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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検体センサを患者の体内に挿入するためのセンサシステムであって、該システムは、
患者の皮膚への経皮的挿入に適合されたセンサと、
患者の皮膚に近接して配置されるように適合されたハウジングと、
ハウジングを通して患者の皮膚内へとセンサを挿入するように構成されたアプリケータ
と、
を備え、該アプリケータは、
ハウジングと解除可能に対合するように、且つ、センサが挿入された後、ハウジングか
ら自動的に解除されるように構成されている、
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システム。
【請求項２】
ハウジングと解除可能に対合するように構成された電子機器ユニットを更に備えている
、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記電子機器ユニットが、前記ハウジングに摺動嵌合するように構成されている、請求
項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記アプリケータの自動的な解除が、前記電子機器ユニットの前記ハウジングとの対合
と同時にするように構成されている、請求項２に記載のシステム。
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【請求項５】
前記アプリケータの自動的な解除と同時に行われる前記電子機器ユニットの前記ハウジ
ングへの対合は、前記センサの前記電子機器ユニットとの動作可能な接続に反応して行わ
れる、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記電子機器ユニット及び前記ハウジングは相互係合する端子をそれぞれ含み、前記電
子機器ユニット及び前記ハウジングは対合すると前記相互係合する端子を封止するように
構成されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
前記ハウジングに解除可能に対合された前記電子機器ユニットがともにサブアセンブリ
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を含み、前記サブアセンブリは約８ｃｍ３以下の容積を有する、請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項８】
前記サブアセンブリの主表面は約８ｃｍ２以下の表面積を有し、前記サブアセンブリの
主表面は、使用の際に患者の皮膚に近接して置かれるように構成されている、請求項７に
記載のシステム。
【請求項９】
前記電子機器ユニットは、保持力維持構成によって、前記ハウジングに解除可能に対合
された、請求項２に記載のシステム。
【請求項１０】
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前記アプリケータは、保持力維持構成によって、前記ハウジングに解除可能に対合され
た、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
安全ラッチ機構を更に含み、前記安全ラッチ機構の解除前に前記センサを前記アプリケ
ータ内でロックするように構成された、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
前記システムは、センサが挿入される前に、前記電子機器ユニットが前記ハウジングと
解除可能に対合するように構成された、請求項２に記載のシステム。
【請求項１３】
前記アプリケータは、使用者が該アプリケータを作動させた際に、針によって前記セン
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サを搬送させて、前記ハウジングを通って延び、前記患者の皮膚内へとセンサを挿入する
ように構成された、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に、患者の検体を測定するためのシステム及び方法に関する。より詳細
には、本発明は患者のグルコースを経皮的に測定（transcutaneous measurement）するた
めのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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糖尿病は、膵臓が十分なインスリンを産生できない（１型またはインスリン依存型）、
及び／またはインスリンが作用しない（２型または非インスリン依存型）疾患である。糖
尿病状態では、患者は、例えば腎不全、皮膚潰瘍、または眼球硝子体の出血など、小血管
の劣化に伴う一連の身体障害を起こすことがある高血糖を患う。血糖低下反応（低血糖）
は、インスリンを不注意で過量に投与することによって、あるいは通常用量のインスリン
または血糖降下剤を、特別な運動や不十分な食物摂取時に投与した後、起きることがある
。
【０００３】
従来、糖尿病の患者は、一般に不快感を伴うフィンガー穿刺法（finger pricking meth
od）を必要とする、血糖自己測定（ＳＭＢＧ：self‑monitoring blood glucose）モニタ
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ーを装着している。快適性や簡便性に欠けることから、糖尿病患者は通常、自分の血糖値
を１日に２〜４回測定するだけである。残念ながら、そのような時間間隔ではこれまで糖
尿病患者が低血糖または低血糖状態を発見するのが遅すぎる場合があり、危険な副作用を
招く場合もある。従来の方法によると、糖尿病患者が適時にＳＭＢＧ値を測定する見込み
が低いだけでなく、患者はまた自分の血糖が上昇（増加）しているのか低下（減少）して
いるのか分からない場合も多い。このため、経験に基づいてインスリン療法の判断を下す
ことができなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】米国特許第６，６９５，８６０号明細書
【特許文献２】米国特許第６，５６５，５０９号明細書
【特許文献３】米国特許第６，２４８，０６７号明細書
【特許文献４】米国特許第６，５１４，７１８号明細書
【特許文献５】米国特許第６，００１，０６７号明細書
【特許文献６】米国特許第３，９６４，９７４号明細書
【特許文献７】米国特許第４，２５９，５４０号明細書
【特許文献８】米国特許第５，２８５，５１３号明細書
【特許文献９】米国特許第４，９９４，１６７号明細書

20

【特許文献１０】米国特許第４，７５７，０２２号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，７４１，８７７号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，７０２，８５７号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，５５８，３２１号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，８６２，４６５号明細書
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００３／９０３２８７４号明細書
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００３／０２１７９６６号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００４／００４５８７９号明細書
【特許文献１８】特表２００２−５１３６０２号公報
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】
Blood Glucose

Evaluating Clinical Accuracy of Systems for Self Monitoring of
, Diabetes Care, Volume 10, Number 5, September‑October 1987

【非特許文献２】

A New Consensus Error Grid to Evaluate the Clinical Significan

ce of Inaccuracies in the Measurement of Blood Glucose

, Diabetes Care, Volume

23, Number 8, August 2000
【非特許文献３】Diabetes Care 5:207‑21(1982)
【非特許文献４】Anal. Chem., 66:1520‑1529 (1994)
【非特許文献５】Anal Biochenm 1971 Sep; 43(1):312‑5
【非特許文献６】Fraser, D.M.,
and Problems.

in

An Introduction to In Vivo Biosensing: Progress

Biosensors and the Body,

D.M. Fraser, ed., 1997, pp. 1‑56
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John Wiley and Sons, New York
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
第１の態様では、患者の検体を測定するためのセンサシステムが提供され、このシステ
ムは、患者の皮膚内への経皮的挿入に適合されたセンサと、患者の皮膚に近接して配置さ
れるように適合されたハウジングと、ハウジングに解除可能（releasably）に取り付けら
れた電子機器ユニット、ハウジングを通して患者の皮膚内へとセンサを挿入するように構
成されたアプリケータと、を含み、アプリケータはハウジングと解除可能に対合（mate）
するように適合されていると共に、電子機器ユニットがハウジングに取り付けられるとハ
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ウジングから解除するように構成されている。
【０００７】
第１の態様の実施形態では、電子機器ユニットはハウジング内へと摺動嵌合するように
構成されている。
【０００８】
第１の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、電子機器ユニットがハウジング内へ
と摺動嵌合することをガイドするようにテーパ状とされている。
【０００９】
第１の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、ハウジングと自己整合する（self‑a
lign）ように構成された構造を有する。
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【００１０】
第１の態様の実施形態では、電子機器ユニット及びハウジングは相互係合端子をそれぞ
れ含み、電子機器ユニット及びハウジングは対合すると相互係合端子を封止するように構
成されている。
【００１１】
第１の態様の実施形態では、センサシステムは、安全ラッチ機構の解除前にセンサをア
プリケータ内にロックするように構成された安全ラッチ機構を更に含む。
【００１２】
第１の態様の実施形態では、ハウジングに解除可能に対合された電子機器ユニットはと
もにサブアセンブリを含み、サブアセンブリは約８ｃｍ３以下の容積を有する。
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【００１３】
第１の態様の実施形態では、サブアセンブリの主表面は約８ｃｍ２以下の表面積を有し
、サブアセンブリの主表面は、使用の際に患者の皮膚に近接して置かれるように構成され
ている。
【００１４】
第２の態様では、患者の検体を測定するためのセンサシステムが提供され、このシステ
ムは、患者の皮膚内への経皮的挿入に適合されたセンサと、患者の皮膚に近接して配置さ
れるように適合された電子機器ユニットを含むハウジングと、力を加えるとハウジングを
通して患者の皮膚内へとセンサを挿入するように構成されたアプリケータと、を含み、ア
プリケータは安全ラッチ機構の解除前にアプリケータ内でセンサをロックするように構成
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された安全ラッチ機構を含む。
【００１５】
第２の態様の実施形態では、アプリケータは、プランジャに力を加えると患者の皮膚内
にセンサを挿入するように構成されたプランジャを含む。
【００１６】
第２の態様の実施形態では、安全ラッチ機構はプランジャを静止位置にロックするよう
に構成されている。
【００１７】
第３の実施形態では、経皮的検体センサシステムを患者に埋め込むための方法が提供さ
れ、この方法は、アプリケータがハウジングに解除可能に対合され、且つハウジングが患
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者の体内へと挿入されるように構成されたセンサを含む、経皮的検体センサを患者に挿入
するためのアプリケータを設けるステップと、ハウジングを患者の皮膚に近接して配置す
るステップと、センサを患者の体内へと挿入するステップと、電子機器ユニットをハウジ
ング内へと挿入するステップと、を含み、アプリケータは、電子機器ユニットがハウジン
グに取り付けられるとハウジングから解除するように構成されている。
【００１８】
第３の態様の実施形態では、電子機器ユニットを挿入するステップは、電子機器ユニッ
トをハウジング内へと摺動するステップを含む。
【００１９】
第３の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、電子機器ユニットがハウジング内へ
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と摺動することをガイドするように構成されたテーパ状とされている。
【００２０】
第３の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、電子機器ユニットをハウジングと自
己整合させるように構成された構造を有する。
【００２１】
第３の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、ハウジング上の少なくとも１つの端
子と相互係合するように構成された少なくとも１つの端子を含み、電子機器ユニットを挿
入するステップは、電子機器ユニットをハウジングに解除可能に取り付け、それにより相
互係合端子を水分から封止するステップを更に含む。
【００２２】
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第３の態様の実施形態では、アプリケータは、安全ラッチ機構の解除前にセンサをアプ
リケータ内にロックするように構成された安全ラッチ機構を更に含む。
【００２３】
第３の態様の実施形態では、方法は、センサを患者の体内に挿入する前に安全ラッチ機
構を解除するステップを更に含む。
【００２４】
第４の態様では、患者の検体を測定するためのセンサシステムが提供され、このシステ
ムは、患者の皮膚内への経皮的挿入に適合されたセンサと、患者の組織外部に配置される
ように適合されたハウジングと、ハウジングに解除可能に取付け可能であり、センサと動
作可能に接続する少なくとも１つの端子を含む電子機器ユニットと、を含み、ハウジング
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及び電子機器ユニットは互いにキーによって適合され、キーはセンサと電子機器ユニット
間の動作可能な接続を制御する。
【００２５】
第４の態様の実施形態では、ハウジングは少なくとも１つの端子を含み、電子機器ユニ
ットは少なくとも１つの端子を含み、キーは、解除可能に取り付けられるときハウジング
の端子を電子機器ユニットの端子に対合するように適合された構成を含む。
【００２６】
第４の態様の実施形態では、ハウジング及び電子機器ユニットはそれぞれラベルを含み
、それによりハウジングをラベルによって電子機器ユニットと対応させることができる。
【００２７】
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第４の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、センサ情報が置かれている識別キー
を備えてプログラムされる。
【００２８】
第４の態様の実施形態では、識別キーは所期のセンサ寿命期間を示す情報を含む。
【００２９】
第４の態様の実施形態では、識別キーは較正情報を含む。
【００３０】
第４の態様の実施形態では、センサシステムは電子機器ユニットからの伝送を受け取る
ように構成された受信機を更に含み、伝送は識別キーを含み、受信機は伝送された識別キ
ーからのセンサ情報を処理するように構成されている。
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【００３１】
第４の態様の実施形態では、センサシステムは電子機器ユニットからの伝送を受け取る
ように構成された受信機を更に含み、伝送は較正されたセンサデータを生成するように使
用される較正情報を含み、受信機は、較正されたセンサデータを所定の期間にわたって表
示するようにプログラムされている。
【００３２】
第４の態様の実施形態では、ハウジング及び電子機器ユニットは電気的に適合され、電
子機器ユニットは、ハウジングに置かれた識別キーを含む識別チップを処理するように構
成されている。
【００３３】
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第５の態様では、患者の検体を測定するためのセンサシステムが提供され、このシステ
ムは、患者の皮膚内への経皮的挿入に適合されたセンサと、患者の組織外部に配置される
ように適合されたハウジングと、ハウジングに動作可能に取り付けられた電子機器ユニッ
トと、及び電子機器ユニットからの伝送を受け取り、且つ少なくとも１つのセンサシステ
ムのセンサデータを表示するように構成された受信機と、を含み、センサシステムは予め
選択された条件に反応してセンサシステムを動作不能にするように構成されている。
【００３４】
第５の態様の実施形態では、センサシステムは所定の期間の後にセンサを無効にするこ
とによって動作不能になるように構成されている。
【００３５】
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第５の態様の実施形態では、電子機器ユニットがハウジングに解除可能に取り付けられ
ており、センサシステムは、電子機器ユニットをハウジングから解除するとすぐにセンサ
を無効にすることによって、センサシステムを動作不能にするように構成されている。
【００３６】
第５の態様の実施形態では、センサシステムは、電子機器ユニットをハウジングから解
除するとすぐにセンサを患者から後退させる（retract）ことによって、センサを無効に
するように構成されている。
【００３７】
第５の態様の実施形態では、センサシステムは、電子機器ユニットをハウジングから解
除するとすぐにセンサを不能にすることによって、センサを無効にするように構成されて
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いる。
【００３８】
第５の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、センサに関連する所定の期間を示す
情報を提供する識別キーを備えてプログラムされている。
【００３９】
第５の態様の実施形態では、受信機は所定の期間だけセンサデータを表示するように構
成されている。
【００４０】
第５の態様の実施形態では、センサシステムは所定の期間の後にセンサデータの表示を
中止することによって動作不能になるように構成されている。
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【００４１】
第５の態様の実施形態では、受信機は、別のセンサシステムを起動する前にセンサの切
断を確認するようにプログラムされている。
【００４２】
第５の態様の実施形態では、電子機器ユニットはセンサ挿入を示す情報を伝送するよう
にプログラムされており、受信機はセンサシステムを起動する前にセンサ挿入を確認する
ようにプログラムされている。
【００４３】
第５の態様の実施形態では、受信機はセンサデータを予め選択された変化に関して検査
することによって、センサ挿入を識別するように構成されている。
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【００４４】
第５の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、センサ寿命の所定の期間を示すセン
サ情報を含む識別キーを備えてプログラムされている。
【００４５】
第５の態様の実施形態では、識別キーは較正情報を更に含む。
【００４６】
第６の態様では、患者の検体を測定するための方法が提供され、この方法は、患者の組
織内への経皮的挿入に適合されたセンサ、患者の組織外部に配置されるように適合された
ハウジング、ハウジングに解除可能に取付け可能に構成され、センサと動作可能に接続す
る少なくとも１つの端子を含む電子機器ユニットを含み、ハウジング及び電子機器ユニッ
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トは互いにキーによって適合され、キーはセンサと電子機器ユニット間の動作可能な接続
を制御するシステムを含むセンサシステムを設けるステップと、センサを患者に埋め込む
ステップと、患者の検体濃度信号を所定期間にわたって連続的に測定するステップと、を
含む。
【００４７】
第６の態様の実施形態では、方法は、基準検体値を使用せずに検体濃度信号を較正する
ステップを更に含む。
【００４８】
第６の態様の実施形態では、方法は、センサ挿入前に得られた保存較正情報を使用して
検体濃度信号を較正するステップを更に含む。

10

【００４９】
第６の態様の実施形態では、センサシステムは、少なくとも約７日間にわたって患者の
検体濃度信号を連続的に測定するように構成されている。
【００５０】
第６の態様の実施形態では、方法は、予め選択された条件に反応してセンサシステムを
選択的に動作不能にするステップを更に含む。
【００５１】
第７の態様では、埋め込み可能なグルコースセンサを使用して患者のグルコースを測定
するための方法が提供され、この方法は、作用電極を設けることによって埋め込み可能な
グルコースセンサの電極アセンブリを形成するステップと、作用電極に絶縁被覆を形成す
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るステップと、絶縁被覆上に基準電極を形成するステップと、銀−塩化銀層を形成するよ
うに基準電極を塩素化処理するステップと、電極アセンブリを患者に埋め込むステップと
、埋め込み可能なセンサを使用して患者のグルコース濃度を測定するステップと、を更に
含む。
【００５２】
第７の態様の実施形態では、患者のグルコース濃度を測定するステップは、所定の期間
の後に実行される。
【００５３】
第７の態様の実施形態では、期間は約３時間未満である。
【００５４】

30

第７の態様の実施形態では、期間は約１時間以下である。
【００５５】
第７の態様の実施形態では、方法は電極アセンブリを膜システムで被覆するステップを
更に含み、ステップは電極アセンブリを患者に埋め込む前に実行される。
【００５６】
第７の態様の実施形態では、方法は電極アセンブリをセンサ電極に動作可能に接続する
ステップを更に含む。
【００５７】
第７の態様の実施形態では、患者のグルコース濃度を測定するステップは、少なくとも
約３日間にわたって患者のグルコース濃度を連続的に測定するステップを含む。
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【００５８】
第８の態様では、患者の検体濃度を測定するための方法が提供され、この方法は、セン
サを形成するステップを含み、センサを形成するステップは、作用電極を設けるステップ
と、作用電極の一部の上に絶縁被覆を形成し、作用電極の少なくとも一部は露出された電
気活性面積（electroactive surface area）を含むステップと、絶縁被覆の上に電気活性
面積を有する基準電極を形成するステップと、基準電極に処置を施し、処置を施すステッ
プによってセンサの生体内性能を強化するステップと、電気活性面積の少なくとも一部の
上に膜システムを形成し、それにより感知を行うステップと、センサを患者に埋め込むス
テップと、患者の検体濃度を所定の期間にわたって連続的に測定するステップと、を含む
。
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【００５９】
第８の態様の実施形態では、作用電極は金属ワイヤから形成される。
【００６０】
第８の態様の実施形態では、金属ワイヤは白金を含む。
【００６１】
第８の態様の実施形態では、絶縁被覆を形成するステップは、作用電極に絶縁被覆を蒸
着させるステップを含む。
【００６２】
第８の態様の実施形態では、絶縁被覆はポリ（パラ−キシリレン）を含む。
【００６３】
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第８の態様の実施形態では、基準電極は作用電極の周りに形成された銀ワイヤを含む。
【００６４】
第８の態様の実施形態では、基準電極に処置を施すステップは、基準電極に塩素化処理
を施すステップを含む。
【００６５】
第８の態様の実施形態では、方法は基準電極の少なくとも一部を絶縁被覆で覆うステッ
プを更に含み、基準電極の少なくとも一部は露出された電気活性面積を含む。
【００６６】
第９の態様では、経皮的検体センサアセンブリが提供され、このアセンブリは、患者の
皮膚上に取り付けるように適合されたハウジングと、患者の検体濃度を測定するように構
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成されたセンサと、を含み、センサは、出口部位で患者の皮膚を通して挿入するように構
成された生体内部分と、ハウジングを通って延び、センサ挿入後に患者の皮膚上にとどま
るように適合された生体外部分、及び生体内部分と生体外部分の間にありセンサ挿入後に
出口部位を通って延びるように構成された移行部分と、を含み、センサは抗菌特性を有す
る。
【００６７】
第９の態様の実施形態では、センサは微生物の成長を受動的に阻止するように構成され
ている。
【００６８】
第９の態様の実施形態では、センサは、センサに抗菌特性を与える銀材料を含む。
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【００６９】
第９の態様の実施形態では、センサは微生物の成長を能動的に阻止するように構成され
ている。
【００７０】
第９の態様の実施形態では、センサは微生物の成長を阻止する電流を通すように構成さ
れた補助電極を含む。
【００７１】
第９の態様の実施形態では、移行部分は抗菌特性を有する。
【００７２】
第１０の態様では、経皮的検体センサアセンブリが提供され、このアセンブリは、患者
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の皮膚に取り付けるように適合されたハウジングと、第１の位置と第２の位置との間で互
いに対して連接するように構成された第１の部分及び第２の部分を含むハウジングと、患
者の検体値を測定するように構成されており、ハウジングから延び、患者の皮膚を通って
挿入するように適合されているセンサと、を含む。
【００７３】
第１０の態様の実施形態では、ハウジングは、ハウジングが第１の位置にあるとき、セ
ンサの患者の体内への挿入をガイドするように構成されている。
【００７４】
第１０の態様の実施形態では、第１の位置及び第２の位置は、ハウジングが第１の位置
にあるとき、センサを患者の体内へと挿入するように適合された挿入角度に枢動するよう

50

(9)

JP 5306521 B2 2013.10.2

に構成されている。
【００７５】
第１０の態様の実施形態では、挿入角度は調整可能である。
【００７６】
第１０の態様の実施形態では、センサは、ハウジングが第２の位置にあるとき、患者の
検体の値を測定するように構成されている。
【００７７】
第１０の態様の実施形態では、センサアセンブリは、ハウジングの第１の部分と第２の
部分を第２の位置に固定するための機械的継手を更に含む。
10

【００７８】
第１０の態様の実施形態では、第１の部分及び第２の部分は、第１の位置と第２の位置
との間でハウジングの連接を可能にするように構成されたヒンジを含む。
【００７９】
第１０の態様の実施形態では、センサは、第１の位置と第２の位置との間でハウジング
が連接する間、湾曲するように構成されている。
【００８０】
第１０の態様の実施形態では、センサは、センサが湾曲するときの動きを

吸収するよ

うに構成されている。
【００８１】
第１１の態様では、経皮的検体センサアセンブリが提供され、このアセンブリは、患者
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の皮膚に取り付けるように適合されたハウジングと、ハウジングと解除可能に対合するよ
うに構成された電子機器ユニットと、患者の検体の値を測定するように構成されたセンサ
と、を含み、センサは、電子機器ユニットがハウジングと対合するとき電子機器ユニット
と動作可能に接続する。
【００８２】
第１１の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、摺動嵌合、スナップ嵌め、圧入嵌
め、及び締まり嵌めからなる群から選択される機械的嵌合によって、ハウジングと解除可
能に対合するように構成されている。
【００８３】
第１１の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、この電子機器ユニットから延びて
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いるタブと、取付けアセンブリであって、この取付けアセンブリから延びているタブを含
む取付けアセンブリと、を含み、これらタブは、電子機器ユニットとハウジングとの対合
をガイドするように構成されている。
【００８４】
第１１の態様の実施形態では、ハウジングは、解除可能に対合するとセンサを電子機器
ユニットに動作可能に接続するように構成されている少なくとも１つの電気端子を含む。
【００８５】
第１１の態様の実施形態では、電子機器ユニットは、解除可能に対合するとハウジング
の電気端子に係合するように構成されている少なくとも１つの電気端子を含む。
【００８６】
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第１１の態様の実施形態では、ハウジングは少なくとも２つの電気端子を含む。
【００８７】
第１１の態様の実施形態では、電気端子はセンサと同軸に整合される。
【００８８】
第１１の態様の実施形態では、ハウジングの電気端子は導電性エラストマーを含む。
【００８９】
第１１の態様の実施形態では、センサはハウジングの電気端子に近接して、またはハウ
ジングの電気端子内に配設されている。
【００９０】
第１１の態様の実施形態では、センサは電気端子を通って延びるように構成されている
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。
【００９１】
第１１の態様の実施形態では、センサアセンブリは、電子機器ユニットをそこに解除可
能に対合したハウジングから解除するように構成された少なくとも１つの解除ラッチを更
に含む。
【００９２】
第１１の態様の実施形態では、解除ラッチはハウジング上に置かれ、電子機器ユニット
をそこに解除可能に対合したハウジングから、手動で解除するように構成されている。
【００９３】
第１２の態様では、患者の検体濃度を測定するための経皮的システムが提供され、この
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システムは、患者の皮膚を通して経皮的に配置するように適合されたセンサと、患者の皮
膚に近接して配置するように適合された取付けユニットと、を含み、取付けユニットはセ
ンサデータを処理するように構成された電子機器ユニットを含み、センサは取付けユニッ
トから患者の体内へと延びるように構成されている。
【００９４】
第１２の態様の実施形態では、センサは、取付けユニットから一定の距離を延びるよう
に構成されている。
【００９５】
第１２の態様の実施形態では、センサは、取付けユニットから調整可能な距離を延びる
ように構成されている。
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【００９６】
第１２の態様の実施形態では、システムは、取付けユニットの裏面に配設された接着パ
ッドを更に含み、接着パッドは取付けユニットを患者の皮膚に接着するように構成されて
いる。
【００９７】
第１２の態様の実施形態では、接着パッドは防水性である。
【００９８】
第１２の態様の実施形態では、接着パッドは、連続気泡発泡体、独立気泡発泡体、不織
繊維、織用繊維、及びスパンレース繊維からなる群から選択される繊維を含む。
【００９９】

30

第１２の態様の実施形態では、接着パッドは取付けユニットの裏面を実質的に覆ってい
る。
【０１００】
第１２の態様の実施形態では、接着パッドは取付けユニットの裏面の表面積より大きい
表面積を覆うように構成されている。
【０１０１】
第１２の態様の実施形態では、接着パッドは取付けユニットの裏面の表面積より２倍以
上大きい表面積を覆うように構成されている。
【０１０２】
第１２の態様の実施形態では、センサは、取付けユニットの縁より取付けユニットの中
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心に近い位置で取付けユニットを出るように構成されている。
【０１０３】
第１２の態様の実施形態では、接着パッドは、取付けユニットの裏面に配設された延長
可能な接着パッドを含み、延長可能な接着パッドは取付けユニットを患者の皮膚の上に接
着するように構成されており、延長可能な接着パッドは伸張することによって解除される
ように構成されている。
【０１０４】
第１３の態様では、患者の検体を測定するための経皮的検体センサアセンブリが提供さ
れ、このアセンブリは、患者の皮膚上に取り付けるように構成されたハウジングと、遠位
部分及び近位部分を含み、遠位部分は患者の皮膚を通って挿入されるように適合され、近
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位部分はハウジングに動作可能に接続されているセンサと、患者の検体を測定するように
構成された電子機器と、を含み、電子機器はハウジングと連結されていると共に、少なく
とも１つの電気端子を介してセンサと接続されており、電気端子は外環境の水分から実質
的に封止されている。
【０１０５】
第１３の態様の実施形態では、電気端子は、電気端子の少なくとも一部を実質的に取り
囲む少なくとも１つの封止部材によって、外環境の水分から実質的に封止されている。
【０１０６】
第１３の態様の実施形態では、電子機器は、ハウジングに脱着可能に接続可能な電子機
器ユニットを含み、封止部材は、電子機器ユニットがハウジングに脱着可能に接続される
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とき電気的接続を実質的に封止する。
【０１０７】
第１３の態様の実施形態では、センサアセンブリは、電子機器ユニットがハウジングに
脱着可能に接続されるとき封止部材に近接して配設される封止材を更に含む。
【０１０８】
第１３の態様の実施形態では、封止部材は、可撓性材料、可鍛性材料、及びエラストマ
ーからなる群から選択される少なくとも１つの材料を含む。
【０１０９】
第１３の態様の実施形態では、封止部材はシリコーン材料を含む。
【０１１０】
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第１３の態様の実施形態では、センサアセンブリはセンサの近位部分の周りに配設され
た封止材を更に含む。
【０１１１】
第１３の態様の実施形態では、センサはハウジングから電気端子に近接して延び、また
はハウジングから電気端子内を延びており、封止材はセンサと電気端子との間に空間を形
成するように構成された粘性材料を含む。
【０１１２】
第１３の態様の実施形態では、封止材は油、グリース、またはゲルを含む。
【０１１３】
第１３の態様の実施形態では、封止部材はワセリンを含む。
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【０１１４】
第１４の態様では、経皮的検体センサが提供され、このセンサは、患者の皮膚を通して
少なくとも部分的に挿入するように適合された生体内部分を含み、生体内部分は、患者の
体内でセンサの生体内部分を安定位置に維持するように適合された固定機構を含む。
【０１１５】
第１４の態様の実施形態では、固定機構は表面形状を有する少なくとも１つのワイヤを
含む。
【０１１６】
第１４の態様の実施形態では、固定機構はセンサの生体内部分から延びる少なくとも１
つの構造を含み、この構造は、ピン（prong）、畝（ridge）、球状部、Ｓ曲部、突起（sp
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ine）、棘（barb）、翼、及びフックからなる群から選択される。
【０１１７】
第１４の態様の実施形態では、固定機構は可変の表面形状を有する。
【０１１８】
第１４の態様の実施形態では、固定機構の直径はセンサの生体内部分の少なくとも一部
に沿って変化する。
【０１１９】
第１４の態様の実施形態では、固定機構はセンサの生体内部分上に配設された多孔性材
料を含む。
【０１２０】
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第１４の態様の実施形態では、多孔性材料はセンサに対する患者の組織の反応を修正（
modify）するように構成されている。
【０１２１】
第１４の態様の実施形態では、多孔性材料に生物活性剤が組み込まれている。
【０１２２】
第１４の態様の実施形態では、多孔性材料は酸素富化材料を含む。
【０１２３】
第１４の態様の実施形態では、センサの生体内部分内に生物活性剤が組み込まれている
。
【０１２４】
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第１５の態様では、経皮的検体センサが提供され、このセンサは、遠位部分及び近位部
分を含み、遠位部分は患者の皮膚を通して挿入するように適合されており、近位部分の少
なくとも一部は遠位部分が患者に挿入されるとき患者の対外にとどまるように適合されて
おり、センサは、このセンサの近位部分と遠位部分との間の動きを吸収するように構成さ
れている。
【０１２５】
第１５の態様の実施形態では、センサは、センサの生体内部分またはセンサの生体外部
分での動きを吸収するように構成された湾曲を含む。
【０１２６】
第１５の態様の実施形態では、湾曲は、屈曲することによる動きを吸収するように構成
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されている。
【０１２７】
第１５の態様の実施形態では、センサは、拡張及び収縮するように構成された部材を含
み、センサの生体内部分またはセンサの生体外部分での動きが吸収される。
【０１２８】
第１５の態様の実施形態では、拡張及び収縮するように構成された部材は、ばね、アコ
ーディオン、入れ子式デバイス（telescoping device）、及びベローズ式デバイスからな
る群から選択される。
【０１２９】
第１５の態様の実施形態では、センサは、患者の皮膚上に取り付けるように適合された
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取付けユニットを更に含み、センサは、このセンサの近位部分で取付けユニットに動作可
能に接続されていると共に、センサの遠位部分で取付けユニットから延び、センサの遠位
部分は患者の皮膚下の挿入位置へと挿入されるように適合されており、センサの長さの少
なくとも一部は、センサの近位部分を取付けユニットとの動作可能な接続から外すことな
く、且つ遠位部分を患者の皮膚下の挿入位置から実質的に外すことなく、センサの近位部
分とセンサの遠位部分との間の動きを吸収するように構成されている。
【０１３０】
第１５の態様の実施形態では、センサの長さの少なくとも一部は可変の剛性を有する。
【０１３１】
第１５の態様の実施形態では、センサは、螺旋形状（helical configuration）を有す
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る少なくとも１つのワイヤを含み、可変剛性は螺旋ワイヤの可変ピッチ及び螺旋ワイヤの
可変断面のうち少なくとも１つによってもたらされる。
【０１３２】
第１５の態様の実施形態では、可変剛性はワイヤの可変硬度（variable hardness）に
よってもたらされる。
【０１３３】
第１６の態様では、患者の体内へと経皮的に挿入するように構成されたデバイスが提供
され、このデバイスは、生体内部分及び生体外部分を含み、デバイスは動きを吸収するよ
うに構成されており、生体外部分の動きが生体内部分に実質的に伝達されないように構成
されている。

50

(13)

JP 5306521 B2 2013.10.2

【０１３４】
第１７の態様では、患者の検体濃度を経皮的に測定するためのセンサが提供され、この
センサは、作用電極と、基準電極と、作用電極と基準電極の間に配設された絶縁体と、作
用電極の電気活性部分上及び基準電極の電気活性部分上に配設された膜システムと、を含
む。
【０１３５】
第１７の態様の実施形態では、作用電極はワイヤを含み、基準電極はワイヤを含む。
【０１３６】
第１７の態様の実施形態では、ワイヤ同士は同軸である。
【０１３７】
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第１７の態様の実施形態では、ワイヤはバルク材料を含む。
【０１３８】
第１７の態様の実施形態では、ワイヤ同士は並置されている。
【０１３９】
第１７の態様の実施形態では、基準電極は作用電極の周りに螺旋状に巻き付けられてい
る。
【０１４０】
第１７の態様の実施形態では、センサは対電極を更に含む。
【０１４１】
第１７の態様の実施形態では、センサは別の作用電極を更に含む。
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【０１４２】
第１７の態様の実施形態では、別の作用電極は作用電極に並置されている。
【０１４３】
第１７の態様の実施形態では、作用電極は検体濃度及びベースラインと相関する第１の
信号を測定するように構成されており、別の作用電極は検体濃度による影響を実質的に受
けずにベースラインと相関する第２の信号を測定するように構成されている。
【０１４４】
第１７の態様の実施形態では、センサは、センサに動作可能に接続され第１の信号から
第２の信号を減じるように構成された電子機器を更に含む。
【０１４５】
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第１７の態様の実施形態では、絶縁体はポリマー被覆を含む。
【０１４６】
第１７の態様の実施形態では、絶縁体はパリレンを含む。
【０１４７】
第１７の態様の実施形態では、膜システムの少なくとも一部に酵素が組み込まれており
、酵素は検体と反応することができる。
【０１４８】
第１７の態様の実施形態では、酵素は作用電極の電気活性部分上に配設されている。
【０１４９】
第１７の態様の実施形態では、酵素は基準電極の電気活性部分上に実質的に配設されな

40

い。
【０１５０】
第１７の態様の実施形態では、センサは絶縁体で形成されたウインドウを更に含み、ウ
インドウは作用電極の電気活性部分を露出させる。
【０１５１】
第１７の態様の実施形態では、基準電極の電気活性部分は作用電極の長さに沿って分布
されている。
【０１５２】
第１７の態様の実施形態では、センサは、センサに動作可能に接続された電子機器を更
に含み、電子機器はピコアンペア（ｐＡ）レベルの電流として検体濃度を測定するように
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構成されている。
【０１５３】
第１７の態様の実施形態では、作用電極の電気活性部分は約０．００００８４ｃｍ２か
ら約０．０１６ｃｍ２の表面積を有する。
【０１５４】
第１７の態様の実施形態では、膜システムは少なくとも約５０：１の酸素対検体の透過
率を有する。
【０１５５】
第１７の態様の実施形態では、膜システムは少なくとも約２００：１の酸素対検体の透
過率を有する。
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【０１５６】
第１８の態様では、患者のグルコース濃度を測定するための経皮的センサが提供され、
このセンサは、電気活性部分を含む第１の電極と、電気活性部分を含む第２の電極と、電
気活性部分の少なくとも一部の上に配設された膜システムと、を含み、膜システムは電極
ドメイン、酵素ドメイン（enzyme domain）、及び抵抗ドメインを含み、センサは約４０
ｍｇ／ｄＬから少なくとも約４００ｍｇ／ｄＬのグルコース濃度を測定するように構成さ
れている。
【０１５７】
第１８の態様の実施形態では、第１の電極は導電性ワイヤを含み、第２の電極は導電性
ワイヤを含む。
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【０１５８】
第１８の態様の実施形態では、抵抗ドメインはグルコース透過性より高い酸素透過性を
有する。
【０１５９】
第１８の態様の実施形態では、センサは別個に堆積された阻害ドメインを含まず、アス
コルビン酸塩（ascorbate）に対して実質的に無反応性である。
【０１６０】
第１８の態様の実施形態では、電極ドメインは約０．１ミクロン（マイクロメートル）
から約１０ミクロンの厚さである。
【０１６１】
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第１８の態様の実施形態では、酵素ドメインは約０．１ミクロンから約１０ミクロンの
厚さである。
【０１６２】
第１８の態様の実施形態では、抵抗ドメインは約０．１ミクロンから約１０ミクロンの
厚さである。
【０１６３】
第１８の態様の実施形態では、電極ドメインはポリウレタンを含み、ポリウレタンは親
水性成分を含む。
【０１６４】
第１８の態様の実施形態では、酵素ドメインはグルコースオキシダーゼを含む。
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【０１６５】
第１８の態様の実施形態では、酵素ドメインはムタロターゼを更に含む。
【０１６６】
第１８の態様の実施形態では、酵素ドメインは親水性ポリマーを更に含む。
【０１６７】
第１８の態様の実施形態では、抵抗ドメインは親水性ポリウレタン及び疎水性ポリウレ
タンを含む。
【０１６８】
第１８の態様の実施形態では、抵抗ドメインは約４０重量パーセントから約６０重量パ
ーセントの親水性ポリウレタンを含む。
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【０１６９】
第１８の態様の実施形態では、抵抗ドメインは約４０重量パーセントから約６０重量パ
ーセントの疎水性ポリウレタンを含む。
【０１７０】
第１８の態様の実施形態では、センサは阻害ドメインを更に含み、阻害ドメインは、ア
スコルビン酸（ascorbic acid）、尿酸、及びアセトアミノフェンからなる群から選択さ
れる少なくとも１つの阻害物質の通過を減少させ、または通過を阻止するように構成され
ている。
【０１７１】
第１８の態様の実施形態では、センサは生物活性剤を更に含み、生物活性剤は膜システ
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ム内に組み込まれている。
【０１７２】
第１８の態様の実施形態では、第１の電極は作用電極を含み、第２の電極は基準電極を
含み、基準電極は酵素ドメインから離れた位置に置かれている。
【０１７３】
第１８の態様の実施形態では、センサはバイオインターフェース材料を更に含み、バイ
オインターフェース材料は第１の電極の電気活性部分及び第２の電極の電気活性部分を実
質的に取り囲んでいる。
【０１７４】
第１８の態様の実施形態では、バイオインターフェース材料は多孔性材料を含む。
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【０１７５】
第１８の態様の実施形態では、多孔性材料は生体内での患者の組織反応を修正するよう
に構成されている。
【０１７６】
第１８の態様の実施形態では、センサは多孔性材料に組み込まれた生物活性剤を更に含
み、生物活性剤は生体内での患者の組織反応を修正するように構成されている。
【０１７７】
第１８の態様の実施形態では、膜システムはムタロターゼを含む。
【０１７８】
第１９の態様では、経皮的検体センサに膜システムを形成するための方法が提供され、
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この方法は、少なくとも２つの導電性電極を含むセンサを設けるステップと、センサ上に
電極ドメインを堆積するステップと、電極ドメイン上に酵素ドメインを堆積するステップ
と、酵素ドメイン上に抵抗ドメインを堆積するステップと、を含み、それにより、電極ド
メイン、酵素ドメイン、及び抵抗ドメインを含む膜システムが形成される。
【０１７９】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを堆積するステップは、センサ上に電極ド
メインをスプレー被覆するステップを含む。
【０１８０】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを堆積するステップは、センサ上に電極ド
メインを浸漬被覆するステップを含む。
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【０１８１】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを堆積するステップは、電極ドメイン上に
酵素ドメインをスプレー被覆するステップを含む。
【０１８２】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを堆積するステップは、電極ドメイン上に
酵素ドメインを浸漬被覆するステップを含む。
【０１８３】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを堆積するステップは、少なくとも２つの
層を堆積して酵素ドメインを形成するステップを含む。
【０１８４】
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第１９の態様の実施形態では、抵抗ドメインを堆積するステップは、酵素ドメイン上に
抵抗ドメインをスプレー被覆するステップを含む。
【０１８５】
第１９の態様の実施形態では、抵抗ドメインを堆積するステップは、酵素ドメイン上に
抵抗ドメインを浸漬被覆するステップを含む。
【０１８６】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを堆積するステップは、電極ドメインを少
なくとも約４０℃の温度で少なくとも約１５分間硬化するステップを更に含む。
【０１８７】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを堆積するステップは、酵素ドメインを少
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なくとも約４０℃の温度で少なくとも約１５分間硬化するステップを更に含む。
【０１８８】
第１９の態様の実施形態では、抵抗ドメインを堆積するステップは、抵抗ドメインを少
なくとも約４０℃の温度で少なくとも約１５分間硬化するステップを更に含む。
【０１８９】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを浸漬被覆するステップは、電極ドメイン
を約２．５４ｃｍ／分から約７．６２ｃｍ／分の挿入速度で浸漬被覆するステップを含む
。
【０１９０】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを浸漬被覆するステップは、約０．５分か
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ら約２分のドウェル時間（dwell time）を含む。
【０１９１】
第１９の態様の実施形態では、電極ドメインを浸漬被覆するステップは、約０．６３５
ｃｍ／分から約５．０８ｃｍ／分の取出し速度を含む。
【０１９２】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを浸漬被覆するステップは、約２．５４ｃ
ｍ／分から約７．６２ｃｍ／分の挿入速度を含む。
【０１９３】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを浸漬被覆するステップは、約０．５分か
ら約２分のドウェル時間を含む。
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【０１９４】
第１９の態様の実施形態では、酵素ドメインを浸漬被覆するステップは、約０．６３５
ｃｍ／分から約５．０８ｃｍ／分の取出し速度を含む。
【０１９５】
第１９の態様の実施形態では、抵抗ドメインをスプレー被覆するステップは、ポリウレ
タンの溶液をスプレーするステップを含み、溶液は約９５重量パーセントから約９９重量
パーセントの溶媒を含む。
【０１９６】
第１９の態様の実施形態では、抵抗ドメインをスプレー被覆するステップは、アスコル
ビン酸塩の輸送を実質的に阻止する構造的形状を有する抵抗ドメインを得るように抵抗ド
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メインをスプレー被覆するステップを含む。
【０１９７】
第２０の態様では、経皮的検体センサを形成するための方法が提供され、この方法は、
第１の導電性ワイヤを設けるステップと、第１の導電性ワイヤ上に絶縁体を堆積するステ
ップと、絶縁された第１の導電性ワイヤを得るステップと、絶縁された第１の導電性ワイ
ヤの周りに第２の導電性ワイヤを巻き付けるステップと、絶縁体にウインドウを形成し、
それにより第１の導電性ワイヤの一部を露出するステップと、センサ上に膜システムを形
成するステップと、を含み、膜システムは実質的にウインドウを覆っている。
【０１９８】
第２０の態様の実施形態では、ウインドウを形成するステップはグリットブラスト（gr
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it‑blasting）を含む。
【０１９９】
第２０の態様の実施形態では、膜システムを形成するステップは、センサ上に電極ドメ
インを堆積するステップと、電極ドメイン上に酵素ドメインを堆積するステップと、酵素
ドメイン上に抵抗ドメインを堆積するステップと、を含み、それにより、電極ドメイン、
酵素ドメイン、及び抵抗ドメインを含む膜システムが形成される。
【０２００】
第２１の態様では、経皮的検体センサを形成するための方法が提供され、この方法は、
検体濃度を測定するように構成された少なくとも１つの電気活性面を設けるステップと、
電気活性面上に膜システムを形成するステップと、を含み、膜システムを形成するステッ

