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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用不能なバイオセンサカートリッジの再利用
を防止することができる、バイオセンサカートリッジを
使用する生化学測定器を提供する。
【解決手段】バイオセンサを含むバイオセンサカートリ
ッジ１１が尿糖計本体２１に着脱自在に接続されるよう
構成されている尿糖計において、バイオセンサカートリ
ッジ１１は、ヒューズ１００を内蔵し、尿糖計本体２１
は、そのヒューズ１００を検出し且つ溶断する検出兼溶
断回路１０６を有している。バイオセンサカートリッジ
１１が尿糖計２１に接続されて使用されたとき、検出兼
溶断回路１０６がヒューズが導通状態にあることを検出
して、新品のバイオセンサカートリッジ１１が装着され
ていることを確認し、ヒューズが非導通状態にあること
を検出した場合、使用済みのバイオセンサカートリッジ
１１が装着されていると判断して、尿糖計本体２１の表
示装置２９に「バイオセンサカートリッジの交換」を表
示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオセンサを含むバイオセンサカートリッジが生化学測定器本体に着脱自在に接続さ
れるよう構成されている、バイオセンサカートリッジを使用する生化学測定器において、
前記バイオセンサカートリッジは、当該バイオセンサカートリッジが使用済みであること
を指示する使用済み指示手段を内蔵しており、前記生化学測定器本体は、前記使用済み指
示手段に使用済みを書き込む書込手段を有しており、前記生化学測定器本体の制御手段は
、前記使用済み指示手段が使用済みを指示していないバイオセンサカートリッジが前記生
化学測定器本体に接続されたとき、前記書込手段により前記使用済み指示手段に使用済み
を書き込ませるとともに、当該バイオセンサが寿命に達したと判断された後に前記生化学
測定器本体の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示し、一方、前記使用
済み指示手段が使用済みを指示している一回でも使用されたバイオセンサカートリッジが
前記生化学測定器本体に接続されたとき、前記生化学測定器本体の制御手段は、前記生化
学測定器本体の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示して、使用不能な
バイオセンサカートリッジを使用して測定が行われることを防止することができるように
構成されていることを特徴とする生化学測定器。
【請求項２】
　前記生化学測定器本体の制御手段は、新品のバイオセンサカートリッジが前記生化学測
定器本体に接続されているとき、当該書込手段により前記使用済み指示手段に使用済みを
書き込ませることを特徴とする、請求項１に記載の生化学測定器。
【請求項３】
　前記使用済み指示手段は、ヒューズであり、前記書込手段は、ヒューズ溶断手段であり
、当該ヒューズが溶断されている状態が、当該バイオセンサカートリッジが使用済みであ
ることを指示することを特徴とする、請求項１又は２に記載の生化学測定器。
【請求項４】
　前記ヒューズは、前記バイオセンサカートリッジのコネクタ接続検出回路と独立して設
けられていることを特徴とする、請求項３に記載の生化学測定器。
【請求項５】
　前記ヒューズは、前記バイオセンサカートリッジのコネクタ接続検出回路を兼ねている
ことを特徴とする、請求項３に記載の生化学測定器。
【請求項６】
　前記使用済み指示手段は、不揮発性メモリであり、当該不揮発性メモリに使用済みと書
き込まれている状態が、当該バイオセンサカートリッジが使用済みであることを指示する
であることを特徴とする、請求項１又は２に記載の生化学測定器。
【請求項７】
　前記生化学測定器本体の制御手段は、前記書込手段により前記使用済み指示手段に使用
済みを書き込ませたとき、前記生化学測定器本体内の記憶手段に、前記バイオセンサカー
トリッジの識別番号及び管理情報を書き込み、使用されたことがあるバイオセンサカート
リッジ生化学測定器本体に装着した場合、たとえ前記使用済み指示手段が使用済みを指示
していても、装着されているバイオセンサカートリッジの識別番号が、前記生化学測定器
本体内の記憶手段に記憶されているバイオセンサカートリッジの識別番号と一致し、前記
生化学測定器本体内の記憶手段に記憶されている前記管理情報から、当該バイオセンサカ
ートリッジが使用寿命に達していないと判断される場合、前記生化学測定器本体の表示装
置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示させないことを特徴とする、請求項１か
ら６の何れか一項に記載の生化学測定器。
【請求項８】
　前記生化学測定器は尿糖計であることを特徴とする、請求項１から７の何れか一項に記
載のバイオセンサカートリッジを使用する生化学測定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、バイオセンサを利用する尿糖計のような生化学測定器に関するものであり、
更に具体的には、バイオセンサカートリッジの再利用を防止する、バイオセンサカートリ
ッジを使用する生化学測定器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　バイオセンサを利用する尿糖計やほかの生化学測定器においては、バイオセンサには、
感度のばらつきがあり、それが経時的に変化乃至劣化していき、また、使用開始からの測
定回数並びに経過時間に寿命がある。そのため、尿糖計に用いるバイオセンサは、使い捨
てではないが、測定回数、使用開始からの経過時間に関して一定の寿命を予め設定してい
る。従って、測定の信頼性を確保するためには、予め設定した測定回数並びに経過時間を
越えたら、バイオセンサを交換する必要がある。なお、感度のばらつきに関しては、使用
を開始する段階と、一定時間または一定回数毎に較正をする必要がある。
【０００３】
　従来、家庭用の或るデジタル尿糖計では、バイオセンサの寿命に対して以下のような対
策を講じている。尿糖計の本体装置に不揮発性メモリと時間を計測するクロックと表示装
置とを搭載し、本体装置にバイオセンサカートリッジを装着した時刻を記録し、本体装置
内のクロック機能により、バイオセンサカートリッジを装着した時刻から経過時間を計測
する。バイオセンサの寿命に相当する一定期間が過ぎた後に、尿糖計の本体の表示装置に
バイオセンサカートリッジの交換の警告を表示すると共に、計測ができなくなるようにし
て、新しいバイオセンサと交換するように促していた。また、測定した回数をメモリに記
憶させ、一定回数を超えたならば、同様に、表示装置にバイオセンサカートリッジの交換
の警告を表示すると共に、計測ができなくなるようにして、新しいバイオセンサと交換す
るように促していた。
【０００４】
　また、特許第２５４１０８１号公報には、採取した血液に浸漬して、糖の酵素反応によ
る電流値の変化から血糖値を測定するバイオセンサが開示されている。この例では、バイ
オセンサ自体が、バイオセンサを管理するデータ（例えば、バイオセンサの製造年月日、
ロット番号、バイオセンサの保存有効期限、バイオセンサ特性などの製造時に記憶する内
容）と測定結果（更には、測定した日時、連続使用時間など）を記録するメモリを備えて
おり、例えば、測定時間の積算をデータ記憶用メモリ内の管理データと照合してバイオセ
ンサの使用寿命を使用者に知らせるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第２５４１０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上述したデジタル尿糖計のような従来の生化学測定器では、バイオセンサ寿命
が過ぎた後に、一旦バイオセンサを外し、また取り付けても、本体装置は、既に寿命使用
時間又は寿命使用回数が過ぎた使用済みバイオセンサであるのか、未使用の新しいバイオ
センサであるのかの判別がつかないため、新しいバイオセンサとして認識し、更に継続使
用ができてしまうという欠点があった。バイオセンサは使用中に徐々に性能が劣化してい
く為に、寿命使用時間又は寿命使用回数を過ぎたバイオセンサの使用は、性能上の問題だ
けでなく、測定結果が信頼できない。しかし、ユーザが誤って使用済みバイオセンサを一
旦外して再度取り付けて使用しても、表面上は正常に動作してしまっていた。
【０００７】
　また、上述した特許第２５４１０８１号公報に開示されているバイオセンサは、バイオ
センサ自体がメモリを内蔵して、バイオセンサの製造年月日とバイオセンサの保存有効期
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限とから、使用期限過ぎであることを知らせることができる。しかし、未使用のまま保存
有効期限が経過した場合には有効であるが、使用開始からの測定回数並びに経過時間に寿
命がある場合には対応できない。
【０００８】
　一方、特許第２５４１０８１号公報のバイオセンサは、測定専門機関において多量のサ
ンプル血液を処理するためのものであり、大型生化学測定器のバイオセンサ部分であると
理解できる。そのために家庭用尿糖計のような家庭用の生化学測定器に関しては全く考慮
されていない。
　また、或る種のバイオセンサでは、異常温度が長時間続いた場合、バイオセンサの性能
が劣化して使えなくなる可能性があるが、その対策は取られていなかった。
【０００９】
　更に、或る種のバイオセンサは、保管中は保存液に浸漬しておく必要があり、保存液か
ら取り出して放置しておくとバイオセンサが乾燥することにより、バイオセンサに重大な
ダメージを与え、性能を満たせなくなる可能性がある。しかし、従来、その対策も取られ
ていなかった。
【００１０】
　更に、保存液に浸漬されている状態での測定値が異常値を示した場合、そのバイオセン
サは故障している可能性が高いが、異常値を示した時にエラー表示をするのみで、その後
に正常値に復帰した場合、故障している可能性が高いにも関わらず、測定できてしまうよ
うになっていた。そのため、ユーザは、測定結果の信頼性に問題があることも知らずに、
測定結果を信用して、誤った対策を講じる恐れがあった。
【００１１】
　そこで、本発明は、使用不能なバイオセンサカートリッジの再利用を防止することがで
きる、バイオセンサカートリッジを使用する生化学測定器を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によるならば、バイオセンサを含むバイオセンサカートリッジが生化学測定器本
