポンプユニット７００は、インスリンポンプユニット
回路部７１０、生活活動計測部７２０、通信部７３０、電源７４０、インスリン注入部７
５０、ポンプ部７６０、カニューレ７７０及び温度計測部７８０を備えて構成される。
【０６７３】
　インスリンポンプユニット７００は、図３１のＣＧＭセンサユニット５００と同様に、
図１の血糖値測定装置１００と比較して、より小型・軽量、薄型である。インスリンポン
プユニット７００は、筐体の大きさ及び形状は限定されないが、使用者が常時装着してい
ても違和感がない大きさ（例えば、コイン大）であることが好ましい。インスリンポンプ
ユニット７００は、後述する図３８のＣＧＭインスリンポンプユニット８００と同様に、
使用者の身体に装着される。
【０６７４】
　インスリンポンプユニット７００は、使用者の身体に装着して使用される。このため、
インスリンポンプユニット７００の筐体の大きさは、できるだけ小型・軽量、薄型である
ことが求められ、表示部等は取り除いた構成となっている。
【０６７５】
　インスリンポンプユニット回路部７１０（制御手段）は、各部の制御や通信部７３０が
受信した、インスリン供給プログラムに基づいて、インスリン注入部７５０のリザーバに
ストックされたインスリンをポンプ部７６０によってカニューレ７７０から皮下に供給す
る制御を行う。インスリンポンプユニット回路部７１０は、生活活動計測部７２０により
測定された動き情報を、通信部７３０により血糖値測定装置１００（図１及び図２参照）
にデータ送信する制御を行う。
【０６７６】
　特に、インスリンポンプユニット回路部７１０は、測定された動き情報に基づいて、イ
ンスリンポンプユニット７００に対して実施されるインスリンの空出し操作であるプライ
ミングのタイミング又はプライミング操作の実施の推奨方向を使用者に報知する制御を行
う。プライミング動作の詳細については、図３７により後述する。
【０６７７】
　生活活動計測部７２０は、図１及び図２の動き測定部（加速度センサ１１２）と同様の
生活活動計測を行う。但し、この場合、後述するプライミング操作に関連して、鉛直方向
が基準状態となる。
【０６７８】
　通信部７３０は、図３６の通信部５３０と同様に、専用又は汎用の通信手段であり、無
線・有線を問わない。通信部７３０は、無線通信の場合、より低消費電力が要求される特
定近距離無線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＵＷＢなどの小電力近距離双方向無線
通信方式であることが好ましい。
【０６７９】
　インスリン注入部７５０は、円筒形状の内部にインスリンをストックする。インスリン
注入部７５０のリザーバにストックされるインスリンは、図示しない注射器等により、イ
ンスリンポンプユニット７００外部からインスリン注入部７５０のリザーバに直接注入さ
れる。
【０６８０】
　この構成のため、インスリン注入部７５０のリザーバには、インスリンの他、空気が混
入してしまうことは避けられない。但し、インスリン注入部７５０のリザーバの空気を外
に押出すプライミング（インスリンの空出し）を適切に行えばよい。しかし、このプライ
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ミングは手間の掛かる作業となっている。
【０６８１】
　インスリン注入部７５０は、カニューレ７７０側の端部に開口部７５１を有し、開口部
７５１は連通路７５２を経由してカニューレコネクタ７５３に連通する。インスリン注入
部７５０のリザーバにストックされたインスリンは、開口部７５１－連通路７５２－カニ
ューレコネクタ７５３を経由してカニューレ７７０に供給される。
【０６８２】
　インスリン注入部７５０は、消耗品であるインスリンをストックしておく機能をもつこ
とから、インスリンポンプユニット７００から取り外しできることが好ましい。インスリ
ンポンプユニット７００は、直接皮膚上に配するため、より正確な生活活動を計測するこ
とが可能である。
【０６８３】
　また、インスリンポンプユニット７００には、温度計測機能を持つことが好ましい。温
度計測は、患者のインスリン感受性の変化を検知するためや、インスリンポンプユニット
の異常が発生することを防止することや、バイタルサインとして、体温をモニタリングす
ることも可能である。
【０６８４】
　ポンプ部７６０は、インスリン注入部７５０のリザーバにストックされたインスリンを
、カニューレ７７０に供給する。
【０６８５】
　インスリンポンプユニット回路部７１０は、ポンプ部７６０の駆動時間を計測すること
で、カニューレ７７０に供給されたインスリン量を推定することができる。すなわち、実
際に人体に投与されたインスリン持続皮下注入量が推定できる。
【０６８６】
　また、インスリンポンプユニット回路部７１０は、過去に投与したインスリン持続皮下
注入量と投与したインスリンの種類を記憶しておくことが可能であり、これにより、過去
に投与して、体内で活性を有している残留インスリン量（ｉｎｓｕｌｉｎ　ｏｎ　ｂｏａ
ｒｄ）も推定することができる。
【０６８７】
　インスリンポンプユニット回路部７１０は、これらインスリン持続皮下注入量と残留イ
ンスリン量とを通信部７３０を介して血糖値測定装置１００等へと送信される。これによ
り、次回のインスリン投与時に適切な投与量を決定することができ、過剰投与や投与不足
を防ぎ、安全性を高めることができる。
【０６８８】
　カニューレ７７０は、皮下に侵襲され適宜インスリンを供給する。インスリンは、イン
スリン注入部７５０のリザーバにストックされたものである。
【０６８９】
　温度計測部７８０は、人体の温度を測定して出力する。計測された温度は通信部７３０
により血糖値測定装置１００等へと送信される。
【０６９０】
　以下、上述のように構成されたインスリンポンプユニットの動作について説明する。特
に、ポンプ装着前のプライミング作業に関する動作について述べる。
【０６９１】
　図３７は、インスリンポンプユニット７００のポンププライミング動作を示すフローチ
ャートである。本フローは、インスリンポンプユニット回路部７１０のＣＰＵ（図示略）
により所定タイミングで繰返し実行される。インスリンポンプユニット回路部７１０のＣ
ＰＵは、図１及び図２の血糖値測定装置１００のＣＰＵ１１０と生活活動測定処理につい
ては同様の処理を行う。
【０６９２】
　ステップＳ１５１では、ＣＰＵは、加速度センサ１１２の出力を取得する。
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【０６９３】
　ステップＳ１５２では、ＣＰＵは、加速度センサ１１２の出力を基に、インスリンポン
プユニット７００の天地と３次元方向を確認する。
【０６９４】
　ステップＳ１５３では、ＣＰＵは、インスリンポンプユニット７００の天地と３次元方
向が、プライミング（インスリンの空出し）操作にとって適正位置か否かを判別する。
【０６９５】
　インスリンポンプの天地と方向が適正でない場合は、ステップＳ１５４でプライミング
に最適な方向を使用者に報知して上記ステップＳ１５１に戻る。本実施の形態は、インス
リンポンプユニット７００が表示部などの報知手段を有しない構成例である。
【０６９６】
　このため、ステップＳ１５４における報知は、実際には、通信部７３０により報知手段
を備える血糖値測定装置１００（図１及び図２）に制御コマンドを送信し、血糖値測定装
置１００が、その旨のメッセージ表示、音又は音声合成ＬＳＩによる音声により報知を行
う。これらの組み合わせでもよい。なお、インスリンポンプユニット７００が、表示部、
ＬＥＤ部、音声合成ＬＳＩ、スピーカ（いずれも図示略）を備え、直接報知してもよい。
【０６９７】
　例えば、図３６に示すように、インスリンポンプユニット７００の円筒形状のインスリ
ン注入部７５０の中心軸が水平方向にある場合は、プライミング操作によって排出される
べき空気がインスリン注入部７５０のリザーバに残存するおそれがある。
【０６９８】
　図３６の場合には、インスリン注入部７５０の開口部７５１が上方となる鉛直方向にす
る必要がある。したがって、使用者操作により、インスリンポンプユニット７００がこの
方向になったタイミングを使用者に報知する。あるいは、インスリンポンプユニット７０
０が上記方向にならない場合に、プライミングに適さない旨を報知する。
【０６９９】
　インスリンポンプの天地と方向が適正である場合は、ステップＳ１５５でプライミング
を開始して本フローを終了する。
【０７００】
　上記フローを実行することにより、以下の効果を得ることができる。
【０７０１】
　近年インフュージョンセットが不要な使い捨てインスリンポンプ、ＯｍｎｉＰｏｄ（登
録商標）が米国にてＩｎｓｕｌｅｔ社により提供された。これは常時身に着けるインスリ
ンポンプの課題である、インフュージョンセットのチューブが生活している中で様々な場
所に引っかかった結果による怪我、寝ている時に知らぬ間に身体の下でチューブが折れて
インスリンが皮下に供給されなくなり高血糖状態が続いてしまう点などを解決する。しか
し、患者自らインスリンを注射器でインスリンリザーバに注入し、プライミング（インス
リンの空出し）をしなくてはいけないなどまだまだ使い勝手に問題がある。
【０７０２】
　特に、この過程はインスリンがペプチドであるため液が泡立ち易く、また使い捨てイン
スリンポンプのリザーバはインフュージョンセットを必要とするインスリンポンプのリザ
ーバと比べてインスリン液の状態を確認し難いため、プライミング時に全ての泡を排出で
きない可能性が非常に高い。つまり、泡を完全に除去しない状態で皮下にインスリンを注
入すると患者が意図したインスリン量を下回るのである、結果として一時的に高血糖値状
態になる可能性を否定できない。
【０７０３】
　さらに、上記ＯｍｎｉＰｏｄ（登録商標）は、インスリンを皮下に供給するカテーテル
とは反対側にリザーバからカテーテルにインスリンを供給する構造になっているので天地
が逆転しているので泡が残りやすい。
【０７０４】
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　以上の不具合に対して、本実施の形態によれば、インフュージョンセットが不要な無線
通信のできる使い捨てインスリンポンプに、インスリンポンプユニット７００を適用する
。
【０７０５】
　インスリンポンプユニット７００は、加速度センサ１１２を備え、インスリンポンプユ
ニット回路部７１０は、測定された動き情報に基づいて、インスリンポンプユニット７０
０に対して実施されるインスリンの空出し操作であるプライミングのタイミング又はプラ
イミング操作の実施の推奨方向を使用者に報知する制御を行う。
【０７０６】
　使用者は、プライミング時に、使い捨てインスリンポンプの向きを最適な方向に向かせ
ることができ、使い勝手を格段に向上させることができる。このように、プライミング操
作まで配慮したインスリン注入装置は、従来存在しなかった。
【０７０７】
　ここで、上記プライミングにおける、インスリンポンプユニット７００の３次元方向は
、皮下に挿入されるカニューレ７７０の方向ではなく、インスリン注入部７５０とカニュ
ーレ７７０とを繋ぐ、開口部７５１及び連通路７５２の向きに依存する。インスリン注入
部７５０、開口部７５１及び連通路７５２は、インスリンポンプユニット７００に内蔵さ
れており、使用者は視認し難い。本実施の形態は、かかるインスリンポンプユニット７０
０のプライミング操作をサポートすることで、安全性を高めることができる。
【０７０８】
　（実施の形態９）
　図３８は、本発明の実施の形態９に係るＣＧＭインスリンポンプユニットの概略図であ
る。実施の形態９に係るＣＧＭインスリンポンプユニットは、実施の形態９に係るＣＧＭ
センサユニット５００と実施の形態８に係るインスリンポンプユニット７００を融合した
ユニットである。図３１及び図３６と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明
を省略する。
【０７０９】
　図３８に示すように、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００は、ＣＧＭセンサ６００
、ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部８１０、生活活動計測部７２０、通信部７３０
、電源７４０、インスリン注入部７５０、ポンプ部７６０、カニューレ７７０及び温度計
測部７８０を備えて構成される。
【０７１０】
　ＣＧＭセンサ６００とカニューレ７７０は、皮下に侵襲される。ＣＧＭセンサ６００は
間質液における糖値を連続的に検知する働きを持ち、酵素などの試薬が固定化されている
。
【０７１１】
　カニューレ７７０は、皮下に侵襲され適宜インスリンを供給する。インスリンは、イン
スリン注入部７５０のリザーバにストックされている。
【０７１２】
　インスリン注入部７５０は、消耗品であるインスリンをストックしておく機能をもつこ
とから、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００から取り外しできることが好ましい。こ
れらは個別の形態を示したが両者を一つの構成とすることも可能である。
【０７１３】
　ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部８１０は、各部の制御や、ＣＧＭセンサ６００
によって検知された間質液中の糖値や生活活動計測部７２０により計測された生活活動測
定値を、通信部７３０から血糖値測定装置（図１及び図２参照）にデータ送信する制御を
行う。
【０７１４】
　また、ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部８１０は、生活活動計測部７２０により
測定された動き情報を、通信部７３０により血糖値測定装置１００（図１及び図２参照）
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にデータ送信する制御を行う。
【０７１５】
　また、ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部８１０は、加速度センサ１１２により測
定された人体活動に伴う動き情報とＣＧＭセンサ６００により測定されたＣＧＭ値とを対
応付けて記録部１１１（図２）に記録する。この場合、ＣＧＭインスリンポンプユニット
回路部８１０は、記録部１１１に記録された、動き情報に対応付けられた測定値に基づい
て、生活活動量の演算を行う構成も可能である。
【０７１６】
　さらに、ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部８１０は、測定された動き情報に基づ
いて、インスリンポンプユニット７００に対して実施されるインスリンの空出し操作であ
るプライミングのタイミング又はプライミング操作の実施の推奨方向を使用者に報知する
制御を行う。プライミング動作の詳細については、図３７により後述する。
【０７１７】
　ＣＧＭインスリンポンプユニット８００は、直接皮膚上に配するため、より正確な生活
活動を測定することができる。また、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００には、温度
計測機能を持つことが好ましい。温度計測は、ＣＧＭセンサから異常値が発生することを
防止することや、患者のインスリン感受性の変化を検知するためや、インスリンポンプの
異常発生を防止すること、さらには、バイタルサインとして、体温をモニタリングするこ
とも可能である。
【０７１８】
　図３９Ａ．Ｂは、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００を装着した状態を示す図であ
る。
【０７１９】
　図３９Ａに示すように、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００は、皮膚上に直接配さ
れる。すなわち、ＣＧＭセンサ６００とカニューレ７７０は、皮下に侵襲され、ＣＧＭイ
ンスリンポンプユニット８００は、医療用のテープなどで皮膚に貼り付けられる。
【０７２０】
　図３９Ａに示すように、日常生活においては、衣服を身につけるため、直接確認できな
い。図３９Ｂに示すように、衣服の内側に装着しているため、衣服を脱げば確認できる。
【０７２１】
　ＣＧＭインスリンポンプユニット８００は、例えば、特定近距離無線通信やＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）などの小電力近距離双方向無線通信方式を用いて通信部７３０によ
り血糖値測定装置１００と通信する。
【０７２２】
　上述したように、直接皮膚上に配されたＣＧＭインスリンポンプユニット８００は、よ
り正確な生活活動量を記録部１１１（図２）に記録しておくことができる。血糖値測定装
置１００は、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００から、より正確な生活活動量を受け
取ることができ、各実施の形態１～５で述べた制御やデータの管理を実施することができ
る。
【０７２３】
　また、血糖値測定装置１００は、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００が、表示部な
どの報知手段を備えない構成の場合、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００の通信部７
３０からの送信データを受信し、ＣＧＭインスリンポンプユニット８００機能と一体とな
って、プライミング操作のための報知を行うことができる。
【０７２４】
　図４０は、血糖値測定システムの概念図である。
【０７２５】
　図４０に示すように、本システムは、短距離通信系９０１と、電子通信系９０２と、コ
ンピュータ９０３と、装置９０４とから構成される。
【０７２６】
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　電子通信系９０２は、コンピュータ９０３と無線通信によりデータ転送を行う。また、
無線通信に代えて有線通信でも可能である。コンピュータ９０３は、インターネット９０
５を介して計算装置９０６と接続される。このため、コンピュータ９０３と計算装置９０
６との双方向通信ができる。
【０７２７】
　装置９０４は、具体的には図３９のＣＧＭインスリンポンプユニット８００である。Ｃ
ＧＭインスリンポンプユニット８００は、生活活動量情報をモニタ可能なＣＧＭインスリ
ンポンプであることが好ましいが、生活活動量情報をモニタ可能なＣＧＭセンサユニット
５００単体でも、生活活動量情報をモニタ可能なインスリンポンプユニット７００単体で
も利用可能である。
【０７２８】
　コンピュータ９０３は、計算装置９０６へモニタした情報を送信する。なお、使用方法
の一例として、使用者が、コンピュータ９０３の表示情報を確認することで、消耗品を注
文することも可能である。計算装置９０６からはコンピュータ９０３へ継続利用のモチベ
ーションを保つメッセージや分析の結果を送信することが可能である。
【０７２９】
　（実施の形態１０）
　実施の形態１０は、食事イベントの任意入力モードとその重要性について説明する。
【０７３０】
　食事イベントについては、実施の形態２（図１６乃至図１９参照）により詳細に説明し
た。
【０７３１】
　各実施の形態により説明した通り、臨床的に食事イベントの検知は非常に重要である。
特に、糖尿病患者にとっては、食事と血糖値には密接な関係がある。全世界的に糖尿病患
者が増大している現状では、全世界で利用するには技術的な問題以前に食事スタイルの大
きな違いを考慮すべきである。例えば、床に直接座っての食事やいすに座っての食事、更
には箸を使っての食事やナイフ、フォーク、スプーンを使っての食事等、食事スタイルに
は様々な違いがある。
【０７３２】
　本発明の実施の形態１０に係る血糖値測定システムのハード的構成は、図１乃至図３と
同様である。また、図３１のＣＧＭセンサユニット５００、図３６のインスリンポンプユ
ニット７００、又は図３８のＣＧＭインスリンポンプユニット８００に適用できることは
勿論である。
【０７３３】
　[食事イベント任意入力モード]
　図４１は、食事イベント任意入力モードを示すフローチャートである。本フローは、図
１及び図２の血糖値測定装置１００のＣＰＵ１１０により所定タイミングで繰返し実行さ
れる。
【０７３４】
　食事イベント任意入力モードに設定されると、ステップＳ１６１でＣＰＵ１１０は、加
速度センサ（動き測定部）１１２（図２）の出力を取得する。
【０７３５】
　ステップＳ１６２では、ＣＰＵ１１０は、バイオセンサ２００（図２）の挿入があるか
否かを判別する。
【０７３６】
　バイオセンサ２００の挿入がある場合は、ステップＳ１６３でＣＰＵ１１０は、０時～
１１時，１１時～１６時，１６時～２４時のうちどの時間帯かを判別する。
【０７３７】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ１６４でＣＰＵ１１０は、記録部１１１（
図２）にスタート後の加速度パターンを朝食であると記録する。また、時間帯が１１時～
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１６時の場合は、ステップＳ１６５でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速
度パターンを昼食であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップ
Ｓ１６６でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パターンを夕食であると
記録する。
【０７３８】
　ＣＰＵ１１０は、上記食事の加速度パターンを記録すると、[食事イベント任意入力モ
ード]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０７３９】
　上記ステップＳ１６２でバイオセンサ２００の挿入がない場合は、ステップＳ１６７に
進む。
【０７４０】
　ステップＳ１６７では、ＣＰＵ１１０は、予め任意に設定したボタンに入力があるか否
かを判別する。
【０７４１】
　任意のボタンに入力がある場合は、ステップＳ１６８でＣＰＵ１１０は、０時～１１時
，１１時～１６時，１６時～２４時のうちどの時間帯かを判別する。
【０７４２】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ１６９でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に
スタート後の加速度パターンを朝食であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時の
場合は、ステップＳ１７０でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パター
ンを昼食であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ１７１
でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パターンを夕食であると記録する
。
【０７４３】
　ＣＰＵ１１０は、上記食事の加速度パターンを記録すると、[食事イベント任意入力モ
ード]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０７４４】
　上記ステップＳ１６７で任意のボタンに入力がない場合は、ステップＳ１７２に進む。
【０７４５】
　ステップＳ１７２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力から演算される生
活活動量が３ＭＥＴｓ以上であるか否かを判別する。
【０７４６】
　加速度センサ１１２の出力から演算される生活活動量が３ＭＥＴｓ以上であることを検
出した場合は、ステップＳ１７３でＣＰＵ１１０は、０時～１１時，１１時～１６時，１
６時～２４時のうちどの時間帯かを判別する。
【０７４７】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ１７４でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に