10

プは電気活性面上に抵抗ドメイン溶液をスプレー被覆するステップを含み、抵抗ドメイン
は測定する検体に抵抗するように構成されている。
【０２０１】
第２１の態様の実施形態では、膜システムを形成するステップは、電極ドメインを堆積
するステップと、酵素ドメインを堆積するステップと、を更に含む。
【０２０２】
第２２の態様では、検体測定システムが提供され、このシステムは、患者の皮膚に取り
付けるように適合された取付けユニットと、取付けユニットに脱着可能に接続可能な電子
機器ユニットと、電子機器ユニットが取付けユニットに脱着可能に接続されるとき電子機
器ユニットに動作可能に接続されており、患者の皮膚を通して挿入するための生体内部分

20

及び取付けユニットに接続される生体外部分を含み、検体の値を測定するためのセンサと
、電子機器ユニットから受け取った検体測定値を受け取り処理するための通信局と、を含
む。
【０２０３】
第２２の態様の実施形態では、通信局は手持ち式受信機を含む。
【０２０４】
第２２の態様の実施形態では、電子機器ユニットは複数のセンサで使用されるように設
計されている。
【０２０５】
第２３の態様では、経皮的検体センサシステムが提供され、この患者のグルコースの値

30

を測定するように構成された電極と、電極上に堆積され電極へのグルコース輸送を制限す
るように構成された膜と、電極に動作可能に接続され電極によって生成された電流を測定
するように構成されたセンサ電子機器ユニットと、を含み、センサ電子機器ユニットは少
なくともピコアンペアレベルの電流を測定するように構成されている。
【０２０６】
第２３の態様の実施形態では、センサ電子機器ユニットは電極によって生成された電流
の値を直接測定するように構成されている。
【０２０７】
第２３の態様の実施形態では、システムは電流をデジタル信号に変換するように構成さ
れたアナログ／デジタル変換器を更に含む。

40

【０２０８】
第２３の態様の実施形態では、電極は約０．００００８４ｃｍ２から約０．０１６ｃｍ
２

の表面積を有する露出電気活性的作用電極を含む。

【０２０９】
第２３の態様の実施形態では、膜は少なくとも約５０：１の検体対共検体濃度の透過率
を有するように構成された抵抗ドメインを含む。
【０２１０】
第２３の態様の実施形態では、透過率は少なくとも約２００：１である。
【０２１１】
第２４の態様では、患者の検体濃度を測定するためのセンサシステムが提供され、この
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センサは、少なくとも１つの電極を含むセンサと、センサが埋め込まれているとき患者の
検体濃度を測定するように構成されたセンサ電子機器ユニットと、を含む。
【０２１２】
第２４の態様の実施形態では、センサ電子機器は、少なくとも１つの電極とのデータ通
信においてデータサンプリング部分を含み、データサンプリング部分は、少なくとも１つ
の電極で電流を測定し、電流測定置を、電流を表すデジタル値に変換するように構成され
ているアナログ部分を含む。
【０２１３】
第２４の態様の実施形態では、デジタル値は所定の時間間隔で収集される。
【０２１４】

10

第２４の態様の実施形態では、所定の時間間隔はセンサ電子機器内でプログラム可能で
ある。
【０２１５】
第２４の態様の実施形態では、所定の時間間隔は約２秒から５１２秒の間隔でプログラ
ム可能である。
【０２１６】
第２４の態様の実施形態では、センサ電子機器は、患者の検体の値を示す信号を伝送す
るための送信機部分を含む。
【０２１７】
第２４の態様の実施形態では、送信機部分は所定の伝送間隔で伝送するように構成され
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ている。
【０２１８】
第２４の態様の実施形態では、所定の伝送間隔はセンサ電子機器内でプログラム可能で
ある。
【０２１９】
第２４の態様の実施形態では、所定の伝送間隔は約２秒から１０分の間隔でプログラム
可能である。
【０２２０】
第２４の態様の実施形態では、所定の伝送間隔は約３０秒から５分の間隔でプログラム
可能である。
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【０２２１】
第２４の態様の実施形態では、センサ電子機器は、プログラム可能な伝送間隔で患者の
検体の値を示す信号を伝送するための送信機部分を含み、プログラム可能な伝送間隔は複
数の所定の時間間隔である。
【０２２２】
第２５の態様では、患者の体内に経皮的検体センサを挿入するためのシステムが提供さ
れ、このシステムは、患者の検体濃度を測定するための経皮的検体センサと、患者の皮膚
に近接して配置されるように構成され、少なくともセンサの一部を受けるように構成され
たハウジングと、センサを、ハウジングを通して患者の体内へと挿入するように構成され
た針と、ハウジングに解除可能に対合するように構成されたアプリケータと、を含み、ア

40

プリケータは、ハウジングを通して針及びセンサを患者の体内へと押し込むように構成さ
れたプランジャを含む。
【０２２３】
第２５の態様の実施形態では、システムは、針と動作可能にリンクされ、針を患者から
後退させるとすぐに針をアプリケータ内へと引き込むように構成された導管サブアセンブ
リを更に含む。
【０２２４】
第２５の態様の実施形態では、導管サブアセンブリは、ハウジングを通して針をガイド
するように構成された導管を更に含む。
【０２２５】
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第２５の態様の実施形態では、針のサイズは約２８ゲージから約１８ゲージである。
【０２２６】
第２５の態様の実施形態では、針のサイズは約２８ゲージから約２５ゲージである。
【０２２７】
第２５の態様の実施形態では、システムは、針の引抜き中に、針からのセンサの位置を
維持するように構成されたプッシュロッドを更に含む。
【０２２８】
第２５の態様の実施形態では、プランジャはプッシュロッドに動作可能にリンクされて
いると共に、針の引抜き中にプッシュロッドを拡張位置に維持するように構成されている
10

。
【０２２９】
第２５の態様の実施形態では、センサは、患者に挿入されるとすぐにアプリケータから
解除されるように構成されている。
【０２３０】
第２５の態様の実施形態では、ハウジングは患者の皮膚に近接して置かれるように構成
されていると共に、センサ挿入後に患者の皮膚下でセンサを支持するように構成されてお
り、アプリケータはハウジングと解除可能に対合するように構成された基部を含む。
【０２３１】
第２５の態様の実施形態では、ハウジングは、針の引抜き後にハウジングから基部を解
除するように構成された少なくとも１つの解除ラッチを更に含む。
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【０２３２】
第２５の態様の実施形態では、基部はハウジングから自動的に解除するように構成され
ている。
【０２３３】
第２５の態様の実施形態では、ハウジング及びアプリケータは、ハウジングとアプリケ
ータが対合する際の挿入角度を実質的に画成する主軸をそれぞれ含む。
【０２３４】
第２５の態様の実施形態では、ハウジング及び基部は、調整可能な挿入角度で解除可能
に対合するように構成されている。
【０２３５】
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第２５の態様の実施形態では、アプリケータは本体と基部と、を含み、所定の角度が本
体の主軸と基部の主軸の間で画成されており、角度は挿入角度を実質的に画成する。
【０２３６】
第２５の態様の実施形態では、ハウジング及びアプリケータの少なくとも１つが約０°
から約９０°の挿入角度を画成する。
【０２３７】
第２５の態様の実施形態では、挿入角度は約４５°である。
【０２３８】
第２５の態様の実施形態では、センサはハウジングからある距離を延びるように構成さ
れており、距離は挿入の深さに対応する。
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【０２３９】
第２５の態様の実施形態では、挿入の深さは調整可能である。
【０２４０】
第２６の態様では、患者の体内に経皮的検体センサを挿入するためのシステムが提供さ
れ、このシステムは、患者の検体濃度を測定するための経皮的検体センサと、患者の皮膚
に近接して配置されるように適合され、センサの少なくとも一部を受けるように適合され
たハウジングと、ハウジングを通して患者の体内へとセンサを挿入するように構成された
針と、ハウジングを通して患者の体内へと針及びセンサを挿入し、その後ハウジングから
針を後退させるように構成されたアプリケータと、を含み、針を後退させることによって
針をアプリケータ内でロックし、アプリケータが再使用されないようにする。
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【０２４１】
第２６の態様の実施形態では、アプリケータはハウジングと解除可能に対合する。
【０２４２】
第２７の態様では、患者の体内に経皮的検体センサを挿入するためのシステムが提供さ
れ、このシステムは、患者の検体濃度を測定するための経皮的検体センサと、患者の皮膚
に近接して配置されるように適合され、センサの少なくとも一部を受けるように適合され
たハウジングと、ハウジングを通して患者の体内へとセンサを挿入するように構成された
針と、機械的ラッチシステムを介して動作可能に接続された複数の部品を含むアプリケー
タと、を含み、アプリケータは、ハウジングを通して患者の体内へと針及びセンサを挿入
し、その後手動の力に反応してハウジングから針を後退させるように構成されている。

10

【０２４３】
第２８の態様では、患者の検体濃度を測定するための経皮的システムが提供され、この
システムは、患者の皮膚を通して経皮的に配置されるように適合されたセンサと、患者の
皮膚に近接して配置されるように適合された取付けユニットと、取付けユニットを通して
患者の皮膚へとセンサを挿入するように構成されたアプリケータと、を含み、アプリケー
タはセンサ挿入中、取付けユニットと対合するように適合されている。
【０２４４】
第２８の態様の実施形態では、アプリケータは患者の体内へとセンサを挿入するように
適合された少なくとも１つの針を含む。
【０２４５】

20

第２８の態様の実施形態では、アプリケータは取付けユニットを通して針及びセンサを
押し込むように構成されたプランジャを含む。
【０２４６】
第２８の態様の実施形態では、アプリケータは針及びセンサを押し込むように構成され
たプランジャを含む。
【０２４７】
第２８の態様の実施形態では、針は、センサを患者の体内へ挿入した後にアプリケータ
内に続いて引き込まれるように適合されている。
【０２４８】
第２８の態様の実施形態では、針は、引込み後にアプリケータ内で不可逆的に保持され
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ている。
【０２４９】
第２８の態様の実施形態では、取付けユニットは少なくとも１つの電極端子を更に含み
、針の挿入または針の引込みによって、センサが端子に近接して、または電気端子内に配
設される。
【０２５０】
第２８の態様の実施形態では、アプリケータは取付けユニットに解除可能に対合するよ
うに構成された基部を含む。
【０２５１】
第２８の態様の実施形態では、取付けユニットは、アプリケータを取付けユニットから
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解除するように構成された少なくとも１つの解除ラッチを含む。
【０２５２】
第２８の態様の実施形態では、取付けユニットは、センサとセンサ電子機器の間に電気
的接続をもたらすために少なくとも１つの電気端子を含む。
【０２５３】
第２８の態様の実施形態では、センサ電子機器は、取付けユニットに解除可能に取り付
けられる電子機器ユニットを含み、電気端子は、電子機器ユニットが取付けユニットに解
除可能に取り付けられるとき外環境の水分から実質的に封止される。
【０２５４】
第２８の態様の実施形態では、電子機器ユニット及び取付けユニットは脱着可能な接続
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を通して互いに脱着可能に接続されるように構成されており、脱着可能な接続は、スナッ
プ嵌め、締まり嵌め、圧入嵌め、及び対合的嵌合からなる群から選択される。
【０２５５】
第２８の態様の実施形態では、取付けユニットは、取付けユニットから電子機器ユニッ
トを解除するように構成された少なくとも１つの解除ラッチを含む。
【０２５６】
第２８の態様の実施形態では、電気端子がエラストマー端子を含み、センサは、使用の
際にエラストマー端子がセンサの周りで弛緩するようエラストマー端子を通って延びるよ
うに構成されている。
【０２５７】

10

第２８の態様の実施形態では、システムは２つの電気端子を含む。
【０２５８】
第２８の態様の実施形態では、取付けユニットは、センサが患者の体内に挿入されると
き患者の皮膚に近接して置かれるように適合された基部を含む。
【０２５９】
第２８の態様の実施形態では、基部は外縁を有する裏面を含み、センサは外縁で裏面か
ら出る。
【０２６０】
第２９の態様では、患者の体内に経皮的センサを挿入するための単一使用アプリケータ
システムが提供され、このアプリケータは、患者の皮膚を通って経皮的に配置されるよう
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に構成されたセンサと、患者の体内にセンサを挿入するように構成され、患者の体内に挿
入する前にセンサが針内部に配設されている針と、患者の皮膚に近接して配置されるよう
に適合されたハウジングと、針を患者の皮膚へと挿入するように構成されたアプリケータ
と、を含み、針及びセンサはセンサに挿入する前にアプリケータ内に配設され、アプリケ
ータは、センサを患者の体内に経皮的に配置し針をアプリケータ内へと不可逆的に引き込
むよう針及びセンサを患者の皮膚へと挿入するように構成されている。
【０２６１】
第２９の態様の実施形態では、アプリケータは、自動化された機構の作動に反応してセ
ンサを挿入するように構成されている。
【０２６２】
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第２９の態様の実施形態では、アプリケータは、ユーザによってアプリケータに加えら
れる手動の力に反応してセンサを挿入するように構成されている。
【０２６３】
第２９の態様の実施形態では、アプリケータは、センサが患者の体内に経皮的に挿入さ
れた後、ハウジングから解除されるように構成されている。
【０２６４】
第２９の態様の実施形態では、アプリケータは、センサ挿入前及びセンサ挿入中にハウ
ジングに解除可能に取り付けられている。
【０２６５】
第３０の態様では、アプリケータを使用して患者の体内へと経皮的検体センサを挿入す
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るための方法が提供され、この方法は、患者の体内へと経皮的検体センサを挿入するため
のアプリケータを設けるステップと、患者の皮膚上に取付けユニットを配置し、アプリケ
ータが取付けユニットに解除可能に対合され、アプリケータがセンサを患者の体内に挿入
するための針を含むステップと、針及びセンサを患者の皮膚内へと挿入するために、アプ
リケータの部品を押し込むステップと、センサを患者の体内に残しながら針を患者の皮膚
から後退させるためにアプリケータの部品を引き出すステップと、アプリケータを取付け
ユニットから解除するステップと、を含む。
【０２６６】
第３０の態様の実施形態では、取付けユニットが患者の皮膚に接着される。
【０２６７】
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第３０の態様の実施形態では、押し込むステップは、針及びセンサを挿入角度で患者の
皮膚内へと挿入するようにアプリケータの部品を押し込むステップを含み、挿入角度はア
プリケータによって決定される。
【０２６８】
第３０の態様の実施形態では、取付けユニットは、センサと接続するように構成されて
いる少なくとも１つの電気端子を含む。
【０２６９】
第３０の態様の実施形態では、押し込むステップは、センサを患者の皮膚内へ、且つ電
気端子の近位側の位置へと挿入するステップを含む。
【０２７０】

10

第３０の態様の実施形態では、引き出すステップは、センサが電気端子に近接して配設
されるようにセンサから針を後退させるステップを含む。
【０２７１】
第３０の態様の実施形態では、電気端子は、センサが電気端子に近接して配設されると
きセンサに機械的安定性をもたらすように構成されている。
【０２７２】
第３０の態様の実施形態では、取付けユニットは少なくとも１つの電気端子を含むサブ
アセンブリを含み、サブアセンブリは取付けユニットに対して連接する。
【０２７３】
第３０の態様の実施形態では、方法は第１の位置と第２の位置との間でサブアセンブリ

20

を連接するステップを更に含む。
【０２７４】
第３０の態様の実施形態では、サブアセンブリはセンサ挿入中、第１の位置にある。
【０２７５】
第３０の態様の実施形態では、連接するステップはアプリケータを取付けユニットから
解除するステップの後に実行される。
【０２７６】
第３０の態様の実施形態では、連接するステップは、第１の位置と第２の位置との間で
サブアセンブリを枢動させ、それによりセンサが湾曲するステップを含む。
【０２７７】
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第３０の態様の実施形態では、センサを湾曲させるステップは、センサの２つの端部間
での動きを吸収するように構成された屈曲をもたらす。
【０２７８】
第３０の態様の実施形態では、方法は、電子機器ユニットを取付けユニットに対合させ
るステップを更に含む。
【０２７９】
第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、電子機器ユニットを取付けユニ
ットに対合させるステップを含み、それによりセンサと電子機器ユニットの間に電気的接
続が形成される。
【０２８０】
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第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、電子機器ユニットを取付けユニ
ットに対合させるステップを含み、それによりセンサと電子機器ユニットの間の電気的接
続が実質的に封止される。
【０２８１】
第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、患者の検体濃度を測定するステ
ップを更に含む。
【０２８２】
第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、単点基準検体モニタからのデー
タを使用して検体濃度を較正するステップを更に含む。
【０２８３】
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第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、試験管内試験の保存データを使
用して検体濃度を較正するステップを含む。
【０２８４】
第３０の態様の実施形態では、対合させるステップは、別の経皮的検体センサからのデ
ータを使用して検体濃度を較正するステップを含む。
【０２８５】
第３０の態様の実施形態では、アプリケータは、ユーザがアプリケータを把持すること
によってもたらされる連続的な力によって、押し込むステップ及び引き出すステップが達
成されるように構成されている。
【０２８６】

10

第３１の態様では、患者の検体濃度を経皮的に測定するための方法が提供され、この方
法は、第１の経皮的検体センサを患者に挿入するステップと、患者の第１の検体濃度を測
定するステップと、第２の経皮的検体センサを患者に挿入するステップと、患者の第２の
検体濃度を測定するステップと、第１の経皮的検体センサからの第１の検体濃度を使用し
て、第２の経皮的検体センサからの第２の検体濃度を較正するステップと、第１の経皮的
検体センサを患者から取り外すステップと、を含む。
【０２８７】
第３２の態様では、基準検体データまたはセンサ検体データの許容性を評価するための
方法が提供され、この方法は、検体センサからのセンサ検体データを受け取り、このセン
サ検体データが少なくとも１つのセンサデータ点を含むステップと、変換関数（conversi
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on function）を使用してセンサ検体データを較正データに変換するステップと、基準検
体モニタから基準データを受け取り、この基準データが少なくとも１つの基準データ点を
含むステップと、センサデータまたは基準データの許容性を判断するステップと、を含む
。
【０２８８】
第３２の態様の実施形態では、対合させるステップが、基準データ点を実質的に時間対
応するセンサデータ点と対応させることによって形成された、少なくとも１つの対応デー
タ対を有する較正設定を形成するステップを含み、較正設定から変換関数が計算される。
【０２８９】
第３２の態様の実施形態では、センサデータまたは基準データの許容性を判断するステ
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ップが、クラークエラーグリッド（Clarke Error Grid）、差分絶対値平均計算（mean ab
solute difference calculation）、変更計算レート（rate of change calculation）、
コンセンサスグリッド（consensus grid）、レートグリッド（rate grid）、標準的な臨
床的受入検査からなる群から選択される受入検査を使用して、センサデータまたは基準デ
ータの許容性を判断するステップを含む。
【０２９０】
第３２の態様の実施形態では、方法は、許容性の正の判断に反応して基準データ点を使
用して変換関数を再計算するステップを更に含み、それにより再計算された変換関数が得
られる。
【０２９１】
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第３２の態様の実施形態では、検体センサからの別のセンサ検体データを受け取り、別
のセンサ検体データが少なくとも１つのセンサデータ点を含むステップと、再計算された
変換関数を使用して別のセンサ検体データを別の較正データに変換するステップと、を更
に含む。
【０２９２】
第３２の態様の実施形態では、方法は別の較正データを表示するステップを更に含む。
【０２９３】
第３２の態様の実施形態では、方法は許容性の負の判断に反応して較正設定を調整する
ステップを更に含み、それにより調整された較正設定が得られる。
【０２９４】
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第３２の態様の実施形態では、較正設定を調整するステップは、少なくとも１つの対応
データ対を較正設定から排除するステップを含む。
【０２９５】
第３２の態様の実施形態では、少なくとも１つの対応データ対を排除するステップが、
調和性が最も小さい対応データ対（a least concordant matched data pair）を較正設定
から排除するステップを含む。
【０２９６】
第３２の態様の実施形態では、少なくとも１つの対応データ対を排除するステップが、
最も古い対応データ対を較正設定から排除するステップを含む。
【０２９７】

10

第３２の態様の実施形態では、方法は、調整された較正設定から変換関数を再計算する
ステップを更に含み、それにより再計算された調整済みの較正設定が得られる。
【０２９８】
第３２の態様の実施形態では、検体センサからの別のセンサ検体データを受け取り、セ
ンサ検体データが少なくとも１つのセンサデータ点を含むステップと、再計算された調整
済みの変換関数を使用して、別のセンサ検体データを別の較正データに変換するステップ
と、を更に含む。
【０２９９】
第３２の態様の実施形態では、方法は別の較正データを使用して基準検体データの許容
性を判断するステップを更に含む。
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【０３００】
第３２の態様の実施形態では、方法は、許容性の正の判断に反応して再計算された調整
済みの変換関数を使用して、別のセンサ検体データを別の較正データに変換するステップ
を更に含む。
【０３０１】
第３２の態様の実施形態では、方法は別の較正データを表示するステップを更に含む。
【０３０２】
第３２の態様の実施形態では、較正を調整するステップ、変換関数を再計算するステッ
プ、及び基準検体データの許容性を判断するステップが、許容性の負の判断に反応して繰
り返される。
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【０３０３】
第３２の態様の実施形態では、方法は、許容性の負の判断に反応して較正データの表示
を変更するステップを更に含む。
【０３０４】
第３３の態様では、検体センサを較正するための方法が提供され、この方法は、検体セ
ンサを患者の体内へと挿入するステップと、検体センサからのセンサデータを受け取り、
センサデータが患者の検体濃度測定値を表す少なくとも１つのセンサデータ点を含むステ
ップと、センサデータを、変換関数を使用して較正データに変換するステップと、を含み
、変換関数を計算する際、センサ挿入前に試験管内試験から得られた情報が使用される。
【０３０５】
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第３３の態様の実施形態では、試験管内試験から得られた情報は検体センサの検体に対
する感度測定値を含む。
【０３０６】
第３３の態様の実施形態では、方法は基準検体モニタからの基準データを受け取るステ
ップを更に含み、基準データは少なくとも１つの基準データ点を含み、基準データ点は変
換関数を計算する際に使用される。
【０３０７】
第３３の態様の実施形態では、検体センサは第１の作用電極及び第２の作用電極を含み
、これら第１の作用電極及び第２の作用電極は、検体濃度測定値からベースラインを減じ
て、センサデータ点がベースライン信号なしに検体濃度を表すように構成されている。
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【０３０８】
第３４の態様では、センサデータを評価するための方法が提供され、この方法は、第１
の期間にわたって検体センサからのセンサデータを受け取り、センサデータが少なくとも
１つのセンサデータ点を含むステップと、第１の期間のセンサデータを、変換関数を使用
して較正データに変換し、それにより第１の期間の変換されたセンサデータが得られるス
テップと、第２の期間にわたって検体センサからのセンサデータを受け取り、センサデー
タが少なくとも１つのセンサデータ点を含むステップと、第２の期間のセンサデータを、
変換関数を使用して較正データに変換し、それにより第２の期間の変換されたセンサデー
タが得られるステップと、第２の期間の変換されたセンサデータを第１の期間の変換され
たセンサデータと比較し、それにより異常データ値の有無を判断するステップと、を含む

10

。
【０３０９】
第３４の態様の実施形態では、第２の期間の変換されたセンサデータを第１の期間の変
換されたセンサデータと比較するステップが、生理学的なパラメータに基づいてセンサデ
ータの差異を評価するステップを含む。
【０３１０】
第３４の態様の実施形態では、センサデータの差異を評価するステップが、時間間隔を
置いた少なくとも２つの較正されたセンサデータ値間の変化率を判断するステップを含む
。
【０３１１】
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第３４の態様の実施形態では、約３ｍｇ／ｄＬ／分以上の変化率は異常データ値と表示
する。
【０３１２】
第３４の態様の実施形態では、第２の期間の変換されたセンサデータを第１の期間の変
換されたセンサデータと比較するステップが、統計学的なパラメータに基づいてセンサデ
ータの差異を評価するステップを含む。
【０３１３】
第３４の態様の実施形態では、統計学的なパラメータは、５分間に約２０％以上の値の
変化を含む。
【０３１４】
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第３４の態様の実施形態では、比較するステップは、異常データ値が存在することを判
断し、センサデータの変換を中止するステップを更に含む。
【０３１５】
第３４の態様の実施形態では、比較するステップは、異常データ値が存在しないことを
判断し、第３の期間の検体センサからのセンサデータを受け取り、センサデータが少なく
とも１つのセンサデータ点を含むステップと、第３の期間のセンサデータを、変換関数を
使用して較正データに変換し、それにより第３の期間の変換されたセンサデータが得られ
るステップを更に含む。
【０３１６】
第３４の態様の実施形態では、方法は第２の期間または第１の期間の変換されたセンサ
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データを、ユーザインターフェースに表示するステップを更に含む。
【０３１７】
第３４の態様の実施形態では、比較するステップは異常データ値が存在することを判断
し、第２の期間または第１の期間の変換されたセンサデータの表示を中断するステップを
更に含む。
【０３１８】
第３４の態様の実施形態では、比較するステップは異常データ値が存在しないことを判
断し、第２の期間または第１の期間の変換されたセンサデータを、ユーザインターフェー
スに表示するステップを更に含む。
【０３１９】
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第３４の態様の実施形態では、比較するステップは異常データ値が存在することを判断
し、少なくとも１つのグルコース濃度値を推定するステップを更に含む。
【０３２０】
第３５の態様では、センサデータを評価するための方法が提供され、この方法は、検体
センサからの第１のデータストリームを受け取り、データストリームが少なくとも１つの
センサデータ点を含むステップと、検体センサからの第２のデータストリームを受け取り
、データストリームが少なくとも１つのセンサデータ点を含むステップと、第２のセンサ
データストリームと第１のセンサデータストリームとを比較して異常値の有無を検出する
ステップと、を含む。
【０３２１】
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第３５の態様の実施形態では、第２のセンサデータストリームと第１のセンサデータス
トリームとを比較するステップは、信号雑音比を評価するステップを含む。
【０３２２】
第３５の態様の実施形態では、第２のセンサデータストリームと第１のセンサデータス
トリームとを比較するステップは、残差（residuals）を評価するステップを含む。
【０３２３】
第３５の態様の実施形態では、第２のセンサデータストリームと第１のセンサデータス
トリームとを比較するステップは、第１のセンサデータストリームまたは第２のセンサデ
ータストリームのパターンを認識するステップを含む。
【０３２４】
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第３５の態様の実施形態では、方法は第１のデータストリームまたは第２のデータスト
リームの推定を実行するステップを更に含む。
【０３２５】
第３５の態様の実施形態では、推定を実行するステップがフィルタリングするステップ
を含む。
【０３２６】
第３６の態様では、センサデータを評価するための方法が提供され、この方法は、第１
の期間の検体センサからのデータストリームを受け取り、データストリームが少なくとも
１つの生センサデータ点（raw sensor data point）を含むステップと、第１の期間のデ
ータストリームをフィルタリングし、それにより少なくとも１つのフィルタリングされた
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センサデータ点が得られるステップと、生センサデータ点及びフィルタリングされたセン
サデータ点を比較し、それにより雑音のレベルが判断されるステップと、を含む。
【０３２７】
第３６の態様の実施形態では、方法は生センサデータ点及びフィルタリングされたセン
サデータ点を受信機に伝送するステップを含み、生センサデータ点とフィルタリングされ
たセンサデータ点を比較するステップが受信機で実行される。
【０３２８】
第３６の態様の実施形態では、方法は、所定の閾値を超える雑音レベルに反応して、フ
ィルタリングされたセンサデータ点を伝送するステップを更に含む。
【０３２９】
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第３６の態様の実施形態では、方法は、所定の閾値に満たない雑音レベルに反応して、
生センサデータ点を伝送するステップを更に含む。
【０３３０】
第３６の態様の実施形態では、方法は、センサデータを較正するステップを更に含み、
所定の閾値を超える雑音レベルに反応して、フィルタリングされたセンサデータ点が伝送
される。
【０３３１】
第３６の態様の実施形態では、方法は、生センサデータ点を較正するステップを更に含
み、所定の閾値に満たない雑音レベルに反応して、較正された生センサデータ点が伝送さ
れる。
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【０３３２】
第３７の態様では、連続的検体センサが自己診断するための方法が提供され、この方法
は、連続的検体センサからのセンサデータのストリームを受け取り、ストリームが少なく
とも１つのセンサデータ点を含むステップと、変換関数を使用してセンサデータを較正さ
れたデータに変換するステップと、センサデータまたは較正されたデータの自己診断テス
トを実行するステップと、連続的検体センサの動作モードを設定するステップと、を含む
。
【０３３３】
第３７の態様の実施形態では、自己診断テストを実行するステップは、較正されたデー
タの変化率またはセンサデータの変化率を評価するステップを含む。
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【０３３４】
第３７の態様の実施形態では、自己診断テストを実行するステップは、較正されたデー
タの加速率またはセンサデータの加速率を評価するステップを含む。
【０３３５】
第３７の態様の実施形態では、自己診断テストを実行するステップは、将来のセンサデ
ータまたは将来の較正されたデータを予測するステップと、予測されたデータを時間対応
する測定されたデータと比較するステップと、を含む。
【０３３６】
第３７の態様の実施形態では、自己診断テストを実行するステップは、センサデータの
ベースラインの変化または較正されたデータのベースラインの変化を検出するステップを
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含む。
【０３３７】
第３７の態様の実施形態では、自己診断テストを実行するステップは、連続的検体セン
サの感度の変化を検出するステップを含む。
【０３３８】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、開始モード、通常モ
ード、及び中断モードからなる群から選択されるモードを設定するステップを含む。
【０３３９】
第３７の態様の実施形態では、センサの起動に反応して開始モードが設定される。
【０３４０】
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第３７の態様の実施形態では、自己診断テストの結果に反応して開始モードが設定され
る。
【０３４１】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、センサを開始モード
に設定するステップを含み、開始モードは変換関数を決定するステップを含む。
【０３４２】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、開始モードが変換関
数を決定した後、通常モードを設定するステップを含む。
【０３４３】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、自己診断テストの結
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果に反応して通常モードを設定するステップを含む。
【０３４４】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、通常モードを設定す
るステップを含み、通常モードはセンサデータを連続的に変換し表示するステップを含む
。
【０３４５】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、所定の期間に基準検
体値を受け取った後、中断モードを設定するステップを含む。
【０３４６】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、自己診断テストの結
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果に反応して中断モードを設定するステップを含む。
【０３４７】
第３７の態様の実施形態では、動作モードを設定するステップは、センサを中断モード
に設定するステップを含み、中断モードはセンサデータの連続的な変換または表示を中断
するステップを含む。
【０３４８】
第３８の態様では、検体センサからの連続的検体センサデータを処理するための方法が
提供され、この方法は、検体センサからの較正された検体センサデータを連続表示するス
テップと、連続的検体センサからの別のセンサデータを受け取り、センサデータは少なく
とも１つのセンサデータ点を含むステップと、センサ内の不正確度またはセンサデータ内
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の不正確度を診断するようにセンサデータ点の自己診断テストを実行するステップと、を
含む。
【０３４９】
第３８の態様の実施形態では、方法は、自己診断テストの診断に反応して、較正された
検体センサデータの連続表示を変えるステップを更に含む。
【０３５０】
第３８の態様の実施形態では、連続表示を変えるステップは、不正確度の診断に反応し
て、較正されたデータの表示を中断するステップを含む。
【０３５１】
第３８の態様の実施形態では、連続表示を変えるステップは、患者からの基準検体デー
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タを要求するステップを含む。
【０３５２】
第３９の態様では、連続的検体センサを起動するためのシステムが提供され、このシス
テムは、連続的検体センサに動作可能にリンクされ、センサからの少なくとも１つのセン
サデータ点を受け取るように構成されたセンサデータモジュールと、センサデータモジュ
ールに動作可能にリンクされ、センサデータを較正するようにプログラムされたプロセッ
サモジュールと、プロセッサモジュールに動作可能にリンクされ、センサ内の不正確度ま
たはセンサデータ内の不正確度を診断するようにプログラムされたフェールセーフモジュ
ールと、を含む。
【０３５３】
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第３９の態様の実施形態では、システムはセンサデータを反映する情報を出力するよう
に構成されたインターフェース制御モジュールを更に含み、フェールセーフモジュールは
、不正確度の診断に反応して情報の出力を変えるように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０３５４】
【図１】アプリケータ、取付けユニット、及び電子機器ユニットを含む、経皮的検体セン
サシステムの斜視図である。
【図２】機能位置にある電子機器ユニットを含む、取付けユニットの斜視図である。
【図３】個々の構成部品を示す、取付けユニットの分解斜視図である。
【図４Ａ】個々の構成部品を示す、端子サブアセンブリの分解斜視図である。

40

【図４Ｂ】代替的な端子構成の斜視図である。
【図４Ｃ】別の代替的な端子構成の斜視図である。
【図５Ａ】センサの近位部分の分解破断図である。
【図５Ｂ】センサの遠位部分の分解破断図である。
【図５Ｃ】図５Ｂのセンサを線Ｃ−Ｃで見た断面図であり、膜システムによって囲まれた
作用電極の露出された電気活性面を示す図である。
【図６】センサの挿入及びその後の針の引き戻しを容易にする構成部品を示す、アプリケ
ータの分解側面図である。
【図７Ａ】アプリケータ構成部品及びその協働関係を示す、概略的な側面断面図である。
【図７Ｂ】アプリケータ構成部品及びその協働関係を示す、概略的な側面断面図である。
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【図７Ｃ】アプリケータ構成部品及びその協働関係を示す、概略的な側面断面図である。
【図７Ｄ】アプリケータ構成部品及びその協働関係を示す、概略的な側面断面図である。
【図８Ａ】安全ラッチ機構を含む一実施形態における、アプリケータ及び取付けユニット
の斜視図である。
【図８Ｂ】センサ挿入前の、一実施形態で取付けユニットに対合的に係合するアプリケー
タの側面図である。
【図８Ｃ】プランジャサブアセンブリを押し込んだ後、針及びセンサが取付けユニットか
ら延びている、図８Ｂの実施形態で示される取付けユニット及びアプリケータの側面図で
ある。
【図８Ｄ】導管サブアセンブリが引き戻された後の、図８Ｂの実施形態に示す取付けユニ
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ット及びアプリケータの側面図であり、針がアプリケータ内に引き戻されている。
【図８Ｅ】センサ挿入後に取付けユニットに対合的に係合する、代替実施形態のアプリケ
ータの斜視図である。
【図８Ｆ】電子機器ユニットが取付けユニット内に摺動的に挿入される間、対合的に係合
する、図８Ｅの代替実施形態に示す取付けユニットとアプリケータの斜視図である。
【図８Ｇ】アプリケータが解除された後、取付けユニットに対合的に係合する、図８Ｅの
代替実施形態に示す電子機器ユニットの斜視図である。
【図８Ｈ】図８Ｂから８Ｄに示す実施形態と比較して、図８Ｅから８Ｇの代替実施形態に
示すセンサシステムの比較的な上面図である。
【図８Ｉ】図８Ｂから８Ｄに示す実施形態と比較して、図８Ｅから８Ｇの代替実施形態に
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示すセンサシステムの比較的な上面図である。
【図９Ａ】センサ挿入の段階を示す、アプリケータ及び取付けユニットの側面図である。
【図９Ｂ】センサ挿入の段階を示す、アプリケータ及び取付けユニットの側面図である。
【図９Ｃ】センサ挿入の段階を示す、アプリケータ及び取付けユニットの側面図である。
【図１０Ａ】アプリケータを取付けユニットに挿入し解除した直後の取付けユニットを示
すセンサシステムの斜視図である。
【図１０Ｂ】アプリケータを取付けユニットに挿入し解除した直後の取付けユニットを示
すセンサシステムの側面断面図である。
【図１１Ａ】端子サブアセンブリを機能位置に枢動した後の取付けユニットを示す、セン
サシステムの斜視図である。
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【図１１Ｂ】端子サブアセンブリを機能位置に枢動した後の取付けユニットを示す、セン
サシステムの側面断面図である。
【図１２Ａ】機能位置にあるセンサ、取付けユニット、及び電子機器ユニットを示す、セ
ンサシステムの斜視図である。
【図１２Ｂ】機能位置にあるセンサ、取付けユニット、及び電子機器ユニットを示す、セ
ンサシステムの斜視図である。
【図１２Ｃ】機能位置にあるセンサ、取付けユニット、及び電子機器ユニットを示す、セ
ンサシステムの側面図である。
【図１３】センサシステムに関連する電子機器を示すブロック図である。
【図１４】受信機と無線通信するセンサシステムの斜視図である。
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【図１５Ａ】連続的検体センサ、受信機、及び外部デバイスを含む、医療用デバイスの構
成を示すブロック図である。
【図１５Ｂ】画面ディスプレイの実施形態を示す、受信機の液晶ディスプレイの図である
。
【図１５Ｃ】画面ディスプレイの実施形態を示す、受信機の液晶ディスプレイの図である
。
【図１５Ｄ】画面ディスプレイの実施形態を示す、受信機の液晶ディスプレイの図である
。
【図１６Ａ】センサデータの初期較正及びデータ出力を示すフローチャートである。
【図１６Ｂ】傾き及びベースラインの事前情報を使用する１つの例を示すグラフである。
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【図１７】統計的、臨床的、及び／または生理学的な許容可能性のために基準及び／また
はセンサデータを評価することを示すフローチャートである。
【図１８】誤った値のための較正されたセンサデータの評価を示すフローチャートである
。
【図１９】センサデータの自己診断を示すフローチャートである。
【図２０Ａ】約３日間にわたって取得されたヒトにおけるグルコースセンサデータのグラ
フ表示である。
【図２０Ｂ】約３日間にわたって取得されたヒトにおけるグルコースセンサデータのグラ
フ表示である。
【図２１】約７日間にわたって取得されたヒトにおけるグルコースセンサデータのグラフ
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表示である。
【発明を実施するための形態】
【０３５５】
以下の説明及び例は、開示された本発明のいくつかの例示的な実施形態を詳細に示す。
当業者であれば、本発明の範囲によって包含される数多くの変形及び修正があることを理
解するであろう。従って、ある例示的な実施形態の説明が本発明の範囲を限定するとみな
されるべきではない。
【０３５６】
定義
好ましい実施形態を理解しやすくするために、多くの用語を以下の通り定義する。
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【０３５７】
本明細書で使用される「検体（analyte）」という用語は広範な用語であり、限定はさ
れないが、一般的な意味では、生物流体（例えば血液、細胞間液、脳脊髄液、リンパ液ま
たは尿）中の分析可能な物質または化学成分を指すことを含んで使用される。検体は自然
発生物質、人工物質、代謝産物、及び／または反応生成物を含むことができる。いくつか
の実施形態では、感知する領域、デバイス、及び方法によって測定される検体はグルコー
スである。ただし、限定はされないが、非カルボキシプロトロンビン；アシルカルニチン
；アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ；アデノシンデアミナーゼ；アルブミン；
アルファフェトプロテイン；アミノ酸プロファイル（アルギニン（クレブスサイクル（Kr
ebs cycle））、ヒスチジン／ウロカニン酸、ホモシステイン、フェニルアラニン／チロ
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シン、トリプトファン）；アンドロステンジオン；アンチピリン；アラビニトール鏡像異
性体；アルギナーゼ；ベンゾイルエクゴニン（コカイン）；ビオチニダーゼ；ビオプテリ
ン；Ｃ反応性タンパク；カルニチン；カルノシナーゼ；ＣＤ４；セルロプラスミン；ケノ
デオキシコール酸；クロロキン；コレステロール；コリンエステラーゼ；共役１−βヒド
ロキシコール酸；コルチゾール；クレアチンキナーゼ；クレアチンキナーゼＭＭアイソザ
イム；シクロスポリンＡ；ｄ−ペニシルアミン；デエチルクロロキン；デヒドロエピアン
ドロステロン硫酸塩；ＤＮＡ（アセチル化多型、アルコールデヒドロゲナーゼ、アルファ
１−アンチトリプシン、嚢胞線維症、デュシェンヌ／ベッカー型筋ジストロフィ、グルコ
ース−６−リン酸脱水素酵素、ヘモグロビンＡ、ヘモグロビンＳ、ヘモグロビンＣ、ヘモ
グロビンＤ、ヘモグロビンＥ、ヘモグロビンＦ、Ｄパンジャブ型、β−サラセミア、Ｂ型
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肝炎ウイルス、ＨＣＭＶ、ＨＩＶ−１、ＨＴＬＶ−１、レーバー遺伝性視神経萎縮症、Ｍ
ＣＡＤ、ＲＮＡ、ＰＫＵ、三日熱マラリア原虫、性分化、２１−デオキシコルチゾール）
；デスブチルハロファントリン；ジヒドロプテリジン還元酵素；ジフテリア破傷風抗毒素
；赤血球アルギナーゼ；赤血球プロトポルフィリン；エステラーゼＤ型；脂肪酸／アシル
グリシン；遊離Ｂ−ヒト絨毛性ゴナドトロピン；遊離赤血球ポルフィリン；遊離サイロキ
シン（ＦＴ４）；遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３）；フマリルアセトアセターゼ；ガ
ラクトース／ｇａｌ−１−リン酸；ガラクトース−１−リン酸ウリジルトランスフェラー
ゼ；ゲンタミシン；グルコース−６−リン酸脱水素酵素；グルタチオン；グルタチオンペ
リオキシダーゼ；グリココール酸；グリコシル化ヘモグロビン；ハロファントリン；ヘモ
グロビン変異体；ヘキソサミニダーゼＡ；ヒト赤血球炭酸脱水酵素Ｉ；１７−αヒドロキ
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シプロゲステロン；ヒポキサンチンホスホリボシルトランスフェラーゼ；免疫反応性トリ
プシン；乳酸塩；鉛；リポタンパク質（（ａ）、Ｂ／Ａ−１、Ｂ）；リゾチーム；メフロ
キン；ネチルマイシン；フェノバルビトン；フェニトイン；フィタン酸／プリスタン；プ
ロゲステロン；プロラクチン；プロリダーゼ；プリンヌクレオシドフォスフォリラーゼ；
キニーネ；リバーストリヨードサイロニン（ｒＴ３）；セレニウム；血清膵リパーゼ；シ
ソミシン；ソマトメジンＣ；特異性抗体（アデノウイルス、抗核抗体、抗ζ抗体、アルボ
ウイルス、オーエスキー病ウイルス、デングウイルス、メジナ虫、単包条虫、赤痢アメー
バ、エンテロウイルス、ジアルジア症、ヘリコバクターピロリ、Ｂ型肝炎ウイルス、ヘル
ペスウイルス、ＨＩＶ−１、ＩｇＥ（アトピー症）、インフルエンザウイルス、リーシュ
マニア症、レプトスピラ症、麻疹／流行性耳下腺炎／風疹、ライ菌、マイコプラズマ肺炎
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、ミオグロビン、回旋糸状虫、パラインフルエンザウイルス、熱帯熱マラリア原虫、ポリ
オウイルス、緑膿菌、呼吸器多核体ウイルス、リケッチア症（恙虫病）、マンソン住血吸
虫、トキソプラズマ、梅毒トレポネーマ、クルーズトリパノゾーマ／ランゲリトリパノゾ
ーマ、水胞性口炎ウイルス、バンクロフト糸状虫；