体に着脱自在に接続されるよう構成されている、バイオセンサカートリッジを使用する生
化学測定器において、前記バイオセンサカートリッジは、当該バイオセンサカートリッジ
が使用済みであることを指示する使用済み指示手段を内蔵しており、前記生化学測定器本
体は、前記使用済み指示手段に使用済みを書き込む書込手段を有しており、前記生化学測
定器本体の制御手段は、前記使用済み指示手段が使用済みを指示していないバイオセンサ
カートリッジが前記生化学測定器本体に接続されているとき、前記書込手段により前記使
用済み指示手段に使用済みを書き込ませ、一方、前記使用済み指示手段が使用済みを指示
しているバイオセンサカートリッジが前記生化学測定器本体に接続されたとき、前記生化
学測定器本体の制御手段は、当該バイオセンサカートリッジの前記使用済み指示手段を確
認して、前記生化学測定器本体の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示
して、使用済みのバイオセンサカートリッジを使用して測定が行われることを防止するこ
とができるように構成されていることを特徴とする生化学測定器が提供される。
【００１３】
　本発明の実施例において、前記生化学測定器本体の制御手段は、新品のバイオセンサカ
ートリッジが前記生化学測定器本体に接続されているとき、当該書込手段により前記使用
済み指示手段に使用済みを書き込ませることができる。
【００１４】
　かかる態様の場合、本発明の１つの実施例において、前記使用済み指示手段は、ヒュー
ズであり、前記書込手段は、ヒューズ溶断手段であり、当該ヒューズが溶断されている状
態が、当該バイオセンサカートリッジが使用済みであることを指示する。
【００１５】
　前記ヒューズは、前記バイオセンサカートリッジのコネクタ接続検出回路と独立して設
けることも、又は、前記バイオセンサカートリッジのコネクタ接続検出回路を兼ねること
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も可能である。
【００１６】
　本発明の別の１つの実施例において、前記使用済み指示手段は、不揮発性メモリであり
、当該不揮発性メモリに使用済みと書き込まれている状態が、当該バイオセンサカートリ
ッジが使用済みであることを指示する。
【００１７】
　本発明の更に別の１つの実施例において、前記生化学測定器本体の制御手段は、前記書
込手段により前記使用済み指示手段に使用済みを書き込ませたとき、前記生化学測定器本
体内の記憶手段に、前記バイオセンサカートリッジの識別番号及び管理情報を書き込み、
使用されたことがあるバイオセンサカートリッジ生化学測定器本体に装着した場合、たと
え前記使用済み指示手段が使用済みを指示していても、装着されているバイオセンサカー
トリッジの識別番号が、前記生化学測定器本体内の記憶手段に記憶されているバイオセン
サカートリッジの識別番号と一致し、前記生化学測定器本体内の記憶手段に記憶されてい
る前記管理情報から、当該バイオセンサカートリッジが使用寿命に達していないと判断さ
れる場合、前記生化学測定器本体の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表
示させないことも可能である。
【００１８】
　本発明の更に別の１つの実施例において、前記使用済み指示手段は、前記バイオセンサ
カートリッジのバイオセンサ自体であり、前記書込手段は、過電流供給手段であり、当該
バイオセンサが前記過電流供給手段により破壊されている状態が、当該バイオセンサカー
トリッジが使用済みであることを指示する。
【００１９】
　本発明の別の態様において、前記生化学測定器本体の制御手段は、装着されているバイ
オセンサカートリッジが使用寿命に達したとき、当該バイオセンサカートリッジが使用済
みであると見做して、前記バイオセンサを前記過電流供給手段により破壊する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施例において、前記生化学測定器は尿糖計である。
【００２１】
　更に、本発明によるならば、バイオセンサを含むバイオセンサカートリッジが着脱自在
に接続されるよう構成されている、バイオセンサカートリッジを使用する生化学測定器に
おいて、前記バイオセンサカートリッジは、当該バイオセンサカートリッジが前記生化学
測定器に接続されている状態において、前記生化学測定器から読み書き可能な不揮発性の
記憶手段を有しており、前記バイオセンサカートリッジが前記生化学測定器に接続されて
いる状態において、前記生化学測定器は、前記不揮発性の記憶手段にアクセスして、前記
バイオセンサカートリッジが使用可能かどうか判断するための情報を読み取り、前記バイ
オセンサカートリッジが使用可能でない場合には、前記生化学測定器の表示装置に「バイ
オセンサカートリッジの交換」を表示するように構成されていることを特徴とする、バイ
オセンサカートリッジを使用する生化学測定器が提供される。
【００２２】
　本発明の１つの態様において、前記生化学測定器は、前記不揮発性の記憶手段に、使用
開始からの経過時間を決定できる情報を書き込み、且つ測定のたびに、記憶されている使
用回数を増分することができ、少なくとも前記生化学測定器の電源を投入したとき、前記
不揮発性の記憶手段にアクセスして、前記バイオセンサカートリッジに係わる、使用開始
からの経過時間を決定できる情報及び使用回数を読み出し、使用開始からの経過時間又は
使用回数が上限に達している場合には、前記生化学測定器の表示装置に「バイオセンサカ
ートリッジの交換」を表示するように構成されている。
【００２３】
　本発明のもう１つの態様において、前記生化学測定器は、前記不揮発性の記憶手段にエ
ラー状態を書き込み、少なくとも前記生化学測定器の電源を投入したとき、前記不揮発性
の記憶手段にアクセスして、前記バイオセンサカートリッジに係わるエラー情報を読み出
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し、読み出したエラー情報が前記バイオセンサカートリッジの使用不能を意味している場
合には、前記生化学測定器の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示する
。
【００２４】
　本発明の更にもう１つの態様において、前記バイオセンサカートリッジは、温度検出手
段を有しており、前記生化学測定器は、前記温度検出手段によりバイオセンサの温度を測
定し、温度測定値が、下限温度以下の場合には、前記不揮発性の記憶手段に設定された低
温用カウンタを増分し、温度測定値が、上限温度以上の場合には、前記不揮発性の記憶手
段に設定された高温用カウンタを増分し、前記低温用カウンタ又は前記高温用カウンタが
所定の値に達したとき、前記生化学測定器の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交
換」を表示する。
【００２５】
　上記した態様において、好ましくは、前記生化学測定器は、前記バイオセンサカートリ
ッジのバイオセンサが保存液内に浸漬されているかどうか検出する手段を有しており、前
記バイオセンサが保存液内に浸漬されていることを検出してから所定の時間が経過してか
ら、前記温度検出手段によるバイオセンサの温度の前記測定を行う。
【００２６】
　本発明の更にもう１つの態様において、前記生化学測定器は、前記バイオセンサカート
リッジのバイオセンサが保存液内に浸漬されているかどうか検出する手段を有しており、
所定の時間以上前記バイオセンサが保存液内に浸漬されていないことを検出したときには
、前記不揮発性の記憶手段にエラー情報を書き込むと共に、前記生化学測定器の表示装置
に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示する。
【００２７】
　本発明の更にもう１つの態様において、前記生化学測定器は、前記バイオセンサカート
リッジのバイオセンサが保存液内に浸漬されている状態において、前記バイオセンサカー
トリッジのバイオセンサに電圧を印加してその電流値を測定し、その測定電流値が異常を
表している場合、前記不揮発性の記憶手段にエラー情報を書き込むと共に、前記生化学測
定器の表示装置に「バイオセンサカートリッジの交換」を表示する。
【００２８】
　本発明の更にもう１つの態様において、前記生化学測定器は、前記不揮発性の記憶手段
に、前記バイオセンサカートリッジのバイオセンサが保存液内に浸漬されている状態の積
算時間を書き込み、少なくとも前記生化学測定器の電源を投入したとき、前記不揮発性の
記憶手段にアクセスして、浸漬されている状態の前記積算時間を読み出し、前記積算時間
が所定時間を越えている場合には、前記生化学測定器の表示装置に「バイオセンサカート
リッジの交換」を表示する。
【００２９】
　本発明の更にもう１つの態様において、前記生化学測定器は、前記不揮発性の記憶手段
に、バイオセンサのための較正係数、較正時点の経過時間、較正用測定回数を書き込む。
【００３０】
　上記した本発明の様々な態様において、好ましくは、前記不揮発性の記憶手段は、前記
バイオセンサカートリッジ内に設けられている不揮発性メモリである。
【発明の効果】
【００３１】
　上記した本発明によるならば、一回でも使用されたバイオセンサカートリッジが装着さ
れた場合には、使用済み指示手段が「バイオセンサカートリッジが使用済みである」こと
を指示しているので、バイオセンサカートリッジが新品でないとして、交換が指示される
。この場合、好ましくは、生化学測定器は測定不能状態にされる。従って、使用済みバイ
オセンサカートリッジが誤って再使用されることは決して生じない。
【００３２】
　上記した本発明によるならば、バイオセンサカートリッジ（例えば、その中に収容され
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ているバイオセンサ基板）に、センサ装着からの経過時間及び測定回数を記憶させる不揮
発性メモリを設けることにより、いったんセンサを外し、また取り付けても、既にセンサ
寿命が過ぎたセンサか否かの判断が付き、誤使用（不正使用）を防ぐことができる。
【００３３】
　異常温度に長時間さらされた場合、センサが保存液ボトルに収納されていない状態で放
置された場合、センサが保存液に浸漬されている状態で測定値がセンサ異常であるとされ
た場合、いったんセンサを外し、また取り付けても、センサの性能が劣化した可能性が大
であるか否かの判断が付き、誤使用（不正使用）を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明が適用される尿糖計を分解して示す外観図である。
