
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
膜の一方の面からもう一方の面に通じる孔を有する電気絶縁組成物の多孔質膜、
一方の面側に配置した作用電極、
他方の面側に配置した対または擬参照電極
から成る電気化学的電池であって、１個の電極の標的域は液体透過性で、多孔質膜の表面
上に、下に存在する膜の孔を塞ぐことなく広がっている電気化学的電池。
【請求項２】
膜の孔開口は、膜の一方の面において他方の面よりも大きい断面積を有する請求項１記載
の電気化学的電池。
【請求項３】
作用電極は、金、白金、パラジウム、イリジウム、鉛およびそれらの合金から成る群から
選択する金属から成る請求項１または２記載の電気化学的電池。
【請求項４】
対または擬参照電極は、金、白金、パラジウム、銀および塩化銀から選択する請求項１～
３のいずれかに記載の電気化学的電池。
【請求項５】
参照電極は銀または塩化銀から成る請求項１～４のいずれかに記載の電気化学的電池。
【請求項６】
作用電極は、孔開口断面積の小さい方の膜面側に存在する請求項２記載の電気化学的電池
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。
【請求項７】
膜は１種またはそれ以上の試薬を含浸する請求項１～６のいずれかに記載の電気化学的電
池。
【請求項８】
膜は酵素およびメディエーターを含浸する請求項７記載の電気化学的電池。
【請求項９】
膜は GODおよびメディエーターを含浸する請求項７記載の電気化学的電池。
【請求項１０】
膜は GOD/フェリシアニドを含浸する請求項１～９のいずれかに記載の電気化学的電池。
【請求項１１】

【請求項１２】
サンプル中の分析物を検出する方法であって、請求項１～ 10のいずれかに記載の電気化学
的電池の標的域にサンプルを接触させることを含んで成る方法。
【請求項１３】
電気化学的電池を製造する方法であって、一方の面から他方の面に通じる孔を有する膜の
一方の面側に作用電極を配置し、その反対の膜面側に対または擬参照電極を配置する工程
を含んで成り、少なくとも１個の電極は液体透過性である方法。
【請求項１４】
少なくとも１個の電極を膜の表面上に形成する請求項 記載の方法。
【請求項１５】
少なくとも１個の電極を、スパッタリング、無電解めっき、電気めっき、蒸着および陽極
酸化から成る群から選択する付着方法によって形成する請求項 記載の方法。
【請求項１６】
膜の孔は、膜の一方の面において他方の面よりも大きい断面積を有する請求項 のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１７】
作用電極を、孔断面積の小さい方の膜面側に配置する請求項 記載の方法。
【請求項１８】
作用電極を、１個またはそれ以上の 域以外の部分において、非透過性層で被覆する工
程を更に含んで成る請求項 のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
作用電極とは反対の膜面側に参照電極を形成する工程を更に含んで成る請求項 のい
ずれかに記載の方法。
【請求項２０】
作用電極と同じ側に参照電極を形成する工程を更に含んで成る請求項 のいずれかに
記載の方法。
【請求項２１】
参照電極は銀および／または塩化銀から成る請求項 記載の方法。
【請求項２２】
多孔質膜に１種またはそれ以上のメディエーターを含浸させる工程を更に含んで成る請求
項 のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
メディエーターは酸化状態にある請求項 記載の方法。
【請求項２４】
多孔質膜に GOD/フェリシアニドを含浸させる請求項 のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
電極表面の少なくとも一部に、電気絶縁組成物を適用する工程を更に含んで成る請求項

のいずれかに記載の方法。

10

20

30

40

50

(2) JP 3574137 B2 2004.10.6

血中グルコースの検出に使用する請求項 10記載の電気化学的電池。

13

13

13～ 15

16

標的
13～ 17

13～ 18

13～ 18

13～ 20のいずれかに

13～ 21

22

13～ 21

13
～ 24



【請求項２６】
膜は、ポリスルホン、ポリアミド、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリアクリロニトリルお
よびポリカーボネートから成る群から選択するポリマーから成る請求項 のいずれか
に記載の方法。
【請求項２７】
膜は親水性および不活性であり、赤血球を溶血しない請求項 記載の方法。
【発明の詳細な説明】

