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(57)【要約】
　本発明は、モーダルデイフォーマットでデータを強調
して表示するための方法及び投薬装置を提供する。本発
明に基づく方法は、グラフ上の１つ以上のデータ点（４
３０）を選択可能にし、選択すると（選択されたデータ
点に）対応する全ての点がマークされ（４４０）、日誌
データが分かり易く示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モーダルデイフォーマットに日誌データをグラフ表示するための方法であって、
　－　ユーザが、１つ以上の日付のデータを表す、１つ以上の日誌データの１つ以上のデ
ータ点を選択するステップ（４３０）、及び
　－　選択されたデータ点の日付に対応する他の全てのデータ点（４４０）をマーキング
するステップ
を特徴とする方法。
【請求項２】
　日誌データが、血糖、インシュリン摂取、食事、及び運動を、全てタイムスタンプ付き
で含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　日誌データが、血糖及びインシュリン摂取を、共にタイムスタンプ付きで含むことを特
徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　データ点のマーキングを、カラーコード化又はハイライトによって行うか、データ点を
円又は星形で囲むことにより行うか、数字、ドット又は絵文字を前記データ点の表示に加
えることによって行なうか、或いはデータ点を線でつなぐことによって行うことを特徴と
する、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　－　選択された日付のデータ点のみを示し、他を隠すステップ
を更に含むことを特徴とする、請求項１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　モーダルデイフォーマットに日誌データをグラフ表示するための投薬装置であって、
　－　１つ以上の日付のデータを表す、１つ以上の日誌データの１つ以上のデータ点をユ
ーザが選択する手段、及び
　－　選択されたデータ点の日付に対応する他の全てのデータ点をマーキングする手段
を特徴とする装置。
【請求項７】
　日誌データには、血糖、インシュリン摂取、食事、及び運動が、全てタイムスタンプ付
きで含まれることを特徴とする、請求項６に記載の投薬装置。
【請求項８】
　日誌データには、血糖及びインシュリン摂取が、共にタイムスタンプ付きで含まれるこ
とを特徴とする、請求項６の投薬装置。
【請求項９】
　データ点のマーキングが、カラーコード化又はハイライト化を含むか、データ点を円又
は星形で囲むことにより行われるか、数字、ドット又は絵文字を前記データ点の表記に加
えることによって行われるか、或いはデータ点を線でつなぐことによって行われることを
特徴とする、請求項６ないし８のいずれか１項に記載の投薬装置。
【請求項１０】
　選択された日付のデータ点のみを示し、他を隠す手段を特徴とする、請求項６ないし９
のいずれか１項に記載の投薬装置。
【請求項１１】
　前記手段の全部又は一部が、
　－　少なくとも１つのシステムバス、
　－　システムバスに接続された少なくとも１つの通信ユニット、
　－　システムバスに接続された、命令の集合を含む少なくとも１つのメモリユニット、
及び
　－　メモリ内の命令を実行して手段を機能させる少なくとも１つの制御ユニット
を備えるコンピュータシステム上に常駐する、請求項６ないし１０のいずれか１項に記載
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の投薬装置。
【請求項１２】
　モーダルデイフォーマットに日誌データをグラフ表示するための、コンピュータで読取
り可能な記憶媒体に記憶されたコンピュータで読取り可能なプログラムコードを備えたコ
ンピュータプログラム製品であって、
　－　ユーザが、１つ以上の日付のデータを表わす１つ以上の日誌データの１つ以上のデ
ータ点を選択できるように構成された、コンピュータで読取り可能なプログラムコード手
段、及び
　－　選択されたデータ点の日付に対応する他の全てのデータ点をマーキングするように
構成された、コンピュータで読取り可能なプログラムコード手段
を特徴とする、コンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　－　ユーザが、１つ以上の日付のデータを表わす血糖データの１つ以上のデータ点を選
択できるように構成された、コンピュータで読取り可能なプログラムコード手段、及び
　－　選択されたデータ点の日付に対応するインシュリン摂取をマーキングするように構
成された、コンピュータ読取り可能プログラムコード手段
を特徴とする、請求項１２に記載のコンピュ－タプログラム製品。
【請求項１４】
　データ点をマーキングするように構成されたコンピュータで読取り可能なプログラムコ