スタート後の加速度パターンを朝食であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時の
場合は、ステップＳ１７５でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パター
ンを昼食であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ１７６
でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パターンを夕食であると記録する
。
【０７４８】
　ＣＰＵ１１０は、上記食事の加速度パターンを記録すると、[食事イベント任意入力モ
ード]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０７４９】
　上記ステップＳ１７２で加速度センサ１１２の出力から演算される生活活動量が３ＭＥ
Ｔｓ以上であることを検出しない場合は、ステップＳ１７７でＣＰＵ１１０は、９０分後
に本[食事イベント任意入力モード]を強制終了する準備を行う。すなわち、ステップＳ１
７７で９０分を計時し、ステップＳ１７８に進む。
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【０７５０】
　ステップＳ１７８では、ＣＰＵ１１０は、０時～１１時，１１時～１６時，１６時～２
４時のうちどの時間帯かを判別する。
【０７５１】
　時間帯が０時～１１時の場合は、ステップＳ１７９でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に
スタート後の加速度パターンを朝食であると記録する。また、時間帯が１１時～１６時の
場合は、ステップＳ１８０でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パター
ンを昼食であると記録する。また、時間帯が１６時～２４時の場合は、ステップＳ１８１
でＣＰＵ１１０は、記録部１１１にスタート後の加速度パターンを夕食であると記録する
。
【０７５２】
　ＣＰＵ１１０は、上記食事の加速度パターンを記録すると、[食事イベント任意入力モ
ード]を終了し、[生活活動測定モード]（図８）に戻る。
【０７５３】
　上述したフローを実行することにより、加速度センサ１１２出力検知後、バイオセンサ
２００挿入、任意のボタン操作、又は所定の生活活動量以上の場合を、各食事と関連付け
て記憶することができる。
【０７５４】
　[食事イベント任意検知処理モード]
　図４２は、任意入力に従った食事イベント任意検知処理モードを示すフローチャートで
ある。
【０７５５】
　まず、ステップＳ１９１でＣＰＵ１１０は、記録部１１１から食事イベント任意入力の
活動記録を確認・検索する。
【０７５６】
　ステップＳ１９２では、ＣＰＵ１１０は、血糖値測定前の活動記録の波形が食事イベン
ト任意入力の活動記録と一致するか否かを判別する。
【０７５７】
　血糖値測定前の活動記録の波形が食事イベント任意入力の活動記録と一致しない場合は
、ステップＳ１９３でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に食前血糖値であると記録して本フ
ローを終了する。
【０７５８】
　血糖値測定前の活動記録の波形が食事イベント任意入力の活動記録と一致する場合は、
ステップＳ１９４でＣＰＵ１１０は、記録部１１１に食後血糖値であると記録して本フロ
ーを終了する。
【０７５９】
　このように、本実施の形態によれば、事前に各個人の食事時の細かな身体活動パターン
を事前に記録することで、患者の手を煩わすことなく自動で臨床的に重要である血糖値の
測定が食前か食後かを適切に精度良く検知・記録することができる。
【０７６０】
　（実施の形態１１）
　実施の形態１１は、生活活動及び血糖値の経時変化について、いままでにない情報を表
示する。原理説明の〔Ｂ．生活活動測定制御〕の一態様である。
【０７６１】
　本発明の実施の形態１１に係る血糖値測定システムのハード的構成は、図１乃至図３と
同様である。
【０７６２】
　図４３は、生活活動量と血糖値変化をあらたな視点で表示する表示制御を示すフローチ
ャートである。本フローは、図１及び図２の血糖値測定装置１００のＣＰＵ１１０により
所定タイミングで繰返し実行される。
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【０７６３】
　生活活動量及び血糖値変化表示制御モードがスタートすると、ステップＳ２０１でＣＰ
Ｕ１１０は、記録部１１１（図２）に記憶された生活活動量に対応付けられた血糖値デー
タを取得する。
【０７６４】
　ここで、上記各実施の形態で説明したように、記録部１１１に記憶される生活活動量に
は、食事（食事時間と食事時間帯），睡眠（睡眠時間と睡眠時間帯、又は寝返りと目覚め
回数）のイベントがある。これらは、動き測定部（加速度センサ）１１２（図２）により
検知され、血糖値センサ２００からの血糖値データを組み合わせて、記録部１１１（図２
）に記憶される。
【０７６５】
　記録方法については、実施の形態１の図８、図１０及び図１２、実施の形態２乃至４の
図１６－図２２、実施の形態１０の図４２などにより詳述した。また、生活活動量は血糖
値に限らず、ＣＧＭ値、インスリン量と組み合わせることも可能である。実施の形態７の
図３３、実施の形態８の図３７などにより詳述した。いうまでもなく、これらパラメータ
は様々な組み合わせにより、いままでにない情報を提供することができる。
【０７６６】
　図４３のフローに戻って、ステップＳ２０２では、ＣＰＵ１１０は、取得した生活活動
量と血糖値（又はＣＧＭ値、インスリン量）のパラメータを組み合わせて新しい知見の表
示データを作成する。
【０７６７】
　ステップＳ２０３では、ＣＰＵ１１０は、作成した新しい知見の表示データを表示部１
０２（図１及び図２）に表示して本フローを終了する。
【０７６８】
　図４４乃至図４７は、上記フロー実行により作成・表示された新しい知見の表示データ
の表示例を示す図である。
【０７６９】
　図４４は、生活活動量と血糖値又はＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図である。横軸は
、時間を示し、一目盛りが１週間（Ｗｅｅｋ）である。縦軸は、１Ｗｅｅｋ当たりのエク
ササイズを示す。また、エクササイズの推奨閾値を示している。
【０７７０】
　図４４に示すように、各Ｗｅｅｋにおいて、生活活動量と共に血糖値１００１～１００
６をプロットする。各Ｗｅｅｋにおける血糖値１００１～１００６は、その値がＮｏｒｍ
ａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈの３段階に分類された円グラフで示される。図中、Ｎｏｒｍａｌ
は、ハッチング、Ｌｏｗは、白抜き、Ｈｉｇｈ（図中、ＨＩで略記）は、網掛けで表す。
なお、これらは、色分け表示されていてもよい。
【０７７１】
　Ｎｏｒｍａｌは、基準値であり、例えば７０－１８０ｍｇ／ｄｌである。Ｌｏｗは、７
０ｍｇ／ｄｌ以下の低血糖値、Ｈｉｇｈは、１８０ｍｇ／ｄｌ以上の高血糖値である。
【０７７２】
　このように、血糖値１００１～１００６は、Ｎｏｒｍａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈに分類さ
れた円グラフで示され、かつその円グラフの血糖値１００１～１００６は、Ｗｅｅｋ単位
での生活活動量に関連付けられて表示される。すなわち、円グラフで表示される血糖値１
００１～１００６は、単なる値の表示ではなく、基準値・低血糖値・高血糖値である区分
けが一見して分かる状態で表示され、かつその円グラフは、１Ｗｅｅｋ当たりのエクササ
イズ（生活活動量）上にプロットされる。
【０７７３】
　換言すれば、測定された血糖値は、Ｗｅｅｋ単位でのエクササイズに関連付けられて記
憶され、このエクササイズに関連付けられた血糖値は、基準値・低血糖値・高血糖値に区
分された状態で、経時変化の例として表示される。なお、経時変化の例として１Ｗｅｅｋ
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を挙げたが、これに限らず、例えば２－５日単位、又は１日以内の数時間単位であっても
よい。
【０７７４】
　本グラフにより、生活活動量と血糖値の経時変化をＷｅｅｋ単位で知ることができる。
図４４の円グラフの血糖値１００１に示すように、第１Ｗｅｅｋでは、血糖値１００１は
、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準
値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０７７５】
　また、この円グラフの血糖値１００１は、第１Ｗｅｅｋのエクササイズの状況も現して
おり、第１Ｗｅｅｋのエクササイズが低調（この場合、最も低調）であったことを同時に
読み取ることができる。被験者が糖尿病患者である場合に有効な運動を殆どしなかった場
合が考えられる。被験者の血糖値の状況が悪いことがエクササイズの低調と関連付けられ
て理解できる。
【０７７６】
　次の第２Ｗｅｅｋでは、血糖値１００２は、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり
、高血糖値Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わせて約１／４より少ないことを読み取るこ
とができる。また、第２Ｗｅｅｋのエクササイズも多いことを同時に読み取ることができ
る。被験者が有効なエクササイズを推奨閾値を超える程度に、十分に行った場合である。
被験者の血糖値がエクササイズと関係を持つことが理解できる。
【０７７７】
　この被験者がエクササイズ（生活活動量）を低下させた場合が次の第３Ｗｅｅｋである
。第３Ｗｅｅｋでは、血糖値１００３は、第２Ｗｅｅｋで改善した血糖値が第１Ｗｅｅｋ
の場合と同程度に低下している。すなわち、第３Ｗｅｅｋでは、血糖値１００３は、高血
糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏ
ｒｍａｌは約１／４以下である。また、第３Ｗｅｅｋのエクササイズは、推奨閾値を下回
るエクササイズしか行っていない。これら生活活動量と血糖値の経時変化を同時に読み取
ることができる。
【０７７８】
　次の第４Ｗｅｅｋでは、血糖値１００４は、基準値Ｎｏｒｍａｌが約１／２となり、高
血糖値Ｈｉｇｈは約１／３、低血糖値Ｌｏｗは約１／４より少ない。また、第４Ｗｅｅｋ
のエクササイズは、推奨閾値をわずかに下回るエクササイズである。これら生活活動量と
血糖値の経時変化を同時に読み取ることができる。
【０７７９】
　次の第５Ｗｅｅｋでは、血糖値１００５は、第２Ｗｅｅｋの場合と同様に、基準値Ｎｏ
ｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わせて約１／
４より少ないことを読み取ることができる。また、第２Ｗｅｅｋのエクササイズも多い（
この場合、最も多い）ことを同時に読み取ることができる。被験者が有効なエクササイズ
を推奨閾値を超える程度に、十分に行った場合である。
【０７８０】
　次の第６Ｗｅｅｋでは、血糖値１００６は、第５Ｗｅｅｋで改善した血糖値が第３Ｗｅ
ｅｋの場合と同程度に低下している。すなわち、第６Ｗｅｅｋでは、血糖値１００６は、
高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値
Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下である。また、第３Ｗｅｅｋのエクササイズは、推奨閾値を
下回るエクササイズしか行っていない。これら生活活動量と血糖値の経時変化を同時に読
み取ることができる。
【０７８１】
　結局、この被験者は、生活活動量と血糖値が密接に関連していることが明らかとなった
。この被験者には、血糖値を改善する上で、エクササイズが非常に有効であることが裏付
けられた。一般に、エクササイズにより血糖値が改善することは知られていることではあ