本発明は、改良された電気化学的電池、並びにそのようなデバイスを用いる分析物の検出
および測定方法に関する。

本発明をグルコースバイオセンサーに関して説明するが、そのような用途は例示に過ぎず
、本発明は電気化学的電池を使用する他の種類のセンサーまたはシステム、例えば高温フ
ィルター、ディスプレーアイテム、化学分析装置（例えば廃水中の重金属分析用）などに
も適用し得ると理解すべきである。
電気化学的グルコースアナライザー（例えば糖尿病患者が血糖レベルをモニターするため
、および診療所または病院で使用するもの）は、反応経路（ａ）に基づいている：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通例、アナライザー内のセンサーは、上記反応経路（ｂ）に示すように、酵素と電極との
間で電子を移動させるメディエーターから成る。そのような移動によって生じる信号を処
理し、酵素基質の関数として表す。例えば、血液または血清中のグルコースの測定のため
には、グルコースオキシダーゼ（ GOD）を使用する。
既知のグルコースセンサーはストリップで、その一端は予め限定した標的またはサンプル
域で、３個の電極がそれぞれストリップの長さ方向に標的域を渡って取り付けられている
。中央の塩化銀電極は、擬参照電極であり、残り２個の電極は作用電極として知られる。
各作用電極は、カーボンペーストのコアから成る。そのうち１個は GODおよびメディエー
ターの層で被覆され、他の１個は、メディエーター（例えばフェロセン）の層で被覆され
ている。
約 25μｌまでの血液またはサンプル滴を標的域に適用した後、各作用電極における電流を
測定する検出器にストリップを挿入する。この電流が、フェロセンの酸化と、（ GOD含有
作用電極においては）前記反応経路によってメディエーターの還元により生成したフェロ
センの再酸化とに対応する。それらの電流の差を用いて、元の血中グルコース濃度を求め
る。
欧州特許第 289269号には、ベースセンサーストリップと、その上の排除層または膜（赤血
球を排除するか、またはセンサーストリップへのサンプル流入を調節する）とを有するバ
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イオセンサーが記載されている。
国際特許出願公開 93/13408号にも、電極を有するハウジングに複合膜を溶接した同様の装
置が開示されている。複合膜は、触媒剤を固定した多孔質膜と、少なくとも１個の保護ま
たは遮断膜とから成る。触媒作用を受けた生成物は、複合膜から、ハウジング内の限定さ
れた穴に流入して、電極と相互作用する。
欧州特許第 230472号には、その上に３個の電極をスクリーンプリントした絶縁基材上に配
置したナイロン不織布のような多孔体が開示されている。サンプルを多孔体上に適用する
と、サンプルはそれを通過して基材に至り、そこで酵素触媒反応が起こる。
米国特許第 4431507号には、２個の作用電極を多孔質膜の両方の面側に分けて有する電極
装置が開示されている。一方の電極が、試験溶液中に含まれる妨害物質が他方の作用電極
によって酸化されるのを防ぐ。
前記電極装置は、対および参照電極を吊した緩衝溶液の入った電池内で使用する。