ード手段が、カラーコード化又はハイライトのためのコンピュータで読取り可能なプログ
ラムコードを含むか、或いは、データ点を円又は星形で囲むか、数字、ドット又は絵文字
をデータ点の表示に加えるか、又はデータ点を線でつなぐようなコンピュータで読取り可
能なプログラムコードを含むことを特徴とする、請求項１２又は１３に記載のコンピュ－
タプログラム製品。
【請求項１５】
　選択された日付のデータ点のみを示し、他を隠すように構成されたコンピュータで読取
り可能なプログラムコードを特徴とする、請求項１２ないし１４のいずれか１項に記載の
コンピュ－タプログラム製品。

【発明の詳細な説明】
【発明の開示】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、モーダルデイフォーマットに日誌データをグラフ表示するための方法に関し
、健康管理の分野、特に自己投薬及び治療の分野に関する。具体的には、本発明は、日誌
データ表示のための自動化システムの分野に関する。
　更に本発明は、前記方法を実行する投薬装置及びコンピュータプログラム製品に関する
。
【０００２】
発明の背景
　健康上の問題は急性と慢性に分類できる。急性疾患は、一定の期間に亘る治療により、
及び投薬、手術等の助けにより解決可能な体の一時的な問題である。
　他方、慢性疾患は、何らかの生理学的又は代謝性平衡の失調が原因で体に生じる問題で
ある。これらの平衡失調は矯正が困難で、従って治療を要する。即ち、患者の寿命を延長
させるための何らかの方法によってこれらの問題に対処する必要がある。従って、慢性疾
患の場合、患者は定期的な薬剤療法及びその他の治療を必要とするだけでなく、自身のラ
イフスタイル、即ち生活習慣、食事、活動パターン等のモニタリングも必要とする。
【０００３】
　糖尿病はこのような慢性疾患の１つである。体内のインシュリン（糖尿病ではない患者
の場合、膵臓によって適量が生成される）の欠乏の結果血糖値が上昇し、これによって喉
の異常な渇き、頻尿、衰弱、及び血流中の過剰ケトン等の種々の影響がもたらされる。
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　血糖値を適切な値に保つため、糖尿病患者は定期的に、即ち毎日１回以上、インシュリ
ンの一定投与量を摂取する。しかしながら、これは治療ではなく、対症療法の一部に過ぎ
ない。糖尿病患者の健康管理プログラムは一般に、定期的な運動、食物摂取のモニタリン
グ等の他の要素を伴う。正常な身体の挙動にできるだけ近い挙動を行えるように、食物の
摂取と運動等とのバランスを維持する必要がある。
【０００４】
　先進的な治療設定では、糖尿病チームが患者を支援して、糖尿病を安全且つ効果的に治
療する方法を教示する。しかしながら、糖尿病の生活管理を実行するのは患者自身である
。日々医療コストが増大し、生活が忙しく（医者に行く時間も取れないほど）なっている
ことから、焦点は今、患者がそのニーズを処理するのを助ける装置及び手段に移っている
。このニーズに対し、携帯式自力投薬装置が導入された。これらの装置は使用が容易であ
るだけでなく、安全でもある。例えば、インシュリン注射装置（糖尿病患者用）、吸入器
（喘息病患者及び糖尿病患者用）、血液試料採取装置等が広く市販されている。国際公開
番号ＷＯ　００／３２０８８、ＷＯ　０３／００５８９１、及びＷＯ　０３／０１５８３
８は全て、このような医療装置、ネットワーク、及びそれらの操作方法について、その領
域における可能性のいくつかと共に述べている。これらの公開文献の内容全体を引用によ
り本明細書に包含する。
　しかしながら、上述のように、糖尿病のような疾病は、定期的な投薬を毎日必要とする
だけでなく、投薬の定期的なモニタリングと共に患者のライフスタイルの追跡も必要とす
る。この分かりやすい解決法として、モニタリング対象となるパラメータのログを付ける
方法がある。例えば、糖尿病患者は、食物、投薬、血糖値、運動等を含むパラメータを日
誌で追跡することができる。私達個人の生活圏にコンピュータが出現する前は、これらの
記録又は日誌は人の手で維持され、その後ニーズに応じて分析されていた。
【０００５】
　コンピュータ及び先進的なソフトウェアパッケージ（特に糖尿病患者のために作られた
もの）の導入により、データ入力だけでなく、種々のフォーマットでレポートを見、そし
て記録された事実及び図をユーザが簡単に研究及び分析するのに便利なインタフェースが
提供されて生活が楽になった。このようなデータ収集及びレポートは、患者が自身の改善
をモニタリングするのに有用であるだけでなく、それによって医師又は他の医療担当者が
（日誌から）その患者の行動を理解し、その後治療の改善を行うか又は単に助言を与える
ことができる。
　また、コンピュータの使用により、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ等のグラフフォ
ーマットの形態でデータを図にすることが可能になった。これらの視覚的な表現ははるか
に理解し易い。個人的管理に用いられるこのような種類の糖尿病日誌ソフトウェアは、従
