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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生物学的流体試料内における検体の濃度を定量する検体センサーであって、前記センサー
が、
　作用電極および対電極と、
　遠位縁端と第一の側の縁端との交点にある第一の角部及び前記遠位縁端と第二の側の縁
端との交点にある第二の角部と、
　生物学的流体を受け取り、前記作用電極と前記対電極の少なくとも一部分を含む試料室
とを備え、前記試料室は、前記生物学的流体を前記試料室内に収容させる入口を２つだけ
有しており、その２つの入口は、前記第一の角部に配置された第一の入口及び前記第二の
角部に配置された第二の入口であり、前記センサーの前記第一の角部又は前記第二の角部
を前記生物学的流体に接触させることにより、前記試料室が前記生物学的流体を受け取る
ように適合されていることを特徴とするセンサー。
【請求項２】
前記センサーが、前記試料室内の約１μＬ以下の試料を用いて前記検体の濃度を定量する
ように適合されていることを特徴とする請求項１に記載のセンサー。
【請求項３】
前記試料室が、約１μＬ以下の試料を収容するように構成されていることを特徴とする請
求項１乃至２のいずれか一項に記載のセンサー。
【請求項４】
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前記第一の角部及び前記第二の角部が実質的に丸みを帯びていることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか一項に記載のセンサー。
【請求項５】
前記第一の角部及び前記第二の角部が実質的に角ばっていることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか一項に記載のセンサー。
【請求項６】
生物学的流体試料内における検体濃度を定量する検体センサーであって、
　第一の側の縁端と、第二の側の縁端と、近位縁端と、当該近位縁端と平行である遠位縁
端と、
　前記遠位縁端と前記第一の側の縁端との交点にある第一の角部及び前記遠位縁端と前記
第二の側の縁端との交点にある第二の角部と、
　約１μＬ未満の試料内において検体濃度を定量するように適合されている試料室とを備
え、当該試料室は、前記試料を前記試料室内に収容させる試料室開口部を２つだけ有して
おり、前記第一の角部に第一の試料室開口部が配置されており、前記第二の角部に第二の
試料室開口部が配置されていることを特徴とするセンサー。
【請求項７】
前記センサーが実質的に四角形状に形成されていることを特徴とする請求項６に記載のセ
ンサー。
【請求項８】
前記センサーがブドウ糖センサーであることを特徴とする請求項６に記載のセンサー。
【請求項９】
前記センサーが、前記試料室内の約０．５μＬ以下の試料を用いて前記検体の濃度を定量
するように適合されていることを特徴とする請求項６に記載のセンサー。
【請求項１０】
前記センサーが、前記試料室内の約０．２μＬ以下の試料を用いて前記検体濃度を定量す
るように適合されていることを特徴とする請求項９に記載のセンサー。
【請求項１１】
前記センサーが、前記試料室内の約０．１μＬ以下の試料を用いて前記検体濃度を定量す
るように適合されていることを特徴とする請求項９に記載のセンサー。
【請求項１２】
前記試料室が約１μＬ以下の試料を収容するように構成されていることを特徴とする請求
項６に記載のセンサー。
【請求項１３】
前記試料室が約０．５μＬ以下の試料を収容するように構成されていることを特徴とする
請求項１２に記載のセンサー。
【請求項１４】
前記試料室が約０．２μＬ以下の試料を収容するように構成されていることを特徴とする
請求項１３に記載のセンサー。
【請求項１５】
前記試料室が約０．１μＬ以下の試料を収容するように構成されていることを特徴とする
請求項１４に記載のセンサー。
【請求項１６】
前記センサーが電気化学的センサーであることを特徴とする請求項６乃至１５のいずれか
一項に記載のセンサー。
【請求項１７】
前記センサーが光センサーであることを特徴とする請求項６乃至１５のいずれか一項に記
載のセンサー。
【請求項１８】
前記近位縁端が計器に機能的に接続可能であることを特徴とする請求項６乃至１７のいず
れか一項に記載のセンサー。
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【請求項１９】
検体センサーであって、
　スペーサ層により第二基板と分離され、少なくとも１つの電極を含む第一基板であって
、センサーを形成する前記第一基板および第二基板が、相対する第一と第二の側の縁端と
、近位縁端と平行でかつ当該近位縁端の反対側にありかつ当該近位縁端よりも短い遠位縁
端とを備えるものである、前記第一基板と、
　前記遠位縁端と前記第一の側の縁端との交点にある第一の角部及び前記遠位縁端と前記
第二の側の縁端との交点にある第二の角部と、
　試料室と、
　試料を前記試料室内に収容させるただ２つの試料室開口部とを備え、前記第一の角部に
第一の試料室開口部が配置されており、前記第二の角部に第二の試料室開口部が配置され
ていることを特徴とするセンサー。
【請求項２０】
生物学的流体試料内における検体濃度を定量する方法であって、前記方法が、
　請求項１乃至１９のいずれか一項に記載の検体センサーを計器に機能的に接続するステ
ップと、
　前記センサーを前記計器に接続した後、前記センサーの角部の付近に配置された試料流
入開口部を前記試料に接触させることにより、検体含有試料をセンサーに供給するステッ
プと、
　前記試料内における検体濃度を定量するステップとを備えることを特徴とする方法。
【請求項２１】
前記検体濃度が、前記試料室内の約１μＬ以下の試料を用いて定量されることを特徴とす
る請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
前記検体濃度が、前記試料室内の約０．５μＬ以下の試料を用いて定量されることを特徴
とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
ブドウ糖濃度が、前記試料室内の約０．２μＬ以下の試料を用いて定量されることを特徴
とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
前記ブドウ糖濃度が、前記試料室内の約０．１μＬ以下の試料を用いて定量されることを
特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
前記試料室が約１μＬ以下の試料を収容するサイズであることを特徴とする請求項２０に
記載の方法。
【請求項２６】
前記検体濃度が光度測定法を用いて定量されることを特徴とする請求項２０に記載の方法
。
【請求項２７】
前記定量するステップが、前記試料室内における電気化学的測定を伴う測定法を含むこと
を特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
前記測定法が電流測定法を含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
前記測定法が電量分析法を含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
前記測定法が電位差測定法を含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
前記測定法がインピーダンス測定を含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
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前記検体がブドウ糖であることを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項３３】
試料内における検体濃度を定量する一体型装置であって、請求項１乃至１９のいずれか一
項に記載の検体センサーと、前記検体センサーに供給される試料中の検体濃度を定量する
ように適合されているプロセッサとを備えるハウジングを備える一体型装置。
【請求項３４】
前記センサーがブドウ糖センサーまたはケトンセンサーである請求項１に記載のセンサー
。
【請求項３５】