【図２】本発明が適用される尿糖計の保管状態を示す外観図である。
【図３】本発明を実施できる尿糖計の実施例１の電子的な構成を示すブロック図である。
【図４】図１における表示部の表示形態を示す図である。
【図５】実施例１を実施するために利用可能なヒューズ回路の回路である。
【図６】本発明の実施例１の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明を実施できる尿糖計の実施例２の電子的な構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施例２の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明を実施できる尿糖計の実施例３の電子的な構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施例３の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図１１】本発明を実施できる尿糖計の実施例４の電子的な構成を示すブロック図である
。
【図１２】本発明の実施例４の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施例５の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施例６の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施例７の動作についての手順を示すフローチャートである。
【図１６】本発明を実施できる尿糖計の実施例８の電子的な構成を示すブロック図である
。
【図１７】本発明の実施例８の動作についての手順を示すフローチャートである。
【実施例】
【００３５】
　以下、本発明を適用した生化学測定器として家庭用デジタル尿糖計を例に本発明を説明
する。なお、一般家庭で使用可能なデジタル尿糖計は、既に市販されており、また、様々
なデジタル尿糖計が多くの特許出願で既に提案されている。本発明を適用した家庭用デジ
タル尿糖計において、尿糖測定に係わるその心臓部分は、従来公知のものであり、例えば
、本件出願人の以下の特許文献ほかに開示されているので、特許文献をここに引用して、
尿糖測定に係わる詳細な説明は省略する。
【特許文献２】特開２００６－０４７１２５公報
【特許文献３】特開２００６－１５３８４９公報
【００３６】
実施例１
　図１及び図２は、本発明を実施する尿糖計の外観図であり、図３は電気的な構成を示す
ブロック図であり、図４は表示部の表示形態を示す部分拡大図である。
　図示の尿糖計１は、図１に示すように、尿中糖分を電気化学的に検出するバイオセンサ
カートリッジ１１と、バイオセンサカートリッジ１１による検出に基づいて尿中糖分濃度
の測定・表示を行い且つ測定の際に尿糖計を保持する部分となる尿糖計本体２１とによっ
て構成される。バイオセンサカートリッジ１１が交換できるように、バイオセンサカート
リッジ１１と尿糖計本体２１とは、図１に示すように互いに分離可能であり且つ図２に示
すように互いに結合可能である。なお、図示の尿糖計１は、使用しない時には、図２に示
すように、磁石４２を有するスタンド４１にバイオセンサカートリッジ１１を挿入するこ
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とにより保管できるようになされている。そして、このスタンド４１には、保存液を入れ
たボトルが内蔵されており、尿糖計１をスタンド４１に正しく挿入したとき、バイオセン
サカートリッジ１１の（後述する尿糖バイオセンサ１３及びサーミスタ１４を少なくとも
含む）先端部分が、内蔵ボトル内の保存液に浸漬されるように構成されている。
【００３７】
　図３のブロック図に示すように、バイオセンサカートリッジ１１は、尿糖バイオセンサ
１３、サーミスタ１４、スタンド検出リードスイッチ１５、コネクタ１６及びコネクタ接
続検出回路１７を、図１に示すハウジング１２内に収容しており、更に本発明によりヒュ
ーズ１００をハウジング１２内に収容している。また、尿糖計本体２１は、電源２３、操
作ボタン２４（２４ａ、２４ｂ）、Ｄ／Ａ変換装置２５、バイオセンサ駆動回路２６、Ａ
／Ｄ変換装置２７、ブザー２８、ＬＣＤ表示装置２９、外部入出力インターフェース端子
３０、コネクタ３１及びマイクロコンピュータ３２を、図１に示すハウジング２２内に収
容している。更に、本発明により、ヒューズ検出兼溶断回路１０６が更に設けられている
。
【００３８】
　尿糖バイオセンサ１３は寿命があり、使用限度に達するとＬＣＤ表示装置２９にバイオ
センサ交換の旨の表示がなされる。その場合、使用者はバイオセンサカートリッジ１１を
尿糖計本体２１から取り外し、新しいバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に
取り付ける。バイオセンサカートリッジ１１と尿糖計本体２１は電気的に接続されるので
、交換に際してはバイオセンサカートリッジ１１のコネクタ１６を尿糖計本体２１のコネ
クタ３１に容易に接続できるのが好ましい。又、バイオセンサカートリッジ１１には尿や
洗浄水が掛けられるので、バイオセンサカートリッジ１１と尿糖計本体２１との間は防水
性に優れていなければならず、その防水性はバイオセンサカートリッジ１１を何度交換し
ても常に維持される必要がある。
【００３９】
　また、尿糖計本体２１に内蔵された電池の寿命がきた場合、新しい電池と交換する必要
があるが、この電池の交換も使用者が容易に行えるように配慮しておくことが望ましい。
即ち、電池を尿糖計本体２１から容易に取り出せると共に、新しい電池を尿糖計本体２１
に容易に装着できることが好ましい。
【００４０】
　尿糖バイオセンサ１３は、尿中の夾雑物質の影響を排除して、低中高の広範囲に渡る尿
中糖分濃度について検出する。尿糖バイオセンサ１３は酵素を尿成分検知用のバイオセン
サとして構成したものである。サーミスタ１４は、測定の際における尿の温度を検出し、
尿糖バイオセンサ１３の温度特性を補正するためのものである。
【００４１】
　スタンド検出リードスイッチ１５は、スタンド４１に尿糖計１を収納したときに、磁石
４２による磁場の影響で例えばオフ状態（又はオン状態）になり、スタンド検出リードス
イッチ１５のオフ状態（又はオン状態）を認識してマイクロコンピュータ３２は、電力消
費を極力少なくするようにＬＣＤ表示装置２９をオフ状態にし且つクロックの周波数を大
幅に下げるなどの省電力対策を講じるが、マイクロコンピュータ３２は完全なスリープ状
態には置かれず、本発明の機能を実現するために必要な機能は維持する。スタンド４１か
ら尿糖計１を取り出すと、スタンド検出リードスイッチ１５は磁石４２による磁場の影響
下から離脱して、オン状態（又はオフ状態）になり、スタンド検出リードスイッチ１５の
オン状態（又はオフ状態）を認識してマイクロコンピュータ３２は、尿糖計の全機能を回
復させ、モード設定、較正及び尿中糖分濃度の測定等を可能とする。
【００４２】
　電源２３は、電池であり、尿糖計１の電気系統各部に電力を供給する。操作ボタン２４
（２４ａ、２４ｂ）は、押されたことを検出し、モードや食事内容を選択して設定登録し
たり、較正したりするためのものである。Ｄ／Ａ変換装置２５は、マイクロコンピュータ
３２からのデジタル信号（駆動信号）をアナログ信号（駆動信号）に変換して出力する。
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バイオセンサ駆動回路２６は、Ｄ／Ａ変換装置２５からの駆動信号に基づいて尿糖バイオ
センサ１３に駆動信号を供給するとともに、尿糖バイオセンサ１３にて検出された検出信
号を受けてＡ／Ｄ変換装置２７に出力する。
【００４３】
　Ａ／Ｄ変換装置２７は、バイオセンサ駆動回路２６からのアナログ信号（検出信号）を
デジタル信号（検出信号）に変換して出力する。ブザー２８は、マイクロコンピュータ３
２からの信号に基づいて、例えば尿糖測定をする旨を報知するためのブザー音を発生する
。ＬＣＤ表示装置２９は、マイクロコンピュータ３２からの信号に基づいて、較正の状況
、測定の状況、バイオセンサ交換の告知、電池交換の告知、尿糖測定結果の告知及び判定
結果の告知を表示する。
【００４４】
　より具体的に詳述すると、図４に示す表示内容のうち、「基準あわせ」及びその上の「
水滴マーク」を較正時に点灯することによって較正の状況を表示する。また、「準備中」
、「測定」、「洗浄」又は「終了」のいずれかを測定過程中に点灯することによって測定
の状況を表示する。更に、尿糖バイオセンサ１３の交換時期に「センサ交換」を点灯する
ことによってバイオセンサカートリッジ１１交換の告知を表示する。更に、交換時期に「
電池マーク」を点灯することによって電池交換の告知を表示する。更に、中央に「１３４
７」と例示してある「４桁の数字」にて尿糖変化値、基準尿糖変化値又は通常尿糖変化値
を各々の測定後に点灯することによって尿糖測定結果の告知を表示する。更に、３つの「
三角マーク」のうちハウジング２２に印刷された判定内容に該当する位置するものを各々
の判定後に点灯することによって選択モードの状況を表示する。
【００４５】
　外部入出力インターフェース端子３０は、マイクロコンピュータ３２内の外部入出力イ
ンターフェース３８をパーソナルコンピュータ等の外部機器（不図示）と接続するための
ものであり、マイクロコンピュータ３２と外部機器との間で各種データ（外部機器からの
入力データや尿糖計１からの尿糖測定結果・判定結果等の出力データ）の通信を行うため
のものである。コネクタ１６と３１とが接続されると、尿糖バイオセンサ１３がセンサ駆
動回路２６に接続され、ヒューズ１００がヒューズ検出兼溶断回路１０６に接続され、更
に、サーミスタ１４、スタンド検出リードスイッチ１５及びコネクタ接続検出回路１７が
、マイクロコンピュータ３２のそれぞれ対応するポートに接続されて、バイオセンサカー
トリッジ１１と尿糖計本体２１との間が電気的に接続される。コネクタ接続検出回路１７
は、コネクタ１６とコネクタ３１とが接続状態となっているかを検出する。
【００４６】
　マイクロコンピュータ３２は、上記特許文献３と同様に、各種尿糖値や各種可否判定等
を演算し、かつ、各種を制御する演算及び制御装置３３、制御及び演算用プログラム等を
記憶するＲＯＭ３４、演算結果・外部より読み込んだプログラム等を一時的に記憶するＲ
ＡＭ３５、各種報知のために計時するクロック３６、選択されたモードや食事内容・演算
した各種尿糖値・判定した判定結果等を更新されるまで記憶する補助記憶装置３７、パー