来技術に既知である。例えば、移動式ＤＩＡＢＡＳＳによって糖尿病データを完全に管理
することができ、このソフトウェアはパームトップコンピュータ上で操作できる。
【０００６】
　これらのソフトウェアソリューションの一部は、先進的投薬装置と対話／交信し、これ
らの装置に記憶されたデータをダウンロードすることもできる。前述の国際公開において
説明されているように、これらの先進的装置は、投与された薬剤の量、投与の日時等の情
報を記憶することに加え、患者の利便性のためにリマインダシステムを有することができ
る。これらの装置間の通信が行われる際に、記憶された全てのデータをコンピュータ装置
（ソフトウェアを実行するコンピュータ装置）にダウンロードし、このデータを（データ
自体又はユーザが入力した追加データと共に）用いてレポートを生成することができる。
例えば、ＭｉｎｉＭｅｄソリューションズＭＭＴ－７３１１は、インシュリン注射ポンプ
からデータを取得し、ＰＣに記憶させることができる先進的ソフトウェアの１つであり、
このＰＣは次いで種々のレポートにデータを表示することができる。別の例は、ヘルスマ
ネジャーとして機能して、食事、運動、及び個人的生活のその他の面の計画を助けること
ができるＰｒｏａｃｔｉｖｅ　Ｍｅｔａｂｏｌｉｃｓ社のソフトウェアである。
　これらのソフトウェア全ての中心的目標は、コンピュータ装置に記憶されているデータ
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から、情報を最大限且つ有意義に抽出することである。このような有用な種類のレポート
／グラフの１つは、モーダルデイレポートの表示である。この種類の表示では、複数日に
亘るデータが日時に対応して表示され、よって多数の日が重ねられて表示されるので、デ
ータにパターンを見出すことが可能になる。
【０００７】
　モーダルデイ方式のビューは、次のような複数の種類の日誌データを表示できる。
１．血糖（濃度、ｍｍｏｌ／ｌ）
２．インシュリン注射（ＩＵ、国際ユニット）
３．食事（糖の量／食事の量）
４．運動（強度及び継続時間）
このような日々の傾向を描画することは、患者の日々の活動に対する糖の制御を助ける。
　モーダルデイにおいて、ユーザ（患者／分析者／医師）は、期間の範囲、即ち日、週、
月、四半期、年等を選択できる。目標範囲／所望の範囲を決定することができ、データ点
の分析を、これらの点を考慮しながら行うことができる。このソフトウェアは、統計的集
約レポートも生成できる。
【０００８】
　しかしながら、既存の解決法の欠点は、グラフ上の点を特定しないこと、即ちスペース
上の制約から読取値の日付がグラフに表示されないことである。グラフに何らかの急増又
はその他の異常な点が検出された場合、同じ日／期間の対応するデータ点を特定できるこ
とが望ましい。現在のソフトウェアソリューションはこの問題に配慮していない。
　従来技術の欠点を克服して前記問題を解決するため、本発明は一つの方法を提供し、更
にはこの方法を実行できる投薬装置及びコンピュータプログラム製品を提供する。本方法
は、
　－　ユーザが、１つ以上の日付のデータを表す１つ以上の日誌データの１つ以上のデー
タ点を選択するステップ、及び
　－　選択されたデータ点の日付に対応させて他の全てのデータ点をマーキングするステ
ップ
を含む。
【０００９】
　このようにして、本発明は、所望のデータ点をグラフ上で選択することが可能な、日誌
データをグラフ表示する方法と投薬装置を提供する。本発明はまた、選択されたデータ点
並びにこれら選択されたデータ点に対応するデータ点の自動的マーキングを提供する。
　日誌データのマーキングにより、関連点、即ち対応する他のデータ点が特定されること
が利点である。
【００１０】
　このように、本発明は、データの傾向分析のために過去の日誌データを集約して視覚的
に表示する方法である。他の人たちと同様に、糖尿病を持つ個人は、非常にきつい２４時
間の行動サイクル（本発明を理解するための前提条件及び背景として後述する）及び週間
サイクルを有する。本発明の視点は、データ情報のみを用いて１日の時刻によりデータを
整列させ、表示するデータ範囲を選択することである。従ってこれは、良い悪いに関係な
く、食事とインシュリン摂取に関する習慣、並びに血糖値の測定結果と共に運動に関する
習慣を捉えて視覚化する強力なツールである。
　本発明は、数日分の血糖、インシュリン、及び食物データのグラフ表示を提供する。加
えて、行った運動を考慮に入れることができる。データは、デイビュー（２４時間）又は
ウィークビュー（１週間）に重ねて表示される。
　この場合、本発明の数学的複雑性は非常に小さい。本発明は、投薬装置で又はＰＣアプ
リケーションとして実行できる。一実施例として、投薬装置からのデータをＰＣに転送し
、分析及びその後の表示を行うことができる。
【００１１】
　本発明のモーダルデイ画面を使用して、データの傾向分析を行うことができる。これを
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説明するため、血糖測定を用いた患者のシナリオを考える。