前記センサーがケトンセンサーである請求項６に記載のセンサー。
【請求項３６】
前記センサーがブドウ糖センサーまたはケトンセンサーである請求項１９に記載のセンサ
ー。
【請求項３７】
前記検体がブドウ糖またはケトンである請求項３３に記載の一体型装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国を除く全ての国での指定のための出願人、米国内企業アボット・ダイア
ベティス・ケア社と、米国のみでの指定のための出願人、米国市民イー・ワンおよび英国
市民スティーブ・スコットとの名義により、２００６年１１月１６日にＰＣＴ国際特許出
願として出願されようとしており、２００５年１１月１７日に出願された米国特許出願第
１１／２８２，００１号の優先を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　分析用センサー、例えばテストストリップは、生物学的流体内における検体の存在や濃
度を決定するのに広く使用される。このようなセンサーは、例えば糖尿病患者の血糖値を
測定するために使用することもできる。
【０００３】
　検体センサーを使用する際には皮膚に開口部を作り（例えば皮膚の切開により）、この
領域から生物学的流体が流れ出るようにする。この生物学的流体の少なくとも一部分がセ
ンサーに接触し、そこで流体内における検体の濃度が定量される。具体的には、皮膚に開
口部を作り、絞り出した生物学的流体にセンサーの開口部（例えば試料引込口）を接触し
て、その流体を、分析が行われるセンサーの試料室に接触させる。試料室は試料引込口と
流体連通している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　試料引込口の位置を探して当該引込口を生物学的流体に接触させる作業は、困難なく行
えるというわけではなく、例えば、試料体積を減少させるためやテスト時間を短縮するた
めなどの目的で試料室のサイズが小さくなるにつれて、厄介さを増す問題となる。従来型
センサーの試料引込口は、センサーの上部（「上部充填式」）、前端中央部（「前部充填
式」）または側面（「側部充填式」）に位置しているため、その位置を探して生物学的流
体に接触させることが使用者には困難である。このような装置の使用者が視覚や器用さに
問題を有する場合には、上記問題は、例えば糖尿病のような基礎疾患状態から生じるもの
で、試料引込口の位置を探し、生物学的流体の部位付近に配置することの困難さを更に倍
化させる。
【０００５】
　試料引込口の位置を容易に特定してテストしたい試料を試料引込口に適切に接触させる
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ことが出来ないことは、単なるささいな厄介事では済まされず、重大な結果を招く場合が
ある。例えば、試料引込口の位置を探している間にセンサー表面全体が試料で汚れ、その
結果、センサーの取り扱いが困難になる場合がある。
【０００６】
　試料による汚れによって、試料引込口の位置を容易に特定することが出来ないことに関
連するその他の要因によって、その他の重大な結果が生じる可能性もある。例えば、かか
る事態によって試料が使い尽くされて、テストに必要な十分な量の試料がなくなる場合が
ある。試料室に十分な量の試料が存在しない場合、テストを開始できなかったり、間違っ
たテスト結果が得られてしまう可能性がある。試料室に十分な量の試料がないと、使用者
は、当初の切開部位を「搾って」同部位からより多くの試料を得ようと試みるか、または
別の部位を新たに切開することが必要となる可能性がある。使用者は、どちらの選択肢も
著しい痛みを伴う可能性があることから、テストを差し控えることを選ぶ可能性がある。
前述のテストは、重大な健康的意味合いを有する場合があり、例えば、糖尿病患者は、糖
尿病を十分に管理するために血糖値を１日に多数回テストすることが望ましい。
【０００７】
　上記問題点に対処しようとする試みが行われてきた。例えば、前端中央部に円錐形の経
路入口のあるテストストリップが開発されたが、問題に十分に対処しておらず、製造プロ
セスが複雑になる。
【０００８】
　従って、健康管理上、検体センサーが重要であり続ける間は、使用者が検体含有試料を
センサー試料室に容易に接触させることを可能にするテスト用装置および方法を含め、テ
ストをより容易にする装置および方法に対する関心が存在し続ける。特に関心が寄せられ
るのは、製造が容易で製造費用対効果が高く、特に視覚や器用さに障害のある使用者にと
って使い易い検体センサーおよび検体テスト方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、生物学的流体試料内における検体濃度定量のような検体テスト用装置および
方法を提供する。本発明の実施例は、コーナー充填式検体センサー、例えばコーナー充填
式ブドウ糖センサーを含む。また、センサー試料室とセンサー周囲縁端（センサー試料収
容縁端）との距離を最小化するように適合されたセンサーも提供される。
【００１０】
　本発明の実施例は、交差する２つまたはそれより多い縁端と、縁端交点の付近に配置さ
れた試料室入口とを含む検体センサーを含む。ある実施例においてセンサーは、相対する
第一と第二の側の縁端と、相対する第三と第四の側の縁端と（例えば四角形状）、当該セ
ンサーのいずれか２つの縁端の交点の付近に配置された試料収容口とを含むこともできる
。
【００１１】
　本発明の一態様のセンサーは、光センサーおよび電気化学的センサーを含む。多くの実
施例において、センサーは小体積センサーである。小体積センサーとは、体積が約１マイ
クロリットルまたはそれより少ない試料中の検体濃度を定量するように適合されたセンサ
ーを含む。
【００１２】
　生物学的流体試料内における検体濃度を定量するための方法も提供され、本方法の実施
例には、センサーの角部の付近に設けられた試料流入開口部を検体含有試料に接触させる
ことにより前記試料をコーナー充填式検体センサーに供給するステップと、試料内におけ
る検体の濃度を定量するステップとを含む。
【００１３】
　また、本方法の実施例は、検体センサーの縁端交点を試料に接触させるステップと、試
料内における検体の濃度を定量するステップとを含む。
　システムおよびキットも提供される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　理解を容易にするために、同一要素については、実用的な場合には同一参照番号を用い
て異なる図に共通して示す。本明細書に示した図は、必ずしも縮尺通りには表されておら
ず、いくつかの構成要素および特徴は、明瞭になるように誇張表示される。
【００１５】
　定義
　本出願全体を通して、異なる旨の意図が表明されない限り、以下の用語は、指定された
特性を指す。
【００１６】
　２つのものを互いに「関連する」という場合、両者は、一方が他方を指す場合のような
、一方が他方に関連することが明白であるようなやり方で提供される。
　「生物学的流体」、「生理学的流体」、「体液」またはそれらの変化形は、そこに含有
される検体を測定することができる任意の体液、例えば血液、間質液、皮膚液、汗、涙お
よび尿である。「血液」は、全血、及び、血漿や血清のような無細胞血液成分を含む。
【００１７】
　情報の「伝達」、「伝送」および類似表現とは、好適な伝達経路（例えばプライベート
またはパブリック・ネットワーク、有線、光ファイバー、無線ラジオ、衛星またはその他
の手段）を通じて、情報を電気信号または光信号として表したデータを伝えることを指す
。伝達または伝送は、互いにローカルまたは遠隔の装置間で行うことができる。
【００１８】
　「コンピュータ」、「プロセッサ」または「処理ユニット」は互いに交換可能に用いら
れ、列記したステップを実行するのに必要な構成要素を制御可能なハードウェアまたはハ
ードウェアとソフトウェアの組み合わせを各々が指す。例えば、コンピュータ、プロセッ
サまたは処理ユニットは、必要な全てのステップの実行に好適にプログラムされた汎用デ
ジタル・マイクロプロセッサ、または、それらステップもしくは同等ステップを実行する
ハードウェアやハードウェアとソフトウェアの組み合わせを含む。プログラミングは例え
ば、必要なプログラムコードが収められたコンピュータ可読媒体（携帯メモリ媒体など）
から、または遠隔地からの伝達（伝達経路経由など）により、遂行することもできる。
【００１９】