ソナルコンピュータ等の外部機器と各種データ（外部機器からの入力データや尿糖計１か
らの尿糖測定結果・判定結果等の出力データ）の通信をする外部入出力インターフェース
３８、電気系統各部につながるポート等（不図示）を備えており、食直前尿糖値・食後尿
糖値・基準食前尿糖値・基準食後尿糖値・通常食前尿糖値・通常食後尿糖値を測定すべき
旨の報知、食前尿糖値・食直前尿糖値・食後尿糖値・基準食前尿糖値・食直前尿糖値・基
準食後尿糖値・通常食前尿糖値・通常食直前尿糖値・通常食後尿糖値の測定、尿糖変化値
（食後尿糖値と食直前尿糖値との差）・基準尿糖変化値（基準食後尿糖値と基準食直前尿
糖値との差）・通常尿糖変化値（通常食後尿糖値と通常食直前尿糖値との差）・食差尿糖
変化値（通常尿糖変化値と基準尿糖変化値との差）の演算、尿糖変化値に基づいた身体内
の糖量変化の可否について、食差尿糖変化値に基づいた通常の食事内容の可否についての
判定、及びこれら演算・判定結果の出力に係わる制御等の処理を行う。
【００４７】
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　上述したように、本発明により、ヒューズ１００とヒューズ検出兼溶断回路１０６が設
けられている。図５は、そのようなヒューズとヒューズ検出兼溶断回路との接続の例を図
示するものである。ヒューズ１００の一端１０４は、高抵抗（例えば３．３ＭΩ）１０２
を介して、電源２３の高電圧側（例えば＋３．３Ｖ）に接続され、ヒューズ１００の他端
は接地されている。このヒューズ回路において、ヒューズ１００のみが、バイオセンサカ
ートリッジ１１側に設けられ、その他の回路は、尿糖計本体２１側に設けられている。ま
た、図３においては、高抵抗１０２ほかの回路部分は省略してある。従って、ヒューズ１
００の一端１０４が、コネクタ１６及び３１を介して、高抵抗１０２の一端に接続され、
ヒューズ１００の一端１０４すなわちヒューズ１００と高抵抗１０２との接続点が、同じ
く本体２１側に設けられ且つマイクロコンピュータ３２により制御されるヒューズ検出兼
溶断回路１０６に接続される。そのヒューズ１００は、高抵抗１０２の抵抗値に比較して
、十分に低い抵抗値を有し、例えば＋３．３Ｖのような高電圧側電圧で溶断可能な材料又
は構造につくられている。
【００４８】
　それ故、ヒューズが溶断されていない状態では、ヒューズ１００と高抵抗１０２との接
続点（１０４）の電位は、接地電位である。従って、バイオセンサカートリッジ１１が本
体２１に装着されたとき、接続点（１０４）の電位が接地電位であることをヒューズ検出
兼溶断回路１０６を介して検出した場合、マイクロコンピュータ３２は、バイオセンサカ
ートリッジ１１が新品であると判断することができる。そして、新品のバイオセンサカー
トリッジ１１が装着されたとき、マイクロコンピュータ３２は、検出兼溶断回路１０６を
介して接続点（１０４）に＋３．３Ｖを印加して、ヒューズを溶断する。ヒューズが溶断
された状態では、ヒューズ１００と高抵抗１０２との接続点（１０４）の電位は、高電圧
側（例えば＋３．３Ｖ）電位である。従って、そのようなヒューズが溶断されたバイオセ
ンサカートリッジ１１が本体２１に装着されたとき、接続点１０４の電位が高電圧側（例
えば＋３．３Ｖ）電位であることを検出兼溶断回路１０６を介して検出した場合、マイク
ロコンピュータ３２は、バイオセンサカートリッジ１１が使用済であると判断することが
できる。
【００４９】
　以下、本発明の実施例１の動作を説明するが、尿糖値の測定方法自体並びに上記した各
種の値を求める方法は、上記した特許文献３に詳細に説明されているので、特許文献３を
ここに引用して説明を省略する。
【００５０】
　本発明は、家庭用のデジタル尿糖計に、使用済のバイオセンサカートリッジが使用され
ることがないようにするものであり、以下、図６のフローチャートを参照して説明する。
なお、未使用のバイオセンサカートリッジ１１のヒューズ１００は、溶断されておらず、
導通状態にある。一方、使用済みのバイオセンサカートリッジ１１のヒューズ１００は、
溶断されており、非導通状態にある。
【００５１】
　尿糖計本体２１の電源をオンする前又は後に新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿
糖計本体２１に装着した場合
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１にバイオセンサカートリッジ１
１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検出でき
るかどうかにより判定する。コネクタ接続検出回路１７が検出できない場合この処理が繰
り返される。
【００５２】
　一方、バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合又はバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着された場合、マイクロコンピュータ３２は、検出兼溶断回路１０６を介し
て、ヒューズ１００が導通状態にあるどうか検査する。図５の回路の場合、接続点（１０
４）の電位が接地電位であることをヒューズ検出兼溶断回路１０６を介して検出した場合
、マイクロコンピュータ３２は、ヒューズ１００が導通状態にあると判断する。一方、ヒ
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ューズ１００と高抵抗１０２との接続点（１０４）の電位が、高電圧側（例えば＋３．３
Ｖ）電位であることをヒューズ検出兼溶断回路１０６を介して検出した場合、マイクロコ
ンピュータ３２は、ヒューズ１００が非導通状態（断線状態）にあると判断する。
【００５３】
　ヒューズ１００が導通状態にある場合は、装着されているバイオセンサカートリッジ１
１が新品（未使用）であることを意味し、次のステップに進み、マイクロコンピュータ３
２は、ヒューズ検出兼溶断回路１０６を介してヒューズ１００を溶断する。図５の回路の
場合、検出兼溶断回路１０６を介して接続点（１０４）に＋３．３Ｖを印加して、ヒュー
ズ１００を溶断する。
【００５４】
　一方で、マイクロコンピュータは、使用開始年月日ほかのバイオセンサカートリッジの
管理情報を補助記憶装置３７に書き込み、更に、補助記憶装置３７に測定回数カウンタを
設定して、「使用回数ゼロ回」としておく。
【００５５】
　次いで、使用開始年月日時を現在の年月日時と比較して、使用開始からの経過日数を求
めて、寿命使用時間（例えば６０日）と比較する。バイオセンサカートリッジ１１は新品
であるこの場合、当然、寿命使用時間には達していないので、次にステップに進み、測定
が行われたどうかを判定する。測定が行われた場合には、補助記憶装置３７の測定回数カ
ウンタを１増分する。
【００５６】
　測定が行われなかった場合、及び、補助記憶装置３７の測定回数カウンタを１増分した
後、補助記憶装置３７の測定回数カウンタに記録されている使用回数を使用限度回数すな
わち寿命使用回数（２００回）と比較する。バイオセンサカートリッジ１１は新品である
この場合、当然、寿命使用回数には達していないので、処理は、寿命使用時間に達してい
るかどうか判別するステップに戻る。電源を切らない限り、「寿命使用時間に達したか？
」、「測定したか？」、「寿命使用回数に達したか？」の３つのステップを繰り返す。
【００５７】
　上述したようにスタンド４１に尿糖計１を収納した場合、スタンド検出リードスイッチ
１５は、磁石４２による磁場の影響で例えばオフ状態（又はオン状態）になり、マイクロ
コンピュータ３２は、スタンド検出リードスイッチ１５のオフ状態（又はオン状態）を検
出して、スタンド４１に尿糖計１が収納されていることを認識する。マイクロコンピュー
タ３２は、電力消費を極力少なくするようにＬＣＤ表示装置２９をオフ状態にし、クロッ
クの周波数を大幅に下げるなどの省電力対策を講じるが、マイクロコンピュータ３２は完
全なスリープ状態には置かれず、大幅に下げられた周波数のクロックを使用した計時機能
を維持し、且つ「寿命使用時間に達したか？」、「測定したか？」、「寿命使用回数に達
したか？」の３つのステップを繰り返す。
【００５８】
　バイオセンサカートリッジ１１が寿命使用時間又は寿命使用回数に達した場合、処理は
、「センサを外す指示」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測
定不能状態にする。
【００５９】
　センサを外す指示を出した後は、センサが装着されているかどうか判定する動作を繰り
返す。バイオセンサカートリッジ１１が取り外されたならば、「センサを外す指示」を消
して、電源投入直後の「センサが装着されているかどうかの判定動作」に戻る。
【００６０】
　従って、スタンド４１に尿糖計１が収納されている状態の間に寿命使用時間に達した場
合には、スタンド４１から尿糖計１を引き出したとき、それをスタンド検出リードスイッ
チ１５が検出し、マイクロコンピュータは、全機能を回復して、「センサを外す指示」す
なわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。
【００６１】



(12) JP 2013-257339 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

　尿糖計本体２１の電源をオンする前又は後に、一回でも使用したバイオセンサカートリ
ッジ１１を尿糖計本体２１に装着した場合
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１にバイオセンサカートリッジ１
１が装着されているかどうかを判定する。
　バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合又はバイオセンサカートリッジ１
１が装着された場合、マイクロコンピュータ３２は、検出兼溶断回路１０６を介して、ヒ
ューズ１００が導通状態にあるどうか検査する。
【００６２】
　一回でも使用したバイオセンサカートリッジ１１が装着された場合、ヒューズは既に溶
断されているので、マイクロコンピュータ３２は、ヒューズ１００が非導通状態（断線状
態）にある、すなわち、「バイオセンサカートリッジ１１は新品でない」と判断する。
【００６３】
　次いで、マイクロコンピュータは、「センサを外す指示」すなわち表示装置の「センサ
交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。
【００６４】
　センサを外す指示を出した後は、センサが装着されているかどうか判定する動作を繰り