　ユーザは金曜日の朝に軽いめまいを感じ、多分先週の金曜日にも同じことがあったと認
識する。患者はモーダルデイ画面を開き、最近５回の金曜日の血糖測定値（ＢＧＭ）を表
示するように設定する。モーダルデイ画面から、金曜日の朝はいつも（又は少なくとも最
近５回の金曜日は）血糖が低いことが明らかとなる。このことから、患者は、血糖に影響
する何かが木曜日に起こっていると考え、やはり週１回のフットボール練習が木曜日の終
業後にあり、通常これを第３ハーフで終えた後に仲間とビールを何杯か飲むことになるの
だが、このとき大抵はビールに見合う炭水化物を摂取することがないということに思い当
たる。従って、患者はそれを調整する必要があるかもしれない。
【００１２】
　ユーザは、四半期に一度の検診に行き、医療関係者（ＨＣＰ）がＨｂＡ１ｃの上昇を発
見する。ＨＣＰは薬剤投与装置をモーダルデイビューに切り替え、ＨｂＡ１ｃの上昇が全
般的な高血糖値を原因としているのか又はその日のどこかに問題があるかどうかを見る。
いずれの場合も、モーダルデイ方式によって全体像を把握し易くなることにより、治療を
調整することができる。
　ユーザは、糖尿病空間で迷子になったように感じることがある。即ち、日々の作業の雑
音に加えて、データ収集と手作業による分析が患者にストレスを与える。従って、問題に
その場で対処し、且つ全体像を見失うのを防ぐ必要がある。問題の解決法は、モーダルデ
イ機能を用いて自動的にデータ収集を行い、選択した複数の日をグラフに重ねて示すこと
である。特性パターンによって、「昼は高血糖の傾向」、「夜は低血糖の傾向」、「日曜
日には傾向が見出せない」及び「朝は結果が悪い」等が示され、これによってユーザは大
局的計画を立てることが可能になる。
【００１３】
　本発明を理解するための前提条件及び背景として、糖尿病患者は１日に次のような重要
な行動を取る。
　６：３０　－　目覚まし時計により起床
　＊＊＊＊６：３５　－　短時間作用型インシュリンの注射又は吸入
　これらのデータ、即ちインシュリンの量及び種類（例えば濃度）等が自動的に記憶され
る。
　単純な投薬装置では、データは手作業でモーダルデイに入力する。
　６：４０　－　シャワー
　＊＊＊＊６：５０　－　朝食
　７：１５　－　出勤のため家を出る
　＊＊＊＊９：３０　－　会合で軽食を摂る
　＊＊＊＊１１：４５　－　血糖検査
　ＢＧ、即ち血糖の読取値を検査するとき、情報はモーダルデイ（プログラム）に自動的
に記憶されるか、又は手作業で入力する。
　＊＊＊＊１１：４７　－　短時間作用型インシュリンの注射又は吸入
　これらのデータ、即ちインシュリンの量及び種類等が、自動的に記憶される。
　単純な投薬装置では、データは手作業でモーダルデイに入力される。
　＊＊＊＊１２：１５　－　昼食
　＊＊＊＊１４：５０　－　血糖検査
　この血糖データ点は、モーダルデイに自動的に記憶されるか又は手作業で記憶させる。
　＊＊＊＊１５：００　－　午後の軽食　－　果物
　＊＊＊＊１５：１０　－　血糖検査
　この血糖データ点は、モーダルデイに自動的に記憶されるか又は手作業で記憶させる。
　＊＊＊＊１５：１５　－　短時間作用型インシュリン
　これらのデータ、即ちインシュリンの量及び種類等は、モーダルデイに自動的に記憶さ
れるか又は手作業で記憶させる。
　１６：００　－　退社
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　＊＊＊＊１６：２０　－　フィットネスクラブで運動
　＊＊＊＊１７：２５　－　血糖検査
　この情報、即ち血糖値は、モーダルデイに自動的に記憶されるか又は手作業で入力する
。
　＊＊＊＊１７：３０　－　果物
　＊＊＊＊１８：３０　－　血糖検査
　血糖値は、モーダルデイに自動的に記憶されるか又は手作業で入力する。
　＊＊＊＊１８：３５　－　短時間作用型インシュリンの注射又は吸入
　再び、これらのデータ、即ちインシュリンの量及び種類（短時間作用型）等が、モーダ
ルデイに、自動的に記憶されるか又は手作業で記憶させる。
　＊＊＊＊１９：００　－　夕食
　＊＊＊＊２０：３０　－　コーヒー
　＊＊＊＊２３：３０　－　血糖検査
　この情報は、モーダルデイに、自動的に記憶されるか、又は手作業で入力する。
　＊＊＊＊２３：３５　－　就寝前の長時間作用型のインシュリンの注射又は吸入
　再び、これらのデータ、即ちインシュリンの量及び種類（長時間作用型）等が、モーダ
ルデイに自動的に記憶されるか又は手作業で記憶させる。
【００１４】
　血糖値と摂取インシュリンの両方について、対応するタイムスタンプ（年、月、日、時
、分）がデータ点と共に記憶される。加えて、同じことが運動並びに食事又は摂取した他
の食物及び飲料について適用される。
　「＊＊＊＊」でマークした項目は、モーダルデイ方式の使用に先立つ関心項目であり、
モーダルデイの基礎データベースに何らかの方法で入力され、本発明により前記投薬装置
からアクセスして使用することができる。
　上記のように「＊＊＊＊」でマークしたデータ、及び一般に複数日（日付）に亘るデー
タは、ユーザの日誌データから成る。
【００１５】