黄熱病ウイルス）；特異性抗原（Ｂ

型肝炎ウイルス、ＨＩＶ−１）；スクシニルアセトン；スルファドキシン；テオフィリン
；甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）；サイロキシン（Ｔ４）；サイロキシン結合グロブリン
；微量元素；トランスフェリン；ＵＤＰ−ガラクトース−４−エピメラーゼ；尿素；ウロ
ポルフィリノーゲンＩ生成酵素；ビタミンＡ；白血球；及び亜鉛プロトポルフィリンを含
む他の検体も企図されている。血液または細胞間液で自然に発生する塩、糖、タンパク質
、脂肪、ビタミン、及びホルモンもまた、ある種の実施形態における検体を構成すること
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ができる。検体は、例えば代謝生成物、ホルモン、抗原、抗体等の生物流体内に自然に存
在することができる。あるいは、限定はされないが、インスリン；エタノール；大麻（マ
リワナ、テトラヒドロカナビノール、ハシシ）；吸入剤（亜酸化窒素、亜硝酸アミル、亜
硝酸ブチル、クロロ炭化水素、炭化水素）；コカイン（クラックコカイン）；刺激剤（ア
ンフェタミン、メタンフェタミン、リタリン、サイラート、プレルジン、ディドレックス
、プレステート、ヴォラニル、サンドレックス、プレギン）；鎮静剤（バルビツール酸塩
、メタカロン、ヴァリウム、リブリウム、ミルタウン、セラックス、イクオニル、トラン
シンなどのトランキライザー）；幻覚剤（フェンシクリジン、リゼルギン酸、メスカリン
、ペヨーテ、サイロシビン）；麻薬（ヘロイン、コデイン、モルヒネ、アヘン、メペリジ
ン、パーコセット、パーコダン、ツシオネックス、フェンタニル、ダーヴォン、タルウィ
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ン、ロモティル）；デザイナードラッグ（例えばエクスタシーなど、フェンタニル、メペ
リジン、アンフェタミン、メタンフェタミン、及びフェンシクリジンの類似体）；タンパ
ク同化ステロイド；及びニコチンを含む、例えば画像診断のための造影剤、放射性同位体
、化学薬剤、フッ化炭素ベースの人工血液、または薬物または医薬品成分などの検体を体
内に導入することができる。薬剤及び医薬品成分の代謝産物もまた、企図された検体であ
る。例えば、アスコルビン酸、尿酸、ドパミン、ノルアドレナリン、３−メトキシチラミ
ン（３ＭＴ）、３，４−ジヒドロキシフェニル酢酸（ＤＯＰＡＣ）、ホモバニリン酸（Ｈ
ＶＡ）、５−ヒドロキシトリプタミン（５ＨＴ）、及び５−ヒドロキシインドール酢酸（
ＦＨＩＡＡ）など、体内で生成される神経化学系化合物及び他の化合物などの検体を分析
することもできる。
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【０３５８】
本明細書で使用される「患者（host）」という用語は広範な用語であり、限定はされな
いが、一般的な意味では、哺乳類、特にヒトを指すことを含んで使用される。
【０３５９】
本明細書で使用される「出口部位（exit‑site）」という用語は広範な用語であり、限
定はされないが、一般的な意味では、医療機器（例えば、センサ及び／または針）が患者
の体から出る部位を指すことを含んで使用される。
【０３６０】
本明細書で使用される「連続（または継続）検体感知（continuous (or continual) an
alyte sensing）」という語句は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味で
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は、検体濃度のモニタリングが連続的、継続的、及び／または間歇的（規則的または不規
則的）、例えば約５分から１０分ごとに行われる期間を指すことを含んで使用される。
【０３６１】
本明細書で使用される「電気化学的反応面（electrochemically reactive surface）」
という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、電気化学的反応
が起きる電極の面を指すことを含んで使用される。例えば作用電極は、検出された検体の
酵素触媒反応によって、生成された過酸化水素を測定し、電流を生成するように反応する
。グルコース検体は、グルコースオキシダーゼを使用して検出することができ、副産物と
してＨ２Ｏ２を生成する。Ｈ２Ｏ２は作用電極面と反応して２つの陽子（２Ｈ＋）、２つ
の電子（２ｅ−）及び１つの酸素分子（Ｏ２）を生成し、検出される電流を生成する。
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【０３６２】
本明細書で使用される「電子的接続（electronic connection）」という用語は広範な
用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、機械的（例えばピンとソケット）ま
たは半田付け電子的接続など、感知領域の電極とデバイスの電子回路のインターフェース
に使用することのできる、当業者には既知の電子的接続を指すことを含んで使用される。
【０３６３】
本明細書で使用される「阻害物質（interferant）」という用語は広範な用語であり、
限定はされないが、一般的な意味では、センサで対象検体の測定を阻害して、検体測定を
正確に表さない信号を生成する種を指すことを含んで使用される。電気化学的センサの一
例では、阻害物質は測定する検体と重なる酸化電位を有する化合物である。
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【０３６４】
本明細書で使用される「感知領域（sensing region）」という用語は広範な用語であり
、限定はされないが、一般的な意味では、特定の検体の検出に関与する監視デバイス領域
を指すことを含んで使用される。感知領域は一般に、非導電体、作用電極（陽極）、基準
電極（オプション）、及び／または非導電体内を通りそこに固定され、非導電体表面上の
電気化学的反応面及び非導電体上の別の場所の電子的接続手段を形成する対電極（陰極）
、及び非導電体に付着し電気化学的反応面を覆う複数のドメイン膜を含む。
【０３６５】
本明細書で使用される「高酸素溶解性ドメイン（high oxygen solubility domain）」
という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、水性媒体より高
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い酸素溶解度を有し、膜システムを取り囲む生物流体からの酸素を濃縮する材料から構成
されるドメインを指すことを含んで使用される。ドメインは、最小酸素時間の間、酸素リ
ザーバとして働くことができ、必要なときにより高い酸素勾配をもたらし、膜を通る酸素
の輸送を容易にする、容量を有する。従って、必要なときに高酸素溶解性ドメインがクリ
ティカルドメインにより高い酸素フラックスを供給することが可能であることによって、
全体的なセンサ機能を向上させることができる。
【０３６６】
本明細書で使用される「ドメイン（domain）」という用語は広範な用語であり、限定は
されないが、一般的な意味では、層、均一または不均一の勾配（例えば膜の異方性領域）
、または膜の一部とすることができる、膜システムの領域を指すことを含んで使用される

40

。
【０３６７】
本明細書で使用される「遠位側（distal to）」という語句は広範な用語であり、限定
はされないが、一般的な意味では、特定の基準点と比較した様々な要素間の空間的関係を
指すことを含んで使用される。一般に、本用語は、ある要素が別の要素よりも基準点から
比較的遠くに位置することを示す。
【０３６８】
本明細書で使用される「近位側（proximal to）」という用語は広範な用語であり、限
定はされないが、一般的な意味では、特定の基準点と比較した様々な要素間の空間的関係
を指すことを含んで使用される。一般に、本用語は、ある要素が別の要素よりも基準点か
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ら比較的近くに位置することを示す。
【０３６９】
本明細書で使用される「生体内部分（in vivo portion）」及び「遠位部分（distal po
rtion）」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、デバ
イス（例えば、センサ）の患者の生体内に挿入及び／または存在するように適合させた部
分を指すことを含んで使用される。
【０３７０】
本明細書で使用される「生体外部分（ex vivo portion）」及び「近位部分（proximal
portion）」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、デ
バイス（例えば、センサ）の患者の生体内の外側に残留及び／または存在するように適合
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させた部分を指すことを含んで使用される。
【０３７１】
本明細書で使用される「生データストリーム（raw data stream）」及び「データスト
リーム」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、測定さ
れた検体に直接関連する検体センサからのアナログまたはデジタル信号を指すことを含ん
で使用される。例えば、生データストリームは、検体濃度を表すアナログ信号（例えば、
電圧または振幅）からＡ／Ｄ変換器によって変換される「カウント（count）」のデジタ
ルデータである。本用語は、実質的に連続的な検体センサからの複数の時間間隔データ点
を広く包含し、それぞれが数分の一秒から例えば１、２、または５分またはそれ以上の時
間間隔で測定される個々の測定値を含む。
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【０３７２】
本明細書で使用される「カウント」という用語は広範な用語であり、限定はされないが
、一般的な意味では、デジタル信号の測定単位を指すことを含んで使用される。例えば、
カウントで測定された生データストリームは、作用電極からの電流に直接関連する、（例
えばＡ／Ｄ変換器によって変換された）電圧に直接関連する。
【０３７３】
本明細書で使用される「生理学的に可能な（physiologically feasible）」という用語
は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、ヒト及び／または動物のグ
ルコースデータの連続的試験から得られる１つまたは複数の生理学的パラメータを指すこ
とを含んで使用される。例えば、ヒトのグルコースの変化の最大持続速度は約４から６ｍ
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ｇ／ｄＬ／分、及び変化の最大増加速度は約０．１から０．２ｍｇ／ｄＬ／分が生理学的
に可能な限度であるとみなされる。これらの限度外の値は非生理学的であると考えられ、
例えば信号エラーなどの結果である可能性が高い。
【０３７４】
本明細書で使用される「虚血（ischemia）」という用語は広範な用語であり、限定はさ
れないが、一般的な意味では、一部（例えばセンサ）への循環の閉塞による血液供給の局
所的及び一時的な欠損を指すことを含んで使用される。虚血は、例えば血液供給の機械的
閉塞（例えば動脈の狭窄または破裂）によって生じる場合がある。
【０３７５】
本明細書で使用される「対応データ対（matched data pairs）」という用語は広範な用
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語であり、限定はされないが、一般的な意味では、実質的に時間対応するセンサデータ（
例えば、１つまたは複数のセンサデータ点）に対応する基準データ（例えば、１つまたは
複数の基準検体データ点）を指すことを含んで使用される。
【０３７６】
本明細書で使用される「クラークエラーグリッド（Clarke Error Grid）」という用語
は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、例えば、１）基準グルコー
ス測定値、２）センサグルコース測定値、３）２つの値の相対的差異、及び４）その差異
の臨床的有意性を考慮して、基準グルコース値とセンサ生成グルコース値の間の差異の臨
床的有意性を評価するために使用されるエラーグリッド分析などのエラーグリッド分析を
指すことを含んで使用される。Clarke等による非特許文献１を参照し、その内容を参照に
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よって全体的に援用し、本明細書の一部とする。
【０３７７】
本明細書で使用される「コンセンサスエラーグリッド（Consensus Error Grid）」とい
う用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、例えばグルコース測
定値など、２つの時間対応する測定値間の起こり得るエラーに対する臨床的リスクの特定
のレベルを特定するエラーグリッド分析を指すことを含んで使用される。コンセンサスエ
ラーグリッドは偏差によって示されるリスクの程度を示すゾーンに分割される。Parkes等
による非特許文献２を参照し、その内容を参照によって全体的に援用し、本明細書の一部
とする。
【０３７８】

10

本明細書で使用される「臨床的許容性（clinical acceptability）」という用語は広範
な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、患者に対する不正確度のリスクの
判断を指すことを含んで使用される。臨床的許容は、時間対応する検体測定値（例えば、
グルコースセンサからのデータと基準グルコースモニターからのデータ）間の偏差及びセ
ンサ及び／または基準データによって表示される検体値に基づいた偏差に関連する、（例
えば、糖尿病患者の意思決定に対する）リスクを考慮する。臨床的許容性の一例は、セン
サ測定値を標準的な基準測定値と比較するとき、標準的なクラークエラーグリッドの「Ａ
」及び「Ｂ」領域内にある、いくつかの所与の測定検体値の８５％とすることができる。
【０３７９】
本明細書で使用される「センサ」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、
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一般的な意味では、検体を定量化することのできるデバイスの構成部品または領域を指す
ことを含んで使用される。
【０３８０】
本明細書で使用される「針（needle）」という用語は広範な用語であり、限定はされな
いが、一般的な意味では、材料を体内へ導入または材料を体内から除去するための細長い
中空の器具を指すことを含んで使用される。
【０３８１】
本明細書で使用される「動作可能に接続（operably connected）」または「動作可能に
リンク（operably linked）」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般
的な意味では、１つまたは複数の他の構成部品とリンクされた１つまたは複数の構成部品
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を指すことを含んで使用される。本用語は機械的接続、電気的接続、または構成部品間で
信号の伝達を可能にする接続を指すことができる。例えば、１つまたは複数の電極を使用
して試料の検体の量を検出し、その情報を信号に変換することができ、次いで信号を回路
に伝達することができる。そのような例では、電極は電子回路に「動作可能にリンク」さ
れている。
【０３８２】
本明細書で使用される「ベースライン」という用語は広範な用語であり、限定はされな
いが、一般的な意味では、検体濃度に関連しない検体センサ信号の成分である。グルコー
スセンサの一例では、ベースラインは実質的にグルコース以外の因子（例えば、阻害種、
無反応に関連する過酸化水素、または酸化電位が過酸化水素と重なる他の電気活性種）に
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よる多くの信号が一因となって構成される。ｙ＝ｍｘ＋ｂの式を解くことによって較正が
定義されるいくつかの実施形態では、ｂの値は信号のベースラインを表す。
【０３８３】
本明細書で使用される「感度」または「傾き（slope）」という用語は広範な用語であ
り、限定はされないが、一般的な意味では、測定された検体の一定の量（単位）によって
生成される電流量を指すことを含んで使用される。例えば、好ましい一実施形態では、セ
ンサは１ｍｇ／ｄＬのグルコース検体ごとに、約３．５から７．５ピコアンペアの電流の
感度（すなわち傾き）を有する。
【０３８４】
本明細書で使用される「膜システム（membrane system）」という用語は広範な用語で
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あり、限定はされないが、一般的な意味では、２つ以上のドメインから構成することがで
き、数ミクロン以上の厚さの材料から一般に作製され、酸素透過性であり、例えばグルコ
ースまたは別の検体を任意で透過可能である、透過性または半透過性膜を指すことを含ん
で使用される。一例では、膜システムは固定化されたグルコースオキシダーゼ酵素を含み
、グルコースと酸素の間で反応が起きることを可能にし、それによりグルコース濃度を測
定することができる。
【０３８５】
本明細書で使用される「プロセッサモジュール」及び「マイクロプロセッサ」という用
語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、コンピュータを駆動する
基本的指示に反応またはそれを処理する論理回路を用いて算術または論理演算を実施する
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ように設計されたコンピュータシステム、ステートマシン、プロセッサ等を指すことを含
んで使用される。
【０３８６】
本明細書で使用される「平滑化（smoothing）」及び「フィルタリング」という用語は
広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、いくつかのデータを平滑化及
び連続化し、または、例えば生データストリームの移動平均を実施することによって、異
常な点を排除または消去するように調整することを含んで使用される。
【０３８７】
本明細書で使用される「アルゴリズム」という用語は広範な用語であり、限定はされな
いが、一般的な意味では、例えばコンピュータ処理を使用して、情報を１つの状態から別
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の状態へ変換する際に使用される計算プロセス（例えば、プログラム）を指すことを含ん
で使用される。
【０３８８】
本明細書で使用される「回帰（regression）」という用語は広範な用語であり、限定は
されないが、一般的な意味では、いくつかのデータがある線からの最小測定値（例えば、
偏差）を有する線を見つけることを含んで使用される。回帰は、線形、非線形、１次、２
次等とすることができる。回帰の一例は、最小二乗回帰である。
【０３８９】
本明細書で使用される「較正（calibration）」という用語は広範な用語であり、限定
はされないが、一般的な意味では、センサデータと対応する基準データの関係を判断し、
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それを使用してセンサデータを基準データと実質的に等しい有意義な値へと変換すること
ができるプロセスを指すことを含んで使用される。いくつかの実施形態、すなわち連続的
な検体のセンサでは、例えば感度、ベースライン、輸送、代謝等の変化により、時間の経
過とともにセンサデータと基準データの関係に変化が生じるにつれて、較正を更新または
再較正することができる。
【０３９０】
本明細書で使用される「阻害物質（interferants）」及び「阻害種（interfering spec
ies）」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、センサ
での対象検体の測定を阻害して、検体濃度を正確に表さない信号を生成する作用及び／ま
たは種を指すことを含んで使用される。電気化学的センサの一例では、阻害種は測定する
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検体と重なる酸化電位を有し、それにより擬陽性信号を生成する化合物である。
【０３９１】
本明細書で使用される「塩素化」及び「塩素化処理」という用語は広範な用語であり、
限定はされないが、一般的な意味では、塩素で処理または精製することを指すことを含ん
で使用される。本明細書で使用される「塩化物」という用語は広範な用語であり、限定は
されないが、一般的な意味では、塩素イオン、塩素イオン源、及び塩化水素酸の塩を指す
ことを含んで使用される。塩素化及び塩素化処理方法は、限定はされないが、化学的及び
電気化学的方法を含む。
【０３９２】
センサシステム
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経皮的検体センサを患者の皮膚の下に挿入するためのアプリケータを含む、経皮的検体
センサシステムが提供される。センサシステムは検体を感知するためのセンサを含み、セ
ンサは患者の皮膚上に取り付けるように適合された取付けユニットに関連する。取付けユ
ニットは、センサと関連し患者の皮膚に固定するように適合された電子機器ユニットを収
容する。ある実施形態では、システムはセンサデータを受け取り、及び／または処理する
ための受信機を更に含む。
【０３９３】
図１は、経皮的検体センサシステム１０の斜視図である。図１に示すようにシステムの
好ましい実施形態では、センサはアプリケータ１２、取付けユニット１４、及び電極ユニ
ット１６を含む。システムは、図１４を参照して更に詳細に述べるが、受信機１５８を更

10

に含むことができる。
【０３９４】
取付けユニット（ハウジング）１４は、患者の皮膚上に取り付けるように適合された基
部２４、患者の皮膚を通して経皮的に挿入するように適合されたセンサ（図４Ａ参照）、
及びセンサと電子機器ユニット１６の間に確実な電気的接触をもたらすように構成された
１つまたは複数の端子２８を含む。取付けユニット１４は、患者におけるセンサの完全性
を維持し、取付けユニット、患者、及び／またはセンサ間での動きの伝達を低減または消
去するように、設計されている。
【０３９５】
一実施形態では、針の補助とともに適切な挿入角度で患者の皮膚を通してセンサ３２を
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挿入するため（図６から８を参照）、及び連続的な押し引き動作を使用してその後針を除
去するために、アプリケータ１２が提供される。好ましくは、アプリケータはアプリケー
タ部品を導くアプリケータ本体１８を含み（図６から８を参照）、センサを患者の体内に
挿入する間に取付けユニット１４と対合するように構成されたアプリケータ本体基部６０
を含む。アプリケータ本体基部６０と取付けユニット１４の間の対合は、使用中に分離し
ないように、例えばスナップ嵌め、圧入嵌め、締まり嵌め等、既知の対合構成を使用する
ことができる。例えばアプリケータ本体基部６０が取付けユニット１４にスナップ嵌めさ
れているとき、１つまたは複数の解除ラッチ３０によってアプリケータ本体基部６０の解
除が可能である。
【０３９６】
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電子機器ユニット１６は、ハードウェア、ファームウェア、及び／またはセンサを通し
て検体の値の測定が可能であるソフトウェアを含む。例えば、電子機器ユニット１６は、
ポテンショスタット、センサに電力を供給するための電源、信号処理に有用な他の部品、
及び好ましくはデータを電子機器ユニット１６から受信機へ伝送するためのＲＦモジュー
ルを含むことができる（図１３から１５を参照）。電子機器は印刷回路基盤（ＰＣＢ）等
に固定することができ、様々な形態をとることができる。例えば、電子機器は、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、マイクロコントローラ、またはプロセッサなど、集積回路（
ＩＣ）の形態をとることができる。好ましくは、電子機器ユニット１６は、センサの検体
データを処理するためのシステム及び方法を含む、センサ電子機器を収容する。センサの
検体データを処理するためのシステム及び方法の例は、以下及び２００３年８月１日に出
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願された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米
国特許出願公開第２００５／００２７４６３号明細書で、より詳細に説明されている。
【０３９７】
アプリケータ１２を使用してセンサを挿入し、その後アプリケータ１２を取付けユニッ
ト１４から解除した後（図８Ｂから８Ｄを参照）、電子機器ユニット１６は、上記でアプ
リケータ本体基部６０に関して説明したのと同様の方法で、取付けユニット１４に解除可
能に対合するように構成される。電子機器ユニット１６は、図２から４を参照してより詳
細に説明するように、端子２８と電気的に接続するように構成された裏面の端子（図示せ
ず）を含む。一実施形態では、電子機器ユニット１６は、例えば起動、較正リセット、故
障試験等のプログラミングを備えるように構成されており、毎回、取付けユニット１４に
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初期挿入され、及び／または毎回、センサ３２と初期通信する。
【０３９８】
取付けユニット
図２は、機能位置で示す好ましい実施形態のセンサシステムの斜視図であり、取付けユ
ニット及びその中に対合的に係合された電子機器ユニットを含む。図８から１０は、患者
の検体濃度を測定するための、機能位置にあるセンサを示す。
【０３９９】
好ましい実施形態では、ハウジングともいう取付けユニット１４は、患者の皮膚に固定
するように適合された基部２４を含む。基部は様々な硬質または軟質材料から形成するこ
とができ、使用中にデバイスが患者から突き出ることを最小限に抑えるために、好ましく
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は低断面を含む。いくつかの実施形態では、基部２４は少なくとも一部が可撓性材料から
形成され、患者がデバイスを使用するときに患者の動きに関連して動作関連アーチファク
トを生じることのある従来の経皮的センサに、数多くの利点をもたらすと考えられる。例
えば、経皮的検体センサを患者の体内に挿入するとき、センサの様々な動き（例えば、生
体内部分と生体外部分の間の相対動作、皮膚の動き、及び／または患者の体内（真皮また
は皮下）での動き）によって、デバイスにストレスがかかりセンサ信号に雑音を発生させ
ることができる。皮膚のわずかな動きであっても、不快感及び／または動作関連アーチフ
ァクトを伝達することがあると考えられており、可撓性のある、または連接された基部に
よって低減または回避することができる。従って、患者の皮膚に対してデバイスの可撓性
及び／または連接性を設けることによって、患者の通常の使用及び動作に対してセンサシ
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ステム１０のより良い順応性を得ることができる。可撓性または連接性は（接着パッドを
使用して）取付けユニット１４の皮膚への接着を増加させると考えられており、それによ
り、他の場合であれば患者の動きを伝達しセンサの性能を低下させることのある、動作関
連アーチファクトを低減する。
【０４００】
図３は、取付けユニット、関連する端子サブアセンブリ、及び電子機器ユニットを示す
、好ましい実施形態のセンサシステムの分解斜視図である。いくつかの実施形態では、端
子２８は、以下端子サブアセンブリ２６というサブアセンブリの上または中に設置されて
おり（図４Ａ参照）、取付けユニット１４の基部２４内に嵌合するように構成された端子
ホルダ３４、及び、図１０及び１１を参照してより詳細に述べるが、端子サブアセンブリ
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２６を第１の位置（挿入時）と第２の位置（使用時）の間で取付けユニット１４に対して
枢動させるヒンジ３８を含む。本明細書で使用される「ヒンジ」という用語は広範な用語
であり、限定はされないが、一般的な意味では、様々な枢動、連接、及び／または接着ヒ
ンジ、摺動継手等などのヒンジ機構のいずれかを指すことを含んで使用される。ヒンジと
いう用語は、周りで連接が行われる支点または固定点を必ずしも暗示しない。
【０４０１】
ある実施形態では、取付けユニット１４は接着パッド８を備え、好ましくは取付けユニ
ットの裏面に配設され、好ましくは解除可能な裏当て層９を含む。従って、裏当て層９を
取り外し、取付けユニットの基部２４を患者の皮膚上に押し付けることにより、取付けユ
ニット１４を患者の皮膚に接着する。それに加えてまたはその代わりに、接着を確実にす
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るように、且つ任意で傷の出口部位（またはセンサ挿入部位）（図示せず）の周りを気密
または水密にすることを確実にするように、センサの挿入が完了した後、接着パッドをセ
ンサシステムの一部または全部の上に置くことができる。適切な接着パッドを、伸張させ
、細長くし、領域（例えば、患者の皮膚）と対応させ、及び／または通気させるように、
選択及び設計することができる。
【０４０２】
好ましい実施形態では、接着パッド８はスパンレース、連続または独立気泡発泡体、及
び／または不織繊維から形成されており、その上に配設された接着剤を含んでいるが、医
療用接着パッドの当業者には容易に理解できるように、患者の皮膚への接着に適切な様々
な接着パッドを使用することができる。いくつかの実施形態では、両面接着パッドを使用
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して取付けユニットを患者の皮膚に接着する。他の実施形態では、接着パッドは、例えば
接着パッドの側面縁部の間に気泡が配設され衝撃吸収体として作用する層である、気泡層
を含む。
【０４０３】
いくつかの実施形態では、接着パッド８の表面積は取付けユニットの裏面の表面積より
も大きい。あるいは、接着パッドは、基部裏面の表面積と実質的に同じ表面積のサイズと
することができる。好ましくは、接着パッドは、患者の皮膚に取り付ける側の表面積が、
取付けユニット基部２４の裏面２５の表面積の約１、１．２５、１．５、１．７５、２、
２．２５、または２．５倍の大きさである。そのようなより大きい表面積によって、取付
けユニットと患者の皮膚の接着を強化し、取付けユニットと患者の皮膚の間の動きを最小
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限に抑え、及び／または創傷出口部位（センサ挿入部位）を環境及び／または生物学的汚
染から保護することができる。ただし、いくつかの実施形態では、十分な接着が得られれ
ば、接着パッドの表面積を裏面より小さくすることもできる。
【０４０４】
いくつかの実施形態では、接着パッド８は基部２４の裏面２５と実質的に同じ形状であ
るが、例えば、バタフライ形、円形、正方形または長方形など、他の形状を有利に使用す
ることもできる。接着パッドの裏当ては、例えば、最初に接着パッドの一部分のみを露出
しデバイスを調整可能に配置する１次解除、及び、適切に配置した後で、次に接着パッド
の残りの部分を露出しデバイスを患者の皮膚にしっかりと確実に接着する２次解除などの
２段階解除に設計することができる。接着パッドは好ましくは防水性である。好ましくは
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、図９Ａから９Ｃを参照してより詳細に説明するが、センサの使用可能寿命の終了時に患
者の皮膚から簡単に解除することができるように、基部の裏面上に伸張−解除式の接着パ
ッドを設ける。
【０４０５】
いくつかの状況では、例えば湿度によって接着パッドが取付けユニットから解除される
可能性があるため、接着パッドと取付けユニットの間の従来の接着が不十分な場合がある
ことが明らかになっている。従って、いくつかの実施形態では、紫外線、音響、無線周波
数、または湿度硬化によって活性化または促進される接着剤を使用して、接着パッドを接
着することができる。いくつかの実施形態では、第１及び第２の複合材料の共晶結合によ
って強力な接着を形成することができる。いくつかの実施形態では、表面の接着性を強化
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するために、オゾン、プラズマ、化学物質等を使用して取付けユニットの表面を前処理す
ることができる。
【０４０６】
センサ挿入前または挿入中に、挿入部位（出口部位）に好ましくは生物活性剤を局所的
に塗布する。適切な生物活性剤には、例えば抗炎症剤、抗菌剤、抗生物質等、細菌の増加
及び感染を回避または阻害することが知られているものを含む。生物活性剤の拡散または
存在によって、出口部位付近の細菌の除去または排除を助けることができると考えられて
いる。それに加えてまたはその代わりに、生物活性剤を接着パッドと一体化し、または接
着パッドを覆うことができ、あるいは生物活性剤を全く使用しないこともできる。
【０４０７】
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図４Ａは、端子サブアセンブリ２６の一実施形態の、個々の構成部品を示す分解斜視図
である。好ましくは、封止材料ともいう水密（防水または耐水）の封止部材３６が、端子
ホルダ３４内に嵌合しており、水分、湿気、汚れ、及び他の外環境要因による損傷から電
極（及び電子機器ユニット１６の端子とそれぞれ動作可能な接続）を保護するために、取
付けユニット内の電極端子の電気的接続を取り囲むように構成された水密の封止をもたら
す。一実施形態では、封止部材３６は、シリコーンなどのエラストマー材料から形成され
るが、様々な他のエラストマーまたは封止材料を使用することもできる。別の実施形態で
は、封止は電子機器ユニットとの締まり嵌めを形成するように設計されており、例えば可
撓性プラスチックまたは貴金属など様々な材料から形成することができる。当業者であれ
ば、本明細書に記載された電気端子を取り囲む封止を設けるために様々な設計を使用する
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ことができることを容易に理解するであろう。例えば、端子ホルダ３４は、取付けユニッ
トと別個の部品ではなく、それの一部として一体型に設計することができる。それに加え
てまたはその代わりに、図１１Ａ及び１１Ｂを参照してより詳細に説明するが、センサ内
またはその周り（例えば、端子サブアセンブリまたは封止部材の内部または上）に封止材
を設けることができる。
【０４０８】
図示された実施形態では、封止部材３６は端子２８を取り囲む隆起部３７を備えて形成
される。隆起部３７は、電子機器ユニット１６が取付けユニット１４と対合するとき、端
子２８を取り囲む締まり嵌めを強化する。すなわち、隆起部は各端子を取り囲み、電子機
器ユニットの周りに密封を形成するように電子機器ユニット１６を押圧する。
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【０４０９】
端子２８は封止３６内部で嵌合し、センサ３２と電子機器ユニット１６の間に電気的接
続をもたらす。一般に、端子はセンサ３２を形成する電極（図５Ａから５Ｃ参照）と、相
互係合する端子２８の安定的な機械的及び電気的接続を確実にするように設計されている
。当業者には容易に理解できるように、例えば、ドーム形の金属端子、カンチレバー形の
フィンガー、ポゴピン等、様々な既知の方法を使用して、安定した接続をもたらすことが
できる。
【０４１０】
好ましい実施形態では、端子２８は、例えばカーボンブラックエラストマーなど、導電
性のエラストマー材料から形成され、その中をセンサ３２が延びる（図１０Ｂ及び１１Ｂ
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参照）。導電性のエラストマーは、その弾性特性によって相互係合する端子を自然に圧迫
し、それらの間に確実な圧入を形成するので、有利に使用される。いくつかの実施形態で
は、導電性エラストマーは、隣接する端子をエラストマーが押圧することによって端子表
面に拭取り動作を行い、それにより初期接続時に清浄動作が行われるように、成形するこ
とができる。更に、好ましい実施形態では、センサ３２は端子２８を通って延びており、
エラストマーがセンサの周りで弛緩することによって、センサが電気的及び機械的に固定
される（図７Ａから７Ｄ参照）。
【０４１１】
代替実施形態では、圧力が加えられると従うように形成された、導電性の硬質プラスチ
ックで端子が形成される。（例えば板ばね形状）そのような構成の端子を、例えば金属ば
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ねの代わりに使用して、適合材料によってクリンプまたははんだ付けする必要性を有利に
回避することができ、更に接続中に表面の汚染を除去するように拭取り動作を設計に組み
込むことができる。非金属端子は、そのシームレスな製造性、熱圧縮に対する堅固さ、非
腐食性表面、及び金属より高い抵抗による静電放電（ＢＳＤ）障害に対する固有の耐性の
おかげで、有利となり得る。
【０４１２】
図４Ｂ及び４Ｃは代替的な端子構成の斜視図である。図４Ｂは幅狭の端子構成の図であ
る。図４Ｃは幅広の端子構成の図である。当業者であれば、好ましい実施形態の端子には
、エラストマー、硬質プラスチック、または他の材料を使用する、様々な構成が適してい
ることを容易に理解するであろう。いくつかの状況では、センサを互いに差別化するよう
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に（図４Ａから４Ｃに示すものなど）複数の端子構成を設けることが有利となり得る。言
い換えると、端子の構造は、それぞれが特定の電子機器ユニットと嵌合するように設計（
キーを作成）された１つまたは複数の構成を含むことができる。センサシステムを差別化
（キーを作成）するためのシステム及び方法を説明する、後述の「センサシステムの差別
化」という題名のセクションを参照されたい。
【０４１３】
センサ
好ましくは、センサ３２は、患者の皮膚の下に挿入するための取付けユニットから延び
るように適合された、生体内部分ともいう遠位部分４２、及びセンサの挿入後に患者の皮
膚上に残り、端子２８を介して電子機器１６に動作可能に接続するように適合された、生
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体外部分ともいう近位部分４０を含む。好ましくは、センサ３２は２つ以上の電極、すな
わち、作用電極４４、並びに対電極及び／または基準電極として機能することができる少
なくとも１つの追加電極（以下基準電極４６という）を含む。膜システムは、図５Ａから
５Ｃを参照してより詳細に後述するが、好ましくは電極の上に置かれる。
【０４１４】
図５Ａは、作用電極及び基準電極を示す、一実施形態のセンサの近位部分４０の拡大破
断図である。図示された実施形態では、作用電極４４及び基準電極４６は端子２８を通っ
て延び、それらの間に電気的接続を形成する（図１０Ｂ及び１１Ｂ参照）。すなわち、作
用電極４４は端子２８の一方と電気的に接触しており、基準電極４６は端子２８の他方と
電気的に接触し、これは取付けユニット１４と対合するときに電子機器ユニット１６との
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電気的接続をもたらす。相互係合する電気端子によって、取付けユニット１４に接続する
とき、センサ３２を電子機器ユニット１６に動作可能に接続することができる。ただし、
電子機器ユニット１６をセンサ３２に電気的に接続する他の方法も可能である。例えば、
いくつかの代替実施形態では、基準電極を、センサから延びて取付けユニットの別の場所
で端子に（例えば、非同軸に）接続するように構成することができる。取付けユニット１
４と電子機器ユニット１６の間の脱着可能な接続によって、製造性が向上し、すなわち、
センサシステムを使用可能寿命後に取り替えるとき比較的安価な取付けユニット１４を廃
棄することができ、比較的より高価な電子機器ユニット１６を複数のセンサシステムで再
使用することができる。
【０４１５】

20

代替実施形態では、端子２８は様々な代替形状及び／またはサイズに形成される。例え
ば、端子２８は円盤、球、立方体等とすることができる。更に、端子２８は、電子機器ユ
ニットの対合するキャビティまたは溝内部で締まり嵌めができ、安定した機械的及び電気
的接続を形成するように、取付けユニットから延びる設計とすることができる。
【０４１６】
図５Ｂは、作用電極及び基準電極を示す、一実施形態のセンサの遠位部分の拡大破断図
である。好ましい実施形態では、センサは作用電極４４及び作用電極４４の周りに螺旋状
に巻き付けられた基準電極４６から形成される。絶縁体４５が作用電極と基準電極の間に
配設され、それらの間に必要な電気的絶縁をもたらす。電気化学的反応を可能にするため
に電極のある部分が露出しており、例えば、ウインドウ４３を絶縁体に形成して電気化学
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的反応のための作用電極４４の一部を露出することができる。
【０４１７】
好ましい実施形態では、各電極は、例えば直径が約０．００１インチ以下または約０．
０１０インチ以上の細いワイヤから形成され、めっき絶縁体、めっきワイヤ、電気的導電
材料のバルクから形成される。図示された電極構成及び関連の文章は、経皮的センサ形成
の好ましい一方法を説明しているが、Ward等による特許文献１、Say等による特許文献２
、Causey III等による特許文献３、及びHeller等による特許文献４に記載されているよう
に、好ましい実施形態の経皮的検体センサシステムには様々な既知の経皮的センサ構成を
使用することができる。
【０４１８】

40

好ましい実施形態では、作用電極は、白金、白金‐イリジウム、パラジウム、グラファ
イト、金、カーボン、導電性ポリマー、合金等の導電材料から形成されたワイヤを含む。
電極は様々な製造方法（バルク金属処理、基板上への金属の堆積等）で形成することがで
きるが、めっきワイヤ（例えば、鋼鉄ワイヤに白金で）、またはバルク金属（例えば白金
ワイヤ）から電極を形成することが有利となり得る。バルク金属から形成された電極は、
（例えば堆積電極と比べて）優れた性能を有し、アッセイの安定性の高さ、製造可能性の
単純さ、（例えば堆積過程で起こり得る）汚染への耐性、及び（例えば材料の純度により
）剥離や離層を生じない表面反応の向上を含む。
【０４１９】
作用電極４４は検体の濃度を測定するように構成される。グルコースを検出するための
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酵素による電気化学的センサでは、例えば作用電極は、検出しようとする検体の酵素触媒
反応によって生成された過酸化水素を測定し、測定可能な電子の流れを形成する。例えば
、グルコースオキシダーゼが副産物として過酸化水素を生成するグルコースの検出では、
過酸化水素が作用電極の表面と反応して２つの陽子（２Ｈ＋）、２つの電子（２ｅ−）及
び１つの酸素分子（Ｏ２）を生成し、検出される電子の流れを形成する。
【０４２０】
好ましい実施形態では、作用電極４４は、例えば非導電ポリマーなどの絶縁材料４５で
覆われている。浸漬被覆、スプレー被覆、蒸着、または他の被覆または堆積方法を使用し
て、絶縁材料を作用電極上に堆積させることができる。一実施形態では、絶縁材料は、そ
の強度、潤滑度、電気的絶縁特性から有利なポリマー被覆となり得るパリレンを含む。一