返す。バイオセンサカートリッジ１１が取り外されたならば、「センサを外す指示」を消
して、電源投入直後の「センサが装着されているかどうかの判定動作」に戻る。
【００６５】
　以上のように、一回でも使用されたバイオセンサカートリッジ１１が装着された場合に
は、ヒューズは溶断されているので、バイオセンサカートリッジ１１が新品でないとして
、交換が指示されると共に、尿糖計は測定不能状態にされる。従って、使用済みバイオセ
ンサカートリッジが誤って再使用されることは決して生じない。
【００６６】
　更に、新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着して尿糖計を使用
して一旦尿糖計本体２１の電源をオフした後に、尿糖計を使用するために尿糖計本体２１
の電源をオンした場合、尿糖計本体２１の電源をオフしている期間を計時できないので寿
命使用時間を経過しているかどうかわからないが、本実施例の場合、ヒューズは溶断され
ているので、バイオセンサカートリッジ１１が新品でないとして、交換が指示されると共
に、尿糖計は測定不能状態にされる。従って、寿命使用時間を経過しているかどうかわか
らなくなっている使用途中のバイオセンサカートリッジが再使用されることを防止できる
。
【００６７】
実施例２
　図３に示す上記した実施例１の回路において、独立したヒューズ１００を設ける代わり
に、コネクタ接続検出回路１７内にヒューズを設けることも可能である。
【００６８】
　図７は、コネクタ接続検出回路１７内にヒューズを設けた実施例２の回路図であり、実
施例１と相違する実施例２の部分のみを説明する。図５に示すヒューズ回路は、それ自体
、コネクタ接続検出回路１７として利用できる。すなわち、コネクタ接続検出回路１７を
ヒューズ１００で構成する。一方、ヒューズ１００で構成されるコネクタ接続検出回路１
７は、マイクロコンピュータにより制御されるヒューズ検出兼溶断回路１０６に接続され
る。その他の構成は、実施例１と同一であるので、説明を省略する。
【００６９】
　図８は、図７に示す本発明の実施例２の動作を図解するフローチャートである。実施例
１と相違する実施例２の動作のみを説明する。
【００７０】
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１に新品のバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７すな
わちヒューズ１００が検出できるかどうかにより判定する。この処理が繰り返される。
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【００７１】
　図５の回路のようにコネクタ接続検出回路１７がヒューズ１００で構成されている場合
、接続点（１０４）の電位が接地電位であることをヒューズ検出兼溶断回路１０６を介し
て検出した場合、マイクロコンピュータ３２は、ヒューズ１００が導通状態にあると判断
する。ヒューズ１００が導通状態にある場合は、新品のバイオセンサカートリッジ１１が
装着されていることを意味し、次のステップに進む。
【００７２】
　一方、ヒューズ１００と高抵抗１０２との接続点（１０４）の電位が、高電圧側（例え
ば＋３．３Ｖ）電位であることをヒューズ検出兼溶断回路１０６を介して検出した場合、
マイクロコンピュータ３２は、ヒューズ１００が非導通状態（断線状態）にある、すなわ
ち、「バイオセンサカートリッジ１１は新品でない」と判断し、「センサを外す指示」す
なわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。その他
の動作は、実施例１と同様であるので、説明を省略する。
【００７３】
　この実施例２の場合も、使用済みのバイオセンサカートリッジ１１が装着された場合に
は、コネクタ接続検出回路１７のヒューズは溶断されているので、新品のバイオセンサカ
ートリッジ１１が装着されていないと判断し、交換が指示されると共に、尿糖計は測定不
能状態にされる。従って、使用済みバイオセンサカートリッジが誤って再使用されること
は決して生じない。
【００７４】
　更に、新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着して尿糖計を使用
して一旦尿糖計本体２１の電源をオフした後に、尿糖計を使用するために尿糖計本体２１
の電源をオンした場合、尿糖計本体２１の電源をオフしている期間を計時できないので寿
命使用時間を経過しているかどうかわからないが、本実施例２の場合も、コネクタ接続検
出回路１７がヒューズ１００は溶断されているので、新品のバイオセンサカートリッジ１
１が装着されていないとして、交換が指示されると共に、尿糖計は測定不能状態にされる
。従って、寿命使用時間を経過しているかどうかわからなっている使用途中のバイオセン
サカートリッジが再使用されることを防止できる。すなわち、この実施例２は、実施例１
と同様な効果を達成する。
【００７５】
実施例３
　図３に示す上記した実施例１の回路において、独立したヒューズ１００の代わりに、不
揮発性メモリをバイオセンサカートリッジ１１内に設けることも可能である。
【００７６】
　図９は、ヒューズ１００の代わりに、不揮発性メモリとしてＥＰＲＯＭ１０８をバイオ
センサカートリッジ１１内に設けた実施例３の回路図である。ＥＰＲＯＭを使用した理由
は、後述する説明からわかるように、その不揮発性メモリ１０８に書き込んだ内容を書き
直す必要がないからであり、消去可能なＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリを使用すること
も可能である。更に、実施例１のヒューズ検出兼溶断回路１０６が設けられていない。そ
の他の構成は、実施例１と同一であるので、説明を省略する。
【００７７】
　図１０は、図９に示す本発明の実施例３の動作を図解するフローチャートである。実施
例１と相違する実施例３の動作のみを説明する。
【００７８】
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１に新品のバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検
出できるかどうかにより判定する。検出されない場合、この処理が繰り返される。
【００７９】
　一方、バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合又はバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着された場合、マイクロコンピュータ３２は、ＥＰＲＯＭ１０８にアクセス



(14) JP 2013-257339 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

して、ＥＰＲＯＭ１０８に書き込みがあるどうか検査する。ＥＰＲＯＭ１０８に書き込み
がない場合、マイクロコンピュータ３２は、新品のバイオセンサカートリッジ１１が装着
されていることを意味し、次のステップに進む。
【００８０】
　その次のステップにおいて、ヒューズを溶断する代わりに、実施例３では、マイクロコ
ンピュータは、ＥＰＲＯＭ１０８に「使用済み」を書き込む。
【００８１】
　一方、ＥＰＲＯＭ１０８に書き込みがあった場合、マイクロコンピュータ３２は、「バ
イオセンサカートリッジ１１は新品でない」と判断し、「センサを外す指示」すなわち表
示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。その他の動作は
、実施例１と同様であるので、説明を省略する。
【００８２】
　この実施例３の場合も、実施例１と同様な効果を達成することは理解できよう。
【００８３】
実施例４
　バイオセンサが寿命を過ぎたならば、バイオセンサを使用不能にすれば、寿命を過ぎた
使用済みのバイオセンサが使用されることは防止できる。かかる観点から、実施例４は、
バイオセンサが寿命を過ぎたならば、バイオセンサを使用不能にするものである。
【００８４】
　図１１は、実施例４の回路図である。実施例４では、実施例１のバイオセンサカートリ
ッジ１１に設けたヒューズ１００及びに尿糖計本体２１に設けたヒューズ検出兼溶断回路
１０６の代わりに、尿糖計本体２１側において、マイクロコンピュータ３２により制御さ
れる切替回路２００を、センサ駆動回路２６の出力とコネクタ３１との間に設け、更に、
電源２３から電力が供給され且つマイクロコンピュータ３２により制御される過電流回路
２０２を設け、その過電流出力を切替回路１００の他方の入力に接続している。マイクロ
コンピュータ３２は、通常はセンサ駆動回路２６の出力をコネクタ３１を介して尿糖セン
サ１３に供給するように切替回路１００を制御しており、尿糖センサ１３を破壊したいと
き、過電流回路１０２の過電流出力をコネクタ３１を介して尿糖センサ１３に供給するよ
うに切替回路１００を制御する。その他の構成は、実施例１と同一であるので、説明を省
略する。
【００８５】
　図１２は、図１１に示す本発明の実施例４の動作を図解するフローチャートである。実
施例１と相違する実施例４の動作のみを説明する。
【００８６】
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１に新品のバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検
出できるかどうかにより判定する。検出されない場合、この処理が繰り返される。
【００８７】
　一方、バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合又はバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着された場合、バイオセンサが正常かどうか判定する。この判定は以下のよ
うにして行われる。マイクロコンピュータ３２は、Ｄ／Ａ変換器２５に所定のデジタル信
号を供給して、センサ駆動回路２６を介して尿糖センサ１３を所定の電流で駆動する。尿
糖センサ１３を流れる電流は、センサ駆動回路２６を介してＡ／Ｄ変換器２７に送られえ
、尿糖センサ１３を流れる電流値を表すデジタル信号に変換されて、マイクロコンピュー
タ３２に送られる。そのマイクロコンピュータ３２は、尿糖センサ１３を流れる電流値が
正常値の範囲内にあるかどうか判別して、正常値の範囲内にある場合、マイクロコンピュ
ータ３２は、寿命を過ぎていないバイオセンサカートリッジ１１（新品のバイオセンサカ
ートリッジか、使用されてはいるが寿命を過ぎていないバイオセンサカートリッジか）が