　後述で詳細に述べるように、それぞれタイムスタンプを有する血糖データ及びインシュ
リン摂取データは、日誌データとしてモーダルデイフォーマットに入力される。よって、
日誌データに含まれる１つ以上のインシュリン摂取データには、関連するタイムスタンプ
を有する同じ日付の１つ以上の関連血糖測定値が対応している。更に、日誌データは食事
及び運動を含むことができる。
　或いは、これとは逆に、１つ以上の関連血糖測定値を、対応する１つ以上のインシュリ
ン摂取データと共に、関連するタイムスタンプを付けてモーダルデイフォーマットに入力
する。
【００１６】
　いずれにせよ、前記投薬装置で本発明を実行するために、前記データが取得可能である
ことが前提条件である。
　投薬装置は、種々の濃度のインシュリンを注射するための投与器とすることができ、表
示能力を備えた電子注射器のような、単純な形態のものでよい。例えば、ＵＳ６５４０６
７２、ＷＯ００３２２５８、ＷＯ０１９１８３３、及びＷＯ２００３００５８９１は全て
、インテリジェントな投薬装置を開示している（参照によりそれらの内容全体をここに包
含する）。
【００１７】
　本発明は、本技術分野で一般的に既知であるように、種々の濃度でインシュリンを注入
することもできる、ポンプ形状の投薬装置で実行することもできる。或いは、投薬装置は
吸入装置でもよい。患者の肺に液体エアゾール又は乾燥エアゾール粉末を入れるのを助け
る種々の吸入器が存在する。例えば、米国特許第５８８８４７７号（参照により内容全体
をここに包含する）には、インシュリン送達に使用できる頑丈な吸入器が開示されている
。Ｓｍｉｔｈ他を発明者とする米国特許第５７８５０４９号（参照により内容全体をここ
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に包含する）には、粉末薬剤の送達に適する装置が開示されている。
【実施例】
【００１８】
図面の詳細な説明
　前述のように、モーダルデイ式の描画は、選択された時間範囲（日、週、月、四半期、
及び年）に亘って１日の時刻によりデータ読取値を示す。データ点の分布は、データの全
般的パターンを表す。偏りがあれば視覚的に容易に発見できる。
　このような２つの単純なグラフを図１に示す。図１（ａ）は、２００２年２月８日から
２００２年５月１８日までの期間の血糖の読取値（ｍｍｏｌ／ｌ）を表すデータ点の分布
を示す。これらのデータ点は、２時間間隔で１日の時刻を表すＸ軸に対して描かれている
。同様に、図１（ｂ）はインシュリン摂取量を描画したものである。
【００１９】
　望ましくは、異常なデータ点又は単に興味深いデータ点からなる１つ以上の組を選択す
ると、同日の他の対応するデータ点が自動的に強調されることにより、患者がこれらの特
別なデータ関係を把握することができる。例えば、ある特定の曜日（例えば日曜日）に血
糖値がいつもより高いこと、又は月曜にあまり運動しないこと等を発見することができる
。
【００２０】
　本発明は、このように実態の把握を可能にする機能をモーダルデイグラフに組み込む方
法及び投薬装置を提供する。このようなコンピュータで実施される方法は、あらゆる汎用
コンピュータ装置／コンピュータシステム上で、例えば、前述したような又は図２に内部
構造が示されるような投薬装置で実行することができる。本コンピュータシステム（３１
０）又は投薬装置は、システムバス（３２０）によって相互接続された種々のサブシステ
ムから構成される。マイクロプロセッサ（３３０）が通信及び他のサブシステムの機能の
制御を行う。メモリ（３４０）は、マイクロプロセッサの実行中、命令及びデータを記憶
することによりマイクロプロセッサの機能を助ける。一実施例として、マイクロプロセッ
サは、１つ以上の日付に関連する１つ以上のデータ点を選択する入力を（キーボード（３
９２）及び／又はマウス（３９４から））受け取り、次いでマイクロプロセッサを用いて
、（例えば、メモリ（３４０）の検索により）対応するデータ点を計算し、これら対応す
るデータ点をマーキングして、その後ディスプレイ、モニタ、スクリーン等の表示装置に
表示する。固定ディスクドライブ（３５０）を用いて、データ（例えば種々のデータ点）
、並びにオペレーティングシステム及び他のプログラムのような恒常的性質を有する命令
を保持する。ディスプレイアダプタ（３６０）は、システムバスと、モニタ又はディスプ
レイである表示装置（３７０）との間のインタフェースとして用いられる。ネットワーク
インタフェース（３８０）を用いて、有線又は無線手段を介してコンピュータとネットワ
ーク上の他のコンピュータとを接続する。ネットワーク上のこれらの装置も投薬装置であ
ってもよい。通信手段は有線でも無線でもよく、例えばＴＣＰ／ＩＰ、ＳＳＬ等の種々の
通信プロトコルを用いるケーブル、ＲＳ２３２、ブルートゥース、赤外線等とすることが
できる。コンピュータシステム又は投薬装置はまた、サウンドカード（３９０）を含むこ
とができる。システム又は投薬装置は、キーボード（３９２）及びマウス（３９４）とい
った種々の入力装置並びにプリンタ（３９６）等の出力装置に接続される。これらのサブ