　「対電極」とは、作用電極と併せて使用する電極を指し、この電極を通過する電気化学
的流れは、作用電極を通過する流れと大きさが等しく符号が逆である。「対電極」という
用語は、参照電極としても機能する対電極（例えば対／参照電極）を含むことが意図され
る。ただし、「対電極」が参照電極または対／参照電極を含まないことが説明により規定
された場合にはこの限りではない。
【００２０】
　「電気化学的センサー」または「電気化学的センサーストリップ」およびそれらの変化
形とは、電気化学的な酸化反応及び還元反応を介して検体の存在を検知したり、検体の濃
度を測定するように構成された装置である。これらの反応は、検体の量または濃度に相関
することのできる電気信号に変換される。
【００２１】
　「電解」とは、電極において直接か、または１つ以上の電子伝達剤（例えば酸化還元媒
介剤や酵素）を介して、行われる化合物の電気酸化または電解還元をいう。
　「電子伝達剤」とは、酸化還元媒介剤と検体との間、または作用電極と検体との間にお
いて電子を運搬する分子である。電子伝達剤は、酸化還元媒介剤と組み合わせて使用する
こともできる。
【００２２】
　「対面電極」または「対向電極」とは、作用電極の作用面が対電極の表面に対して実質
的に逆向きに配置された状態の、作用電極と対電極との構成を指す。
　ものを「転送する」とは、物理的移動によるか既知のその他の方法の利用（可能な場合
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）によるかを問わず、ある場所から次の場所にものを移す一切のことを意味し、少なくと
もデータの場合には、データを収めた媒体を物理的に移動させること、または伝達経路（
電気的、光学的または無線的経路を含む）通じてデータを伝達することを含む。
【００２３】
　「指示電極」とは、試料室や測定区域が部分的または全体的に充填されたことを検知す
る１つ以上の電極を含む。
　「層」とは、１つまたはそれより多い層を含む。
【００２４】
　データ項目は、次のような場合、メモリ内で互いに「リンク」する。すなわち、同じデ
ータ入力（例えばファイル名、ディレクトリ名または検索用語）によって、この項目が（
同一ファイル内であるか否かを問わず）検索された場合、または１つ以上のリンク項目の
入力によって、１つ以上のその他のリンク項目が検索された場合。
【００２５】
　「こともできる」とは、任意的であることを指す。
　本明細書において「測定区域」とは、試料室の領域であって、試料のうち検体アッセイ
中に調べられることになる一部分のみを収容するサイズを有する領域として定義される。
【００２６】
　「メモリ」または「メモリユニット」とは、プロセッサによる信号としての検索用に情
報を記憶することのできる任意の装置を指し、磁気的または光学的装置（ハードディスク
、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤまたはＤＶＤなど）またはソリッドステートメ
モリ装置（揮発性または不揮発性ＲＡＭなど）を含むこともできる。メモリまたはメモリ
ユニットは、同種または異種の２つまたはそれより多い物理的記憶装置を有することもで
きる（例えばメモリは、多数のハードドライブや多数のソリッドステートメモリ装置のよ
うな多数のメモリ装置、またはハードディスクとソリッドステートメモリ装置とのある種
の組み合わせを有することもできる）。
【００２７】
　「不拡散性」、「不浸出性」または「不放出性」化合物とは、検体アッセイの継続期間
中に、作用電極の作用面からほぼ拡散しない化合物である。
　「拡散性」、「浸出性」または「放出性」化合物とは、検体アッセイの継続期間中に、
作用電極の作用面からかなり拡散する化合物である。
【００２８】
　「平坦電極」または「共面電極」とは、作用電極の作用面が対電極の表面に対して少な
くともほぼ平面的になるように配置された状態の、作用電極と対電極との構成を指す。「
平坦電極」または「共面電極」は通常、同一基板上に位置する。
【００２９】
　センサーからの信号データの「読み取り」とは、センサーからの信号データの検知（検
知器または計器によるような）を指す。このデータはメモリに（比較的短期間か長期間か
を問わず）保存することもできる。
【００３０】
　何かを「受け取る」とは、物理的なものの引き渡しのような任意の可能な手段により、
それを得ることを指す。情報を受け取る場合、情報は、伝送（本明細書に記した種類の伝
達経路を通じた電気信号または光信号によるような）の結果としてのデータとして得るこ
ともでき、または情報を収めた何らかのその他の媒体（磁気的、光学的またはソリッドス
テートメモリ装置など）の読み取りからの電気信号や光信号として得ることもできる。し
かしながら、伝達から情報を受け取る場合、情報は、その他の場所（ローカルまたは遠隔
）からの当該情報の伝送の結果として受け取られる。
【００３１】
　「酸化還元媒介剤」とは、検体と作用電極との間において、直接にかまたは電子伝達物
質を介して、電子を運搬するための作用物質である。
　「参照電極」とは、対電極としても機能する参照電極（例えば対／参照電極）を含む。
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ただし、「参照電極」が対／参照電極を含まないことが説明により規定された場合には、
この限りではない。
【００３２】
　一方が他方と「遠隔」であるという場合、これは、この２つが少なくとも異なる建物内
にあって少なくとも１マイル、１０マイルまたは少なくとも１００マイル離れていること
もできることを指す。異なるものが互いに「ローカル」であるという場合、それらは互い
に遠隔であるわけではない（例えば、同じ建物内または建物の同じ室内にあることができ
る）。
【００３３】
　「作用電極」とは、酸化還元媒介剤の仲介有りまたは無しで、検体を電気酸化または電
気還元する電極を指す。
　「作用面」とは、作用電極の一部分であって、不浸出性の酸化還元媒介剤で被覆され試
料に曝される部分、または酸化還元媒介剤が拡散性の場合には作用電極のうち試料に曝さ
れる部分である。
【００３４】
　また、本出願全体を通して「覆う」、「下部」、「前」、「後ろ」、「上部」、「上」
および「下」のような語が相対的な意味でのみ使用されることも、正しく理解されるべき
である。
【００３５】
　２つまたはそれより多いもの（例えば要素またはプロセス）を選択的な「または（もし
くは）（や）」を用いて示す場合、これは、それらのいずれかが別個に存在できること、
またはそれらの組み合わせが１つになって存在できることを示す。ただし、ある１つの存
在によって必然的に他方または残りのものが排除される場合にはこの限りではない。
【００３６】
　列記した方法は、列記した順序で、または論理的に可能なその他の順序で実行すること
ができる。単数のものへの言及は、それと同じものが複数存在する可能性を含む。
　本発明について説明する前に、本発明が、当然多様であるようなものとして、説明する
具体的実施例に限定されないことを理解すべきである。また、本明細書において使用する
用語が、具体的実施例を説明する目的に限定されたものであって制限的であるように意図
されたものでないことも理解すべきである。と言うのも、本発明の範囲は、添付の請求項
によってのみ制限されるためである。
【００３７】
　数値範囲が規定された場合、文脈により別途明確に規定されない限り、当該範囲の上限
と下限との間における、下限の１０分の１の単位までの各介在値と、その記載範囲内のそ
の他の記載値または介在値とが本発明の範囲内に含まれることが理解される。これらのよ
り狭い範囲の上限および下限は、当該より狭い範囲内に別個に含まれることもでき、同様
に本発明の範囲内に含まれる。ただし、かかる記載範囲において特に除外された限界によ
って左右される。当該記載範囲が限界の一方または両方を含む場合、当該含まれる限界の
一方または両方を除く範囲もまた、本発明内に含まれる。
【００３８】
　別途定義されない限り、本明細書において使用する全ての技術的および科学的用語は、
本発明が属する当該技術分野の当業者によって広く理解された意味と同じ意味を有する。
本発明の実施またはテストには、本明細書に説明するものと類似または同等の方法および
材料もまた、用いることができるものの、好ましい方法および材料について説明する。本
明細書に記す全ての刊行物は、関連性から当該刊行物が引用された方法や材料を開示し説
明するために、参照により本明細書に組み込まれる。
