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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサポートであって、
　頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ対向電極接点
構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の組のセンサポー
ト接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ共面電極接点
構成を有する第２のアナライトセンサと接触するように構成された第２の組のセンサポー
ト接点とを備え、
　第１のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第１のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の両方で第１の組のセンサポート
接点と接触するように構成され、かつ
　第２のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第２のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部のいずれかで第２の組のセンサポ
ート接点と接触するように構成される、センサポート。
【請求項２】
　第１のアナライトセンサがブドウ糖センサであり、第２のアナライトセンサがケトンセ
ンサである、請求項１に記載のセンサポート。
【請求項３】
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　第１と第２のアナライトセンサが、ブドウ糖センサである、請求項１に記載のセンサポ
ート。
【請求項４】
　センサポートが、異なる幅を有するアナライトセンサを受容するように構成された、請
求項１に記載のセンサポート。
【請求項５】
　センサポートが、側壁と、アナライトセンサの挿入期間中に側壁に対しアナライトセン
サを位置決めするように構成された付勢機構とを含む、請求項４に記載のセンサポート。
【請求項６】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを上回る幅を有する、請求項４に
記載のセンサポート。
【請求項７】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを下回る幅を有する、請求項４に
記載のセンサポート。
【請求項８】
　センサポートが、これに摺動可能に係合するアナライトセンサ排出装置を備える、請求
項１に記載のセンサポート。
【請求項９】
　センサポートが、第１のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第１のアナライ
トセンサに接触するように構成された少なくとも４個のセンサポート接点と、第２のアナ
ライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライトセンサに接触するように構成
された少なくとも３個のセンサポート接点とを備える、請求項１に記載のセンサポート。
【請求項１０】
　センサポートが、少なくとも７個の異なるセンサポート接点を備える、請求項９に記載
のセンサポート。
【請求項１１】
　センサポートが、少なくとも９個の異なるセンサポート接点を備える、請求項１０に記
載のセンサポート。
【請求項１２】
　少なくとも４個のセンサポート接点のうち１個をセンサポートの頂部に取り付け、少な
くとも４個のセンサポート接点のうち３個をセンサポートの底部に取り付けた、請求項９
に記載のセンサポート。
【請求項１３】
　少なくとも３個のセンサポート接点をセンサポートの頂部に取り付けた、請求項９に記
載のセンサポート。
【請求項１４】
　センサポートが、センサポート頂部からセンサポート内部に延在する保護突起を備える
、請求項９に記載のセンサポート。
【請求項１５】
　センサポートであって、
　頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第１の幅およ
び対向電極接点構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の
組のセンサポート接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第２の幅およ
び共面電極接点構成を有する第２のアナライトセンサと接触するように構成された第２の
組のセンサポート接点と、
　側壁と、第１および第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入期間中に側壁に対
し第１および第２のアナライトセンサを位置決めするように構成された付勢機構とを備え
、
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　第１のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第１のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の両方で第１の組のセンサポート
接点と接触するように構成され、かつ
　第２のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第２のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部のいずれかで第２の組のセンサポ
ート接点と接触するように構成される、センサポート。
【請求項１６】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを上回る幅を有する、請求項１５
に記載のセンサポート。
【請求項１７】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを下回る幅を有する、請求項１５
に記載のセンサポート。
【請求項１８】
　アナライト計であって、
　アナライト計ハウジングと、
　アナライト計ハウジングに結合したセンサポートとを備え、
　前記センサポートが、頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ対向電極接点
構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の組のセンサポー
ト接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ共面電極接点
構成を有する第２のアナライトセンサと接触するように構成された第２の組のセンサポー
ト接点とを備え、前記アナライト計がさらに、
　アナライト計ハウジングに結合した処理装置を備え、前記処理装置が、
　第１のアナライトセンサの挿入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の
両方で第１の組のセンサポート接点から信号を受信し、
　第２のアナライトセンサの挿入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部の
いずれかで第２の組のセンサポート接点から信号を受信し、かつ、
　第１または第２のアナライトセンサと接触したサンプルのアナライト濃度を特定するよ
うにプログラムされた、アナライト計。
【請求項１９】
　第１のアナライトセンサがブドウ糖センサであり、第２のアナライトセンサがケトンセ
ンサである、請求項１８に記載のアナライト計。
【請求項２０】
　第１と第２のアナライトセンサが、共にブドウ糖センサである、請求項１８に記載のア
ナライト計。
【請求項２１】
　通信装置をさらに備える、請求項１８に記載のアナライト計。
【請求項２２】
　通信装置が、アナライト計とアナライト計外部の装置および／またはネットワークとの
間に双方向通信を提供するように構成された、請求項２１に記載のアナライト計。
【請求項２３】
　通信装置が、アナライト計とアナライト計外部のネットワークとの間に双方向通信を提
供するように構成された、請求項２１に記載のアナライト計。
【請求項２４】
　ネットワークが、コンピュータネットワークである、請求項２３に記載のアナライト計
。
【請求項２５】
　通信装置が、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）コネクタを備える、請求項２１に記
載のアナライト計。



(4) JP 5855017 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

【請求項２６】
　通信装置が、アナライト計と外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を
提供するように構成された、請求項２１に記載のアナライト計。
【請求項２７】
　通信装置が、無線周波（ＲＦ）プロトコルと赤外線（ＩＲ）プロトコルから選択される
無線通信プロトコルを用いる、請求項２６に記載のアナライト計。
【請求項２８】
　通信装置が、アナライト計と外部装置との間に無線通信を提供するように構成され、外
部装置が無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグを含み、通信装置が、ＲＦ無線通信プロトコルを
用いて無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグと通信するように構成された、請求項２６に記載の
アナライト計。
【請求項２９】
　通信装置が、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、およびＧｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）から選択される無線通信
プロトコルを用いる、請求項２６に記載のアナライト計。
【請求項３０】
　通信装置が、アナライト計と外部装置との間に無線通信を提供するように構成された、
請求項２１に記載のアナライト計。
【請求項３１】
　外部装置が、薬剤投与装置または移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサで
ある、請求項３０に記載のアナライト計。
【請求項３２】
　外部装置が、インシュリンポンプである、請求項３０に記載のアナライト計。
【請求項３３】
　処理装置と通信可能にあるディスプレイ装置をさらに備える、請求項１８に記載のアナ
ライト計。
【請求項３４】
　ディスプレイ装置が、タッチスクリーンを備える、請求項３３に記載のアナライト計。
【請求項３５】
　ディスプレイ装置が、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を備える、請求項３３に記載のアナ
ライト計。
【請求項３６】
　センサポートが、異なる幅を有するアナライトセンサを受容するように構成された、請
求項１８に記載のアナライト計。
【請求項３７】
　センサポートが、側壁と、アナライトセンサの挿入期間中に側壁に対しアナライトセン
サを位置決めするように構成された付勢機構とを含む、請求項３６に記載のアナライト計
。
【請求項３８】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを上回る幅を有する、請求項３６
に記載のアナライト計。
【請求項３９】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを下回る幅を有する、請求項３６
に記載のアナライト計。
【請求項４０】
　センサポートが、これに摺動可能に係合するアナライトセンサ排出装置を備える、請求
項１８に記載のアナライト計。
【請求項４１】
　センサポートが、第１のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第１のアナライ
トセンサに接触するように構成された少なくとも４個のセンサポート接点と、第２のアナ
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ライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライトセンサに接触するように構成
された少なくとも３個のセンサポート接点とを備える、請求項１８に記載のアナライト計
。
【請求項４２】
　センサポートが、少なくとも７個の異なるセンサポート接点を備える、請求項４１に記
載のアナライト計。
【請求項４３】
　センサポートが、少なくとも９個の異なるセンサポート接点を備える、請求項４２に記
載のアナライト計。
【請求項４４】
　少なくとも４個のセンサポート接点のうちの１個をセンサポートの頂部に取り付け、少
なくとも４個のセンサポート接点のうち３個をセンサポートの底部に取り付けた、請求項
４３に記載のアナライト計。
【請求項４５】
　少なくとも３個のセンサポート接点をセンサポートの頂部に取り付けた、請求項４３に
記載のアナライト計。
【請求項４６】
　センサポートが、センサポート頂部からセンサポート内部に延在する保護突起を備える
、請求項４３に記載のアナライト計。
【請求項４７】
　アナライト計であって、
　アナライト計ハウジングと、
　アナライト計ハウジングに結合したセンサポートとを備え、
　前記センサポートが、頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第１の幅およ
び対向電極接点構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の
組のセンサポート接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第２の幅およ
び共面電極接点構成を有する第２のアナライトセンサと接触するように構成された第２の
組のセンサポート接点と、
　側壁と、第１および第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入期間中に側壁に対
し第１および第２のアナライトセンサを位置決めするように構成された付勢機構とを備え
、前記アナライト計がさらに、
　アナライト計ハウジングに結合した処理装置を備え、前記処理装置が、
　第１のアナライトセンサの挿入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の
両方で第１の組のセンサポート接点から信号を受信し、
　第２のアナライトセンサの挿入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部の
いずれかで第２の組のセンサポート接点から信号を受信し、かつ
　第１または第２のアナライトセンサと接触したサンプルのアナライト濃度を特定するよ
うにプログラムされた、アナライト計。
【請求項４８】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを上回る幅を有する、請求項４７
に記載のアナライト計。
【請求項４９】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを下回る幅を有する、請求項４７
に記載のアナライト計。
【請求項５０】
　医療装置であって、
　医療装置ハウジングと、
　医療装置ハウジングに結合したセンサポートとを備え、
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　前記センサポートが、頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ対向電極接点
構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の組のセンサポー
ト接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ共面電極接点
構成を有する第２のアナライトセンサと接触するように構成された第２の組のセンサポー
ト接点とを備え、
　第１のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第１のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の両方で第１の組のセンサポート
接点と接触するように構成され、かつ
　第２のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第２のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部のいずれかで第２の組のセンサポ
ート接点と接触するように構成される、医療装置。
【請求項５１】
　医療装置が薬剤投与装置である、請求項５０に記載の医療装置。
【請求項５２】
　薬剤投与装置がインシュリンポンプである、請求項５１に記載の医療装置。
【請求項５３】
　医療装置がアナライト計である、請求項５０に記載の医療装置。
【請求項５４】
　医療装置であって、
　医療装置ハウジングと、
　医療装置ハウジングに結合したセンサポートとを備え、
　前記センサポートが、頂部および底部を備えるセンサポートハウジングと、
　前記頂部および底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第１の幅およ
び対向電極接点構成を有する第１のアナライトセンサと接触するように構成された第１の
組のセンサポート接点と、
　前記頂部または底部に沿ってセンサポートハウジング内に配置され、かつ第１の幅とは
異なる第２の幅および共面電極接点構成を有する第２のアナライトセンサと接触するよう
に構成された第２の組のセンサポート接点と、
　側壁と、第１および第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入期間中に側壁に対
し第１および第２のアナライトセンサを位置決めするように構成された付勢機構とを備え
、
　第１のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第１のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部および底部の両方で第１の組のセンサポート
接点と接触するように構成され、かつ
　第２のアナライトセンサの電極接点が、センサポートへの第２のアナライトセンサの挿
入に応じて、センサポートハウジングの頂部または底部のいずれかで第２の組のセンサポ
ート接点と接触するように構成された、医療装置。
【請求項５５】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを上回る幅を有する、請求項５４
に記載の医療装置。
【請求項５６】
　第１のアナライトセンサが、第２のアナライトセンサを下回る幅を有する、請求項５４
に記載の医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　汎用試験片ポートに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　化学や医学では、対象とする生物学的アナライトの存在および／または濃度の特定にし
ばしば分析センサや分析計が用いられる。例えば、この種の分析センサや分析計は糖尿病
患者のブドウ糖および／またはケトン濃度の監視に用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／００９１００６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／０２６７８２３号明細書
【特許文献３】米国特許第６，５９２，７４５号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１４３，１６４号明細書
【特許文献５】米国特許第６，０７１，３９１号明細書
【特許文献６】米国特許第６，５０３，３８１号明細書
【特許文献７】米国特許第６，６１６，８１９号明細書
【特許文献８】米国特許第６，７７３，６７１号明細書
【特許文献９】米国特許第６，８９３，５４５号明細書
【特許文献１０】米国特許出願公開第２００７／０１５３３５５号明細書
【特許文献１１】米国特許出願公開第２００８／０２３４５５９号明細書
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００８／０１１９７０９号明細書
【特許文献１３】米国特許出願公開第２００５／０００９１２６号明細書
【特許文献１４】米国特許出願公開第２００７／００９５６６１号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００６／００２５６６２号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００７／０１０８０４８号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００８／０１０２４４１号明細書
【特許文献１８】米国特許出願公開第２００８／００６６３０５号明細書
【特許文献１９】米国特許出願公開第２００７／０１９９８１８号明細書
【特許文献２０】米国特許出願公開第２００８／０１４８８７３号明細書
【特許文献２１】米国特許出願公開第２００７／００６８８０７号明細書
【特許文献２２】米国特許出願公開第２００９／００９５６２５号明細書
【特許文献２３】米国特許第６，５２６，２９８号明細書
【特許文献２４】米国特許第７，０４１，４６８号明細書
【特許文献２５】米国特許第６，１７５，７５２号明細書
【特許文献２６】米国特許第５，３５６，７８６号明細書
【特許文献２７】米国特許第６，５６０，４７１号明細書
【特許文献２８】米国特許第５，２６２，０３５号明細書
【特許文献２９】米国特許第６，８８１，５５１号明細書
【特許文献３０】米国特許第６，１２１，００９号明細書
【特許文献３１】米国特許第７，１６７，８１８号明細書
【特許文献３２】米国特許第６，２７０，４５５号明細書
【特許文献３３】米国特許第６，１６１，０９５号明細書
【特許文献３４】米国特許第５，９１８，６０３号明細書
【特許文献３５】米国特許第６，１４４，８３７号明細書
【特許文献３６】米国特許第５，６０１，４３５号明細書
【特許文献３７】米国特許第５，８２２，７１５号明細書
【特許文献３８】米国特許第５，８９９，８５５号明細書
【特許文献３９】米国特許第６，１２０，６７６号明細書
【特許文献４０】米国特許第６，２９９，７５７号明細書
【特許文献４１】米国特許第６，３３８，７９０号明細書
【特許文献４２】米国特許第６，３７７，８９４号明細書
【特許文献４３】米国特許第６，６００，９９７号明細書
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【特許文献４４】米国特許第６，５１４，４６０号明細書
【特許文献４５】米国特許第５，６２８，８９０号明細書
【特許文献４６】米国特許第５，８２０，５５１号明細書
【特許文献４７】米国特許第６，７３６，９５７号明細書
【特許文献４８】米国特許第４，５４５，３８２号明細書
【特許文献４９】米国特許第４，７１１，２４５号明細書
【特許文献５０】米国特許第５，５０９，４１０号明細書
【特許文献５１】米国特許第６，５４０，８９１号明細書
【特許文献５２】米国特許第６，７３０，２００号明細書
【特許文献５３】米国特許第６，７６４，５８１号明細書
【特許文献５４】米国特許第６，４６１，４９６号明細書
【特許文献５５】米国特許第６，５９１，１２５号明細書
【特許文献５６】米国特許第６，６１８，９３４号明細書
【特許文献５７】米国特許第６，６７６，８１６号明細書
【特許文献５８】米国特許第６，７４９，７４０号明細書
【特許文献５９】米国特許第６，９４２，５１８号明細書
【特許文献６０】米国特許第６，５１４，７１８号明細書
【特許文献６１】米国特許第５，２６４，０１４号明細書
【特許文献６２】米国特許第５，２６２，３０５号明細書
【特許文献６３】米国特許第５，３２０，７１５号明細書
【特許文献６４】米国特許第５，５９３，８５２号明細書
【特許文献６５】米国特許第６，７４６，５８２号明細書
【特許文献６６】米国特許第６，２８４，４７８号明細書
【特許文献６７】米国特許第７，２９９，０８２号明細書
【特許文献６８】米国特許出願公開第２００４／０１８６３６５号明細書
【特許文献６９】米国特許出願公開第２００８／０３１９２９６号明細書
【特許文献７０】米国特許出願公開第２００９／００５４７４９号明細書
【特許文献７１】米国特許出願公開第２００９／０２９４２７７号明細書
【特許文献７２】米国特許出願公開第２００８／０３１９２９５号明細書
【特許文献７３】米国仮特許出願公開第６１／２４７，５１９号明細書
【特許文献７４】米国仮特許出願公開第６１／１５５，８８９号明細書
【特許文献７５】米国仮特許出願公開第６１／２３８，５８１号明細書
【特許文献７６】米国仮特許出願公開第６１／１６３，００６号明細書
【特許文献７７】米国仮特許出願公開第６１／２４７，５０８号明細書
【特許文献７８】米国仮特許出願公開第６１／２９１，３２６号明細書
【特許文献７９】米国特許出願公開第２００８／０１１９７０２号明細書
【特許文献８０】米国特許出願公開第２００８／０１１４２８０号明細書
【特許文献８１】米国特許出願公開第２００８／０１１９７１０号明細書
【特許文献８２】米国特許出願公開第２００６／０２２４１４１号明細書
【特許文献８３】米国特許出願公開第２００４／０２５４４３４号明細書
【特許文献８４】米国特許第５，５３６，２４９号明細書
【特許文献８５】米国特許第５，９２５，０２１号明細書
【特許文献８６】米国特許第６，２８１，００６号明細書
【特許文献８７】米国特許第６，６３８，７１６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在利用可能な多くのアナライト計は、試験プロセス期間中にアナライト計のセンサポ
ートにセンサを挿入する構成としている。様々なセンサ構成が現在利用可能であるため、
様々な構成を有するアナライトセンサを受容可能なセンサポートや計器を開発することが
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望ましく、かつ有用である。
【０００５】
　本開示は、異なる大きさと形状および／または電極構成を有する複数のアナライトセン
サを受容する構成とされたセンサポートを提供するものである。同様に提供されるのが、
開示するセンサポートを用いたアナライト計、アナライト監視装置および／またはシステ
ム、薬剤投与装置および／またはシステムである。本開示のこれらならびに他の目的と特
徴および利点は、下記の実施形態の詳細な説明と添付の特許請求の範囲と添付の図面から