システムには種々の構成が可能である。本発明を実施するシステムは、上述より多い又は
少ない数のサブシステムを用いる場合があることにも注意されたい。
　図示しないが、投薬装置は更に、選択された種々の濃度でインシュリンを注射する手段
を備えることができる。この手段には、インシュリン注入能力を有するモータ又はポンプ
機能を設けることができる。或いは、投薬装置が吸入装置の場合には、投薬装置は糖尿病
患者の肺内に液体エアゾール又は乾燥エアゾール粉末を供給する手段を備えることができ
る。しかしながら、投薬装置は、必ずしもインシュリンの供給に用いなくてもよく、本発
明に従ってデータ点の選択及びマーキングに主に用いることができる。
【００２１】
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　投薬装置とコンピュータシステムの間の構成がどのようなものであっても、本発明は実
行可能である。即ち、本発明は、投薬装置及びコンピュータシステムのいずれにも常駐で
きるか、或いはこれら２つの間に分散することができる。即ち、本発明は、データをこれ
ら２つの間で転送し、これらの一方又は両方でデータ表示を行うことができる。しかし同
時に、本発明は、効率的な患者－医師－親族－ピアのネットワークを確立する必要に応じ
て、他の電子装置に拡張及びカスタマイズすることができる。例えば、コンピュータシス
テム及び／又は投薬装置は、ローカルエリアネットワーク又はインターネットに定期的に
ログオンしてユーザの読取値（データ点）を遠隔データベースサーバに送信することがで
き、このサーバを用いて医師、患者の親族等のコンピュータシステム等の異なるコンピュ
ータシステムからレポートを生成することができる。これらのコンピュータ装置は汎用の
デスクトップ型とすることができるか、又はラップトップ型、携帯電話、ＰＤＡ等他の形
式のものでもよい。
　本方法は、上記のコンピュータ装置又は投薬装置に、それが実行するソフトウェアの命
令によって組み込まれる。この場合も、ソフトウェアは、本発明による方法のステップを
実行する１つ以上のモジュールとして実施できる。
【００２２】
　特に、ソフトウェアは、記憶装置を含むコンピュータで読取り可能な媒体に記憶させる
ことができるか、或いはインターネット又は別のネットワーク所在地やサイトのインタフ
ェース及び通信チャネルを介して遠隔地からダウンロードすることができる。コンピュー
タシステム又は投薬装置は、ソフトウェア又はプログラムコードを記録したコンピュータ
で読取り可能な媒体を含み、よってソフトウェア又はプログラムコードの命令を実行する
ことができる。
　上記のコンピュータシステム及び／又は投薬装置は、例示を目的として提示したもので
あり、本発明の範囲及び精神から逸脱することなく、別の構成を利用することができる。
上記は本発明の実施形態を実行できるコンピュータ、投薬装置、又はコンピュータシステ
ムの種類の単なる一例である。典型的に、本実施形態のプロセスは、コンピュータで読取
り可能な媒体としてハードディスクドライブ上に記録され、読み取られ、制御モジュール
を用いて制御される、ソフトウェア又はコンピュータで読取り可能なプログラムコードと
して常駐する。プログラムコード、及びエンティティ、チケット等を含むあらゆるデータ
の中間的な記憶は、メモリを用いて、場合によっては記憶装置と併せて実行される。
【００２３】
　場合によっては、プログラムはＣＤ－ＲＯＭ又はフロッピーディスク（両方共、一般に
記憶装置と称する）上に符号化されて提供されるか、又はコンピュータに接続されたモデ
ム装置を介してネットワークから読み込まれる。更に、コンピュータシステムは他のコン
ピュータで読取り可能な媒体からソフトウェアをロードできる。これには、磁気テープ、
ＲＯＭ又は集積回路、光磁気ディスク、コンピュータと他のデバイスとの間の無線又は赤
外線通信チャネル、ＰＣＭＣＩＡカードのようなコンピュータで読取り可能なカード、並
びに電子メール通信及びインターネットサイト等に記録されている情報を含むインターネ
ット及びイントラネットが含まれる。これらは関連するコンピュータで読取り可能な媒体
の単なる例示である。他のコンピュータで読取り可能な媒体も、本発明の範囲及び精神か
ら逸脱することなく実行できる。
　実行のステップは、１つのコンピュータシステムにおける集中方式で実現することも、
又は相互接続された投薬装置等の相互接続された複数のコンピュータシステムに異なる要
素が分散される、分散方式で実現することもできる。本明細書において、コンピュータプ
ログラム手段又はコンピュータプログラムは、情報処理能力を有するシステムが、直接に
、或いはａ）別の言語、コード、又は記号法への変換、及び／又はｂ）異なる材料形式で
の再生成の後で、特定の機能を実行させることを意図した、あらゆる言語、コード、又は
記号法での命令群の表現を意味する。
【００２４】
　本発明は、既存のモーダルグラフ（血糖、インシュリン摂取、運動、食事等のデータを