10

般に、パリレンは蒸着及びパラキシレン（またはその置換誘導体）の重合によって生成さ
れる。理論によって拘束されるものではないが、好ましい実施形態のセンサ上の潤滑性被
覆（例えば、パリレン）は、創傷を最小限に抑え、センサ寿命を延ばすことに寄与すると
考えられている。図２１は、経皮的グルコースセンサデータ及び対応する約７日間にわた
るヒトの血糖値を示し、経皮的グルコースセンサデータは、少なくとも一部がパリレン被
覆されたデバイスを使用して形成された。パリレン被覆は一般に好ましいが、例えばフッ
素処理したポリマー、ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン、ポリイミド、他の非
導電ポリマー等、任意の適切な絶縁材料を使用することもできる。ガラスまたはセラミッ
ク材料を使用することもできる。使用に適切な他の材料には、ペンシルバニア州Bellafon
teのAdvanced Materials Components ExpressによってＡＭＣ１８、ＡＭＣ１４８、ＡＭ
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Ｃ１４１及びＡＭＣ３２１の商標名で販売されているものなど、表面エネルギーが修正さ
れた被覆システムを含む。ただし、いくつかの代替実施形態では、作用電極は絶縁体の被
覆を必要としない場合もある。
【０４２１】
基準電極単独として、または二重の基準電極と対電極として機能することのできる基準
電極４６は、銀、銀／塩化銀等から形成される。好ましくは、基準電極４６は作用電極４
４と、またはその周りに、並置及び／または撚り合わされているが、他の構成（例えば、
皮膚内または皮膚上の基準電極など）もまた、可能である。図示された実施形態では、基
準電極４６は作用電極４４の周りに螺旋状に巻き付けられている。次いで、絶縁体取付物
を設けるために、上記と同様の方法でワイヤのアセンブリを任意で絶縁材料とともに被覆
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または接着する。
【０４２２】
いくつかの実施形態では、上述のように銀ワイヤをセンサ上に形成し、次いで銀／塩化
銀の基準電極を形成するように塩素化する。有利には、上述のように銀ワイヤを塩素化す
ることによって、最適な生体内性能を備えるように基準電極を製造することができる。す
なわち、銀／塩化銀を形成するための銀の塩素化量及び大きさを制御することによって、
好ましい実施形態でブレークイン時間の改善、基準電極の安定、寿命の延長が見られる（
図２０及び２１参照）。更に、上述のように塩化銀を使用することによって、基準電極を
比較的安価で簡単に製造することが可能になる。
【０４２３】

40

外側絶縁体が配設された実施形態では、被覆されたアセンブリ構造の一部を、例えば手
、エキシマーレーザー、化学エッチング、レーザー焼灼、グリットブラスト（例えば、炭
酸水素ナトリウムまたは他の適切なグリット）等によって、電気活性面を露出するように
剥離または他の方法で除去することができる。あるいは、露出された電気活性表面積を維
持するために、絶縁体を堆積する前に電極の一部を覆うことができる。例示的な一実施形
態では、好ましくは、ポリマー材料を焼灼するのに十分に硬く、下層の金属電極（例えば
白金電極）の損傷を最小限に抑え、または回避するのに十分に軟らかいグリット材料を使
用して、電気活性面を露出するようにグリットブラストを実施する。様々な「グリット」
材料（例えば砂、タルク、クルミ殻、粉砕プラスチック、海塩等）を使用することができ
るが、いくつかの好ましい実施形態では、例えば下にある白金導電体を損傷せずに、例え
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ばパリレン被覆を焼灼するのに十分硬いことから、炭酸水素ナトリウムが有利なグリット
材料である。炭酸水素ナトリウムによる焼灼の１つの別の利点には、ポリマー層の剥離に
よる金属への研磨作用があり、これにより、他の場合であれば必要な清浄ステップが排除
される。
【０４２４】
図５Ｂに図示された実施形態では、作用電極の周方向電気活性面を露出するように、絶
縁材料４５を通して径方向ウインドウ４３が形成されている。更に、基準電極の電気活性
面の部分４１が露出される。例えば、電気活性面の部分４１は、外側絶縁層の堆積中に覆
うことができ、または外側絶縁層の堆積後にエッチングすることができる。
【０４２５】
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いくつかのアプリケーションでは、特に埋め込み１日目以降に、センサへの細胞の攻撃
または移動によってデバイスの感度及び／または機能が低下することがある。しかし、露
出された電気活性面がセンサ周りで（例えば、径方向ウインドウとして）周方向に分散さ
れていると、センサ信号に関するセンサの局所的な細胞侵襲の影響を最小限に抑えるよう
に、反応に利用可能な表面積を十分に分散させることができる。あるいは、例えば、被覆
されたアセンブリ構造の片側のみを剥離することによって、接線的に露出された電気活性
ウインドウを形成することができる。他の代替実施形態では、センサの先端に電気活性面
を露出するように、被覆されたアセンブリ構造の先端にウインドウを設けることができる
。電気活性面を露出するための他の方法及び構成を使用することもできる。
【０４２６】
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いくつかの実施形態では、作用電極は、約０．００１インチ以下から約０．０１０イン
チ以上の直径を有し、好ましくは約０．００２インチから約０．００８インチ、より好ま
しくは約０．００４インチから約０．００５インチである。ウインドウの長さは約０．１
ｍｍ（約０．００４インチ）以下から約２ｍｍ（約０．０７８インチ）以上、好ましくは
約０．５ｍｍ（約０．０２インチ）から約０．７５ｍｍ（０．０３インチ）とすることが
できる。そのような実施形態では、作用電極の露出された表面積は、（直径が約０．００
１インチから約０．０１０インチであり、長さが約０．００４インチから約０．０７８イ
ンチであると仮定して）好ましくは、約０．００００１３平方インチ（約０．００００８
３９平方センチメートル）以下から約０．００２５平方インチ（約０．０１６１２９平方
センチメートル）以上である。作用電極の好ましい露出表面積は、本明細書で別途より詳
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細に説明するが、検体信号をピコアンペアレベルの電流で生成するように選択される。た
だし、ピコアンペアレベルの電流は、例えば電気回路設計（例えば、サンプルレート、電
流、Ａ／Ｄ変換器ビット分解能等）、膜システム（例えば、検体が膜システムを通る透過
性）、及び作用電極の露出表面積など、様々な要因に依存することがあり得る。従って、
露出された電気活性作用電極の表面積は、膜システム及び／または電気回路を変えること
を考慮すると、上述の範囲以上または以下の値を有するように選択することもできる。グ
ルコースセンサの好ましい実施形態では、グルコース高濃度域及び低濃度域でセンサ性能
を維持しながら信号雑音比を最適化するために、作用電極の表面積を最小限に抑え、グル
コースの拡散率を最大化することが有利になり得る。
【０４２７】
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いくつかの代替実施形態では、電極自体の断面を変えることによって、作用（及び／ま
たは他の）電極の露出表面積を増加させることができる。例えば、いくつかの実施形態で
は作用電極の断面は十字、星、クローバー葉、リブ付き、くぼみ、畝、不規則、または他
の非円形構成によって画成することができ、従って電極のどのような所定の長さであって
も、（円形断面積によって得られる面積と比較して）より大きい特定の表面積を得ること
ができる。作用電極の表面積を増加すると、検体濃度に反応する信号をより増大させる際
に有利となることができ、それにより、例えば信号雑音比を向上させる際に有用となるこ
とができる。
【０４２８】
いくつかの代替実施形態では、別の電極を、例えば３電極システム（作用、基準、及び
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対電極）及び／または別の作用電極（例えば、酸素を発生させるように使用することがで
き、ベースラインを減じる電極として構成され、または別の検体を測定するように構成さ
れる電極）などのアセンブリに含むことができる。２００４年１２月７日に出願された「
SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVING ELECTROCHEMICAL ANALYTE SENSORS」という名称の
米国特許出願公開第２００５／０１６１３４６号明細書、及び２００４年１２月３日に出
願された「CALIBRATION TECHNIQUES FOR A CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米
国特許出願公開第２００５／０１４３６３５号明細書に、別の作用、対及び／または基準
電極を実施及び使用するためのいくつかのシステム及び方法が記載されている。センサが
２つの作用電極を含む１つの実施では、（例えば、互いに平行に延びるなど）２つの作用
電極を並置し、（例えば、螺旋状に巻き付けるなど）基準電極をその周りに配設する。２
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つ以上の作用電極が設けられているいくつかの実施形態では、作用電極を、センサの長さ
に沿って（例えば、基準電極、絶縁ロッド、または他の支持構造を取り囲んで）、２重、
３重、４重等の螺旋構成に形成することができる。最終的な電極システムは、適切な膜シ
ステムを備えて構成することができ、第１の作用電極はグルコース及びベースラインを含
む第１の信号を測定し、別の作用電極はベースラインのみからなるベースライン信号を測
定するように構成されている（例えば、第１の作用電極と実質的に同様であり酵素を配設
せずに構成されている）。このような方法で、ベースラインの変動及び／または信号への
阻害種の影響を実質的に受けない、グルコースのみの信号を生成するように、第１の信号
からベースライン信号を減じることができる。
【０４２９】
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好ましい実施形態では、１つのバルク金属ワイヤが別のバルク金属ワイヤの周りに螺旋
状に巻き付けられた１つの電極構成が図示されているが、他の電極構成もまた企図されて
いる。代替実施形態では、作用電極は、絶縁体を間に含んで基準電極が配設され、または
内部に巻いてある管を含む。代わりに、基準電極は、絶縁体を間に含んで作用電極が配設
され、または内部に巻いてある管を含む。別の代替実施形態では、ポリマー（例えば、絶
縁）ロッドが配設されており、電極がその上に配設（電気めっき）されている。更に別の
代替実施形態では、金属（例えば、鋼鉄）ロッドが配設され、絶縁材料で被覆され、その
上に作用及び基準電極が配設されている。更に別の代替実施形態では、１つまたは複数の
作用電極が基準電極の周りに螺旋状に巻き付けられている。
【０４３０】
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好ましくは、好ましい実施形態の電極及び膜システムは同軸に形成され、すなわち、電
極及び／または膜システムはすべて同じ中心軸を共有する。理論によって拘束されるもの
ではないが、センサの同軸設計によって、好ましい曲げ半径なしに対称的な設計が可能に
なると考えられる。すなわち、センサ平面の周りで一定の湾曲を受けることのある実質的
に平面の構成を含む従来技術のセンサとは対照的に、好ましい実施形態の同軸設計は、好
ましい湾曲半径を有さず、従って（疲労故障等を起こすことのある）特定の平面の周りで
の一定の湾曲を受けない。ただし、好ましい実施形態のセンサシステムに非同軸センサを
実施することもできる。
【０４３１】
上述の利点に加えて、好ましい実施形態の同軸センサ設計によって、スロットまたは他
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の複雑な複数部品設計を伴わずに、針によってセンサを患者に挿入し、次いでセンサを摺
動させて元に戻し、針からセンサを解除することが可能であるように、センサの接続端（
近位部分）の直径を感知端（遠位部分）の直径と実質的に同じにすることができる。
【０４３２】
そのような一代替実施形態では、センサの２つのワイヤが離れて保持されており、近位
側であるが別個の位置で患者に挿入するように構成されている。このような実施形態で作
用及び基準電極を離すことによって、簡単な製造及び電気的接続で、更なる電気化学的安
定性をもたらすことができる。当業者であれば、好ましい実施形態で様々な電極構成を実
施することができることを容易に理解するであろう。
【０４３３】
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いくつかの実施形態では、センサは、患者にセンサを埋め込むときに出口部位を通って
延びるよう構成される抗菌部分を含む。すなわち、センサは、本明細書で別途説明するが
、生体内及び生体外部分を備えるように設計され、更にセンサは、生体内部分４２と生体
外部分４０の間に位置する、抗菌部分ともいう移行部分を含む。抗菌部分は、患者に埋め
込むときに出口部位及び付近の組織に抗菌作用をもたらすように設計されている。
【０４３４】
いくつかの実施形態では、抗菌部分は、例えば埋め込み時に出口部位を通って延びるよ
うに構成されている基準電極の銀部分などの銀を含む。出口部位感染は従来の経皮的医療
用デバイスに関連する一般的な副作用であるが、好ましい実施形態のデバイスは、患者へ
の埋め込み時に出口部位を通って延びる銀の基準電極を使用して、少なくとも一部が感染
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を最小限に抑え、炎症を最小限に抑え、及び／またはセンサの埋め込み期間を延長するよ
うに設計されている。理論によって拘束されるものではないが、銀は（組織内部及び出口
部位の）局所的な組織感染を抑えると考えられている。すなわち、安定的な銀分子量の放
出は生物学的組織において、受動的抗菌作用ともいう抗菌作用がある（例えば、刺激及び
感染を低減または回避する）と考えられている。受動的抗菌作用の一例を説明したが、当
業者であれば、好ましい実施形態で実施することのできる様々な受動的抗菌システム及び
方法を、容易に理解することができる。更に、抗菌作用は経皮的検体センサの寿命の延長
に寄与することができ、機能的寿命が例えば７日間以上など、数日間を超えることができ
る。図２１は、経皮的グルコースセンサデータ及び対応する約７日間にわたるヒトの血糖
値を示し、経皮的グルコースセンサデータは、センサ埋め込み後に出口部位を通って延び
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る銀移行部分を使用して形成された。
【０４３５】
いくつかの実施形態では、出口部位での抗菌作用を更に強化するために、センサシステ
ムに能動的抗菌システム及び方法が設けられている。そのような一実施形態では、補助的
な銀ワイヤがセンサの上または周りに配設されており、補助的な銀ワイヤが電子機器に接
続され、当業者には明らかなように、抗菌特性（能動的抗菌効果）を強化するのに十分な
電流を通すように構成される。電流は、十分な抗菌特性がもたらされるように、連続的ま
たは間歇的に通ることができる。能動的抗菌作用の一例を説明したが、当業者であれば、
好ましい実施形態で実施することのできる様々な能動的抗菌システム及び方法を、容易に
理解することができる。
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【０４３６】
固定機構（Anchoring Mechanism）
センサは、周囲の組織に対するセンサの移動または動きを最小限に抑えるように、患者
の組織内部で実質的に固定したままにすることが好ましい。移動または動きによって、セ
ンサ埋め込み部位で刺激による炎症が起き、例えば動作関連アーチファクトによってセン
サ信号に雑音を発生させることもあると考えられている。従って、上述の問題を避けるた
めにセンサの生体内部分に支持体を設ける固定機構を設けることが有利となり得る。有利
なセンサ形状を有利な固定部と結び付けることによって追加部品を最小限にとどめ、セン
サのプロファイル設計を最適に小さくまたは低くすることができる。センサの一実施形態
は、作用電極を囲む基準電極によって形成される螺旋形の表面形状などの表面形状を含む
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。代替実施形態では、表面形状は、粗面、多孔面（例えば、多孔パリレン）、畝面等によ
って形成することができる。それに加えて（またはその代わりに）、固定部を、ピン、突
起、棘、翼、フック、球状部（例えば遠位端）、センサに沿ったＳ曲部、粗面形状、徐変
直径、その組合せ等によって形成することができ、単独または皮下組織内部のセンサを安
定させる螺旋状の表面形状と組合せによって使用することができる。
【０４３７】
可変剛性（Variable Stiffness）
上述のように、従来の経皮的デバイスは、患者がデバイスを使用するときの患者の動き
に関連する動作アーチファクトを受けると考えられている。例えば、経皮的検体センサを
患者の体内に挿入するとき、センサ上の様々な動き（例えば、皮下空間、真皮、皮膚の内
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部、及びそれらとセンサの外側部分の相対動作）によってデバイスにストレスがかかり、
これがセンサ信号にアーチファクトを発生させることが知られている。従って、センサの
様々な部分について様々な設計上の考慮事項（例えば、ストレスの考慮事項）がある。例
えば、センサの遠位部４２は、患者の体内での組織の動き及びセンサの生体内部分と生体
外部分の相対動作によって生じる、より大きい機械的ストレスを受けるので、より高い可
撓性から一般に利益を得ることができる。一方、センサの近位部分４０は、構造的一体性
及び／または確実な電気的接続を確保するために、より高い剛性、より強固な設計から一
般に利益を得ることができる。更に、デバイスの近位端４０を通して針を後退させるいく
つかの実施形態では（図６から８参照）、より剛性の高い設計によってセンサの折れ曲が
りを最小限に抑え、及び／またはセンサから針を容易に後退させることができる。従って
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、生体内（遠位）部分４２をより可撓性の高い設計にすることによって、可撓性は患者の
動きを補償し、雑音はそれらと関連していると考えられている。生体外（近位）部分４０
をより剛性の高い設計にすることによって、（センサを通して針を後退させるための）円
柱強度、電気的接続、及び一体性を強化することができると考えられている。いくつかの
実施形態では、より硬い遠位端及び／またはより可撓性の高い近位端は、２００５年３月
１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS MEDICAL DEVICE WITH VARIABLE STIFFNESS」とい
う名称の米国特許出願公開第２００６／００１５０２４号明細書に記載されているように
、有利となり得る。
【０４３８】
好ましい実施形態では、センサの近位端４０より可撓性が高く設計された、センサ３２
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の遠位端４２を提供する。２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS MEDICAL
DEVICE WITH VARIABLE STIFFNESS」という名称の米国特許出願公開第２００６／００１
５０２４号明細書により詳細に記載されているように、デバイスの１つまたは複数の螺旋
状に巻き付けられたワイヤの可変ピッチ、デバイスの１つまたは複数のワイヤの可変断面
、及び／またはデバイスの１つまたは複数のワイヤの可変硬化及び／または軟化によって
、好ましい実施形態の可変剛性を提供することができる。
【０４３９】
膜システム（Membrane System）
図５Ｃは、図５Ｂの線Ｃ−Ｃから見たセンサの断面図であり、一実施形態における膜シ
ステムによって囲まれた作用電極の露出された電気活性面を示す。好ましくは、膜システ
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ムはセンサ３２（作用電極及び任意で基準電極）の電気活性面の少なくとも一部に堆積さ
れ、露出された電気活性面の生物学的環境からの保護、必要であれば検体の拡散抵抗（制
限）、酵素反応を可能にするための触媒、阻害物質の制限または阻止、及び／またはセン
サインターフェースの電気化学的反応面の親水性をもたらす。適切な膜システムのいくつ
かの例が、２００４年５月３日に出願された「IMPLANTABLE ANALYTE SENSOR」という名称
の米国特許出願公開第２００５／０２４５７９９号明細書に記載されている。
【０４４０】
一般に、膜システムは、例えば電極ドメイン４７、阻害ドメイン４８、酵素ドメイン４
９（例えば、グルコースオキシダーゼを含む）、及び抵抗ドメイン５０など、複数のドメ
インを含み、米国特許出願公開第２００５／０２４５７９９号明細書により詳細に記載さ
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れ、以下により詳細に記載されているように、高酸素溶解性ドメイン及び／または生体保
護ドメイン（図示せず）を含むことができる。膜システムは既知の薄膜技術（例えば、ス
プレー、電気堆積、浸漬等）を使用して、露出された電気活性面上に堆積することができ
る。一実施形態では、センサを溶液内に浸漬し、適切なドメイン厚さを形成する速度でセ
ンサを取り出すことによって、１つまたは複数のドメインが堆積される。ただし膜システ
ムは、当業者には容易に理解できるように、既知の方法を使用して電気活性面上に配設（
または堆積）することができる。
【０４４１】
電極ドメイン（Electrode Domain）
いくつかの実施形態では、膜システムは任意の電極ドメイン４７を含む。電極ドメイン
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４７は、作用電極と基準電極の電気活性面の間で電気化学的反応が起こることを確保する
ように設けられており、従って電極ドメイン４７は好ましくは、電気活性面から酵素ドメ
インより近位側に位置する。好ましくは、電極ドメイン４７は、センサの電気化学的反応
面に水の層を維持する半透過性の被覆を含み、例えば電極ドメインとして接合材料に湿潤
剤を使用することができ、これにより、水性環境でイオンの十分な輸送を行うことができ
る。電極ドメインはまた、不十分な電解質によって生じる電極の起動やドリフトに関する
問題を解決することによって、センサ動作の安定化を補助することもできる。電極ドメイ
ンを形成する材料はまた、電極の電気化学的活性による大きなｐＨ勾配の形成から生じる
ことのあるｐＨ関連の損傷から保護することができる。
【０４４２】
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一実施形態では、電極ドメイン４７は、約０．０５、０．１、０．１５、０．２、０．
２５、０．３、０．３５、０．４、０．４５、０．５、１、１．５、２、２．５、３また
は３．５から約４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、
１７、１８、１９または１９．５ミクロン、より好ましくは約２、２．５または３ミクロ
ンから約３．５、４、４．５または５ミクロンの「乾燥膜」厚さを有する可撓性、水膨張
性のヒドロゲル膜を含む。「乾燥膜（Dry film）」厚さとは、標準的な被覆方法による被
覆形成によって成型された硬化膜の厚さをいう。
【０４４３】
ある実施形態では、電極ドメイン４７はウレタンポリマーと親水性ポリマーの硬化可能
な混合物から形成される。特に好ましい被覆は、カルボキシ官能基及び非イオン性の親水
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性ポリエーテル部分を有するポリウレタンポリマーから形成することができ、ポリウレタ
ンポリマーは、ポリビニルピロリドンの存在下で水溶性カルボジイミド（例えば、１−エ
チル−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（ＥＤＣ））と交差結合し、
約５０℃の中温で硬化する。
【０４４４】
好ましくは、電極ドメイン４７は、センサ３２の電気活性面をスプレーまたは浸漬被覆
することによって堆積される。より好ましくは、電極ドメインは電気活性面を電極溶液に
浸漬被覆し、ドメインを約１５から約３０分間、約４０から約５５℃の温度で硬化させる
ことによって形成される（かつ真空下で（例えば２０から３０ｍｍＨｇ）完成させること
ができる）。電極ドメインを堆積するために浸漬被覆が使用される実施形態では、毎分約
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１から３インチの好ましい挿入速度で、約０．５から約２分のドウェル時間、及び毎分約
０．２５から約２インチの好ましい取出し速度によって機能的被覆がもたらされる。ただ
し、上述した以外の値も許容可能であり、またはある実施形態ではむしろ望ましく、当業
者であれば容易に理解するように、例えば粘性または表面張力に依存する。一実施形態で
は、電極システムの電気活性面を１回（１層を）浸漬被覆し、真空下にて、２０分間５０
℃で硬化させる。
【０４４５】
本明細書では独立の電極ドメインについて説明しているが、いくつかの実施形態では、
水性環境でのイオンの十分な輸送をもたらすように（例えば、個別の電極ドメインなしに
）、阻害ドメイン及び／または酵素ドメイン（電気活性面に隣接するドメイン）に、十分
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な親水性をもたらすことができる。
【０４４６】
阻害ドメイン（Interference Domain）
いくつかの実施形態では、一般に１つまたは複数の阻害物質の流れを制限するポリマー
ドメインを含む、任意の阻害ドメイン４８が設けられる。いくつかの実施形態では、阻害
ドメイン４８は、電極によって測定される検体、及びアスコルビン酸塩や尿素など含む他
の物質を通過させる分子のふるいとして機能する（Shults等による特許文献５参照）。グ
ルコースオキシダーゼをもとにした電気化学的センサのいくつかの既知の阻害種には、ア
セトアミノフェン、アスコルビン酸、ビリルビン、コレステロール、クレアチニン、ドパ
ミン、エフェドリン、イブプロフェン、Ｌ−ドパ、メチルドパ、サリチル酸塩、テトラサ

50

(47)

JP 5306521 B2 2013.10.2

イクリン、トラザミド、トルブタミド、トリグリセリド、及び尿酸がある。
【０４４７】
阻害ドメイン４８のベース材料として使用することのできるいくつかのポリマーの種類
には、例えば、ポリウレタン、ペンダントイオン基を有するポリマー、管理された孔のサ
イズを有するポリマーがある。一実施形態では、阻害ドメインは、非膨張性であり低分子
重量種の拡散を制限する薄い親水性膜を含む。阻害ドメイン４８は、過酸化水素など、比
較的低分子重量の物質に対して透過性であるが、グルコース及びアスコルビン酸を含むよ
り高分子重量の物質の通過は制限する。好ましい実施形態の膜システムに適用することで
きる阻害種を低減または除去するための他のシステム及び方法は、２００４年７月２１日
に出願された「ELECTRODE SYSTEMS FOR ELECTROCHEMICAL SENSORS」という名称の米国特
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許出願第１０／８９６，３１２号、２００４年１１月１６日に出願された「AFFINITY DOM
AIN FOR AN ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１７６１３
６号明細書、２００４年１２月７日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVING
ELECTROCHEMICAL ANALYTE SENSORS」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１６
１３４６号明細書、及び２００４年１２月３日に出願された「CALIBRATION TECHNIQUES F
OR A CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１４３
６３５号明細書に記載されている。いくつかの代替実施形態では、個別の阻害ドメインが
含まれない。
【０４４８】
好ましい実施形態では、阻害ドメイン４８は電極ドメインの上（または個別の電極ドメ

20

インが含まれていないときは、電気活性面上に直接）に、約０．０５ミクロン以下から約
２０ミクロン以上、より好ましくは約０．０５、０．１、０．１５、０．２、０．２５、
０．３、０．３５、０．４、０．４５、０．５、１、１．５、２、２．５、３または３．
５から約４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、
１８、１９または１９．５ミクロン、及びより好ましくは約２、２．５または３ミクロン
から約３．５、４、４．５または５ミクロンのドメイン厚さで堆積される。より厚い膜も
有用であるが、酵素膜から電極への過酸化水素の拡散速度に及す影響がより低いことから
、より薄い膜のほうが一般に好ましい。残念なことに、従来使用されている阻害ドメイン
の厚さを薄くすることによって、膜システム処理に変動性を生じることがある。例えば、
膜システムに組み込む阻害ドメインが多すぎ、または少なすぎる場合、膜の性能に有害な
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作用を及すことがある。
【０４４９】
酵素ドメイン（Enzyme Domain）
好ましい実施形態では、膜システムは、阻害ドメイン４８（または別個の阻害部が含ま
れていないときは電極ドメイン４７）より電気活性面から遠位側に置かれて配設された酵
素ドメイン４９を更に含む。いくつかの実施形態では、酵素ドメインは、（電極ドメイン
も阻害ドメインも含まれないとき）電気活性面上に直接堆積される。好ましい実施形態で
は、酵素ドメイン４９は、以下でより詳細に説明するが、検体及びその共反応物質の反応
を触媒する酵素を提供する。好ましくは、酵素ドメインはグルコースオキシダーゼを含む
が、例えばガラクトースオキシダーゼまたはウリカーゼオキシダーゼなど、他のオキシダ
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ーゼを使用することもできる。
【０４５０】
酵素をもとにした電気化学的グルコースセンサが良好に機能するためには、センサの反
応は好ましくは、酵素活性によっても共反応物質濃度によっても制限されない。グルコー
スオキシダーゼなどの酵素は環境条件であっても時間関数としての非活性化の影響を受け
るので、この反応は酵素ドメインを形成する際に補償される。好ましくは、酵素ドメイン
４９は酵素を含むコロイド性ポリウレタンポリマーの水性分散から構成される。ただし代
替実施形態では、酵素ドメインは、一過性虚血の際に過剰酸素を供給するために、例えば
シリコーンまたはフッ化炭素などの酸素富化材料から構成される。好ましくは、酵素はド
メイン内部で固定されている。２００４年７月２１日に出願された「Oxygen Enhancing M
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embrane Systems for Implantable Device」という名称の米国特許出願公開第２００５／
００５４９０９号明細書を参照されたい。
【０４５１】
好ましい実施形態では、酵素ドメイン４９は、阻害ドメイン上に約０．０５ミクロン以
下から約２０ミクロン以上、より好ましくは約０．０５、０．１、０．１５、０．２、０
．２５、０．３、０．３５、０．４、０．４５、０．５、１、１．５、２、２．５、３ま
たは３．５から約４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６
、１７、１８、１９または１９．５ミクロン、及びより好ましくは約２、２．５または３
ミクロンから約３．５、４、４．５または５ミクロンのドメイン厚さで堆積される。ただ
しいくつかの実施形態では、酵素ドメインは、電極ドメイン上または直接電気活性面上に

10

堆積される。好ましくは、酵素ドメイン４９はスプレーまたは浸漬被覆によって堆積され
る。より好ましくは、酵素ドメインは電極ドメインを酵素ドメイン溶液に浸漬被覆し、ド
メインを約１５から約３０分間、約４０から約５５℃の温度で硬化させることによって形
成される（かつ真空下で（例えば２０から３０ｍｍＨｇ）完成させることができる）。室
温で酵素ドメインを堆積するために浸漬被覆が使用される実施形態では、毎分約１インチ
から毎分約３インチの好ましい挿入速度で、約０．５分から約２分のドウェル時間、及び
毎分約０．２５インチから毎分約２インチの好ましい取出し速度によって機能的被覆がも
たらされる。ただし、上述した以外の値も許容可能であり、またはある実施形態ではむし
ろ望ましく、当業者であれば容易に理解するように、例えば粘性または表面張力に依存す
る。一実施形態では、酵素ドメイン４９を、被覆溶液に２回浸漬被覆し（すなわち２層を
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形成し）、真空下にて、２０分間５０℃で硬化させることによって形成する。ただし、い
くつかの実施形態では、酵素ドメインを、１つまたは複数の層を所定の被覆溶液濃度、挿
入速度、ドウェル時間、取出し速度、及び／または所望の厚さで浸漬被覆及び／またはス
プレー被覆によって形成することもできる。
【０４５２】
抵抗ドメイン
好ましい実施形態では、膜システムは電気活性面から酵素ドメイン４９より遠位側に配
設された抵抗ドメイン５０を含む。以下の説明はグルコースセンサの抵抗ドメインを対象
とするが、抵抗ドメインは他の検体及び共反応物質用にも修正することができる。
【０４５３】

30

血中酸素量に対するグルコースのモル過剰が存在する。すなわち、細胞外液の全遊離酸
素分子には、一般に１００を超えるグルコース分子が存在する（Updike等による非特許文
献３参照）。ただし、共反応物質として酸素を使用する、固定された酵素をもとにしたグ
ルコースセンサは、センサが酸素濃度の変化にせずグルコース濃度の変化に線形状で反応
するように、好ましくは過剰速度制限せずに酸素を供給する。特に、グルコースモニタリ
ング反応が酸素制限であるとき、グルコースの最小濃度を超えると線形性は得られない。
グルコース及び酸素のフラックスを制御するために半透過性膜を酵素ドメイン上に置かず
に、約４０ｍｇ／ｄＬまでのグルコース濃度でのみ、グルコース値に対する線形反応が得
られる。ただし、臨床設定では、グルコース値に対する線形反応は少なくとも約４００ｍ
ｇ／ｄＬまでが望ましい。
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【０４５４】
抵抗ドメイン５０は、下層の酵素ドメイン４９への酸素及びグルコースのフラックスを
制御する半透過性膜を含み、好ましくは酸素を過剰速度制限せずに提供する。その結果、
グルコース測定の線形性の上限が、抵抗ドメインなしで得られるものより、更に高値へと
延長される。一実施形態では、抵抗ドメイン５０は、約５０：１以下から約４００：１以
上、好ましくは約２００：１の酸素対グルコースの半透過率を示す。その結果、１次元の
反応物質の拡散は、皮下マトリックスにおいてすべての合理的なグルコース及び酸素濃度
での過剰酸素を明らかにするのに十分となる（Rhodes等による非特許文献４参照）。
【０４５５】
代替実施形態では、酵素ドメイン４９への酸素の供給／輸送を強化するために、高酸素
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溶解性ドメイン（例えば、シリコーンまたはフッ化炭素をもとにした材料またはドメイン
）を使用することによって、過剰酸素を提供するためにより低い酸素対グルコース比率で
十分とすることができる。酵素により多くの酸素が供給されると、酸素過剰速度制限をせ
ずに酵素により多くのグルコースを供給することもできる。代替実施形態では、抵抗ドメ
インは、２００３年１０月２８日に出願された「SILICONE COMPOSITION FOR BIOCOMPATIB
LE MEMBRANE」という名称の米国特許出願公開第２００５／００９０６０７号明細書に記
載されているように、シリコーン化合物から形成される。
【０４５６】
好ましい実施形態では、抵抗ドメイン５０は、グルコース及び酸素の検体センサへの拡
散を制御するために、親水性及び疎水性領域を備えたポリウレタン膜を含み、膜は市販の

10

材料から簡単かつ再生産可能に製造される。適切な疎水性ポリマー成分は、ポリウレタン
またはポリエーテルウレタンウレアである。ポリウレタンはジイソシアネートと二機能性
ヒドロキシ含有材料の凝縮反応によって生成されるポリマーである。ポリウレタンウレア
はジイソシアネートと二機能性アミノ含有材料の凝縮反応によって生成されるポリマーで
ある。好ましいジイソシアネートは、約４から約８メチレン単位を含む脂肪族ジイソシア
ネートを含む。脂環式部分を含むジイソシアネートもまた、好ましい実施形態の膜のポリ
マー及びコポリマー部品の作製に有用である。抵抗ドメインの疎水性マトリックスの基部
を形成する材料は、センサデバイスの膜としての使用に適切であると当技術分野で知られ
ており、例えば酸素分子を検査下で試料から活性酵素または電気化学的電極に到達させる
ために膜を通過させることができるなど、関連化合物を通過させることのできる十分な透
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過性を有するものとすることができる。非ポリウレタンタイプの膜を形成するために使用
される材料の例には、ビニルポリマー、ポリエーテル、ポリエステル、ポリアミド、ポリ
シロキサンやポリカーボシロキサンなどの無機ポリマー、セルロースやタンパク質ベース
の材料などの天然ポリマー、それらの混合物または組合せがある。
【０４５７】
好ましい実施形態では、親水性ポリマー成分はポリエチレンオキシドである。例えば、
１つの有用な疎水性‐親水性コポリマー成分は約２０％の親水性ポリエチレンオキシドを
含むポリウレタンポリマーである。コポリマーのポリエチレンオキシド部分は、コポリマ
ーの疎水性部分及び疎水性ポリマー成分から分離するように熱力学的に作動される。最終
混合を形成するために使用されるコポリマーの２０％ポリエチレンオキシドベースの軟質
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部分は、膜の水選択性及びその後のグルコース透過性に影響する。
【０４５８】
好ましい実施形態では、抵抗ドメイン５０は、酵素ドメイン４９上に約０．０５ミクロ
ン以下から約２０ミクロン以上、より好ましくは約０．０５、０．１、０．１５、０．２
、０．２５、０．３、０．３５、０．４、０．４５、０．５、１、１．５、２、２．５、
３または３．５から約４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、
１６、１７、１８、１９または１９．５ミクロン、及びより好ましくは約２、２．５また
は３ミクロンから約３．５、４、４．５または５ミクロンのドメイン厚さを得るように堆
積される。好ましくは、抵抗ドメインはスプレー被覆または浸漬被覆によって酵素ドメイ
ン上に堆積される。ある実施形態では、スプレー被覆は好ましい堆積方法である。スプレ
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ー過程では溶液を霧化及び飛沫化し、従って下層ドメイン上に材料沈降を被覆する前に溶
媒のほとんどまたはすべては蒸発し、それにより溶媒と酵素の接触を最小限に抑える。好
ましい実施形態に記載されているように、抵抗ドメインをスプレー被覆することの別の利
点には、アルコルビン酸塩を実質的に阻止しまたはそれに抵抗する膜システム（過酸化酸
素測定グルコースセンサの既知の電気化学的阻害物質）の形成がある。理論によって拘束
されるものではないが、好ましい実施形態で述べたように抵抗ドメインを堆積するプロセ
スの際、アスコルビン酸塩が実質的に透過しないことを特徴とする構造的形態が形成され
る。
【０４５９】
好ましい実施形態では、抵抗ドメイン５０は約１重量パーセントから約５重量パーセン
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トポリマー及び約９５重量パーセントから約９９重量パーセント溶媒の溶液をスプレー被
覆することによって、酵素ドメイン４９上に堆積される。溶媒を含む、抵抗ドメイン材料
の溶液を酵素ドメイン上にスプレーする際、下層の酵素ドメイン４９の酵素を非活性化す
ることのある、スプレー溶液中の溶媒の酵素との接触を軽減または実質的に低減すること
が望ましい。テトロヒドロフラン（ＴＨＦ）はスプレー後に酵素ドメインの酵素に最低限
または無視できる程度に影響する１つの溶媒である。当業者には容易に理解されるように
、他の溶媒もまた使用に適切とすることができる。
【０４６０】
様々なスプレーまたは堆積方法を使用することができるが、抵抗ドメイン材料をスプレ
ーし、センサを少なくとも１回１８０°回転させることによって、抵抗ドメインによる十
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分な適用範囲をもたらすことができる。抵抗ドメイン材料をスプレーし、センサを少なく
とも２回１２０°回転させることによって、より大きな適用範囲（３６０°の１層）がも
たらされ、それにより、上記でより詳しく述べたように、グルコースに対する抵抗性が確
実になる。
【０４６１】
好ましい実施形態では、抵抗ドメイン５０をスプレー被覆し、その後約４０℃から約６
０℃の温度で約１５分から約９０分間、硬化させる（かつ、真空下で（例えば２０から３
０ｍｍＨｇ）完成させることができる）。約９０分までまたはそれ以上の硬化時間は、抵
抗ドメインの乾燥を確実に完成させるために有利である。理論によって拘束されるもので
はないが、抵抗ドメインを完全に乾燥させることによってグルコースセンサ信号の感度の
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安定化を助けると考えられている。これにより時間の経過に伴う信号感度のドリフトが低
減され、完全に乾燥させることによって低酸素環境でのグルコースセンサ信号の性能を安
定させると考えられている。
【０４６２】
一実施形態では、抵抗ドメイン５０は、少なくとも６層をスプレー被覆し（すなわち、
３６０°を適用範囲とする少なくとも６層のためにセンサを１７回１２０°ずつ回転させ
）、真空下にて、６０分間５０℃で硬化させることによって形成される。ただし、抵抗ド
メインを、溶液の濃度、挿入速度、ドウェル時間、取出し速度、及び／または最終的な膜
の所望の厚さに応じて、１つまたは複数の層を浸漬被覆またはスプレー被覆することによ
って形成することもできる。
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【０４６３】
有利には、電極ドメイン４７及び／または阻害ドメイン４８、酵素ドメイン４９、及び
抵抗ドメイン５０を含む、好ましい実施形態の膜システムを備えたセンサは、約４０から
約４００ｍｇ／ｄＬのグルコース値の増加に対する安定的な信号反応、及び低酸素値であ
っても（例えば約０．６ｍｇ／ＬのＯ２）持続する機能（少なくとも９０％信号強度）を
もたらす。理論によって拘束されるものではないが、従来技術のセンサに比べて非常に低
い酸素濃度で酸素限度が見られるように、抵抗ドメインは十分な抵抗をもたらし、または
酵素ドメインは十分な酵素をもたらすと考えられている。
【０４６４】
好ましい実施形態では、ピコアンペアレベルの電流のセンサ信号が好ましく、本明細書
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でより詳細に説明されている。ただし、ピコアンペアレベルの電流の信号を生成する能力
は、電子回路設計（例えば、Ａ／Ｄ変換器、ビット解像度等）、膜システム（例えば、検
体が抵抗ドメインを通る透過性、酵素濃度、及び／または電極で電気化学的反応に利用可
能な電解質）、及び作用電極の露出表面積を含む要因の組合せによって依存することがあ
る。例えば、電子回路の設計、膜システム、及び／または作用電極の露出電気活性表面積
に応じて、抵抗ドメインを検体に対する抵抗をより高くまたはより低く設計することがで
きる。
【０４６５】
従って、好ましい実施形態では、膜システムは約１ｐＡ／ｍｇ／ｄＬから約１００ｐＡ
／ｍｇ／ｄＬ、好ましくは約５ｐＡ／ｍｇ／ｄＬから約２５ｐＡ／ｍｇ／ｄＬ、より好ま
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しくは約４ｐＡ／ｍｇ／ｄＬから約７ｐＡ／ｍｇ／ｄＬの感度で設計される。特定の理論
によって拘束されるものではないが、好ましい範囲の感度で設計された膜システムによっ
て、低検体及び／または低酸素条件で検体信号を測定することが可能であると考えられて
いる。すなわち、従来の検体センサでは、低検体範囲では検体のセンサに対する利用可能
性がより低いために測定精度の低下が見られ、及び／または高検体範囲では測定しようと
する検体量と反応するのに必要な酸素が不十分なために信号雑音の増加が見られた。理論
によって拘束されるものではないが、好ましい実施形態の膜システムは、電子回路設計及
び露出される電気化学的反応表面積の設計と併せて、ピコアンペアレベルの検体の測定を
支持し、従来技術では見られない低及び高検体範囲の双方での解像度及び精度の値の向上
が可能であると考えられている。

10

【０４６６】
ムタロターゼ酵素（Mutarotase Enzyme）
いくつかの実施形態では、Ｄ−グルコースをβ−Ｄ−グルコースに変換する酵素である
ムタロターゼが、膜システムに組み込まれる。ムタロターゼを酵素ドメインに組み込み、
及び／または膜システムの別のドメインに組み込むことができる。一般にグルコースは、
溶液及び血液または細胞間液内で互いに平衡である２つの個別の異性体、α及びβで存在
する。平衡状態で、αは約３５．５％の相対濃度で存在し、βは約６４．５％の相対濃度
で存在する（Okuda等による非特許文献５参照）。グルコースセンサでグルコースとの反
応に使用される一般的な酵素であるグルコースオキシダーゼは、β−Ｄ−グルコースと反
応し、α−Ｄ−グルコースとは反応しない。β−Ｄ−グルコース異性体のみがグルコース

20

オキシダーゼと反応するので、α−Ｄ−グルコースとβ−Ｄ−グルコースの間の平衡の変
化に反応してグルコースセンサで誤った読取りが起きることがある。カルシウムなどの多
くの化合物がα−Ｄ−グルコースとβ−Ｄ−グルコースの平衡の変化に影響することがあ
る。例えば、Banaugh等による特許文献６に記載されているように、Ｄ−グルコースに変
旋光の加速作用を与える化合物には、ヒスチジン、アスパラギン酸、イミダゾル、グルタ
ミン酸、α