【００３９】
　本明細書および添付の請求項において使用する場合、文脈により別途明確に規定されな
い限り、単数形が複数の指示物を含むことに留意しなければならない。
　本明細書において考察する刊行物は、本出願の出願日よりも前の開示内容に関してのみ
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提供される。本明細書のいかなる内容も、先行発明の効により本発明がかかる刊行物に先
行する権利を有さないことの承認として解釈されるべきではない。さらに、提供される刊
行物の日付は実際の刊行日とは異なる可能性があり、別個に確認する必要がある可能性が
ある。
【００４０】
　本開示内容を読めば当業者にとって明白になるように、本明細書において説明し例示す
る個別実施例の各々は、個別の構成要素および特徴を有し、この特徴は、本発明の範囲ま
たは趣旨から逸脱することなく、その他の幾つかの実施例の特徴と容易に分離または結合
することもできる。
【００４１】
　装置
　上記の通り、本発明の実施例は、コーナー充填式検体センサーを含む。これが意味する
ものは、センサー角部をある体積の試料に接触させることにより使用者がセンサー試料室
（テスト領域）に試料を充填することを可能にするように適合されたセンサーである。上
記の通り、センサー角部における試料充填は、端面充填、上部充填または側部充填用に構
成された従来型センサーでは不可能である。
【００４２】
　本発明のセンサーは、多種多様な検体の定量に適合されていることもでき、ブドウ糖は
、本明細書において例示目的のためにのみ、主として用いられ、いかなる点でも本発明の
範囲の制限を意図するものではない。追加的な検体は、例えばアセチルコリン、アミラー
ゼ、ビリルビン、コレステロール、絨毛性ゴナドトロピン、クレアチンキナーゼ（例えば
ＣＫ－ＭＢ）、クレアチン、ＤＮＡ、フラクトサミン、ブドウ糖、グルタミン、成長ホル
モン、ホルモン、ケトン、乳酸塩、過酸化物、前立腺特異抗原、プロトロンビン、ＲＮＡ
、甲状腺刺激ホルモンおよびトロポニンを含む。また、例えば抗生物質（例えばゲンタマ
イシン、バンコマイシンおよび類似物）、ジギトキシン、ジゴキシン、乱用薬物、テオフ
ィリンおよびワルファリンのような薬物の濃度を定量することもできる。
【００４３】
　センサーは、例示目的のためにのみ、主として電気化学的センサーとして説明され、こ
の説明はいかなる点でも、本発明の範囲の制限を意図するものではない。センサーが電気
センサー以外、例えば光センサーであることもできることを理解すべきである。
【００４４】
　図１Ａと、図１Ａの部分拡大図である図１Ｂとに示した通り、センサー１０の角部は、
皮膚表面のような表面Ｓ上に存在する流体試料Ｆに接触する（例えば図２Ａ、２Ｂおよび
２Ｃも参照）。試料室３０の入口３２は、角部を流体試料に接触させることにより試料が
入口３２を経て試料室３０内に引き込まれるように、センサーの角部に、または実質的に
その近くに配置される。下記においてより一層詳細に説明する通り、試料室内には、１つ
以上の検体定量電極の少なくとも一部分が存在する。この実施例においてセンサー１０と
表面Ｓとによって形成される角度αは、約０度から約９０度、例えば約３０度から約６０
度の範囲である。
【００４５】
　本発明の実施例に従えば、試料室の入口、すなわち引込口は、センサー角部の付近に配
置される。この配置によって、１つ以上の身体的障害を有する使用者が、センサー角部の
位置を見つけるだけで容易に、試料室入口の位置を特定することができるようになる。従
って、センサー角部を試料に接触させるだけで、試料室に適切な量の試料を容易に充填す
ることもできる。それに伴って試料は、例えば毛管力により、試料室内に引き込まれる。
センサー角部は、丸みを帯びた角部または（例えば、実質的に直角またはその他の角度を
有する）角ばった角部であることもでき、くぼみを含むこともできる。
【００４６】
　ある実施例において試料室入口は、センサー角部にあることもでき、その他の実施例に
おいて試料室入口は、センサー角部の、例えばストリップ前縁（試料供給縁端ともいう）
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のかなり近くに、例えば僅かにずれたかまたは隣接した位置にあることもできる。本セン
サーにおいて、センサー前縁からの距離は最小限に抑えられ、それによって、センサー前
縁の１つ以上の角部を介した試料充填が可能となる。試料室と遠位縁端との距離を最小限
に抑えることにより、試料室入口の位置を見つける容易なやり方が使用者にもたらされる
だけでなく、また、試料充填時間も、それに伴い全アッセイ時間も短縮される。例えば、
センサーを用いて正確なテストを行うためには、最小試料滴（例えば最小試料量）が必要
である。それに応じて、試料室入口が角部に隣接する実施例においては、センサー前縁と
試料室入口との距離、すなわち、センサー前縁からの角部充填距離が極めて短く、例えば
、センサーに接触する試料滴の半径未満である。ある実施例において当該距離（例えば図
２、７および８の距離Ｄ参照）は約０ｍｍから約２．０ｍｍ、例えば約０．０１ｍｍから
約１．０ｍｍの範囲であることもでき、ある実施例において当該距離は約０．３ｍｍであ
ることもできる。センサー端部（前縁とは反対の縁端）に接続された計器から試料室まで
距離は約１０ｍｍから約５０ｍｍ、例えば約３０ｍｍから約４０ｍｍの範囲であることも
できる。
【００４７】
　ある実施例においては、センサーの複数の角部が、例えば２つ以上の角部が試料室入口
を含む。センサーは、ストリップ（一般にテストストリップまたはセンサーストリップと
呼ばれる）の形状で、例えばアボット・ダイアベティス・ケア社の「フリースタイル」ス
トリップに類似した形状で、四辺形（例えば正方形または長方形）であることもできる。
本発明のテストストリップは、試料充填用の第一の部分または第一端部と、ストリップと
共に使用される計器への電気的結合用の第二の、例えば反対側の部分または第二端部とを
有する四角形として説明することもできる。四角形またはそれに類似した形状のセンサー
の試料充填端部は、前縁または試料供給縁端（例えば、長軸に対して実質的に横断する縁
端）に２つの角部を含む。試料室入口は、前縁の一方の角部の付近に配置されることもで
き、または両方の角部の付近に配置されることもできる。例えば、一方または両方の角部
が試料室入口を含むこともでき、または試料室入口が一方または両方の角部から僅かにず
れる（センサー前端から僅かに後退する）こともできる。多くの実施例においてセンサー
、例えばテストストリップは、２つの試料室入口を含み、第一の入口は第一角部の付近に
配置され、第二の入口は第二角部の付近に配置され、第二角部は、第一角部の実質的に反
対側のセンサー側面にある。試料室は、第一側面から反対の第二側面までセンサーの全幅
を横断することもでき、例えば、センサー長軸に対して実質的に横断的で、例えば図１Ａ
、１Ｂ並びに２Ａおよび２Ｃに示した通りにセンサーの全幅を横断することもできる。試
料室は、その開口部の終端がセンサーの各側面に、または１側面だけにあることもできる
。
【００４８】
　ある実施例において試料室は、センサー長軸に対して実質的に平行であることもできる
。図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃは、本発明に従う検体センサーの３つの例示的実施例を示す。
図２Ａおよび２Ｃは、試料室３０がセンサー長軸に対して実質的に横断的なセンサーを示
す。図２Ａおよび２Ｃの実施例において試料室３０は、通気のために両側面の縁端まで伸
びる。図２Ｂは、試料室３０がセンサー長軸に対して実質的に平行で且つこの実施例にお
いては通気口３４を含むセンサーを示す。示した通り、センサー角部を試料に接触させる
ことにより試料Ｆを各センサーの試料室内に収容することもできる。上記の通り、各セン
サーの距離Ｄは、流体試料滴Ｆの半径未満であることもできる。
【００４９】
　試料室入口は、センサーの２つまたはそれより多い縁端交点または交点の付近に配置さ
れることもできる。具体的にはセンサーを、その縁端または側面により特徴づけることも
できる。縁端は、直線状または非直線状であることもでき、特定の縁端は交差することも
できる。試料室入口は、縁端交点をある体積の試料に接触させることにより試料をテスト
のために試料室内に引き込むように、縁端交点の付近に配置することもできる。