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表示する）を増強する方法である。グラフは、点グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ等の形
式とすることができる。本発明に基づき、ユーザは、モーダルデイ画面上の１つ以上のデ
ータ点を選択できる。この選択は、好ましくは、マウス、トラックボール等のポインティ
ングデバイスを用いて行うが、同様の選択のために他の装置を用いることもできる。選択
が行われると、それらのデータ点はマーキングされ、例えば（他のデータ点とは）異なる
色で強調表示され、選択されたデータ点に対応する全てのデータ点もマーキングされる。
これにより、ユーザは、その日の読取値を一見して把握することができる。別の構成とし
て、又は強調表示に加えて、円形、星型、数字、ドット、小さな絵文字、点滅するデータ
点等、又は他の手段を用いて、関心対象のデータ点を示してもよい。例えば、データ点を
表示する間に、データ点を円形又は星型で囲む、或いは数字、ドット、又は絵文字を付す
。更に、図５に示すように、選択された同じデータ点に関連するデータ点を線でつないで
もよい。
　本明細書を通して、用語「マーキング」は上記に説明したように用いる。
【００２５】
　図３は、本発明による方法のフローチャートである。ユーザは先ず、グラフ作成の対象
とするデータ種類及び期間（即ちデータ範囲）を選択する（４１０）ことによってモーダ
ルデイグラフ生成プロセスを開始する。糖尿病の場合、このデータは、血糖読取値、イン
シュリン摂取、インシュリン摂取の濃度（例えば、長時間作用型のインシュリン、短時間
作用型のインシュリン、又はそれらの混合）、食事、運動等とすることができる。期間は
、日、四半期、月、年単位等とすることができる。選択後、モーダルデイグラフが生成さ
れ、表示される（４２０）。ユーザは、詳細に把握する必要のある１以上のデータ点を選
択する（４３０）ことができる。選択後、同じ日の他のデータ点が強調表示さる（４４０
）。即ち、上記と同じ種類のマーキング、又は前記代替法によるマーキングが行われる。
【００２６】
　図４は、本発明を用いて得られるサンプル表示及びインタフェースの一例を示す。図４
（ａ）は図１（ａ）に対応し、それらを囲むボックスをドラッグする（５１０）ことによ
って選択された４つのデータ点を示す。選択された４つのデータ点は、この場合、及び一
般に、１つ以上の日付のデータを表す。
　読取り色をマーキングに適用する場合、これらのデータ点に赤色を付け、また他の対応
するデータ点に赤色を付ける。図４（ｂ）は、データ点の同様なマーキングを示す。異な
るマーキングからの選択が可能であり、即ち、１つの方式又は種類のマーキングを選択さ
れたデータ点のマーキングに適用し、別の方式又は種類のマーキングを対応するデータ点
のマーキングに適用することができる。鍵となる説明によって、マーキングが何を示すか
を表すことができる。
【００２７】
　図示するように、２０時から２２時までの複数の血糖読取値（４つ）が選択され、同じ
４つの日付の対応且つ関連するインシュリン摂取量がマーキングされる。ここでは、これ
ら４日の各々において、２０時から２２時までの間に読み取られた血糖値が１つだけであ
ることを前提にしている。
【００２８】
　図１及び図４において、血糖値及びインシュリン摂取量がそれぞれｙ軸上に示されてい
る。血糖値とインシュリン摂取量とを交換してもよい。このように、本発明は逆に適用す
ることができる。即ち、ＩＵ、即ち国際ユニットでインシュリン摂取量を表すデータ点が
選択されて１つ以上の日付が示され、次いで同じ日付の対応且つ関連する血糖計測値（濃
度、ｍｍｏｌ／ｌ）が、本発明を実行する投薬装置により、それに対する応答としてマー
キングされる。
　一般に、データはモーダルデイフォーマットで示される。即ち、データはインシュリン
摂取量と、それに対応する関連血糖測定値とを表すか、又は図４に示すように、逆に血糖
測定値とそれに対応するインシュリン摂取量とを表す。いずれにしろ、モーダルデイフォ
ーマットは、１つ以上のインシュリン摂取量とそれに対応する同じ日付の１つ以上の関連
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血糖測定値とを含むか、又はその逆を含む。
【００２９】
　本発明の別の実施形態では、即ち図１及び図４では、食事とインシュリン摂取量とがそ
れぞれｙ軸に表される。
　本発明の別の実施形態では、即ち図１及び図４では、食事と血糖値とがそれぞれｙ軸に
表される。
　本発明の別の実施形態では、即ち図１及び図４では、運動とインシュリン摂取量とがそ
れぞれｙ軸に表される。
　本発明の別の実施形態では、即ち図１及び図４では、運動と血糖値とがそれぞれｙ軸に
表される。
　本発明の別の実施形態では、即ち図１及び図４では、食事と運動とがそれぞれｙ軸に表
される。
【００３０】
　代替的に又は追加的に、対応する運動関連データを適用することができ、血糖値及びイ
ンシュリン摂取量と運動とを関係付けることができる。つまり、先ず運動データ点が選択