より完全に明らかとなろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の第１の態様では、センサポートハウジングとこのセンサポートハウジング内に
配置された複数のセンサポート接点とを含むセンサポートが提供され、ここでセンサポー
トは対向電極構成を有する第１のアナライトセンサと共面電極構成を有する第２のアナラ
イトセンサとを受容する構成とされる。
【０００７】
　第１の態様の実施形態では、第１のアナライトセンサはブドウ糖センサとされ、第２の
アナライトセンサはケトンセンサとされる。
【０００８】
　第１の態様の別の実施形態では、第１と第２のアナライトセンサは共にブドウ糖センサ
とされる。
【０００９】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含む。
【００１０】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートとこのセンサポート外部の装置および／またはネットワークとの間に双方向通信
を提供する構成とされる。
【００１１】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートとこのセンサポート外部のネットワークとの間に双方向通信を提供する構成とさ
れる。
【００１２】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートとこのセンサポート外部のネットワークとの間に双方向通信を提供する構成とさ
れ、ネットワークはコンピュータネットワークとされる。
【００１３】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はユニ
バーサルシリアルバス（ＵＳＢ）コネクタを含む。
【００１４】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
る。
【００１５】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
、通信装置は無線周波（ＲＦ）プロトコルと赤外線（ＩＲ）プロトコルから選択される無
線通信プロトコルを用いる。
【００１６】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置含み、この通信装置はセンサ
ポートと外部装置の間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置は無線周波識別（ＲＦ
ＩＤ）タグを含み、通信装置はＲＦ無線通信プロトコルを用いて無線周波識別（ＲＦＩＤ
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）タグと通信する。
【００１７】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
、通信装置はＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＷｉＦｉ（Ｒ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、およびＧｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）（登録商標）から選択される無線
通信プロトコルを用いる。
【００１８】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置との間に無線通信を提供する構成とされる。
【００１９】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、通信装置はセンサポ
ートと外部装置との間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置は薬剤投与装置または
移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサとされる。
【００２０】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置との間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置はインシュリンポ
ンプとされる。
【００２１】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされる。
【００２２】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、センサポートは側壁とアナライトセンサの挿入期間中に側壁に対し
アナライトセンサを位置決めする構成の付勢機構とを含む。
【００２３】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを上回る幅を有
する。
【００２４】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを下回る幅を有
する。
【００２５】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートはこれに摺動可能に係合させるアナライ
トセンサ排出装置を含む。
【００２６】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点とを含む。
【００２７】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点を含む、少なくとも７個の異なるセンサポート接点と、第２のアナライトセ
ンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライトセンサに接触する構成とされた少なく
とも３個のセンサポート接点とを含む。
【００２８】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
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ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点とを含む少なくとも９
個の異なるセンサポート接点を含む。
【００２９】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含む。
【００３０】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含み、少なくとも４個のセンサポート接点のうち１個がセンサポー
トの上部に取り付けられ、少なくとも４個のセンサポート接点のうち３個がセンサポート
の底部に取り付けられる。
【００３１】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含み、少なくとも３個のセンサポート接点がセンサポートの上部に
取り付けられる。
【００３２】
　第１の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部と、センサポート上部からセンサポート内部に延在する保護突起とを含
む。
【００３３】
　本開示の第２の態様では、センサポートハウジングとこのセンサポートハウジング内に
配置された複数のセンサポート接点とを含むセンサポートが提供され、このセンサポート
は、第１の幅を有する第１のアナライトセンサと第２の幅を有する第２のアナライトセン
サとを受容する構成とされ、第１と第２の幅は異なるものとされる。
【００３４】
　第２の態様の実施形態では、センサポートは、側壁とアナライトセンサの挿入期間中に
側壁に対しアナライトセンサを位置決めする構成とされた付勢機構とを含む。
【００３５】
　第２の態様の別の実施形態では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを
上回る幅を有する。
【００３６】
　第２の態様の別の実施形態では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを
下回る幅を有する。
【００３７】
　本開示の第３の態様では、アナライト計ハウジングとアナライト計ハウジングに結合し
たセンサポートとを含むアナライト計が提供され、このセンサポートは、センサポートハ
ウジングとこのセンサポートハウジング内に配置された複数のセンサポート接点とを含み
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、またこのセンサポートは、対向電極構成を有する第１のアナライトセンサと共面電極構
成を有する第２のアナライトセンサとを受容する構成とされ、さらにアナライト計ハウジ
ングに結合した処理装置で、第１と第２のアナライトセンサからサンプル中のアナライト
濃度を表わす１つ以上の信号を受け取り、それによってサンプルのアナライト濃度を特定
する構成とされた処理装置を備える。
【００３８】
　第３の態様の一実施形態では、第１のアナライトセンサはブドウ糖センサとされ、第２
のアナライトセンサはケトンセンサとされる。
【００３９】
　第３の態様の別の実施形態では、第１と第２のアナライトセンサは共にブドウ糖センサ
とされる。
【００４０】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含む。
【００４１】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計とこのアナライト計外部の装置および／またはネットワークとの間に双方向通信
を提供する構成とされる。
【００４２】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計とこのアナライト計外部のネットワークとの間に双方向通信を提供する構成とさ
れる。
【００４３】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計とアナライト計外部のネットワークとの間に双方向通信を提供する構成とされ、
ネットワークはコンピュータネットワークとされる。
【００４４】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、通信装置はユニバー
サルシリアルバス（ＵＳＢ）コネクタを含む。
【００４５】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計と外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
る。
【００４６】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計と外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
、通信装置は無線周波（ＲＦ）プロトコルと赤外線（ＩＲ）プロトコルから選択される無
線通信プロトコルを用いる。
【００４７】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは通信装置を含み、この通信装置はセン
サポートと外部装置の間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置は無線周波識別（Ｒ
ＦＩＤ）タグを含み、通信装置はＲＦ無線通信プロトコルを用いて無線周波識別（ＲＦＩ
Ｄ）タグと通信する。
【００４８】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計と外部装置および／またはネットワークとの間に無線通信を提供する構成とされ
、通信装置は、ＺｉｇＢｅｅ（Ｒ）、ＷｉＦｉ（Ｒ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）から選択される無線通信プロトコルを用いる。
【００４９】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
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ライト計と外部装置との間に無線通信を提供する構成とされる。
【００５０】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、通信装置はアナライ
ト計と外部装置との間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置は薬剤投与装置または
移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサとされる。
【００５１】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は通信装置を含み、この通信装置はアナ
ライト計と外部装置との間に無線通信を提供する構成とされ、外部装置はインシュリンポ
ンプとされる。
【００５２】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は処理装置と通信可能にあるディスプレ
イ装置を含む。
【００５３】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は処理装置と通信可能にあるディスプレ
イ装置を含み、このディスプレイ装置はタッチスクリーンを含む。
【００５４】
　第３の態様の別の実施形態では、アナライト計は処理装置と通信可能にあるディスプレ
イ装置を含み、このディスプレイ装置は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を含む。
【００５５】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされる。
【００５６】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、センサポートは側壁とアナライトセンサの挿入期間中に側壁に対し
アナライトセンサを位置決めする構成とされた付勢機構とを含む。
【００５７】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを上回る幅を有
する。
【００５８】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは異なる幅を有するアナライトセンサを
受容する構成とされ、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを下回る幅を有
する。
【００５９】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートはこれに摺動可能に係合させるアナライ
トセンサ排出装置を含む。
【００６０】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点とを含む。
【００６１】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点とを含む、少なくとも
７個の異なるセンサポート接点を含む。
【００６２】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた４個のセンサポート接
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点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライトセンサに接
触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点とを含む少なくとも９個の異なる
センサポート接点を含む。
【００６３】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含む。
【００６４】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含み、少なくとも４個のセンサポート接点のうち１個がセンサポー
トの上部に取り付けられ、少なくとも４つのセンサポート接点のうち３個がセンサポート
の底部に取り付けられる。
【００６５】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含み、ここで少なくとも３個のセンサポート接点がセンサポートの
頂部に取り付けられる。
【００６６】
　第３の態様の別の実施形態では、センサポートは、第１のアナライトセンサのセンサポ
ートへの挿入時に第１のアナライトセンサに接触する構成とされた少なくとも４個のセン
サポート接点と、第２のアナライトセンサのセンサポートへの挿入時に第２のアナライト
センサに接触する構成とされた少なくとも３個のセンサポート接点と、頂部およびこの頂
部に係合する底部とを含み、ここでセンサポートはセンサポート上部からセンサポート内
部に延在する保護突起を含む。
【００６７】
　本開示の第４の態様では、アナライト計が提供され、これはアナライト計ハウジングと
、このアナライト計ハウジングに結合したセンサポートで、センサポートハウジングとこ
のセンサポートハウジング内に配置された複数のセンサポート接点とを含み、第１の幅を
有する第１のアナライトセンサと第２の幅を有する第２のアナライトセンサとを受容する
構成とされ、第１と第２の幅が異なるセンサポートと、アナライト計ハウジングに結合し
た処理装置で、第１と第２のアナライトセンサからサンプルのアナライト濃度を表わす１
つ以上の信号を受け取り、それによってサンプルのアナライト濃度を特定する構成とされ
た処理装置とを含む。
【００６８】
　第４の態様の一実施形態では、センサポートは、側壁とアナライトセンサの挿入期間中
、側壁に対しアナライトセンサを位置決めする構成とされた付勢機構とを含む。
【００６９】
　第４の態様の別の実施形態では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを
上回る幅を有する。
【００７０】
　第４の態様の別の実施形態では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを
下回る幅を有する。
【００７１】
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　本開示の第５の態様では、医療装置が提供され、これは医療装置ハウジングとこの医療
装置ハウジングに結合したセンサポートとを含み、センサポートは、センサポートハウジ
ングとこのセンサポートハウジング内に配置される複数のセンサポート接点とを含み、対
向電極構成を有する第１のアナライトセンサと共面電極構成を有する第２のアナライトセ
ンサとを受容する構成とされる。
【００７２】
　第５の態様の一実施形態では、医療装置は薬剤投与装置である。
【００７３】
　第５の態様の別の実施形態では、薬剤投与装置はインシュリンポンプとされる。
【００７４】
　第５の態様の別の実形態では、医療装置はアナライト計とされる。
【００７５】
　本開示の第６の態様では、医療装置が提供され、これは医療装置ハウジングとこの医療
装置ハウジングに結合したセンサポートとを含み、センサポートはセンサポートハウジン
グとこのセンサポートハウジング内に配置される複数のセンサポート接点とを含み、第１
の幅を有する第１のアナライトセンサと第２の幅を有する第２のアナライトセンサとを受
容する構成とされ、第１の幅と第２の幅は異なるものとされる。
【００７６】
　第６の態様の実施形態では、センサポートは、側壁とアナライトセンサの挿入期間中、
側壁に対しアナライトセンサを位置決めする構成とされた付勢機構とを含む。
【００７７】
　第６の態様の別の実施形態では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサを
上回る幅を有する。
【００７８】
　第６の態様の別の実施形態陀では、第１のアナライトセンサは第２のアナライトセンサ
を下回る幅を有する。
【００７９】
　上記したものを含め、本明細書に記載する２つ以上の実施形態を組み合わせ、個々の実
施形態の複合特徴を含む１つ以上の追加の実施形態を生成することができる。
【００８０】
　本開示は、添付図面に関連して読むときに、下記の詳細な説明から最もよく理解される
。慣例に従い、図面の様々な特徴は必ずしも縮尺通りとは限らないことは強調しておく。
様々な特徴の寸法は、明確さに配慮し随意拡大または縮小するものとされる。図面に含ま
れるのは、下記の図である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本開示におけるセンサポートの一実施形態の分解図を示す。
【図２Ａ】本開示におけるセンサポートの一実施形態の他の分解図を示す。
【図２Ｂ】本開示におけるセンサポートの一実施形態の上部と底部の上面図を示す。
【図３Ａ】対向電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
ンサポートの一実施形態の上面図を示す。
【図３Ｂ】対向電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
ンサポートの一実施形態の側面図を示す。
【図３Ｃ】対向電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
ンサポートの一実施形態の底面図を示す。
【図４Ａ】共面電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
ンサポートの一実施形態の上面図を示す。
【図４Ｂ】共面電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
ンサポートの一実施形態の側面図を示す。
【図４Ｃ】共面電極構成を有するアナライトセンサをその中に挿入した本開示におけるセ
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ンサポートの一実施形態の底面図を示す。
【図５Ａ】センサポート内にアナライトセンサを挿入した第１の位置に随意選択的なセン
サ排出装置を含む本開示におけるセンサポートの一実施形態の上面斜視図を示す。
【図５Ｂ】センサポート内にアナライトセンサを挿入した第１の位置に随意選択的なセン
サ排出装置を含む本開示におけるセンサポートの一実施形態の底面斜視図を示す。
【図６Ａ】第２の位置に位置してセンサポートからアナライトセンサを排出する随意選択
的なセンサ排出装置を有する図５Ａと図５Ｂに示したセンサポートの上面斜視図を示す。
【図６Ｂ】第２の位置に位置してセンサポートからアナライトセンサを排出する随意選択
的なセンサ排出装置を有する図５Ａと図５Ｂに示したセンサポートの底面斜視図を示す。
【図７Ａ】センサポート接点用の随意選択的な保護突起を含む本開示におけるセンサポー
トの一実施形態の上面図を示す。
【図７Ｂ】センサポート接点用の随意選択的な保護突起を含む本開示におけるセンサポー
トの一実施形態の斜視図を示す。
【図８Ａ】センサポート接点用の随意選択的な保護突起とセンサポートに挿入した損壊ア
ナライトセンサとを含み、損壊アナライトセンサがセンサポート接点に接触してこれを破
壊しないようにした本開示におけるセンサポートの一実施形態の上面図を示す。
【図８Ｂ】センサポート接点用の随意選択的な保護突起とセンサポートに挿入した損壊ア
ナライトセンサとを含み、損壊アナライトセンサがセンサポート接点に接触してこれを破
壊しないようにした本開示におけるセンサポートの一実施形態の断面図を示す。
【図８Ｃ】センサポート接点用の随意選択的な保護突起とセンサポートに挿入した損壊ア
ナライトセンサとを含み、損壊アナライトセンサがセンサポート接点に接触してこれを破
壊しないようにした本開示におけるセンサポートの一実施形態の拡大断面図を示す。
【図９Ａ】図８Ａと図８Ｂと図８Ｃに示したセンサポートの上面斜視図を示す。
【図９Ｂ】図８Ａと図８Ｂと図８Ｃに示したセンサポートの拡大詳細図を示す。
【図１０】随意選択的な封止部材を含む本開示におけるセンサポートの一実施形態を示す
。
【図１１】図１０に示したセンサポートの分解図を示す。
【図１２】随意選択的な内部面取り面を含む本開示におけるセンサポートの一実施形態の
断面図を示す。
【図１３】本開示におけるセンサポートを含む本開示におけるアナライト計の一実施形態
を示し、センサポートを視認ことができるよう破断図で示してある。
【図１４Ａ】対向電極構造を有するアナライトセンサの上面図と底面図とを示す。
【図１４Ｂ】対向電極構造を有するアナライトセンサの上面図と底面図とを示す。
【図１４Ｃ】共面電極構造を有するアナライトセンサの上面図と底面図とを示す。
【図１４Ｄ】対向電極構造を有するアナライトセンサの上面図と底面図とを示す。
【図１４Ｅ】共面電極構造を有するアナライトセンサの上面図と底面図とを示す。
【図１５Ａ】本開示におけるセンサポートの一実施形態の上面図を示し、センサポートは
異なる幅を有するアナライトセンサを受容する構成とされる。
【図１５Ｂ】図１５Ａに示したセンサポートの実施形態の内部空間を示す図であり、第１
と第２の停止位置の明確な図を提供するためセンサポート接点は図示していない。
【図１６】本開示におけるアナライト計の一実施形態を含む健康管理システム、例えば糖
尿病管理システム内のデータフローを示す線図であり、本図に示す如く、入力装置とディ
スプレイ装置とデータ記憶装置と通信装置はアナライト計のハウジング内に一体化するこ
とができる。一部実施形態では、１つ以上の入力装置とディスプレイ装置とデータ記憶装
置と通信装置がアナライト計のハウジングに離脱可能に係合して一体化装置を形成するこ
とのできる個別モジュール式ハードウェアユニットとして提供される。別の実施形態では
、アナライト計と通信し、かくして１つ以上の入力装置とディスプレイ装置とデータ記憶
装置と通信装置が装置または構成要素とアナライト計の処理装置との間でデータを転送す
る構成とされた個別装置あるいは個別装置の構成要素として提供される。一部実施形態で
は、ディスプレイ装置と入力装置は単一の装置、例えばタッチスクリーンディスプレイと
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して一体化される。本図はまた様々な随意選択的な装置および／またはシステムを表わし
ており、そのうちの１つ以上はアナライト計、例えば薬剤投与装置および／またはシステ
ム、携帯処理システム、コンピュータ、ネットワーク、インターネット、アナライト監視
装置および／またはシステムと通信する構成とすることができる。
【図１７】本開示におけるセンサポートを含む本開示におけるアナライト計の追加実施形
態の斜視図を示し、アナライト計は「摺動体」構成にて図示してあり、ここでディスプレ
イを含む計器ハウジングの一部を開位置または閉位置に摺動させ、入力装置を含む計器ハ
ウジングの一部をそれぞれ露出あるいは被覆することができる。