る。しかしながら、実際に、どれだけのエクササイズ（生活活動量）をするとどれだけ血
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糖値が良好になるかは、従来では知る手立てがなかった。
【０７８２】
　本実施の形態によれば、任意の期間におけるエクササイズ（生活活動量）によって血糖
値がどのように変化するかを、定量的に知らせることができる。このような新しい知見の
表示データの表示例は、従来では全く行われていなかったことであり、本実施の形態では
じめて開示するものである。
【０７８３】
　また、本実施の形態では、血糖値が基準値・低血糖値・高血糖値にあることを単に経時
変化で表示するものではない。例えば、患者が薬剤の投与を受けている場合には、図４４
の血糖値１００２のように、血糖値が基準値Ｎｏｒｍａｌに約３／４以上収まっているこ
とはありうる。そのための薬剤投与であり、血糖値だけからみると問題はない。しかし、
薬剤に依存せずに糖尿病を改善する観点からは、好ましいこととはいえない。血糖値を測
定するだけでは、血糖値の測定結果が薬剤投与によるものかそれ以外か全く区別できない
。
【０７８４】
　患者にとって最も望ましいケースは、推奨閾値を超える適度なエクササイズ（生活活動
量）を行った結果、血糖値が基準値に収まる場合である。患者は、エクササイズと血糖値
との相関関係が表示されることによって、エクササイズの有効性を認識することができる
。
【０７８５】
　また、医師は臨床的に役立てることができる。例えば、医師は、図４４に示す生活活動
量と血糖値の経時変化の表示例を見ることによって、当該患者のエクササイズと血糖値と
相関関係の相関度を定量的に把握し、薬剤種、薬剤投与量又は頻度を調整させる処方が可
能になる。また、エクササイズ（生活活動量）取り入れるよう指導することができる。
【０７８６】
　推奨閾値についてもエクササイズと血糖値との関係からみて、当該患者にとって、過度
の負担のない適度なエクササイズとなるようにアドバイスすることも可能である。さらに
、エクササイズと血糖値と相関関係の相関度が比較的小さい患者については、エクササイ
ズが当該患者にとって過度の負担とならないよう指導することもできる。
【０７８７】
　このように、本実施の形態では、生活活動及び血糖値の経時変化について、いままでに
ない新しい知見の表示データを表示することができる。
【０７８８】
　図４５は、１回当たりの食事時間と血糖値又はＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図であ
る。横軸は、時間を示し、一目盛りが１日である。縦軸は、１日３食の食事時間の平均時
間を１回当たりの食事時間として示す。
【０７８９】
　図４５に示すように、各日において、１回当たりの食事時間と共に血糖値１０１１～１
０１６をプロットする。各日における血糖値１０１１～１０１６は、その値がＮｏｒｍａ
ｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈの３段階に分類された円グラフで示される。図中、Ｎｏｒｍａｌは
、ハッチング、Ｌｏｗは、白抜き、Ｈｉｇｈ（図中、ＨＩで略記）は、網掛けで表す。な
お、これらは、色分け表示されていてもよい。
【０７９０】
　Ｎｏｒｍａｌは、基準値であり、例えば７０－１８０ｍｇ／ｄｌである。Ｌｏｗは、７
０ｍｇ／ｄｌ以下の低血糖値、Ｈｉｇｈは、１８０ｍｇ／ｄｌ以上の高血糖値である。
【０７９１】
　このように、血糖値１０１１～１０１６は、Ｎｏｒｍａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈに分類さ
れた円グラフで示され、かつその円グラフの血糖値１０１１～１０１６は、１回当たりの
食事時間に関連付けられて表示される。
【０７９２】



(82) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　本グラフにより、１回当たりの食事時間と血糖値の経時変化を日単位で知ることができ
る。図４５の円グラフの血糖値１０１１に示すように、１回当たりの食事時間が１５分強
の場合には、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３で
あり、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる
。
【０７９３】
　血糖値１０１２は、１回当たりの食事時間が約４５分の場合である。血糖値１０１２は
、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合
わせて約１／４より少ないことを読み取ることができる。
【０７９４】
　血糖値１０１３は、１回当たりの食事時間が約１５分の場合である。血糖値１０１３は
、血糖値１０１１の場合と同様に、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏ
ｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して
読み取ることができる。
【０７９５】
　血糖値１０１４は、１回当たりの食事時間が約４５分の場合である。血糖値１０１４は
、基準値Ｎｏｒｍａｌが約１／２となり、高血糖値Ｈｉｇｈは約１／３、低血糖値Ｌｏｗ
は約１／４より少ないことを読み取ることができる。
【０７９６】
　血糖値１０１５は、１回当たりの食事時間が約５０分の場合である。血糖値１０１５は
、血糖値１０１２の場合と同様に、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値
Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わせて約１／４より少ないことを読み取ることができる
。
【０７９７】
　血糖値１０１６は、１回当たりの食事時間が６０分を超える場合である。高血糖値Ｈｉ
ｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌ
は約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０７９８】
　この被験者は、１回当たりの食事時間と血糖値の経時変化から以下のことが明らかとな
った。一般的に食事時間が短い、いわゆる早食いの人は過食傾向にあり、血糖値も高くな
るといわれている。１回当たりの食事時間が約１５分の場合の血糖値１０１１及び血糖値
１０１３によりこのことが裏付けられた。すなわち、血糖値を基準値Ｎｏｒｍａｌに収め
るには、１回当たりの食事時間を長くとることが好ましいことが認識できた。
【０７９９】
　１回当たりの食事時間が約４５分の場合の血糖値１０１２、血糖値１０１４及び血糖値
１０１４は、基準値Ｎｏｒｍａｌいずれも約１／２以上である。１回当たりの食事時間に
４５分程度かけると、他の条件（例えば、エクササイズ）は同じであってもそれだけで血
糖値を基準値Ｎｏｒｍａｌに収めることができることが認識できた。
【０８００】
　１回当たりの食事時間が６０分を超える血糖値１０１６の場合、基準値Ｎｏｒｍａｌは
約１／４以下に低下してしまっており、１回当たりの食事時間を長くとると血糖値を基準
値Ｎｏｒｍａｌに収める上記の認識と相反する結果となった。この理由は不明である。血
糖値が上がるような食事を時間をかけて摂取し過ぎたことにあるかもしれない。
【０８０１】
　図４５に示す１回当たりの食事時間と血糖値の表示例を見ることによって、１回当たり
の食事時間を４５分以上にすると、血糖値が基準値Ｎｏｒｍａｌに収まる知見が得られた
。被験者は、１回当たりの食事時間と血糖値との相関関係が表示されることによって、食
事時間の有効性を認識することができる。特に、糖尿病患者にとって、食事時間が短いと
、急激に血糖値が上がり良くない。このことが裏づけされた。また、１回当たりの食事時
間が短いことは、生活習慣である一方、忙しさに起因して生活が規則正しくないともいえ
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る。
【０８０２】
　このように、本実施の形態では、１回当たりの食事時間と血糖値の経時変化について、
食生活の改善につながるいままでにない新しい知見の表示データを表示することができる
。
【０８０３】
　図４６は、１日の睡眠時間と血糖値又はＣＧＭ値の経時変化の表示を示す図である。横
軸は、時間を示し、一目盛りが１日である。縦軸は、１日の睡眠時間を示す。
【０８０４】
　図４６に示すように、各日において、１日の睡眠時間と共に血糖値１０２１～１０２６
をプロットする。各日における血糖値１０２１～１０２６は、その値がＮｏｒｍａｌ，Ｌ
ｏｗ，Ｈｉｇｈの３段階に分類された円グラフで示される。図中、Ｎｏｒｍａｌは、ハッ
チング、Ｌｏｗは、白抜き、Ｈｉｇｈ（図中、ＨＩで略記）は、網掛けで表す。なお、こ
れらは、色分け表示されていてもよい。
【０８０５】
　Ｎｏｒｍａｌは、基準値であり、例えば７０－１８０ｍｇ／ｄｌである。Ｌｏｗは、７
０ｍｇ／ｄｌ以下の低血糖値、Ｈｉｇｈは、１８０ｍｇ／ｄｌ以上の高血糖値である。
【０８０６】
　このように、血糖値１０２１～１０２６は、Ｎｏｒｍａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈに分類さ
れた円グラフで示され、かつその円グラフの血糖値１０２１～１０２６は、１日の睡眠時
間に関連付けられて表示される。
【０８０７】
　本グラフにより、１日の睡眠時間と血糖値の経時変化を日単位で知ることができる。図
４６の円グラフの血糖値１０２１に示すように、１日の睡眠時間が３時間の場合には、高
血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎ
ｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０８０８】
　血糖値１０２２は、１日の睡眠時間が８時間を超える場合である。血糖値１０２２は、
基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わ
せて約１／４より少ないことを読み取ることができる。
【０８０９】
　血糖値１０２３は、１日の睡眠時間が約２時間の場合である。血糖値１０２３は、血糖
値１０２１の場合と同様に、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全
体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して読み取
ることができる。
【０８１０】
　血糖値１０２４は、１日の睡眠時間が約５時間の場合である。血糖値１０２４は、基準
値Ｎｏｒｍａｌが約１／２となり、高血糖値Ｈｉｇｈは約１／３、低血糖値Ｌｏｗは約１
／４より少ないことを読み取ることができる。
【０８１１】
　血糖値１０２５は、１日の睡眠時間が約７時間の場合である。血糖値１０２５は、血糖
値１０２２の場合と同様に、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値Ｈｉｇ
ｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わせて約１／４より少ないことを読み取ることができる。
【０８１２】
　血糖値１０２６は、１日の睡眠時間が９時間を超える場合である。高血糖値Ｈｉｇｈが
約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１
／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０８１３】
　１日の睡眠時間と血糖値の経時変化から、この被験者に対して以下のことが明らかとな
った。１日の睡眠時間が３時間以下の場合の血糖値１０２１及び血糖値１０３３（図４７
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参照）のように、１日の睡眠時間が短いと血糖値も高くなる。血糖値を基準値Ｎｏｒｍａ
ｌに収めるには、１日の睡眠時間を適度にとることが好ましいことが認識できた。
【０８１４】