【００５０】
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　本発明の検体センサーは、任意の試料体積内における検体の濃度測定に適合されている
こともできるが、小体積試料内における、例えば、体積が約１μＬ以下の、例えば約０．
５μＬ以下、例えば約０．２５μＬ以下、例えば約０．１μＬ以下の試料内における、検
体の濃度定量に特に有用である。いくつかの実施例において試料体積は、０．０５μＬほ
どの小体積、または０．０３μＬほどの小体積であることもできる。本発明のセンサーは
、参照により本明細書に開示内容が組み込まれた米国特許出願第１１／２２５，６５９号
において説明される通りに構成することもでき、この構成では、試料室を全体的または部
分的に充填する体積の試料を用いて、正確な検体測定値を得ることもできる。
【００５１】
　図を参照すると、図３、４、５および６は、本発明のセンサー１０の例示的実施例の概
略的平面図であり、図７は、図３のセンサー１０の透視図である。図３、４、５および６
のセンサーは概ね類似したものであるが、図４のセンサーが肩状部４を含み、図５のセン
サーが、２本指が収まる凹み３６の形状の肩状部４を含み、図６のセンサーが、漸減的に
先細になる肩状部４を含む点が異なる。図３、４および６のセンサーの試料室３０は、セ
ンサー角部Ｃ１およびＣ２並びに前縁１７のかなり近くに終端があり、図５のセンサー１
０の試料室３０は、角部Ｃ１およびＣ２に終端がある（図２Ｃのセンサーも参照、この試
料室は角部Ｃ１およびＣ２に終端がある）。
【００５２】
　図７に最も良く示された通り、センサー１０は、第一基板１２と、第二基板１４と、そ
れらの間に配置されたスペーサ１５と、入口３２のある試料室３０とを含む。下記におい
て説明する通り、センサー１０は、少なくとも１つの作用電極と、少なくとも１つの対電
極とを含む。センサー１０は層状構造で、この具体的実施例においては実質的に四角形で
あり、すなわち、その長さがその幅よりも長いが、同様にその他の形状、例えば四角形、
三角形、不規則形状、複雑形状などであることもできる。
【００５３】
　センサー１０を、縁端または側面１７、１８、１９および２０により特徴づけることも
できる（四辺形センサーに関して）。第一縁端１９とその反対側の第二縁端２０とは、セ
ンサー軸に対して実質的に平行である。本明細書において遠位縁端、前縁または試料供給
縁端もしくは充填縁端もしくは端部と呼ばれる第三縁端１７と、本明細書において近位縁
端または計器接続縁端もしくは端部と呼ばれる反対側の第四縁端１８とは、センサー軸に
対して実質的に横断的である。示した通り、縁端１９および２０と遠位縁端との交差によ
り、２つの遠位角部が区画され、縁端１９および２０と近位縁端との交差により、２つの
近位角部が区画される。具体的には、縁端２０と縁端１７との交差により第一角部Ｃ１が
区画され、縁端１９と縁端１７との交差により第二角部Ｃ２が区画され、縁端２０と縁端
１８との交差により第三角部Ｃ３が区画され、縁端１９と縁端１８との交差により第四角
部Ｃ４を区画される。
【００５４】
　図７に示されるようなある実施例において試料室３０、そしてそれに伴い入口３２も、
Ｃ１やＣ２の付近の、センサー遠位縁端に非常に近い位置に配置され、より具体的には、
センサー角部が試料流体滴に接触して試料が試料室に引き込まれるほど、センサー遠位縁
端の十分近くに配置される。示した通り、図７の試料室３０は、センサー試料供給縁端１
７からわずかに後退した位置にある。上記の通り、本テストストリップのこの距離Ｄは最
小限に抑えられる。
【００５５】
　センサーの寸法は様々であることもできる。ある実施例において本発明のセンサーの全
長は、約１０ｍｍ以上から約５０ｍｍ以下であることもできる。例えば、全長は約３０か
ら４５ｍｍ、例えば約３０から４０ｍｍであることもできる。センサーを作る基板の長さ
は同一かまたは異なることもできる。ある実施例においてセンサーストリップ１０の幅は
、約１ｍｍ以上、約１５ｍｍ以下であることもできる。例えば、幅は約３から１０ｍｍで
あることもできる。ある実施例においてセンサーは可変幅であることもできる（例えば図
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４、５および６のセンサー参照）。１つの具体例においてセンサー１０は、長さが約３０
ｍｍで幅が約６ｍｍである。可変幅実施例においてセンサーは、長さが約３０ｍｍで幅が
約２．５ｍｍから約６ｍｍの範囲、例えば近位端の幅が約６ｍｍで遠位端の幅が約２．５
ｍｍであることもできる。基板１２と１４との厚さは、同一かまたは異なることもでき、
変動することもでき、ある実施例において各基板の厚さは、約０．０５ｍｍ以上で通常は
約３ｍｍ以下、例えば約０．２０ｍｍから約１ｍｍであることもできる。ある実施例にお
いて厚さは約０．２５ｍｍである。基板１２、１４の幅や厚さが増すにつれて、基板１２
および基板１４の一方または両方の長さを、より短くすることも、より長くすることもで
きることを理解すべきである。図８に示した通り、基板やスペーサ層が全て異なる長さ（
や幅）であることもできる。
【００５６】
　コーナー充填式ストリップの使用は、代替部位テスト（指先以外の身体部位から、例え
ば前腕、脚、腹などからのテスト）のために特に有利である。例えばコーナー充填式セン
サーは、使用者がセンサー角部を使用者の皮膚に接触させた場合、代替テスト部位（例え
ば前腕）の近くに静止することもできる。上記の通り、本センサーは有利なことに、電量
分析法、電流測定法、電位差測定法、反射率測定法、または当業者が理解するその他の技
法を用いて信頼できるテストを行うために、約１マイクロリットル未満のような比較的少
量の体液試料しか使用しない。これは、代替部位テストのために重要であり、指部位でテ
ストを行った場合に比べ、代替部位で同じ切開作業を行った場合、通常、より小さい体積
の試料しか利用できない。
【００５７】
　センサー１０は通常、電気的計器と共に使用するように構成され、この計器は、ＰＣま
たはその他の電子機器に接続可能であることもできる。接続は有線または無線であること
もできる。
【００５８】
　本発明のセンサーは、「一体型装置」内への、すなわち、内部にセンサー、計器のよう
な少なくとも第二の要素、およびランセットまたは類似物のような皮膚穿孔要素、もしく
はセンサー、計器のような少なくとも第二の要素、またはランセットまたは類似物のよう
な皮膚穿孔要素のある装置内への包含に特に好適である。いくつかの実施例においてセン
サーは、計器とランセットとの両方と一体化することもできる。多数の要素を１つの装置
内にまとめると、検体レベルを得るために必要な装置の数が減り、試料採取プロセスが促
進される。例えば実施例は、１つ以上の本センサーと、皮膚穿孔要素と、ストリップに供
給された試料内における検体の濃度定量用のプロセッサとを含むハウジングを、含むこと
もできる。複数のセンサーをハウジング内部のカセット内に保持することもでき、使用者
によって作動され次第、センサーを１つだけ、少なくともその一部分がハウジングから外
に出るように、カセットから使用のために繰り出すこともできる。
【００５９】
　本センサーの様々な構成要素について、より一層詳細に説明する。
　基板
　センサー１０は第一および第二の基板１２、１４を有し、各基板は不導電性の不活性基
板であり、両基板がセンサーの全体的な形状およびサイズを形成する。基板１２、１４は
、実質的に剛体的または実質的に可撓性であることもできる。ある実施例において、基板
１２、１４は可撓性または変形性である。基板１２、１４に好適な材料の例はポリエステ
ル、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ナイロンおよびその他の「プラ
スチック」または重合体を含むが、それらに限定されない。ある実施例において基板材料
は「メリネックス」ポリエステルである。また、紙などのようなその他の不導電材料を使
用することもできる。
【００６０】
　スペーサ層
　上記の通り、基板１２と基板１４との間にはスペーサ１５が配置される。スペーサ１５
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は、第一基板１２と第二基板１４とを分離する。スペーサ１５は、不活性の不導電層であ
り通常、基板１２、１４と少なくとも同程度の可撓性および変形性（または剛性）を有す