【図１８】本開示におけるセンサポートを含む本開示におけるアナライト計の追加実施形
態の斜視図を示し、アナライト計は計器ハウジング上のディスプレイ装置の周辺に位置す
る入力装置を有する実質ディスク形状の構成にて図示してある。
【図１９】本開示におけるセンサポートを含む本開示におけるアナライト計の追加実施形
態の斜視図を示し、アナライト計はタッチスクリーンと入力装置と通信ポートとを含む構
成にて図示してある。
【図２０】本開示の一実施形態におけるセンサポート（右下斜視図、右下側面図）に離脱
可能に係合する構成とされた本開示の一実施形態における携帯電子処理装置（左上斜視図
、右上背面図）を示す。
【図２１Ａ】本開示の一実施形態におけるセンサポート（底部）に離脱可能に係合する構
成とされた本開示の一実施形態における薬剤投与装置（頂部）を示す。
【図２１Ｂ】図２１Ｂに示した薬剤投与装置の（頂部）背面図と図２１Ａに示したセンサ
ポートの（底部）側面図を示す。
【図２２】本開示の一実施形態における物理的に一体化したセンサポートを含む本開示の
一実施形態における薬剤投与装置を示す。
【図２３】本開示の一実施形態における物理的に一体化したセンサポートを含む本開示の
一実施形態における使い捨て型身体装着式薬剤投与装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００８２】
　本発明をさらに説明する前に、説明する特定の実施形態に本発明が限定されず、変形で
きることを理解されたい。本明細書に用いる用語は、特定の実施形態だけを説明する目的
であって、限定を意図してはおらず、何故なら本発明の範囲は添付特許請求の範囲によっ
てのみ限定されるからであることもまた、理解されたい。
【００８３】
　一定範囲の値を提供する場合、関連が明らかにそれ以外を指し示さない限り、その範囲
の上限と下限との間にあって下限単位の１０倍までの各介在値と、他の言明された値ある
いは言明範囲内の介在値が全て本発明に包含されることを理解されたい。これらのより狭
い範囲の上限と下限はこのより狭い範囲内に独立して含めることができ、言明範囲内の任
意の具体的な排除の限界に従って本発明内に同様に包含される。言明範囲が一方のあるい
は両方の限界を含む場合、これら被包含限界のいずれかあるいは両方を排除する範囲もま
た本発明内に含まれる。
【００８４】
　特段規定しない限り、本明細書に用いる、全ての技術的でかつ科学的な用語は本発明が
属する技術分野の当業者が一般に理解するのと同じ意味を有する。本明細書に記載するも
のに類似または等価なあらゆる方法と材料は本発明の実施あるいは試験に用いることもで
きるが、ここでは好適な方法と材料を説明する。本明細書において言及する全ての文献は
参照により本明細書に組み込まれ、その文献の引用内容に関連して方法および／または材
料を開示し説明するものである。
【００８５】
　本明細書と添付特許請求の範囲に使用する単数形の「一つの（ａ）」や「および（ａｎ
ｄ）」、「その（ｔｈｅ）」は、関連がそれ以外を明確に規定しない限り、複数の指示対
象を含むものである。さらに、特許請求の範囲があらゆる随意選択的な要素を排除するよ



(18) JP 5855017 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

う起案できることに留意されたい。かくして、この表現法の意図は、特許請求の範囲の要
素の具陳に関連する「ただ」や「のみ」等の排他的要素の使用や「消極的な」限定の使用
のための先行詞母体として機能させることにある。
【００８６】
　本明細書で論ずる文献は、本出願の出願日に先行するその開示についてのみ提供される
ものである。本明細書の記載はどれも、先行発明が故に本発明がこの種文献よりも日時が
古いとする資格を欠くことの自認として解釈すべきではない。さらに、提示発行日は実際
の発行日とは異なることがあり、このことは切り離して確認する必要があろう。文献の引
用に関連する方法および／または材料を開示して説明する上で、本明細書にて言及する全
ての文献は本明細書に参照により組み込まれる。
【００８７】
　センサポート
　本開示は、異なる電極構造および／または異なる寸法および／または形状を有する複数
のアナライトセンサを受容する構成のセンサポートを提供するものである。これらセンサ
ポートは、例えば、アナライト計やアナライト監視装置および／またはシステム（例えば
、移植されあるいは一部移植されたアナライト監視装置と通信可能にある一体装置）や薬
剤投与システムおよび／または装置を含む様々な装置にその用途を見いだすものである。
センサポートは、アナライトセンサとこのアナライトセンサを受容する構成とされたセン
サポートを含む装置との間に電気的な接続を提供する。
【００８８】
　対抗電極構成と共面電極構成とを有するアナライトセンサを受容する構成とされたセン
サポート
　一部実施形態では、本開示におけるセンサポートは、少なくとも２個の種類の異なるア
ナライトセンサ、例えば対向電極構成を有する第１のタイプと共面電極構成を有する第２
のタイプとを受容できるよう構成される。本明細書に記載するアナライトセンサの関連に
て使用する用語「対向電極構成」は、アナライトセンサの電極の少なくとも１個を例えば
、アナライトセンサの対向基板上に配置することで、アナライトセンサの別の電極に対向
して配置することを意味する。本明細書に記載するアナライトセンサの関連にて使用する
用語「共面電極構成」は、アナライトセンサの全ての電極が、例えばこの全ての電極をア
ナライトセンサの共通基板上に配置することで、同一の水平面内に配置することを意味す
る。かくして、一部実施形態では、本開示におけるセンサポートは第１の時点で第１のタ
イプのアナライトセンサを受容するのに用いることができ、同じセンサポートを第２の時
点で第２のタイプのアナライトセンサを受容するのに用いることができる。一部実施形態
では、第１と第２のタイプのアナライトセンサを用いて計測するアナライトは同一である
。別の実施形態では、例えばブドウ糖やケトンの如く、第１と第２のタイプのアナライト
センサを用いて計測するアナライトは異なる。
【００８９】
　一実施形態では、図１と図２Ａ、図２Ｂと図３Ａから図３Ｃと図４Ａから図４Ｃに示す
如く、センサポート１０１はセンサポートハウジング１０２を含んでおり、対向電極構成
を有する第１のアナライトセンサ２００と共面電極構成を有する第２のアナライトセンサ
３００とを受容する構成とされる。
【００９０】
　一部実施形態では、センサポートハウジング１０２は、係合してセンサポートハウジン
グ１０２を形成する頂部１０３と底部１０４（例えば、図１参照）を有する２部分構造を
なす。頂部１０３と底部１０４は、様々な異なる係合機構を介して係合させることができ
る。例えば、本明細書に記載する図面は、接続支柱１２４を接続支柱受容孔１２７を介し
て挿入して頂部１０３を底部１０４に係合させる一実施形態を表わす。頂部１０３と底部
１０４により固着されるのが様々なセンサポート接点であり、それらは挿入されたアナラ
イトセンサ（例えば、アナライトセンサ２００または３００）とセンサポート１０１を含
む装置、例えばアナライト計１００（例えば、図１３参照）との間に電気的な接続を提供
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する。
【００９１】
　当分野で知られている任意の適当な導電材あるいは導電材の組み合わせ、例えば焼き戻
しリン青銅（例えば、ＵＮＳ規格Ｃ５１０００－錫５％、ＵＮＳ規格Ｃ５２１００－錫８
％およびＵＮＳ規格Ｃ５２４００－錫１０％）、ベリリウム銅（例えば、ＵＮＳ規格Ｃ１
７０００やＵＮＳ規格１７２００やＵＮＳ規格１７３００）、チタン、ニッケル、ステン
レス鋼、白金、炭素、金等を、その材料が十分に導電性があって、挿入されたアナライト
センサの１つ以上の電極から電気信号を転送できる限り、センサポート接点として用いる
ことができる。上記は２部分ハウジング構造に言及しているが、別の実施形態では、ハウ
ジング１０２を例えば単一の構造装置として射出成形した単一の構造装置として形成でき
ることに、留意されたい。
【００９２】
　センサポート１０１の様々なセンサポート接点用の例示構成を、図１と図２Ａ、図２Ｂ
と図３Ａから図３Ｃと図４Ａから図４Ｃを参照してここで説明する。頂部１０３は、セン
サポート接点１０５、１０６、１０７、１０８、１０９を含む。底部１０４は、センサポ
ート接点１１０、１１１、１１２、１１３を含む。一実施形態では、センサポート接点１
０５～１１３は、アナライト試験片をセンサポート１０１内に挿入したとき（例えば、図
３Ａから図３Ｃ参照）に対向電極構成を有するアナライトセンサ上に存在する電極接点に
センサポート接点１０５、１１０、１１１、１１２が接触し、アナライトセンサをセンサ
ポート１０１内に挿入したときに、共面電極構成（例えば、図４Ａから図４Ｃ参照）を有
するアナライトセンサ上に存在する電極接点にセンサポート接点１０５、１０６、１０７
が接触する構成としてセンサポート１０１内に配置してある。かくして、一部実施形態で
は、少なくとも１個のセンサポート接点、例えばセンサポート接点１０５が、対向電極構
成を有する第１のアナライトセンサの電極接点と共面電極構成を有する第２のアナライト
センサの電極接点とに接触する構成とされる。
【００９３】
　一部実施形態では、「頂部」１０３と「底部」１０４の相対的な配置を逆転し、部分１
０４がセンサポート接点１０５、１０６、１０７、１０８、１０９を含み、部分１０３が
センサポート接点１１０、１１１、１１２、１１３を含む底部装着設計を生み出すように
しうることに留意されたい。
【００９４】
　対向電極または共面電極構成を有する適切なアナライトセンサ、例えば試験片の実施例
を、図１４Ａから図１４Ｅ示す。図１４Ａに示す如く、アナライトセンサ２００は、電極
接点２０１が第１の基板２０５上に配置され、電極接点２０２、２０３、２０４が第２の
基板２０６上に配置された対向電極構成を有しており、ここで第１と第２の基板はスペー
サ（図示せず）により仕切られている。アナライトセンサ２００の追加の実施形態が、図
１４Ｂと図１４Ｄに示してある。この種のアナライトセンサには、カルフォニア州Ａｌａ
ｍｅｄａのＡｂｂｏｔｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　Ｉｎｃ．社から入手可能なアナ
ライト試験片、例えばＦｒｅｅＳｔｙｌｅ（Ｒ）や　ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ　Ｌｉｔｅ（Ｒ
）ブドウ糖監視試験片が含まれる。図１４Ｃと図１４Ｅに示す如く、アナライトセンサ３
００は基板３０４上に配置された電極接点３０１、３０２、３０３を有する共面電極構成
を有する。この種のアナライトセンサは、カルフォニア州　ＡｌａｍｅｄａのＡｂｂｏｔ
ｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　Ｉｎｃ．社から入手可能なアナライト試験片、例えば
Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｅｘｔｒａ（Ｒ）やＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　ＸｃｅｅｄＰｒｏ（Ｒ）
ブドウ糖およびケトン監視試験片を含む。
【００９５】
　一実施形態では、図３Ａから図３Ｃと図１４Ｂを参照するに、センサポート１０１は、
アナライトセンサ２００のセンサポート１０１への挿入時に、電極接点２０１がセンサポ
ート接点１０５に接触し、電極接点２０２がセンサポート接点１１０に接触し、電極接点
２０３がセンサポート接点１１１に接触し、電極接点２０４がセンサポート接点１１２に
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接触する構成とされる。図４Ａから４Ｃと図１４Ｃを参照するに、センサポート１０１は
また、アナライトセンサ３００のセンサポート１０１への挿入時に、電極接点３０１がセ
ンサポート接点１０７に接触し、電極接点３０２がセンサポート接点１０６に接触し、電
極接点３０３がセンサポート接点１０５に接触する構成とされる。かくして、対向電極構
成を有するアナライトセンサと共面電極構成を有するアナライトセンサの両方を受容でき
るセンサポートが配設される。
【００９６】
　追加のセンサポート接点
　一部実施形態では、本開示におけるセンサポート１０１は、さらなるセンサポート接点
を含み、これがセンサポート１０１を含む装置に対し追加の機能を提供する。
【００９７】
　ターンオン監視接点
　本明細書において、開示されるセンサポートには、ターンオン監視接点として機能する
１つ以上のセンサポート接点を含めることができる。一実施形態では、センサポート１０
１は、図３Ａから図３Ｃに示す如く、ターンオン監視接点として機能する随意選択的なセ
ンサポート接点１０８、１０９を含む。ターンオン監視接点１０８、１０９は、アナライ
トセンサ、例えば図１４Ｂに示すアナライトセンサ２００上に存在する対応するターンオ
ンモニタ４００に接触する構成とされる。ターンオンモニタ４００との組み合わせること
で、ターンオン監視接点１０８、１０９はセンサポート１０１を含む装置、例えばアナラ
イト計１００の幾つかの機能を容易にする。例えば、一実施形態では、ターンオン監視接
点１０８、１０９は、センサポート１０１へのアナライトセンサ２００の挿入時にアナラ
イト計１００によるアナライトセンサ２００の検出を容易にするよう設計される。一実施
形態では、この種の検出はアナライト計１００の試験に向けた起動に帰着し、すなわちタ
ーンオンモニタ４００がアナライト計上のスイッチの操作等のユーザによるさらなる行為
がなされないときにアナライト計１００の「ターンオン」機能を容易にする。
【００９８】
　図３Ａから図３Ｃのターンオン監視接点１０８、１０９について示した構成は、それら
が図１４Ｂに示した形状および／または構成を有するターンオンモニタ４００に接触する
ようにしたが、この種の構成は例示に過ぎず、ターンオン監視接点の構成を変えて下記に
詳しく説明する様々に異なる形状ならびに構成を有するターンオンモニタに対応させるこ
とができることは理解されたい。例えば、一実施形態では、ターンオン監視接点１０８、
１０９は、図１４Ａに示す形状および／または構成を有するターンオンモニタ４００に共
に接触する構成とされる。
【００９９】
　アッセイ特定接点
　加えてあるいは代替的に、本明細書に開示するセンサポートにアッセイ特定接点として
機能する１つ以上のセンサポート接点を含めることができる。アッセイ特定接点により、
アナライト計１００あるいはセンサポート１０１を含む他の装置は、アナライトセンサが
特定タイプのアナライト計測アッセイ用に構成していると特定することができる。例えば
、一実施形態では、センサポート１０１は図４Ａから図４Ｃに示す如く、随意選択的なセ
ンサポート接点１１３を含み、それが単独かあるいは他のセンサポート接点の１つとの組
み合わせのいずれかでアッセイ特定接点として機能する。アッセイ特定接点１１３は、特
定種のアナライト計測アッセイを実行する構成のアナライトセンサ、例えば特定種のアナ
ライト計測アッセイ、例えばブドウ糖計測アッセイあるいはケトン計測アッセイを実行す
る構成のアナライトセンサ３００上に存在する対応するアッセイ指示接点５００に接触す
る構成とされる。
【０１００】
　一部実施形態では、アッセイ特定接点、例えばアッセイ特定接点１１３はセンサポート
１０１の他のセンサポート接点のうち１つと協働し、特定の機能をもたらす。例えば、一
実施形態では、図４Ａから図４Ｃに示す如く、アッセイ特定接点１１３は、センサポート
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接点１１０と共にアッセイ指示接点５００に接触して電気回路を完成し、この回路がセン
サポート１０１を含む装置に対しアナライトセンサが特定のアッセイ、例えばブドウ糖計
測アッセイあるいはケトン計測アッセイ用に構成していることを指示する。
【０１０１】
　アッセイ特定接点１１３はまた、センサポート接点１１０と共にアッセイ指示接点５０
０を欠くアナライトセンサのアッセイ構成の特定を容易にすることができる。例えば、指
示接点５００の存在が故の特定接点１１３とセンサポート接点１１０との間の電気回路の
完成不全は、２つのアナライトセンサアッセイ構成の一方、例えばブドウ糖計測値を指示
することがあるが、指示接点５００の欠落が故の電気回路の完成は第２のアナライトセン
サアッセイ構成、例えばケトン計測を指示する。従って、異ならしめて構成されたアナラ
イトセンサは、アッセイ指示接点等のアッセイ指示接点５００を含むか含まないかのいず
れかにより、センサポートによる識別用に構成することができる。
【０１０２】
　一部実施形態では、アッセイ特定接点は、単独であるいは他のセンサポート接点との組
み合わせのいずれかでターンオン監視接点およびそれとは逆の接点として機能する。換言
すれば、一部実施形態では、アッセイ特定接点は「ターンオン」機能を提供し、一部実施
形態では、ターンオン監視接点は「アッセイ特定」機能をセンサポート１０１、例えばア
ナライト計１００を含む装置に提供することができる。
【０１０３】
　上記の如く、一部実施形態では、ターンオン監視および／またはアッセイインジケータ
接点の検出は電気的に達成される。例えば、ターンオン監視および／またはアッセイ指示
接点は、アッセイセンサをアナライト計のセンサポート内に挿入したときに電気回路を開
閉する構成とすることができる。一部実施形態では、電気回路の開閉はアナライト計を試
験向けに起動する。ターンオン監視および／またはアッセイ指示接点には、ターンオン監
視および／またはアッセイ指示接点の電気的な検出を容易にする導電材料を含むことがで
きる。例えば、図１４Ａの図示した実施形態では、ターンオン監視４００はアナライトセ
ンサ２００の外面全体に延在する導電性帯片の形をした導電材料を含む。
【０１０４】
　一部実施形態では、ターンオン監視および／またはアッセイ指示接点は、それが挿入時
にアナライト計内の電気回路を物理的に開閉するよう設計される。例えば、ターンオン監
視および／またはアッセイ指示接点は、センサポート内へのアナライトセンサの挿入時に
電気回路を物理的に開閉する窪みあるいは突起として構成しうる。
【０１０５】
　他の実施形態では、アナライトセンサの検出および／またはアナライトセンサのアッセ
イ構成の特定は、電気回路を直接開閉するアナライトセンサを用いることなく機械的に達
成される。例えば、ターンオン監視および／またはアッセイ指示接点にはセンサポート内
、例えば「ロックおよびキー」型構成内の対応する物理的構造に係合する物理的構造を持
たせることができる。ターンオン監視および／またはアッセイ指示接点には、センサポー
ト内に存在する第２の物理的構造に係合するよう構成された第１の物理的構造を含めるこ
とができ、ここでアナライトセンサ上に存在する物理的構造は少なくとも１個の切り出し
部および／または突起を含んでおり、ここでこの少なくとも１個の切り出し部および／ま
たは突起の形状と寸法および／または個数はセンサポート内の対応する物理的構造に係合
する。特定の切り出しおよび／または突起形状の形成は、幾つかの方法により達成するこ
とができる。例えば、特定の切り出しおよび／または突起形状は所望形状への切断により
形成することができる。この切断は、例えばレーザ切除法等のレーザにより行なうことが
できる。センサポートは、この物理的な相互作用が上記のアナライト計のターンオンおよ
び／またはアッセイ構成特定機能を容易にする構成とすることができる。
【０１０６】
　ターンオン監視および／またはアッセイ指示接点には、これらに限定はされないが、図
１４Ａ、１４Ｂに示す実施形態の如く、側縁から側縁までアナライトセンサを横断して延
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在する縞や、アナライトセンサ全体、ただし幅全体ではなく延在する縞や、接続していな
いドットや帯他の領域を含む任意の適当な構成を持たせることができる。一部実施形態で
は、ターンオンモニタおよび／またはアッセイ指示接点をアナライトセンサに関する較正
情報をセンサポート１０１を含む装置に伝える構成とされる。ターンオン監視および／ま
たはアッセイ構成接点用に用いることができる適当な構成は、米国特許出願公開第２００
６／００９１００６号明細書、米国特許出願公開第２００８／０２６７８２３号明細書、
米国特許第６，５９２，７４５号明細書、米国特許第６，１４３，１６４号明細書、米国
特許第６，０７１，３９１号明細書、米国特許第６，５０３，３８１号明細書、米国特許
第６，６１６，８１９号明細書、米国特許第６，７７３，６７１号明細書および米国特許
第６，８９３，５４５号明細書に提供しており、これら開示のそれぞれは参照により本明
細書に組み込まれる。
【０１０７】
　異なる幅を有するアナライトセンサを受容する構成のセンサポート
　本開示は、異なる幅、例えば異なる幅を有する複数のアナライト試験片を有する複数の
アナライトセンサを受容する構成とされたセンサポートを提供する。
【０１０８】
　一実施形態では、センサポート内へのアナライトセンサの挿入と適当な配置を容易にす
べく、センサポートはアナライトセンサをセンサポートの側壁に対し付勢する構成の随意
選択的な付随機構を含む。この種の構成は、アナライトセンサの異なっている幅に関係な
く、センサポートの共通側壁に対するアナライトセンサの位置決めを可能とする。このこ
とは、センサポートの固定センサポート接点に対するアナライトセンサの位置決めを容易
にする。
【０１０９】
　付勢機構は、本明細書に先に説明した対向電極構成と共面電極構成とを有するアナライ
トセンサを受容する構成のセンサポート内に組み込むことができる。別の選択肢として、
付勢機構は対向電極構成だけあるいは共面電極構成だけを有するアナライトセンサを受容
する構成のセンサポート内に組み込むことができる。
【０１１０】
　付勢機構は、材料が挿入する試験片の挿入経路から偏向するほど十分に可撓性あり、一
方で挿入された試験片に対し十分な力を作用させて試験片ポートの壁に対しそれを所定位
置に保持する限り、任意の適当な材料で構成することができる。一部実施形態では、付勢
機構はばねの形をとる。このばねは、試験片ポートのハウジングの形成に用いるのと同じ
材料で形成することができ、一部実施形態ではハウジング自体の一部とすることができる
。別の選択肢として、ばねは適当な金属やポリマー等から形成し、センサポートハウジン
グ内に装着しかつ／または配置することができる。一部実施形態では、付勢機構は導電材
から作成する。この種実施形態では、付勢機構をそれが電気的に接地されるよう造形する
ことが望ましい。
【０１１１】
　図１と図３Ａから図３Ｃと図４Ａから図４Ｃを参照するに、付勢機構１１４を含むセン
サポート１０１が配設してある。図３Ａから図３Ｃの関連において、付勢部材１１４はア
ナライトセンサ２００に対し十分な力を作用させ、アナライトセンサ２００をセンサポー
ト１０１の右側壁に対し付勢する。同様に、図４Ａから図４Ｃの関連において、付勢部材
１１４はアナライトセンサ３００に対し十分な力を作用させ、アナライトセンサ３００を
センサポート１０１の右側壁に対し付勢する。センサポート１０１のセンサポート接点は
、正しく付勢されたアナライトセンサ２００あるいは正しく付勢されたアナライトセンサ
３００を挿入したときに、アナライトセンサが本明細書に先に説明した適当なセンサポー
ト接点に接触するよう配置される。従って、固定されたセンサポート接点構成を有するア
ナライトセンサポート１０１はアナライトセンサの異なる幅に拘わらず、アナライトセン
サ２００とアナライトセンサ３００の両方を受容する構成とすることができる。
【０１１２】
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　図には付勢部材１１４をセンサポート１０１の左手側に配置して図示してあるが、この
種構成が図解目的に合わせただけであることを理解されたい。例えば、センサポート１０
１の左側部側壁に対してアナライトセンサに付勢すべく、付勢部材はセンサポート１０１
の右手側に配置しうる。センサポート接点は、付勢部材の異なる配置に対応すべく必要に
応じて再配置することができる。センサポート１０１はまた、複数の付勢部材、例えばセ
ンサポート１０１の右側と左側の両方に位置して挿入されるアナライトセンサをセンサポ
ート１０１の中心位置へ付勢する付勢部材を含めうる。複数のバイアス部材を位置決めす
るよう、センサポート接点を必要に応じて再位置決めすることができる。
【０１１３】
　別の実施形態では、図１５Ａ、図１５Ｂを参照するに、センサポート７００が配設して
あり、これがこのセンサポート７００内部に第１と第２の停止位置（７０１、７０２）を
含む構成のセンサポートハウジング７０３を含む。センサポートハウジング７０３は、ア
ナライトセンサ挿入プロセス期間中に第１のアナライセンサ、例えばアナライトセンサ２
００（図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｄ）の前進をこれが第１の停止位置７０１に達したと
きに停止させる構成とされる。センサポートハウジング７０３はさらに、第２のアナライ
トセンサ挿入プロセス期間中に第２のアナライトセンサ、例えばアナライトセンサ３００
（図１４Ｃ、図１４Ｅ）の前進をこれが第１の停止位置７０１よりもアナライトセンサ挿
入経路に沿って遠くに位置する第２の停止位置７０２に達したときに停止させる構成とさ
れる。図１５Ｂに図示したように、このことは例えばセンサポート開口７０５から第１の
停止位置まで延在する挿入領域７０４が第１の停止位置７０１から第２の停止位置７０２
まで延在する挿入領域７０６よりも幅広となるようセンサポートハウジング７０３を構成
することで達成することができる。挿入領域７０４、７０６の寸法とセンサポート７００
内の停止位置７０１、７０２の相対的な位置が、寸法、例えばセンサポート７００が受容
する構成とされたアナライトセンサの長さと幅に基づいて修正できることに、留意された
い。
【０１１４】
　図１５Ａを参照するに、センサポート７００はさらに２群のセンサポート接点を含むよ
う構成されており、第１群は第１のアナライトセンサ、例えばアナライトセンサ２００の
電極接点に電気的に接触する構成とされ、第２群は第２のアナライトセンサ、例えばアナ
ライトセンサ３００の電極接点に電気的に接触する構成とされる。図１５Ａに示す実施形
態では、第１群のセンサポート接点は対向電極構成を有するアナライトセンサと電気的に
接触する構成とされ、第２群のセンサポート接点は共面電極構成を有するアナライトセン
サと電気的に接触する構成とされる。しかしながら、第１群と第２群の配置は挿入対象で
あるアナライトセンサの相対的な幅と電極構成とに基づき逆転しうることに、留意された
い。加えて、一部実施形態では、センサポート７００は共面電極構成を有する幅の異なる