　１日の睡眠時間が５時間乃至８時間の場合の血糖値１０２２及び血糖値１０２４は、基
準値Ｎｏｒｍａｌいずれも約１／２以上である。１日の睡眠時間が５時間乃至８時間ある
と、他の条件（例えば、エクササイズ、食事時間）は同じであってもそれだけで血糖値を
基準値Ｎｏｒｍａｌに収めることができることが認識できた。
【０８１５】
　１日の睡眠時間が９時間を超える血糖値１０２６の場合、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／
４以下に低下してしまっている。１日の睡眠時間が長ければ良いというものではなく、睡
眠の質が関係していることが考えられる。
【０８１６】
　図４６に示す１日の睡眠時間と血糖値の表示例を見ることによって、１日の睡眠時間を
５時間乃至８時間であると、血糖値が基準値Ｎｏｒｍａｌに収まる知見が得られた。被験
者は、１日の睡眠時間と血糖値との相関関係が表示されることによって、睡眠時間の有用
性を認識することができる。睡眠時間を規則正しく適度に取ることで、薬剤等に過度に頼
らずに血糖値を基準値に収めることができる。
【０８１７】
　このように、本実施の形態では、１日の睡眠時間と血糖値の経時変化について、生活習
慣の改善につながるいままでにない新しい知見の表示データを表示することができる。
【０８１８】
　図４７は、一回の睡眠中の寝返り又は目覚め回数と血糖値又はＣＧＭ値の経時変化の表
示を示す図である。横軸は、時間を示し、一目盛りが１日である。縦軸は、一回の睡眠中
の寝返り又は目覚め回数を示す。
【０８１９】
　睡眠中の寝返りの検出については、実施の形態７の図３５により説明した。なお、睡眠
中の寝返り又は目覚め回数は、原理説明の〔Ｂ．生活活動測定制御〕の一態様であり、リ
アルタイムで食事・睡眠などの活動のイベントと血糖値等の測定データを関連付けること
ではじめて実現できたものである。睡眠中の寝返りと目覚めは、ほぼ同様な相関関係にあ
る。以下、睡眠中の寝返りを例に採り説明する。
【０８２０】
　図４７に示すように、各日において、一回の睡眠中の寝返り回数と共に血糖値１０３１
～１０３６をプロットする。各日における血糖値１０３１～１０３６は、その値がＮｏｒ
ｍａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈの３段階に分類された円グラフで示される。図中、Ｎｏｒｍａ
ｌは、ハッチング、Ｌｏｗは、白抜き、Ｈｉｇｈ（図中、ＨＩで略記）は、網掛けで表す
。なお、これらは、色分け表示されていてもよい。
【０８２１】
　Ｎｏｒｍａｌは、基準値であり、例えば７０－１８０ｍｇ／ｄｌである。Ｌｏｗは、７
０ｍｇ／ｄｌ以下の低血糖値、Ｈｉｇｈは、１８０ｍｇ／ｄｌ以上の高血糖値である。
【０８２２】
　このように、血糖値１０３１～１０３６は、Ｎｏｒｍａｌ，Ｌｏｗ，Ｈｉｇｈに分類さ
れた円グラフで示され、かつその円グラフの血糖値１０３１～１０３６は、一回の睡眠中
の寝返り回数に関連付けられて表示される。
【０８２３】
　糖尿病は、睡眠の障害も発現することが知られている。睡眠の障害は、一回の睡眠中の
寝返り又は目覚め回数で把握することができる。
【０８２４】
　本グラフにより、睡眠の障害と血糖値の経時変化を日単位で知ることができる。図４７
の円グラフの血糖値１０３１に示すように、一回の睡眠中の寝返り回数が１２回を超える
場合には、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であ
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り、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０８２５】
　血糖値１０３２は、一回の睡眠中の寝返り回数が４回の場合である。血糖値１０３２は
、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合
わせて約１／４より少ないことを読み取ることができる。熟睡している場合であり、ほぼ
睡眠の質は良好と認められる。
【０８２６】
　血糖値１０３３は、一回の睡眠中の寝返り回数が１３回の場合である。血糖値１０３３
は、血糖値１０３１の場合と同様に、高血糖値Ｈｉｇｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌ
ｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌは約１／４以下であったことを一見し
て読み取ることができる。
【０８２７】
　血糖値１０３４は、一回の睡眠中の寝返り回数が５回の場合である。血糖値１０３４は
、基準値Ｎｏｒｍａｌが約１／２となり、高血糖値Ｈｉｇｈは約１／３、低血糖値Ｌｏｗ
は約１／４より少ないことを読み取ることができる。
【０８２８】
　血糖値１０３５は、一回の睡眠中の寝返り回数が９回の場合である。血糖値１０３５は
、血糖値１０３２の場合と同様に、基準値Ｎｏｒｍａｌが約３／４以上となり、高血糖値
Ｈｉｇｈ及び低血糖値Ｌｏｗは合わせて約１／４より少ないことを読み取ることができる
。
【０８２９】
　血糖値１０３６は、一回の睡眠中の寝返り回数が１４回の場合である。高血糖値Ｈｉｇ
ｈが約過半を占め、また低血糖値Ｌｏｗも全体の約１／３であり、基準値Ｎｏｒｍａｌは
約１／４以下であったことを一見して読み取ることができる。
【０８３０】
　この被験者は、一回の睡眠中の寝返り回数と血糖値の経時変化から以下のことが明らか
となった。血糖値１０３２乃至血糖値１０３５の場合のように、一回の睡眠中の寝返り回
数が９回以下であると、他の条件（例えば、エクササイズ、食事時間）は同じであっても
それだけで血糖値を基準値Ｎｏｒｍａｌに収めることができることが認識できた。これに
対して、血糖値１０３１、血糖値１０３３及び血糖値１０３６の場合のように、一回の睡
眠中の寝返り回数が１２回以上であると、血糖値も高くなる。糖尿病患者の場合には、睡
眠の障害が懸念される。
【０８３１】
　図４７に示す一回の睡眠中の寝返り回数と血糖値の表示例を見ることによって、一回の
睡眠中の寝返り回数が９回以内であると、血糖値が基準値Ｎｏｒｍａｌに収まる知見が得
られた。被験者は、一回の睡眠中の寝返り回数と血糖値との相関関係が表示されることに
よって、睡眠の質の有用性を認識することができる。
【０８３２】
　しかし、エクササイズ及び食事時間の場合と異なり、患者自身の認識と努力によって睡
眠中の寝返り回数を直接減らすことは難しいと考えられる。医師は、患者が良好に睡眠を
取っているか気掛かりであっても簡易に確かめる方法がなかった。本実施の形態によれば
、医師は、睡眠の障害が疑われるケースについて、別の処方をする、あるいは別の専門医
を紹介するなど適切な措置が可能になる。
【０８３３】
　本実施の形態では、一回の睡眠中の寝返り回数と血糖値の経時変化について、生活習慣
の改善につながるいままでにない新しい知見の表示データを表示することができる。
【０８３４】
　なお、本実施の形態では、生活活動量と血糖値の経時変化を例に説明したが、血糖値に
代えてＣＧＭ値の経時変化を用いてもよい。但し血糖値の場合は、測定した時間、典型的
には食前・食後によって血糖値が変わるので、一定期間、食前又は食後のいずれかに取り
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決めすることが好ましい。因みに、食前に血糖値を測定すると、薬剤がどれだけ効いてい
るかが判り、また食後に血糖値を測定すると、食後高血糖値を判定しやすい。
【０８３５】
　（実施の形態１２）
　医師は患者が自分で血糖値を記載した自己管理ノートを通して血糖値管理の状況を確認
し、現在の治療（例えば運動療法や食事療法を基本とした生活習慣改善、経口血糖降下薬
療法、インクレチン療法、インスリン療法）を継続するか、もしくは変更が必要かを判断
する。
【０８３６】
　生活活動量をモニタリングできる血糖計を糖尿病患者が使用した場合、医師は血糖計内
のデータを血糖計の表示画面もしくはコンピュータにダウンロードしてコンピュータの表
示画面を通して血糖値管理と生活習慣（例えば、生活活動量・歩数・消費カロリー・食事
時間・睡眠時間）の状況を確認し、現在の治療（例えば運動療法や食事療法を基本とした
生活習慣改善、経口血糖降下薬療法、インクレチン療法、インスリン療法）を継続するか
、もしくは変更が必要かを判断する。この判断は血糖値だけと言う患者生活の断片的な情
報だけでなく、生活習慣の全体像を把握できる情報を加味して判断を下せるため、慢性疾
患である糖尿病という生活習慣病の治療方針決定には必須である。
【０８３７】
　実施の形態１２では、生活活動及び血糖値の経時変化について、いままでにない知見の
情報を表示又は記録する。原理説明の〔Ｃ．詳細分析制御〕の一態様である。
【０８３８】
　図４８は、本発明の実施の形態１２に係る血糖値測定システムの概観を示す図である。
本実施の形態の説明に当たり、図１及び図２と同一構成部分には同一番号を付して重複箇
所の説明を省略する。
【０８３９】
　図４８に示すように、血糖値測定システム２は、血糖値測定装置１００と、血糖値分析
装置１１００とを有し、血糖値測定装置１００と血糖値分析装置１１００とは、ＵＳＢケ
ーブル１１４０によりオンラインで接続される。なお、ＵＳＢケーブル１１４０に代えて
専用ケーブルであってもよい。
【０８４０】
　血糖値分析装置１１００は、血糖値分析装置本体１１００ａと、ＬＣＤからなるディス
プレイ１１１０と、キーボードやマウス等からなる操作部１１２０と、プリンタ１１３０
とを備えて構成される。
【０８４１】
　ディスプレイ１１１０は、生活活動量、血糖値又はＣＧＭ値、インスリン量等のパラメ
ータを組み合わせたデータを２次元及び３次元画面表示する。
【０８４２】
　操作部１１２０は、医師等がキーボードやマウス等によりパラメータ選択、[血糖値変
化表示制御モード][詳細分析制御モード]などのモード設定を入力する。
【０８４３】
　プリンタ１１３０は、ディスプレイ１１１０に表示される生活活動量、血糖値又はＣＧ
Ｍ値、インスリン量等のパラメータを組み合わせたデータをレポート１１３１として出力
する。
【０８４４】
　レポート１１３１は、１枚のレポート用紙の表示面（印刷可能な面）に、上記表示デー
タのほか、所見や医師から被検者への報告事項を全て印刷することができる。
【０８４５】
　血糖値分析装置１１００は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）端末装置で
あり、典型的には、例えばデスクトップ型ＰＣ等のような汎用コンピュータにおいて実現
可能である。
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【０８４６】
　ＵＳＢケーブル１１４０は、血糖値分析装置本体１１００ａのインタフェース（図示略
）と血糖値測定装置１００のコンピュータインターフェース１１６（図２）を接続する。
なお、ＵＳＢケーブル１１４０に代えて専用ケーブルであってもよい。また、特定近距離
無線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＲＦ通信等無線、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ
 Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）規格などの赤外線通信で接続してもよい。
【０８４７】
　図４９は、血糖値分析装置１１００の詳細分析制御を実行する制御部１１１１のブロッ
ク図である。
【０８４８】
　図４９に示すように、制御部１１１１は、データ取得部１１１２、パラメータ選択部１
１１３、基準データ格納部１１１４、分析部１１１５、表示パターン格納部１１１６、及
び表示データ作成部１１１７から構成される。
【０８４９】
　データ取得部１１１２は、血糖値測定装置１００の記録部１１１（図２）に記憶された
生活活動量に関連付けられた血糖値データを取得する。
【０８５０】
　パラメータ選択部１１１３は、第１乃至第６パラメータのうち、ユーザ設定又はデフォ
ルトにより任意の組み合わせのパラメータを選択する。
【０８５１】