本発明は、少量のサンプルを用いて、グルコースのような分析物のレベルを、正確、簡便
かつ短時間で測定することのできる改良された新規電気化学的電池に関する。これは、現
在用いられているセンサーに代わるものとして有用である。
本発明の一態様は、
膜の一方の面から他方の面に通じる孔を有する電気絶縁組成物の多孔質膜、
一方の面側に配置した作用電極、
他方の面側に配置した対または擬参照電極
から成り、少なくとも１個の電極の標的域は液体透過性で、多孔質膜の表面上に、下に存
在する膜の孔を塞ぐことなく広がっている電気化学的電池である。
作用電極は、そこで測定する電気化学的反応が起こる電極である。作用電極の電位を正確
に測定する必要がある場合は、別に対および参照電極を使用し得る。対電極は回路を完成
し、参照電極は作用電極の電位を明確にする。多くの適用において、作用電極電位の測定
は、それほど精密でなくてよい。そのような場合は、参照電極と対電極の機能を組み合わ
せて、「擬参照」電極、または組み合わせた「対／参照」電極と称する一つの電極とする
ことができる。本発明においては、対電極または擬参照電極を、作用電極とは反対の膜面
側に配置する。対電極とは別に参照電極を使用する場合は、参照電極を、対電極もしくは
作用電極と同じ膜面側、または膜外に配置し得る。
多孔質膜は好ましくは、滑らかで光沢のある面から粗い面に向って直径の増す孔を有する
。とりわけ、多孔質膜は、米国特許第 4629563号および第 4774039号に開示された種類のも
のであることが好ましい。それらの特許全体を引用により本発明の一部とする。
少なくとも１個の電極は、その下の膜の孔を塞がないように形成しなければならない。こ
れは、分析物の溶液または懸濁液が透過し得るようにするためである。電極がその全面に
わたって孔を有することは不可欠ではないが、少なくとも標的域においては液体透過性で
なければならない。
好ましくは、スパッタリング、無電解めっき、電気めっき、蒸着、陽極酸化などによって
、膜表面上に連続フィルムを形成するように、少なくとも１個の電極を形成する。そのフ
ィルムは、標的域において電極が透過性となるように、孔開口を覆わず、孔開口をあらわ
にする。例えばグルコース測定用電池の場合、電極多孔性は、血清の通過に充分である。
電極多孔性は、選択した多孔質膜の孔開口サイズによって、ある程度決まる。電極フィル
ム厚さは好ましくは 10～ 200nm、とりわけ 60～ 120nmである。好ましくは、２個の電極はい
ずれも、スパッタリング、または部分減圧下に蒸着したもので、液体透過性である。
標的域は好ましくは、１個の電極上の絶縁層の穴によって限定する。
特に好ましい態様においては、本発明の電気化学的電池はグルコースレベル測定に使用し
、従って、 GOD/フェリシアニド処理膜を有し、該膜は、その非対称な孔によって全血から
血清を分別する。
本発明はもう一つの態様において、電気化学的電池の製法を提供する。この方法は、多孔
質膜の二つの面側のそれぞれに電極を配置し（少なくとも１個の電極は水透過性である）
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、要すれば多孔質膜中に触媒／メディエーター試薬を保持させ、および１個の電極上に標
的域を限定する工程を含んで成る。

本発明の一態様を、添付の図面を参照して、単なる例として説明する：
第１図は、側断面図として、グルコースセンサー１の製造工程を順に追って図示するもの
である。
第２図および第３図は、それぞれ、バイオセンサー１の上面および底面を示すものである
。

光沢のある、または滑らかな面３には小さい孔を有し、粗い表面４には、より大きい孔を
有する清潔な膜２に、金のスパッタリングによって作用電極５を形成する。更に、粗い表
面の６の部分に銀をスパッタリングし、次いで塩素化して、参照または対電極７を形成す
る。その後、電極被覆した膜に、触媒／メディエーター試薬８（例えば GOD/Fe（ CN） 6