る。ある実施例においてスペーサ１５は、接着層または両面接着テープもしくはフィルム
である。スペーサ１５用に選択する接着剤は、正確な検体測定を妨害する材料の拡散また
は放出を、防止または最小化するように選択すべきである。
【００６１】
　スペーサ１５の厚さは、試料室の奥行を規定し、毛管容積を有する試料室を区画する寸
法にすることもできる。ある実施例においてスペーサ１５の厚さは、約０．０１ｍｍ（１
０μｍ）以上で約１ｍｍまたは約０．５ｍｍ以下であることもできる。例えば、厚さは約
０．０２ｍｍ（２０μｍ）から約０．２ｍｍ（２００μｍ）であることもできる。ある実
施例において厚さは約０．０５ｍｍ（５０μｍ）で、別の実施例では約０．１ｍｍ（１０
０μｍ）であることもできる。
【００６２】
　スペーサ１５の長さは、基板１２や基板１４の長さよりも短くても長くても良く（例え
ば図８参照、そのスペーサ１５の少なくとも長さは、少なくとも一方の基板よりも短い）
、およびスペーサと一方または両方の基板とが長軸に沿ってずれることもできる、もしく
はスペーサ１５の長さは、基板１２や基板１４の長さよりも短くても長くても良く（例え
ば図８参照、そのスペーサ１５の少なくとも長さは、少なくとも一方の基板よりも短い）
、またはスペーサと一方または両方の基板とが長軸に沿ってずれることもできる。スペー
サ１５の幅は、基板の幅と同一かまたは異なることもでき、多くの実施例において幅は通
常、基板１２および基板１４の幅と同一である。
【００６３】
　試料室
　上記の通り、本発明に従うセンサーは、分析することになる試料体積を受け取るための
試料室３０を含み、この試料室は、センサーの１つ以上の交差縁端の付近に配置された１
つ以上の試料室入口を含む。試料室３０は、試料室３０内に試料が提供された場合に試料
が作用電極と対電極との両方に電解接触するように構成され、それによって、電極間に電
流が流れて検体の電解（電気酸化または電気還元）が行えるようになる。上記の通り、か
つ、例えば図７に示した通り、試料室３０は部分的には、基板１２、基板１４およびスペ
ーサ１５によって規定される。
【００６４】
　試料室３０は、内部に生物学的流体試料を受け取るために十分な容積を有する。センサ
ー１０が小体積センサーの場合のような幾つかの実施例において試料室３０は、約１μＬ
以下の、例えば約０．５μＬ以下、また例えば約０．２５μＬ以下の容積を有する。また
、約０．１μＬ以下の容積も試料室３０に好適であり、約０．０５μＬ以下および約０．
０３μＬ以下の容積も同様である。試料室３０は、分析することになる試料の、毛管力ま
たはその他の表面張力による試料室３０内への引き込みを促進する寸法を有する。基板１
２と１４と間にスペーサ１５を含む実施例においては、試料室３０の厚さは通常、スペー
サ１５の厚さである。
【００６５】
　試料室３０内には測定区域（示さず）が含まれ、この区域は、試料室の、試料の一部分
のみを含む領域であって、この一部分が検体アッセイ中に調べられる。いくつかの実施例
において、測定区域の容積は試料室３０の容積とほぼ同じである。いくつかの実施例にお
いて測定区域は、試料室の１００％以下を、例えば９０％以下、例えば８０％以下、例え
ば７５％以下を占める。ある実施例においては、前述の特許出願第１１／２２５，６５９
号において説明される通り、測定区域は完全に充填するが試料室は部分的に充填しただけ
で、試料の正確な測定値を得ることもできる。
【００６６】
　電極
　センサーは、作用電極と、少なくとも１つの対電極とを含む。対電極は、対／参照電極
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であることもできる。多数の対電極が存在する場合、対電極の１つを対電極にし、１つま
たはそれ以上を参照電極にすることもできる。図９および１０は、２つの例示的な電極構
成を示す。
【００６７】
　作用電極
　センサー１０の第一基板１２および第二基板１４の一方には、少なくとも１つの作用電
極が配置される。これらの具体的実施例において作用電極２２は、例示目的のためにのみ
、基板１２上に示される。作用電極２２は、その一部分が試料室３０の領域内に存在し、
いくつかの実施例においては、計器への接続用のような、試料室からセンサー端部１８ま
で伸びる導体トレースを含む。
【００６８】
　作用電極２２は、任意の好適な導電材料のような、例えば金、炭素、プラチナ、二酸化
ルテニウム、パラジウムまたはその他の不腐食性導電材料のような導電材料の層であるこ
ともできる。作用電極２２は、２つ以上の導電材料の組み合わせであることもできる。好
適な導電性エポキシの例は、ＥＣＣＯＣＯＡＴ　ＣＴ５０７９－３炭素充填導電性エポキ
シ系塗膜（マサチューセッツ州ウォーバーンのＷ．Ｒ．グレース・カンパニーから入手可
能）である。作用電極２２の材料は通常、電気抵抗が比較的小さく、通常、動作中のセン
サーの電位範囲にわたって電気化学的に不活性である。
【００６９】
　作用電極２２は、様々な方法により基板１２に加えることもできる。作用電極２２は、
平坦表面または押し出し表面もしくは別途くぼんだ表面に、蒸着もしくは真空蒸着による
ように被着するか、または別途、スパッターもしくは印刷するか、あるいは別個の担体も
しくはライナーから転写するか、食刻するか、または型成形することもできる。好適な印
刷方法はスクリーン印刷、圧電印刷、インクジェット印刷、レーザー印刷、写真平板およ
び塗装を含むが、それらに限定されない。
【００７０】
　上記の通り、作用電極２２の少なくとも一部分は、検体分析のために対電極２４と併せ
て試料室３０内に設けられる。
　対電極
　センサーは、試料室内に配置された少なくとも１つの対電極を含む。図８において対電
極２４は基板１４上に示されて離間対向電極対を有するセンサーを提供し、図９において
対電極２４は基板１２上に存在して共面電極対を有するセンサーを提供する。対電極２４
は、その一部分が試料室３０の領域内に存在し、いくつかの実施例においては、計器への
接続用のような、試料室部分からセンサー端部１８まで伸びる導体トレースを含む。
【００７１】
　対電極２４は、作用電極２２に類似したやり方で構築することもできる。対電極２４を
作製するために、作用電極２２を構築するために利用可能なものと同じ材料および方法を
用いることもできるが、また、異なる材料および方法を用いることもできる。対電極２４
は、Ａｇ／ＡｇＣｌおよび炭素のような、多数の導電材料の混合物を含むこともできる。
【００７２】
　電極構成
　作用電極２２と対電極２４とは、互いに反対側に向き合って配置され、対面電極を形成
することもできる。例えば図９を参照すると、同図では作用電極２２は基板１２上にあり
、対電極２４は基板１４上にあって対面電極を形成する。それに代わって作用電極２２と
対電極２４とは、同一基板上のように、互いに対して実質的に平面的に配置され、共面電
極または平坦電極を形成することもできる。図１０を参照すると、作用電極２２と対電極
２４との両方が基板１２の表面の一部分を占め、それに伴って共面電極を形成する。
【００７３】
　指示電極
　センサーは、第一基板１２や第二基板１４上に配置された少なくとも１つの指示電極（
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示さず）を含むこともできる。指示電極を用いて、試料室３０に試料がいつ十分に充填さ
れたかを検知し、測定区域３０の部分的充填を防止する。
【００７４】
　指示電極は、作用電極２２や対電極２４に類似したやり方で構築することもできる。指
示電極に好適な材料および方法は、作用電極２２や対電極２４に用いたものと同じ材料お
よび方法を含むが、また、異なる材料および方法を用いることもできる。例えば炭素は、
指示電極２４に使用することもできる材料である。
【００７５】
　ある実施例において指示電極は、試料室３０内に配置され、指示電極と試料室入口との
間に、少なくとも作用電極２２を配置することもできる。ほとんどの実施例においては対
電極２４もまた、指示電極と試料室入口との間に配置される。生物学的流体試料が試料室
入口３２を経て試料室３０内に入り次第、作用電極２２を通過し、その後、指示電極に接
触するように、指示電極はそのような位置に配置される。
【００７６】
　指示電流に試料が接触し次第、指示電極は、取り付けられた計器への信号源となる。好
適な信号は、例えば電圧、電流、抵抗、インピーダンスまたは静電容量を含む。信号は計