２個のアナライトセンサあるいは対向電極構成を有する幅の異なる２個のアナライトセン
サを受容する構成とすることができる。
【０１１５】
　図１５Ａを参照するに、一実施形態では、第１群のセンサポート接点は、センサポート
７００へのアナライトセンサ２００（図１４Ｄ）の挿入時に電気接点２０１がセンサポー
ト接点７１３に接触し、電極コンタクト２０２がセンサポート接点７１４に接触し、電極
コンタクト２０３がセンサポート接点７１５に接触し、電極コンタクト２０４がセンサポ
ート接点７１６に接触する構成とされたセンサポート接点７１３、７１４、７１５、７１
６を含む。再び図１５Ａを参照するに、第２群のセンサポート接点はセンサポート接点７
０７、７０８、７０９を含んでいる。本実施形態では、センサポート７００は、アナライ
トセンサ３００（図１４Ｃ）のセンサポート７００への挿入時に、電極接点３０１がセン
サポート接点７０９に接触し、電極接点３０２がセンサポート接点７０８に接触し、電極
接点３０３がセンサポート接点７０７に接触する構成とされる。かくして、異なる幅を有
するアナライトセンサを受容することのできるセンサポートが提供される。
【０１１６】
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　一実施形態では、例えば図１５Ａに示す如く、センサポート７００は随意選択的にセン
サポート接点７１２、７１７を含み、それらは本明細書に先に記載した如く、ターンオン
監視接点として機能する。ターンオン監視接点７１２、７１７は、アナライトセンサをセ
ンサポート７００の挿入領域７０４内に挿入したときに、アナライトセンサ、例えば図１
４Ｄに示すアナライトセンサ２００上に存在する対応するターンオンモニタ４００に接触
する構成とされる。
【０１１７】
　一実施形態では、例えば、図１５Ａに示す如く、センサポート７００は任意のセンサポ
ート接点７１０および７１１を含み、それらは本明細書に先に説明した如くアッセイ特定
接点として機能する。アッセイ特定接点７１０、７１１は、アナライトセンサをセンサポ
ート７００の挿入領域７０６内に挿入したときに、アナライトセンサ、例えば図１４Ｃに
示すアナライトセンサ３００上に存在する対応するアッセイ指示接点５００に接触する構
成とされる。図１５Ａにおいて、挿入領域７０６内に延在するアッセイ特定接点７１０、
７１１の位置はそれぞれセンサポート接点７０８、７０９の下側に配置されており、それ
故視界から包み隠されている。
【０１１８】
　電圧駆動充填インジケータを有するアナライトセンサを受容する構成のセンサポート
　一部実施形態では、本明細書に開示するセンサポートは、アナライトセンサ、例えば電
圧駆動充填インジケータを含む構成のアナライト試験片を受容する構成とされる。電圧駆
動充填インジケータを含む構成のアナライトセンサには、アナライトセンサの端部、例え
ばアナライト計測プロセス期間中にアナライト計内に挿入される端部以外のアナライトセ
ンサ端部にて視認可能な充填インジケータを含めることができる。一実施形態では、電圧
駆動充填インジケータの包含は、十分な電圧をそれに印加したときに黒ずむかあるいは変
色するフィルムを用いて実装することができる。フィルムに電気的に接触する構成とされ
た追加の電極を、アナライトセンサ内に含めることができる。フィルムは、アナライトセ
ンサ上に様々に、例えばアナライトセンサの一端に配置することができる。
【０１１９】
　電圧駆動充填インジケータを含むアナライトセンサを受容する構成のアナライト計は、
アナライトセンサが液体（例えば、血液）を十分に満たされたときにこれを検出する構成
とすることができる。このことは、例えば一対の充填インジケータ電極に接触する構成の
センサポート接点の使用を通じて達成することができる。充填インジケータ電極の追加の
説明を、下記ならびに本明細書に参照により組み込む材料にて提供する。アナライト計は
、このアナライトセンサが十分に液体で満たされたことを検出したときに、それが追加電
極と接地電極との間に配置されたエレクトロクロミックフィルムに電圧を印加する構成と
することができる。フィルムは、アナライト計が印加する電圧がフィルムを黒ずませたり
、その色の変化を引き起こすのに十分となるよう選択される。印加電圧に応答して黒ずま
せかつ／または変色させることのできる様々なフィルムあるいは他のエレクトロクロミッ
ク材料は、例えばポリアニリン、ビオロゲン、ポリオキソタングステン酸塩、酸化タング
ステンを含め、当分野では知られている。エレクトロクロミックフィルムの追加の説明は
、例えば米国特許出願公開第２００７／０１５３３５５号明細書に提供されており、その
開示は参照により本明細書に組み込まれる。従って、アナライトセンサ充填材の視覚的指
示を提供することができる。
【０１２０】
　アナライトセンサ排出装置
　一部実施形態では、本明細書に開示するセンサポートはアナライトセンサ、例えばアナ
ライト試験片をセンサポートから排出する構成の随意選択的なセンサ排出装置を含む。ア
ナライトセンサ排出装置は、例えばセンサポートを含むアナライト計を用いて行なうアナ
ライト計測に続き、体液、例えば血液サンプルを収容したアナライト計試験片を排出する
のが望ましい場合に、有用となろう。これにより、アナライト計のユーザはアナライト試
験片に触れることなく汚染アナライト試験片を処分することができる。
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【０１２１】
　一部実施形態では、図１と図５Ａ、図５Ｂと図６Ａ、図６Ｂに示す如く、アナライトセ
ンサ排出装置１１５はセンサポートハウジング１０２の底部１０４に摺動可能に係合する
。アナライトセンサ排出装置１１５は、アナライトセンサ、例えばアナライトセンサ２０
０のセンサポート１０１内への挿入時に、アナライトセンサ排出装置１１５をセンサポー
トに対し図５Ａと図５Ｂに示した挿入方向に後退移動させるよう構成することができる。
アナライトセンサを排出すべく、ユーザはアナライトセンサ排出装置１１５をセンサポー
トに対し前方に、図６Ａと図６Ｂに示した挿入方向とは逆に物理的に移動させる。この動
きはアナライトセンサに力を作用し、これをセンサポート１０１から排出する。別の選択
肢として、アナライトセンサ排出装置は、アナライト計のセンサポート内へのアナライト
センサの挿入が例えばばね機構の係合によりアナライトセンサ排出装置を「コック」位置
に配置する構成とすることができる。アナライト計には、コックされた排出装置を被コッ
ク位置から解放し、アナライトセンサをアナライト計のセンサポートから排出するように
するボタンやスイッチや他の適当な機構を含めることができる。
【０１２２】
　撥液性センサポート
　一実施形態では、本明細書に開示するセンサポートは随意選択的には汚染耐性センサポ
ートおよび／または撥液性センサポートとして構成される。この種の一実施形態では、セ
ンサポートにはこのセンサポートとセンサポート外部の環境に存在する流体および／また
は粒子による内部汚染を制限しかつ／または阻止するよう位置する、１つ以上の封止部材
を含む。もう一つの実施例形態では、センサポートにはこのセンサポートの内部領域に１
つ以上の外部の汚染物質の進入を制限できかつ／または防止することのできる内部面取り
面を含む。
【０１２３】
　図１０、図１１、図１２を参照するに、突出部材１２６と第１の封止部材１１８と第２
の封止部材１２０と第３の封止部材１１９とを含むセンサポート１０１が配設してある。
第３の封止部材１１９は、突出部材１２６を区画するチャネル１２２内に配置される。一
部実施形態では、センサポート１０１は例えば図１２に示す如く内部面取り面１２５を含
む。挿入面１２３に対する面取り面の角度は、可変することができる。例えば、一部実施
形態では、挿入面１２３に対する面取り面の角度はほぼ２５°からほぼ４５°、例えば３
０°からほぼ４０°とされる。特定の一実施形態では、挿入面１２３に対する面取り面の
角度はほぼ３５°である。センサポート１００内へのこのような面取り面の包含により、
センサポート１０１の内部領域への１つ以上の外部汚染物質の入来を制限しかつ／または
阻止することができる。
【０１２４】
　汚染耐性センサポートの追加の開示ならびに実例が、２００９年８月１１日出願の「Ａ
ｎａｌｙｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｐｏｒｔｓ」と題する米国特許出願第１２／５３９，２１
７号明細書に提供され、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１２５】
　一部実施形態では、本明細書に記載するセンサポートは、センサポート自体の内部領域
あるいはこのセンサポートを組み込むことのできる電気装置の内部領域の汚染を制限しか
つ／また阻止するよう設計された追加の機構および／または装置と協働（例えば、係合ま
たは関連動作）する構成とすることができる。例えば、センサポートの開口を保護する機
構や装置や方法が、米国特許出願公開第２００８／０２３４５５９号明細書や米国特許出
願公開第２００８／０１１９７０９号明細書に開示されており、その各開示は参照により
本明細書に組み込まれる。本開示におけるセンサポートはまた、交換可能および／または
使い捨て可能に構成し、かつ／またはセンサポートを一体化する電気装置の汚染を制限し
かつ／または阻止する構成とすることができる。追加の説明が、例えば２００９年６月３
０日出願の「Ｓｔｒｉｐ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特許出願第１２／４９５，６６２号明細書に提供されており
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、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１２６】
　流体吸い上げ（ｗｉｃｋｉｎｇ）センサポートインタフェース
　一実施形態では、本明細書に記載するセンサポートは随意選択的に流体吸い上げセンサ
ポートインタフェースとして構成される。一部実施形態では、センサポートはセンサポー
ト内の開口近傍に位置する１つ以上の親水性および／または吸収性材料を含む構成とされ
、ここではその開口はアナライトセンサ、例えばアナライト試験片を受容する構成とされ
る。親水性および／または吸収性の材料は、例えばセンサポート内の開口を囲繞あるいは
実質囲繞して配置することができる。一部実施形態では、１つ以上の親水性および／また
は吸収性材料をセンサポート開口の上側および／または下側に配置する。他の実施形態で
は、１つ以上の親水性および／または吸収性材料をセンサポート開口の左側および／また
は右側に配置する。一部実施形態では、１つ以上の親水性および／または吸収性材料がセ
ンサポート内の開口の少なくとも一部を画定する。
【０１２７】
　幾つかの実施形態では、１つ以上、例えば２個の回動吸収性ガードをセンサポート開口
に対し（例えば、センサポート開口の真上および／または真下に）配置し、アナライトセ
ンサ、例えばアナライト試験片の挿入期間中に、吸収性ガードがアナライトセンサに接触
しながらそれぞれ回動するようにする。回動吸収性ガードは、例えばセンサポートハウジ
ングあるいはアナライト計ハウジング上に配置された１つ以上の軸に係合させることで、
センサポートハウジングあるいはアナライト計ハウジングに係合する構成とすることがで
きる。吸収性ガードの、例えば１つ以上の軸周りの回動動作は、ユーザがセンサポート内
にアナライトセンサを挿入する際にアナライトセンサと１つ以上の吸収性ガードとの間の
接触の結果としてユーザが遭遇することのある追加の抵抗を軽減することができる。一部
実施形態では、一旦アナライトセンサが挿入されると、吸収性ガードがアナライトセンサ
との接触箇所（複数可）で障壁を形成し、不要なすなわち過剰な流体がセンサポート開口
に進入するのを阻止あるいは少なくとも抑制するようにする。１つ以上の回動吸収性ガー
ドを、使い捨て可能および／または交換可能とすることができる。例えば、吸収性ガード
は、清掃や処分および／または交換に向けそれらをセンサポートから簡単に取り外せるよ
う構成することができる。一実施形態では、回動吸収性ガードには実質筒状の形状を持た
せるが、任意の適当な形状を有する吸収性ガードを用いることもできる。
【０１２８】
　一実施形態では、流体吸い上げセンサポートインタフェースとして構成したセンサポー
トは毛管作用向けの大きさの１つ以上の流路および／またはチャネルを含み、これらはセ
ンサポート内の開口に対し位置決めし、センサポート内の開口からの流体の吸い上げ除去
を促すようにする。これらの１つ以上の流路および／またはチャネルには、親水性および
／または吸収性材料および／またはコーティングを含めることができる。一部実施形態で
は、１つ以上の流路および／またはチャネルは、流体により変位させられたときに１つ以
上の流路および／またはチャネルで空気を逃がすことのできる機構を含む。例えば、一実
施形態では、１つ以上の流路および／またはチャネルを１つ以上の追加の流路および／ま
たはチャネルに接続し、これらが本明細書に記載したセンサポートを組み込んだアナライ
ト計の外部環境に対し開口を提供する。一実施形態では、１つ以上の流路および／または
チャネルは挿入プロセス期間中に印加される概ね重力方向への流体の流れを促すよう配置
される。一部実施形態では、１つ以上の流路および／またはチャネルは、例えばセンサポ
ートのハウジングあるいはセンサポートを含む構成とされたアナライト計のハウジング内
に配置される貯槽内で終端させる。
【０１２９】
　一部実施形態では、流体吸い上げセンサポートインタフェースは流体用に１つ以上の代
替流路を提供する構成とされ、それら流路はセンサポート内の開口を介してセンサポート
の内部環境に流体を取り込む筈の流路よりもエネルギー的に好都合である。
【０１３０】
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　一部実施形態では、本開示における流体吸い上げセンサポートインタフェースの流体吸
い上げ部は別個に処分可能および／または交換可能とされる。別の実施形態では、流体吸
い上げ部分はセンサポートハウジングおよび／またはアナライト計のハウジングに物理的
に一体化し、アナライト計は本開示におけるセンサポートを含んでおり、流体吸い上げ部
分が別個に処分可能および／または交換可能に構成されないようにする。
【０１３１】
　追加の実施形態では、親水性および／または吸収性材料および／またはコーティングに
流体との接触時に変色する材料を含めることができる。このことで、例えば親水性および
／または吸収性材料および／またはコーティングにより余分な流体が吸い上げ動作にさら
されたことの指示を提供することができる。
【０１３２】
　流体吸い上げセンサポートインタフェースは本明細書に開示したセンサポートを参照し
て上記したが、アナライト計内の他の開口あるいは他の装置内の開口に関連して用いたと
きに、流体吸い上げセンサポートインタフェースの特徴が同様の効果をもたらすことは理
解されたい。例えば、流体吸い上げセンサポートインタフェースの特徴は、アナライト計
電池室あるいは通信ポート内への流体の入来を防止あるいは阻止するのに用いることがで
きる。
【０１３３】
　保護突起
　一実施形態では、本明細書に記載したセンサポートはこのセンサポートのセンサポート
接点を保護する構成とされた随意選択的な保護突起を含む。保護突起は、センサポートの
ハウジングの形成に用いるのと同じ材料から形成することができ、一部実施形態では、ハ
ウジング自体の一部とすることができる。別の選択肢として、保護突起は適当な金属やポ
リマー等から形成することができ、センサポートハウジング内に装着しかつ／または配置
することができる。
【０１３４】
　図７Ａ、図７Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ、図９Ａ、図９Ｂを参照するに、センサポー
ト１０１が配設してあり、これが保護突起１１６を含む。一部実施形態では、保護突起１
１６はセンサポート１０１のハウジング１０２の形成に用いるのと同じ材料から形成され
る。別の選択肢として、センサポートハウジング１０２の形成に用いるもの以外の材料か
ら保護突起１１６を作成することができる。図７Ａに示す如く、一部実施形態では、保護
突起１１６はセンサポートハウジング１０２の頂部１０３の側壁からセンサポート１０１
の内部空間内に延在する。保護突起１１６はセンサポート１０５に対し位置決めし、例え
ば図８Ａから図８Ｃに示す如く、不適切に挿入され、かつ／または損壊したアナライトセ
ンサからセンサポート接点１０５が保護されるようにする。不適切な挿入および／または
損壊したアナライトセンサの挿入は、一部事例では、電極接点をその意図した配置から圧
縮し、さもなくば変形することで、センサポート接点１０５等のセンサポート接点を損傷
することがある。例えば、アナライトセンサ２００の取り扱い期間中、その上に電極接点
２０１が配置される基板２０５の基端を例えば図８Ｃに示す如く屈曲させることができる
。ユーザが損壊したこの種のアナライトセンサを挿入するなら、センサポート接点１０５
は損壊したアナライトセンサとの接触により圧縮され、さもなくば変形させうる。保護突
起１１６は、破損アナライトセンサとセンサポート接点との間のこのような接触を防止す
る構成とされる。
【０１３５】
　照明されたセンサポート
　一実施形態では、アナライト計１００および／またはセンサポート１０１は随意選択的
な照明装置（図示せず）、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、これはアナライトセ
ンサ挿入プロセス期間中にセンサポート１０１を照明し、ユーザがアナライトセンサをセ
ンサポート１０１内に正確に挿入するのを支援することができる。照明されたセンサポー
トに関するさらなる情報とその給電方法は、米国特許出願公開第２００５／０００９１２
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６号明細書に見いだすことができ、この開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１３６】
　ラッチまたは固定機構
　本開示のさらなる実施形態では、センサポート１０１は物理的なラッチあるいは固定機
構を用いて構成し、アナライトセンサをセンサポート１０１内に挿入したときに、サンプ
ルアッセイが完了するまでアナライトセンサがセンサポート１０１内の受容位置に保持さ
れるようにすることができる。この種の物理的ラッチあるいは固定機構の実例には、単一
方向に付勢された係留機構あるいは圧力印加機構を含め、センサポート１０１内のアナラ
イトセンサの１つ以上の表面に圧力を印加することでアナライトセンサを所定場所に保持
することができる。さらなる情報が、米国特許出願公開第２００８／０１１９７０９号明
細書に提供され、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１３７】
　アナライトセンサ
　本明細書に先に説明したように、一部実施形態では、開示されたセンサポートは、少な
くとも２つの異なる種類のアナライトセンサ、例えば対向電極構成を有する第１のタイプ
と共面電極構成を有する第２種を受容できるよう構成される。これらのアナライトセンサ
種の実施例を、ここで図面を参照してより詳細に説明する。図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４
Ｄには、対向電極構成を有するアナライトセンサ２００が示してあり、これが第１の基板
２０５と第２の基板２０６と第１の基板２０５と第２の基板２０６とを仕切るスペーサ（
図示せず）を含んでいる。アナライトセンサ２００はまた、作動電極と基準および／また
は対向電極と第１の充填インジケータ電極と第２の充填インジケータ電極とを含む。本明
細書に用いる用語「基準および／または対向電極」は、基準電極や対向電極あるいは基準
および対向電極の両方として機能する電極を指す。図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｄに図示
した実施形態では、作動電極は作動電極とセンサポート１０１のセンサポート接点との間
に電気的な接続を提供する電極接点２０１を含んでおり、基準および／または対向電極は
基準および／または対向電極とセンサポート１０１のセンサポート接点との間に電気的な
接続を提供する電極接点２０３を含んでおり、第１と第２の充填インジケータ電極は充填
インジケータ電極とセンサポート１０１のセンサポート接点との間に電気的な接続をそれ
ぞれ提供する電極接点２０２、２０４を含む。図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｄに示す如く
、アナライトセンサ２００はセンサポート１０１に挿入する基端２０７と液体サンプルを
受容する先端２０８とを含む。
【０１３８】
　図１４Ｃ、図１４Ｅでは、共面電極構成を有するアナライトセンサ３００が図示してあ
り、これがその上に配置された作動電極と基端電極および／または対向電極と充填インジ
ケータ電極を有する第１の基板３０４を含んでいる。作動電極は、作動電極とセンサポー
ト１０１のセンサポート接点との間に電気的な接続を提供する電極接点３０３を含んでお
り、基準および／または対向電極は基準および／または対向電極とセンサポート１０１の
センサポート接点との間に電気的な接続を提供する電極接点３０１を含んでおり、充填イ
ンジケータ電極は充填インジケータ電極とセンサポート１０１のセンサポート接点との間
に電気的な接続を提供する電極接点３０２を含んでいる。図１４Ｃと図１４Ｅに示す如く
、アナライトセンサ３００はセンサポート１０１内に挿入する基端３０５と液体サンプル
を受け取る先端３０６とを含む。アナライトセンサ３００はまた、第１の基板３０４の一
部を覆って位置する少なくとも第２の基板３０７を含み、電極接点３０１、３０２、３０
３がセンサの基端に露出するようにしてある。１つ以上のスペーサ層を、アナライトセン
サ３００内に含めることもできる。
【０１３９】
　幾つかの実施形態では、本明細書に開示するセンサポート内に使用するのに適したアナ
ライトセンサは概ね矩形、すなわちセンサの長さがその幅を上回る形状を有するが、他の
形状も同様に可能である。一実施形態では、アナライトセンサは帯片の形をとる。
【０１４０】
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　本明細書に記載するセンサポートに使用するのに適したアナライトセンサには、複数の
電極、例えば２個や３個あるいは４個以上の電極を含めることができる。
【０１４１】
　本明細書に具体的に開示した実施形態に加え、本開示のセンサポートとアナライト計は
多種多様なアナライトセンサ、例えば２００６年８月１日出願の米国特許出願第１１／４
６１，７２５号明細書、米国特許出願公開第２００７／００９５６６１号明細書、米国特
許出願公開第２００６／００９１００６号明細書、米国特許出願公開第２００６／００２
５６６２号明細書、米国特許出願公開第２００８／０２６７８２３号明細書、米国特許出
願公開第２００７／０１０８０４８号明細書、米国特許出願公開第２００８／０１０２４
４１号明細書、米国特許出願公開第２００８／００６６３０５号明細書、米国特許出願公
開第２００７／０１９９８１８号明細書、米国特許出願公開第２００８／０１４８８７３
号明細書、米国特許出願公開第２００７／００６８８０７号明細書、米国特許第６，６１
６，８１９号明細書、米国特許第６，１４３，１６４号明細書、米国特許第６，５９２，
７４５号明細書に開示されたものと協働する構成とすることができ、各開示は参照により
本明細書に組み込まれる。追加のアナライトセンサは、２００８年４月１４日出願の米国
特許出願第１２／１０２，３７４号明細書と米国特許出願公開第２００９／００９５６２
５号明細書とに開示しており、それらの開示はそれぞれ参照により本明細書に組み込まれ
る。
【０１４２】
　アナライト計および／またはアナライト監視システムとの一体化
　本開示は、本明細書に記載するセンサポートの１つを含むアナライト計を提供するもの
である。アナライト計は、センサポート内に挿入されたアナライトセンサから受け取った
信号を処理し、この受け取った信号に基づきアナライトの濃度を特定する構成とされる。
【０１４３】
　アナライト計は、掌サイズでかつ／または例えば患者のポケットあるいは財布内に収ま
るよう適合せさせて設計した小型の携帯装置とすることができる。アナライト計は、携帯
電話（例えば、ｉＰｈｏｎｅ（Ｒ）や個人用携帯情報端末（ＰＤＡ）等の個人用電子装置
に組み込むことができる。
【０１４４】
　一部実施形態では、アナライト計は家庭用途向けに大型の装置とし、棚やナイトテーブ
ルに載置するよう設計することができる。さらに別の実施形態では、アナライト計は病院
や診療所にて使用する設計とすることができる。
【０１４５】
　本明細書に記載するセンサポートに関連して用いることができるアナライト計および／
またはアナライト監視システムおよびその特徴の追加の説明は、例えば米国特許第６，５
２６，２９８号明細書や米国特許第７，０４１，４６８号明細書に見いだすことができ、
それらの各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１４６】
　一実施形態では、図１３に示す如く、計器ハウジング１１７とこのハウジングに結合し
たセンサポート１０１とを含むアナライト計１００を配設し、ここでセンサポートは第１
のアナライトセンサ、例えば対向電極構成を有するアナライトセンサ２００と、第２のア
ナライトセンサ、例えば共面電極構成を有するアナライトセンサ３００とを受容する構成
とされる。アナライト計１００はまたハウジングに結合した処理装置６００（図１３には
図示せず）を含んでおり、ここで処理装置は第１と第２のアナライトセンサからサンプル
のアナライト濃度を示す１つ以上の信号を受け取り、それによってサンプル内のアナライ
ト濃度を割り出す構成とされる。処理装置６００は、図１６にシステム構成要素として図
示してある。参考として、用語「処理装置」、「プロセッサ」、「制御装置」は、本明細
書において互換可能に用いられる。
【０１４７】
　上記に示す如く、幾つかの実施形態では、本開示におけるセンサポートにはアナライト
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計および／またはアナライト監視システムを一体化する。例えば、本開示におけるセンサ
ポートには、ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ（Ｒ）血中ブドウ糖監視計やブドウ糖やケトンあるいは
他のこの種アナライトを監視可能なＰｒｅｃｉｓｉｏｎ（Ｒ）ブランドの血液監視計を一
体化することができる。加えて、開示したセンサポートは複数の患者に単一の計器を用い