され、次いで血糖値及びインシュリン摂取量がマーキングされるか又はその逆が行われる
。
　代替的に又は追加的に、対応する食事関連データを適用することができ、血糖値及びイ
ンシュリン摂取量と食事とを関係付けることができる。つまり、先ず食事データ点が選択
され、次いで血糖値及びインシュリン摂取量がマーキングされるか又はその逆が行われる
。
【００３１】
　別の実施例として、本発明により、血糖値と食事との別の関係付けが作成されて適用さ
れる。つまり、先ず食事のデータ点が選択され、次いで血糖値のデータ点がマーキングさ
れるか又はその逆が行われる。
　一実施例として、本発明により、インシュリン摂取量と運動との関係付けが作成されて
適用される。つまり、先ず運動のデータ点が選択され、次いでインシュリン摂取量のデー
タ点がマーキングされるか又はその逆が行われる。
　一実施例として、本発明により、食事と運動との関係付けが作成されて適用される。つ
まり、先ず運動のデータ点が選択され、次いで食事のデータ点がマーキングされるか又は
その逆が行われる。
【００３２】
　従って、汎用化された形態では、４つのデータ項目、即ち血糖値、インシュリン摂取、
食事、及び運動のうちの１つ（或いは２つ又は３つ）から、１以上の日付の１つ以上のデ
ータ点が選択され、その結果として、選択されたデータ点の日付の、３つまでの選択され
なかったデータ項目のうちの１つ以上のデータ点が、本発明を実行する投薬装置によりマ
ーキングされる。即ち、３つのデータ項目が選択された場合は１つのデータ項目がマーキ
ングされ、２つのデータ項目が選択された場合は２つのデータ項目がマーキングされ、１
つのデータ項目が選択された場合は３つのデータ項目がマーキングされ、マーキングされ
るデータ項目は全て、対応する関連データ点と共にマーキングされる。
　このように、最も汎用化された形態では、図１及び図４のデータ項目１及２がそれぞれ
ｙ軸上に示される。データ項目１は、データ項目２に応じて、血糖値、インシュリン摂取
、食事、及び運動のいずれか１つとすることができる。これらは、本発明の概念を適用し
たまま交換可能である。即ち、本発明の概念に基づいて、１つのデータ項目、例えばデー
タ項目１からデータ点を選択し、次いで他のデータ項目、例えばデータ項目２から対応す
る関連データ点をマーキングすることができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態では、異なる日、即ち日付を、異なる色で強調表示し、強調表示の
色を日付に付けるキー、即ち、説明を付けることができる。このキーは、適用されるマー
キングの種類を示す。
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　別の実施形態では、選択された日付のデータ点だけを示し、他を隠すことができる。こ
のようにして、異常な日、又は単に興味深い日を理想的な日と対比させることができる。
例えば、血糖値が高い日又は非常に低い日を興味深い日としたり、同様にインシュリン摂
取が多いか又は僅かであった日を興味深い日としたりすることができる。
【００３４】
　図５は、本発明による別のグラフとして折れ線を示す。グラフに示すように、これらの
線は血糖測定値を表すデータ点をつなぐものであり、全て同じ週に関連している。ここで
、患者、医療担当者等は、２００２年第３２週の血糖測定値が、他の週の他のデータと比
較して、平均的か、低いか、又は高いかを見ることができる。
　同じ選択期間に関してデータ点を線でつなぐという同じ原理が、食事、運動、及びイン
シュリン摂取量にも適用できる。
【００３５】
　上記の説明は、本発明に可能な種々の実施形態の一部について述べたものであり、本発
明の範囲及び精神を逸脱することなくこれらに修正及び／又は変更を加えることができる
。上述の実施形態は例示的なものであり、限定的なものではない。糖尿病を中心的なテー
マとして本発明を説明したが、本発明は糖尿病の分野に限定されるものではない。中心的
な実施例を用いたのは、明瞭性及び一貫性のためである。本発明は、一般的な健康管理を
含む他の同様の応用分野（限定しない）に有用である。上記図面及びそれらの説明は、例
示のみを目的としたものであり、本発明を分かりやすく説明するための例及び助けとして
用いたものであって、いかなる意味でも本発明を限定するものでなく、又は特許請求の範
囲において規定される本発明の本質を減ずるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は、所定の期間に対する血糖及びインシュリンの例示的グラフ
を示す。
【図２】本発明を実行する汎用コンピュータ装置を示す。
【図３】本発明による方法のフローチャートを示す。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は、本発明に基づいて生成されたグラフを示す。
【図５】本発明に基づく別のグラフであって、データ点を繋いだ折れ線グラフを示す。
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