ヒドロキシルピリジン、及びリン酸塩がある。

【０４６７】
従って、α−Ｄ−グルコースとβ−Ｄ−グルコースの平衡の変化によって、グルコース
オキシダーゼに基づいたグルコースセンサが高くまたは低く誤ることがある。平衡の変化
によりセンサの読取りが誤って高くまたは低くなることに関連するリスクを克服するため
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に、好ましい実施形態のセンサを、α−Ｄ−グルコースからβ−Ｄ−グルコースへ変換す
るムタロターゼ酵素を組み込むことによって、α−Ｄ−グルコース及びβ−Ｄ−グルコー
スを含む患者の全グルコースを測定するように構成することができる。
【０４６８】
本明細書に記載されているいくつかの実施形態のセンサは、１つまたは複数の阻害物質
を阻止または減少するために任意の阻害ドメインを含むが、電極ドメイン４７、酵素ドメ
イン４８、及び抵抗ドメイン４９を含む、好ましい実施形態の膜システムを備えるセンサ
は、追加の阻害ドメインなしにアスコルビン酸塩を阻止することが示されている。すなわ
ち、電極ドメイン４７、酵素ドメイン４８、及び抵抗ドメイン４９を含む好ましい実施形
態の膜システムは、生理学的に許容可能な範囲でアスコルビン酸塩に実質的に反応しない
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ことが示されている。理論によって拘束されるものではないが、本明細書に記載されてい
るように、スプレー被覆によって抵抗ドメインの堆積をスプレーする処理過程によって、
アスコルビン酸塩に実質的に抵抗する構造的形態が形成されると考えられている。
【０４６９】
阻害部のない膜システム（Interference‑free Membrane Systems）
一般に、適切な溶媒及び／または堆積方法を、阻害物質が実質的に透過しないようにな
っている１つまたは複数の移行ドメインを形成する膜システムの１つまたは複数のドメイ
ンに選択することができる。従って、個別または堆積された阻害ドメインを備えていない
、阻害物質に反応しないセンサを製造することができる。理論によって拘束されるもので
はないが、多層膜システムを簡略化し、多層製造過程をより堅固にし、且つ堆積されたミ
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クロン薄さの阻害ドメインの厚さ及び関連する酸素及びグルコース感度によって生じる変
動を低減することができると考えられている。更に、一般に過酸化水素の拡散を阻止する
任意のポリマーベースの阻害ドメインが排除され、それにより膜システムを貫通する過酸
化水素の量が増える。
【０４７０】
酸素導管
上述のように、ある種のセンサは、患者の体液を通過させ、体液内の検体（例えばグル
コース）が共反応物質（例えば酸素）の存在下で反応して生成物を生成する膜システム内
の酵素に依存する。次いで電気化学的方法を使用して生成物を測定し、電極システムの出
力が検体の測定値として機能する。例えば、センサがグルコースオキシダーゼベースのグ
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ルコースセンサであるとき、作用電極で測定される種はＨ２Ｏ２である。酵素であるグル
コースオキシダーゼは、以下の反応に従って酸素及びグルコースの過酸化水素及びグルコ
ン酸への変換を触媒する。
グルコース ＋ ０２ → グルコン酸 ＋ Ｈ２Ｏ２
【０４７１】
ここで反応した各グルコース分子には生成物であるＨ２Ｏ２が比例的に変化するので、
Ｈ２Ｏ２の変化を監視してグルコース濃度を判断することができる。作用電極によるＨ２
Ｏ２の酸化は、例えば対電極での環境酸素の還元、酵素により生成されるＨ２Ｏ２、及び
他の還元可能な種によって均衡を保つ。非特許文献６を参照されたい。
【０４７２】
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生体内では、グルコース濃度は一般に酸素濃度の約１００倍以上である。従って酸素は
電気化学的反応における限定反応物質であり、センサに供給される酸素が不十分であると
、センサはグルコース濃度を正確に測定することが不可能である。従って、センサ機能の
低下または不正確さは、酵素及び／または電気活性面への酸素の有用性の問題による結果
であると考えられている。
【０４７３】
従って、代替実施形態では、酵素に対する酸素の有用性を増加させるように、センサの
生体外部分からセンサの生体内部分へ延びる酸素導管（例えば、シリコーンまたはフッ化
化合物から形成される高酸素溶解性ドメイン）が設けられる。酸素導管は被覆（絶縁）材
料の一部として形成することができ、またはセンサを形成するワイヤのアセンブリと関連
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する別個の導管とすることができる。
【０４７４】
多孔性バイオインターフェース材料（Porous Biointerface Materials）
代替実施形態では、遠位部分４２はその一部分上に配設された多孔性材料を含み、これ
はセンサに対する患者の組織の反応を修正する。いくつかの実施形態では、センサを取り
囲む多孔性材料は、細胞のセンサへの移動及びセンサが生体内環境に直接露出されると細
胞の侵襲によって生じるであろう関連の劣化を遅延または減少させることによって、短期
間にセンサの性能及び寿命を有利に強化及び延長する。あるいは、多孔性材料は、長期間
の多孔性材料への細胞の内方成長によってセンサの安定化をもたらすことができる。適切
な多孔性材料には、シリコーン、ポリテトラフルオロエチレン、延伸ポリテトラフルオロ
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エチレン、ポリエチレン−コ−テトラフルオロエチレン、ポリオレフィン、ポリエステル
、ポリカーボネート、生体安定性ポリテトラフルオロエチレン、ホモポリマー、コポリマ
ー、ポリウレタンのターポリマー、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）
、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリブチレン
テレフタレート（ＰＢＴ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリエーテルエー
テルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリアミド、ポリウレタン、セルロースポリマー、ポリスルホ
ン及び、例えば二元ブロック、三元ブロック、交互、ランダム及びグラフトコポリマーな
ど、そのブロックコポリマー、並びに金属、セラミック、セルロース、ヒドロゲルポリマ
ー、ポリ（２−ヒドロキシエチルメタクリレート、ｐＨＥＭＡ）、ヒドロキシエチルメタ
クリレート、（ＨＥＭＡ）、ポリアクリロニトリル−ポリ塩化ビニル（ＰＡＮ−ＰＶＣ）
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、高密度ポリエチレン、アクリルコポリマー、ナイロン、ポリビニルジフロリド、ポリア
ンヒドリド、ポリ（ｌ−リシン）、ポリ（Ｌ−乳酸）、ヒドロキシエチルメタクリレート
、ヒドロキシアペプタイト、アルミナ、ジルコニア、カーボンファイバー、アルミニウム
、リン酸カルシウム、チタン、チタン合金、ニチノール、ステンレス鋼、及びＣｏＣｒ合
金等があり、２００４年５月１０日に出願された「BIOINTERFACE MEMBRANES INCORPORATI
NG BIOACTIVE AGENTS」という名称の米国特許出願公開第２００５／００３１６８９号明
細書、及び２００３年８月２２日に出願された「POROUS MEMBRANES FOR USE WITH IM
PLANTABLE DEVICES」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１１２１６９号明細
書に記載されている。
【０４７５】

10

いくつかの実施形態では、センサを取り囲む多孔性材料は短期間（例えば１から１４日
間）の独自の利点をもたらし、それを使用してセンサの性能及び寿命を強化及び延長する
ことができる。ただし、そのような材料は長期間（例えば１４日間より長期）の利点をも
たらすこともできる。特に、センサの生体内部分（センサの患者の組織内部に埋め込まれ
る部分）は、（一部または全部が）多孔性材料内に入れられている。多孔性材料は、（例
えば、センサの周囲に多孔性材料を覆うことによって、またはセンサを受けるサイズの多
孔性材料の一部分の中にセンサを挿入することによって）センサの周囲を覆うことができ
る。あるいは、（例えば、ポリマーを直接電気スピンさせることによって）センサ上に多
孔性材料を配設することもできる。更に別の代替実施形態では、多孔性生体材料の選択さ
れた部分にセンサを挿入する。当業者には容易に理解されるように、多孔性材料を備えた
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センサの生体内部分を包囲する他の方法もまた使用することができる。
【０４７６】
センサを取り囲む多孔性材料は、細胞のセンサへの移動及びセンサが生体内環境に直接
露出されると細胞の侵襲によって生じるであろう関連の劣化を、有利に遅延または減少さ
せる。すなわち、多孔性材料は、細胞のセンサへの移動をより困難に、従ってより遅くす
る（短期的利点をもたらす）隔壁を提供する。これにより、短期的センサで時間とともに
一般に観察される感度損失が減少または遅延されると考えられている。
【０４７７】
多孔性材料が多孔性シリコーンなどの高酸素溶解性材料である実施形態では、高酸素溶
解性の多孔性材料は、センサの生体内部分４２の一部または全体を取り囲む。高酸素溶解
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性材料は、一過性虚血中に局所的な酸素の不足を補償するように使用することのできる酸
素の高い有用性を力学的に維持する材料（例えばシリコーン及びフッ化カーボンなど）で
ある。従来のセンサによって一般的に見られるいくつかの信号雑音は、酸素不足に起因す
る場合があると考えられている。例示的な一実施形態では、多孔性シリコーンがセンサを
取り囲み、それによりセンサの局所的な（近位側）酸素濃度を効果的に増加させる。従っ
て、本実施形態で達成されるセンサの近位側で酸素の利用性が増加することによって、セ
ンサに対してグルコースを上回る酸素の超過がもたらされ、それにより酸素限定反応の可
能性が減少する。従って、センサの生体内部分を取り囲む高酸素溶解性材料（例えば、多
孔性シリコーン）を設けることによって、酸素の利用性の増加、信号雑音の減少、長寿命
、及び最終的にセンサ性能の強化を達成することができると考えられている。
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【０４７８】
生物活性剤
いくつかの代替実施形態では、米国特許出願公開第２００５／００３１６８９号明細書
に記載されているように、上述の多孔性材料及び／または膜システムに生物活性剤が組み
込まれ、感知領域に近接する環境へと拡散される。それに加えてまたはその代わりに、出
口部位または埋め込み部位に局所的に生物活性剤を投与することができる。適切な生物活
性剤は、例えば抗炎症剤、抗感染剤、麻酔剤、炎症剤、成長因子、免疫抑制剤、抗血小板
剤、抗凝固剤、抗増殖剤、ＡＣＥ阻害剤、細胞毒性剤、抗関門細胞化合物、血管新生化合
物、アンチセンス分子、またはそれらの混合物など、センサへの患者の組織反応を修正す
るものであり、米国特許出願公開第２００５／００３１６８９号明細書により詳細に記載
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されている。
【０４７９】
センサの短期（例えば約１から１４日間）寿命または性能を強化するように多孔性材料
が設計されている実施形態では、多孔性材料の孔内部で組織の内方成長が実質的に起きな
いことを確実にするように適切な生物活性剤を選択することができる。すなわち、抗炎症
剤（例えばデキサメタゾン）など、組織を修正する生物活性剤を提供することによって、
多孔性材料の孔を通過する十分なグルコース輸送を維持して、安定的な感度を維持するた
めに、少なくとも短期間、組織の内方成長を実質的に阻止することができる。
【０４８０】
センサの長期間（例えば約１日から１年以上）寿命または性能を強化するように多孔性
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材料が設計されている実施形態では、関門細胞を形成せずに組織の内方成長を促進するよ
うに、例えば血管新生化合物または抗関門細胞化合物など、適切な生物活性剤を選択する
ことができる。
【０４８１】
いくつかの代替実施形態では、センサの生体内部分は多孔性を備えて設計され、例えば
センサワイヤがメッシュ、緩い螺旋構成（すなわち、ワイヤ間にスペースがある）、また
は微小加工された孔を備える構成に構成される設計である。センサの生体内部分への及び
／またはそれを通る組織の内方成長によってセンサの安定性が増加し、及び／または患者
のセンサの許容性を向上させることから、センサの多孔性は患者のセンサへの組織反応を
修正し、それによりセンサの生体内の寿命が延びる。
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【０４８２】
いくつかの代替実施形態では、センサは、連続リールツーリール過程を使用して一部ま
たは全部を製造し、１つまたは複数の製造ステップが自動化される。そのような実施形態
では、製造過程は実質的に手動による取付け及び固定ステップを必要とせず、人間が介入
する必要がほとんどない。電極、絶縁体、及び膜システムを含む、好ましい実施形態の複
数のセンサを使用する過程は、半自動化または自動化過程で連続的に製造される。
【０４８３】
一実施形態では、複数の撚り合わせた対がコイル内部に連続的に形成され、作用電極が
絶縁体材料で被覆され、その周りに複数の基準電極が巻き付けられている。好ましくは複
数の撚り合わせた対にインデックスが付けられ、１つのステーションから次へと順次移動
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され、それにより好ましい実施形態に従って膜システムが連続的に堆積される。好ましく
は、コイルが連続しており、電極の巻付け、絶縁体の取付け、膜の被覆過程を含む、セン
サの製造過程全体を通してそのままに維持される。膜システムを乾燥させた後、それぞれ
の個別のセンサを連続したコイルから切断する。
【０４８４】
センサを製造するための連続的なリールツーリール過程は、搬送ステップを排除するこ
とによって、搬送によりセンサを損傷する可能性をなくし、製品が故障したときに隔離す
ることによって、より早い問題解決を行うことにより、製造をより迅速にする。更に、他
の場合には必要とされるステップ（例えば手動製造過程）が排除されるので、過程を容易
に実行することができる。最終的に、制御された環境内での一貫性のある過程により、製
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品の一貫性の増加または向上を機械またはロボット駆動操作で達成することができる。
【０４８５】
１つの代替実施形態では、センサを形成するための物理的蒸着を利用する連続的な製造
過程が企図されている。物理蒸着を使用して、電極上に１つまたは複数の絶縁層を被覆す
ることができ、更にその上に膜システムを堆積することができる。理論によって拘束され
るものではないが、好ましい実施形態のセンサの一部または全部を形成するために物理的
蒸着を実施することによって、製造の簡略化、堆積の一貫性、及び全体的な再生産性の増
加を達成することができる。
【０４８６】
アプリケータ（Applicator）
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図６は、センサ及び針の挿入を可能にする部品を示す、アプリケータの分解側面図であ
る。この実施形態では、アプリケータ１２は、アプリケータ部品を位置合わせしガイドす
る際の補助となるアプリケータ本体１８を含む。好ましくは、アプリケータ本体１８は、
取付けユニット１４及びアプリケータ本体キャップ６２と対合的に係合し、アプリケータ
部品間の適切な関係（例えば係止など）を可能にする、アプリケータ本体基部６０を含む
。
【０４８７】
導管サブアセンブリ２０は導管キャリア６４及び導管６６を含む。いくつかの実施形態
では、導管はカニューレである。導管キャリア６４はアプリケータ本体１８に沿って摺動
し、挿入及びその後の引抜きの際、導管６６の適切な相対位置を維持する。例えば、セン
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サの挿入前及び挿入中、針を簡単に挿入して通過させることを可能にする開口を維持する
ように、導管６６は端子サブアセンブリ２６を通って延びる。センサの引抜き中、導管サ
ブアセンブリ２０が引き戻され、針及び関連の可動部品がアプリケータ１２内に引き戻さ
れ係合する（図７Ｃ及び７Ｄ参照）。
【０４８８】
針キャリア７０及び針７２を含む針サブアセンブリ６８が設けられている。針キャリア
７０は他のアプリケータ部品と協働し、針７２を拡張位置と戻り位置の間で搬送する。針
はセンサ３２を包含する適切なサイズとすることができ、それを患者の体内に挿入する際
に補助となる。患者に快適な挿入を行うために、好ましいサイズは約３２ゲージ以下から
約１８ゲージ以上、より好ましくは約２８ゲージ以下から約２５ゲージ以上を含む。針の
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内径について述べると、約０．００６インチから約０．０２３インチが好ましく、０．０
１３インチが最も好ましい。針キャリア７０は導管キャリア６４と係合するように構成さ
れており、また針７２は導管６６内部に摺動的にネストされるように構成されており、端
子サブアセンブリ２６を通して針を簡単にガイド挿入（及び引抜き）することが可能であ
る。
【０４８９】
プッシュロッドキャリア７６及びプッシュロッド７８を含むプッシュロッドサブアセン
ブリ７４が設けられている。プッシュロッドキャリア７６は、センサを適正に患者の皮膚
に挿入することを確保するために他のアプリケータ部品と協働し、すなわちプッシュロッ
ドキャリア７６はプッシュロッド７８を拡張位置と戻り位置の間で搬送する。本実施形態
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では、プッシュロッド７８は針７２内部に摺動的にネストされるように構成されており、
針を引き戻すと、センサ３２を針７２から押し出す（解除する）ことが可能であり、この
ことを図７Ａから７Ｄを参照してより詳細に説明する。いくつかの実施形態では、センサ
を干渉によって針内部に維持するために、センサ内への、またはセンサでのわずかな屈曲
またはうねり形状が設計されている。理論によって拘束されるものではないが、針内での
センサのわずかな摩擦嵌合によって、針を後退させる際のセンサの動きが最小限に抑えら
れ、針を後退させる前にセンサが針内部に維持されると考えられている。
【０４９０】
プランジャ８０及びプランジャキャップ８２を含むプランジャサブアセンブリ２２が設
けられている。プランジャサブアセンブリ２２は他のアプリケータ部品と協働し、アプリ

40

ケータ部品の適切な挿入及びその後の引抜きを確実にする。本実施形態では、図７Ｃを参
照してより詳細に述べるが、プランジャ８０は引抜きの際、センサが延びたままで（すな
わち、患者の体内に）維持されることを確実にするように、プッシュロッドに係合するよ
うに構成されている。
【０４９１】
センサ挿入（Sensor Insertion）
図７Ａから７Ｄは、アプリケータ部品及びそれらの協働関係をセンサ挿入の様々な段階
で示す、概略的な側面断面図である。図７Ａは、センサ挿入前の装填された針及びセンサ
を示す。図７Ｂは、センサ挿入後の針及びセンサを示す。図７Ｃは針引抜き中のセンサ及
び針を示す。図７Ｄは、針引抜き後に端子サブアセンブリ内部に残されたセンサを示す。
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本明細書で説明される実施形態は、様々な部品の手動による挿入及び／または引抜きを示
唆するが、１つまたは複数の段階の自動化もまた、使用することができる。例えば、セン
サ、針、または他の協働的なアプリケータ部品の自動挿入及び／または引抜きを開始する
ことのできる、ばね式機構を導入することができる。
【０４９２】
図７Ａを参照すると、導管６６内部に配設された針７２内部に配設されたセンサ３２が
示されている。この実施形態では、導管６６は、端子サブアセンブリ２６及び／または端
子２８内部の開口を維持するように設けられており、針７２の挿入及び引抜き中に、針７
２と端子サブアセンブリ２６及び／または端子２８の間の摩擦を最小限に抑えることが可
能である。ただし、導管は任意の部品であり、端子サブアセンブリ２６及び／または端子
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２８がエラストマーまたは比較的高い摩擦係数を有する他の材料から形成されているいく
つかの実施形態では有利とすることができ、端子サブアセンブリ２６及び／または端子２
８が比較的低い摩擦係数を有する材料（例えば、硬質プラスチックまたは金属）から形成
されている他の実施形態では省略することができる。導管等は、例えばエラストマー等の
弛緩特性によって、端子サブアセンブリ２６及び／または端子２８がセンサ３２を摩擦的
に保持するように設計された材料から形成されている実施形態では、好ましいとすること
ができる（図７Ｄ参照）。これらの実施形態では、導管は、端子を通して針を簡単に挿入
でき、その後、針を後退させると端子をセンサ３２に摩擦的に保持することができるよう
に設けられている。端子２８内または上でのセンサの安定化は、以下で図７Ｄを参照して
より詳細に説明される。図７Ａは初期の装填構成として端子サブアセンブリ内に挿入され
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た針及びセンサを示すが、代替実施形態は、センサ挿入前に導管６６及び／または端子２
８を通して針を装填するステップを企図している。
【０４９３】
図７Ｂを参照すると、センサ３２及び針７２が拡張位置で示されている。この段階では
、プッシュロッド７８は、例えば図６に示すプランジャ等を押圧することによって、前方
位置に押し付けられている。プランジャ２２（図６）は、センサ３２及び針７２がともに
前方位置へと延びることを確実にするために、他のアプリケータ部品と協働するように設
計されている（図参照）。すなわち、プッシュロッド７８は、センサ３２が同時に針７２
内部での前方位置を維持することを確実にするために、他のアプリケータ部品と協働する
ように設計されている。
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【０４９４】
図７Ｃを参照すると、引抜き過程中の針７２が示されている。この段階では、プッシュ
ロッド７８は、針７２が実質的に完全に端子２８から引き抜かれるまでセンサ３２を拡張
（前方）位置に維持するために、拡張（前方）位置に保持されている。同時に、協働する
アプリケータ部品が、（手動または自動の）引き動作によって、針７２及び導管６６を後
向きに引き戻す。好ましい実施形態では、導管キャリア６４（図６）が協働するアプリケ
ータ部品に係合しており、導管キャリアに後向き（引抜き）動作を加えることによって、
プッシュロッド７８を（最初に）後退させることなく、針７２及び導管６６が引き抜かれ
る。代替実施形態では、プッシュロッド７８を省略することができ、針をセンサの別の部
分で移動させる間、センサの一部と接触するカム、エラストマー等によってセンサ３２を

40

前方位置に保持することができる。針引抜き中にセンサとの接触を維持するために、１つ
または複数のスロットを針に切り込むことができる。
【０４９５】
図７Ｄを参照すると、針７２、導管６６、及びプッシュロッド７８がすべて端子サブア
センブリ２６から引き抜かれており、その中に配設されたセンサ３２が残されている。針
７２が端子２８及び／または端子サブアセンブリ２６から実質的に取り除かれたとき、プ
ッシュロッド７８が針７２及び導管６６に沿って引き抜かれるように、協働するアプリケ
ータ部品が設計されている。例えば図８Ｄ及び９Ａを参照して、本明細書により詳細に記
載されているように、次いでアプリケータ１２を端子２８から（手動または自動で）解除
することができる。
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【０４９６】
好ましい実施形態は一般に、センサ３２を取付けユニット１４内部に保持する保持力を
確実にし、センサ３２と関連する端子２８の安定的な電気接続を確実にするように、エラ
ストマー端子を備えて設計される。図示された実施形態及び関連する文章は、センサ３２
が摩擦嵌合を形成するように端子２８を通って延びると述べているが、様々な代替案が企
図されている。１つの代替実施形態では、センサが（端子の間ではなく）端子に近接して
配設されるように設計されている。端子は、例えば金属端子、カンチレバーフィンガー、
ポゴピン等、様々な既知の構成に作製することができ、針引抜き後にセンサを押圧する構
成である。
【０４９７】
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図示された実施形態は同軸の端子２８を備えて設計されている。すなわち、端子２８は
センサ３２の遠位部分４２に軸方向に沿って、作用及び基準電極４４、４６と接触するよ
うに構成されている（図５Ａ参照）。図５Ａに示すように、作用電極４４は基準電極４６
より更に延びており、電極４４、４６がセンサの遠位部分に沿って離間した位置で端子２
８と同軸に接続することができる（図９Ｂ及び１０Ｂも参照）。図示された実施形態は同
軸設計を使用しているが、好ましい実施形態の範囲内には他の設計も企図されている。例
えば、基準電極はセンサの遠位部分で作用電極に実質的に近接して（ただし離間して）配
置することができる。このように、端子２８はセンサの軸に沿って同軸ではなく隣り合わ
せに設計することもできる。
【０４９８】

20

図８Ａは安全ラッチ機構８４を含む一実施形態における、アプリケータ及び取付けユニ
ットの斜視図である。安全ラッチ機構８４は、安全ラッチ機構を解除する前に不注意で押
さないように、静止位置にプランジャサブアセンブリ２２をロックするように構成されて
いる。この実施形態では、センサシステム１０は好ましくはこのロックされた構成で梱包
（例えば出荷）されており、安全ラッチ機構８４は、センサ３２が早期に挿入（例えば不
注意で解除）されないようにプランジャサブアセンブリ２２をその拡張位置に保持する。
安全ラッチ機構８４は、矢印の方向で示す引き力（図８Ａ参照）がプランジャサブアセン
ブリ上の安全ラッチ機構のロックを解除し、それによりセンサの挿入を可能にするように
構成されている。プランジャサブアセンブリをロックする１つの安全ラッチ機構が図示さ
れ説明されているが、当業者であれば容易に理解でき、且つ好ましい実施形態の範囲内と
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されるように、センサを早期に解除されないようにロックする（すなわち、安全ラッチ機
構の解除前にセンサをロックする）様々な安全ラッチ機構の構成が企図されている。
【０４９９】
図８Ａは、センサシステムのある種の代替実施形態に含まれるフォースロック機構８６
を更に示し、フォースロック機構８６は、電子機器ユニット１６と取付けユニット１４の
間の適切な対合を確実にするように構成されている（例えば、図１２Ａ参照）。本明細書
でより詳しく説明されているように、取付けユニットと電子機器ユニットの間に封止が形
成される実施形態では、封止が十分に形成されることを確実にするために適切な力が必要
になることがあり、いくつかの状況では、電子機器ユニットが取付けユニットに適正に対
合（例えば、スナップ嵌めまたは封止的対合）されたことを確実にすることが有利となる
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ことがある。従って、アプリケータ１２を（センサ挿入後に）取付けユニット１４から解
除し、且つ電子機器ユニット１６を取付けユニット１４内に挿入した後、ユーザはフォー
スロック機構８６によってそれらの間の適正な対合及び／または封止を確実にすることが
できる。実行の際は、ユーザはフォースロック機構を枢動させ、図８Ａに示す円形タブ上
に引き上げることによって電子機器ユニット１６に力がかかるようにする。電子機器ユニ
ットと取付けユニットの間に固定及び／または封止嵌合をもたらすための１つのシステム
及び１つの方法が図示されているが、電子機器ユニットと取付けユニット（ハウジング）
の間に固定及び／または封止嵌合をもたらすための様々なシステム及び方法を使用する様
々な他のフォースロック機構を使用することができる。
【０５００】
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図８Ｂから８Ｄは、センサ挿入の様々な段階を示す一実施形態でのアプリケータ及び取
付けユニットの側面図である。図８Ｂは、センサ挿入前に取付けユニットに対合的に係合
するアプリケータの側面図である。図８Ｃは、プランジャサブアセンブリが押し込まれた
後の取付けユニット及びアプリケータの側面図であり、針及びセンサが取付けユニットか
ら（すなわち、患者の皮膚を通って）延びている。図８Ｄは、導管サブアセンブリが引き
戻された後の取付けユニット及びアプリケータの側面図であり、針がアプリケータ内に引
き戻されている。図面及び関連の文章はアプリケータが手動挿入及び／または引抜き用に
設計されている実施形態を説明しているが、例えばばね式部品などを使用して、センサ／
針の自動挿入及び／または引抜きを代替的に使用することもできる。
【０５０１】
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好ましい実施形態は、１回の押し引き動作でセンサを簡単に挿入し、その後針を後退さ
せるためのシステム及び方法を有利に提供する。アプリケータの機械的ラッチシステムの
おかげで、プランジャキャップ８２及び針を連続動作で挿入及び引抜きをする導管キャリ
ア６４に、ユーザによる連続的な力が加えられる。ユーザがアプリケータを把持するとき
、指で導管キャリア６４を握り、親指（または他の指）をプランジャキャップ８２上に置
く。ユーザが指と親指を同時に連続的に握り締めることによって、把持または力を変化さ
せる必要なしに、患者の体内に埋め込まれたセンサはそのままで、アプリケータ内部にあ
るラッチシステム（図６から８）によって、（プランジャを前向きに摺動させるとき）針
が挿入され、その後（導管キャリアを後向きに摺動させるとき）引き抜かれる。いくつか
の実施形態では、アプリケータ部品が互いに回転的に係合するように構成されているとき

20

、連続的なトルクが連続的な力の代わりとなることができる。好ましい実施形態のセンサ
と対照的に、いくつかの従来技術のセンサでは、針をセンサシステムに挿入し、そこから
後退させるために、複雑な複数のステップ、または複数部品の挿入及び引抜きステップが
行われている。
【０５０２】
図８Ｂは準備位置にある取付けユニット及びアプリケータを示す。センサシステムをこ
の構成で出荷することができ、またはセンサ挿入前にアプリケータ１２を取付けユニット
１４に対合するようユーザに指示することができる。挿入角度は好ましくはアプリケータ
１２の対合的係合によって固定される。図示された実施形態では、挿入角度αはアプリケ
ータ１２内で、アプリケータ本体基部６０とアプリケータ本体１８のシャフトの角度によ
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って固定される。ただし、適正な配置を確実にする様々なシステム及び方法を実施するこ
とができる。適正な配置によって、挿入後にセンサ３２の少なくとも一部が患者の真皮の
下を延びることが確実になる。代替実施形態では、センサシステム１０は様々な調整可能
な挿入角度で設計されている。様々な挿入角度は、様々な挿入位置及び／または個人の皮
膚構成（例えば皮膚の厚さ）に対応するために有利となり得る。好ましい実施形態では、
挿入角度αは約０°から約９０°、より好ましくは約３０°から約６０°、更により好ま
しくは４５°である。
【０５０３】
実行の際は、取付けユニットが、例えば腕、大腿部、腹部の皮膚など、患者の皮膚上の
適切な位置に配置される。従って、裏当て層９を接着パッド８から取り外し、取付けユニ
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ットの基部を皮膚上に押し付けることにより、取付けユニットが患者の皮膚に接着される
。
【０５０４】
図８Ｃは、プッシュロッドサブアセンブリ２２をアプリケータ１２内に押し込むことに
よって、針７２が取付けユニット１４から延びた（すなわち、患者の体内に挿入された）
後の取付けユニット及びアプリケータを示す。この位置で、センサ３２は針７２内（すな
わち、患者の体内）に配設され、アプリケータ部品を協働することによって保持されてい
る。代替実施形態では、取付けユニット及び／またはアプリケータは針／センサが最初に
延びる構成とすることができる。このように、機械的設計を簡略化することができ、プラ
ンジャ補助による挿入ステップを排除または修正することができる。患者の皮膚に穿孔す
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るために手動の力によって針を単純に挿入することができ、患者の皮膚から針を取り除く
１つの（引き）ステップのみがアプリケータに必要である。
【０５０５】
図８Ｄは針７２がアプリケータ１２内に引き込まれた後の取付けユニット及びアプリケ
ータを示し、センサ３２が患者の組織に露出されている。針の引込み中、プッシュロッド
サブアセンブリによってセンサを拡張位置（すなわち患者の体内）に維持される。好まし
い実施形態では、針を不可逆的に引き込むことによって針をアプリケータ内にロックし、
不注意及び／または意図的に解除、再挿入、または再使用することができないようになっ
ている。アプリケータは好ましくは、患者への挿入後に針が露出する可能性を低減または
排除するために、使い捨て可能なデバイスとして構成される。ただし、いくつかの代替実

10

施形態では再使用可能または再装填可能なアプリケータもまた企図されている。針の引込
み後、例えば解除ラッチ３０を押すことによって、アプリケータ１２を取付けユニットか
ら解除し、アプリケータを適切に廃棄することができる。代替実施形態では、取付けユニ
ットとアプリケータの間に他の対合及び解除構成を実施することができ、またはセンサ挿
入及びその後の針引込み後にアプリケータを取付けユニットから自動的に解除することが
できる。１つの代替実施形態では、保持力維持（例えば、ボールディテント構成）によっ
て電子機器ユニット（またはアプリケータ）が保持及び解除される。
【０５０６】
１つの代替実施形態では、アプリケータが（例えば、センサ挿入後に）取付けユニット
と解除可能に対合するとき電子機器ユニットが取付けユニット内に摺動するように構成さ

20

れた方法で、取付けユニットがアプリケータ及び電子機器ユニットと解除可能に対合する
ように構成されており、それによりアプリケータを解除させ、同時に電子機器ユニットを
取付けユニットに対合させる。例えば摺動するボールディテント式構成など、協働する機
械部品を使用して、電子機器ユニットの同時対合及びアプリケータの解除を達成すること
ができる。
【０５０７】
図８Ｅから８Ｇは、アプリケータ３１２、電子機器ユニット３１６、及び取付けユニッ
ト３１４を含む、代替実施形態のセンサシステム３１０の斜視図であり、アプリケータの
解除及び／または電子機器ユニットの対合の様々な段階を示す。図８Ｅは、センサ挿入後
に取付けユニットに対合的に係合するアプリケータの斜視図である。図８Ｆは、電子機器
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ユニットが取付けユニット内に摺動的に挿入される間、対合的に係合する取付けユニット
とアプリケータの斜視図である。図８Ｇは、アプリケータが解除された後、取付けユニッ
トに対合的に係合する電子機器ユニットの斜視図である。
【０５０８】
一般に、センサシステム３１０は患者の皮膚への経皮的挿入に適合されたセンサ、患者
の皮膚に近接して配置されるように適合されたハウジング３１４、ハウジングに解除可能
に取り付けられた電子機器ユニット３１６、及びハウジング３１４を通して患者の皮膚内
へとセンサを挿入するように構成されたアプリケータ３１２を含み、アプリケータ３１２
はハウジング３１４と解除可能に対合するように適合されており、システム３１０は電子
機器ユニット３１６がハウジング３１４に取り付けられるとハウジングからアプリケータ

40

３１２を解除するように構成されている。
【０５０９】
図８Ｅは、センサが挿入された後、且つアプリケータ３１２の解除前のセンサシステム
３１０を示す。この実施形態では、電子機器ユニット３１６は、取付けユニット３１４内
に摺動するように設計されている。好ましくは、電子機器ユニット３１６は取付けユニッ
ト３１４内に一方向のみに摺動するように構成され配置されている。図示された実施形態
では、挿入端は、電子機器ユニット３１６のハウジング３１４内への挿入をガイドするた
めに、わずかにテーパ状とされ蟻継ぎされている。ただし他の自己整合構成も可能である
。このように、電子機器ユニット３１６は自己整合しハウジング内で電子機器ユニット３
１６を整列させ、適正な嵌合及びセンサとの確実な電気的接続を確実にする。
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【０５１０】
図８Ｆは、電子機器ユニット３１６が挿入された後のセンサシステム３１０を示す。好
ましくは、電子機器ユニット３１６は取付けユニット内に摺動嵌合する。いくつかの実施
形態では、センサシステム３１０を患者に固定する前に、電子機器ユニット３１６を取付
けユニット３１４に取り付ける（すなわち、センサに動作可能に接続する）ことができる
ように、センサシステム３１０を設計することができる。有利には、この設計によって送
信機の挿入中にセンサに機械的安定性がもたらされる。
【０５１１】
図８Ｇは、アプリケータ３１２を取付けユニット３１４及び電子機器ユニット３１６か
ら解除した後のセンサシステム３１０を示す。この実施形態では、センサシステム３１０

10

は、電子機器ユニットが取付けユニットに対合することによってアプリケータ３１２を取
付けユニット３１４から解除させるように構成されている。
【０５１２】
従って、スライドインシステムともいう上記のセンサシステム３１０は、電子機器ユニ
ットを自己整合させ、より大きな保持力により端子の周りの封止を増強し、電子機器ユニ
ット挿入中のセンサに機械的安定性をもたらし、アプリケータの自動解除及び取付けユニ
ット内への電子機器ユニットの同時ロックを行う。
【０５１３】
より詳しくは後述するが、センサシステム１０の全体的な設計によって多くの従来デバ
イスと比べて大きさを小型化することができるが、センサシステム３１０は更に、例えば
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上記のセンサシステム１０と比べて、容積を小さくすることができる。
【０５１４】
図８Ｈ及び８Ｉは、図８Ｅから８Ｇの代替実施形態に示すセンサシステムの比較上面図
であり、別途図示されている実施形態と比較される（例えば、図１から３及び１０から１
２を参照）。すなわち、図８Ｅから８Ｇを参照して説明されている代替実施形態は、ある
種の他のデバイスと比較して、サイズ（例えば、質量、容積等）を更に小さくすることが
できる。デバイスのサイズ（容積及び／または表面積を含む）は、デバイスの機能に影響
を及す場合があることが明らかになっている。例えば、外部の影響（皮膚への衝撃または
他の動作）によって起こる取付けユニット／電子機器ユニットの動きは、生体内でセンサ
に伝わり、動作アーチファクト（例えば、信号等への影響）が生じる。従って、サイズを
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小さくできることによって、患者の全体的な快適さが向上するとともに、より安定した信
号を得ることができる。
【０５１５】
このように、センサを挿入するため、及び電子機器ユニットと取付けユニットを接続す
るためのシステム及び方法を含む、本明細書で説明したスライドインシステム３１０によ
って、約１０ｍ３未満、より好ましくは約８ｍ３未満、更に好ましくは６ｍ３、５ｍ３、
４ｍ３未満の容積に設計された取付けユニット３１６／電子機器ユニット３１４サブアセ
ンブリを設計することが可能になる。一般に、取付けユニット３１６／電子機器ユニット
３１４サブアセンブリは、第１の主表面及び第１の主表面と反対側の第１の主表面を含む
。第１及び第２の主表面はともに好ましくはデバイス表面積の少なくとも約５０％を占め
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ており、第１及び第２の主表面はそれぞれ表面積を画成し、各主表面の表面積は約１０ｍ
２

以下、好ましくは約８ｍ２以下、及びより好ましくは約６．５ｍ２、６ｍ２、５．５ｍ

２

、５ｍ２、４．５ｍ２、または４ｍ２以下である。一般に、取付けユニット３１６／電

子機器ユニット３１４サブアセンブリの長さ３２０は約４０ｍｍ未満、幅３２２は約２０
ｍｍ未満、厚さは約１０ｍｍ未満であり、より好ましくは、長さ３２０は約３５ｍｍ以下
、幅３２２は約１８ｍｍ以下、厚さは約９ｍｍ以下である。
【０５１６】
いくつかの実施形態では、センサ３２は基部の縁から距離を置いた位置で取付けユニッ
ト１４の基部から出る。いくつかの実施形態では、センサ３２は基部の縁より実質的に中
央により近い位置で取付けユニット１４の基部から出る。理論によって拘束されるもので
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はないが、縁から離れた位置にセンサ３２のための出口ポートを設けることによって、人
体と取付けユニットの間でのセンサ３２の動き、外部の原因によるセンサへの障害、及び
／または取付けユニットの縁の下で広がる可能性がある環境による汚染（例えば微生物）
から、保護することができる。いくつかの実施形態では、センサはデバイスの外縁から離
れたところで取付けユニットから出る。図２１は経皮的グルコースセンサデータ及び７日
間にわたりヒトから得られた対応する血糖値を示し、経皮的グルコースセンサデータは基
部の縁よりも実質的に中心に近い位置にある出口ポートで構成された。
【０５１７】
ただし、いくつかの代替実施形態では、センサはデバイスの縁または縁付近で取付けユ
ニット１４から出る。いくつかの実施形態では、取付けユニットは、センサの出口ポート

10

（位置）が調整可能に構成されており、従って、センサ挿入深さが調整可能な実施形態で
は、それにより６°の自由度がもたらされる。
【０５１８】
延長可能な接着パッド（Extensible Adhesive pad）
ある実施形態では、接着パッドがセンサシステムとともに使用される。取付けユニット
のための接着パッドを選択するとき、様々な設計パラメータが望ましい。例えば、１）接
着パッドは、あらゆる時及びあらゆる動作の間、十分な接触を維持するのに十分な強度と
することができ（わずかであっても皮膚から離れるデバイスは、汚染及び感染の危険が高
い）、２）接着パッドは、多量の発汗、シャワー、または場合によっては水泳の間であっ
ても患者がデバイスを装着することができるように、防水性または水透過性とすることが
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でき、３）接着パッドは、患者の動きによる線形及び回転力に耐えるのに十分な可撓性と
することができ、４）接着パッドは、患者にとって快適にすることができ、５）接着パッ
ドは、患者の痛みを抑えるために簡単に解除可能とすることができ、６）及び／または、
接着パッドは解除中にセンサを保護するように簡単に解除可能とすることができる。残念
ながら、既知の接着パッドを使用してこれらの設計パラメータを同時に満たすことは困難
であり、例えば、強力な医療用接着パッドが利用可能であるが一般に精密ではなく（例え
ば、解除中に大きな剥離力を必要とする）、且つ接着力が強いので解除中に強い痛みがあ
る。
【０５１９】
従って、好ましい実施形態では、上述の１つまたは複数の強度及び柔軟性要件を満たす
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十分な強度の医療用接着パッドを含む、取付けユニットを患者に取り付けるための接着パ
ッド８

が設けられており、患者の皮膚からの、簡単、精密かつ無痛の解除が更に可能と

なる。図９Ａは、患者に埋め込まれたセンサを、一実施形態の接着パッドによって患者の
皮膚に接着された取付けユニットとともに示す、センサアセンブリの側面図である。すな
わち、接着パッド８

は、患者の皮膚を皮膚の平面と実質的に平行（またはそこから約３

５°まで）の方向で、長さ方向に伸張することによってそこから簡単に取り外すことので
きる、延長可能な材料から形成される。この簡単で精密かつ無痛の取外しは、接着パッド
の延長可能性が高く、伸張が簡単であることの作用であると考えられる。
【０５２０】
一実施形態では、延長可能な接着パッドはポリマー発泡層を含み、または接着パッド発
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泡体から形成される。発泡体の適合性及び弾性によって、皮膚への適合及び皮膚の動作中
の柔軟性が助けられると考えられている。別の実施形態では、ゴムベースまたはアクリル
ベースの堅固な接着パッドなど、伸張可能な堅固な接着パッドを使用することができる。
別の実施形態では、接着パッドは、接着パッドの負荷強度及び断裂強度の強化を助けるこ
とができるフィルムを含む。
【０５２１】
図９Ｂから９Ｃは、一実施形態で、延長可能な接着パッドを伸張することによる、取付
けユニットの患者の皮膚からの初期及び継続的な解除を示す。デバイスを解除するために
、裏当て接着パッドをデバイスの平面と実質的に平行（またはそこから約３５°まで）の
方向に引き出す。同時に延長可能な接着パッドが伸張し、比較的簡単かつ無痛な方法で皮
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膚から解除される。
【０５２２】
一実施形態では、図９Ａから９Ｃに図示されているが、単層の延長可能な接着パッド８
によって取付けユニットが患者の皮膚に接着される。延長可能な接着パッドは、軽接着
パッド層を含むことができ、それにより解除前に取付けユニット１４上で保持することが
可能である実質的に非延長可能な引きタブ５２を含む。また、接着パッドは、実質的に非
延長可能な保持タブ５４を更に含み、これは解除伸張中に取付けユニットに接着されたま
ま残り、取付けユニットが皮膚から完全及び／または非制御的に解除されないようにする
。
10