器や使用者に対して、アッセイを開始するのに十分な試料が測定区域に存在することを表
示する。この表示は、視覚標示や聴覚信号や振動信号であることもでき、または計器を、
アッセイを自動的に開始するように構成することもできる。
【００７７】
　化学
　酸化還元媒介剤
　検体を分析するために、化学物質（センシング化学物質、検体反応化学物質または試薬
）が提供される。このセンシング化学物質は、酸化還元媒介剤および第二の電子伝達媒介
剤を含むこともできるが、いくつかの事例においては、その一方または他方を単独で使用
することもできる。酸化還元媒介剤および第二の電子伝達剤は、その一方または両方が拡
散性もしくは浸出性またはそうでないこともできるほど別個に、拡散性もしくは浸出性ま
たは不拡散性もしくは不浸出性であることもできる。本明細書における考察目的のために
は、「拡散性」という用語は、「拡散性または浸出性」を表すために使用され、「不拡散
性」という用語は、「不拡散性または不浸出性」およびそれらの変化形を表すために使用
される。酸化還元媒介剤は空気酸化性であることもできる。
【００７８】
　化学成分の配置は、様々な要因に、例えば化学成分が拡散性であるか否かに、左右され
る可能性がある。例えば、不拡散性および拡散性、もしくは不拡散性または拡散性の両成
分が、作用電極２２上に検出層を形成することもできる。それに代わって１つ以上の拡散
性成分が、分析することになる試料の導入の前に、試料室３０内のいずれかの表面に存在
することもできる。別の例として、試料室３０内への試料の導入の前に、試料内に１つ以
上の拡散性成分を置くこともできる。
【００７９】
　酸化還元媒介剤が不拡散性の場合、酸化還元媒介剤は、例えば層として、作用電極２２
上に配置することもできる。酸化還元媒介剤および第二の電子伝達剤を有する１つの実施
例において、酸化還元媒介剤および第二の電子伝達剤が共に不浸出性の場合、両成分を、
個々の層として作用電極２２上に配置するか、または一緒にして単一層として塗布するこ
ともできる。
【００８０】
　酸化還元媒介剤は、拡散性であるか否かを問わず、作用電極２２と検体との間における
流れを媒介し、電極上での直接的な電気化学反応に適さない分子の電気化学的分析を可能
にする。同媒介剤は、電極と検体との間における電子伝達剤として機能する。
【００８１】
　本発明のセンサーにおいては、任意の好適な化学物質を用いることもできる。例えば、
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使用することもできる酸化還元媒介剤は、遷移金属化合物または錯体である。好適な遷移
金属化合物または錯体の例はオスミウム、ルテニウム、鉄およびコバルトの化合物または
錯体を含むが、それらに限定されない。これらの錯体において遷移金属は、１つ以上の配
位子に配位結合により結合され、この配位子は通常、一座、二座、三座または四座である
。酸化還元媒介剤は、高分子酸化還元媒介剤または酸化還元重合体（例えば、１つ以上の
酸化還元種を有する重合体）であることができる。好適な酸化還元媒介剤および酸化還元
重合体の例は、例えば米国特許第６，３３８，７９０号、第６，６０５，２００号および
第６，６０５，２０１号に開示される。
【００８２】
　第二の電子伝達剤
　上記の通り、本発明のセンサーは、酸化還元媒介剤と、酸化還元媒介剤および検体との
間で電子をやり取りすることのできる第二の電子伝達剤とを含むこともできる。第二の電
子伝達剤は、拡散性または不拡散性であることもできる。好適な第二の電子伝達剤の１つ
の例は、検体の反応を触媒する酵素である。例えば検体がブドウ糖の場合には、ブドウ糖
酸化酵素、またはピロロキノリンキノンブドウ糖脱水素酵素（ＰＱＱ）のようなブドウ糖
脱水素酵素が使用される。その他の検体には、その他の酵素を使用することもできる。こ
れらの酵素は、酸化還元媒介剤を介して検体と電極との間において電子を伝達することに
より、検体の電解を触媒する。
【００８３】
　センサーの製造
　上記センサー実施例は、スペーサ１５によるような、基板１２と１４とが離間したサン
ドイッチ状または層状の構造である。この構造は、任意の好適なやり方で様々な層を積層
して１つにすることにより作製するか、または任意の好適な方法を用いて作製することも
できる。本発明のセンサーは型成形することもできる。
【００８４】
　型成形は、少なくとも２つの導電性離間電極（例えばワイヤー）を金型内に配置するス
テップと、少なくとも１つの試料室開口部がセンサー角部の付近に設けられるように、電
極の周囲に絶縁材料製の本体を型成形するステップとを含むこともできる。より具体的に
は型成形は、型成形の前または後に少なくとも２つの導電性離間電極（例えばワイヤー）
を金型内に配置するステップと、１つ以上の化学物質で少なくとも１つの電極を処理して
処理電極の電気的特性が、流体試料に接触し次第、変化するようにするステップと、電極
の周囲に絶縁材料製の本体を型成形して１つの端部においてセンサー角部の付近に少なく
とも１つの試料室開口部が設けられるようにするステップとを含むこともできる。本体は
多数個に分けて、例えば、本体部とエンドキャップとを型成形後に互いに取り付けて完成
させる２個として型成形するか、または１個として型成形することもできる。
【００８５】
　方法
　また、検体を定量する方法も提供される。通常、センサー角部を生物学的流体試料に接
触させることにより、試料がセンサー試料室内に入り、この試料室内で検体レベルが定量
される。検体は、本明細書において説明したものを含むがそれらに限定されない。ある実
施例において定量されるのは、血液または間質液内におけるブドウ糖レベルである。多く
の実施例において生物学的流体源は、例えば切開装置または類似物で患者の皮膚を穿孔し
た後、患者から引き出される血液滴であり、この装置は、ある実施例における一体型装置
内に、本発明のセンサーと共に存在することもできる。
【００８６】
　従って実施例は、皮膚領域を穿孔して穿孔部位から血液を流出させるステップと、この
部位の血液をセンサー角部に接触させ、それによって血液が分析のために試料室内に入る
ことを可能にするステップとを含む。ある実施例においては毛管力により、試料を試料室
内に引き込むこともできる。
【００８７】
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　センサーは通常、試料との接触の前または後に計器に、例えば米国特許第６，９２４，
５１８号および第６，８９３，５４５号において説明される通りの計器に接続される。あ
る実施例においてコーナー充填式センサーは、センサー角部をテストしたい試料に接触さ
せる前に計器に機能的に接続され、それによってセンサーおよび計器が、より容易に且つ
より便利に使用できるようになる。また、使い易く便利であるように、多くの実施例にお
いて、テストすることになる検体含有体液を得るためのテスト部位（例えば指または代替
テスト部位（例えば前腕、腹または類似部位））の皮膚開口部は、センサーを計器に接続
した後、作ることもできる。
【００８８】
　センサーに取り付け可能な計器は、指示電極（存在する場合）からの信号がいつ受け取
られるかを監視するようにプログラムされ、よって、指示電極への試料の接触の有無およ
び接触時期を表示することもできる。例えば指示電極が作用電極および測定区域の下流に
ある（センサー試料充填端部よりもセンサー計器端部の方に最も近い）実施例においては
、信号が受け取られた場合、測定区域が十分に充填されたことを保証するに足る量の試料
が試料室内に入っている。信号はオン／オフ信号であることもでき、または既存信号の変
化（増大または減少）であることもできる。
【００８９】
　試料源、例えば血液滴へのセンサー角部の接触が済み次第、試料室内の試料は流動しな
くなることもでき、静止したままであることもできる。試料室の寸法によって、試料源が
ない場合は試料が動かないように抑制することもでき、それに伴って試料は、実質的に非
流動状態で試料室内に留まることもできる。約５秒以下、例えば３秒以下と短いかまたは
３０秒以上と長い時間が掛かる分析中、センサーの構造によっては、試料が試料室内で非
流動状態であることが望ましい場合がある。
【００９０】
　本方法の実施例は、任意の体積の試料内における検体濃度を定量するステップを含み、
小体積試料内における、例えば約１μＬ以下の、例えば約０．５μＬ以下、例えば約０．
２５μＬ以下、例えば約０．１μＬ以下の体積の試料内における検体濃度を定量するステ