るような病院や類似の診療所環境に使用するよう設計された計器内に用途を見いだすこと
ができる。この種システムには、これらに限定はされないが、（カルフォニア州Ａｌａｍ
ｅｄａ）のＡｂｂｏｔｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　Ｉｎｃ．社が製造するＰｒｅｃ
ｉｓｉｏｎ　ＰＣｘ（Ｒ）計や、ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔ（ＴＭ）計や　Ｐ
ｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｘｃｅｅｄ　Ｐｒｏ（ＴＭ）計を含む。
【０１４８】
　幾つかの実施形態では、センサポートには、移植されあるいは一部移植されたアナライ
トセンサを含むアナライト監視システム、例えば移植されあるいは一部移植されたブドウ
糖センサ（例えば、連続式ブドウ糖センサ）を含むシステムを一体化することができる。
移植されあるいは一部移植されたブドウ糖センサを含むシステムには、移植されあるいは
一部移植されたブドウ糖センサからアナライトデータを受け取る構成要素を含めることが
でき、構成要素はアナライト結果をユーザに、例えばディスプレイにより聴覚的あるいは
視覚的に、あるいはアナライト結果を表示する構成の独立型アナライト計あるいは他の携
帯処理装置（例えば、携帯電話）との通信により通信する構成とすることができる。アナ
ライト監視システム受信器には、本明細書に記載するセンサポート１０１を組み込んでブ
ドウ糖センサ、例えばブドウ糖試験片を受容する構成の従来の血中ブドウ糖計を含めるこ
とができる。従来の計器と試験片は、例えば１点較正あるいは他の較正プロトコルを使用
してシステムを較正するのに用いることができる。さらなる情報については、米国特許第
６，１７５，７５２号明細書を参照されたく、その開示は参照により本明細書に組み込ま
れる。一実施形態では、受信器および／または計器は移植されあるいは一部移植されたア
ナライトセンサとＲＦＩＤを介して通信し、移植アナライトセンサの間欠的あるいは周期
的な照会を提供する構成とすることができる。
【０１４９】
　アナライト計に関連するセンサポートの説明は、独立型計器と加えて、移植されあるい
は一部移植されたアナライトセンサを含む、アナライト監視システム（例えば、連続式ア
ナライト監視システム）に作動可能に接続した、例えば一体化したものもまた含むことは
、理解されたい。開示センサポートに関連して使用することのできる例示センサあるいは
計器と連続式アナライト監視システム（時として生体内システムと呼ぶ）は、米国特許第
７，０４１，４６８号明細書、米国特許第５，３５６，７８６号明細書、米国特許第６，
１７５，７５２号明細書、米国特許第６，５６０，４７１号明細書、米国特許第５，２６
２，０３５号明細書、米国特許第６，８８１，５５１号明細書、米国特許第６，１２１，
００９号明細書、米国特許第７，１６７，８１８号明細書、米国特許第６，２７０，４５
５号明細書、米国特許第６，１６１，０９５号明細書、米国特許第５，９１８，６０３号
明細書、米国特許第６，１４４，８３７号明細書、米国特許第５，６０１，４３５号明細
書、米国特許第５，８２２，７１５号明細書、米国特許第５，８９９，８５５号明細書、
米国特許第６，０７１，３９１号明細書、米国特許第６，１２０，６７６号明細書、米国
特許第６，１４３，１６４号明細書、米国特許第６，２９９，７５７号明細書、米国特許
第６，３３８，７９０号明細書、米国特許第６，３７７，８９４号明細書、米国特許第６
，６００，９９７号明細書、米国特許第６，７７３，６７１号明細書、米国特許第６，５
１４，４６０号明細書、米国特許第６，５９２，７４５号明細書、米国特許第５，６２８
，８９０号明細書、米国特許第５，８２０，５５１号明細書、米国特許第６，７３６，９
５７号明細書、米国特許第４，５４５，３８２号明細書、米国特許第４，７１１，２４５
号明細書、米国特許第５，５０９，４１０号明細書、米国特許第６，５４０，８９１号明
細書、米国特許第６，７３０，２００号明細書、米国特許第６，７６４，５８１号明細書
、米国特許第６，２９９，７５７号明細書、米国特許第６，４６１，４９６号明細書、米
国特許第６，５０３，３８１号明細書、米国特許第６，５９１，１２５号明細書、米国特
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許第６，６１６，８１９号明細書、米国特許第６，６１８，９３４号明細書、米国特許第
６，６７６，８１６号明細書、米国特許第６，７４９，７４０号明細書、米国特許第６，
８９３，５４５号明細書、米国特許第６，９４２，５１８号明細書、米国特許第６，５１
４，７１８号明細書、米国特許第５，２６４，０１４号明細書、米国特許第５，２６２，
３０５号明細書、米国特許第５，３２０，７１５号明細書、米国特許第５，５９３，８５
２号明細書、米国特許第６，７４６，５８２号明細書、米国特許第６，２８４，４７８号
明細書、米国特許第７，２９９，０８２号明細書、「Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｏｎ－Ｂｏｄｙ　
Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」と題する米国特許出願第６１／１４９，６３９号明細書、「Ａ
ｎａｌｙｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」と題する２００６年８月１日
出願の米国特許出願第１１／４６１，７２５号明細書、「Ｅｘｔｒｕｄｅｄ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｄｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍ
ｅ」と題する２００９年６月３０日出願の米国特許出願第１２／４９５，７０９号明細書
、米国特許出願公開第２００４／０１８６３６５号明細書、米国特許出願公開第２００７
／００９５６６１号明細書、米国特許出願公開第２００６／００９１００６号明細書、米
国特許出願公開第２００６／００２５６６２号明細書、米国特許出願公開第２００８／０
２６７８２３号明細書、米国特許出願公開第２００７／０１０８０４８号明細書、米国特
許出願公開第２００８／０１０２４４１号明細書、米国特許出願公開第２００８／００６
６３０５号明細書、米国特許出願公開第２００７／０１９９８１８号明細書、米国特許出
願公開第２００８／０１４８８７３号明細書、米国特許出願公開第２００７／００６８８
０７号明細書に開示されたもの等のセンサあるいは計器を含み、各開示は参照により本明
細書に組み込まれる。
【０１５０】
　処理装置
　アナライト計１００は、処理装置、例えばハウジング１１７に結合した処理装置６００
を含んでおり、ここでこの処理装置はアナライトセンサからサンプル内のアナライト濃度
を示す１つ以上の信号を受け取り、それによってサンプルのアナライト濃度を特定する構
成とされる。
【０１５１】
　アナライトセンサからのアナライト信号の受け取りとアナライト濃度の割り出しに関す
る詳細は、例えば米国特許第７，０４１，４６８号明細書、米国特許第５，３５６，７８
６号明細書、米国特許第６，１７５，７５２号明細書、米国特許第６，５６０，４７１号
明細書、米国特許第５，２６２，０３５号明細書、米国特許第６，８８１，５５１号明細
書、米国特許第６，１２１，００９号明細書、米国特許第７，１６７，８１８号明細書、
米国特許第６，２７０，４５５号明細書、米国特許第６，１６１，０９５号明細書、米国
特許第５，９１８，６０３号明細書、米国特許第６，１４４，８３７号明細書、米国特許
第５，６０１，４３５号明細書、米国特許第５，８２２，７１５号明細書、米国特許第５
，８９９，８５５号明細書、米国特許第６，０７１，３９１号明細書、米国特許第６，１
２０，６７６号明細書、米国特許第６，１４３，１６４号明細書、米国特許第６，２９９
，７５７号明細書、米国特許第６，３３８，７９０号明細書、米国特許第６，３７７，８
９４号明細書、米国特許第６，６００，９９７号明細書、米国特許第６，７７３，６７１
号明細書、米国特許第６，５１４，４６０号明細書、米国特許第６，５９２，７４５号明
細書、米国特許第５，６２８，８９０号明細書、米国特許第５，８２０，５５１号明細書
、米国特許第６，７３６，９５７号明細書、米国特許第４，５４５，３８２号明細書、米
国特許第４，７１１，２４５号明細書、米国特許第５，５０９，４１０号明細書、米国特
許第６，５４０，８９１号明細書、米国特許第６，７３０，２００号明細書、米国特許第
６，７６４，５８１号明細書、米国特許第６，２９９，７５７号明細書、米国特許第６，
４６１，４９６号明細書、米国特許第６，５０３，３８１号明細書、米国特許第６，５９
１，１２５号明細書、米国特許第６，６１６，８１９号明細書、米国特許第６，６１８，
９３４号明細書、米国特許第６，６７６，８１６号明細書、米国特許第６，７４９，７４
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０号明細書、米国特許第６，８９３，５４５号明細書、米国特許第６，９４２，５１８号
明細書、米国特許第６，５１４，７１８号明細書、米国特許第５，２６４，０１４号明細
書、米国特許第５，２６２，３０５号明細書、米国特許第５，３２０，７１５号明細書、
米国特許第５，５９３，８５２号明細書、米国特許第６，７４６，５８２号明細書、米国
特許第６，２８４，４７８号明細書、米国特許第７，２９９，０８２号明細書、「Ｃｏｎ
ｔｉｎｕｏｕｓ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ」と題する２００３年１２月２６日出願の米国特許出願第１０
／７４５，８７８号明細書、「Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｏｎ－Ｂｏｄｙ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉ
ｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｏ
ｆ」と題する米国特許出願第６１／１４９，６３９号明細書、２００６年８月１日出願の
米国特許出願第１１／４６１，７２５号明細書、米国特許出願公開第２００７／００９５
６６１号明細書、米国特許出願公開第２００６／００９１００６号明細書、米国特許出願
公開第２００６／００２５６６２号明細書、米国特許出願公開第２００８／０２６７８２
３号明細書、米国特許出願公開第２００７／０１０８０４８号明細書、米国特許出願公開
第２００８／０１０２４４１号明細書、米国特許出願公開第２００８／００６６３０５号
明細書、米国特許出願公開第２００７／０１９９８１８号明細書、米国特許出願公開第２
００８／０１４８８７３号明細書、米国特許出願公開第２００７／００６８８０７号明細
書に記載されており、各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１５２】
　一部実施形態では、アナライト計１００はデータ記憶装置、例えば処理装置に作動可能
に接続されたデータ記憶装置６０１（図１３には図示せず）を含んでおり、これは例えば
２００６年３月３１日出願の「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ」と題する米国特許出願第１１／３９６，
１８２号明細書に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。デー
タ記憶装置６０１は、図１６の処理装置６００と共にシステム構成要素として図示してあ
る。
【０１５３】
　投与量算出機能
　一部実施形態では、処理装置は速効インシュリンおよび／または遅効インシュリン注射
に関する一回投与量算出機能等の薬剤投与算出機能を実行する構成とされる。薬剤投与量
算出機能と薬剤投与量算出機能の実行方法を含むアナライト計は、例えば２００６年３月
３１日出願の「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ」と題する米国特許出願第１１／３９６，１８２号明細書
、筆頭発明者としてＭａｒｋ　Ｋ．Ｓｌｏａｎが掲載され代理人整理番号第ＡＤＣＩ－２
０１号で指定される「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｔｅｓｔ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ」と題する米国特許出願や、筆頭
発明者としてＭａｒｋ　Ｋ．Ｓｌｏａｎが掲載され、代理人整理番号第ＴＳ－０２－２１
０Ｕ１号で指定される「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｔｅｓｔ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ」と題する米国特許出願に記載
されており、それらの各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１５４】
　一実施形態では、処理装置は、ボーラス算出機能を実行する構成とされる。例えば、処
理装置はアナライトセンサから受け取った信号に基づき、ボーラス量、例えばインシュリ
ンのボーラス量を特定する構成とすることができる。
【０１５５】
　一実施形態では、処理装置は計測されたアナライト濃度に基づき薬剤投与量を特定する
アルゴリズムを実行する構成とされる。
【０１５６】
　アナライト計１００は、自動的に薬剤投与量算出モードに入り、例えばアナライト計１
００内に保存している情報（例えば、患者のインシュリン感受性）に基づき薬剤投与量を
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算出しかつ／または選択し、ならびに／あるいは患者が摂取すべき炭水化物の量等の追加
情報を提供するよう患者を促し、例えば炭水化物のボーラス量特定等の特定を行なう構成
とすることができる。患者は、入力装置（下記により詳しく説明）を作動させ、適当な情
報を提供することができる。
【０１５７】
　別の実施形態では、アナライト計１００は、例えばアナライトセンサからの計測アナラ
イト濃度の表示に従い、例えば補正ボーラスあるいは炭水化物ボーラス等の所定のあるい
は事前にプログラムされた薬剤投与量を検索するかどうかを選択するよう患者を促す構成
とすることができる。こうして、本開示の一実施形態では、アナライト計１００はアナラ
イトセンサを用いたアナライト試験に続き薬剤投与量の特定が所望されるかどうかの選択
をユーザあるいは患者に自動的に促す構成とすることができる。
【０１５８】
　本開示の一実施例形態では、アナライト計１００は、患者が指定したパラメータに基づ
いて異種の薬剤投与量算出を実行するよう構成することができる。例えば、アナライト計
１００はアナライトセンサのサンプルアッセイが食事事象の所定の期間内に実行されたと
きに炭水化物のボーラス量の特定を実行する構成とすることができる。例えば、アナライ
ト計１００はアナライトセンサの流体サンプルアッセイが食事時間の前１時間以内に行な
われた（これはアナライト計１００内にプログラムすることができる）場合、炭水化物の
ボーラス量特定を自動的に選択するよう患者がプログラムすることができる。
【０１５９】
　一部実施形態では、アナライト計の処理装置あるいは他の携帯電子処理装置は薬剤投与
、例えば処理装置が算出した薬剤投与量の投与時間を入力するようユーザを促す構成とさ
れる。例えば、ボーラス量の算出、例えばインシュリンのボーラス量の算出に続き、処理
装置は例えばディスプレイ装置を用い、算出されたボーラスを行なった時間を入力するよ
うユーザを自動的に促すことができる。
【０１６０】
　一実施形態では、処理装置はさらに、投与時間の入力に続き、自動的にユーザを促し、
次の食事開始時間を入力させる構成とすることができる。このような情報をそこで処理装
置あるいは外部処理装置により用い、さらなる薬剤投与量の算出を最適化することができ
る。
【０１６１】
　ボーラス算出器の安全確保機能
　一部実施形態では、アナライト計の処理装置あるいは別の携帯電子処理装置は１つ以上
のボーラス量算出器の安全確保機能を提供する構成とされる。本明細書にて説明する如く
、本開示におけるアナライト計は、外部アナライト監視装置および／またはシステム、例
えば連続式ブドウ糖監視（ＣＧＭ）装置および／またはシステムあるいは「ブドウ糖オン
デマンド」（ＧｏＤ）監視装置および／またはシステムと通信し、アナライト計測値を受
け取る構成とすることができる。
【０１６２】
　アナライト計をＣＧＭ装置および／またはシステム（例えば、所定間隔でブドウ糖濃度
を自動的に計測する構成とされた移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサを含
む装置および／またはシステム）と通信してアナライト計測値を受け取る構成とした場合
、プロセッサはインシュリンのボーラスに対するユーザのブドウ糖反応を具体的に監視す
るプロセスを自動的に（あるいはユーザの入力に応答して）始動する構成とすることがで
きる。例えば、一部実施形態では、プロセッサは、ユーザのインシュリン作用時間、ブド
ウ糖歴程、食事入力データ、インシュリン入力データ、運動データ、健康データ、その日
の時間のうちの１つ以上に関連する生理学的モデルを用いて所定の期間に亙り予想ブドウ
糖プロファイルを提供する構成とされる。このプロセスは、予想ブドウ糖が所定の低ブド
ウ糖安全限界に最小値を有する場合に「最小限」の容認可能なプロファイルを提供するこ
とができる。このプロセスはまた、予想ブドウ糖が所定の高ドウ糖安全限界に最大値を有
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する場合に「最大限」の容認可能なプロファイルを提供することができる。
【０１６３】
　これらのプロファイルは、多くの方法で特定することができる。例えば、プロファイル
限界に達する点まで炭水化物の摂取量を増減させることで、それらを特定することができ
る。別の選択肢として、食事タイミングあるいは１つ以上の他の生理的モデルのパラメー
タを可変することができる。
【０１６４】
　プロセッサは、そこでＣＧＭ装置および／またはシステムが受け取った実時間データを
用いて監視し、その時点で指示された最小限あるいは最大限のプロファイル内にそれを含
むかどうか判定する。所定数のブドウ糖読み取り値（例えば、１つ以上）がプロファイル
範囲外に含まれる場合、そのときはプロセッサは、ユーザに対し警報および／または警告
を通知する構成とされ、ブドウ糖読み取り値が予想を下回るかあるいは上回るかを指示す
ることができる。一部実施形態では、処理装置はそこで推奨行動指針をユーザに通知する
ことができる。
【０１６５】
　アナライト計がＧｏＤ装置および／またはシステム（例えば、移植されあるいは一部移
植されたアナライトセンサを含み、ブドウ糖読み取り値の受け取りにユーザの起動を必要
とする、ブドウ糖監視装置および／またはシステム）と通信し、アナライト計測値を受け
取る構成としている場合、プロセッサはボーラス量の投与に対し所定時点、例えばボーラ
ス量の投与に続く２０分や４５分にＧｏＤ装置および／またはシステムからブドウ糖計測
値を入手するようユーザを促す構成とすることができる。続いて、これら計測値を所定の
ブドウ糖プロファイル（複数可）と比較対照することができる。所定数のブドウ糖読み取
り値（例えば、１つ以上）がプロファイル範囲の外に含まれる場合、そのときはプロセッ
サはユーザに対し警報および／または警告を通知し、ブドウ糖読み取り値が予想を下回っ
たかあるいは上回ったかを指示する構成とすることができる。一部実施形態では、処理装
置はそこで推奨行動指針をユーザに通知することができる。
【０１６６】
　ブドウ糖オンデマンド装置および／またはシステムの追加の説明は、米国特許出願公開
第２００８／０３１９２９６号明細書、米国特許出願公開第２００９／００５４７４９号
明細書、米国特許出願公開第２００９／０２９４２７７号明細書、米国特許出願公開第２
００８／０３１９２９５号明細書、２００９年２月２６日出願の「Ｓｅｌｆ－Ｐｏｗｅｒ
ｅｄ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒ」と題する米国特許出願第１２／３９３，９２１号
明細書、２００９年１１月２４日出願の「ＲＦ　Ｔａｇ　ｏｎ　Ｔｅｓｔ　Ｓｔｒｉｐｓ
，　Ｔｅｓｔ　Ｓｔｒｉｐ　Ｖｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｂｏｘｅｓ」と題する米国特許出願第
１２／６２５，５２４号明細書、２００９年９月３０日出願の「Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎ
ｅｔｉｃａｌｌｙ－Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｏｎ－Ｂｏｄｙ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　
ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国仮特許出願公開第６１／２４７，５１９号明細書、
２００９年２月２６日出願の「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ
ｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」と
題する米国仮特許出願公開第６１／１５５，８８９号明細書、２００９年８月３１日出願
の「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｅｎｓｏｒ」と題する米国仮特許出願公開第６１／２３８，５８１
号明細書、２００９年３月２４日出願の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　
Ａｎｄ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ｓａｍｅ」と題する米国仮特
許出願公開第６１／１６３，００６号明細書、２００９年９月３０日出願の「Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｎｇ　Ｏｎ－Ｄｅｍａｎｄ
　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題する米国仮特許出願公
開第６１／２４７，５０８号明細書、２００９年２月２日出願の「Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｏｎ
－Ｂｏｄｙ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」と題する米国仮特許出願公開第６１／１４９，
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６３９号明細書、２００９年１２月３０日出願の「Ｕｌｔｒａ　Ｈｉｇｈ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ（ＵＨＦ）　Ｌｏｏｐ　Ａｎｔｅｎｎａ　ｆｏｒ　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｇｌｕｃｏｓ
ｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　ａｎｄ　Ｒｅａｄｅｒ」と題する米国仮特許出願公開第６１／２９１
，３２６号明細書に見いだすことができ、各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１６７】
　ボーラス安全確保機能は、外部アナライト監視装置および／またはシステムとは通信可
能にないものの、その代りに血中ブドウ糖の自己監視（ＳＭＢＧ）用に構成することので
きるアナライト計内に組み込むこともできる。例えば、この種のアナライト計にはユーザ
に対し警報や警告やリマインダを発行し、所定時間、例えば第一のブドウ糖読み取りと関
連するボーラスに続く５分で追加のブドウ糖読み取りを実行させる構成のプロセッサを含
めることができる。これにより、プロセッサは時間を隔てた２個のブドウ糖値に基づきレ
ートファクタが割り出せるようになる。このレートファクタはそこで、新たなボーラス量
の算出の実行、あるいは先のボーラス量の算出に対する調整の提供時にプロセッサにより
考慮され得る。一部実施形態では、プロセッサは全部投与した第一のボーラスが過剰であ
ったと判定し、正しい措置、例えば炭水化物の摂取を行なって過剰投与を回避すべきであ
る。
【０１６８】
　一部実施形態では、算出ボーラス量の一部（例えば、７０％）が当初のブドウ糖読み取
り値に基づき投与され、あるいは投与推薦される。続いて、第２のブドウ糖読み取りに続
き計測されたブドウ糖のレートを考慮して第２の算出されたボーラスに基づき、算出され
たボーラスの残部分の一部または全部か、もしくは皆無にて投与もしくは投与推奨するこ
とができる。
【０１６９】
　通信装置
　一部実施形態では、本明細書に記載するアナライト計１００は随意選択的な通信装置６
０２（図１３には図示せず）、例えばネットワークおよび／または他の装置、例えば薬剤
投与装置および／または患者監視装置、例えば連続式ブドウ糖監視装置と通信する受信器
および／または送信器を含む。通信装置は、アナライト計１００と外部装置やシステム等
との間でデータやソフトウェア等を片方向あるいは双方向通信する構成とすることができ
る。一部実施形態では、通信装置はカルフォニア州ＡｌａｍｅｄａのＡｂｂｏｔｔ　Ｄｉ
ａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　Ｉｎｃ．社から入手可能なＣｏＰｉｌｏｔ（ＴＭ）システム等
の健康管理システムと通信する構成とされる。一実施形態では、通信装置はアナライト計
１００のハウジング１１７に結合し、処理装置との通信可能とされる。通信装置６０２は
、図１６にシステム構成要素として図示してある。
【０１７０】
　通信装置は、これらに限定はされないが、無線周波（ＲＦ）通信（例えば、無線周波数
識別（ＲＦＩＤ）、Ｚｉｇｂｅｅ通信プロトコル、ＷｉＦｉ、赤外線、無線ユニバーサル
シリアルバス（ＵＳＢ）、超広帯域（ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）通信プロトコ
ル、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）やＧｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）等のセルラー方式通信）を含む、有線ある
いは無線通信用に構成することができる。一実施形態では、アナライト計１００は無線通