【０５２３】
１つの代替実施形態では、接着パッド８

は、延長可能な接着パッド及び裏当て接着パ

ッド（図示せず）を含む、２面を含む。この実施形態では、延長可能な接着パッド８

は

患者の皮膚に接着され、裏当て接着パッドは取付けユニットの裏面２５に接着されている
。両方の接着パッドによって、十分な強度、可撓性、及びそれぞれの表面接着に適切な防
水または水透過特性がもたらされる。いくつかの実施形態では、裏当て及び延長式接着パ
ッドは、特にそれぞれの接着面（すなわち、取付けユニット及び皮膚）に最適化された接
着剤を備えて設計されている。
【０５２４】
別の代替実施形態では、接着パッド８

は、中間層または裏当て層（図示せず）を取り

囲む両面式の延長可能な接着パッドを含む。裏当て層は、快適性、適合性、及び可撓性を
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強化するために、従来の裏当てフィルムを含むことができ、または発泡体から形成するこ
とができる。好ましくは、両面接着パッドの各面は、適切な接着面（すなわち、取付けユ
ニット及び皮膚）のためにそれぞれ設計される。様々な代替の伸張−解除構成が可能であ
る。接着パッドの片面または両面の制御された解除は、各接着パッド側面の相対的な長さ
によって、非接着パッド領域を組み込むこと等によって、容易にすることができる。
【０５２５】
図１０Ａ及び１０Ｂはそれぞれ、アプリケータを取付けユニットに挿入し解除した直後
の取付けユニットの斜視図及び側面断面図である。一実施形態では、図１０Ａ及び１０Ｂ
に図示されているように、端子サブアセンブリ２６が実質的にセンサの挿入角度αで挿入
位置に保持されている。挿入中、端子サブアセンブリ２６を挿入角度αに維持することに
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よって、センサ３２を、端子サブアセンブリ２６をまっすぐに通して簡単に挿入すること
が可能である。端子サブアセンブリ２６は、端子サブアセンブリ２６が角度位置から平面
位置に動くことを可能にするヒンジ３８を更に含む。本明細書で使用される「ヒンジ」と
いう用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、デバイスの２つ以
上の部品または部分が連接することを可能にする機構を指すことを含んで使用される。本
用語は、例えばボールディテント式ヒンジ機構などの摺動ヒンジを含むには十分に広範で
ある。
【０５２６】
図示された実施形態では、アプリケータのために設計された一定の挿入角度が説明され
ているが、代替実施形態ではシステムの他の部品のための挿入角度を設計することができ
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る。例えば、挿入角度は、アプリケータを取付けユニット等に取り付けるための設計とす
ることができる。いくつかの代替実施形態では、様々な患者の皮膚形状に備えるために、
様々な調整可能な挿入角度をシステムに設計することができる。
【０５２７】
図１０Ｂは、取付けユニット１４から予め選択された距離だけ延び、患者の体内でのセ
ンサの挿入深さを規定する、センサ３２を示す。動物及びヒトの真皮及び皮下の性質は様
々であり、一定の挿入深さではすべての埋め込みに適切ではないこともある。従って、代
替実施形態では、センサが取付けユニットから延びる距離は、様々な患者体型に対応する
ために調整可能である。例えば、アプリケータ１２は、センサ挿入後に針７２（従って、
センサ３２）が延びる距離を制御する、様々な調整可能な設定で設計することができる。
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調整可能なセンサ挿入深さに対応するように、様々な手段及び機構を使用することができ
ることは当業者には明らかであり、好ましい実施形態の範囲内であるとみなされる。好ま
しい挿入深さは、約０．１ｍｍ以下から約２ｃｍ以上、好ましくは約０．１５、０．２、
０．２５、０．３、０．３５、０．４、または０．４５

ｍｍから、約０．５、０．６、

０．７、０．８、０．９、１、１．１、１．２、１．３、１．４、１．５、１．６、１．
７、１．８、または１．９ｃｍである。
【０５２８】
図１１Ａ及び１１Ｂはそれぞれ、端子サブアセンブリを機能位置（挿入、埋め込み、ま
たは感知位置ともいう）に連接した後の取付けユニットの斜視図及び側面断面図である。
ヒンジ３８は、例えば端子サブアセンブリ上で下向きに押すことによって、端子サブアセ

10

ンブリ２６が挿入位置（図１０）から機能位置（図１１）へ傾斜することを可能にする。
ある実施形態では、２つの別個の部品（端子サブアセンブリ２６及び例えば機械的または
接着パッド継手またはヒンジなどのヒンジによって接続された取付けユニット１４）によ
って、この枢動動作がもたらされる。好ましい実施形態のセンサには、様々な枢動、連接
、及び／またはヒンジ機構を使用することができ、例えば、ヒンジを端子サブアセンブリ
２６の一部として形成することができる。端子サブアセンブリは可撓性部品材料（例えば
、シリコーン、ウレタンラバー、または他の可撓性またはエラストマー材料）から形成す
ることができ、本材料は端子サブアセンブリを挿入に適切な角度（図１０Ａ及び１０Ｂ）
から低摩擦構成（図１１Ａ及び１１Ｂ）へと湾曲またはヒンジすることを可能にするのに
十分な可撓性を有する。

20

【０５２９】
端子サブアセンブリの相対的枢動動作は、例えば、適切な針挿入角度のための支持をも
たらしながら低断面のデバイスの設計を可能にするために有利である。挿入位置では、セ
ンサシステムは、関連する端子２８と安定した電気的接続を形成しながらセンサ挿入が簡
単であるように設計されている。機能位置では、センサシステムは、使用中の簡便性、快
適性、及び慎重性のために低断面を維持する。従って好ましい実施形態のセンサシステム
は、センサ使用中に低断面デバイスを維持しながら、最適にガイドされた挿入角度をもた
らすようにヒンジ構成を備えて有利に設計される。
【０５３０】
いくつかの実施形態では、衝撃吸収部材または部品がセンサの設計に組み込まれており

30

、センサの生体内及び／または生体外部分の動きを吸収するように構成されている。従来
の検体センサは、患者がデバイスを使用するとき、患者の動きに関連して動作関連アーチ
ファクトを生じることがある。例えば、経皮的検体センサを患者の体内に挿入するとき、
センサの様々な動き（例えば、生体内部分と生体外部分の間の相対動作、及び／または患
者の体内での動き）によって、デバイスにストレスがかかりセンサ信号に雑音を発生させ
ることがある。従って、いくつかの実施形態では、上記の動きに関連するストレスを吸収
する位置でセンサ／取付けユニット上に衝撃吸収部材が置かれている。
【０５３１】
好ましい実施形態では、センサ３２は、端子サブアセンブリを挿入位置から機能位置へ
枢動させるとすぐに実質的な直線状から実質的な湾曲形状に湾曲する。挿入中にセンサ形

40

状を実質的な直線状とすることによってセンサ挿入が有利に簡単になり、機能位置でセン
サが実質的に湾曲することによって、センサの遠位端部に可撓性／可動性がもたらされる
とともに、センサの近位端部に有利に安定性がもたらされる。更に、取付けユニット内で
の動き（例えば、外部の力によって取付けユニットに生じるもの、皮膚の動き等）が、セ
ンサの生体内部分に実質的に伝達されない。すなわち、センサ３２内部で形成される湾曲
は、円柱強度を分断するように機能し、使用中にセンサの動きを効果的に吸収する屈曲を
形成する。更にセンサは、端子サブアセンブリ２６が機能位置（図１０Ｂ）へ枢動すると
、センサが前方に押し出されて湾曲し、センサの生体内部分と生体外部分の間の動きを吸
収することができるようになる長さに設計することができる。上記の利点は両方ともセン
サ信号の動作アーチファクトを最小限に抑え、且つ／または動きによるセンサへの損傷を
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最小限に抑えると考えられているが、従来の経皮的センサではその両方（動作アーチファ
クト及び損傷）が見られていた。
【０５３２】
いくつかの代替実施形態では、衝撃吸収部材は、ばね、アコーディオン、入れ子式、ま
たはベローズ式デバイスなど、拡張及び収縮部材とすることができる。一般に、衝撃吸収
部材は、センサ、取付けユニット、及び患者の間の相対動作が、センサの取付けユニット
への接続及び／または埋め込み部位内でのセンサの安定性に影響を及ぼさず（または最小
限の影響で）吸収されるように配置することができ、例えば、衝撃吸収部材はセンサ３２
の一部として、またはセンサ３２に接続されるように形成することができる。
【０５３３】

10

図１２Ａから１２Ｃは、取付けユニット１４及びそこに取り付けられた電子機器ユニッ
ト１６を含むセンサシステムの斜視図及び側面図である。センサ挿入後、経皮的検体セン
サシステム１０は検体濃度または上述のように検体の濃度または存在を表す物質を測定す
る。実施例ではグルコースセンサを対象としているが、検体センサは、例えば酸素、ラク
ターゼ、インスリン、ホルモン、コレステロール、薬物、ウイルス等、体内の適切な検体
の値を測定することが可能なセンサとすることができる。電子機器ユニット１６が取付け
ユニット１４に接続されるとすぐに、センサ３２は患者の体内の検体の値を測定すること
ができる。
【０５３４】
取付けユニット１４と電子機器ユニット１６の間の脱着可能な接続によって、製造性が

20

向上し、すなわち、センサシステムを使用可能寿命後に取り替えるとき比較的安価な取付
けユニット１４を廃棄することができ、比較的より高価な電子機器ユニット１６を複数の
センサシステムで再使用可能とすることができる。ある実施形態では、電子機器ユニット
１６は、例えば起動、較正リセット、故障試験等のプログラミングを備えるように構成さ
れており、毎回、キャビティに初期挿入され、及び／または毎回、センサ３２と初期通信
する。ただし、当業者であれば容易に理解するように、一体型（非脱着可能）電子機器ユ
ニットを構成することもできる。
【０５３５】
取付けユニット１４と電子機器ユニット１６（及び／またはアプリケータ１２）の間の
機械的嵌合を参照すると、例えばスナップ嵌め、締まり嵌め、または摺動嵌合など、様々

30

な機械的ジョイントが企図されている。図１２Ａから１２Ｃの図示された実施形態では、
取付けユニット１４及び／または電子機器ユニット１６上に、それらの間の確実な接続を
可能にするタブ１２０が設けられている。図示された実施形態のタブ１２０は、取付けユ
ニットと電子機器ユニットを整合させ、接続中のユーザ（例えば指）による力及び反対力
のための別の剛体の支持体を設けることによって、機械的接続のしやすさを向上させるこ
とができる。ただし、例えば図１０及び１１に示すように、ガイドタブを備える、または
備えない、他の構成も企図されている。
【０５３６】
いくつか状況では、センサ信号のドリフトによってセンサ性能に不正確さが生じ、及び
／またはセンサを再較正する必要がある場合がある。従って、封止材を設けることが有利

40

となることがあり、それにより、センサ及びセンサと電気端子の接続を水分（例えば、水
及び水蒸気）が実質的に通ることができない。上述の封止材は、センサを外環境の水分か
ら封止するように、単独で、または上記により詳しく説明された封止部材３６と併せて使
用することができる。
【０５３７】
好ましくは、封止材は、取付けユニット１４と電子機器ユニット１６の間、及び／また
は取付けユニット３２内でセンサ３２の周りの穴、隙間、または他の間隙を充填する。例
えば、封止材は、センサ３２が端子２８を通って延びる部分でセンサを取り囲むことがで
きる。更に、封止材を、例えば封止部材３６を通って延びる穴１２２など、別の間隙内に
配設することができる。
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【０５３８】
好ましくは、封止材は、例えば油、グリース、ゲルなど、水不透過性の部材または化合
物を含む。１つの例示的な実施形態では、封止材はワセリンを含み、センサ３２を取り囲
む水分隔壁を設けるために使用される。一実施形態では、ワセリンを加熱によって液化し
、その後液化したワセリンにセンサ３２を浸漬させて、その外面を被覆した。次いで、セ
ンサをハウジング内へ組み付け、患者の体内へと挿入し、その間にセンサを、電気端子２
８を通して挿入し、それらの間にワセリンを適合させた。上述のようなワセリンを組み込
んだセンサは、ワセリンのないセンサと比べると、湿潤または水中環境で検査したとき、
水分隔壁は時間の経過に伴う信号のドリフトをほとんどまたは全く示さなかった。理論に
よって拘束されるものではないが、特にセンサと関連する電気端子の間に、センサを取り

10

囲む水分隔壁を組み込むことによって、センサ信号への湿気の影響が抑えられ、または排
除されると考えられている。グリースまたは油ベースの水分隔壁の粘性は、センサ内の小
さなひびまたは隙間であっても水分を押しのけながら貫通または通過することが可能であ
り、それにより封止特性が増加する。特許文献７及び特許文献８は、水不透過性材料（封
止材）の使用に適切な材料を開示する。
【０５３９】
センサ３２と電子機器ユニット１６の間の電気的嵌合を参照すると、（センサが延びる
ときに通過する）接着パッド２８が、電子機器ユニット１６上で相互係合する端子と電気
的に接続するように構成されている。様々な構成が企図されているが、相互係合する端子
は電子機器ユニット１６と取付けユニット１４の脱着可能に接続すると動作可能に接続し

20

、封止部材３６によって外部の水分から実質的に封止されている。封止部材を備えていて
も、水分がセンサ３２及び／または端子を囲む領域に浸透し、例えば湿った、または濡れ
た環境（例えば、汗、シャワー、または他の環境要因によって生じる）に露出する、いく
つかの環境が存在する。センサの水分への露出は、時間の経過に伴うセンサのベースライ
ン信号のドリフトの原因となることがあることが、観察されている。例えばグルコースセ
ンサでは、ベースラインはグルコースセンサ信号のグルコースに関連しない成分（グルコ
ースが存在しない場合は信号の量）であり、理想的には時間の経過にわたって一定である
。しかし、いくつかの状況ではベースラインが、ドリフトともいうが、時間の経過に伴っ
て変動する場合があり、これは例えば患者の代謝、センサを取り囲む細胞の移動、阻害種
、環境の湿気等によって生じることがある。

30

【０５４０】
いくつかの実施形態では、取付けユニットは出口部位とセンサの間に通気（例えば、通
気孔１２４）を設けるように設計されている。ある実施形態では、通気孔１２４に、空気
を通過させるが外環境からの汚れが通気孔１２４に入らないようにするフィルタ（図示せ
ず）が設けられている。理論によって拘束されるものではないが、出口部位への（または
センサ３２への）通気によって、他の場合であればセンサに近接する細菌の成長及び／ま
たは寿命を増加させることのある、水分または細菌の封じ込みを低減または排除すること
ができる。
【０５４１】
いくつかの代替実施形態では、センサ挿入中及び挿入後に針及び／またはセンサを外環

40

境の汚染から封止する封止部材が設けられている。例えば、従来の経皮的デバイスが抱え
ている１つの問題は傷の出口部位の感染である。例えば、細菌または汚染物質が、例えば
デバイスの生体外部分または生体外環境から針／センサの出口部位を通って皮下組織へと
、生体外から移動し、汚染及び感染を引き起こすことがある。細菌及び／または汚染はデ
バイスの取扱い、皮膚領域の露出、及び／または取付けユニットから患者（の体外）への
漏出から発生することがある。多くの従来の経皮的デバイスでは、細菌及び汚染の出口部
位への移動経路が存在し、センサ挿入中またはその後のデバイスの取扱いまたは使用中に
汚染されることがある。更に、経皮的検体センサのいくつかの実施形態では、挿入補助デ
バイス（例えば、針）が取付けユニットの一体型部品となっており、すなわちデバイスは
、センサ挿入後に出口部位（すなわち、センサの進入位置）から隔離される、挿入デバイ
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スを挿入後に収容する。
【０５４２】
従って、これらの代替実施形態では、ハウジングと皮膚の間に置かれる封止部材が取付
けユニットに設けられ、針及び／またはセンサは封止部材を通って、且つそれらに封止さ
れて延びるように適合されている。封止部材は好ましくは、針／センサの周りを実質的に
封止する可撓性材料から形成される。適切な可撓性材料は、可鍛性材料、エラストマー、
ゲル、グリース等を含む（例えば特許文献７及び特許文献８を参照）。ただし、すべての
実施形態が封止材料を含むわけではなく、いくつかの実施形態では隙間穴または針及び／
またはセンサを取り囲む他の空間が好ましい。
【０５４３】

10

一実施形態では、取付けユニット１４の基部２４が、例えばシリコーンなどの可撓性材
料から形成され、それにより、図１１Ａ及び１１Ｂに示すように、エラストマー特性が出
口ポート１２６で針及び／またはセンサを封止する。従って、封止部材は、取付けユニッ
ト１４の裏面２５または取付けユニット裏面の接着パッド８の単一または一体型部位品と
して形成することができるが、あるいは、デバイスに固定された別個の部品とすることも
できる。いくつかの実施形態では、封止部材は接着パッド面の平面の上または下を、出口
ポート１２６を通って延びることができ、または出口ポート１２６は医療用保存及び処理
製品（例えば、ＰＴＦＥなどの化学的不活性材料を含む層など上下の封止層に挟まれたシ
リカゲル）で使用されるような隔膜封止を含むことができる。本明細書で説明されている
好ましい実施形態の出口ポートに、様々な既知の隔膜封止を使用することができる。封止

20

材料が取付けユニット１４に取り付けられた一体型または別個の部品であるかにかかわら
ず、出口ポート１２６は、傷及び／または取付けユニット内の出口部位にまたは出口部位
から出入りする細菌または他の汚染物質の移動を低減または排除するように、有利に封止
される。
【０５４４】
使用の際は、患者または看護者は取付けユニットを患者の皮膚の上または付近の適切な
位置に配置し、センサ挿入の準備をする。挿入中は、針がセンサの挿入を助け、その後セ
ンサを皮下組織に残したまま針を取付けユニット内へと引き戻す。この実施形態では、出
口ポート１２６は、取付けユニットまたは出口部位外部の空間から移動することのある汚
染から出口部位を保護する構成で、出口ポートを包囲するシリコーン膜などの封止材料の

30

層を含む。従って、センサ３２及び／または針７２が、取付けユニットと皮下空間の間を
連通させるように、例えば封止材料の開口または隙間を通って延びるとき、それらの間に
封止が形成される。エラストマー封止材料は、その弾性によって針／センサと取付けユニ
ットの間に適合された封止をもたらし、及び／またはその弾性によってデバイスと例えば
患者の組織の様々な層の間に衝撃吸収性質をもたらすので、いくつかの実施形態で有利と
することができる。
【０５４５】
いくつかの代替実施形態では、封止材料はそこに組み込まれた生物活性剤を含む。適切
な生物活性剤には、例えば抗炎症剤、抗菌剤、抗生物質等、細菌及び感染を回避または阻
害することが知られているものを含む。生物活性剤の拡散または存在によって、出口部位

40

付近の細菌の除去または排除を助けることができると考えられている。
【０５４６】
実行の際は、センサ３２を患者の皮膚に挿入した後、且つ電子機器ユニット１６を取付
けユニット１４に対合させることによって電気的接続が形成された後、例えば約数秒から
約１０分以上の間隔で、センサは検体濃度を連続的または継続的に測定する。
【０５４７】
センサ電子機器
電子機器ユニットに関連するセンサ電子機器の以下の説明は、非侵襲、最小侵襲、及び
／または侵襲性（例えば経皮的及び完全埋め込み式）のセンサなどの、様々な連続的検体
センサに適用可能である。例えば、以下に説明するセンサ電子機器とデータ処理並びに受
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信機電子機器とデータ処理を、２００４年５月３日に出願された「IMPLANTABLE ANALYTE
SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０２４５７９９号明細書及び２００
４年７月６日出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURE OF AN ANALYTE‑MEASUR
ING DEVICE INCLUDING A MEMBRANE SYSTEM」という名称の米国特許出願公開第２００６／
００１５０２０号明細書に開示されている、完全埋め込み式のグルコースセンサに組み込
むことができる。
【０５４８】
図１３は、一実施形態のセンサシステム１０に関連する電子機器１３２を示すブロック
図である。この実施形態では、（上述したような）電極システムに動作可能に接続され電
圧を電極に供給し、（アナログ部分ともいう）患者の検体濃度を示す電流信号の測定を可

10

能にするようにセンサをバイアスする、ポテンショスタット１３４が示されている。いく
つかの実施形態では、ポテンショスタットは電流を電圧に変換する抵抗（図示せず）を含
む。いくつかの代替実施形態では、測定した電流を、例えば電荷計算デバイスを使用して
、連続的に集積するように構成されている電流−周波数変換器が設けられている。
【０５４９】
Ａ／Ｄ変換器１３６はアナログ信号を、処理のための「カウント」ともいうデジタル信
号へとデジタル化する。従って、カウント内で結果的に生じる生データストリームは、生
センサデータともいうが、ポテンショスタット１３４で測定された電流と直接関連する。
【０５５０】
プロセッサモジュール１３８は、センサ電子機器１３２の処理を制御する中央制御ユニ

20

ットを含む。いくつかの実施形態では、プロセッサモジュールはマイクロプロセッサを含
むが、マイクロプロセッサ以外のコンピュータシステムを使用して上述のようにデータを
処理することができ、例えば、いくつかのまたはすべてのセンサ中央処理にＡＳＩＣを使
用することができる。プロセッサは一般に、半永久的なデータ保存を行い、例えば、セン
サ識別子（ＩＤ）などのデータを保存し、データストリームを処理するようにプログラミ
ングする（例えば、２００３年８月２２日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR REPL
ACING SIGNAL ARTIFACTS IN A GLUCOSE SENSOR DATA STREAM」という名称の米国特許出願
公開第２００５／００４３５９８号明細書に記載されているような、データ平滑化及び／
または信号アーチファクトの置換のためのプログラミングなど）。プロセッサは更に、例
えば最近のセンサデータを一時的に保存するために、システムのキャッシュメモリに使用
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することもできる。いくつかの実施形態では、プロセッサモジュールはＲＯＭ、ＲＡＭ、
動的ＲＡＭ、静的ＲＡＭ、非静的ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、再書込み可能ＲＯＭ、フラッシ
ュメモリ等のメモリ保存コンポーネントを含む。
【０５５１】
いくつかの実施形態では、プロセッサモジュールは、Ａ／Ｄ変換器からの生データスト
リームを平滑化するように構成されている、例えばＩＩＲまたはＦＩＲフィルタなどのデ
ジタルフィルタを含む。一般に、デジタルフィルタは所定の時間間隔でサンプリングされ
たデータをフィルタリングするようにプログラムされている（サンプルレートともいう）
。いくつかの実施形態では、ポテンショスタットは個々の時間間隔で検体を測定するよう
に構成されており、これらの時間間隔はデジタルフィルタのサンプルレートを決定する。
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いくつかの代替実施形態では、ポテンショスタットが、例えば上述の電流−周波数変換器
を使用して、検体を連続的に測定するように構成されており、プロセッサモジュールは、
収集時間ともいう所定の時間間隔でＡ／Ｄ変換器からのデジタル値を要求するようにプロ
グラムすることができる。これらの代替実施形態では、プロセッサによって取得された値
は、電流測定値の連続性によって、収集時間にわたって有利に平均化される。従って、収
集時間によってデジタルフィルタのサンプルレートが決定される。好ましい実施形態では
、プロセッサモジュールはプログラム可能な収集時間、すなわちＡ／Ｄ変換器からのデジ
タル値を要求する所定の時間間隔がユーザによってプロセッサモジュールのデジタル回路
内でプログラム可能であるように、構成されている。約２秒から約５１２秒の収集時間が
好ましいが、どのような収集時間をプロセッサモジュールにプログラムすることもできる
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。プログラム可能な収集時間は、雑音フィルタリング、タイムラグ、及び処理／電源電力
の最適化に有利である。
【０５５２】
好ましくは、プロセッサモジュールは、詳細は後述するが、例えば受信機へのＲＦ伝送
など、外部機器への伝送のためのデータパケットを形成するように構成されている。一般
に、データパケットは、センサＩＤコード、生データ、フィルタリングされたデータ、及
び／またはエラー検出または訂正を含むことのできる、複数のビットを含む。プロセッサ
モジュールは、生データ及び／またはフィルタリングされたデータの組合せを伝送するよ
うに構成することもできる。
【０５５３】

10

いくつかの実施形態では、プロセッサモジュールは、受信機等へのセンサデータの伝送
間隔を決定する送信機部分を更に含む。いくつかの実施形態では、伝送間隔を決定する送
信機部分はプログラム可能に構成されている。このような１つの実施形態では、係数（例
えば、約１から約１００以上の数）を選択することができ、上述のように係数に収集時間
（またはサンプリングレート）を乗じて、データパケットの伝送間隔を規定する。従って
、いくつかの実施形態では、伝送間隔は約２秒から約８５０分、より好ましくは約３０秒
から約５分の間でプログラム可能であるが、伝送間隔はプロセッサモジュールにプログラ
ム可能とし、またはプログラムすることもできる。ただし、プログラム可能な伝送間隔を
設けるために様々な代替システム及び方法を使用することもできる。プログラム可能な伝
送間隔を設けることによって、データ伝送は様々な設計条件（例えば、消費電力の減少、
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センサ値報告の適時性など）を満たすようにカスタマイズすることができる。
【０５５４】
従来のグルコースセンサはナノアンペア（ｎＡ）レベルの電流を測定する。従来のグル
コースセンサとは対照的に、好ましい実施形態はピコアンペアレベル、いくつかの実施形
態ではフェムトアンペア（ｆＡ）の電流を測定するように構成されている。すなわち、測
定されるグルコースの全単位（ｍｇ／ｄＬ）には少なくとも１ピコアンペアの電流が測定
される。好ましくは、Ａ／Ｄ変換器１３６のアナログ部分は作用電極での電流を連続的に
測定し、電流測定値を、電流を表すデジタル値に変換するように構成されている。一実施
形態では、電流は電荷測定デバイス（例えば、コンデンサ）によって測定される。このよ
うに信号が供給され、それにより高感度になることによって、測定される過酸化水素の最
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小量（例えば、低いグルコース範囲でも精度を犠牲しない最小限グルコースの必要条件）
が受けられる信号が最大になり、生体内（例えば酸素依存性グルコースセンサ内）での酸
素制限への感度が減少する。
【０５５５】
電池１４４はセンサ電子機器１３２に動作可能に接続され、センサに電力を供給する。
一実施形態では、電池は二酸化マンガンリチウム電池であるが、適切なサイズ及び電力の
電池（例えば、ＡＡＡ、ニッケルカドミウム、亜鉛炭素、アルカリ、リチウム、ニッケル
水素吸蔵合金、リチウムイオン、亜鉛空気、亜鉛酸化水銀、銀亜鉛、及び／またはハーメ
チックシール）を使用することもできる。いくつかの実施形態では、電池は再充電可能で
あり、及び／または複数の電池を使用してシステムに電力供給することができる。センサ
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は例えば誘導的カップリング（inductive coupling）によって経皮的に電力供給すること
ができる。いくつかの実施形態では、水晶振動子９６がプロセッサ１３８に動作可能に接
続され、例えばプロセッサモジュール内でのプログラム可能な収集時間など、コンピュー
タシステム全体のためのシステム時間を維持する。
【０５５６】
任意の温度プローブ１４０が示されており、温度プローブは電子機器アセンブリまたは
グルコースセンサ自体の上に配置されている。温度プローブを使用して、グルコースセン
サ付近の周囲温度を測定することができる。この温度測定を使用して、計算されたグルコ
ース値に温度補償を加えることもできる。
【０５５７】
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ＲＦモジュール１４８はプロセッサ１３８に動作可能に接続されており、センサデータ
をセンサからアンテナ１５２を介して無線伝送１５０内で受信機へ伝送する。いくつかの
実施形態では、第２の水晶振動子１５４によって、ＲＦ送受信機からのデータ伝送に使用
されるＲＦ搬送周波数のための時間基準が設定される。ただし、いくつかの代替実施形態
では、光学、赤外線（ＩＲ）、紫外線等などの他の機構を使用してデータを伝送及び／ま
たは受信することもできる。
【０５５８】
好ましい実施形態のＲＦテレメトリモジュールでは、完全埋め込み式センサで、生体内
環境から生体外環境へ（例えば約１ｍから約１０ｍ以上の距離）の最大ＲＦ伝送で、デバ
イスの寿命を延ばすため（例えば、約３カ月から約２４カ月以上の寿命を可能にするため
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）に、ハードウェア及びソフトウェアは低電力の要件で設計されている。好ましくは、低
電力の要件を維持するために、約４０２ＭＨｚから約４３３ＭＨｚの高周波数搬送信号が
使用される。更に、完全埋め込み式デバイスでは、搬送周波数は生理学的減衰レベルに適
合され、これはシミュレーションされた生体内環境にＲＦモジュールを合わせることによ
って達成され、埋め込み後のＲＦ機能性を保証する。更に好ましいグルコースセンサは３
カ月、６カ月、１２カ月、または２４カ月以上のセンサ機能を維持することができる。
【０５５９】
最初にセンサが患者の組織内に埋め込まれるとき、センサ及び受信機が起動される。こ
れを開始モードといい、センサデータを任意でリセットしセンサ３２を較正することを含
む。選択された実施形態では、電子機器ユニット１６を取付けユニットに対合させること
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によって開始モードが開始される。他の実施形態では、より詳細は図１９を参照しながら
後述するが、開始モードは受信機によって開始される。
【０５６０】
好ましくは、電子機器ユニット１６は、較正を起動（または再起動）することを受信機
（図１４及び１５）に示す。電子機器ユニット１６は伝送されるデータパケット内の一連
のビットを伝送し、デバイスの定期的伝送にはセンサコードを含むことができる。センサ
状態を受信デバイスに通信するためにステータスコードを使用する。ステータスコードは
、他のセンサ情報を伴って、または伴わずに、伝送されるデータパケット内のどのような
位置に挿入することもできる。一実施形態では、ステータスコードは個々のセンサに独自
またはほぼ独自に設計されており、これはセンサが送信機から除去され、及び／または送
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信機に取り付けられたことを送信機が検出した後、増加、減少、または何らかの変化を示
す値を使用して達成することができる。代替実施形態では、ステータスコードは、グレイ
コード（Gray code）のＢＣＤ解釈（BCD interpretation）など特定の数列に従うように
構成することができる。
【０５６１】
いくつかの実施形態では、センサ電子機器１３２は、センサ３２を患者から（または電
子機器ユニット１６を取付けユニット１４から）取り外すことに関連して、作用電極４４
での電流がゼロに降下することを検出するように構成されており、これはステータスコー
ドを増加させるように構成することができる。増加した値が最大に達する場合、ゼロに繰
り越すことができる。いくつかの実施形態では、センサ電子機器は、センサの取外し及び
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／または再挿入に関連して、対電極（例えば３電極センサの）で感知することができる電
圧変化周期を検出するように構成されており、これはステータスコードを増加させるよう
に構成することができる。
【０５６２】
いくつかの実施形態では、センサ電子機器１３２は、センサ（または電子機器ユニット
を）の除去を検出したとき、電子機器ユニットが取り付けられていないことを示す特別の
値（例えば、０）を送るように構成することができる。この特別の値を使用して、例えば
検体値の表示を停止するなど、様々なイベントを開始させることができる。ルーチンの増
加または減少を使用して、この特別の値を省略することもできる。
【０５６３】
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いくつかの実施形態では、電子機器ユニット１６は、電子機器ユニットが取付けユニッ
トに取り付けられている間、センサシステムの特定の抵抗または受動の値を感知するよう
に設計された別の端子を含むように構成されている。好ましくは、これらの別の端子は、
例えばセンサが取付けユニットに動作可能に接続されているかどうか、センサのＩＤ、較
正コード等、センサに関する情報を検出するように構成されている。例えば、受動の値を
感知した後、値を特定のコードに割り当て、またはコードが異なることを内部検出するこ
とによって、及びセンサＩＤコードを予測可能な方法に調整することによって、センサ電
子機器はセンサＩＤコードを変えるように構成することができる。別の例では、受動の値
はセンサに特定のパラメータに関する情報（例えば、本明細書で説明されている、試験管
内感度の情報）を含むことができる。

10

【０５６４】
いくつかの実施形態では、電子機器ユニット１６は、取付けユニット１４に配設された
チップと通信するように構成された別の端子を含む。この実施形態では、チップは、電子
機器ユニット１６が検出し、差異を認め、及び／またはセンサＩＤコードとして受信機１
５８に伝送することができる独自またはほぼ独自のシグネチャーを備えて設計される。
【０５６５】
いくつかの実施形態では、電子機器ユニット１６はＲＦＩＤまたは取付けユニット１４
の同様のチップに誘導的に接続される。この実施形態では、ＲＦＩＤタグがセンサ３２を
独自に識別し、送信機がそれに従ってセンサＩＤコードを調整し、及び／または独自の識
別子を受信機１５８に伝送することが可能である。
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【０５６６】
いくつかの状況では、「ブレークイン（break‑in）」ともいうが、センサを生体内で平
衡状態にさせるように、センサ挿入後、ある長さの時間を待つことが望ましいことがある
。従って、センサ電子機器は、平衡過程を早めるために、様々な電圧設定（例えば、高電
圧設定で開始し、次いで電圧設定を下げるなど）を適用することによって、センサのブレ
ークイン時間の減少を助けるように構成することができる。
【０５６７】
いくつかの状況では、センサは適切に展開、接続がされず、またはそれ以外に意図した
通りに動作しない場合がある。従って、センサ電子機器は、作用電極から得られる電流、
またはそれに続く電流のデジタルカウントへの変換が許容可能な閾値の範囲外であるとき
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、センサがエラーフラグ等を付けるように構成することができる。エラーフラグを受信機
に伝送して、ユーザに新しいセンサを再挿入し、または他の何らかのエラー修正を実行す
るよう、指示することができる。
【０５６８】
上記の検出及び伝送方法は、人間のセンサへの介入を最小限に抑え、または排除するた
めに有利に使用することができ、それにより人的エラー及び／または不都合が最小限にな
る。更に、好ましい実施形態のセンサでは、センサ挿入中に受信機が送信機の近くにある
必要はない。センサ及び／または電子機器ユニットの挿入を検出し伝送するための上述の
方法の１つまたは複数は、当業者であれば容易に理解するように、併用または修正するこ
とができる。
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【０５６９】
受信機
図１４は、センサと受信機の間での無線通信を含む、センサシステムの斜視図である。
好ましくは、電子機器ユニット１６は一方向または双方向のＲＦ伝送等を介して受信機１
５８に無線で接続されている。ただし、有線接続も企図されている。受信機１５８は、セ
ンサデータの処理及び表示の多くを行い、患者の都合で選択的に装着及び／または取外し
をすることができる。従って、センサシステム１０を慎重に装着することができ、センサ
データの処理及び表示の多くを行う受信機１５８を患者の都合で選択的に装着及び／また
は取外しをすることができる。２００３年８月１日に出願された「SYSTEM AND METHODS F
OR PROCESSING ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／００
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２７４６３号明細書を参照してより詳細に説明されるように、特に受信機１５８は、遡及
的（retrospectively）及び／または予測的（prospectively）に較正を開始し、センサデ
ータを変換し、較正を更新し、受け取った基準及びセンサデータを評価し、検体センサの
ための較正を評価するためのプログラミングを含む。
【０５７０】
受信機電子機器（Receiver Electronics）
図１５Ａは連続的検体センサ、受信機、及び外部デバイスを含む、一実施形態の医療用
デバイスの構成を示すブロック図である。一般に、検体センサシステムは、検体濃度を示
す出力信号を供給するどのようなセンサ構成（例えば、上述のように侵襲、最小侵襲、及
び／または非侵襲センサなど）とすることもできる。出力信号は受信機１５８に送られ、

10

より詳しくは後述するが、入力モジュール１７４で受け取られる。出力信号は一般に、測
定された検体濃度の有用な値を、例えば患者や医師に提供するために使用される生データ
ストリームである。参照によって全体を援用する、２００３年８月２２日に出願された「
SYSTEMS AND METHODS FOR REPLACING SIGNAL ARTIFACTS IN A GLUCOSE SENSOR DATA STRE
AM」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７４６２号明細書に記載されてい
るように、いくつかの実施形態では、例えば信号雑音または他の信号アーチファクト（si
gnal artifacts）により検体濃度を正確に表さない異常点を消去するために、生データス
トリームを連続的または定期的にアルゴリズムにより平滑化または他の方法で修正するこ
とができる。
【０５７１】

20

図１５Ａを再び参照すると、センサシステム１０に動作可能にリンクされている受信機
１５８が、センサシステム１０から入力モジュール１７４を介してデータストリームを受
け取る。一実施形態では、入力モジュールは、センサシステム１０からのデータストリー
ムを受け取り同期化するようにともに機能する、ＲＦ送受信機（図示せず）と動作可能に
接続された水晶振動子を含む。ただし、入力モジュール１７４はセンサからのデータを受
け取ることができるどのような方法に構成することもできる。より詳細は後述するが、入
力モジュール１７４はデータストリームを受け取ると、データストリームを処理するプロ
セッサ１７６に送る。
【０５７２】
プロセッサ１７６は、データを保存し、データストリームを分析し、検体センサデータ
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を較正し、検体値を予測し、予測された検体値を時間対応する測定された検体値と比較し
、予測された検体値の変動を分析し、データをダウンロードし、検体値、プロンプト、メ
ッセージ、注意、アラーム等を提供することによってユーザインターフェースを制御する
などの処理を実行する、中央制御ユニットである。プロセッサは、本明細書に記載されて
いる処理を実行するハードウェア及びソフトウェアを含み、例えば、フラッシュメモリは
データを永久的または半永久的に保存し、センサＩＤ、受信機ＩＤなどのデータを保存し
、且つデータストリームを処理するようにプログラミングし（例えば、予測及び本明細書
に記載されている他のアルゴリズムを実行するようにプログラミングするなど）、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）はシステムのキャッシュメモリを保存し、データ処理に有用
である。
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【０５７３】
好ましくは、入力モジュール１７４またはプロセッサモジュール１７６は、データの完
全性を検証するために、エラーがある場合にデータ回復方法を使用して、または使用せず
に、サイクルの冗長性検査（Cyclic Redundancy Check：ＣＲＣ）を実行する。いくつか
の実施形態では、データストリームのエラーを訂正するために、ハミングコードまたはリ
ードソロモン符号化／復号方法などを使用する、エラー訂正法を利用する。１つの代替実
施形態では、反復的復号法を使用しており、復号は最も可能性の高い復号信号を判断する
ように反復的に（例えば、閉ループで）処理される。このタイプの復号によって、雑音フ
ロアより高い０．５ｄＢほどの低さの信号の復元が可能であり、同じ信号を復元するのに
約３ｄＢまたは信号の２倍以上の電力を必要とする（例えば、ターボ符号）、従来の非反
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復的復号法（例えば、リードソロモン（Reed‑Solomon））と対照的である。
【０５７４】
プロセッサ１７６と一体型及び／または動作可能に接続されている出力モジュール１７
８は、センサシステム１０から受け取ったデータストリームに基づいて出力を生成するた
めのプログラミング及びプロセッサ１７６内で生じるその処理を含む。いくつかの実施形
態では、出力はユーザインターフェース１６０を介して生成される。
【０５７５】
ユーザインターフェース１６０は、キーボード１６２、スピーカ１６４、バイブレータ
１６６、バックライト１６８、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画面１７０、及び１つまたは
複数のボタン１７２を含む。ユーザインターフェース１６０を含むコンポーネントによっ

10

て、ユーザと受信機の相互作用が可能になるよう制御することを含む。キーボード１６２
によって、例えば、食事時間、運動、インスリン投与、カスタマイズされた治療勧告、及
び基準検体値など、自身に関するユーザ情報を入力することが可能になる。スピーカ１６
４は、例えば、糖尿病患者に高血糖または低血糖状態が存在及び／または予測されるなど
の状態に関して、可聴信号または警告を発生することができる。バイブレータ１６６は、
例えば、上記でスピーカを参照して説明したような理由に関して、触覚信号または警告を
発生することができる。バックライト１６８は、例えば、明るさが低い状態でユーザがＬ
ＣＤ１７０を読み取るのを助けるために設けることができる。２００４年１２月８日出願
された「SIGNAL PROCESSING FOR CONTINUOUS ANALYTE SENSORS」という名称の米国特許出
願公開第２００５／０２０３３６０号明細書に記載されているように、ＬＣＤ１７０は、
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例えばユーザに視覚的データ出力をもたらすように設けることができる。図１５Ｂから１
５Ｄは、画面１７０上に表示することのできる、いくつかの別の視覚的ディスプレイを示
す。いくつかの実施形態では、ＬＣＤはタッチ起動画面であり、例えば画面上のメニュー
からユーザがそれぞれを選択することが可能である。例えば、トグル、メニュー選択、オ
プション選択、モード選択、及びリセットのために、ボタン１７２を設けることができる
。いくつかの代替実施形態では、音声起動制御を可能にするようにマイクを設けることが
できる。
【０５７６】
いくつかの実施形態では、ユーザインターフェース上にプロンプトまたはメッセージを
表示して、基準異常値、基準検体値の要求、治療勧告、予測された検体値から測定された
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検体値の偏差等の情報をユーザに伝達することができる。更に、プロンプトを表示して、
較正または較正のトラブルシューティングによってユーザをガイドすることができる。
【０５７７】
更に、出力モジュール１７８からのデータ出力は、受信機１５８と外部デバイス１８０
の間で有線または無線、一方向または双方向の通信を可能にする。外部デバイス１８０は
、受信機１５８とインターフェースまたは通信するどのようなデバイスとすることもでき
る。いくつかの実施形態では、外部デバイス１８０はコンピュータであり、受信機１５８
は、例えば患者または医師によって遡及的分析のために、履歴データをダウンロードする
ことが可能である。いくつかの実施形態では、外部デバイス１８０はモデムまたは他の電
気通信局であり、受信機１５８は電気通信回線を通して医師や家族など別の当事者に、警