　第１パラメータ：生活活動量
　第２パラメータ：血糖値又はＣＧＭ値
　第３パラメータ：インスリン量
　第４パラメータ：食事時間又は食事回数
　第５パラメータ：睡眠時間
　第６パラメータ：寝返り回数又は目覚め回数
　上記生活活動量と寝返り回数又は目覚め回数は、動き測定部（加速度センサ）１１２（
図２）により検知される。また、第１乃至第６パラメータは、時間軸上で表現される態様
も含まれる。
【０８５２】
　本例では、パラメータ選択部１１１３は、第１乃至第６パラメータのうち、２つ以上を
組み合わせる。例えば、２つのパラメータの組み合わせの場合、パラメータ選択部１１１
３は、ユーザ指示により第１パラメータ：生活活動量と第２パラメータ：血糖値とを選択
する。
【０８５３】
　例えば、３つのパラメータの組み合わせの場合、パラメータ選択部１１１３は、第１パ
ラメータ：生活活動量と第２パラメータ：ＣＧＭ値と第３パラメータ：インスリン量とを
選択する。さらに、パラメータ選択部１１１３は、第１パラメータ：生活活動量を除外し
た、２つ以上のパラメータを組み合わせることも可能である。例えば、パラメータ選択部
１１１３は、第２パラメータ：血糖値と第５パラメータ：睡眠時間と第６パラメータ：寝
返り回数とを選択する。
【０８５４】
　ここで、第１乃至第６パラメータは、任意のパラメータを組み合わせた場合に、組み合
わせたパラメータ間で不均衡が生じないように、例えば血糖値を基準に正規化されている
。パラメータ選択部１１１３は、ユーザ指示により第１パラメータ：生活活動量と第２パ
ラメータ：血糖値とを選択する。
【０８５５】
　パラメータ選択部１１１３は、これらパラメータを様々に組み合わせて、分析部１１１
５に出力する。
【０８５６】
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　基準データ格納部１１１４は、第１乃至第６パラメータに対応する基準となるデータを
格納する。例えば、血糖値の場合、基準値７０－１８０ｍｇ／ｄｌであることを予め格納
する。
【０８５７】
　分析部１１１５は、データ取得部１１１２により取得したデータ、パラメータ選択部１
１１３により選択された２つ以上を組み合わせのパラメータを基に、基準データ格納部１
１１４に格納された基準データを参照して詳細な分析を行う。詳細な分析には、各パラメ
ータを変数とし、各変数を２次元平面又は３次元空間で表現する処理を含む。
【０８５８】
　表示パターン格納部１１１６は、表示データを２次元平面又は３次元空間で表現する表
示パターンを予め格納する。
【０８５９】
　表示データ作成部１１１７は、表示パターン格納部１１１６に格納された表示パターン
を参照して、分析部１１１５により分析された分析結果を２次元平面又は３次元空間で表
現する表示データを作成する。表示データ作成部１１１７は、第１乃至第６パラメータの
うち、２つ以上を組み合わせて分析された結果を表示する表示データであれば、どのよう
な表示データを作成してもよい。
【０８６０】
　例えば、分析部１１１５が、第１パラメータ：生活活動量と第２パラメータ：血糖値と
を詳細に分析し、その分析結果を表示データ作成部１１１７に出力する場合を例に採る。
表示データ作成部１１１７は、単に生活活動量及び血糖値をプロットした表示データを作
成することも可能である。
【０８６１】
　表示データ作成部１１１７は、図４４に示すように、生活活動量に関連して測定された
血糖値を時間軸上に展開し、時間軸上に展開した血糖値についてその内容を、円グラフで
詳細表示することが好ましい。
【０８６２】
　図５０は、血糖値分析装置１１００の詳細分析制御モードを示すフローチャートである
。
【０８６３】
　詳細分析制御モードがスタートすると、ステップＳ２１１で血糖値分析装置１１００は
、血糖値測定装置１００に接続されたか否かを判別する。
【０８６４】
　血糖値測定装置１００に接続された場合は、ステップＳ２１２でデータ取得部１１１２
は、血糖値測定装置１００の記録部１１１（図２）に記憶された生活活動量に関連付けら
れた血糖値データを取得する。
【０８６５】
　ここで、上記各実施の形態で説明したように、記録部１１１に記憶される生活活動量に
は、食事（食事時間と食事時間帯），睡眠（睡眠時間と睡眠時間帯、又は寝返りと目覚め
回数）のイベントがある。これらは、動き測定部（加速度センサ）１１２（図２）により
検知され、血糖値センサ２００からの血糖値データを組み合わせて、記録部１１１（図２
）に記憶される。
【０８６６】
　記録方法については、実施の形態１の図８、図１０及び図１２、実施の形態２乃至４の
図１６－図２２、実施の形態１０の図４２などにより詳述した。また、生活活動量は血糖
値に限らず、ＣＧＭ値、インスリン量と組み合わせることも可能である。実施の形態７の
図３３、実施の形態８の図３７などにより詳述した。いうまでもなく、これらパラメータ
は様々な組み合わせにより、いままでにない情報を提供することができる。
【０８６７】
　図５０のフローに戻って、ステップＳ２１３でパラメータ選択部１１１３は、上記第１
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乃至第６パラメータのうち、ユーザ設定又はデェフォルトにより２つ以上を組み合わせる
。
【０８６８】
　ステップＳ２１４では、分析部１１１５は、データ取得部１１１２により取得したデー
タ、パラメータ選択部１１１３により選択された２つ以上を組み合わせのパラメータを基
に、基準データ格納部１１１４に格納された基準データを参照して詳細な分析を行う。具
体的には、分析部１１１５は、血糖値測定装置１００の記録部１１１から取得した過去値
を参照して生活活動（食事，睡眠など）量と血糖値又はＣＧＭ値の詳細な分析を行う。
【０８６９】
　ステップＳ２１５では、表示データ作成部１１１７は、表示パターン格納部１１１６に
格納された表示パターンを参照して、分析部１１１５により分析された分析結果を２次元
平面又は３次元空間で表現する表示データを作成する。例えば、表示データ作成部１１１
７は、得した生活活動量と血糖値（又はＣＧＭ値、インスリン量）のパラメータを組み合
わせて新しい知見の表示データを作成する。
【０８７０】
　ステップＳ２１６では、血糖値分析装置１１００は、作成した新しい知見の表示データ
をディスプレイ１１１０に画面表示、さらにプリンタ１１３０によりレポート印刷して本
フローを終了する。
【０８７１】
　図５１乃至図５３は、上記フロー実行により作成・表示された新しい知見の表示データ
の表示例を示す図である。
【０８７２】
　図５１は、生活活動量と血糖値又はＣＧＭ値変化とインスリン量変化の表示を示す図で
ある。Ｘ軸は、インスリン量（積算量／Ｗｅｅｋ）を示し、Ｙ軸は、血糖値を示し、Ｚ軸
は、エクササイズを示している。Ｙ軸上には、血糖値閾値を示す。なお、上記血糖値は、
１ｗｅｅｋ当たりの食前の血糖値の平均、食後の血糖値の平均、又は朝一番に測定した血
糖値の平均のいずれか一つである。
【０８７３】
　図５１に示すように、３ｗｅｅｋに亘って、生活活動量と血糖値とインスリン量とから
なる３次元データをプロットする。この３次元データをプロットポイント１１５１～１１
５３と呼び、丸印を白抜きした数字で表す。図５１中、破線はプロットポイント１１５１
～１１５３の補助線である。３ｗｅｅｋにおけるプロットポイント１１５１～１１５３は
、色分け表示されていてもよい。
【０８７４】
　本グラフにより、生活活動量と血糖値変化とインスリン量変化をｗｅｅｋ単位で知るこ
とができる。
【０８７５】
　プロットポイント１１５１は、エクササイズが大きく、血糖値とインスリン量が共に少
ない。有効な運動によって血糖値とインスリン量が抑えられた良好な状態である。
【０８７６】
　エクササイズが低下した場合が、次ｗｅｅｋのプロットポイント１１５２である。
【０８７７】
　プロットポイント１１５２は、このｗｅｅｋのエクササイズが、プロットポイント１１
５１（すなわち前ｗｅｅｋのエクササイズ）よりも低下したため、血糖値とインスリン量
が共に増加している。但し血糖値は、Ｙ軸上の血糖値閾値に収まっている。
【０８７８】
　その次ｗｅｅｋにおいて、さらにエクササイズを低下すると、プロットポイント１１５
３となる。
【０８７９】
　プロットポイント１１５３は、エクササイズが、プロットポイント１１５２よりもさら
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に低下したため、血糖値とインスリン量とが共に大幅に増加している。血糖値は、Ｙ軸上
の血糖値閾値を超えている。被験者が糖尿病患者である場合に有効な運動を殆どしなかっ
た場合が考えられる。
【０８８０】
　エクササイズの実施状況が、血糖値変化とインスリン量変化をもたらすことを一見して
読み取ることができる。
【０８８１】
　前述したように、生活活動量と血糖値が密接に関連している。エクササイズにより血糖
値が改善することは知られている。従来では、エクササイズ（生活活動量）と血糖値とイ
ンスリン量との、当該患者における具体的な指標について手立てがなかった。本実施の形
態によれば、エクササイズ（生活活動量）によって血糖値とインスリン量がどのように変
化するかを、定量的に知らせることができる。
【０８８２】
　このような新しい知見の表示データの表示例は、従来では全く行われていなかったこと
であり、本実施の形態ではじめて開示するものである。
【０８８３】
　特に、本実施の形態では、血糖値測定装置１００を、例えばＵＳＢケーブル１１４０に
より血糖値分析装置１１００（図４８）に接続する。血糖値分析装置１１００は、医師等
の医療関係者によって使用される。血糖値分析装置１１００は、図５０の詳細分析制御モ
ードフローを実行し、血糖値測定装置１００の記録部１１１（図２）に記憶された生活活
動量に関連付けられた測定結果（過去値）を参照して詳細分析を行う。
【０８８４】
　血糖値分析装置１１００は、図４８のフローの詳細分析制御を行うことで、図５１の表
示、及び後述する図５２及び図５３のような新しい知見の表示データを表示する。医師は
、図５１に示す生活活動量と血糖値変化とインスリン量変化の表示を見ることによって、
当該患者のエクササイズと血糖値変化とインスリン量変化を定量的に把握し、エクササイ
ズの有効性に基づく、メニューの立案、薬剤投与の数量又は頻度を減少させる処方が可能
になる。
【０８８５】
　本実施の形態は、エクササイズ（生活活動量）と血糖値とを単に比較表示するものでは
なく、生活活動量と各パラメータ（ここでは、血糖値変化とインスリン量変化）が有機的
に結合されて表示される特徴がある。
【０８８６】
　例えば、図５１において、プロットポイント１１５１，１１５２は、血糖値だけに着目
すると、血糖値閾値内に収まっている。しかし血糖値は正常であるものの、プロットポイ
ント１１５１からプロットポイント１１５２に移行した事実がある。
【０８８７】
　（１）この間、患者が薬剤投与を受けているとすると、プロットポイント１１５２は、
患者が運動もせずに薬剤に依存し、結果的に血糖値だけは正常になっていることが推察で
きる。しかもその薬剤の処方の有効性も推察でき、診断・治療に活かすことができる。
【０８８８】
　（２）上記期間、患者が薬剤投与を受けていないとすると、プロットポイント１１５１
とプロットポイント１１５２のＺ軸比較により、当該患者にとって、血糖値を正常に保つ
にはどの程度のエクササイズ（生活活動量）が必要であるかの指標を得ることができる。
【０８８９】
　上記は、エクササイズ（生活活動量）と血糖値変化に加えて、インスリン量変化を合わ
せた３次元表示によって、診断のための判断基準がより明らかとなる。図５１の場合は、
プロットポイント１１５１とプロットポイント１１５２のＸ軸比較により、患者が薬剤投
与を受けている（インスリン量が積算されている）ことから、生活活動量と血糖値変化と
インスリン量変化の相互関係が一見して判る。医師は、インスリン処方の有効性も推察で
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き、診断・治療に活かすことができる。
【０８９０】
　例えば、プロットポイント１１５３では、インスリン量が増えているにもかかわらず、