信装置を含み、ここではこの無線通信装置は他の装置と双方向無線周波（ＲＦ）通信をし
てアナライト計１００との間でデータを送受信する構成とされる。
【０１７１】
　一実施形態では、アナライト計１００とコンピュータ端末（例えば、医師の診療所や病
院環境）など他の外部装置、注射装置やインシュリン投与装置を含む外部医療装置、同様
の相補的データ通信用に構成された他の装置との間でのデータ通信を可能にすべく、通信
装置は１つ以上の通信ポート、例えばＵＳＢポートやＲＳ－２３２ポート等の物理的ポー
トやインタフェースあるいは他の任意の適当な電気接続ポートを含む構成とされる。
【０１７２】
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　一実施形態では、通信装置は、注射装置等の他の装置やアナライト監視装置やコンピュ
ータ端末および／またはネットワークや通信可能な携帯電話や個人向け携帯情報端末や糖
尿病等の健康状態の治療の管理時に患者あるいはアナライト計のユーザがそれとの通信に
用いることのできる他の任意の通信装置とアナライト計１００が通信できるようにする赤
外線通信やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）通信や他の任意の適当な無線通信プロトコル用に構
成される。
【０１７３】
　一実施形態では、通信装置は携帯電話ネットワークやショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）やインターネットに接続されたローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）上のパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）への無線接続あるいはＷｉＦｉホットスポットでのインターネ
ットへのＷｉＦｉ接続を介するインターネットプロトコル（ＩＰ）を用いたデータ転送用
の接続を提供する構成とされる。
【０１７４】
　一実施形態では、アナライト計は通信装置を介して、例えば８０２．１１あるいはＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）ＲＦプロトコルやＩｒＤＡ赤外線プロトコル等の共通規格を用いて
サーバ装置と無線通信する構成とされる。サーバ装置は、スマートフォンや個人向け携帯
情報端末（ＰＤＡ）やノートブック型コンピュータ等の他の携帯装置、あるいはデスクト
ップ型コンピュータや機器等の大型装置としうる。一部実施形態では、サーバ装置は液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）等のディスプレイと加えてボタンやキーボードやマウスやタッチ
スクリーン等の入力装置もまた有する。このような構成を用いることで、ユーザはサーバ
装置のユーザインタフェースと間接的に相互作用することで計器を制御することができ、
サーバ装置は無線リンクを介して計器と相互作用する。
【０１７５】
　一部実施形態では、通信装置はアナライト計、例えば随意選択的なデータ記憶装置内に
保存されたデータを１つ以上の通信プロトコルおよび／または前述のメカニズムを用いて
ネットワークやサーバ装置と自動的あるいは半自動的に通信する構成とされる。
【０１７６】
　一実施形態では、本開示はシステム、例えばアナライトセンサ１００がその一構成要素
とされる糖尿病管理システムを提供する。この種実施形態では、例えば図１６に示すよう
に、通信装置６０２は、薬剤投与装置および／またはシステム６０５、携帯用処理装置６
０６、コンピュータ６０７、ネットワーク６０８、インターネット６０９、アナライト計
装置および／またはシステム６１０（例えば、移植されあるいは一部移植されたアナライ
トセンサを含むシステム）のうち１つ以上と通信する構成とすることができる。
【０１７７】
　入力装置
　一部実施形態では、アナライト計１００は計器ハウジング１１７に結合され、処理装置
と通信可能にある随意選択的な入力装置６０３を含む。入力装置は、１つ以上の入力ボタ
ンやジョグホイールや容量検出スライダ入力やそれらの組み合わせを含む構成とすること
ができる。一実施形態では、ユーザあるいは患者は入力装置を操作し、アナライト計１０
０のボーラス量算出機能等の１つ以上の薬剤投与量算出機能に関連する計算と特定とを実
行することができる。入力装置６０３は、図１６にシステム構成要素として図示してある
。
【０１７８】
　一実施形態では、入力装置は１つ以上の入力ボタンおよび／またはキーを含み、ここで
各入力ボタンおよび／またはキーは特定のタスクに割り当てられる。別の選択肢として、
あるいは加えて、入力装置には「ソフトボタン」あるいは「ソフトキー」とすることので
きる１つ以上の入力ボタンおよび／またはキーを含めることができる。１つ以上の入力ボ
タンおよび／またはキーが「ソフトボタン」あるいは「ソフトキー」である事例では、こ
れらのボタンおよび／またはキーを様々な機能向けに用いることができる。アナライト計
１００の現行モードに基づき様々な機能を特定し、アナライト計１００の随意選択的なデ
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ィスプレイ装置１２１に示すボタン機能の使用によりユーザに対し識別可能とすることが
できる。さらに別の入力方法は、下記により詳細に説明するタッチ感応ディスプレイ装置
とすることができる。
【０１７９】
　一部実施形態では、入力装置６０３はアナライト計１００をオンおよび／またはオフす
るよう機能する。
【０１８０】
　加えて、一部実施形態では、入力装置はユーザが入力装置を操作して時刻および／また
は日付情報と加えてアナライト計１００の操作に関連する他の機能や設定もまた調整でき
るよう構成する。
【０１８１】
　音声タグ付け
　一実施形態では、随意選択的な入力装置はマイクロフォン（図示せず）を含む。この種
のマイクロフォンは、アナライト計１００の音声タグ付け機能に関連して用いることがで
きる。例えば、アナライト計１００はマイクロフォンから入力を受け取り、デジタル音声
ファイルを、例えばＭＰ３ファイルやＷＡＶファイルにて保存するデジタル音声レコーダ
を含む構成とすることができる。これらのデジタル音声ファイルは、特定のアナライト計
測事象と相関付け、例えば末端ユーザや健康管理プロバイダにより後程吟味できる追加情
報を提供することができる。例えば、アナライト計１００のユーザは特定のアナライト計
測の時間近傍（例えば、所定の期間）での彼／彼女の健康状態あるいは食事摂取行為に関
する簡易メッセージの記録を選択することができる。
【０１８２】
　ディスプレイ
　一部実施形態では、本開示におけるアナライト計は随意選択的なディスプレイ装置、例
えば図１３に示す随意選択的なディスプレイ装置１２１やアナライト計１００に随意選択
的なディスプレイ装置を結合するポート（図示せず）を含む。ディスプレイ装置は処理装
置と通信可能にあり、センサ信号および／または例えばアナライト濃度やアナライト濃度
の変化率および／または閾値アナライト濃度の超過（例えば、低血糖症あるいは高血糖症
を示す）を含むセンサ信号から特定された結果を表示する。
【０１８３】
　ディスプレイ装置１２１は、ドットマトリクス型ディスプレイ、例えばドットマトリク
ス型ＬＣＤディスプレイとすることができる。一実施形態では、ディスプレイ装置１２１
は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ（ＴＦＴ－ＬＣＤ）
やプラズマディスプレイや発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイや７素子ディスプレイ
やＥ－インク（電子ペーパー）ディスプレイあるいは上記のうち２つ以上の組み合わせを
含む。ディスプレイ装置１２１は、英数字ディスプレイやグラフィックディスプレイやビ
デオディスプレイやオーディオディスプレイや震動出力あるいはそれらの組み合わせを提
供する構成とすることができる。ディスプレイは、カラーディスプレイとすることができ
る。一部実施形態では、ディスプレイは背面照明ディスプレイとされる。
【０１８４】
　ディスプレイ装置は、例えば患者の現在のアナライト濃度と加えて動向情報等の予測ア
ナライト濃度にもまた関連する情報を提供する構成とすることもできる。
【０１８５】
　一実施形態では、入力装置とディスプレイ装置は単一の装置に一体化することができ、
例えばディスプレイ装置１２１をタッチ感応ディスプレイ、例えばタッチスクリーンディ
スプレイとして構成することができ、ここでユーザはユーザの指やスタイラスや他の任意
の適当な用具を用いて表示領域を介して情報や命令を入力することができ、またタッチ感
応ディスプレイは例えばアイコン駆動環境におけるユーザインタフェースとして構成され
る。
【０１８６】
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　一部実施形態では、随意選択的なディスプレイ装置は結果を視覚的に示すよう設計され
るスクリーンを含まない。その代りに、一部実施形態では、随意選択的なディスプレイ装
置は例えばヘッドフォンジャックやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（Ｒ）ヘッドセットを介し、一体
型スピーカ経由あるいは別体型スピーカ経由でアナライト計のユーザに聴取可能に結果を
通信する構成とされる。
【０１８７】
　改良された読みやすさに向けたメニュー項目の拡張
　一部実施形態では、ディスプレイ装置１２１は複数のメニュー項目を含むグラフィカル
ユーザインタフェースを含んでおり、ディスプレイ装置はメニュー項目に関するユーザ入
力に対するユーザの応答速度に基づきメニュー項目の意味について説明を提供する構成と
される。メニュー項目は、様々な形態、例えばテキストやアイコンやオブジェクト、ある
いはそれらの組み合わせのいずれかとしうる。
【０１８８】
　一部実施形態では、グラフィカルユーザインタフェースは複数の選択可能なメニュー項
目を含むメニューを含んでいる。ユーザが、例えば個々のメニュー項目をハイライト表示
あるいはスクロールすることでメニューを介して誘導する際、ユーザにとって読み取れな
かったり理解不能かのいずれかのメニュー項目は選択対象メニュー項目上でユーザを休止
させる原因となりうる。一実施形態では、例えば入力装置上の専用の物理的ボタンあるい
はその項目を実際に選択せずとも選択対象項目のさらなる説明を提示するメニュー上のソ
フトキーを用い、ユーザに対し選択肢を提示することができる。例えば、グラフィカルユ
ーザインタフェースは、所定の期間が経過した後、ソフトキーは例えば「より多く」や「
追加情報」や「拡張」や「拡大」や「ヘルプ」あるいはその上に表示されるそれらの変形
例と共にソフトキーを表示することで、ソフトキーが選択対象メニュー項目の説明を提示
する構成とすることができる。
【０１８９】
　所定の期間は、固定された工場プリセット値やユーザあるいは健康管理プロバイダが設
定する値、あるいはグラフィカルユーザインタフェースとの過去の相互作用からユーザの
誘導速度のアッセイに基づく適応型メカニズムを介して依拠させることができる。一実施
形態では、所定の期間はほぼ５秒～ほぼ２０秒、例えばほぼ１０秒～ほぼ１５秒とされる
。
【０１９０】
　明確化および／または追加情報に対する提案が、例えばソフトキーの押し込みにより選
択された場合、そのときは選択対象であるメニュー項目を、「格別強調」モードで、例え
ば選択された項目の上に恰も拡大レンズが保持されているかの如くその項目を表示するよ
う表示させることができる。一部実施形態では、選択対象メニュー項目の追加の強調は例
えばメニュー項目を変色させ、瞬かせ、予め定められた最大限まで大きさを増大させるこ
とで、提供することができる。
【０１９１】
　別の選択肢として、あるいは「格別強調」モードでのメニュー項目の表示に加え、明確
化および／またはさらなる情報の提示選択に応答してメニュー項目の内容のより詳細な説
明を提供しうる。一部実施形態では、ユーザがソフトキーを二回あるいはそれ以上押すの
に応答してより詳細な説明を提供することができる。一実施形態では、メニュー項目のよ
り叙述的な説明はテキストをスクロールする形で提供される。別の選択肢として、あるい
は加えて、メニュー項目の機能のより詳細な説明および／または動画を提供するポップア
ップウィンドウを表示することができる。
【０１９２】
　別の実施形態では、所定の期間を超えてメニュー項目上で休止することが前述のソフト
キーの表示に帰結する。ユーザによるソフトキーの選択は、例えばアナライト計１００内
に含まれる組み込み式のスピーカ（図示せず）を用い、ユーザに対するメニュー項目の識
別情報の可聴通信に帰結する。二回目のソフトキーの選択は、メニュー項目の機能の記述
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的な説明を含むユーザに対する可聴通信に帰結する。
【０１９３】
　別の実施形態では、専用のハードウェアボタンあるいはソフトキーを用いるのではなく
、グラフィカルユーザインタフェースを「格別強調」モードにてメニュー項目を自動的に
表示し、および／または一旦ユーザが特定のメニュー項目に対し所定の期間に亙り休止し
たときにメニュー項目の機能に関する追加情報を表示する構成とすることができる。この
ような実施形態では、押し込んだときにディスプレイを「格別強調」モードから通常表示
モードに復帰させる随意選択的なハードウェアボタンあるいはソフトキーをアナライト計
１００に含めることができる。
【０１９４】
　モジュール式計器
　一部実施形態では、本開示におけるアナライト計はモジュール式計器として構成するか
、さもなくばモジュール式計器やモジュール式計器システムの態様を含む。例えば、本開
示におけるセンサポートを含むアナライト計は、このアナライト計に着脱可能に装着する
ことのできる様々なハードウェアモジュールを受容する構成とすることができ、ここで様
々なハードウェアモジュールがアナライト計に対し一旦そこに装着されると様々な追加の
機能が提供可能となる。一部実施形態では、ハードウェアモジュールはアナライト計の既
存の機能を変更し、かつ／またはアナライト計に追加の機能を提供する構成とされたファ
ームウェアを含む。モジュール式アナライト計と関連するハードウェアモジュールの追加
の開示は、筆頭発明者としてＪｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ　Ｃｏｌｅを掲載し、代理人整理番
号第ＡＤＣＩ－１８９号で指定される「Ｍｏｄｕｌａｒ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｅｔｅｒ（
モジュール式アナライト計）」と題する米国特許出願に提供されており、その開示は参照
により本明細書に組み込まれる。
【０１９５】
　アナライトセンサを用いたオンデマンドアナライト特定用サポート
　一部実施形態では、本開示におけるアナライト計はさらにアナライトセンサ、例えば移
植されあるいは一部移植されたアナライトセンサあるいはこの移植されあるいは一部移植
されたアナライトセンサに結合した高周波（ＲＦ）給電計測回路からアナライト濃度を示
すアナライト濃度データおよび／または信号を受け取る構成とされる。一部実施形態では
、アナライトセンサは自力給電式アナライトセンサとされる。本開示におけるアナライト
計には、アナライトセンサから受け取った信号をアッセイする構成とされたソフトウェア
を含めることができる。自力給電式アナライトセンサとそれを用いた通信方法とに関する
追加情報は、２００９年２月２６日出願の「Ｓｅｌｆ－Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ａｎａｌｙｔｅ
　Ｓｅｎｓｏｒ」と題する米国特許出願第１２／３９３，９２１号明細書に提供されてお
り、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０１９６】
　歩数計を含むアナライト計
　一部実施形態では、本明細書に記載するアナライト計は一体型歩数計を含むよう構成さ
れる。アナライト計は、例えば市販の歩数計装置に物理的に係合して電子的に通信する構
成とすることができる。歩数計装置は、アナライト計ハウジング内に完全に配置すること
ができる。別の選択肢として、歩数計装置はアナライト計ハウジングの一部に係合、例え
ばスナップフィット係合させることができる。歩数計装置は、電機的機能モニタとするこ
とができ、あるいは全地球測位システム（ＧＰＳ）技術を用いることもできる。アナライ
ト計が本明細書に上記したモジュール式計器である場合、歩数計機能は基部計器に係合す
る構成の歩数計モジュールにより提供することができる。
【０１９７】
　物理的に一体化した歩数計に対する代替例として、アナライト計は例えば有線あるいは
無線技術を介してアナライト計に物理的に一体化していない外部歩数計装置と通信し、そ
こからデータを受信する構成とすることができる。
【０１９８】
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　アナライト計を歩数計装置に物理的に一体化するか、さもなくば歩数計装置と通信する
構成とした場合、アナライト計には歩数計装置から受信したデータの受信、記憶、アッセ
イ、表示および／または通信を行なう設計のソフトウェアおよび／またはファームウェア
を含めることができる。一部実施形態では、この種ソフトウェアおよび／またはファーム
ウェアは歩数計モジュールに格納し、歩数計モジュールと通信可能にあるアナライト計プ
ロセッサにより実行する構成とすることができる。
【０１９９】
　利用できるソフトウェアおよび／またはファームウェアは、アナライト計のユーザ向け
の日常行動情報、例えば歩行マイル数、登った階段数等を計測しかつ／または表示するよ
う設計されたソフトウェアおよび／またはファームウェアを含んでいる。追加のソフトウ
ェア機能には、行動計測値の強度（例えば、ユーザの行動速度に対応）や、ユーザあるい
は健康管理専門家が設定することのできる日々のあるいは毎週のおよび／または月々の行
動目標や、目標とされる行動レベルに対する現在および／または以前の行動レベルの表示
や、日常行動レベルの経過記録史（例えば、動向情報を含む。）や、本明細書に記載する
健康管理システムとの一体化、および／または運動データの自動記録を含めることができ
る。
【０２００】
　選択的に起動可能な機能を有するアナライト計
　アナライト計の幾つかの特徴および／または機能は、操作あるいは使用に先立つユーザ
のトレーニング、例えばボーラス量算出機能を必要とし、すなわちそこから恩恵を蒙るこ
とができる。この種の特徴および／または機能については、当初、これらの特徴および／
または機能を作動不能状態とされるも、選択的に起動可能な状態としてアナライト計に提
供することが望ましかろう。ユーザのトレーニングが例えば健康管理専門家により一旦検
証されると、この特徴および／または機能を起動することができる。換言すれば、アナラ
イト計装置には「枠外」として作動不能とされた幾つかの特徴および／または機能を提供
することができる。
【０２０１】
　一部実施形態では、ユーザインタフェース、例えばアナライト計のタッチスクリーンデ
ィスプレイおよび／または入力装置が起動コードの入力機構を備え、このコードが入力時
に１つ以上の作動不能とされた特徴および／または機能を作動可能すなわち「ロック解除
」する。起動コードは、例えば処方箋を介して医師が提供できる。特定のアナライト計装
置用のシリアル番号に対応する唯一無二の起動コードを提供することができる。別の選択
肢として、複数のアナライト計装置の特徴および／または機能が起動可能な単一の起動コ
ードを提供することができる。アナライト計装置の製造業者は、医師の処方箋を受け取っ
て確認するサービスを提供し、アナライト計装置のユーザに起動コードを提供することが
できる。
【０２０２】
　起動コードは、多くの方法でアナライト計に送信し入力することができる。例えば、製
造業者あるいは製造業の代理者は、例えば電話や電子メールを介してアナライト計の入力
装置を用いてアナライト計内にそこでコードを入力するユーザに対しコードを明示的に提
供することができる。別の選択肢として、例えばアナライト計の通信装置を用い、遠く離
れた場所から起動コードを装置に通信し入力することができる。これは、例えばアナライ
ト計が無線データネットワークと通信可能にあるときに行なうことができる。
【０２０３】
　一部実施形態では、起動コードの入力に続き、アナライト計は設定メニュー内の利用可
能な特徴および／または機能を表示し、そこからアナライト計のユーザは特定の特徴およ
び／または機能を作動可能とすることができる。一部実施形態では、このセットアップメ
ニューをユーザが用いて特定の特徴および／または機能を使用不能とすることもできる。
【０２０４】
　特定の特徴および／または機能の起動は、料金の支払いあるいは前払いサービスに基づ
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き提供することもできる。例えば、アナライト計装置には作動不能とされた様々な特徴お
よび／または機能を提供し、これら特徴および／または機能を起動コードの入力時に作動
可能とすることができ、この起動コードは起動時払いあるいは前払いに基づき提供される
。
【０２０５】
　保護スキンまたはケースに組み込まれるアナライト計装置
　一部実施形態では、本開示はアナライト計装置、例えば本明細書に記載するアナライト
計を提供し、それは携帯電子処理装置、例えばＰＤＡやスマートフォン等に適合するよう
設計された保護「スキン」あるいはケース内に組み込まれる。このような装置は、例えば
ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（Ｒ）やｉＰｈｏｎｅ（Ｒ）やｉＰｏｄ（Ｒ）やｉＴｏｕｃｈ（Ｒ
）装置と、加えて当分野で知られている多種多様な他の携帯電子処理の装置を含む。保護
「スキン」あるいはケースを携帯電子処理装置に適合するよう設計した場合、アナライト
計装置自体は携帯電子処理装置のハウジングに物理的に係合させる必要はない。その代り
に、アナライト計装置は保護「スキン」またはケース内に配置し、保護「スキン」あるい
はケースを携帯電子処理装置に適合させたときに、簡便な携帯一体型装置複合体が提供さ
れるようにする。加えて、保護「スキン」あるいはケースは一体型装置複合体に対し構造
的な支持を提供することができる。
【０２０６】
　本明細書に用いる用語「スキン」は、可撓性材料、例えば携帯電子処理装置の少なくと
も一部を被覆する構成とされる可撓性ポリマー材料を指す。一部実施形態では、スキンは
携帯電子処理装置の１つ以上の外形寸法に適合する大きさと形状とされ、一方で携帯電子
処理装置、例えば１つ以上の入力装置やディスプレイやスピーカやマイクロフォンやヘッ
ドフォンジャックやカメラや通信ポート等の１つ以上の機能へのアクセスを提供する。例
えば、スキンは携帯電子装置の露出面の４０％超、例えば５０％超や６０％超や７０％超
や８０％超や９０％超を覆う構成とすることができる。
【０２０７】
　携帯電子処理装置を参照して本明細書に使用する如く、用語スキンとは対照的な用語「
ケース」の使用は携帯電子処理装置用の比較的剛性のある被覆を指す。スキンと同様、一
部実施形態では、ケースは携帯電子処理装置の１つ以上の外形寸法に適合する大きさと形
状とされ、一方で携帯電子処理装置、例えば１つ以上の入力装置やディスプレイやスピー
カやマイクロフォンやヘッドフォンジャックやカメラや通信ポート等の１つ以上の機能へ
のアクセスを提供する。例えば、ケースは携帯電子装置の露出面の４０％超、例えば５０
％超や６０％超や７０％超や８０％超や９０％超を覆う構成とすることができる。
【０２０８】
　アナライト計装置は、１つ以上の別箇のアナライト計測装置（例えば、ブドウ糖試験片
を受容する構成とされたブドウ糖計）や、移植されあるいは一部移植されたアナライトセ
ンサを含むアナライト計測システムの一構成要素（例えば、連続式ブドウ糖計測システム
の一構成要素）や、オンデマンドアナライト計測システムの一構成要素や、薬剤投与シス
テムの一構成要素（例えば、インシュリンポンプを含むインシュリン投与システム）とし
て構成することができる。
【０２０９】
　保護スキンあるいはケース内に組み込まれるアナライト計装置は、携帯電子処理装置の
プロセッサおよび／または制御装置との一方向あるいは双方向通信用に構成される。この
通信は、有線あるいは無線、例えば本明細書に記載する１つ以上の無線通信プロトコルを
用いることができる。
【０２１０】
　特定の実施形態では、携帯電子処理装置のプロセッサおよび／または制御装置とアナラ
イト計装置との間の通信は、通信装置および／またはアナライト計装置の通信ポートと携
帯電子処理装置上に配置されたハードワイヤード通信ポートとの間の「有線」接続（例え
ば、ＵＳＢポートあるいはｉＰｈｏｎｅ（Ｒ）に見いだされるような固有のシリアルイン
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タフェース）を用いて達成される。例えば、アナライト計の通信装置および／または通信
ポートには雄型ＵＳＢコネクタを含めることができ、一方で携帯電子処理装置には対応す
る雌型ＵＳＢコネクタを含む。２個のコネクタの接続は、アナライト計装置と携帯電子処
理装置との間に物理的かつ電気的な接続をもたらす。
【０２１１】
　一部実施形態では、アナライト計装置を個別アナライト計測装置として構成した場合、
それにはセンサポート、例えば本明細書に記載するセンサポートを含めることができる。
この種実施形態では、個別アナライト計測装置には携帯電子処理装置のディスプレイ装置
とは切り離したディスプレイ装置を含めることも、あるいはそうしないこともできる。個
別アナライト計測装置が個別表示装置を含まない場合、個別アナライト計測装置を用いて
得られるアナライト計測結果を携帯電子処理装置の表示装置上に表示することができる。
【０２１２】
　一部実施形態では、移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサ（例えば、連続
的なアナライトセンサ）を含むアナライト計測システムの一構成要素としてアナライト計
装置を構成した場合、そこに結合した携帯電子処理装置と組み合わせたアナライト計装置
は計測システムの携帯手持ち構成要素を備える。この種実施形態では、アナライト計装置
はアナライト計測システムの人体装着部分、例えば移植されあるいは一部移植されたアナ
ライトセンサあるいは移植されあるいは一部移植されたアナライトセンサに結合したＲＦ
給電計測回路との、例えばＲＦ無線通信を提供する通信装置を含むよう構成することがで
きる。
【０２１３】
　一実施形態では、アナライト計装置をオンデマンドアナライト計測システムの一構成要
素として構成した場合、そこに結合した携帯電子処理システムと組み合わせたアナライト