40

告、注意、緊急メッセージ等を送ることができる。いくつかの実施形態では、外部デバイ
ス１８０はインスリンペンであり、受信機１５８はインスリン量及び時間などの治療勧告
をインスリンペンに通信することができる。いくつかの実施形態では、外部デバイス１８
０はインスリンポンプであり、受信機１５８はインスリン量及び時間などの治療勧告をイ
ンスリンポンプに通信することができる。外部デバイス１８０は、例えば、ペースメーカ
、埋め込み式検体センサパッチ、他の注入デバイス、テレメトリデバイス等、他の技術ま
たは医療用デバイスを含むことができる。
【０５７８】
キーボード１６２、ボタン１７２、マイク（図示せず）、及び外部デバイス１８０を含
むユーザインターフェース１６０は、データの入力が可能であるように構成することがで
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きる。データ入力は、例えば、患者に関する情報（例えば食事時間、運動等）を取得し、
医師からの指示（例えばカスタマイズされた治療勧告、標的等）を受け、ソフトウェア更
新をダウンロードする際に有用である。キーボード、ボタン、タッチ画面、及びマイクは
すべて、ユーザがデータを受信機に直接入力できる機構の例である。サーバ、パーソナル
コンピュータ、携帯情報端末、インスリンポンプ、及びインスリンペンは、有用な情報を
受信機に提供することができる外部デバイスの例である。患者の体の他の特徴を測定する
、センサ内部または外部の他のデバイス（例えば、温度センサ、加速度計、心拍モニタ、
酸素モニタ等）を使用して、データ処理の際に有用な入力を提供することができる。一実
施形態では、ユーザインターフェースは、患者に現在の活動に最も関連の高い活動を選択
するように要求することができ、個人の生理学的パターンと関連付ける、または他のデー

10

タ処理の際に有用となり得る。別の実施形態では、温度センサ及び／または心拍モニタに
よって、個人の活動、代謝、及びグルコース変動を関連付ける際に有用な情報を提供する
ことができる。データ入力の数例をここに示したが、様々な情報を入力することができ、
データ処理の際に有用とすることができる。
【０５７９】
図１５Ｂは、連続または単点のグルコース情報をトレンドグラフ１８４及び単一数値１
８６の形で示す、ＬＣＤ画面１７０の図である。トレンドグラフは、目標範囲を表す上側
及び下側境界１８２を示し、患者はこれらの間に自身のグルコース値を維持するべきであ
る。好ましくは、患者または看護者などのユーザがこれらの境界１８２を構成またはカス
タマイズできるように、受信機は構成されている。時間の経過による連続的検体値と併せ
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て視覚的境界１８２を示すことによって（例えば、トレンドグラフ１８４）、単点（単一
数値１８６）だけと比較して、ユーザは自身の検体濃度を管理する方法をより良く学ぶこ
とができる（例えば、糖尿病患者は自身のグルコース濃度を管理する方法をより良く学ぶ
ことができる）。図１５Ｂは１時間のトレンドグラフを示すが（例えば、１時間という時
間範囲１８８によって示される）、スクリーン１７０上に例えば３時間、９時間、１日等
、様々な時間範囲を表すことができる。
【０５８０】
図１５Ｃは、患者の検体濃度が下側境界（境界１８２参照）を下回ることに反応して表
示することのできる、低値の警告画面を表すＬＣＤ画面１７０の図である。この例示的な
画面では、患者のグルコース濃度が、例えば図１５Ｂで設定された下側境界を下回る、５

30

５ｍｇ／ｄＬに低下している。矢印１９０は、例えばグルコース濃度が継続して降下して
いることを示す、検体の傾向を表す。注釈１９２（「低」）は、患者に自身のグルコース
濃度が、例えば臨床的に安全な値であると考えられる事前設定した限界を下回っているこ
とを、迅速かつ明確に警告する際に有用である。図１５Ｄは、患者の検体濃度が上側境界
（境界１８２を参照）を超えて上昇していることに反応して表示することができる、高値
の警告画面を示すＬＣＤ画面１７０の図である。この例示的な画面では、患者のグルコー
ス濃度が、患者が設定した境界を上回る２００ｍｇ／ｄＬに上昇しており、それにより高
値の警告画面を起動させる。矢印１９０は、例えばグルコース濃度が継続して上昇してい
ることを示す、検体の傾向を表す。注釈１９２（「高」）は、患者に自身のグルコース濃
度が、例えば臨床的に安全な値であると考えられる事前設定した限界を上回っていること
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を、迅速かつ明確に警告する際に有用である。
【０５８１】
いくつかの例示的な画面が示されているが、好ましい実施形態で説明されている情報の
いずれか、並びに別の情報を示すために、様々な画面を設けることができる。ユーザは（
例えば、ボタン１７２を使用して）これらの画面の間を切り換えることができ、且つ／ま
たは受信機１５８内のプログラミングに反応して画面を自動的に表示することができ、同
時に別のタイプ（例えば、可聴または触覚）の警告を伴うことができる。
【０５８２】
アルゴリズム
図１６Ａは一実施形態におけるセンサデータの初期較正及びデータ出力を示すフローチ
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ャート２００であり、較正は基準検体データに反応する。開始モードともいう初期較正は
、例えば電子機器ユニットを特定のセンサではじめて使用するときなど、センサの起動時
に生じる。ある実施形態では、開始時の較正は、システムが通常モードまたは停止モード
ではないと判断するときに開始され、図１９を参照してより詳細に説明する。
【０５８３】
検体センサの較正は、センサデータ信号をユーザにとって意味のある予測検体測定値に
変換する、データ処理を含む。従って、基準検体値を使用して検体センサからのデータ信
号を較正することができる。
【０５８４】
ブロック２０２では、センサデータモジュールともいう、センサデータを受け取るモジ
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ュールが、１つまたは複数の時間間隔のセンサデータ点を含むセンサデータ（例えば、デ
ータストリーム）を、センサ３２から受信機１５８を介して受け取り、これはセンサ３２
との有線または無線通信とすることができる。センサデータ点は、ある実施形態では、例
えば有限インパルス応答（finite impulse response：ＦＩＲ）または無限インパルス応
答（infinite impulse response：ＩＩＲ）フィルタなどのフィルタを使用して平滑化（
フィルタリング）することができる。センサ起動の際、初期較正前に受信機はセンサデー
タを受け取り保存するが、初期較正まで、及び任意で、センサの安定が確定するまで、デ
ータをユーザに表示しないように構成することができる。いくつかの実施形態では、デー
タストリームを評価してセンサのブレークイン（試験管内または生体内のセンサの平衡）
を判断することができる。
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【０５８５】
ブロック２０４では、基準入力モジュールともいう、基準データを受け取るモジュール
が、１つまたは複数の基準データ点を含む基準検体モニタからの基準データを受け取る。
一実施形態では、基準検体点は血液検体自己測定検査（例えば、指穿刺検査）の結果を含
むことができる。例えば、ユーザは検体値（例えば、点）を得るために、既知の検体セン
サを使用して血液検体自己測定検査を行うことができ、次いで検体値の数値をコンピュー
タシステム内へ入力することができる。あるいは、血液検体自己測定検査は、受信機（例
えば、コンピュータシステム）との有線または無線接続を通して、ユーザが２つのデバイ
ス間の接続を単純に開始できるようにコンピュータシステムへ転送され、基準検体データ
は血液検体自己測定検査と受信機の間で受け渡され、またはダウンロードされる。更に別
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の実施形態では、検体自己測定検査（例えば、ＳＭＢＧ）は、ユーザが血液試料を受信機
に単純に供給できるように受信機と一体型であり、受信機は基準検体値を判断するように
検体検査を実行する。２００４年１１月１７日に出願された「INTEGRATED RECEIVER FOR
CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１５４２７
１号明細書には、基準検体モニタを連続的検体センサの受信機に統合するためのいくつか
のシステム及び方法が説明されている。
【０５８６】
いくつかの代替実施形態では、基準データは、例えば本明細書に記載された経皮的検体
センサまたは別のタイプの適切な連続的な検体センサなど、別の実質的に連続的な検体セ
ンサからのセンサデータに基づく。２つ以上の一連の経皮的（または他の連続的）センサ
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を使用する実施形態では、センサを、個別または重なり合う期間のセンサデータをもたら
すように使用することができる。このような実施形態では、１つの連続的なセンサからの
センサデータを使用して別の連続的なセンサを較正することができ、または続いて使用す
る連続的なセンサの妥当性を確認することができる。
【０５８７】
いくつかの実施形態では、基準データは、受け取った基準検体データの正確性を時間対
応するセンサデータと比較して評価する「異常値検出」を受けることができる。１つの実
施形態では、基準データを、データが所定の閾値内に該当するかどうか判断するように、
修正クラークエラーグリッド（例えば、異なる領域との境界がわずかに修正されたクラー
クエラーグリッドと同様の検査）でセンサデータと比較する。データが所定の閾値内に該
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当しない場合、別の基準検体データを要求するように受信機を構成することができる。別
の基準検体データが第１の基準検体データを確認する（例えば、密接に相関する）と、次
いで第１及び第２の基準値が正確であると仮定され、センサの較正が調整または再起動さ
れる。あるいは、第２の基準検体値が所定の閾値の範囲内に該当する場合、次いで第１の
基準検体値は異常値であると推定され、代わりに第２の基準検体値をアルゴリズムに使用
する。異常値検出の１つの代替実施形態では、予期される検体値を推測するために予測が
使用され、実際の値及び実質的対応のために評価されるデルタと比較される。ただし、異
常値検出の他の方法も可能である。
【０５８８】
ユーザから受け取る基準値に、ある許容パラメータを設定することができる。例えば、

10

一実施形態では、受信機は約４０ｍｇ／ｄＬから約４００ｍｇ／ｄＬの基準検体値のみを
受け入れるように構成されている。
【０５８９】
ブロック２０６では、プロセッサモジュールともいう、データ対応モジュールが１つ以
上の対応データ対を作成するように、基準データ（例えば、１つまたは複数の基準検体デ
ータ点）と実質的に時間対応するセンサデータ（例えば、１つまたは複数のセンサデータ
点）を対応させる。１つの基準データ点を１つの時間対応するセンサデータ点と対応させ
て、対応データ対を形成することができる。あるいは、複数の基準データ点を平均化し（
例えば、均等または不均等な加重平均、平均値、中央値等）、１つの時間対応するセンサ
データ点と対応させて、対応データ対を形成することができ、１つの基準データ点を平均

20

化された複数の時間対応するセンサデータ点と対応させて、対応データ対を形成すること
ができ、または複数の基準データ点を平均化し、平均化された複数の時間対応するセンサ
データ点と対応させて、対応データ対を形成することができる。
【０５９０】
一実施形態では、時間対応するセンサデータは、基準検体データのタイムスタンプ（例
えば、基準検体データが取得された時間）後、約０分から約２０分に生じる１つまたは複
数のセンサデータ点を含む。一実施形態では、システムのタイムラグ（例えば、検体が検
体センサの膜を通って拡散するのに必要な時間）を補償するために、５分の遅延が選択さ
れる。代替実施形態では、時間対応するセンサ値は、上記の実施形態のものより大きく、
または小さくてもよく、例えば６０分である。センサデータと基準データの時間対応の変

30

動性の原因は、例えばデータ平滑化フィルタによって導入された時間遅延がより長いまた
は短いこと、または検体センサの構成によって生じる生理学的タイムラグがより大きいま
たはより小さいことに起因すると考えることができる。
【０５９１】
センサのいくつかの実施形態では、基準検体データは、データが受信機に入力される時
間とは異なる時間に取得される。従って、基準検体の「タイムスタンプ（time stamp）」
（例えば、基準検体値が取得された時間）は、受信機が基準検体データを取得した時間と
同じではない。従って、いくつかの実施形態は、受信機が各基準検体値のための正確なタ
イムスタンプ、すなわち、基準値がユーザから実際に取得された時間を保存することを保
証する、タイムスタンプ要件を含む。

40

【０５９２】
ある実施形態では、所定の期間（例えば、約３０分）にわたって個々のセンサ値に対す
る基準データ点を使用して最良の対応対を評価するように、検査を使用する。１つのその
ような実施形態では、基準データ点は５分間隔でセンサデータ点と対応され、各対応対は
評価される。最良の相関を有する対応対を、データ処理のための対応対として選択するこ
とができる。いくつかの代替実施形態では、基準データ点と所定期間にわたる複数のセン
サデータ点の平均の対応を使用して、対応対を形成することができる。
【０５９３】
ブロック２０８では、プロセッサモジュールともいう較正設定モジュールによって、基
準検体データとセンサ検体データの関係を判断するために使用される、１つまたは複数の
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対応データ対の組から初期較正設定を形成する。初期較正設定を形成する対応データ対は
、所定の基準に従って選択することができる。初期較正設定の基準は、更新較正設定の基
準と同じまたは異なるものとすることができる。ある実施形態では、初期較正設定のため
に選択されるデータ対の数は１である。他の実施形態では、初期較正設定にｎ個のデータ
対が選択され、ｎ個は受け取った基準データ点の周波数の関数である。様々な実施形態に
おいて、２つのデータ対が初期較正設定を構成し、または６個のデータ対が初期較正設定
を形成する。実質的に連続的な検体センサによって基準データを提供する実施形態では、
数多くのデータ点を使用して基準データを６データ対より多く（例えば、数ダースまたは
数百ものデータ対）を提供する。１つの例示的な実施形態では、例えば、実質的に連続的
な検体センサが１日あたり２８８個（２４時間にわたって５分おき）の基準データ点を提

10

供し、それにより１日あたり２８８回の対応データ対の機会を提供する。好ましい実施形
態では対応データ対の特定の数を参照したが、所与の期間にわたって適切な数の対応デー
タ対を使用することができる。
【０５９４】
ある実施形態では、データ対はある検体値の閾値内のみで選択され、例えば基準検体値
が約４０ｍｇ／ｄＬから約４００ｍｇ／ｄＬである。ある実施形態では、初期較正設定を
形成するデータ対はタイムスタンプに従って、例えば埋め込み後に所定の「ブレークイン
」期間を待機することによって選択され、センサデータの安定性が増加することができる
。ある実施形態では、初期較正設定を形成するデータ対は、例えば２時間以上など、所定
の期間にわたって分散されている。ある実施形態では、初期較正設定を形成するデータ対
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は、例えば少なくとも９０ｍｇ／ｄＬ以上の範囲など、所定のグルコース範囲にわたって
分散されている。
【０５９５】
ブロック２１０では、プロセッサモジュールともいう、変換関数モジュールが較正設定
を使用して変換関数を生成する。変換関数は実質的に基準検体データと検体センサデータ
の関係を規定する。
【０５９６】
好ましい実施形態で様々な既知の方法を使用して、較正設定から変換関数を生成するこ
とができる。複数の対応データ点が較正設定を形成する一実施形態では、線形最小二乗回
帰を使用して変換関数を計算する。例えば、この回帰は、ｙ＝ｍｘ＋ｂの式を使用して、

30

傾き及びオフセットを計算する。様々な回帰または他の変換方式を実施することができる
。
【０５９７】
いくつかの代替実施形態では、センサはセンサの較正を簡略化するために二重電極シス
テムを使用して単点で較正される。１つのそのような二重電極システムでは、第１の電極
は過酸化水素センサとして機能し、本明細書に述べたように動作する、グルコースオキシ
ダーゼが上に配設された膜システムを含む。第２の電極は、第１の電極と同様であるが修
正された膜システムを備えた（例えば、酵素ドメインを排除した）過酸化水素センサであ
る。この第２の電極は、ほとんどがベースライン信号ｂから構成されている信号を提供す
る。

40

【０５９８】
いくつかの二重電極システムでは、実質的にベースラインを含まないグルコース信号を
得るために、グルコース信号からベースライン信号を（電子的またはデジタル的に）減じ
る。従って、単一対の測定値で、ｙ＝ｍｘの式を解くことによって結果的な差の信号を較
正することができる。この代替実施形態で行うことのできる埋め込まれたセンサの較正は
、対の測定値の値／範囲への依存がより低く、手動での血糖値測定のエラーの影響をより
受けにくく、且つユーザの主要なグルコース情報源として、ユーザがセンサを使用しやす
くすることができる。２００４年１２月３日に出願された「CALIBRATION TECHNIQUES FOR
A CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１４３６
３５号明細書では、センサ信号からベースラインを減じるためのシステム及び方法が説明
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されている。
【０５９９】
二重電極システムのいくつかの代替実施形態では、検体センサは各電極から得られた信
号を（例えば、ベースライン信号を減じることなく）、別個に伝送するように構成されて
いる。このように、受信機はこれらの信号を処理して、センサ及び／または検体濃度に関
する別の情報を判断することができる。例えば、第１及び第２の電極からの信号を比較す
ることによって、ベースライン及び／または感度の変化を（例えば、基準検体値を使用せ
ずに）検出及び／または測定し、較正を更新するために使用することができる。１つのこ
のような例では、時間の経過とともに対応する第１及び第２の信号をモニタリングするこ
とによって、ベースラインによって影響される信号の量を測定することができる。別のこ

10

のような例では、時間の経過とともに相関する信号の変動を比較することによって、感度
の変化を検出及び／または測定することができる。
【０６００】
いくつかの代替実施形態では、回帰式ｙ＝ｍｘ＋ｂを使用して、変換関数を計算するこ
とができる。ただし、事前情報をｍ及び／またはｂに使用することができ、それによって
、より少ない対の測定値で較正を行うことが可能である。１つの較正方法では、（例えば
、生体内または試験管内試験から得られた）事前情報によって、（例えば、センサ挿入前
に）センサによって得られた測定値からセンサデータを分析することによって、センサの
感度及び／またはセンサのベースライン信号を判断する。例えば、試験管内センサパラメ
ータと生体内パラメータの間に予測関係がある場合、この情報を較正手順によって使用す

20

ることができる。例えば、試験管内感度と生体内感度の間に予測関係がある場合、ｍ≒ｆ
（ｍｉｎ

ｖｉｔｒｏ）であり、単一の対応対とともに予測されるｍを使用してｂ（ｂ＝

ｙ−ｍｘ）を解くことができる。更に、例えば上述のように信号からベースラインを減じ
ることが可能である二重電極構成で、ｂ＝０と仮定することができる場合、ｍ及びｂの両
方は演繹的に知られ、対応対を較正する必要がなく、センサは例えば基準検体値（例えば
、生体内埋め込み後に得られた値）を使用する必要なしに較正を完了することができる。
【０６０１】
別の代替実施形態では、回帰解析から判断されるベースライン（ｂ）及び／または感度
（ｍ）を誘導または確認するために、事前情報を使用することができる。この実施形態で
は、変換関数を規定する回帰線のための境界を設定することができ、作用センサを正確か
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つ簡単に（２点で）較正し、非作用センサの較正を排除するようになっている。境界が狭
すぎると、作用センサは較正に入ることができないことがある。同様に、境界が緩すぎる
と、式は不正確な較正を招くことがあり、または非作用センサを較正に入れてしまうこと
がある。例えば、回帰を実行した後、最終的な傾き及び／またはベースラインを試験し、
所定の許容閾値（境界）内にあるかどうかを判断する。これらの所定の許容可能な境界は
生体内または試験管内試験から、（例えば、１組のセンサ／患者の組から、この組が将来
のデータを表すと仮定して、収集されたセンサ感度及び／またはベースラインの遡及的分
析によって、）得ることができる。
【０６０２】
傾き及び／またはベースラインが所定の許容可能な境界内にあるとき、回帰は許容可能

40

であると考えられ、処理は次のステップを継続する（例えば、ブロック２１２）。あるい
は、傾き及び／またはベースラインが所定の許容可能な境界外にあるとき、回帰の訂正、
またはシステムが誤ったデータを処理または表示しないようにするフェールセーフのいず
れかのステップが取られる。これは、回帰が誤った傾きまたはベースライン値をもたらす
状況で有用となり得る。例えば、回帰に使用される点（対応対）の値が近すぎるとき、値
が更に離れている場合に比べて、結果的に得られる回帰は統計的な正確性がより低い。別
の例として、適正に展開されていないセンサまたは展開中に損傷を受けたセンサでは、歪
んだまたは誤ったベースライン信号が得られる場合がある。
【０６０３】
いくつかの代替実施形態では、センサシステムは患者による初期及び／または更新較正
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を必要としない。「ゼロ点較正」実施形態ともいうが、これらの代替実施形態では、初期
及び／または更新較正のための基準検体測定をする必要なしに、センサシステムを使用す
ることが可能である。一般に、好ましい実施形態のシステム及び方法は、特に厳密に管理
された製造過程が使用されるとき、安定的で反復可能なセンサ製造を提供する。すなわち
、好ましい実施形態のセンサのバッチは、試験管内で試験したとき実質的に同じベースラ
イン（ｂ）及び／または感度（ｍ）

（±１０％）で設計することができる。更に、好ま

しい実施形態のセンサは生体内で反復可能なｍ及びｂで設計することができる。従って、
埋め込み前に得られた情報のみを使用して（すなわち、初期較正は基準検体値を必要とし
ない）、生センサデータを較正されたセンサデータへと変換することを可能にする初期較
正ファクター（変換関数）を、センサ（センサ電子機器及び／または受信機電子機器）に

10

プログラム可能である。更に、センサの寿命中に再較正（更新較正）する必要をなくすた
めに、センサは、生体内で時間の経過とともに感度及び／またはベースラインのドリフト
を最小限に抑えるように、設計される。従って、好ましい実施形態はゼロ点較正に製造す
ることができる。
【０６０４】
図１６Ｂは、傾き及びベースラインの事前情報を使用する１つの例を示すグラフである
。ｘ軸は基準グルコース源からの基準グルコースデータ（血糖）をｍｇ／ｄＬ単位で表し
、ｙ軸は好ましい実施形態の経皮的グルコースセンサからのセンサデータをカウント単位
で表す。上境界線２１５はこの例における「許容性」の上境界を表す回帰線であり、下境
界線２１６はこの例における「許容性」の下境界を表す回帰線である。境界線２１５、２
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１６は、好ましい実施形態で説明されているように、グルコースセンサの生体内感度及び
ベースラインの遡及的分析から得た。
【０６０５】
複数の対応データ対２１７は、好ましい実施形態で説明されているようにグルコースセ
ンサから得られた較正設定のデータ対を表す。対応データ対は、センサデータ及び時間対
応する基準グルコースデータに従ってプロットされている。回帰線２１８は、最小二乗回
帰を使用して対応データ対２１７を回帰した結果を表す。この例では、回帰線は、センサ
較正が許容可能であることを示す、上及び下境界線２１５、２１６の範囲内にある。
【０６０６】
ただし、傾き及び／またはベースラインが、このグラフでは上及び／または下境界線２
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１５、２１６と交差する線で示す、所定の許容範囲外である場合、システムはベースライ
ン値を仮定し仮定したベースラインで回帰（または回帰の修正版）を再び実行し、仮定さ
れたベースライン値は生体内または試験管内試験から導かれるように構成される。その後
、新しく導出された傾き及びベースラインを再び試験して、所定の許容境界内に入ってい
るかどうか判断する。同様に、境界試験の結果に応じて処理が続けられる。一般に、いく
つかの対応対（例えば、較正設定）では、回帰線の傾き（感度）が大きいほどベースライ
ンが低く、回帰線の傾き（感度）が小さいほどベースラインが高い。従って、ベースライ
ンを仮定し境界に対して検査するステップは、ベースライン、感度、試験管内試験、及び
／または生体内試験に基づいて、様々な仮定ベースラインを使用して繰り返すことができ
る。例えば、感度が高いために境界試験が失敗した場合、より高いベースラインを仮定し
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、回帰を再度実行し、境界を検査する。ベースライン及び／感度の仮定を約２回反復し、
修正された回帰を実行した後、（結果的に得られる回帰線が境界外にある場合）システム
はエラーが起きたと仮定し、フェールセーフをを実行することが好ましい。「フェールセ
ーフ（fail‑safe）」という用語はシステム処理の修正を含み、及び／または検出された
エラーに応じたデータの表示が不正確なまたは臨床的に関連のない検体値の報告を回避す
る。
【０６０７】
別の電極を使用する多様な実施形態では、事前情報（例えば、試験管内または生体内試
験）、信号処理、または較正過程の助けとなる他の情報を単独または組合せで使用して、
患者によって取得される基準検体値への較正の依存を低減または排除することができる。
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【０６０８】
ブロック２１２では、センサデータ変換モジュールは変換関数を使用して、センサデー
タを実質的にリアルタイムの検体値推定に変換し、これを較正データ、またはセンサデー
タを連続的（または間欠的）にセンサから受け取るので変換センサデータともいう。例え
ば、受信機に「カウント」で提供することのできるセンサデータは、推定検体値にｍｇ／
ｄＬで伝達される。言い換えると、時間における所与のオフセット値を生の値（例えば、
カウント）から減じることができ、推定検体値を得るために傾きで割る。
【０６０９】
【数１】
10

【０６１０】
いくつかの代替実施形態では、センサ及び／または基準検体値を遡及的分析のためにデ
ータベースに保存する。
【０６１１】
ブロック２１４では、出力モジュールがユーザインターフェースを解してユーザへ出力
を提供する。出力は、センサデータを有意義な検体値に変換することによって決定された

20

推定検体値を表す。ユーザ出力は、例えば、検体濃度の方向傾向を表す数値での推定検体
値、及び／また経時的な推定検体データのグラフィック表示の形とすることができる。例
えば、聴覚的及び触覚的など、推定検体値の他の表示も可能である。
【０６１２】
いくつかの実施形態では、グラフ上に注釈が設けられる。例えば、患者が経験した事象
を表す、ビットマップイメージが表示される。例えば、食事、インスリン、運動、センサ
挿入、睡眠等に関する情報を受信機によって（患者の入力または別のデバイスからの伝送
の受け取りによって）入手し、時間の経過とともに患者のグルコースのグラフィック表示
上に表示することができる。時間の経過とともに患者のグルコース濃度と対応する患者の
生命事象を図示することは、患者にさまざまな事象に反応する自身の代謝を教える際に有

30

用であると考えられている。
【０６１３】
更に別の代替実施形態では、センサは別の検体を測定するように１つまたは複数の別の
電極を使用する。このような測定値は、センサを較正する際に使用するためのベースライ
ンまたは感度測定値をもたらすことができる。更に、ベースライン及び／または感度測定
値を使用して、データのデジタルフィルタリングやデータの表示中断などのイベントを開
始させることができ、それらはすべて２００４年１２月３日に出願された「CALIBRATION
TECHNIQUES FOR A CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００
５／０１４３６３５号明細書に、より詳細に説明されている。
【０６１４】

40

図１７は、一実施形態で統計的、臨床的、及び／または生理学的な許容可能性のために
基準及び／またはセンサデータを評価することを示す、フローチャート２２０を示す。い
くつかの許容試験が本明細書で開示されているが、既知のいずれかの統計的、臨床的、生
理学的標準及び方法を適用して、基準及びセンサ検体データの許容性を評価することがで
きる。
【０６１５】
基準及びセンサデータの不対応の１つの理由は、例えばセンサを患者の体内に挿入し、
検体のセンサへの輸送を阻止するようにセンサの細胞侵襲が始まるとき、時間の経過とと
もに起きる感度のドリフトである。従って、感度のドリフトが起きたかどうか、及び較正
を更新するべきかどうかを判断するために、基準検体データに対して変換されたセンサデ
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ータの許容性を検証することが有利となり得る。
【０６１６】
一実施形態では、対応対の許容性を判断するために、基準検体データは、実質的に時間
対応する変換センサデータに関して評価される。例えば、臨床的許容性は、時間対応する
検体測定値（例えば、グルコースセンサからのデータと基準グルコースモニターからのデ
ータ）間の偏差及びセンサ及び／または基準データによって表示されるグルコース値に基
づいた偏差に関連する、（例えば、糖尿病患者の意思決定に対する）リスクを考慮する。
基準及びセンサ検体データの臨床的許容性を評価し、それに依存するユーザインターフェ
ースを管理することによって、臨床的リスクを最小限にすることができる。好ましくは、
受信機は基準データが得られると毎回、臨床的許容性を評価する。

10

【０６１７】
図１６を参照してより詳細に述べたように、初期較正の後、センサデータ受取りモジュ
ール２２２が実質的に連続的なセンサデータ（例えば、データストリーム）を、受信機を
介して受け取り、そのデータを推定検体値に変換する。本明細書で使用される「実質的に
連続的」という用語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、数秒か
ら例えば１、２、または５分以上の間隔を置いて（例えば、時間的に離して）測定された
個々の測定値のデータストリームを指して使用される。センサデータを連続的に変換する
とき、場合によっては、例えばセンサ感度の変化（ドリフト）に応じて再較正することが
できる。センサの初期較正及び再較正には基準検体値が必要である。従って、受信機は適
切な処理のために適時基準検体データを受け取ることができる。

20

【０６１８】
ブロック２２２では、基準入力モジュールともいう基準データ受取りモジュールは、基
準検体モニタから基準検体データを受け取る。一実施形態では、基準データは基準モニタ
から取得した１つの検体値を含む。ただし、いくつかの代替実施形態では、基準データは
ユーザがユーザインターフェースに入力し、本明細書で記載されているような既知の方法
で平均化した、いくつかの検体値を含む。いくつかの代替実施形態では、基準データは別
の連続的検体センサから取得した複数の検体値を含む。
【０６１９】
基準データは、例えば時間、酸素濃度、体位の影響、及び患者が入力した環境データな
ど、環境的及び生理学的項目に従って前選別することができる。センサが埋め込み可能な
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グルコースセンサを含む１つの例示的実施形態では、グルコースセンサ内の酸素センサを
使用して、正確なグルコース感知のために必要な酵素及び電気化学的反応が首尾良く完了
するように十分な酸素が供給されているかどうかを判断する。別の例示的な実施形態では
、食事時間及び／または運動量などのデータを患者にユーザインターフェースに入力させ
るように促し、これを使用して基準データの許容の可能性を判断することができる。更に
別の例示的な実施形態では、基準データを時間対応するセンサデータと対応させ、次いで
それを修正された臨床エラーグリッドで評価して、臨床的な許容性を判断する。
【０６２０】
上記で説明したいくつかの評価データを使用して、基準検体測定値のための最適な時間
を評価することができる。それに対応して、ユーザインターフェースはユーザに所与の期
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間内で較正するために基準データ点を入力するよう促すことができる。その結果、受信機
は最適な較正時間中にユーザに積極的に促すので、環境的及び生理学的制限によるエラー
の起こりやすさを減少させ、較正の整合性及び許容性を増加させることができる。
【０６２１】
ブロック２２４では、許容性モジュールともいうが、評価モジュールが新しく受け取っ
た基準データを評価する。一実施形態では、評価モジュールは新しく受け取った基準デー
タ及び時間対応的に変換されたセンサデータ（新しい対応データ対）の臨床的許容性を評
価する。一実施形態では、臨床的許容性評価モジュール２２４は、基準データを実質的に
時間対応する変換センサ値と対応させ、クラークエラーグリッド座標を判断する。この実
施形態では、クラークエラーグリッドのＡ及びＢ領域に該当する対応対は、臨床的に許容
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であるとみなされ、クラークエラーグリッドのＣ、Ｄ、及びＥ領域に該当する対応対は、
臨床的に許容であるとみなされない。
【０６２２】
臨床的な許容性を評価する他の様々な既知の方法を使用することができる。１つの代替
実施形態では、コンセンサスグリッドを使用して、基準データ及びセンサデータの臨床的
許容性を評価する。別の代替実施形態では、平均絶対誤差計算を使用して基準データの臨
床的許容性を評価することができる。別の代替実施形態では、既知のグリッド（例えば、
クラークエラーまたはコンセンサス）など関連する臨床許容性試験、及び時間及び／また
は検体濃度の増減傾向など別のパラメータを使用して、臨床的許容性を評価することがで
きる。別の代替実施形態では、変化率計算を使用して臨床的許容性を評価することができ

10

る。受け取った基準データが実質的にリアルタイムである、更に別の代替実施形態では、
変換関数を使用して、基準検体値のタイムスタンプに対応する時間の推定グルコース値を
予測する（これは本明細書で説明したように、センサデータにタイムラグがあるために必
要となることがある）。従って、閾値を、予測された推定グルコース値及び、あれば基準
検体値の差異に設定することができる。いくつかの代替実施形態では、本明細書でより詳
細に記載されているが、生理学的及び／または統計的許容性のために基準データを評価す
る。
【０６２３】
決定ブロック２２６で、評価の結果が査定される。許容性が決定された場合、ついで処
理がブロック２２８へ続き、較正設定で新しい対応データ対を使用して変換関数を再計算

20

する。
【０６２４】
ブロック２２８で、新しく受け取った基準データに関連する新しい対応データ対を使用
して、変換関数モジュールが変換関数を再計算する。一実施形態では、変換関数モジュー
ルが新しく受け取った基準データ（例えば、対応センサデータを含む）を較正設定に追加
し、それに従って変換関数を再計算する。代替実施形態では、変換関数モジュールが、最
も古い、及び／または最も調和性が低い対応データ対を較正設定から排除し、それに従っ
て変換関数を再計算する。
【０６２５】
ブロック２３０では、センサデータ変換モジュールが、（ブロック２２８から）新しい
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変換関数を使用して、上記でより詳しく記載されているが、連続的に（または間欠的に）
センサデータを、較正データまたは変換センサデータともいう、推定検体値へと変換する
。
【０６２６】
ブロック２３２では、出力モジュールがユーザインターフェースを介してユーザへ出力
を提供する。出力は、センサデータを有意義な検体値に変換することによって決定された
推定検体値を表す。ユーザ出力は、例えば、検体濃度の方向傾向を表す数値での推定検体
値、及び／また経時的な推定検体データのグラフィック表示の形とすることができる。例
えば、聴覚的及び触覚的など、推定検体値の他の表示も可能である。
【０６２７】
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ただし、許容性が判断ブロック２２６で負（許容不可）と判断される場合、処理は較正
設定を調整するためにブロック２３４に進む。較正設定調整の一実施形態では、変換関数
モジュールが１つまたは複数の最も古い対応データ対を排除し、それに従って変換関数を
再計算する。代替実施形態では、変換関数モジュールが、最も調和性が低い対応データ対
を較正設定から排除し、それに従って変換関数を再計算する。
【０６２８】
ブロック２３６では、変換関数モジュールが、調整された較正設定を使用して変換関数
を再生成する。理論によって拘束されるものではないが、最も調和性が低い及び／または
最も古い対応データ対を較正設定から排除することによって、時間の経過に伴うセンサ感
度のドリフトの影響を排除または消去することができ、変換関数をセンサの電流感度をよ
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り良く表すように調整する。
【０６２９】
ブロック２２４では、評価モジュールが、新しく受け取った基準データを、新しい変換
関数（ブロック２３６）を使用して変換された時間対応する変換センサデータとともに再
評価する。決定ブロック２２６を参照して上述したように、評価の結果を査定するために
、フローは決定ブロック２３８へと続く。許容性が決定されると、次いで処理はブロック
２３０へと続き、新しい変換関数を使用してセンサデータを変換し、較正されたセンサデ
ータをユーザインターフェースに連続的に表示する。
【０６３０】
ただし、許容性が決定ブロック２２６で負と判断される場合、処理ループは較正設定を

10

再度調整するためにブロック２３４に戻る。この過程は、較正設定が較正に十分ではない
、例えば較正設定が変換関数を生成する対応データ対を１つしか持たない、または１つも
持たない時点まで続けることができる。この状況では、システムは、例えば図１６及び１
９を参照してより詳細に述べているが、初期較正または開始モードに戻ることができる。
あるいは、過程は、不適切な対応データ対が十分に排除され、許容可能性が正に判断され
るまで続けることができる。
【０６３１】
代替実施形態では、許容性は品質評価によって決定され、例えば較正品質は、生センサ
データから推定検体値への較正及び変換に使用される変換関数と関連する信頼性を決定す
る、較正設定を形成するデータの統計的関連性を決定することによって、評価することが