血糖値は基準値（血糖値閾値）を超えてしまっている。この場合、医師は、インスリン投
与だけでは、血糖値を正常に戻すことが難しいことが判り、エクササイズが不可欠である
ことを患者に説明することができる。当該患者にとって負担がなく、最も効果的なエクサ
サイズのメニューも立案することが可能になる。
【０８９１】
　本実施の形態によれば、エクササイズ（生活活動量）と各パラメータ（血糖値変化、イ
ンスリン量変化）とを有機的に結びつけて詳細分析し、３次元データとして表示すること
で、従来では全く行われていなかった新しい知見の表示データを提供することができる。
血糖値診断に新境地を拓くことが期待される。
【０８９２】
　ここで、エクササイズと血糖値変化については、実施の形態１１の図４４でも有効であ
る。
【０８９３】
　なお、例として３Ｗｅｅｋを挙げたが、これに限らず、例えば４Ｗｅｅｋ単位、又は１
日以内の数時間単位であってもよい。
【０８９４】
　また、各プロットポイント間の推移を、矢印により表示してもよい。プロットポイント
１１５１からプロットポイント１１５２に、プロットポイント１１５２からプロットポイ
ント１１５３に矢印が示されていると、各プロットポイントの経時変化がより判り易い効
果がある。例えば、プロットポイント１１５２が１Ｗｅｅｋ、プロットポイント１１５１
が２Ｗｅｅｋ、プロットポイント１１５３が３Ｗｅｅｋである場合に、プロットポイント
１１５２→１１５１→１１５３に矢印が表示されていると各パラメータの経時変化が良く
判る。
【０８９５】
　図５２は、血糖値又はＣＧＭ値変化と生活習慣変化の表示を示す図である。生活習慣変
化は、生活活動量と食事を例に採る。Ｘ軸は、食事（積算食事時間／Ｗｅｅｋ）を示し、
Ｙ軸は、血糖値を示し、Ｚ軸は、エクササイズを示している。Ｙ軸上には、血糖値閾値を
示す。なお、上記Ｘ軸の食事は、１Ｗｅｅｋ当たりの積算食事時間、食事平均時間、又は
食事平均回数のいずれか一つである。上記Ｙ軸の血糖値は、１Ｗｅｅｋ当たりの食前の血
糖値の平均、食後の血糖値の平均、又は朝一番に測定した血糖値の平均のいずれか一つで
ある。
【０８９６】
　以下の説明において、上記Ｘ軸の食事は、食事平均時間を例に採るが、積算食事時間、
又は食事平均回数でもほぼ同じ結果が得られる。食事平均時間の増加方向をＸ軸のマイナ
ス方向に採る。
【０８９７】
　図５２に示すように、４Ｗｅｅｋに亘って、生活活動量と血糖値と食事とからなる３次
元データをプロットする。この３次元データをプロットポイント１１６１～１１６４と呼
び、丸印を白抜きした数字で表す。図５２中、破線・鎖線はプロットポイント１１６１～
１１６４の補助線である。４Ｗｅｅｋにおけるプロットポイント１１６１～１１６４は、
色分け表示されていてもよい。
【０８９８】
　本グラフにより、血糖値と生活習慣変化（生活活動量と食事）をＷｅｅｋ単位で知るこ
とができる。
【０８９９】
　プロットポイント１１６１は、エクササイズが大きく、血糖値が少なく、食事平均時間
は大きい。エクササイズが大きいこと、及び食事平均時間が十分取られていることで、血
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糖値が基準値に収まる良好な状態である。
【０９００】
　エクササイズが低下した場合が、プロットポイント１１６２～１１６４である。エクサ
サイズが低下すると、血糖値は悪化する傾向にある。
【０９０１】
　プロットポイント１１６２は、このＷｅｅｋのエクササイズが、プロットポイント１１
６１（すなわち前Ｗｅｅｋのエクササイズ）よりも低下し、かつ食事平均時間がプロット
ポイント１１６１（すなわち前Ｗｅｅｋの食事平均時間）よりも短かったため、血糖値が
増加している。但し血糖値は、Ｙ軸上の血糖値閾値に収まっている。
【０９０２】
　プロットポイント１１６３は、このＷｅｅｋのエクササイズが、プロットポイント１１
６２のエクササイズとほぼ同じ運動量であるにもかかわらず、食事平均時間がプロットポ
イント１１６２の食事平均時間よりも短かったため、血糖値は、Ｙ軸上の血糖値閾値を超
えるほど悪化してしまっている。
【０９０３】
　プロットポイント１１６４は、このＷｅｅｋのエクササイズが、プロットポイント１１
６２のエクササイズよりもさらに低下した場合である。但し、食事平均時間についてはプ
ロットポイント１１６２の食事平均時間とほぼ同じ時間である。
【０９０４】
　プロットポイント１１６４は、このＷｅｅｋの食事平均時間が、プロットポイント１１
６２のエクササイズとほぼ同じ食事平均時間であるにもかかわらず、このＷｅｅｋのエク
ササイズが、プロットポイント１１６２のエクササイズよりも低下したため、血糖値は、
プロットポイント１１６３の血糖値よりも更に悪化している。
【０９０５】
　エクササイズの低下に伴って、食事摂取の時間／回数がよりシビアに影響することが明
らかとなった。すなわち、エクササイズが低下すると、血糖値と食事摂取の時間／回数が
いずれも悪化する。このため、わずかな食事摂取の時間／回数の変化が血糖値に影響する
ことになる。
【０９０６】
　このように、エクササイズの実施状況が、血糖値と生活習慣変化（生活活動量と食事）
をもたらすことを一見して読み取ることができる。
【０９０７】
　本実施の形態によれば、エクササイズ（生活活動量）によって血糖値とインスリン量が
どのように変化するかを、定量的に知らせることができる。特に、十分なエクササイズが
確保されている状況では、食事摂取の時間／回数は二次的な影響に留まる。エクササイズ
の低下に伴って、食事摂取の時間／回数がよりシビアに影響することが明らかとなった。
【０９０８】
　より詳細に分析すると、エクササイズが中程度のプロットポイント１１６２，１１６３
では、食事摂取の時間／回数に配慮した生活習慣を実施することによって血糖値を基準値
に保つことができる。しかも、医師は、本表示により定量的に把握することができる。そ
の一方で、エクササイズが更に低下したプロットポイント１１６４の場合は、食事摂取の
時間／回数の改善だけでは血糖値を正常に保つことができないことを定量的に把握するこ
とができる。いままでにない新しい知見の表示データを提供することができ、血糖値診断
に新境地を拓くことが期待される。
【０９０９】
　図５３は、血糖値又はＣＧＭ値変化と睡眠クオリティ変化の表示を示す図である。生活
活動量がパラメータとして入っていない。Ｘ軸は、寝返り回数又は目覚め回数（回数平均
／Ｗｅｅｋ）を示し、Ｙ軸は、血糖値を示し、Ｚ軸は、睡眠時間（平均時間　ＳＤ／Ｗｅ
ｅｋ）を示している。Ｙ軸上には、血糖値閾値を示す。なお、上記Ｘ軸の食事は、１Ｗｅ
ｅｋ当たりの積算食事時間、食事平均時間、又は食事平均回数のいずれか一つである。
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【０９１０】
　上記Ｙ軸の血糖値は、１Ｗｅｅｋ当たりの食前の血糖値の平均、食後の血糖値の平均、
又は朝一番に測定した血糖値の平均のいずれか一つである。以下の説明において、上記Ｘ
軸の寝返り回数又は目覚め回数は、寝返り回数を例に採るが、目覚め回数でもほぼ同じ結
果が得られる。
【０９１１】
　図５３に示すように、３Ｗｅｅｋに亘って、血糖値と寝返り回数と睡眠時間とからなる
３次元データをプロットする。この３次元データをプロットポイント１１７１～１１７３
と呼び、丸印を白抜きした数字で表す。図５３中、破線・鎖線はプロットポイント１１７
１～１１７３の補助線である。３ｗｅｅｋにおけるプロットポイント１１７１～１１７３
は、色分け表示されていてもよい。
【０９１２】
　本グラフにより、血糖値と睡眠クオリティ変化をＷｅｅｋ単位で知ることができる。
【０９１３】
　プロットポイント１１７１は、睡眠時間が長く、かつ寝返り回数が少ない。睡眠クオリ
ティが高いことで、血糖値が基準値に収まる良好な状態である。
【０９１４】
　睡眠クオリティが低下した場合が、プロットポイント１１７２，１１７３である。睡眠
時間及び寝返り回数から表現される睡眠クオリティが低下することで、血糖値は悪化する
。
【０９１５】
　プロットポイント１１７２は、睡眠時間と寝返り回数が、プロットポイント１１７１よ
りも低下している。但し血糖値は、Ｙ軸上の血糖値閾値に収まっている。
【０９１６】
　プロットポイント１１７３は、眠時間と寝返り回数が、プロットポイント１１７２より
更に低下している。血糖値は、Ｙ軸上の血糖値閾値を超えるほど悪化してしまっている。
【０９１７】
　血糖値と睡眠クオリティ（睡眠時間と寝返り回数）をもたらすことを一見して読み取る
ことができる。本実施の形態によれば、睡眠クオリティ変化によって血糖値がどのように
変化するかを、定量的に知らせることができる。
【０９１８】
　なお、本実施の形態では、血糖値分析装置１１００が、上述した〔Ｃ．詳細分析制御〕
を実行する例について説明した。血糖値分析装置１１００ではなく、血糖値測定装置１０
０が上述した〔Ｃ．詳細分析制御〕を実行する態様でもよい。
【０９１９】
　（実施の形態１３）
　実施の形態１３は、血糖値測定装置１００の衝撃検知制御について説明する。
【０９２０】
　米国の病院で使用される血糖値測定装置は、医療施設認定合同審査会“Ｊｏｉｎｔ　Ｃ
ｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ａｃｃｒｅｄｉｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ
　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ（ＪＣＡＨＯ）”の要求により、院内での品質監査証記録
や患者の血糖値の記録や患者・オペレーター情報の記録を最低でも２年間維持することが
求められている。
【０９２１】
　しかしながら手書きでの記録は、記録忘れなどの問題があり、臨床・検査標準協会“Ｃ
ｌｉｎｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕ
ｔｅ（ＣＬＳＩ）”が中心となって簡易測定器いわゆるＰＯＣＴのデータ通信スタンダー
ド「ＰＯＣＴ１－Ａ」を策定した。
【０９２２】
　ＰＯＣＴは、「ＰＯＣＴ１－Ａ」に準拠した通信機能を備えることで、有線・無線で院



(94) JP 5487527 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

内データベースに接続可能になり、簡易に記録を電子化し保存することが可能になった。
このように、米国の病院で使用される血糖値測定装置は、全て通信機能付きになった。し
かし、個人向けの血糖計と比較して高機能（精密機器）になり、また高価になったことも
事実である。
【０９２３】
　ところが、高価な装置であるにもかかわらず、米国病院用血糖値測定装置は、不良交換
が多い。その理由は、落下に起因する不良交換に依るものが最も多いこともわかっている
。多忙な病院での使用には、どうしても落下が発生する。この点からは、精密機器である
米国病院用血糖値測定装置は、多忙な病院での使用には適さない。
【０９２４】
　落下により、米国病院用血糖値測定装置が使用不能になれば、機器不良による間違った
値を記録しなくても済む。しかし、仮に機器不良を内在したまま使用を継続した場合、間
違った血糖値を記録してしまう可能性や患者間の血糖値を間違って記録してしまう可能性
を否定できない。
【０９２５】
　さらに落下して故障してしまうと、医療従事者は少なくともメーカカスタマーサポート
や院内関係者への連絡に費やす時間は本来行われるべき看護や治療ができなくなってしま
う。
【０９２６】
　図５４は、本発明の実施の形態１３に係る血糖値測定装置の衝撃検知制御を示すフロー
チャートである。血糖値測定装置１００の内のＣＰＵ１１０（図２、本実施の形態におい
ては、ダメージ監視手段の役割も担う）により所定タイミングで繰返し実行される。
【０９２７】
　本発明の実施の形態１３に係る血糖値測定装置のハード的構成は、図１及び図２と同様
である。ＣＰＵ１１０は、動き情報に基づいて、筐体に加わったダメージ量を判定する判
定手段と、判定したダメージ量及び回数を記録部１１１（図２）に記録し、記録部１１１
に記録されたダメージ量及び回数を報知する制御手段としての機能を有する。
【０９２８】