計装置は計測システムの携帯手持ち構成要素を備える。この種の実施形態では、アナライ
ト計装置は携帯手持ち構成要素をオンデマンド携帯計測システムの人体装着部分近傍に配
置するときに、オンデマンドアナライト計測システムの人体装着部分との、例えばＲＦ無
線通信を提供する通信装置を含むよう構成することができる。こうして、周期的あるいは
断続的なアナライト読み取り値を取得し、ユーザに通知することができる。一部実施形態
では、アナライト計装置上のボタンあるいは他の入力装置をユーザが用い計測データのオ
ンデマンド取得を始動させることができる。別の選択肢として、計測データの取得は携帯
電子処理装置のユーザインタフェースを用いて始動させることができる。
【０２１４】
　一部実施形態では、アナライト計装置を薬剤投与システム、例えばインシュリン投与シ
ステムの１つの構成要素として構成した場合、そこに結合した携帯電子処理装置と組み合
わせたアナライト計装置は薬剤投与システムの携帯手持ち構成要素を提供する。一部実施
形態では、アナライト計装置は薬剤投与装置、例えばインシュリンポンプとの、例えばＲ
Ｆ無線通信を提供する通信装置を含むよう構成することができる。
【０２１５】
　一部実施形態では、アナライト計装置は例えばＵＳＢ接続を介してアナライト計装置に
結合される携帯電子処理装置により給電する構成とされる。別の選択肢として、あるいは
加えて、アナライト計装置には別箇の電源、例えば使い捨て型あるいは充電可能な電池を
含めることができる。携帯電子処理装置に結合したアナライト計装置の給電に関するさら
なる情報は、米国特許第７，０４１，４６８号明細書に提供されており、その開示は参照
により本明細書に組み込まれる。
【０２１６】
　アナライト計装置には、このアナライト計装置を結合したプロセッサあるいは携帯電子
処理装置のコントローラ装置によりアップロードしかつ／または実行するよう設計された
１つ以上のソフトウェアアプリケーションを記憶させるメモリを含めることができる。
【０２１７】
　ソフトウェアおよび／またはファームウェア
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　本明細書に開示するアナライト計あるいは他の装置には、内部および／または外部処理
装置により実行する構成のソフトウェアおよび／またはファームウェアを含めることがで
きる。一部実施形態では、アナライト計は計器が外部処理装置、例えばコンピュータや携
帯電子処理装置に接続されたときに、例えばプラグアンドプレイ規格を用いて自動的に１
つ以上のプログラムが起動されるよう構成される。１つ以上のプログラムを、様々な共通
ハードウェアプラットフォーム（例えば、ＰＣやＭＡＣ）とオペレーティングシステム（
例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）やＭＡＣ　ＯＳやＬｉｎｕｘ（登録商標））上で実
行する構成とすることができる。１つ以上のプログラムを、アナライト計内、例えば機械
読み取り可能記憶媒体（例えば、フラッシュメモリや他の不揮発性メモリ）に記憶させ、
１つ以上の汎用あるいは特定目的用のプログラム可能マイクロプロセッサおよび／または
マイクロコントローラにより実行することができる。別の選択肢として、１つ以上のプロ
グラムを前述の１つ以上の着脱可能なハードウェアモジュールに記憶させることもできる
。ソフトウェアおよび／またはファームウェアにより実装することのできる機能の例には
、下記や本明細書のその他の箇所で説明するものを含むが、それらに限定はされない。
【０２１８】
　事象経過記録の作成
　様々な事象（例えば、計測値読み取り、栄養摂取情報（例えば、炭水化物摂取情報）、
インシュリン投与量と回数、運動記録、食事時間記録、注記記録、投薬時間記録等）を、
日付／時間タグと共に記録することができる。事象は、アナライト計により自動的（例え
ば、計測値の読み取り時）に記録することができる。別の選択肢として、あるいは加えて
、アナライト計上の入力要素をユーザが使用して事象データおよび／または非事象データ
を入力することができる。
【０２１９】
　一部実施形態では、炭水化物摂取データの入力は、製品バーコードを製品用の炭水化物
情報にリンクするデータベースと組み合わせバーコードスキャナ技術の活用することで容
易にすることができる。例えば、本明細書に記載するアナライト計１００等のアナライト
計装置や別の携帯電子処理装置に一体型バーコード読み取り器を含めることができる。加
えて、アナライト計あるいは携帯電子処理装置は、例えばデータ記憶装置内に製品のバー
コードをその栄養成分含有量（例えば、その炭水化物含有量）にリンクさせるデータベー
スを含めるよう構成することができる。別の選択肢として、この種のデータベースは例え
ば本明細書に記載する通信装置を用いてアナライト計装置あるいは携帯電子処理装置によ
りアクセスできる遠隔装置および／またはシステムに格納しうる。こうして、ユーザが消
費対象とする食品品目に関連するバーコードをスキャンする際、栄養成分情報（例えば、
炭水化物含有量）を後刻のアッセイ用に事象経過記録および／またはデータベースに自動
的に入力することができる。
【０２２０】
　別の実施形態では、バーコードおよび／または対応する栄養成分情報が利用できない場
合、ユーザはデジタルカメラ技術、例えばアナライト計装置あるいは別の携帯電子処理装
置内に組み込まれて消費対象である食品品目のデジタル画像を捕捉するデジタルカメラを
用いることができる。このようなデジタル画像はそこで、例えば画像認識技術を用い知ら
れている栄養成分含有量を有する食品品目の画像と比較することができる。別の選択肢と
して、あるいは加えて、このようなデジタル画像は、例えば食料品目の炭水化物含有量の
ユーザによる評価を支援するよう設計されたユーザトレーニングに関連して健康管理専門
家により用いることができる。
【０２２１】
　一部実施形態では、アナライト計や携帯電子処理装置および／または健康管理ソフトウ
ェアは、１つ以上のバーコード読み取りあるいは画像データに、ユーザが入力したさらな
る情報、例えば続くアナライト計測値（複数可）に関連する情報をユーザが「タグ付け」
しあるいはリンクさせられるよう構成することができる。
【０２２２】
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　視覚表現データ
　収集しかつ／またはアッセイしたデータは、ユーザに対し（例えば、アナライト計およ
び／または遠隔装置の表示装置上）に視覚的に提示することができる。例えば、事象経過
記録からのデータは様々な体裁で提示しかつ／またはさらに編集し提示することができる
。データは、糖尿病患者等のユーザがブドウ糖や他の関連情報を追尾するのに役立つグラ
フやレポートを生成するのに用いることができる。試験データは、様々な初期設定あるい
は予めプログラムされたグラフに従い、あるいはユーザからのフィルタリングや選好入力
に従い、多くの方法でグラフ化することができる。グラフを生成し、アナライト計および
／または遠隔装置、例えばアナライト計と通信する構成とされた遠隔装置上に表示するこ
とができる。
【０２２３】
　本明細書に開示したアナライト計と通信する構成の遠隔装置は、グラフおよび／または
レポートを印刷する構成とすることができる。遠隔装置はまた、アナライト計の記憶装置
からデータを受信し、このようなデータを遠隔装置上に配置されたデータベースに入力す
る構成とすることができる。遠隔装置は、データのバックアップとアプリケーションプロ
グラムをアナライト計に対しダウンロードし、さらに１つ以上のネットワークを介して他
のコンピュータと通信し、例えばユーザや医師および／または第三者がデータを閲覧する
のにも用いることができる。
【０２２４】
　動向算出
　事象記録からのデータは、動向算出の実行に用いることもできる。例えば、本開示にお
けるアナライト計は所定期間に亙るアナライトレベルのグラフを表示可能とすることがで
きる。有用そうな他のグラフの例には、経時的なアナライトレベルの変化率または変化率
加速度（すなわち、動向データ）のグラフを含む。動向データは、例えばボーラス算出お
よび／または警報時に他のアプリケーションにより用いることができる。
【０２２５】
　動向データは、アナライト計上のディスプレイ装置を介して提示することもできる。デ
ィスプレイ装置には、記号、例えばしかるべき条件下で起動される（例えば、高血糖症等
の状態がセンサからの信号により指示されたときにディスプレイ上で特定の記号を視認可
能となる）方向を示す矢印や他のインジケータを含めることができる。低血糖症や切迫し
た高血糖症や切迫した低血糖症等の場合は、他のインジケータを起動することができる。
【０２２６】
　アナライト計による経過記録や動向の使用に関するさらなる情報は、米国特許第７，０
４１，４６８号明細書や第６，１７５，７５２号明細書に見いだすことができ、それらの
開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２２７】
　警報、警告および／またはリマインダ
　アナライト計により警報を起動し、例えばディスプレイ装置によりユーザに伝えること
ができる。アナライトセンサが例えばアナライトセンサの計測範囲を超える値を指示した
場合に、警報を起動することができる。警報システムはまた、あるいは代替的には、アナ
ライトレベル増減の変化率あるいは変化率加速度が閾値レートあるいは加速度に達した、
または超過したときに起動し、例えば高血糖状態あるいは低血糖状態が起きそうであるこ
とを示すことができる。
【０２２８】
　警報システムは、単一のデータ点が特定の閾値に合致あるいは超過したときに起動する
構成とすることができる。別の選択肢として、警報は所定の時間量に跨がる所定数のデー
タ点が閾値に合致するか超過したときにだけ起動させることができる。もう一つの別の選
択肢として、警報は所定の時間量に跨がるデータ点が閾値に合致または超過する平均値を
有するときにだけ起動することができる。
【０２２９】



(45) JP 5855017 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

　警報システムには、１つ以上の個別警報を含めることができる。各警報を個別に起動さ
せ、アナライトの１つ以上の状態を指示することができる。警報は、例えば聴覚的あるい
は視覚的とすることができる。他の感覚刺激警報システムを、起動時に加熱したり、冷却
したり、震動させたり、穏やかな電気ショックを生成する警報システムを含め使用するこ
とができる。
【０２３０】
　治療リマインダの動的スケジュール作成
　本開示は、１つ以上のアクティブスケジュール作成アルゴリズムを実行する構成のソフ
トウェアおよび／またはファームウェアを提供する。アクティブスケジュール作成アルゴ
リズムは、（例えば、このような情報をアナライト計１００のディスプレイ１２１上に表
示することで）アナライト計のユーザに、続く投薬治療に関する推奨時間および／または
日付を提供することができ、推奨時間および／または日付は推奨治療シーケンスおよび／
またはプロファイルとは対照的に先の投薬治療の遡及的アッセイに基づき決定される。本
明細書に用いる用語「治療」は、アナライト計測と加えて薬剤の投与もまた含む。
【０２３１】
　治療リマインダは、医師や臨床専門医あるいは看護士等の有資格健康管理プロバイダが
特定して構成することができる。アナライト計１００はそこで、アナライト計１００との
インタフェースをとるデータ管理システムを介してアナライト計１００内に組み込まれた
随意選択的な入力装置、および／またはアナライト計１００と通信する構成の別の携帯装
置を介して健康管理プロバイダにより直接適当なスケジュール作成アルゴリズムを用いて
構成することができる。こうして、健康管理プロバイダは推奨治療を電子的に更新し、末
端ユーザに対し推奨治療を通信することができる。
【０２３２】
　一実施形態では、適当なスケジュール作成アルゴリズムは、ユーザにより作成して未完
の予定アナライト計測値と比較対照したアナライト計測値、例えば血中ブドウ糖計測値の
履歴アッセイに基づき、ユーザに対しリマインダを提供する。スケジュール作成アルゴリ
ズムは、日中にリマインダを更新し、スケジューリングプロファイルに合致する次の予定
時刻がユーザに提示されるようにする。動的スケジュール作成は、ユーザがスケジュール
に合致する全ての計測を完了するまで複数の日にちに亙り継続させることができる。推奨
スケジュールに従って治療を終えると、スケジュール作成アルゴリズムをリセットして再
開させる構成とすることができ、あるいは代替的には異なるスケジュール作成アルゴリズ
ムを起動することができる。
【０２３３】
　スケジュール作成アルゴリズムは、予定治療投薬期間中の任意の時点でユーザに対しフ
ィードバックを提供する構成とすることができる。例えば、スケジュール作成アルゴリズ
ムは、予定がどの程度が完了したか、および／またはどの程度の記録計測回数が推奨計測
時間プロファイルに合致しないかの指示をユーザに提供する構成とすることができる。
【０２３４】
　本開示における動的スケジュール作成手順の非限定的な実例は、下記の通りである。（
Ａ）計測プロファイルは、昼食前後の、30分間隔で昼食前１時間（午前１１時００分）か
ら始まる７つのアナライト読み取り値の記録を含むよう規定する。推奨時間は、午前１１
時００分、午前１１時３０分、午後１２時００分、午後１２時３０分、午後１時００分、
午後１時３０分午後２時００分である。（Ｂ）ユーザの初回のアナライト計測が午後１２
時００分である場合、アルゴリズムは次の計測が午後１２時３０分に行なわれるよう推奨
する筈である。（Ｃ）ユーザが午後１２時３０分にアナライト計測を行なわない場合、ア
ルゴリズムは午後１時００分等々を示唆する筈である。（Ｄ）ユーザがその日の遅く、例
えば午後８時００分にアナライト計測を行なわない場合、この計測は計測プロファイルの
完了を前進させるものとはみなされない。（Ｅ）ユーザが二日目にアナライト計測を午後
１２時００分に行なった場合、この計測は計測プロファイルの完成を前進させるものとは
みなされず、何故ならそれは前日に既に完了しているからである。（Ｆ）ユーザがそこで
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二日目に午後１時００分にサンプリングした場合、この計測は計測プロファイルの完成を
前進させるとみなされる。上記に基づき、アナライト計は例えば２９％（２／７の）治療
リマインダが完了したことや４つの読み取り値のうち２つが予定されたリマインダに合致
しないとの要約レポートを表示する筈である。（Ｇ）加えて、アナライト計は懸案の計測
時間、例えば午前１１時００分や午前１１時３０分や午後１２時３０分や午後１時３０分
や午後２時００分を報告する筈である。
【０２３５】
　薬剤投与システムの制御
　アナライト計１００は、例えば計測読み取り値に基づく薬剤投与システムを制御する構
成とすることができる。アナライト計１００は、計測読み取り値および／または連続計測
読み取り値に応答し、（例えば、移植されあるいは一部移植されたセンサを用い）アナラ
イトの高低のレベルを相殺するよう薬剤を提供（あるいは遠隔装置に通信して提供）する
ことができる。一実施形態では、薬剤投与システムはインシュリンポンプを含む。例えば
、図１６を参照されたい。
【０２３６】
　アプリケーションプログラミングインタフェースの実装
　アナライト計１００は、アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を
実装して他の装置および／またはソフトウェア、例えば薬剤投与ポンプとの相互作用を可
能にする構成とすることができる。
【０２３７】
　投与量算出
　処理装置は、上記した如くアナライトセンサから受け取った１つ以上の信号に基づき投
与量、例えばインシュリンボーラス量を特定する構成とすることができる。従って、一部
実施形態では、アナライト計は処理装置により実行して１つ以上の投与量特定アルゴリズ
ムを実行することができるソフトウェアプログラムを含む。一部実施形態では、例えば計
器ハウジングに結合された随意選択的な入力装置を用い、１つ以上の投与量特定アルゴリ
ズムがアナライト計のユーザにより修正可能とされる。別の選択肢として、あるいは加え
て、アナライト計と通信可能にあるコンピュータあるいは他の適当な装置を介し、１つ以
上の投与量特定アルゴリズムを修正することができる。一部実施形態では、本開示におけ
るアナライト計には、アナライト計を末端ユーザに提供する前に設定される予設定投与量
特定アルゴリズムを含むソフトウェアを配設する。このような予設定投与量特定アルゴリ
ズムは、末端ユーザや健康管理プロバイダによりプロバイダ、例えばアナライト計の製造
業者などの供給業者に提供される情報に基づき構成することができる。
【０２３８】
　スマート健康ポート
　一部実施形態では、本開示におけるセンサポート１０１はアナライト計１００に組み込
まれてはおらず、その代りに自己充足的な装置として構成される。このような実施形態で
は、センサポート１０１は、このセンサポート１０１（例えば、図２０に示す如く携帯式
電子処理装置８００）から受信した情報に基づき、アナライト計測値を処理しかつ／また
は表示する構成とされた外部電子装置と通信する構成とすることができる。例えば、外部
電子装置は、携帯電話やｉＰｏｄ（ＴＭ）やコンピュータ、あるいはアッセイ物計測値を
処理しかつ／または表示すことのできる他の任意の適当な電子装置とすることができる。
【０２３９】
　センサポート１０１と外部電子装置の間の通信は、無線（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（Ｒ）または本明細書において、記載した他の任意の適当な無線通信方式）、あるいは有
線（例えば、ＵＳＢ）技術を介するものとすることができる。一部実施形態では、センサ
ポート１０１は本明細書において先に説明した通信装置を含むよう構成される。
【０２４０】
　一部実施形態では、センサポート１０１は携帯電子処理装置８００に着脱可能に接続す
る構成とすることができる（図２０参照）。換言すれば、センサポート１０１は携帯電子
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処理装置８００を着脱可能に係合させる構成とすることができる。携帯電子処理装置８０
０は、随意選択的なディスプレイ装置８１０と随意選択的な入力装置８２０と共に図示し
てある。一部実施形態では、センサポート１０１は携帯電子処理装置８００に着脱可能に
接続する構成とすることができる。例えば、センサポート１０１にはセンサポートドック
８３０内に配置された凹部８４０に嵌合し、センサポート１０１を携帯電子処理装置８０
０に着脱可能に接続する構成とされた随意選択的な突起１２８を含めることができる。セ
ンサポート１０１は、携帯電子処理装置８００への接続時に、センサポート１０１が携帯
電子処理装置８００と通信できるよう構成することができる。このような通信は、無線あ
るいは有線とすることができ、本明細書にて説明する１つ以上の通信方式を用いることが
できる。
【０２４１】
　センサポート１０１は、アナライト計測値をセンサポート１０１のユーザに表示するよ
う本明細書に先に説明したディスプレイを含めたり、あるいは含めなかったりできる。
【０２４２】
　一部実施形態では、外部電子装置は、サーバおよび／またはネットワークからダウンロ
ードされるソフトウェアを用い、センサポート１０１に挿入したアナライトセンサから受
け取る信号をアッセイしかつ／または解明する構成とされる。例えば、外部電子装置は、
ウェブページおよび／またはドメインにインターネット接続を介して接続し、アナライト
センサから受け取る信号をアッセイしかつ／または解明する構成とされたソフトウェアア
プリケーションをダウンロードする構成とすることができる。インターネット接続を用い
、外部電子装置上に搭載した既存のソフトウェアに最新版をダウンロードすることもでき
る。
【０２４３】
　追加機能装置
　様々なアナライト計が当分野では知られており、その多くは本明細書に記載するアナラ
イト計に即組み込むことのできる追加部品と機能とを含んでいる。この種の構成要素と機
能の開示は、例えば米国特許出願公開第２００８／０１１９７０２号明細書や米国特許出
願公開第２００８／０１１４２８０号明細書や米国特許出願公開第２００８／０１１９７
１０号明細書に見いだすことができ、各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２４４】
　アナライト計用電源
　アナライト計１００は、計器ハウジング１１７に結合した内部電源装置（図示せず）を
含むよう構成することができる。別の実施形態では、アナライト計は内部電源装置を含ま
ず、その代りにアナライト計に結合した装着モジュールにより給電し、ここでは装着モジ
ュールが電源装置を含む。一実施形態では、アナライト計は内部電源装置を含んでおらず
、装着モジュールにより作動可能に給電されるが、データ計測値やユーザ設定や日付／時
間設定等を保存する小さめのバックアップ電源装置をまさに含んでいる。電源装置には、
例えばボタン電池や単四電池を含めることができる。
【０２４５】
　アナライト計の使用方法
　本明細書に記載するアナライト計は、患者からの流体サンプル中のアナライトの濃度を
特定する方法に用途を見いだすものである。通常、これらの方法には、アナライトセンサ
のアナライト計１００への挿入、アナライトセンサを用いた流体サンプル、例えば血液サ
ンプルへの接触、作用電極におけるセンサ信号の生成、生成されたセンサ信号を用いたア
ナライトの濃度特定を含む。センサ信号の生成に用いることができる具体的な電気化学反
応例が、米国特許第６，５９２，７４５号明細書に詳述されており、同開示は参照により
本明細書に組み込まれる。
【０２４６】
　一実施形態では、アナライトセンサは本明細書に記載するアナライトセンサ２００ある
いはアナライトセンサ３００とされる。しかしながら、本明細書において、具体的に記載
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したもの以外のアナライトセンサを本明細書において開示したアナライト計１００と協働
させるよう構成できることは想到される。さらにまた、本明細書に記載するアナライト計
は様々なアナライトセンサと互換性を持つよう構成することができる。
【０２４７】
　一実施形態では、特定ステップは、アナライトセンサを用いた電流計測や電量計測や電
位差計測および／または矩形波電圧計測を含む電圧計測によるアナライト濃度の特定を含
む。
【０２４８】
　一実施形態では、方法は薬剤投与量の特定ステップを含む。例えば、アナライトがブド
ウ糖である場合、本方法にはサンプル内のブドウ糖濃度に基づき、処理装置がインシュリ
ン投与量、例えばボーラスインシュリン投与量を特定するアルゴリズムを実行する特定ス
テップを含めることができる。
【０２４９】
　別の実施形態では、本方法には、本方法に従い特定された薬剤投与量、例えばインシュ
リン投与量を薬剤投与装置、例えば針やシリンジやポンプやカテーテルや吸入器や経皮パ
ッチあるいはそれらの組み合わせを介して患者に投与する投薬ステップを含む。
【０２５０】
　別の実施形態では、投薬ステップには、アナライト計から所定距離に配置されアナライ
ト計と通信可能にある薬剤投与装置を介し、患者に対し本方法に従い特定された所定の薬
剤投与量、例えばインシュリン投与量の投与を含む。
【０２５１】
　上記方法により決定される薬剤用量、例えばボーラス量は、アナライト計１００の随意
選択的なディスプレイ装置１２１を介してユーザに表示することができる。
【０２５２】
　薬剤投与装置および／またはシステムとの統合
　一部実施形態では、本明細書に開示するセンサポートおよび／またはアナライト計は、
薬剤投与装置および／またはシステム、例えばインシュリンポンプやそのコントローラモ
ジュール等のインシュリンポンプモジュール内に含めることができる。一部実施形態では
、センサポートおよび／または計器は薬剤投与装置内に物理的に組み込まれる（例えば、
物理的に組み込んだセンサポートについては図２２、図２３参照）。他の実施態様では、
センサポートおよび／または計器は薬剤投与装置に着脱可能に接続される（例えば、着脱
可能なセンサポートについては図２１Ａ、図２１Ｂ参照）ように構成される。さらに別の
実施形態では、センサポートやアナライト計あるいは本明細書に記載するセンサポートを
含む他の装置を、遠隔薬剤投与装置あるいは薬剤投与システムの他の構成要素と通信する
構成（例えば、図１６参照）とすることができる。
【０２５３】
　一部実施形態では、本開示におけるセンサポート１０１は、薬剤投与装置９００、例え
ばインシュリンポンプ（図２１Ａと図２１Ｂ参照）と通信する構成とされる。図２１Ａと
図２１Ｂを参照するに、センサポート１０１は薬剤投与装置９００に着脱可能に接続する
構成とすることができる。換言すれば、センサポート１０１は薬剤投与装置９００を着脱
可能に係合させる構成とすることができる。薬剤投与装置９００は、随意選択的なディス
プレイ装置９１０と随意選択的な入力装置９２０と共に図示してある。薬剤投与装置９０
０はまた、注入針９４０を含む人体装着ポンプ要素９３０に接続して図示してある。セン
サポート１０１には随意選択的な突起１２８を含めることができ、これをセンサポートド
ック９３０内に配置された凹部９５０に嵌合させ、センサポート１０１を薬剤投与装置９
００に着脱可能に接続する構成とする。センサポート１０１は、薬剤投与装置９００に接
続したときに、センサポート１０１が薬剤投与装置９００と通信できるよう構成すること
ができる。このような通信は無線でも有線でもよく、本明細書に記載する１つ以上の通信
方式を用いることができる。
【０２５４】
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　一部実施形態では、本開示におけるセンサポート１０１が薬剤投与装置に物理的に組み
込まれている。図２２を参照するに、薬剤投与装置１０００のハウジングに物理的に組み
込まれるセンサポート１０１を含む薬剤投与装置１０００が配設してある。図２２に示さ
れるように、薬剤投与装置１０００には随意選択的なディスプレイ装置１０１０および随
意選択的な入力装置１０２０を含めることもできる。薬剤投与装置１０００はまた、注入
針１０４０を含む人体装着ポンプ要素１０３０に接続するように図示してある。
【０２５５】
　一部実施形態では、本開示におけるセンサポート１０１は使い捨て式人体装着薬剤投与
装置に物理的に組み込まれる。図２３を参照するに、薬剤投与装置２０００のハウジング
に物理的に組み込まれるセンサポート１０１を含む薬剤投与装置２０００が配設してある
。図２３に示されるように、薬剤投与装置２０００には随意選択的なディスプレイ装置２
０１０と随意選択的な入力装置２０２０を含めることもできる。薬剤投与装置２０００は
、注入針２０３０を含む使い捨て型の人体装着薬剤投与装置として構成される。