装着されていると判断して、次のステップに進む。
【００８８】
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　その次のステップは、ヒューズを溶断するステップでなく、実施例４では、寿命使用時
間を過ぎているかどうか判定する。
【００８９】
　一方、尿糖センサ１３を流れる電流値が正常値の範囲内になかった場合、マイクロコン
ピュータ３２は、「バイオセンサは正常でない」と判断し、「センサを外す指示」すなわ
ち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。
【００９０】
　尿糖センサ１３を流れる電流値が正常値の範囲内にあって、「寿命使用時間に達したか
？」、「測定したか？」、「寿命使用回数に達したか？」の３つのステップを繰り返すル
ープに入った場合、「寿命使用時間に達した」又は「寿命使用回数に達した」と判定され
たとき、マイクロコンピュータは、切替回路１００と過電流回路１０２とを制御して、過
電流回路１０２を動作させて過電流を発生させる一方、切替回路１００に、過電流回路１
０２の過電流出力を選択させる。その結果、尿糖計センサ１３が破壊される。次いで、「
センサを外す指示」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不
能状態にする。
【００９１】
　そのように尿糖計センサ１３が破壊されたバイオセンサカートリッジ１１が装着された
場合、バイオセンサが正常かどうか判定したとき、尿糖センサ１３を流れる電流値が正常
値の範囲内にないので、「バイオセンサは正常でない」と判断されて、「センサを外す指
示」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。
その他の動作は、実施例１と同様であるので、説明を省略する。
【００９２】
　この実施例４の場合も、実施例１と同様な効果を達成することは理解できよう。
【００９３】
実施例５
　上記した尿糖計は電池動作であるので、電池交換が必要である。バイオセンサが未だ寿
命に達していない状態で、電池交換をした場合、上記した実施例１から３では、電池交換
をした後、電源を投入したとき、装着してあるバイオセンサカートリッジが使用済みであ
ると判定されて、バイオセンサカートリッジの交換が指示される。新しいバイオセンサカ
ートリッジを使用して数回しか測定していない状態で、バイオセンサカートリッジを交換
しなければならないことは、不経済である。実施例５はそのような事態が生じないように
、実施例１を更に改善したものである。この実施例５は、マイクロコンピュータ３２内に
補助記憶装置３７が不揮発性であることを除いて図３に示す実施例１の回路構成と同一回
路構成であるので、構成の図示と説明は省略し、動作のみを、図１３のフローチャートを
参照して説明する。
【００９４】
　新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着して、尿糖計本体２１の
電源をオンした場合
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１にバイオセンサカートリッジ１
１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検出でき
るかどうかにより判定する。バイオセンサカートリッジ１１が装着されていない場合には
、この処理が繰り返される。
【００９５】
　一方、バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合又はバイオセンサカートリ
ッジ１１が装着された場合、マイクロコンピュータ３２は、検出兼溶断回路１０６を介し
て、ヒューズ１００が導通状態にあるどうか検査する。
【００９６】
　ヒューズ１００が導通状態にある場合は、装着されているバイオセンサカートリッジ１
１が新品（未使用）であることを意味し、次のステップに進み、マイクロコンピュータ３
２は、ヒューズ検出兼溶断回路１０６を介してヒューズ１００を溶断する。
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【００９７】
　ヒューズ１００を溶断したならば、次のステップに進んで、尿糖計本体２１のメモリ、
例えば補助記憶装置３７に、バイオセンサカートリッジの識別番号（バイオセンサカート
リッジ１つ１つを弁別できる、例えばシリアル製品番号）と共に「センサが新品である」
と書き込むと共に、使用開始年月日ほかのバイオセンサカートリッジの管理情報を書き込
み、更に、補助記憶装置３７に測定回数カウンタを設定して、「使用回数ゼロ回」として
おく。
【００９８】
　次いで、使用開始年月日時を現在の年月日時と比較して、使用開始からの経過日数を求
めて、寿命使用時間（例えば６０日）と比較する。バイオセンサカートリッジ１１は新品
であるこの場合、当然、寿命使用時間には達していないので、次にステップに進み、測定
が行われたどうかを判定する。測定が行われた場合には、補助記憶装置３７の測定回数カ
ウンタを１増分する。
【００９９】
　測定が行われなかった場合、及び、補助記憶装置３７の測定回数カウンタを１増分した
後、補助記憶装置３７の測定回数カウンタに記録されている使用回数を使用限度回数すな
わち寿命使用回数（２００回）と比較する。バイオセンサカートリッジ１１は新品である
この場合、当然、寿命使用回数には達していないので、処理は、寿命使用時間に達してい
るかどうか判別するステップに戻る。
【０１００】
　新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着して尿糖計を使用した後
、バイオセンサカートリッジ１１を装着したまま（例えば電池交換のために）一旦尿糖計
本体２１の電源をオフした後に、尿糖計本体２１の電源をオンした場合（この場合、新品
のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着して尿糖計を使用した時点で、
ヒューズは溶断されている）
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１にバイオセンサカートリッジ１
１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検出でき
るかどうかにより判定する。バイオセンサカートリッジ１１は装着されているので、マイ
クロコンピュータ３２は、検出兼溶断回路１０６を介して、ヒューズ１００が導通状態に
あるどうか検査する。この場合、ヒューズは既に溶断されているので、マイクロコンピュ
ータ３２は、ヒューズ１００が非導通状態（断線状態）にある、すなわち、「バイオセン
サカートリッジ１１は新品でない」と判断する。
【０１０１】
　この場合、マイクロコンピュータ３２は、バイオセンサカートリッジの識別番号を読み
取ると共に、更に、補助記憶装置３７にアクセスして、補助記憶装置３７に記憶されてい
る「バイオセンサカートリッジの識別番号」と照合し、且つ、補助記憶装置３７に「セン
サが新品である」と書き込まれているかどうかを確認する。新品のバイオセンサカートリ
ッジを装着した後、そのバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１から外していな
いので、マイクロコンピュータ３２は、「バイオセンサカートリッジの識別番号」の一致
を確認し、且つ補助記憶装置３７に「センサが新品である」と書き込まれていること確認
して、次のステップに進む。
【０１０２】
　その次のステップにおいて、使用開始年月日時を現在の年月日時と比較して、使用開始
からの経過日数を求めて、寿命使用時間（例えば６０日）と比較する。バイオセンサカー
トリッジ１１が寿命使用時間には達していない場合、次にステップに進み、測定が行われ
たどうかを判定する。測定が行われた場合には、補助記憶装置３７の測定回数カウンタを
１増分する。一方、バイオセンサカートリッジ１１が寿命使用時間に達していた場合、補
助記憶装置３７の「センサが新品である」との書き込みを消去する。
【０１０３】
　測定が行われなかった場合、及び、補助記憶装置３７の測定回数カウンタを１増分した
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後、補助記憶装置３７の測定回数カウンタに記録されている使用回数を使用限度回数すな
わち寿命使用回数（２００回）と比較する。バイオセンサカートリッジ１１が寿命使用回
数に達していない場合、処理は、寿命使用時間に達しているかどうか判別するステップに
戻る。一方、バイオセンサカートリッジ１１が寿命使用回数に達していた場合、補助記憶
装置３７の「センサが新品である」との書き込みを消去する。
【０１０４】
　補助記憶装置３７の「センサが新品である」との書き込みを消去した後、「センサを外
す指示」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にす
る。
　センサを外す指示を出した後は、センサが装着されているかどうか判定する動作を繰り
返す。バイオセンサカートリッジ１１が取り外されたならば、「センサを外す指示」を消
して、電源投入直後の「センサが装着されているかどうかの判定動作」に戻る。
【０１０５】
　この実施例５の場合、新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着し
て尿糖計を使用した後、バイオセンサカートリッジ１１を一旦尿糖計本体２１から外して
、再びそのバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着した場合も、新品状態
で尿糖計本体２１に装着されて使用された時点でヒューズが溶断されてはいるが、バイオ
センサカートリッジの同一性が確認されるので、使用することが可能である。
【０１０６】
　しかし、別の使用済みバイオセンサカートリッジ１１（ヒューズが溶断されている）を
尿糖計本体２１に装着した場合は、バイオセンサカートリッジの同一性が確認されないの
で、そのバイオセンサカートリッジは使用できない。一方、全く新品のバイオセンサカー
トリッジ１１を尿糖計本体２１に装着した場合には、新品のバイオセンサカートリッジ１
１を確認した後の処理は、ヒューズの溶断のステップに行くので、バイオセンサカートリ
ッジの識別番号と、補助記憶装置３７に記憶されている「バイオセンサカートリッジの識
別番号」との照合は行われない。一方、ヒューズ１００を溶断するステップの後は、尿糖
計本体２１のメモリ、例えば補助記憶装置３７に、バイオセンサカートリッジの識別番号