3 -

）を含浸させた後、電気絶縁組成物の層９、 10を適用する。９に穴を開けることによって
、膜上に透過性標的域 11を限定する。
使用する非対称多孔質膜２は、好ましくは、米国特許第 4629563号および第 4774039号に開
示された方法によって製造したものであり、ポリスルホン、ポリアミド、ポリハロゲン化
ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリカーボネートなどから選択する少なくとも一種
のポリマーから成り得る。厚さは約 180μ、好ましくは 30～ 150μであり得、孔直径は少な
くとも 10キロダルトンのカットオフ（下限）ないし５μｍ、好ましくは 0.2～ 0.5μｍであ
り得る。親水性、不活性であり、赤血球を溶血せず、血清と赤血球との分離を促進する膜
が、特に好ましい。
２個の金作用電極または作用電極５を第１図に示すが、好ましくは、滑らかな面側に作用
電極１個が存在し、反対側の電極は、参照もしくは対または組み合わせた対／参照電極で
ある。金以外に、白金、パラジウム、イリジウム、鉛、貴金属または合金のような金属を
、作用電極の形成に使用し得る。作用電極は、滑らかな面上に連続フィルムを形成するよ
うに、スパッタリング、部分減圧下の蒸着、無電解めっき、電気めっきなどによって適用
し得る。２個の作用電極が存在する場合、それらは異なる金属または合金であり得る。
対もしくは参照または組み合わせた対／参照電極を、場合によりスパッタリング、部分減
圧下の蒸着、無電解めっき、電気めっきなどによって、膜の粗い面上に付着させ得る。対
または組み合わせた対／参照電極は、例えば、金、白金、パラジウム、銀または他の適当
な金属であり得る。水酸化ニッケルまたはハロゲン化銀を、参照電極の形成に使用しても
よい。塩化銀を使用し得るが、充分な塩化物イオンが血液サンプル中に存在し得る場合に
銀を使用するならば、塩素化は不要であり得る。
作用および参照電極を、膜の各面においてマスクを用いて限定、または形を定め得る。粗
い表面上の別の対および擬参照電極も、マスクを用いて限定し得る。これにより、ハロゲ
ン化銀または他の参照電極の必要性を排除し得る。
絶縁層の限定のためにもマスクを使用し得る。絶縁層は、例えばプラズマ重合によって調
製し得る。あるいは、非透過性層を、絶縁として積層し得る。しかし、センサーまたは膜
と相互作用するサンプルの通過する標的域には、絶縁を施すべきでない。これは、層の適
用後に穴を開けるか、または一部を切り取ることによって達成し得る。本発明の新規セン
サーは、必要なサンプル量は従来技術の約 25μｌと比較して少量（例えば１μｌ）である
という利点を有するので、小さい（例えば 1mm角の）標的域が好ましい。
滑らかな作用電極側に支持層を積層することも有利であり得る。支持層は、蒸発の結果と
しての冷却を防止する作用電極キャビティを形成し得、また、場合により、作用電極キャ
ビティから支持層中の溝を経て空気を逃がし得るからである。
好ましい剤（例えば GOD/フェリシアニド）による膜の含浸は、未処理膜、電極適用後の膜
、または絶縁層適用後の膜に対して行ない得る。メディエーターは、酸化または還元状態
（例えば、フェリシアニドまたはフェロシアニド）で含浸させ得る。酸化型メディエータ
ーは、初期電流を最少にし得る。
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電気化学的妨害物質が、試験を通じて実質的に一定の濃度で存在し得る。一方、試験の進
行につれて還元型メディエーター濃度が高まり得る。従って、試験開始時の電圧パルスに
よって電気化学的妨害物質を主に測定し得、試験終了時の電圧パルスによって、電気化学
的妨害物質と、グルコースの反応により生成した還元型メディエーターとのワイヤーを測
定し得る。後の信号から先の信号を差し引くことによって、電気化学的妨害物質の影響を
除去または低減し得る。例えば、 0.1～ 10秒間（例えば２秒間）の初期パルスで、電気化
学的妨害物質の影響を測定する。その後、電極の接続を切って１～ 100秒間（例えば８秒
間）経た後、更なるパルスで再び電気化学的妨害物質の影響を測定する。しかし、今度は
、電極付近の還元型メディエーター蓄積によるグルコース由来電流が増している。
本発明の他の利点は、非対称多孔質膜の使用によってもたらされる。非対称多孔質膜は、
血清と赤血球とを分別し、試薬と相互作用する血清または基質を、より純粋なものとする
。サンプルを膜内に保持および「保護」し得るので、サンプルの蒸発および／または妨害
も少なく、それによっても測定感度が改善される。分別およびセンサー機能を有する二重
作用膜により、グルコース測定を短時間（例えば 20秒以内）に完了することができる。
本発明の新規センサーの感度は、膜に含浸させた酸化型または還元型メディエーターまた
はフェリシアニドによって異なる電位となった２個の作用電極の使用によって、更に改善
し得る。これにより、最後の数秒間だけ、または連続的に、電極をスイッチできるからで
ある。一方の値から他方の値を差し引くことによって、電気化学的妨害物質の影響を更に
低減し得る。
同様に、異なる金属／合金の２個の作用電極の使用によって、電気化学的妨害物質の影響
を更に低減し得る。
使用時に、電極に加える電圧を特定し、生じる電流を測定する装置を使用する必要がある
ことは理解されるであろう。
湿度または温度の影響を補正するために、湿度および／または温度センサーを要すれば本
発明の装置に組み合わせ得る。
本発明の範囲を外れることなく、他の変更を加え得る。本発明を特定の態様に関して説明
したが、他の多くの形態で実施し得ることを当業者は理解するであろう。例えば、本発明
の電気化学的電池を、ペンもしくは針状アナライザー、使い捨てストリップ、または外的
もしくはインビボで使用する他のデバイス中に、センサーとして組み合わせることができ
る。
他の本発明の用途は、例えばエレクトロクロミックディスプレー用の垂直に並べて配置さ
れた薄い電極または電池を包含する。例えば、更新の遅い広面積ディスプレーに要素を適
用するために、重ねた電極を使用し得る。広面積中でディスプレー要素を選択的に適用す
ることは、電極が交差する点において多孔質電極および膜を通る集中域によって達成し得
る。エレクトロクロミック材料は、電極表面上で色の変化をもたらすために使用し得る。
異なるエレクトロクロミック材料を例えば各電極表面に固定して、カラーディスプレーを
提供し得る。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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