【０２５６】
　例えば一体化システム等の薬剤投与装置および／またはシステムに関するさらなる情報
は、２００６年１０月５日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｒ
ｏｖｉｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　ａ
ｎｄ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国特許出願公
開第２００６／０２２４１４１号明細書、２００４年１２月１６日出願の「Ｇｌｕｃｏｓ
ｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｍｏｄｕｌｅ　ａｎｄ　Ｉｎｓｕｌｉｎ　Ｐｕｍｐ　Ｃｏｍｂ
ｉｎａｔｉｏｎ」と題する米国特許出願公開第２００４／０２５４４３４号明細書に提供
されており、それらの開示はそれぞれ参照により本明細書に組み込まれる。本明細書に記
載するセンサポートを含むアナライト計を配設することのできる薬剤投与装置は、例えば
針やシリンジやポンプやカテーテルや吸入器や経皮パッチあるいはそれらの組み合わせを
含む。一部実施形態では、薬剤投与装置あるいはシステムはアナライト計のハウジング内
に組み込まれたペン型注入装置等の薬剤投与注入ペンの形とすることができる。さらなる
情報は、米国特許第５，５３６，２４９号明細書と５，９２５，０２１号明細書に提供さ
れており、各開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２５７】
　薬剤投与システムは、処方された薬剤投与量に基づきインシュリン等の薬剤の投与量を
患者に注射するのに用いることができ、アナライト計から受け取った投与情報でもって自
動的に更新することができる。別の実施形態では、薬剤投与システムの薬剤投与には例え
ばアナライト計のハウジングに結合した随意選択的な入力装置を介して行なわれる手動の
投与量変更入力を含めることができる。薬剤投与システムに関連する薬剤投与量情報は、
アナライト計のハウジング上に配置された随意選択的なディスプレイ装置に表示すること
ができる。
【０２５８】
　アナライト検出システム
　本明細書に記載するアナライト計１００は、１つ以上のアナライト検出システムの構成
要素とすることができる。例えば、本開示におけるアナライト検出システムには、当分野
で知られている１つ以上のサンプル取得および／または試験要素に加え、本明細書に記載
するアナライト計１００を含めることができる。一実施形態では、本開示におけるアナラ
イト検出システムは、アナライトセンサ、例えば本明細書に記載するアナライトセンサ２
００やアナライトセンサ３００とランセットを含む。一部実施形態では、アナライトセン
サ２００とアナライトセンサ３００は試験片の形をとる。
【０２５９】
　一部実施形態では、試験帯片の形のランセットやランセットセンサ２００あるいはアナ
ライトセンサ３００をアナライト計１００のハウジングに組み込む。特定の実施形態では
、複数のアナライトセンサおよび複数のランセットをアナライト計１００のハウジングに
組み込む。別の実施形態では、ランセットと試験片はアナライト計のハウジングには組み
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込まれてないが、その代りに別個の構成要素としてシステム内に含まれる。
【０２６０】
　試験片をアナライト計１００のハウジング内に組み込む場合、ハウジングはシステムの
作動時に使用する試験片を収容する１つ以上のカートリッジあるいはマガジンを保持する
構成とすることができる。同様に、ランセットはアナライト計１００のハウジング内に組
み込む場合、このハウジングはシステムの作動時に使用するランセットを収容する１つ以
上のカートリッジあるいはマガジンを保持する構成とすることができる。
【０２６１】
　本明細書に記載したアナライト計を組み込んだ追加のシステムは、本開示を読むときに
当業者には即明らかとなろう。
【０２６２】
　アナライト
　様々なアナライトを検出し、開示するアナライトセンサとアナライト計を用いて定量化
することができる。特定することのできるアナライトには、例えばアセチルコリン、アミ
ラーゼ、ビリルビン、コレステロール、絨毛ゴナドトロピン、クレアチンキナーゼ（例え
ば、ＣＫ－ＭＢ）、クレアチン、ＤＮＡ、フルクトサミン、ブドウ糖、グルタミン、成長
ホルモン、ホルモン類、ケトン類（例えば、ケトン体）、乳酸塩、酸素、過酸化物、前立
腺特異抗原、プロトロンビン、ＲＮＡ、甲状腺刺激ホルモン、トロポニンを含めることが
できる。例えば抗生物質（例えば、ゲンタマイシンやバンコマイシン等）、ジギトキシン
、ジゴキシン、濫用薬物、テオフィリン、ワルファリン等の薬物濃度もまた、特定するこ
とができる。ＤＮＡおよび／またはＲＮＡの濃度を特定するのに適したアッセイは、米国
特許第６，２８１，００６号明細書や米国特許第６，６３８，７１６号明細書に開示され
ており、これら開示はそれぞれ参照により本明細書に組み込まれる。
【０２６３】
　健康管理システム
　本明細書に記載するセンサポートを含むアナライト計や他の装置は、健康管理システム
の１つの構成要素として作動させる構成とすることができる。例えば、一実施形態では、
本明細書に記載するセンサポートを含むアナライト計や他の装置は、例えば本明細書に記
載する通信装置を介して中央データリポジトリと通信する構成とされ、中央データリポジ
トリは特定ユーザ向けデータをアッセイして特定ユーザ向け治療管理データベース内に保
存する構成とされる。本明細書に記載するセンサポートを含むアナライト計や他の装置と
中央データリポジトリとの間の通信は、例えばアナライト計や他の装置が無線ネットワー
クの範囲内にあるときに、ユーザが始動させたり、あるいは自動的に行なうことができる
。
【０２６４】
　一実施形態では、本明細書に記載するセンサポートを含むアナライト計あるいは他の装
置はユーザが使用する複数の装置のうちの１つであり、中央データリポジトリと交信する
構成とされる。この実施形態では、中央データリポジトリは複数の装置からの入来データ
を集積する構成とすることができる。例えば、中央データリポジトリは１つ以上の個人向
け携帯情報端末（ＰＤＡ）や携帯電話やｉＰｈｏｎｅ（Ｒ）等から受け取ったデータを統
合する構成とすることができる。中央データリポジトリは、サーバおよび／またはコンピ
ュータネットワーク上に配置することができ、また様々なソフトウェアおよび／またはハ
ードウェア構成要素を適宜含めることができる。
【０２６５】
　データは様々な方法、例えばテキストメッセージ送信や電子メールやマイクロブログサ
ービス（例えば、Ｔｗｉｔｔｅｒ（ＴＭ））やボイスメールや他の任意の適当なメッセー
ジ送信規格を介して装置から送信することができる。送信形式に応じ、データはユーザに
より例えば電話番号、テキスト番号、電子メールアドレスやＴｗｉｔｔｅｒ（ＴＭ）アカ
ウント等へ送信することができる。受信データには、管理対象健康状態に応じ様々な健康
関連情報を含めることができる。例えば、糖尿病の場合では、中央データリポジトリが受
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け取ったデータには例えば食事データや運動データやインシュリン投与データや血中ブド
ウ糖データや血中ケトンデータ等を含めることができる。
【０２６６】
　１つ以上のこれら装置から受け取った特定ユーザ向けデータは、本明細書に記載するセ
ンサポートを含むアナライト計あるいは他の装置から受け取ったデータを併合することが
できる。一旦データを受け取ると、中央データリポジトリは例えば食事データや運動デー
タやインシュリン投与データや血中ブドウ糖データや血中ケトンデータ等を含むメッセー
ジを解明し、特定ユーザ向け治療管理データベースにしかるべくポピュレートする。
【０２６７】
　特定ユーザ向け治療管理データベースは、それがユーザや健康管理プロバイダや他の適
当な団体により閲覧および／または編集に向けアクセス可能となるよう構成することがで
きる。例えば、特定ユーザ向け管理データベースへのアクセスは、ウェブサイト、例えば
安全なウェブサイトを介して提供することができる。一実施形態では、特定ユーザ治療管
理データベースはサーバ上でホスト処理され、システムはコンピュータから特定ユーザ向
け治療管理データベースをホスト処理するサーバに特定ユーザ治療管理データベースへの
有線あるいは無線ＩＰ接続を介して健康管理プロバイダが特定ユーザ向け治療管理データ
ベースにアクセスできるよう構成される。
【０２６８】
　健康管理システム関連のソフトウェアおよび／またはファームウェア
　一実施形態では、本開示は健康管理システムの特定の機能、例えば糖尿病管理システム
を促す１つ以上のソフトウェアアプリケーションを提供する。このようなソフトウェアア
プリケーションは、例えば、本明細書に記載したアナライト計のメモリ内に常駐させるこ
とができる。別の選択肢として、あるいは加えて、この種のソフトウェアは本明細書に記
載したように、アナライト計外部に位置するコンピュータやサーバおよび／またはネット
ワーク上に配置することができる。
【０２６９】
　一実施形態では、このソフトウェアを本明細書に記載するアナライト計のメモリ内に常
駐させ、アナライト計を例えばＵＳＢ接続を介して外部処理装置に接続したときに、例え
ば「プラグアンドプレイ」規格を介してデスクトップ型コンピュータやラップトップ型コ
ンピュータ等の外部処理装置上で自動的に起動させる構成とされる。
【０２７０】
　別の実施形態では、この種のソフトウェアをデスクトップ型コンピュータやラップトッ
プ型コンピュータ等の外部処理装置のメモリ内に常駐させ、アナライト計を例えばＵＳＢ
接続を介して外部処理装置に接続したときに外部処理装置上で自動的に起動させる構成と
する。
【０２７１】
　別の実施形態では、この種のソフトウェアを本明細書に記載するアナライト計のメモリ
内に常駐させ、アナライト計自体において実行する構成とされる。
【０２７２】
　別の実施形態では、この種のソフトウェアをアナライト計以外の処理装置のメモリ内に
常駐させ、処理装置そのものにおいて実行する構成とされる。
【０２７３】
　インスタントメッセージング
　この種の１つのソフトウェアアプリケーションは、データ表示と健康管理用のアッセイ
ツールの提供に加え、インスタントメッセージング（ＩＭ）機能もまた提供する。
【０２７４】
　例えば、一実施形態では、健康管理ソフトウェア、例えば糖尿病管理ソフトウェアが提
供され、これが健康管理ソフトウェアを用いる健康管理プロバイダがユーザの健康に関連
するデータ、例えば糖尿病関連データを吟味し、コメントや治療推奨および／またはスケ
ジュール策定情報をユーザがアクセス可能なインタフェースにＩＭを介して送信できるよ
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うにする。このインタフェースは、例えばユーザのパーソナルコンピュータや携帯電子装
置や本明細書に先に説明した通信機能を有するアナライト計としうる。
【０２７５】
　一実施形態では、健康管理ソフトウェア、例えば糖尿病管理ソフトウェアが提供され、
これが末端ユーザが健康管理ソフトウェアを利用して末端ユーザの健康に関するデータ、
例えば糖尿病関連データを吟味し、健康管理プロバイダがアクセス可能なインタフェース
に対しＩＭを介してコメントや質問および／またはアナライト計測結果を送信できるよう
にする。
【０２７６】
　上記の機能は単一のソフトウェアアプリケーションに組み合わせられ、健康管理プロバ
イダと末端ユーザが末端ユーザの健康に関連するデータを吟味し、ソフトウェアアプリケ
ーション内に組み込まれたＩＭ機能を介して相互に通信できるようにすることができる。
【０２７７】
　ＩＭ機能を一体化され、すなわち「組み込まれた」健康管理ソフトウェアはまた、末端
ユーザに、例えばソフトウェア自体あるいはアナライト計や健康管理システムに関連して
用いられる他の製品に関する製品サポート情報を提供すべく、末端ユーザと顧客サポート
代理者との間で通信できるよう用いることができる。
【０２７８】
　一実施形態では、健康管理ソフトウェアは例えば、製品サポート専門家や健康管理専門
家、例えば糖尿病管理専門家や製品販売専門家の中からＩＭ受取人を選択するよう末端ユ
ーザを促す構成とされる。
【０２７９】
　健康管理ソフトウェアのＩＭ機能により用いられる通信モードは、テキスト準拠や音声
準拠および／またはビデオ準拠とすることができる。ＩＭ通信に対する応答は必ずしも実
時間とは限らないことに、留意されたい。
【０２８０】
　ＩＭ機能を提供する構成とされたソフトウェアアプリケーションは、アナライト監視装
置、例えば本明細書に説明するアナライト計内に格納しかつ／またはそこから実行するこ
とができる。別の選択肢として、ソフトウェアアプリケーションはスマートフォン装置や
ＰＤＡやサーバ装置やラップトップ型あるいはデスクトップ型コンピュータ等の処理装置
内に記憶させかつ／またはそこから実行することができる。
【０２８１】
　健康管理ソフトウェア用レポートプラグイン
　一実施形態では、本開示は新規レポートの独立型健康管理ソフトウェアアプリケーショ
ンへの完全な組み込みを規定するレポートのプラグインアプリケーションを組み込むこと
のできる独立型健康管理ソフトウェアアプリケーションを提供する。このような健康管理
ソフトウェアアプリケーションは、アナライト監視装置、例えば本明細書に説明するアナ
ライト計内に記憶させかつ／またはそこから実行することができる。別の選択肢として、
ソフトウェアアプリケーションはスマートフォン装置やＰＤＡやサーバ装置やラップトッ
プ型あるいはデスクトップ型コンピュータ等の処理装置に記憶させかつ／またはそこから
実行することができる。
【０２８２】
　レポートのプラグインアプリケーションは、独立型健康管理ソフトウェアアプリケーシ
ョンの起動時および／またはメニュー操作を介してユーザに利用可能とすることができる
。例えば、一実施形態では、健康管理ソフトウェアアプリケーションは所定の「組み込み
」レポートでもってユーザに供給される。その後のある時点で、１つ以上の新規に発行さ
れたレポートでもって組み込みレポート群を増強することができる。ユーザには、例えば
健康管理ソフトウェアアプリケーションの起動時に表示されるメッセージにより追加のレ
ポートを知らせることができる。
【０２８３】
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　一実施形態では、ユーザが新規レポートを受容すると、この新規レポートは独立型健康
管理ソフトウェアアプリケーションに完全に組み込まれ、すなわち新規レポートは既存の
レポート群に共通する全ての機能を含む。この種の機能には、例えば（Ａ）既存のあるい
は新規のダッシュボード内へのレポートの取り込み、（Ｂ）他のアプリケーション構成要
素、例えばダッシュボード上に表示された他のレポートへのユーザ事象データの中継、（
Ｃ）他のアプリケーション構成要素、例えばダッシュボード上に表示された他のレポート
からのユーザ事象データの受け取り、（Ｄ）アプリケーション印刷エンジンを用いたレポ
ートの印刷、（Ｅ）ユーザにより可能なレポートのアンインストール、（Ｆ）改版方式の
実装による複数版の同一レポートのサポートを含めることができる。
【０２８４】
　本明細書において使用する用語「ダッシュボード」は、複数の構成要素報告を含む健康
管理ソフトウェアアプリケーションの視覚化構成要素を指すのに用いられる。健康管理ソ
フトウェアアプリケーションは、異なる組み合わせを有する複数のダッシュボードおよび
／または表示されたレポートの構成を提供するよう構成することができる。
【０２８５】
　健康管理ソフトウェアは当該分野では知られており、例えばカルフォニア州Ａｌａｍｅ
ｄａのＡｂｂｏｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　Ｉｎｃ．社から入手可能なＣｏＰｉｌ
ｏｔ（ＴＭ）健康管理システムやＰｒｅｃｉｓｉｏｎＷｅｂ（ＴＭ）看護時点データ管理
システムを含む。
【０２８６】
　一実施形態では、本開示が提供する健康管理ソフトウェアアプリケーションは糖尿病管
理ソフトウェアアプリケーションである。この種のアプリケーションは、糖尿病管理に関
する１つ以上のレポート、例えば日誌リストレポート、ブドウ糖食事時間毎レポート、ブ
ドウ糖ラインレポート、ブドウ糖平均レポート、ブドウ糖棒グラフレポート、ブドウ糖円
グラフレポート、日誌レポート、実験および試験記録レポート、統計レポート、日常複合
視点レポート、週間ポンプレビューレポート、ＨＣＰグループアッセイレポートを運用す
る構成とすることができる。例えば、「ｗｗｗ．」に続いて、「ａｂｂｏｔｔｄｉａｂｅ
ｔｅｓｃａｒｅ．ｃｏｍ／ｓｔａｔｉｃ／ｃｏｎｔｅｎｔ／ｄｏｃｕｍｅｎｔ／ＡＲＴ１
２５４２＿Ｒｅｖ－Ａ＿ＵＳ＿Ｅｎｇｌｉｓｈ．ｐｄｆ」で位置特定されるウェブアドレ
スにてオンラインで入手可能なＣｏＰｉｌｏｔ（ＴＭ）健康管理システム第４版ユーザ手
引き書を参照されたく、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。
【０２８７】
　健康管理ソフトウェア用のカスタマイズ可能なダッシュボード
　一実施形態では、本開示は健康状態、例えば糖尿病の管理用のカスタマイズ可能なダッ
シュボードを含む独立型の健康管理ソフトウェアアプリケーションを提供する。この種の
健康管理ソフトウェアアプリケーションは、アナライト監視装置、例えば本明細書に記載
するアナライト計に記憶させかつ／またはそこから実行することができる。別の選択肢と
して、ソフトウェアアプリケーションは、スマートフォン装置やＰＤＡやサーバ装置やラ
ップトップ型またはデスクトップ型コンピュータ等の処理装置に格納しかつ／またはそこ
から実行することができる。
【０２８８】
　健康管理ソフトウェアは、ユーザに対し選択対象となるダッシュボード選択肢を提示す
る「Ｃｒｅａｔｅ　Ｄａｓｈｂｏａｒｄ　Ｗｉｚａｒｄ（ダッシュボード作成ウィザード
）」機能を用い、末端ユーザが新規ダッシュボードを作成し、かつ／または健康管理ソフ
トウェアの既存のダッシュボードを修正できるよう構成することができる。一実施形態で
は、健康管理ソフトウェアは、末端ユーザあるいは健康管理プロバイダがダッシュボード
に名称を付し、あるいは改名してそれが即識別可能にできるよう構成される。
【０２８９】
　別の実施形態では、健康管理ソフトウェアは、特定のダッシュボード、例えばユーザが
構成したダッシュボード内に含まれるレポートがダッシュボード内に含まれるいずれかの
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個人的なレポートに対する閲覧をユーザが変更した結果として、一斉に動的にリフレッシ
ュされるよう構成される。例えば、ユーザがダッシュボード内に含まれるブドウ食事時間
毎レポートについての閲覧期間を変更した場合、健康管理ソフトウェアはダッシュボード
内に含まれる１つ以上の追加のレポートのそれぞれがブドウ糖食事時間毎レポート用に選
択されるのと同じ期間を用いてリフレッシュされるよう構成することができる。
【０２９０】
　ダッシュボード内のレポートは同じ期間（正確な時系列配置）でもってリフレッシュす
ることができ、あるいは各追加のレポートが先のあるいは後続の期間（一連の時系列配置
）を提示することができる。追加の系列配置関係もまた、可能である。
【０２９１】
　別の実施形態では、健康管理ソフトウェアは、健康管理ソフトウェアおよび／または健
康管理プロバイダの他のユーザに対し、例えばインターネット接続を介してユーザがダッ
シュボードを発行しかつ／または配給できるよう構成される。同様に、健康管理プロバイ
ダはダッシュボードを展開し、このダッシュボードを１つ以上のユーザ（例えば、ダッシ
ュボードを彼／彼女の患者に配給する主看護施与者）に配給しうる。
【０２９２】
　一実施形態では、健康管理ソフトウェアはアプリケーションの起動時に更新について自
動的に点検するよう構成される。別の選択肢として、あるいは加えて、この種の点検をユ
ーザにより開始させることができる。更新には、例えば健康管理ソフトウェアの製造業者
やその取引先や健康管理プロバイダが展開する新規ダッシュボードを含めることができる
。
【０２９３】
　糖尿病管理計器およびアプリケーションソフトウェアのための食事摂取リマインダ
　一実施形態では、本開示は食事の摂取量データ入力用のリマインダアルゴリズムを含む
糖尿病管理ソフトウェアアプリケーションを提供する。
【０２９４】
　この種の一実施形態では、アルゴリズムは、ユーザに対し例えばアナライト計や携帯処
理装置（例えば、スマートフォンやｉＰｈｏｎｅ（Ｒ）やラップトップやＰＤＡ）および
／またはコンピュータ上で食事摂取データを入力させるリマインダの提示に帰結する。食
事摂取データには、例えば食事摂取時間や料理成分組成や料理成分定量化（例えば、グラ
ム単位の炭水化物）を含めることができる。
【０２９５】
　アルゴリズムは、（ａ）ユーザによりかつ／またはＨＣＰにより確立されたデータ入力
頻度と食事内容とを含む「リマインダプロファイル」と、（ｂ）データ入力回数と、一日
のうちにかつ所定の期間内に既に入力された入力ごとの食事成分と、（ｃ）一日あるいは
期間のリマインダに合わせ消費する食事のタイプに関する推奨のうちの１つ以上に基づき
、リマインダを提示することができる。
【０２９６】
　一実施形態では、リマインダアルゴリズムは、ユーザが作成し、ユーザあるいはＨＣＰ
が構成したリマインダプロファイルと比較対照された食事摂取データ入力履歴のアッセイ
に基づき、ユーザにリマインダを提供する構成とされる。
【０２９７】
　アルゴリズムは、全データ集合を何日有するか、部分的すなわち一部欠落データを何日
有するか、データを何日全く有していないかを示す、ユーザが作成したデータ入力から要
約結果を生成することができる。加えて、アルゴリズムは毎日の食事成分に関連するデー
タを生成し、規定時間間隔で（例えば、当月の１週間ごとに）累積的な要約を生成するこ
とができる。
【０２９８】
　リマインダプロファイルは、ユーザあるいは医師や臨床専門医や看護士等の有資格健康
管理プロバイダにより構成することができる。
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【０２９９】
　一実施形態では、アルゴリズムがアナライト計、例えばブドウ糖計上で実行する構成と
されている場合、アナライト計は（ａ）計器のユーザインタフェースを用いて健康管理プ
ロバイダにより直接に、または（ｂ）アナライト計とのインタフェースをとるデータ管理
システムを介するか、または（ｃ）別の携帯処理装置を介するかのいずれかにより、リマ
インダプロファイルを用いて構成することができる。
【０３００】
　リマインダアルゴリズムは、何回の食事摂取入力を行なったかや、どの程度のスケジュ
ールとリマインダプロファイルを完了したかに関し、何時でもユーザにフィードバックを
提供する構成とすることができる。
【０３０１】
　上記のリマインダアルゴリズムは食事摂取データ入力リマインダの関連において説明し
たが、追加のアルゴリズムならびに関連するリマインダを本明細書に記載するアナライト
計および／または健康管理システム、例えばアナライト計測値リマインダあるいは他の治
療リマインダと共に使用するよう構成できることに留意されたい。
【０３０２】
　シミュレーションに基づくアナライトモニタタイプの推奨
　一部実施形態では、本開示は、シミュレーションデータに基づき複数のアナライトモニ
タおよび／またはシステムの中からアナライトモニタおよび／またはシステムをユーザに
合わせ選択する方法を提供する。ＣＧＭ、ＧｏＤおよびＳＭＢＧアナライト監視装置およ
び／またはシステムは、本明細書において先に、かつ参照により本明細書に取り込まれた
材料にて説明してある。一実施形態では、本開示は、ＣＧＭ装置および／またはシステム
とＧｏＤ装置および／またはシステムおよびＳＭＢＧ装置および／またはシステムの中か
らブドウ糖監視装置および／またはシステムを選択する方法を提供する。本方法は、特定
のユーザに合わせ記録された複数の食事および／または修正事象を考慮した各装置および
／またはシステム用のシミュレーションの実行を含む。本方法は、特定の装置および／ま
たはシステムに利用可能なこれら事象に関連してブドウ糖履歴や食事情報やインシュリン
投与情報を用い、その特定の装置および／またはシステム向けにそのユーザ特有の最適パ
ラメータを算出する。
【０３０３】
　例えば、一実施形態では、ＳＭＢＧ装置および／またはシステムのためのシミュレーシ
ョンは、食事のボーラス事象ごとにボーラスがブドウ糖の動向情報ではなく、食事情報と
ブドウ糖濃度に基づくことが前提となる。一実施形態では、ＧｏＤ装置および／またはシ
ステム用のシミュレーションは、動向情報をボーラス算出にも考慮する点を除き、ＳＭＢ
Ｇ装置および／またはシステム用のそれと類似の情報を含む。一実施形態では、ＣＧＭ装
置および／またはシステムについてのシミュレーションは、ブドウ糖計測値が高低の閾値
を超えるときは常にブドウ糖濃度と動向情報とに基づき修正ボーラスを行なうことが前提
となる。別の選択肢として、もしくは加えて、ＣＧＭシミュレーションは高低の推定閾値
に基づく修正のきっかけとなるよう考慮することができる。シミュレーション結果に基づ
く尺度は、容認可能なブドウ糖制御の指示を提供するのに用いることができる。特定の患
者および／またはユーザ向けの適切な装置を特定すべく、本方法は健康管理専門家が利用
することができる。
【０３０４】
　前述の内容は、単に本発明原理を例示するに過ぎない。本明細書に明示的に記載あるい
は図示していないものの、本発明の原理を具現し、その趣旨ならびに範囲内に含まれる様
々な構成を当業者は案出することができよう。さらに、本明細書に引用する全ての実例や
条件を示す文言は、原則的には発明者によって技術の促進に貢献した本発明の原理および
概念を読者が理解するのを助けることを意図するものであり、この種の特別に引用された
実例や条件に限定されることなく解釈されるべきである。さらに、原理や態様や本発明の
態様と加えてその具体例を具陳する本明細書の全ての説明は、その構造的かつ機能的な均
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等物の両方を包含するよう意図するものである。加えて、この種の均等物は、現在知られ
ている均等物と将来開発される均等物の両方、すなわち構造の如何によらず同じ機能を果
すよう開発されるあらゆる要素を含むことを意図するものである。本発明の範囲はそれ故
、本明細書に示し説明した例示態様に限定されるよう意図するものではない。むしろ、本
発明の範囲ならびに趣旨は添付の特許請求の範囲により具現化される。
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