（バイオセンサカートリッジ１つ１つを弁別できる、例えばシリアル製品番号）と共に「
センサが新品である」を上書きすると共に、使用開始年月日ほかのバイオセンサカートリ
ッジの管理情報を書き込み、更に、補助記憶装置３７に測定回数カウンタを設定して、「
使用回数ゼロ回」として、新品のバイオセンサカートリッジ１１を尿糖計本体２１に装着
した場合の動作が行われる。
【０１０７】
実施例６及び実施例７
　実施例２及び実施例３も、実施例５のように改善することができる。実施例６及び実施
例７は、実施例２及び実施例３を、実施例５のように改善したものであり、図１４及び図
１５にそのフローチャートを示し、説明は省略する。
【０１０８】
実施例８
　図１６は、実施例８の電気的な構成を示すブロック図である。図９に示す実施例３との
比較からわかるように、図１６に示す実施例８は、図９に示す実施例３の必ずしも書き換
え可能である必要のない不揮発性メモリ１０８の代わりに、書き換え可能であるＥＥＰＲ
ＯＭ又はフラッシュメモリのような不揮発性メモリ１０８Ａを、図１に示すハウジング１
２内に収容している。なお、不揮発性メモリ１０８Ａは、メモリ容量がある場合には、使
用の方法によれば、書き換え可能である必要のないので、ＥＰＲＯＭで構成することも可
能である。
【０１０９】
　ＥＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリのような不揮発性メモリ１０８Ａは、本発明により
、バイオセンサカートリッジ１１に設けらたものであり、バイオセンサカートリッジ１１
すなわちバイオセンサの使用履歴を記録するものであり、マイクロコンピュータ３２によ
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ってシリアル通信によって読み書きされる。詳細には後述するように、バイオセンサカー
トリッジ１１が尿糖計本体２１に装着されて電気的に接続されると、マイクロコンピュー
タ３２は、不揮発性メモリ１０８Ａを読みにいき、装着されたバイオセンサカートリッジ
１１の使用履歴を確認する。そして、例えば、装着されたバイオセンサカートリッジ１１
が使用開始からの寿命使用回数又は寿命使用時間を越えていた場合には、バイオセンサカ
ートリッジの交換表示を表示装置２９にすると共に、尿糖計自体を測定不能状態に置く。
【０１１０】
　本発明の実施例８は、家庭用のデジタル尿糖計のバイオセンサがその使用寿命（使用開
始からの経過時間と測定回数）を過ぎて使用されることがないようにするものであり、以
下、図１７のフローチャートを参照して説明する。なお、未使用のバイオセンサカートリ
ッジ１１の不揮発性メモリ１０８Ａには、少なくとも製造年月日が予め記憶されており、
バイオセンサカートリッジ１１が尿糖計本体２１に装着されて使用され始めた後には、少
なくとも使用開始年月日時、使用回数が書き込まれており、更に必要に応じて以下に説明
する実施例のように様々な履歴が記録されている。
【０１１１】
　そのため、以下に説明する実施例においては、バイオセンサカートリッジ１１の不揮発
性メモリ１０８Ａには、製造年月日を記録する領域、使用開始年月日時を記憶する領域、
使用回数を記憶する領域（測定回数カウンタ）、低温異常を記憶する領域（低温用カウン
タ）、高温異常を記憶する領域（高温用カウンタ）、各種のエラーを記憶する領域（エラ
ー状態メモリ）が区分けされている。従って、スタンド４１に尿糖計１を挿入して保管し
ている状態で、尿糖計１の電源を切った場合、使用に先立ち尿糖計１の電源を入ると、過
去の使用回数などの使用履歴を調べて、使用寿命が過ぎておらず且つ使用履歴に問題がな
い場合には、バイオセンサを使用できるものである。又は、バイオセンサの使用寿命が過
ぎる前に一旦尿糖計本体２１から外されて、再び尿糖計本体２１に装着された場合でも、
使用寿命が過ぎていない場合には、再度装着された使用寿命が過ぎていないバイオセンサ
を再び使用できるものである。
【０１１２】
　尿糖計本体２１の電源をオンにすると、尿糖計本体２１にバイオセンサカートリッジ１
１が装着されているかどうかを判定する。これは、コネクタ接続検出回路１７が検出でき
るかどうかにより判定する。バイオセンサカートリッジ１１が装着されていない場合には
、この処理が繰り返される。一方、バイオセンサカートリッジ１１が装着されている場合
又はバイオセンサカートリッジ１１が装着された場合、バイオセンサカートリッジ１１の
不揮発性メモリ１０８Ａにアクセスして、その記憶内容を読み出す。
【０１１３】
　バイオセンサカートリッジ１１の製造年月日しか読み出せない場合は、装着されたバイ
オセンサカートリッジ１１が未使用であることを意味し、バイオセンサカートリッジ１１
の製造年月日から使用可能期間（例えば１年）が経過していないかどうか判定する。使用
可能期間が経過していた場合には、「センサを外す指示」すなわち表示装置の「センサ交
換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。使用可能期間が経過していない場合
には、そのときの年月日時を、バイオセンサカートリッジ１１の使用開始年月日時として
、バイオセンサカートリッジ１１の不揮発性メモリ１０８Ａに書き込み、次のステップへ
進む。
【０１１４】
　バイオセンサカートリッジ１１の不揮発性メモリ１０８Ａにアクセスしてその記憶内容
を読み出したとき、製造年月日以外に、使用開始年月日時が記録されていた場合には、そ
のバイオセンサカートリッジ１１は、使用中又は過去に使用されたことがあるバイオセン
サカートリッジ１１であることを意味している。その場合には、まず、製造年月日から使
用可能期間が経過していないかどうか判定し、使用可能期間が経過していない場合には、
使用開始年月日時を現在の年月日時と比較して、使用開始からの経過日数を求めて、寿命
使用時間（例えば６０日）と比較し、更に、使用回数を使用限度回数すなわち寿命使用回
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数（２００回）と比較する。寿命使用時間を過ぎているか又は寿命使用回数に達している
場合、「センサを外す指示」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計
を測定不能状態にする。
【０１１５】
　好ましくは、経過時間が所定期間（たとえば５３日）を過ぎた後、または、測定回数が
所定回数（たとえば１９０回）を越えた時に、例えば、表示装置の「センサ交換」を連続
点灯して、センサ交換の警告を出する一方、尿糖計自体は測定可能状態に維持し、更にセ
ンサ寿命を表わす寿命使用時間（たとえば６０日）が過ぎた後、または、測定回数がセン
サ寿命を表わす寿命使用回数（たとえば２００回）を越えた時に、例えば、表示装置の「
センサ交換」を明滅させる一方、尿糖計を測定不能状態にする。
【０１１６】
　寿命使用時間を過ぎておらず且つ寿命使用回数に達していない場合には、後述するよう
な使用履歴異常があるかどうか判定する。使用履歴異常がある場合、「センサを外す指示
」すなわち表示装置の「センサ交換」を表示する一方、尿糖計を測定不能状態にする。
【０１１７】
　使用履歴異常がない場合、次のステップへ進む。尿糖計本体２１のマイクロコンピュー
タは、時間経過を計測する。例えば、１０分に１度、バイオセンサカートリッジ１１の不
揮発性メモリ１０８Ａにアクセスして、バイオセンサ装着以降すなわち使用開始年月日時
からの経過時間を書き込む。これは、バイオセンサカートリッジ１１が尿糖計本体２１に
装着されている限り、後述するステップを経て、繰り返される。
【０１１８】
　このように構成することにより、尿糖計本体２１から電池が抜かれ、再度電池が入れら
れた時は、バイオセンサカートリッジ１１の不揮発性メモリ１０８Ａにアクセスすること
により、使用開始年月日時を読み出すことにより、使用開始からの経過時間を知ることが
でき、更に、不揮発性メモリ１０８Ａに設定した測定回数カウンタを読み出すことにより
、過去の測定回数を知ることができる。
【０１１９】
　更に、バイオセンサカートリッジ１１を装着した尿糖計がスタンド４１に挿入収納され
ているかどうかを常時判定する。これは、スタンド４１の磁石４２に反応するスタンド検
出リードスイッチ１５により検出できる。バイオセンサカートリッジ１１を装着した尿糖
計がスタンド４１に挿入収納されていないと判断された場合、その経過時間を計測し、所
定時間、たとえば１０分が経過した段階で、バイオセンサカートリッジ１１がスタンド４
１に収納されていないとのエラー状態を、不揮発性メモリ１０８Ａのエラー状態メモリに
書き込む（エラー状態保存）。更に、バイオセンサカートリッジ１１がスタンド４１に収
納されていないエラー状態を検知した場合、マイクロコンピュータ３２は、尿糖計本体２
１の表示装置の「センサ交換」を明滅させてセンサを外す指示を出すと共に、尿糖計自体
は計測できなくなるようにする。これは、バイオセンサが保存液に浸漬されずに、空気中
に放置されると、バイオセンサが劣化する可能性があるためである。
【０１２０】
　また、バイオセンサカートリッジ１１を装着した尿糖計がスタンド４１に挿入収納され
ていると判断した時点から時間を計測する。所定の時間、例えば１時間経過すると、サー
ミスタ１４を利用して、バイオセンサの温度を測定する。測定結果が－５℃以下であるか
どうかを判定し、測定結果が－５℃以下であった場合には、不揮発性メモリ１０８Ａ内に
設定されている低温用カウンタを１増分する。そのあと、又は、測定結果が－５℃以下で
ない場合には、測定結果が５０℃以上であるかどうかを判定する。測定結果が５０℃以上
であった場合には、不揮発性メモリ１０８Ａ内に設定されている高温用カウンタを１増分
する。
【０１２１】
　そのあと、又は、測定結果が５０℃以上でなかった場合には、低温用カウンタ及び高温
用カウンタのいずれかが所定回数、たとえば１０回を越えているかどうか判定する。所定
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回数を越えていた場合、マイクロコンピュータ３２は、エラー状態を、不揮発性メモリ１
０８Ａのエラー状態メモリに書き込み、更に、尿糖計本体２１の表示装置の「センサ交換
」を明滅させてセンサを外す指示を出すと共に、尿糖計自体は計測できなくなるようにす
る。
【０１２２】
　測定結果が５０℃以上でない場合、又は、上記したバイオセンサカートリッジ１１を装
着した尿糖計がスタンド４１に挿入収納されていると判断した時点から１時間未だ経過し
ていない場合には、測定が行われたどうかを判定する。測定が行われた場合には、不揮発