　図１及び図２の動き測定部は、加速度センサ１１２である場合を例に採る。なお、加速
度センサ１１２に代えて、角速度センサ又は振動センサなどを用いてもよい。
【０９２９】
　まず、ステップＳ３０１でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を取得する。
【０９３０】
　ステップＳ３０２では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力が０以外か否かを
判別する。
【０９３１】
　加速度センサ１１２の出力が０以外の場合、すなわち加速度センサ１１２が動きを検出
している場合は、ステップＳ３０３に進み、加速度センサ１１２の出力が０以外でない場
合はステップＳ３０４に進む。
【０９３２】
　ステップＳ３０３では、ＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に、加速度セ
ンサ１１２の測定結果が血糖値測定装置１００にダメージを与える程度の衝撃か否かを判
別する。
【０９３３】
　例えば、加速度センサ１１２の測定値の大きさからダメージの強度として「強」、「中
」、「弱」の３つに判定する。そして「強」であれば、ダメージを与える程度の衝撃、「
中」又は「小」であれば、ダメージを与えない程度の衝撃と判別する。
【０９３４】
　血糖値測定装置１００にダメージを与える程度の衝撃でない場合、あるいは上記ステッ
プＳ３０２で加速度センサ１１２の出力が０の場合は、ステップＳ３０４でＣＰＵ１１０
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は、血糖値測定装置１００が所定設置台に載置されているか否かを判別する。血糖値測定
装置１００が所定位置に載置されていることは、血糖値測定装置１００のコンピュータイ
ンターフェース１１６（図２）に、該当接続ケーブルが接続されていることで判定する。
例えば、上記接続ケーブルがＵＳＢケーブルである場合、該ケーブルの脱着で接続状態を
検知することができる。
【０９３５】
　血糖値測定装置１００が所定設置台に載置されている場合、ステップＳ３０５でＣＰＵ
１１０は、所定時間（例えば５秒間）待機してステップＳ３０６に進む。血糖値測定装置
１００が所定設置台に載置されていない場合には直ちにステップＳ３０６に進む。
【０９３６】
　ステップＳ３０６では、ＣＰＵ１１０は、所定時間（例えば５秒間）後加速度センサ１
１２の出力を取得して上記ステップＳ３０１に戻る。
【０９３７】
　上記ステップＳ３０３で血糖値測定装置１００にダメージを与える程度の衝撃である場
合、ステップＳ３０７でＣＰＵ１１０は、加速度センサ１１２の出力を基に、ダメージ量
を演算する。
【０９３８】
　ステップＳ３０８では、ＣＰＵ１１０は、算出したダメージ量を記録部１１１（図２）
に記録して本フローを終了する。この時、ダメージ量の代わりにダメージ強度を記録して
もよい。
【０９３９】
　以上のフローにより、血糖値測定装置１００の記録部１１１には、落下によるダメージ
量が落下回数と共に履歴として記録される。
【０９４０】
　ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にダメージ量を記録した場合、血糖値測定装置１００が
衝撃を受けたことを、表示部１０２などの表示、又は音声などにより報知することが好ま
しい。
【０９４１】
　また、間違った値を記録してしまう可能性を持ったダメージを記録した時点で使用者に
その旨を喚起してもよい。さらに、血糖値測定装置１００が、例えば本体電源投入時や所
定タイミングで自立的に機器正常動作チェックプログラム起動することも可能である。血
糖値測定装置１００は、機器正常動作チェックプログラムの結果により、本体電源オフに
する、使用者が使用できなくする停止プログラム作動させるなど様々な対応策を実施する
ことができる。その結果、臨床的な安全を担保しつつ、医療従事者の手を煩わせることな
く、信頼性の高い血糖値測定を実施することができる。
【０９４２】
　さらに、本実施の形態と上述した各実施の形態の制御を有機的に組み合わせることも可
能である。その方法として例えば、ＣＰＵ１１０は、記録部１１１にダメージ量を記録し
た場合、そのステータスを示すフラグを立てておく。そして、上記各実施の形態による本
制御、例えば[生活活動測定モード]、[睡眠処理モード]、[生活活動測定モード]、[詳細
分析制御モード]などの実行が指示された時、上記フラグをチェックし、指示された制御
に先立って、血糖値測定装置１００が衝撃を受けたことを報知する。
【０９４３】
　この構成によれば、使用者は、血糖値測定装置１００が衝撃を受けたことことを事前に
知ることができ、間違った血糖値を記録してしまう可能性を未然に防止することができる
。使用者は、血糖値測定装置１００が衝撃を受けてしまっていることを外見から知ること
は難しい。本実施の形態によれば、特別に機器正常動作チェックプログラムを起動するこ
となく、血糖値測定装置１００が衝撃を受けたことを知ることができ、信頼性のあるデー
タをいつでも提供できる効果がある。
【０９４４】
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　また、使用者は、ダメージ量がわかるので、それを踏まえた上で血糖値測定装置１００
を使用することも可能である。このダメージ量は、使用可能／不能の情報とともに提供さ
れる。
【０９４５】
　また、血糖値測定装置１００へのダメージ量を、記録部１１１に記録する。記録部１１
１に記録されたダメージ量は、コンピュータインターフェース１１６（図２）を経由して
外部に出力することができる。そして、例えば、図４０に示すように、医療従事者の手を
煩わすことなく、インターネット９０５等を経由して記録したダメージ状況を連絡するこ
とができる。さらに、メーカではダメージ状況の分析結果により、メータの交換や保守の
手配を行うことができる。
【０９４６】
　以上の説明は本発明の好適な実施の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定され
ることはない。
【０９４７】
　例えば、人間の生化学的情報と人間の生活活動量情報と人間への薬剤投与量をモニタし
、それらの情報を提供するシステムであって、人体の上に配置される装置が、（ａ）人間
の生化学的パラメータに関する検知されたデータの少なくとも１つと、（ｂ）人間の生活
活動量を直接検知したデータの少なくとも１つと、（ｃ）人間への任意の薬剤投与量のデ
ータの少なくとも１つを、人体近傍の任意の通信機能付きコンピュータに送信し、コンピ
ュータが、それぞれの前記データに対し及ぼす相互的な影響に関する状態情報を算出する
システムであってもよい。
【０９４８】
　また、生化学的情報は、グルコース量であってもよく、薬剤投与量は、インスリンの投
与量であってもよい。
【０９４９】
　また、図２のＣＰＵ１１０は、生活活動量が、１．５ＭＥＴｓ～１３ＭＥＴｓであるこ
とを判別する。また、ＣＰＵ１１０は、生活活動量をＭＥＴｓ強度で分類する。しかし、
これらは好ましい態様の一つであり、他の数値又は指標で分類表示してもよい。
【０９５０】
　また、生活活動量情報が日常生活の活動で発生する上下・左右・前後の活動を含んだ生
活活動量であることが好ましい。
【０９５１】
　また、各実施の形態１乃至９において、血糖値センサ２００、ＣＧＭセンサ６００、加
速度センサ１１２、又はインスリン持続皮下注入ポンプの全て、もしくは任意の部分が本
体装置から脱着可能である構成でもよい。
【０９５２】
　また、ＣＧＭセンサユニット５００、インスリンポンプユニット７００、ＣＧＭインス
リンポンプユニット８００が、測定装置本体（例えば、血糖値測定装置１００）と、有線
又は無線通信（好ましくは、小電力近距離双方向無線通信方式）で接続され、検知結果を
測定装置本体に随時、又は間欠的に送信するシステムであってもよい。
【０９５３】
　また、この測定装置本体は、有線又は無線で結ばれた別の管理装置に随時、又は間欠的
に送信することも可能である。特に、これらセンサユニットを別体で糖尿病患者などに装
着する態様は糖尿病患者の負担を軽減できる効果がある。
【０９５４】
　また、上記各実施の形態では、血糖値測定システム、血糖値測定装置、ＣＧＭセンサユ
ニット、インスリンポンプユニット、ＣＧＭインスリンポンプユニットという名称を用い
たが、これは説明の便宜上であり、装置の名称は血糖値制御装置、糖尿病自己管理装置、
インスリン注入装置、また方法の名称は血糖値制御方法等であってもよいことは勿論であ
る。
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【０９５５】
　また、上記各実施の形態により開示された機能面から、例えば血糖値分析制御装置、糖
尿病管理装置、寝返り回数判定装置、プライミング制御装置等と呼称できる。方法につい
ても同様である。さらに、バイオセンサの種類、又はインスリン供給など、媒体に着目し
て、血糖値測定装置、ＣＧＭ装置、インスリンポンプ装置等と呼称してもよい。
【０９５６】
　また、上記血糖値測定装置を構成する各部、例えば表示部の種類、その数及び接続方法
などはどのようなものでもよい。また、動き測定部は、人体活動に伴う動きを検知するセ
ンサであればなんでもよく、加速度センサは勿論のこと、回転活動も検知する角速度計測
センサ、より簡易な振動センサ等であってもよい。また、加速度センサ，角速度センサな
どの動き測定部は、活動計と呼称してもよい。
【０９５７】
　以上説明した血糖値測定方法、ＣＧＭ制御方法及びインスリンポンプ制御方法は、この
血糖値測定方法、ＣＧＭ制御方法及びインスリンポンプ制御方法を機能させるためのプロ
グラムでも実現される。このプログラムはコンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納
されている。
【０９５８】
　２００８年１１月４日出願の特願２００８－２８３７８４の日本出願に含まれる明細書
、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０９５９】
　本発明に係る測定装置は、血糖値と生活活動量の測定を一つの機器で行えることを特徴
とする。本装置を実施することにより、糖尿病患者はより健康的な生活を送ることができ
、また医療従事者にとっても糖尿病患者の生活活動と血糖値の測定結果が簡易に把握でき
るので実際の臨床活動がより糖尿病患者に有益なものにする効果がある。
【符号の説明】
【０９６０】
　１，２，４０１　血糖値測定システム
　１００，４０２　血糖値測定装置
　１０１　センサ装着部
　１０２，４０６　表示部
　１０３　操作キー
　１０４　メモリ兼決定キー
　１１０　ＣＰＵ
　１１１　記録部
　１１２　動き測定部
　１１３　血糖値測定回路部
　１１４，１１５　接続部
　１１６　コンピュータインターフェース
　１１７，５５０，７８０　温度計測部
　２００　血糖値センサ
　３００　装着ユニット
　５００　ＣＧＭセンサユニット
　５１０　ＣＧＭセンサユニット回路部
　５２０，７２０　生活活動計測部
　５３０，７３０　通信部
　５４０，７４０　電源
　６００　ＣＧＭセンサ
　６００Ａ　ＣＧＭセンサコネクタ
　７００　インスリンポンプユニット
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　７１０　インスリンポンプユニット回路部
　７５０　インスリン注入部
　７５１　開口部
　７５２　連通路
　７５３　カニューレコネクタ
　７６０　ポンプ部
　７７０　カニューレ
　８００　ＣＧＭインスリンポンプユニット
　８１０　ＣＧＭインスリンポンプユニット回路部
　１１００　血糖値分析装置
　１１００ａ　血糖値分析装置本体
　１１１０　ディスプレイ
　１１１１　制御部
　１１１２　データ取得部
　１１１３　パラメータ選択部
　１１１４　基準データ格納部
　１１１５　分析部
　１１１６　表示パターン格納部
　１１１７　表示データ作成部
　１１２０　操作部
　１１３０　プリンタ
　１１３１　レポート
　１１４０　ＵＳＢケーブル
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