20

できる。例えば、２００３年８月１日に出願された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSIN
G ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７４６３号
明細書を参照されたい。
【０６３２】
あるいは、各対応データ対は、上述したように、臨床的または統計的許容性に基づいて
評価することができるが、対応データ対が評価基準を通過しないとき、システムはユーザ
からの別の対応データ対を要求するように構成することができる。このように、二次チェ
ックを使用して、エラーが基準グルコース値またはセンサ値のどちらによる可能性が高い
か判断することができる。第２の基準グルコース値が第１の基準グルコース値と実質的に
相関する場合、基準グルコース値はより正確でありセンサ値が誤りであると推測すること
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ができる。センサ値のエラーに関するいくつかの理由には、例えば、低酸素による信号の
ベースラインの変動または信号の雑音がある。このような場合、システムは、二次的な基
準グルコース値を使用して較正を再起動するように構成することができる。ただし、基準
グルコース値が実質的に相関しない場合、センサグルコース値がより正確であり、基準グ
ルコース値がアルゴリズムから消去されると推測することができる。
【０６３３】
図１８は、一実施形態における、異常値のための較正センサデータの評価を示すフロー
チャート２５０を示す。センサデータは一般的に正確であり信頼できるが、検体データを
ユーザインターフェースに表示する前に、有利には較正センサデータの自己診断検査を実
施することができる。
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【０６３４】
較正センサデータの異常に関する１つの理由は、埋め込み部位の局所的な虚血などの一
過性事象があり、検体と反応する酸素が不十分であることによって、一時的に誤った読取
りが生じることがある。従って、フローチャート１９０は、ユーザに表示する前に誤った
データを把握するために使用することのできる、１つの自己診断検査を示す。
【０６３５】
ブロック２５２では、センサデータモジュールともいうセンサデータ受取りモジュール
が、新しいセンサデータをセンサから受け取る。
【０６３６】
ブロック２２４では、センサデータ変換モジュールが新しいセンサデータを、較正デー
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タともいう推定検体値に連続的に（または間欠的に）変換する。
【０６３７】
ブロック２５６では、自己診断モジュールは、例えば直近の較正センサデータ値など、
新しい較正センサデータを以前の較正センサデータと比較する。新しい較正センサデータ
を以前の較正センサデータと比較する際、様々なパラメータを評価することができる。一
実施形態では、様々な検体の変化及び／または変化の加速（または減速）率は体内での生
理学的限界が知られており、センサデータをそれに従って評価することができる。例えば
、既知の生理学的（及び／または統計的）限界の範囲内にある以前のデータからの変化率
で示される、新しいセンサデータが生理学的に可能な範囲内にあるかどうかを判断するよ
うに限界を設定することができる。同様に、例えば予測的アルゴリズムに基づいて、実際
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の値が統計的及び／または臨床的に許容可能な範囲内にあるか判断するために、検体の将
来の値を予測するアルゴリズムを使用して予測し、次いで実際の値を時間対応する予測値
と比較することができる。ある実施形態では、予測される検体データと測定された検体デ
ータの間の不対応の識別を使用して、予測されるデータと測定された時間対応するデータ
の間で評価された差異に反応する信号ベースラインの変化を識別することができる。いく
つかの代替実施形態では、信号ベースライン及び／または感度の変化を、変換関数の変化
をモニタリングすることによって、判断することができる。すなわち、ｙ＝ｍｘ＋ｂの式
を使用して変換関数を再計算するとき、予め選択された「通常」閾値を超えるｍ（感度）
またはｂ（ベースライン）の値の変化を使用して、フェールセーフまたは更なる診断評価
を開始させることができる。
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【０６３８】
上述の自己診断は、一般に較正されたセンサデータで使用されるが、センサ較正前、例
えば生データストリームに、及び／または生データストリームのフィルタリング後に、連
続的センサ値の異常を検査するいくつかの代替実施形態が企図されている。ある実施形態
では、間欠的または連続的な信号対雑音測定値を評価して、設定閾値を超える信号対雑音
比に反応するセンサデータの異常を判断することができる。ある実施形態では、信号残差
（例えば、生データとフィルタリングされたデータの比較による）を、間欠的または連続
的に設定閾値を超える雑音を分析することができる。ある実施形態では、パターン認識を
使用して、例えば低酸素（２００３年８月２２日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FO
R REPLACING SIGNAL ARTIFACTS IN A GLUCOSE SENSOR DATA STREAM」という名称の米国特
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許出願公開第２００５／００４３５９８号明細書を参照）または他の既知の信号異常など
の生理的条件と関連する雑音を認識することができる。従って、上記で引用した米国特許
出願公開第２００５／００４３５９８号明細書により詳細に述べられているように、これ
らの実施形態ではデータストリームの異常に応じて、信号推定、異常に応じたデータスト
リームの順応的フィルタリング等を開始させるようにシステムを構成することができる。
【０６３９】
別の実施形態では、基準検体値を処理して信頼性レベルを判断し、基準検体値を、時間
対応する較正されたセンサ値と比較し臨床的または統計的精度を評価する。更に別の代替
実施形態では、新規及び以前の基準検体データを、センサデータの代わりに、またはセン
サデータに加えて比較する。一般に、生または較正されたセンサ及び／または基準検体デ
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ータには、ある異常を診断するために使用することのできる、検体値の既知のパターン及
び限界がある。
【０６４０】
ブロック１９３は、好ましい実施形態の自己診断モジュールによって使用することので
きる、別のシステム及び方法を説明する。
【０６４１】
決定ブロック２５８では、システムは比較が異常値を返すかどうかを判断する。一実施
形態では、新規及び以前のセンサデータの間の傾き（変化率）を評価し、値が±１０、１
５、２０、２５、３０％またはそれ以上より大きく、及び／または±２、３、４、５、６
ｍｇ／ｄＬ／分以上、より好ましくは±４ｍｇ／ｄＬ／分以上であると、変化率は異常で
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あるとみなされる。ある実施形態では、他の既知の生理的パラメータを使用して異常値を
判断することができる。ただし、様々な比較及び限界を設定することができる。
【０６４２】
ブロック２６０では、値が異常であるとみなされない場合、センサデータ変換モジュー
ルが、受け取った新しいセンサデータを、較正データともいう推定検体値に連続的に（ま
たは間欠的に）変換する。
【０６４３】
ブロック２６２では、値が異常であるとみなされる場合、図１９を参照してより詳細に
後述するが、システムは、いくつかの実施形態ではフェールセーフモードともいう中断モ
ードに入る。一般に、中断モードは、較正されたセンサデータの表示及び／または対応デ
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ータ対の較正設定への挿入を中断する。好ましくは、システムは、受け取ったセンサデー
タが異常であるとみなされなくなるまで、中断モードのままである。ある実施形態では、
中断の時間限界または閾値が設定され、その後、例えば別の基準検体データ、電子機器ユ
ニットの取替え、及び／またはリセットなど、システム及び／またはユーザの介入を要求
することができる。
【０６４４】
いくつかの代替実施形態では、異常値の正の判断に応じて、システムは異常値が存在す
る期間内にわたって１つまたは複数のグルコース値を推定するように構成することができ
る。信号推定は一般に、フィルタリング、データ平滑化、増強、予測、及び／または例え
ば履歴データに基づいてグルコース値を推定する他の方法を参照する。信号推定の１つの
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実施形態では、直近のグルコースデータに基づいて生理学的に可能な値が計算され、異常
値は最も近い生理学的に可能なグルコース値に置き換えられる。２００３年８月１日に出
願された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米
国特許出願公開第２００５／００２７４６３号明細書、２００３年８月２２日に出願され
た「SYSTEMS AND METHODS FOR REPLACING SIGNAL ARTIFACTS IN A GLUCOSE SENSOR DATA
STREAM」という名称の米国特許出願公開第２００５／００４３５９８号明細書、及び２０
０３年１２月９日に出願された「SIGNAL PROCESSING FOR CONTINUOUS ANALYTE SENSORS」
という名称の米国特許出願第６０／５２８，３８２号を参照されたい。
【０６４５】
図１９は一実施形態でセンサデータの自己診断を示す、フローチャート２８０を示す。
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センサデータの検査及び較正には基準検体値が有用であるが、センサの自己診断能力は、
信頼性のあるセンサデータを表示するためのフェールセーフを設け、ユーザの介入を最小
限にすることが可能である（例えば、必要に応じて基準検体値のみを要求する）。
【０６４６】
ブロック２８２では、センサデータモジュールともいうセンサデータ受取りモジュール
が、新しいセンサデータをセンサから受け取る。
【０６４７】
ブロック２８４では、センサデータ変換モジュールが受け取った新しいセンサデータを
、較正データともいう推定検体値に連続的に（または間欠的に）変換する。
【０６４８】
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ブロック２８６では、フェールセーフモジュールともいう自己診断モジュールが、セン
サデータの精度、信頼性、及び／または臨床的許容性を判断するために、１つまたは複数
の計算を実施する。自己診断モジュールのいくつかの例が、ブロック２５６を参照して上
記で説明されている。自己診断モジュールは更に、例えば生データ、フィルタリングされ
たデータ、較正されたデータ、予測されたデータ等に、定期的（例えば、間欠的またはト
リガに応じて）に実行するように構成することができる。
【０６４９】
ある実施形態では、自己診断モジュールはセンサを患者に挿入してからの時間量を評価
し、センサの使用可能寿命の閾値が設定され、その期間より後は、センサは信頼できない
とみなされる。ある実施形態では、自己診断モジュールは故障またはリセットの回数（例
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えば、システムが強制的に中断または開始モードになった回数）を数える必要があり、所
定の期間に対する回数閾値が設定され、それを超えるとシステムは信頼できないとみなさ
れる。ある実施形態では、自己診断モジュールは、図５を参照してより詳細に上記で説明
されているように、新しく受け取った較正されたセンサデータを、異常値に関して以前較
正されたセンサデータと比較する。ある実施形態では自己診断モジュールは、図１８を参
照してより詳細に上記で説明されているように、臨床的許容性を評価する。ある実施形態
では、２００４年１２月７日に出願された米国特許出願公開第２００５／０１６１３４６
号明細書、及び２００４年１２月３日に出願された米国特許出願公開第２００５／０１４
３６３５号明細書に記載されているような診断を、例えばセンサ信号上の阻害種を認識し
、センサ信号のベースライン及び感度のドリフトを認識するためなど、システム診断のた
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めの好ましい実施形態のシステムに組み込むことができる。
【０６５０】
ブロック２８８では、センサ評価モジュール２２４の一部とすることのできる、モード
決定モジュールが、センサを設定する（または、設定したままにする）べきモードを決定
する。いくつかの実施形態では、システムは、１）開始モード、２）通常モード、及び３
）中断モードの３つのモードにプログラムされている。３つのモードが本明細書に述べら
れているが、好ましい実施形態は、システムをプログラムすることのできるモードの数及
びタイプに限られる。いくつかの実施形態では、システムは通常モードでは「in‑cal」（
較正内）と規定され、あるいは、システムは開始モード及び中断モードでは「out‑of‑cal
」（較正外）と規定される。本明細書で使用されている用語は、機能性を説明することが
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目的であり、その定義を限定するものではない。
【０６５１】
好ましくは、開始モードが提供され、この開始モードは、システムが中断または通常モ
ードにとどまることができないと判断するとき（例えば、より詳細に上述したように自己
診断モジュールによって検出された問題によって）、設定され、及び／またはシステムは
新しいセンサが挿入されたことを通知される。開始モードが起動するとすぐに、システム
は古い対応データ対及び／または較正情報が確実に排除されるようにする。開始モードで
は、システムは、図１３を参照して上記でより詳細に説明したように、較正設定を起動す
る。較正設定が起動された後、センサデータは変換の準備ができ、システムは通常モード
に設定される。
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【０６５２】
好ましくは、通常モードが提供され、この通常モードは、例えば、臨床的許容性が正に
判断され、異常値が負に判断され、及び／または自己診断モジュールがデータの信頼性を
確認するなど、システムがセンサデータを正確かつ信頼的に変換するとき、通常モードが
設定される。通常モードでは、システムは連続的（または間欠的）にセンサデータを変換
（較正）する。更に、システムが受け取った基準検体値をセンサデータ点と対応させ、較
正設定に追加する。
【０６５３】
ある実施形態では、較正設定は所定の数の対応データ対に制限され、その後システムは
、新しい対応データ対が較正設定に追加されるとき、古いまたは望ましさの低い対応デー
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タ対を排除する。望ましさの低い対応データ対は、実質的に最適な較正設定を形成するい
くつかの対応データ対を規定する、１つまたは複数の基準を含む組み入れ基準によって判
断することができる。
【０６５４】
１つの組み入れ基準は、対応データ対の（較正設定を構成する）タイムスタンプが少な
くとも予め選択された期間（例えば、３時間）にわたることを保障することを含む。別の
組み入れ基準は、対応データ対のタイムスタンプが予め選択された期間（例えば、１週間
）を超えないことを保障することを含む。別の組み入れ基準は、較正設定の対応対を、高
及び低域の生センサデータ点、推定センサ検体値、及び／または基準検体値に実質的に均
一に分布させるようにする。別の基準は、すべての生センサデータ、推定センサ検体値、
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及び／または基準検体値が所定の範囲（例えば、グルコース値４０ｍｇ／ｄＬから４００
ｍｇ／ｄＬ）内になるようにする。別の基準は、対応対のタイムスタンプ中の、（例えば
、センサデータからの）検体濃度の変化率を評価することを含む。例えば、検体濃度の変
化率が遅いときに取得したセンサ及び基準データは、タイムラグ並びに他の生理学的及び
非生理学的影響によって生じる不正確性の影響を受けにくい。別の基準は、各対応データ
対のそれぞれのセンサ及び基準データの適合性を評価することを含み、最も適合性の高い
対応対を選択することができる。別の基準は、センサ値にエラーの可能性を確認するため
に、生理学的変化（例えば、センサへの圧力、または経皮的に埋め込み可能な検体センサ
の機能への影響、または図６を参照して説明されているような他の影響を生じることのあ
る、ユーザの体位、位置、または動作による低酸素など）を評価することを含む。較正設
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定基準の評価は上述の組み入れ基準の１つ、一部、または全部を評価することを含む。別
の実施形態は、本明細書に明示的に記載されていない別の組み入れ基準を含むことができ
ることが企図されている。
【０６５５】
残念ながら、いくつかの環境では、通常モードのシステムが開始モードまたは中断モー
ドに変わる場合があるシステムが存在する。より詳しくは上述したように、一般にシステ
ムは、臨床的許容性の欠落、異常値の検査及び／または他の自己診断評価が判断されると
き、及びシステムの再開始（例えば開始モード）が必要であるかどうか判断するために更
なる処理を必要とする場合、中断モードに変わるようにプログラムされている。一般にシ
ステムは、中断モードでシステムを解決できないとき、及び／または新しいセンサが挿入
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されたことを（例えばシステムトリガまたはユーザ入力を介して）システムが検出したと
き、開始モードに変わる。
【０６５６】
好ましくは、中断モードは、臨床的許容性の欠落、異常値の検査及び／または他の自己
診断評価によってセンサデータの非信頼性が判断されたとき、中断モードが開始されるよ
う備えられる。ある実施形態では、システムは、基準検体値を受け取らずに所定の期間が
経過したとき中断モードに入る。中断モードでは、較正設定は新しい対応データ対に更新
されることはなく、センサデータは任意で変換することができるが、ユーザインターフェ
ースには表示されない。システムは、問題が解決されるとすぐに（例えば、自己診断モジ
ュールからセンサ信頼性の正の評価）、通常モードに変わることができる。システムは、
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中断モードでシステムを解決できないとき、及び／または新しいセンサが挿入されたこと
を（システムトリガまたはユーザ入力によって）システムが検出したとき、開始モードに
変わることができる。
【０６５７】
センサを挿入するため、センサデータを測定し、処理し、表示するための、経皮的検体
センサ、取付けユニット、電子機器ユニット、アプリケータ、及び受信機を含む好ましい
実施形態のシステムは、最小限の侵襲的創傷で患者の組織内での安定性が設計されている
ために、慎重かつ信頼的なデータ処理及び表示を行いながら、簡便性及び正確度を向上さ
せることができ、それにより全体的な患者の快適性、信頼性、安全性、及び簡便性が増加
する。すなわち、例えば糖尿病患者が利用可能な従来の連続的グルコースセンサとは対照
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的に、好ましい実施形態のセンサの形状的構成、サイズ、及び材料によって、検体の連続
的測定のための非侵襲的デバイスの製造及び使用が可能になる。更に、好ましい実施形態
のセンサシステムは、手術をせずにセンサを挿入し７日間以上検体値を測定するための、
快適かつ信頼的なシステムを提供する。好ましい実施形態のセンサシステムは、患者に快
適であり、測定の正確度をもたらす化学的及び機械的安定性を備えるよう設計されている
。更に、取付けユニットは、使用時に低断面を維持する最小化された再利用可能な電子機
器ユニットを備えるよう設計されている。センサの使用可能寿命は、例えばセンサに対す
る皮下の異物反応を遅らせるために、抗炎症剤を局所的に放出するセンサに生物活性剤を
組み込むことによって、延長することができる。
【０６５８】
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センサの（例えば、所定の有効期限、感染の可能性、または炎症のレベルによる）使用
可能寿命の後、患者はセンサ及び取付けユニットを皮膚から取り外し、（好ましくは、電
子機器ユニットは再利用のために保存しながら）センサ及び取付けを廃棄することができ
る。再利用可能な電子機器ユニットに別のセンサシステムを挿入することができ、従って
連続的センサの出力が長期間にわたって提供される。
【０６５９】
［実施例］
図２０Ａは、経皮的グルコースセンサデータ及び対応するヒトの経時的な血糖値を示す
グラフ表示である。ｘ軸は時間を表し、第１のｙ軸は電流をピコアンペアで表し、第２の
ｙ軸は血糖をｍｇ／ｄＬで表す。凡例に示すように、小さい菱形の点は好ましい実施形態
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の経皮的グルコースセンサの作用電極からの測定電流を表し、大きい点は指穿刺から採取
し試験管内血糖自己測定器（ＳＭＢＧ）を使用して分析した血液の血糖値を表す。
【０６６０】
経皮的グルコースセンサを好ましい実施形態に従って製造し、ヒトの患者に埋め込み、
ある期間にわたってそこに維持した。すなわち、センサを、白金ワイヤを使用し、絶縁被
覆を形成するために白金をパリレンと蒸着させ、（「撚り線対」を形成するように）絶縁
された白金ワイヤの周りに銀ワイヤを螺旋状に巻き付け、銀ワイヤの電気活性面の部分を
マスクし、撚り線対上にパリレンを蒸着させ、銀電極を塩素化処理して塩化銀基準電極を
形成し、絶縁された白金ワイヤ上に径方向ウインドウを除去して円周上の電気活性的な作
用電極表面積を露出させることによって製造した。このアセンブリを「パリレン被覆撚り

20

線対アセンブリ（parylene‑coated twisted pair assembly）」ともいう。
【０６６１】
阻害ドメインは、パリレン被覆撚り線対アセンブリ上に、阻害ドメイン溶液（２：１の
アセトン／エタノール溶媒溶液中、７重量パーセントの５００００分子重量酢酸セルロー
ス（ミズーリ州セントルイスのSigma‑Aldrich））に浸漬被覆し、その後室温で３分間乾
燥させることによって形成した。この阻害ドメイン溶液の浸漬被覆ステップを２回以上繰
り返して、アセンブリ上に３層の酢酸セルロースから構成される阻害ドメインを形成した
。浸漬の長さ（挿入深さ）は、酢酸セルロースが作用電極の先端から被覆し、露出された
電気活性作用電極ウインドウにわたって、露出された電気活性基準電極の遠位端を覆うよ
うに調整した。
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【０６６２】
酵素ドメインは、その後アセンブリを酵素ドメイン溶液に浸漬被覆し、真空下にて、２
０分間５０℃で乾燥させて、阻害ドメイン上に形成した。この浸漬被覆過程をもう一度繰
り返して、２層の酵素ドメインを形成した。抵抗ドメインは、その後アセンブリを抵抗ド
メイン溶液でスプレー被覆し、アセンブリを真空下にて、６０分間５０℃で乾燥させて、
阻害ドメイン上に形成した。更に、センサを電子ビーム放射に２５ｋＧｙの線量で露出さ
せたが、他方（control sensors：対照センサ）は電子ビーム放射に露出させなかった。
【０６６３】
グラフは、ヒトの患者に埋め込まれたセンサに動作可能に接続された電子機器ユニット
によって取得された、約３日間のデータを示す。指穿刺血液試料を定期的に採取し、グル
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コース濃度を血糖測定器（ＳＭＢＧ）で測定した。グラフは、グルコース濃度の経時的な
上昇及び下降を追跡しながら、経皮的グルコースセンサが取得した皮下センサデータを示
す。時間対応する血糖値は、グルコース濃度の経時的な適切な追跡を示す、センサデータ
の血糖データとの相関を示す。
【０６６４】
センサ電極から取得した生データ信号は、ピコアンペアレベルの電流測定値を有する。
すなわち、グルコースの全単位（ｍｇ／ｄＬ）には約３．５から７．５のピコアンペアの
電流が測定される。一般に、システムが約３．５から７．５ｐＡ／ｍｇ／ｄＬの感度を示
すことは、グルコースへの膜システムの抵抗、膜システムの酵素量、作用電極の表面積、
及び電子機器回路の設計を含む、様々な設計要因に起因する。従って、ピコアンペアレベ
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ルの電流は以下の検体センサを可能にする：１）酵素を少ししか必要と（または使用）し
ない（例えば、膜システムの抵抗が高く、酵素ドメインを通過して反応するグルコースが
少ないため）、２）酸素を少ししか必要としない（例えば、酵素ドメインでグルコースの
反応が少ないほど、共反応物質として必要な酸素が少ないため）、従って皮下組織の一過
性虚血中により良く動作する、３）低血糖範囲でもグルコースを正確に測定する（例えば
、電子機器回路が非常に少量のグルコース（作用電極での過酸化水素）を測定できるため
）。有利には、好ましい実施形態の検体センサは、ピコアンペアレベルの電流によって、
従来はｍｇ／ｄＬ値が低いと低い正確度しか得られなかったが、より少ない酵素、より少
ない酸素、優れた解像度、低電力使用、及びそれにより低血糖範囲でより優れた性能が可
能になったので、従来の検体センサより少なくとも部分的に向上した性能を示す。
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【０６６５】
図２０Ｂは、経皮的グルコースセンサデータ及び対応するヒトの経時的な血糖値を示す
グラフ表示である。ｘ軸は時間を表し、ｙ軸はグルコース濃度をｍｇ／ｄＬで表す。凡例
に示すように、小さい菱形の点は好ましい実施形態の経皮的グルコースセンサから測定さ
れた較正グルコースデータを表し、大きい点は指穿刺から採取し試験管内血糖自己測定器
（ＳＭＢＧ）を使用して分析した血液の血糖値を表す。較正されたグルコースデータは、
好ましい実施形態のアルゴリズムを使用して較正されたことを除いて、電流で示す図２０
Ａのデータに対応する。従って、グルコース濃度の正確な皮下測定を行い、好ましい実施
形態のシステム及び方法を使用して測定し処理した。
【０６６６】
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図２１は、経皮的グルコースセンサデータ及び対応するヒトの約７日間にわたって取得
した血糖値を示すグラフ表示である。ｘ軸は時間を表し、ｙ軸はグルコース濃度をｍｇ／
ｄＬで表す。凡例に示すように、小さい菱形の点は好ましい実施形態の経皮的グルコース
センサから測定された較正グルコースデータを表し、大きい点は指穿刺から採取し試験管
内血糖自己測定器（ＳＭＢＧ）を使用して分析した血液の血糖値を表す。較正されたグル
コースデータは約７日間ヒトに埋め込まれたセンサに対応し、例えば３日間に比べて、機
能寿命の延長を示している。
【０６６７】
センサシステムの差別化（Differentiation of Sensor Systems）
いくつかの実施形態では、センサシステムは１、３、５、７、または１０日間以上の埋
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め込みに適切である。あるいは、より短期間、またはより長期間用のセンサに、所期のセ
ンサ寿命にカスタマイズされた１つまたは複数の特定の設計特徴（例えば、膜システム、
生体活性剤、構造、電子機器設計、電源、ソフトウェア等）を持たせることができる。同
様に、いくつかの実施形態は、小児、成人、老人、１型糖尿病患者、２型糖尿病患者、集
中治療（ＩＣＵ）、病院使用、自宅使用、堅固な装着、日常用の装着、運動等など様々な
使用に適したセンサシステムを提供し、センサシステムは初期の使用にカスタマイズされ
た特定の設計特徴（例えば、膜システム、生物活性剤、構造、電子機器設計、電源、ソフ
トウェア等）を含む。従って、有利には、実質的に同様のセンサシステムを、例えばセン
サシステムの電子機器ユニットを様々な取付けユニットと解除可能に対合させることがで
きるセンサ、または様々な機能性のために設計された様々な電子機器ユニットを特定の取
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付けユニットと対合させることができるセンサなど、差別化することができる。
【０６６８】
いくつかの実施形態では、機械的、電気的及び／またはソフトウェア設計によって、こ
れらの様々なセンサシステムの差別化（例えば、非互換性など）が可能である。言い換え
ると、センサシステムは、本明細書に記載されているように、電子機器ユニットと取付け
ユニット（センサを含むハウジング）の間での適正な対応を確実にするように「キーを作
成する」ことができる。本明細書で使用される「キー」及び「キーを作成した」という用
語は広範な用語であり、限定はされないが、一般的な意味では、センサ、その関連電子機
器、受信機、及び／またはその関連電子機器の間の動作可能な接続または動作可能な通信
を制御するシステム及び方法を指すことを含んで使用される。本用語は機械的、電気的、
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及びソフトウェア「キー」を含むのに十分広範である。例えば、機械的に設計されたキー
は、例えば、電子機器ユニットと取付けユニットの間の対合など、２つの部品間の動作可
能な接続を可能にする機械的設計を含むことができ、端子が補完的部品の端子に互いに係
合するようにキーが作成されている。別の例として、電子的に設計されたキーは無線ＩＣ
タグ（ＲＦＩＤチップ）を取付けユニット上に含むことができ、電子機器ユニットは、セ
ンサ及び／またはセンサ電子機器の間の動作可能な接続または通信の前に、ＲＦＩＤチッ
プからの所定の識別数字（キー）を識別するようにプログラムされている。更に別の実施
例として、ソフトウェアキーはセンサ及び／または電子機器ユニットを識別するコードま
たはシリアル番号を含むことができる。
【０６６９】
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従って、患者の組織内に経皮的に挿入するように構成されたセンサ、患者の組織の外側
に配置しセンサを支持するように適合されたハウジング、前記ハウジングに解除可能に取
付け可能な電子機器ユニットを含む、患者の体内の検体を測定するためのシステム及び方
法が提供され、これらハウジング及び電子機器ユニットの少なくとも１つに、センサと電
子機器ユニットの間に対応をもたらすようにキーが作成される。
【０６７０】
いくつかの実施形態では、ハウジング（センサを含む）及びその対応する電子機器ユニ
ットに、１つまたは複数の端子の構成によってキーが作成される。図４Ａから４Ｃは、３
つの独自の端子構成を示し、構成はハウジング内に配置された第１と第２の端子の間の距
離によって差別化される。この実施形態では、適正にキーを作成された電子機器ユニット
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が、対合するハウジング上の端子と対合する端子を備えるように構成され（図４Ａから４
Ｃ）、例えばハウジング上の幅狭の端子構成は電子機器ユニット上の幅狭の端子構成との
み対合する。従って、実際には、同様に「キーを作成された」ハウジングに相互係合する
ように設計された端子構成を含む電子機器ユニットのみが、それに動作可能に接続するこ
とができる。
【０６７１】
いくつかの実施形態では、電子機器ユニットは、以下「送信機ＩＤ」という、ＩＤを備
えるようにプログラムされており、センサシステムを独自に識別する。１つの例示的な実
施形態では、第１のセンサシステムが３日間使用するように設計されており、第２のセン
サシステムは７日間使用するように設計されており、送信機ＩＤはセンサシステムを差別
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化するために「３」または「７」で開始するようにプログラムすることができる。実行の
際は、３日間センサシステムは３日間使用にプログラムされ（以下で詳述する「センサ有
効期限満了の実施」を参照）、従って３日間センサシステムを動作可能に接続すると、受
信機は送信機ＩＤに従って適切な期間だけ機能することができる。
【０６７２】
いくつかの実施形態では、各センサシステムは独自のまたはほぼ独自のシリアル番号と
関連付けられ、１つまたは複数のセンサシステムと関連付けられる。このシリアル番号は
、センサの挿入後、及びセンサ電子機器の動作可能な接続後、シリアル番号を受信機に（
例えば、パッケージから）手動で入力することができ、またはセンサ電子機器ユニットか
ら自動的に伝送することができるように、初期の期間、較正情報等を含むことができる。
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このように、シリアル番号は、センサシステムが初期の期間にわたって機能することを可
能にするために必要な情報を提供することができる。
【０６７３】
それに加えて、またはその代わりに、電子機器ユニット及び／または取付けユニットに
、独自のセンサシステムを差別化するために、例えば文字数字式、描画的、または色彩的
に、ラベルまたはコードを付けることができる。このように、ユーザは異なるセンサシス
テムを混乱する可能性を少なくしている。
【０６７４】
センサ有効期限満了（センサ寿命期間）の実施
一般に、経皮的センサシステムは、所定の期間（例えば、数時間から数日間以上）の寿
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命に設計することができる。いくつかの実施形態では、１、３、５、７、または１０日間
以上、使用に適したセンサシステムを提供する。実行の際に起こり得る１つの問題は、所
期の寿命を超えるセンサの連続使用である。例えば、患者は所期の寿命後もセンサを取り
外さず、及び／または患者は電子機器ユニットを取付けユニット内から取り出し、再び取
り付ける場合がある（これはいくつかの状況では、所期の寿命を超える、センサシステム
の更新及び／または使用を起こすことがある）。従って、センサシステムが適正な期間に
わたって使用されるようにし、不注意または意図しない行いによってセンサシステムが不
適切に延長または再使用されないようにする、システム及び方法が必要である。
【０６７５】
好ましい実施形態では、患者の検体を測定するためのシステム及び方法が提供され、こ
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のシステムは、患者の皮膚を通して経皮的な挿入に適合されたセンサと、患者の皮膚に近
接して配置されるように、及び皮膚を通して挿入するとすぐにセンサを支持するように適
合されたハウジングと、ハウジングに動作可能に接続された電子機器ユニットを含み、セ
ンサシステムは、センサが（例えば、センサを動作不能にする）所定の期間を超える使用
がなされないように構成されている。
【０６７６】
いくつかの実施形態では、センサシステムは、電子機器ユニットを解除したとき、及び
／または所定の期間が経過した後、センサを不能にするように構成されている。１つの例
示的な実施形態では、材料のループがセンサの一部を取り囲み、電子機器ユニットがハウ
ジングから取り外されたとき、（患者から）センサを後退させるように構成されている。
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別の実施形態では、センサシステムは、電子機器ユニットがハウジングから取り外された
とき、センサを切断、折り曲げ、または他の方法で動作不能にするように構成されている
。
【０６７７】
いくつかの実施形態では、センサシステムは新しいセンサを起動させるかどうか判断す
るようにプログラムされている。例えば、受信機は、別のセンサシステムのために受信機
を起動する前に、センサの接続を切断することを要求するようにプログラムすることがで
きる。１つのそのような実施形態では、新しいセンサを起動させる前に、センサの接続が
切断されたことを示すよう、電子機器ユニットからゼロを探すように受信機をプログラム
することができる。このことによって、新しいセンサを起動する前に、ユーザが電子機器
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ユニット（及び／またはセンサ）を実際に除去するように助けることができる。そのよう
な別の実施形態では、センサ挿入情報を受信機に伝送して新しいセンサを起動させるよう
に、センサ挿入情報をセンサ電子機器にプログラムすることができる。
【０６７８】
いくつかの実施形態では、受信機のソフトウェアは、電子機器ユニットから情報（例え
ば、所期の期間、送信機ＩＤ、有効期限日、シリアルコード、製造日等）を受け取り、例
えば所定の期間（所期の期間）またはセンサ有効期限後に自動的に停止するようにプログ
ラムされている。
【０６７９】
いくつかの実施形態では、受信機は、新しいセンサの挿入を信号特性の変化（例えば、
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ブレークイン期間を示すスパイク波、最初の１時間のセンサカウント値の無変化等）を探
知することによって、アルゴリズム的に識別するようにプログラムされている。ユーザが
新しいセンサを挿入しなかった場合、有効期限の切れたセンサの連続使用を検出すること
ができ、センサ及び／または受信機を停止させるように使用することができる。
【０６８０】
いくつかの実施形態では、各センサシステムは独自のまたはほぼ独自のシリアル番号と
関連付けられ、上記でより詳細に述べたように、１つまたは複数のセンサシステムと関連
付けられる。一般に、シリアル番号は、較正情報、所期の期間、製造日、有効期限日等の
情報を含むことができる。例えば、シリアル番号は、所期のセンサ寿命後にセンサ及び／
または受信機を停止するように使用することができる、センサ寿命（所期の期間）情報を
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提供することができる。
【０６８１】
センサシステムを差別化し、センサの寿命を実行するための上述のシステム及び方法は
、単独でまたは組み合わせて使用することができ、好ましい実施形態のいずれかと組み合
わせることができる。
【０６８２】
好ましい実施形態の態様と併せて使用するのに適した方法及びデバイスは、１９９１年
２月１９日に発行された「BIOLOGICAL FLUID MEASURING DEVICE」という名称の特許文献
９、１９８８年７月１２日に発行された「BIOLOGICAL FLUID MEASURING DEVICE」という
名称の特許文献１０、１９９９年１２月１４日に発行された「DEVICE AND METHOD FOR DE
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TERMINING ANALYTE LEVELS」という名称の特許文献５、２００４年５月２５日に発行され
た「DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING ANALYTE LEVELS」という名称の特許文献１１、
２００４年３月９日に発行された「MEMBRANE FOR USE WITH IMPLANTABLE DEVICES」とい
う名称の特許文献１２、２００３年５月６日に発行された「SYSTEMS AND METHODS FOR RE
MOTE MONITORING AND MODULATION OF MEDICAL DEVICES」という名称の特許文献１３に開
示されている。好ましい実施形態の態様と併せて使用するのに適した方法及びデバイスは
、２００４年１１月１６日に出願された「AFFINITY DOMAIN FOR ANALYTE SENSOR」という
名称の米国特許出願公開第２００５／０１７６１３６号明細書、２００５年２月９日に出
願された「BIOINTERFACE WITH MACRO‑AND‑MICRO‑ARCHITECTURE」という名称の米国特許出
願公開第２００５／０２５１０８３号明細書、２００４年１２月３日に出願された「CALI
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BRATION TECHNIQUES FOR A CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開
第２００５／０１４３６３５号明細書、２００５年１月１１日に出願された「COMPOSITE
MATERIAL FOR IMPLANTABLE DEVICE」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１８
１０１２号明細書、１９９９年１１月２２日に出願された「DEVICE AND METHOD FOR DETE
RMINING ANALYTE LEVELS」という名称の米国特許出願第０９／４４７，２２７号、２００
４年１２月２２日に出願された「DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING ANALYTE LEVELS」
という名称の米国特許出願公開第２００５／０１７７０３６号明細書、２００５年３月１
日に出願された「DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING ANALYTE LEVELS」という名称の特
許文献１４、２００５年１月１９日に出願された「DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING
ANALYTE LEVELS」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１２４８７３号明細書、
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２００５年３月１０日に公開された「ELECTROCHEMICAL SENSORS INCLUDING ELECTRODE SY
STEMS WITH INCREASED OXYGEN GENERATION」という名称の米国特許出願公開第２００５／
００５１４４０号明細書、２００４年７月２１日に出願された「ELECTRODE SYSTEMS FOR
ELECTROCHEMICAL SENSORS」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１１５８３２
号明細書、２００４年５月３日に出願された「IMPLANTABLE ANALYTE SENSOR」という名称
の米国特許出願公開第２００５／０２４５７９９号明細書、２００４年５月３日に出願さ
れた「IMPLANTABLE ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００５／０２４
５７９５号明細書、２００４年５月３日に出願された「IMPLANTABLE ANALYTE SENSOR」と
いう名称の米国特許出願公開第２００５／0242479号明細書、２００５年１月１１日に出
願された「IMPLANTABLE DEVICE WITH IMPROVED RADIO FREQUENCY CAPABILITIES」という
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名称の米国特許出願公開第２００５／０１８２４５１号明細書、２００５年３月１７日に
公開された「INCREASING BIAS FOR OXYGEN PRODUCTION IN AN ELECTRODE SYSTEM」という
名称の米国特許出願公開第２００５／００５６５５２号明細書、２００４年２月２６日に
出願された「INTEGRATED DELIVERY DEVICE FOR CONTINUOUS GLUCOSE SENSOR」という名称
の米国特許出願公開第２００５／０１９２５５７号明細書、２００４年１１月１７日に出
願された「INTEGRATED RECEIVER FOR CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特
許出願公開第２００５／０１５４２７１号明細書、２００３年８月２２日に出願された「
OPTIMIZED SENSOR GEOMETRY FOR AN IMPLANTABLE GLUCOSE SENSOR」という名称の米国特
許出願公開第２００４／０１９９０５９号明細書、２００５年３月１０日に公開された「
OXYGEN ENHANCING MEMBRANE SYSTEMS FOR IMPLANTABLE DEVICES」という名称の米国特許
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出願公開第２００５／００５４９０９号明細書、２００３年８月２２日に出願された「PO
ROUS MEMBRANES FOR USE WITH IMPLANTABLE DEVICES」という名称の米国特許出願公開第
２００５／０１１２１６９号明細書、２００５年３月１０日に公開された「ROLLED ELECT
RODE ARRAY AND ITS METHOD FOR MANUFACTURE」という名称の米国特許出願公開第２００
５／００５１４２７号明細書、２００３年２月１３日に公開された「SENSOR HEAD FOR US
E WITH IMPLANTABLE DEVICE」という名称の特許文献１５、２００４年１２月２２日に出
願された「SENSOR HEAD FOR USE WITH IMPLANTABLE DEVICES」という名称の米国特許出願
公開第２００５／０１０３６２５号明細書、２００４年１２月８日に出願された「SIGNAL
PROCESSING FOR CONTINUOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００
５／０２０３３６０号明細書、２００５年４月２８日に公開された「SILICONE COMPOSITI
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ON FOR BIOCOMPATIBLE MEMBRANE」という名称の米国特許出願公開第２００５／００９０
６０７号明細書、２００５年１月１８日に出願された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESS
ING ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１８７７２０
号明細書、２００４年１２月７日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVING EL
ECTROCHEMICAL ANALYTE SENSORS」という名称の米国特許出願公開第２００５／０１６１
３４６号明細書、２００４年７月６日に出願された「SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACT
URE OF AN ANALYTE‑MEASURING DEVICE INCLUDING A MEMBRANE SYSTEM」という名称の米国
特許出願公開第２００６／００１５０２０号明細書、２００５年２月２４日に公開された
「SYSTEMS AND METHODS FOR REPLACING SIGNAL ARTIFACTS IN A GLUCOSE SENSOR DATA ST
REAM」という名称の米国特許出願公開第２００５／００４３５９８号明細書、２００３年
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１１月２７日に公開された「TECHNIQUES TO IMPROVE POLYURETHANE MEMBRANES FOR IMPLA
NTABLE GLUCOSE SENSORS」という名称の特許文献１６、２００５年２月１０日に公開され
た「ANALYTE MEASURING DEVICE」という名称の米国特許出願公開第２００５／００３３１
３２号明細書、２００５年２月１０日に公開された「BIOINTERFACE MEMBRANES INCORPORA
TING BIOACTIVE AGENTS」という名称の米国特許出願公開第２００５／００３１６８９号
明細書、２００４年３月１１日に公開された「DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING ANAL
YTE LEVELS」という名称の特許文献１７、２００４年９月２３日に公開された「MEMBRANE
FOR USE WITH IMPLANTABLE DEVICES」という名称の米国特許出願公開第２００４／０１
８６３６２号明細書、２００５年２月３日に公開された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCE
SSING ANALYTE SENSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７４６
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３号明細書、２００５年２月３日に公開された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING AN
ALYTE SENSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７４６２号明細
書、２００５年２月３日に公開された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING ANALYTE SE
NSOR DATA」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７１８１号明細書、２０
０５年２月３日に公開された「SYSTEM AND METHODS FOR PROCESSING ANALYTE SENSOR DAT
A」という名称の米国特許出願公開第２００５／００２７１８０号明細書、２００５年３
月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公
開第２００６／００２０１９１号明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUT
ANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／００３６１３９号
明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という

40

名称の米国特許出願公開第２００６／００２０１８９号明細書、２００５年３月１０日に
出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００
６／００２０１８６号、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE S
ENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／００１９３２７号明細書、２００５
年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出
願公開第２００６／００３６１４０号明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRAN
SCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／００３６１４
３号明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」と
いう名称の米国特許出願公開第２００６／００２０１９２号明細書、２００５年３月１０
日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２
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００６／００２０１９０号明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS
ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／００３６１４１号明細書
、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の
米国特許出願公開第２００６／００２０１８８号明細書、２００５年３月１０日に出願さ
れた「TRANSCUTANEOUS ANALYTE SENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／０
０３６１４２号明細書、２００５年３月１０日に出願された「TRANSCUTANEOUS ANALYTE S
ENSOR」という名称の米国特許出願公開第２００６／００２０１８７号明細書が開示され
ている。
【０６８３】
公開及び非公開の出願、特許、及び参照文献を含むがこれに限定されない、本明細書で
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引用されたすべての参照は、その全体を参照によって援用し、本明細書の一部とする。参
照によって援用される公報及び特許または特許出願が本明細書に含まれる開示と矛盾する
範囲では、本明細書がそのような矛盾材料に取って代わり、及び／または優先するものと
する。
【０６８４】
本明細書で使用される「含む（comprising）」という用語は「有する（including）」
、「含有する（containing）」、または「特徴付けられる（characterized by）」の同義
語であり、包括的または非限定的であり、別の引用されていない要素または方法ステップ
を排除するものではない。
【０６８５】
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本明細書で使用された、成分、反応条件等の量を表現するすべての数字は、すべての場
合において「約（about）」という用語で修飾されていると理解されたい。従って、そう
でないことが記載されていない限り、記載されている数値パラメータは概算であり、取得
されるべき所望の特性によって変化することがあり得る。最低限でも、本明細書の優先権
を主張するどのような出願の特許請求の範囲の同等物の原理の適用を制限しようとするも
のではないが、数値パラメータはそれぞれ、有効桁及び通常の丸め方法の数字に照らして
解釈されたい。
【０６８６】
上記の説明は、本発明のいくつかの方法及び材料を開示する。本発明は方法及び材料の
修正、並びに製造方法及び機器の変化を受けることができる。そのような修正は、本開示
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または開示された発明の実行を考慮すると当業者には明らかであろう。従って、本発明は
開示された特定の実施形態に制限されず、本発明の真の範囲及び精神を越えずに想起され
るすべての修正及び変更を対象とするものである。
【符号の説明】
【０６８７】
８

接着パッド

９

裏当て層

１０

経皮的検体センサシステム

１２

アプリケータ

１４

取付けユニット

１６

電極ユニット

１８

アプリケータ本体

２０

導管サブアセンブリ

２４

基部

２６

端子サブアセンブリ

２８

端子

３２

センサ

３４

端子ホルダ

３６

封止部材

３８

ヒンジ
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４３

ウインドウ

４４

作用電極

４５

絶縁体

４６

基準電極

４７

電極ドメイン

４８

阻害ドメイン

４９

酵素ドメイン

５０

抵抗ドメイン

６０

アプリケータ本体基部

６４

導管キャリア

６６

導管

６８

針サブアセンブリ

７０

針キャリア

７２

針

７６

プッシュロッドキャリア

７８

プッシュロッド

８０

プランジャ

８２

プランジャキャップ

８６

フォースロック機構
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アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１３１・サン・ディエゴ・リースリング・ドライヴ・１０
８３１
(72)発明者 ダニエル・ショーン・コッド
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０２５・エスコンディド・エルドラド・ドライヴ・３３０
(72)発明者 マイケル・ジェイ・ダブルス
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２９・サン・ディエゴ・フリーポート・ロード・１３６
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(72)発明者 ジョン・エー・ゲレ
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２００８・カールスバッド・マーウィン・ドライヴ・２３４
７
(72)発明者 ヴィクター・ハー
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１３０・サン・ディエゴ・アンバーグレイズ・レーン・１
０６０９
(72)発明者 アプルヴ・ユラス・カマス
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０７５・ソラナ・ビーチ・サウス・リオス・アヴェニュー
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(72)発明者 ダニエル・エス・クライン
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０２４・エンシニタス・ラ・メサ・アヴェニュー・３５５
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アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２９・サン・ディエゴ・トゥルーマン・ストリート・９
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アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０６４・ポーウェイ・アリカラ・ドライヴ・１３３３４
(72)発明者 デイヴィッド・マイケル・ピーターセン
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０２７・エスコンディド・サン・パスカル・ヴァレー・ロ
ード・２４４５
(72)発明者 ジェームス・アール・ぺティス
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１３０・サン・ディエゴ・トレー・ビュー・コート・３７
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(72)発明者 アンドリュー・ラスダル
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１３０・サン・ディエゴ・フィンチレイ・テラス・４７３
６
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(72)発明者 ピーター・シー・シンプソン
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２０１４・デル・マール・ストラットフォード・コート・１
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(72)発明者 ヴァンス・スワンソン
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２９・サン・ディエゴ・メドーラン・ストリート・１４
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(72)発明者 ジェームス・パトリック・スローワー
アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２６・サン・ディエゴ・エンバシー・ウェイ・１０１７
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(72)発明者 クン・ミン・ウー
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