性メモリ１０８Ａの測定回数カウンタを１増分する。
【０１２３】
　測定が行われなかった場合（この場合、バイオセンサはスタンド内の保存液に浸漬され
たままの状態である）、及び、不揮発性メモリ１０８Ａの測定回数カウンタを１増分した
後（この場合、測定終了後に、尿糖計はスタンドに戻されており、バイオセンサはスタン
ド内の保存液に再び浸漬されている）、バイオセンサが保存液に浸漬されている状態で、
バイオセンサを駆動して電流値を測定する。所定値以上、例えば１５ｎＡ以上の測定値を
得た場合、センサ異常であるとのエラー状態を、不揮発性メモリ１０８Ａのエラー状態メ
モリに保存する（エラー状態保存）。このようにバイオセンサが保存液に浸漬されている
状態で測定値がセンサ異常であるとのエラー状態を検知した場合、マイクロコンピュータ
３２は、尿糖計本体２１の表示装置の「センサ交換」を明滅させてセンサを外す指示を出
すと共に、尿糖計自体は計測できなくなるようにする。
【０１２４】
　１５ｎＡ未満の測定値を得た場合、再度、不揮発性メモリ１０８Ａにアクセスして、測
定回数又は測定寿命に達しているかどうか、更に、バイオセンサを交換する必要がある各
種のエラーがあるかどうか判定して、交換の必要がある場合には、マイクロコンピュータ
３２は、尿糖計本体２１の表示装置の「センサ交換」を明滅させてセンサを外す指示を出
すと共に、尿糖計自体は計測できなくなるようにする。
【０１２５】
　交換の必要がない場合には、１０分に１度の経過時間更新のステップに戻る。
【０１２６】
　センサを外す指示を出した後は、センサが装着されているかどうか判定する動作を繰り
返す。バイオセンサカートリッジ１１が取り外されたならば、電源投入直後の「センサが
装着されているかどうかの判定動作」に戻る。
【０１２７】
　バイオセンサカートリッジ１１が取り外され、再び生化学測定器本体に装着した場合に
は、バイオセンサカートリッジ１１の不揮発性メモリ１０８Ａに記録されている経過時間
、測定回数カウンタ、低温用カウンタ、高温用カウンタ、エラー状態メモリをマイクロコ
ンピュータが読み込み、センサ寿命を表わす使用寿命が経過していた場合、センサ寿命を
表わす使用回数限度を越えた場合、温度異常が長時間続いた場合、センサが収納されてい
ないとのエラー状態を検知した場合、センサ異常であるとのエラー状態を検知した場合に
は、マイクロコンピュータ３２は、尿糖計本体２１の表示装置の「センサ交換」を明滅さ
せてセンサを外す指示を出すと共に、尿糖計自体は計測ができなくなるようにし、新しい
センサと交換するように促す。
【０１２８】
　なお、以上の動作の流れにおいて、測定が行われたどうかを判定するステップの前で、
測定が開始された場合には、動作は中断し、測定が行われた後に、測定が行われたどうか
を判定するステップから再開される。
【０１２９】
実施例８の特徴
　上述したように、本発明によるならば、センサ寿命及びセンサ性能劣化を示す（バイオ
センサカートリッジの不揮発性メモリに設けた）カウンタ等を参照することで、センサ性
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能が維持できないと判断した場合は、尿糖計のような測定機器は測定をできないようにす
ることができる。
【０１３０】
　具体的には、現在時間（年月日時刻）を記憶する装置の必要がなく、純粋に経過時間だ
けで管理し、バイオセンサのセンサ寿命を超えた使用をできないようにすることができる
。また、センサ寿命を超えた測定回数での使用をできないようにすることができる。
【０１３１】
　更に、異常温度に長時間さらされた場合、センサ性能が劣化する危険性が大であるが、
そのような場合、測定機器を使用できないようにすることができる。また、センサが保存
液ボトルに収納されていない状態で放置された場合、センサが乾燥しで性能が劣化する危
険性が大であるが、そのような場合、測定機器を使用できなしようにすることができる。
【０１３２】
　加えて、センサが保存液に浸漬されている状態で測定値がセンサ異常であるとされた場
合、それ以降測定機器を使用をできないようにすることができる。
【０１３３】
実施例８の効果
　かくして、本発明によるならば、バイオセンサカートリッジ（例えば、その中に収容さ
れているバイオセンサ基板）に、センサ装着からの経過時間及び測定回数を記憶させる不
揮発性メモリを設けることにより、いったんセンサを外し、また取り付けても、既にセン
サ寿命が過ぎたセンサか否かの判断が付き、誤使用（不正使用）を防ぐことができる。
【０１３４】
　また、現在時刻を設定するスイッチを設ける必要もなく、生化学測定器本体の電池を抜
いた時に時刻デ一タが消滅しないように、バックアップ電源を用意するか、電池挿入後再
度時刻合わせをする必要もなく、装置の大型化、およびユーザに難しい手間をかけさせる
こともない。
【０１３５】
　異常温度に長時間さらされた場合、センサが保存液ボトルに収納されていない状態で放
置された場合、センサが保存液に浸漬されている状態で測定値がセンサ異常であるとされ
た場合、いったんセンサを外し、また取り付けても、センサの性能が劣化した可能性が大
であるか否かの判断が付き、誤使用（不正使用）を防ぐことができる。
【０１３６】
実施例９
　バイオセンサの性能が維持できる寿命を左右するものとして、被計測物に浸漬している
時間の積算がある。被計測物に浸漬している積算時間が長くなると、性能は劣化していく
。本発明の別の実施例によれば、バイオセンサ上の不揮発性メモリに積算時間を記憶させ
て、積算時間が所定時間を越えた後は、計測ができないようにすることができる。被計測
物が高濃度のものであると、バイオセンサの性能劣化の進みは速くなるため、所定濃度以
上の被測定物に浸漬している時間の積算値を記憶させて、所定時間を越えた後は、計測が
できないようにすることができる。
【０１３７】
実施例１０
　上記した実施例８では、不揮発性メモリ１０８Ａが、コネクタ１６及び３１を介してマ
イクロコンピュータ３２に電気的に接続されているが、バイオセンサカートリッジ１１と
尿糖計本体２１とにそれぞれ無線送受信手段を設けることにより、不揮発性メモリ１０８
Ａとマイクロコンピュータ３２とを無線で接続することも可能である。
【０１３８】
実施例１１
　また、バイオセンサには、感度のばらつきがあり、それが経時的に変化していく。その
ため、使用を開始する段階と、所定時間、または所定回数毎に較正をする必要がある。
【０１３９】
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　実施例８においてバイオセンサカートリッジ１１に不揮発性メモリ１０８Ａを設けたこ
とを利用して、その不揮発性メモリに、較正用係数と、較正時点の経過時間を保存する部
分と、較正用測定回数カウンタを設ける。また、生化学測定器本体に較正用のスイッチを
設ける。
【０１４０】
　較正は以下のように行う。保存液ボトル収納を検知するスタント検出リードスイッチが
オンになった、即ちセンサが保存液ボトルから取り出されたことが検知されると、保存液
ボトルから取り出されているが保存液で未だ浸潤されているセンサをセンサ駆動回路で駆
動して、計測値を得て、バイオセンサカートリッジの不揮発性メモリに保存する。次いで
、較正用のスイッチが押された後、定められた濃度（たとえば５００ｍｇ／ｄＬ）の基準
液をかけることにより、計測値が変化した（たとえば０．５ｎＡ）ことを検知してから所
定時間、たとえば１０秒後の計測値を得て、バイオセンサカートリッジの不揮発性メモリ
に保存する。この１０秒後の計測値からセンサが保存液に浸漬された状態の計測値を減じ
て、これを定められた濃度になるような較正用係数を求め、不輝発性メモリに保存すると
同時に、この時点の経過時間を較正時点の経過時間を保存する。また、較正用測定回数カ
ウンタを０にクリアする。
【０１４１】
　測定時には、保存液ボトル収納を検知するスイッチがオフになった、即ちセンサが保存
液ボトルから取り出されたことを検知した後、現在の経過時間から前記センサ上の不揮発
性メモリにある較正時点の経過時間を減じて、所定時間、たとえば１週間以上であれば、
表示装置に較正が必要な旨を表示する。また、較正用測定回数カウンタが所定値以上、た
とえば５０回に達していたら、表示装置に較正が必要な旨を表示する。
【０１４２】
　それ以外の場合で、センサが保存液に浸潰された状態の計測値から、計測値が変化した
（たとえば０．５ｎＡ）ことを検知してから所定時間、たとえば１０秒後の計測値を得て
、この１０秒後の計測値からセンサが保存液に浸漬された状態の計測値を減じて、センサ
上の不揮発性メモリから較正用係数を呼び出し、乗ずることで測定結果を得て、表示装置
に表示し、センサ上の不揮発性メモリの較正用測走回数カウンタを１増分する。
【０１４３】
　このようにセンサ上の不揮発性メモリに様々なパラメータを置くことにより、センサを
外して別に保管することが容易になる。センサは、保存液に浸潰していれば、感度はほと
んど変化しない為、保存液に浸漬させておけば、生化学測定器本体から外して、コンパク
トに収納することができる。
【０１４４】
　センサを外した場合、マイコンは経過時間を継続的に計測するが、経過時閥を所定時間
ごとにセンサ上のメモリに記憶させることはしない。また、所定時間に一回温度計測を行
うことはしない。
【０１４５】
　以上、尿糖計について本発明の実施例を説明したが、尿糖計以外の、使用寿命があるバ
イオセンサ部分が測定器本体に着脱自在な生化学測定器に、本発明が等しく適用可能であ
ることは説明するまでもなく、当業者には理解される筈である。
【符号の説明】
【０１４６】
１　尿糖計
１１　バイオセンサカートリッジ
１２、２２　ハウジング
１３　尿糖センサ
１４　サーミスタ
１５　スタンド検出リードスイッチ
１６、３１　コネクタ
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１７　コネクタ接続検出回路
２１　尿糖計本体
２３　電源
２４（２４ａ、２４ｂ）　操作ボタン
２５　Ｄ／Ａ変換装置
２６　センサ駆動回路
２７　Ａ／Ｄ変換装置
２８　ブザー
２９　表示装置
３０　外部入出力インターフェース端子
３２　マイクロコンピュータ
３３　演算及び制御装置
３４　ＲＯＭ
３５　ＲＡＭ
３６　クロック
３７　補助記憶装置
３８　外部入出力インターフェース
４１　スタンド
４２　磁石
１００　ヒューズ
１０６　ヒューズ検出兼溶断回路
１０８、１０８Ａ　不揮発性メモリ
２００　切替回路
２０２　過電流回路

【図１】 【図２】
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