ップを含む。いくつかの実施例において方法は、約０．０５μＬほどの小体積または約０
．０３μＬほどの小体積の試料内における検体濃度を定量するステップを含む。本発明の
センサーは、米国特許出願第１１／２２５，６５９号において説明される通りに構成する
こともでき、この構成では、試料室を全体的または部分的に充填する体積の試料を用いて
、正確な検体測定値を得ることもできる。
【００９１】
　本方法の実施例は、生物学的流体試料を内部に受け取るのに十分な特定の容積容量を有
する試料室内に、ある体積の生物学的流体を収容するステップを含む。いくつかの実施例
において方法は、容積が約１μＬ以下の、例えば約０．５μＬ以下、例えば約０．２５μ
Ｌ以下、例えば約０．１μＬ以下、例えば約０．０５μＬ以下、例えば約０．０３μＬ以
下の試料室内に、ある体積の試料を収容するステップを含む。試料室は、分析することに
なる試料の、毛管力またはその他の表面張力による試料室内への引き込みを促進する寸法
を有することもできる。
【００９２】
　検体の定量は、任意の好適な技法を用いて遂行することもできる。例えば、検体アッセ
イは、電量分析法や電流測定法や電位差測定法や反射率測定法を用いて遂行することもで
きる。ある実施例において、測定技法はインピーダンス測定法を含む。ある実施例は光度
測定法の利用を含むこともできる。計算方法は、センサーと共に使用するように構成され
た計器およびその他の電子機器の機能となる。計器、電子機器および計算方法に関する詳
細は、例えば米国特許第６，３３８，７９０号およびその他において説明されている。
【００９３】
　センサーは、電極２２、２４に電位を印加してまたは印加せずに操作することもできる
。センサーが電気化学的センサーである１つの実施例においては（本発明はまた、光セン
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サーも含む）、電気化学反応は自然発生的に生じることもでき、センサーの作用電極と対
電極との間に電位を印加する必要はない。別の実施例においては電位を、センサーの作用
電極と対電極との間に印加することもできる。電位は一定または不定であることもでき、
電位の大きさは、少なくとも部分的には酸化還元媒介剤によって決まる。上記の通り、セ
ンサリング化学物質および電極に関連する通りの電位に関する詳細は、例えば米国特許第
６，３３８，７９０号およびその他において考察される。
【００９４】
　ある実施例において検体読み取り結果（処理済みまたは未処理）は、望まれる場合、遠
隔地に転送（伝達によるような）され、かかる遠隔地において更なる使用（更なる処理な
ど）のために受け取ることもできる。「遠隔地」という場合、試料評価装置が存在し試料
評価が行われる場所以外の場所を指す。例えば遠隔地は、同一市内の別の場所（例えば事
務所、検査室など）、異なる市の別の場所、異なる州の別の場所、異なる国の別の場所な
どであることができる。従って、一方が他方と「遠隔」であるという場合、その意味は、
その２つが少なくとも異なる建物内にあって少なくとも１マイル、１０マイル、または少
なくとも１００マイル離れていることもできるということである。情報を「伝達する」と
は、好適な伝達経路（例えばプライベートまたはパブリック・ネットワーク）を通じて、
情報を電気信号として表したデータを伝送することを指す。ものを「転送する」とは、物
理的移動によるかその他の方法（可能な場合）によるかを問わず、ある場所から次の場所
にものを移す一切のことを意味し、少なくともデータの場合には、データを収めた媒体を
物理的に移動させること、またはデータを伝達することを含む。データは、さらなる評価
や使用のために遠隔地に伝送することもできる。データの伝送には、任意の便利な電気通
信手段を、例えばファクシミリ、モデム、インターネットなどを用いることもできる。
【００９５】
　キット
　最終的には、本発明の実施用のキットも提供される。本キットは、本明細書において説
明した通りの１つ以上のコーナー充填式センサーを含むこともできる。また、実施例は皮
膚穿孔要素を、例えば切開装置または類似物を含むこともできる。
【００９６】
　さらにキットは、コントロール試薬および類似物のような、検体定量アッセイの実行に
必要な１つ以上の追加的成分を含むこともできる。このようなものとしてキットは、バイ
アルまたはボトルのような１つ以上の容器であって各々にアッセイ用の別個の成分が入っ
た容器を含むこともできる。
【００９７】
　１つ以上のコーナー充填式センサーに加えて、本キットはまた、ブドウ糖アッセイのよ
うな検体定量アッセイにコーナー充填式センサーを用いてセンサー角部に流体を接触させ
るための、指示書を含むこともできる。指示は、紙またはプラスチックなどのような基板
に印刷することもできる。従って指示は、キット内に添付文書として、キットまたはその
構成要素の容器のラベル表示（例えば包装または副包装に関連するもの）などの中に存在
することもできる。その他の実施例において指示は、好適なコンピュータ可読記憶媒体上
、例えばＣＤ－ＲＯＭ、ディスケット等上に存在する電子的記憶データファイルとして存
在する。さらにその他の実施例においてはキット内に実際の指示が存在せず、遠隔情報源
から例えばインターネット経由で、指示を入手するための手段が提供される。この実施例
の例は、指示の閲覧やダウンロードが可能なウェブアドレスを含むキットである。指示の
場合と同様に、指示を入手するためのこの手段も、好適な基板上に記録される。
【００９８】
　本キットの多くの実施例において、キット構成要素はキット封じ込め要素内に包装され
て取り扱い易い単一ユニットにされ、キット封じ込め要素、例えば箱または類似構造は、
例えば、１つ以上のセンサーと、存在する場合には追加的試薬（例えば対照溶液）とを使
用時まで更に保存するために、気密容器であってもなくても良い。
【００９９】
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　上記発明が、センサー角部に試料を接触させることにより試料をセンサー試料室内に収
容するための装置および方法を提供することは、上記の結果および考察から明白である。
上記発明は幾つかの利点を提供し、かかる利点の一部は上記で説明され、かかる利点は、
使い易さおよび製造し易さを含むがそれらに限定されない。このようなものとして本発明
は、当該技術分野への重要な寄与を表す。
【０１００】
　本明細書において引用した全ての刊行物および特許は、各々の個別の刊行物または特許
が参照により組み込まれるように特に個別に指示されたかのように、参照により本明細書
に組み込まれる。刊行物の引用は、出願日よりも前の開示内容に関するものであり、先行
発明の効により本発明がかかる刊行物に先行する権利を有さないことの承認として解釈さ
れるべきではない。
【０１０１】
　本発明について、特定の実施例を参照して説明したが、本発明の真の趣旨および範囲か
ら逸脱することなく様々な変更を行うこともでき、均等物と置き換えることもできること
を、当業者は理解すべきである。加えて、特定の状況、材料、組成物、プロセスまたはプ
ロセス段階を本発明の目的、趣旨および範囲に適合させるために多くの修正を行うことも
できる。かかる修正は全て、本明細書に添付の特許請求の範囲内に含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１Ａ】本発明に従う検体センサーの例示的実施例の概略図である。
【図１Ｂ】図１Ａのセンサーの部分拡大図である。
【図２Ａ】本発明に従う検体センサーの例示的実施例の概略図であり、試料室がセンサー
前縁に対して実質的に平行なセンサーを示す。
【図２Ｂ】本発明に従う検体センサーの例示的実施例の概略図であり、試料室がセンサー
前縁に対して実質的に垂直なセンサーを示す。
【図２Ｃ】本発明に従う検体センサーの例示的実施例の概略図であり、試料室がセンサー
前縁に対して実質的に平行な別のセンサーを示す。
【図３】本発明に従う検体センサーの、実質的に一定幅の例示的実施例の上面概略図であ
る。
【図４】本発明に従う検体センサーの、可変幅の例示的実施例の上面概略図である。
【図５】本発明に従う検体センサーの、可変幅で凹みのある別の例示的実施例の上面概略
図である。
【図６】本発明に従う検体センサーの、可変幅の別の例示的実施例の上面概略図である。
【図７】図３の検体センサーの斜視図である。
【図８】本発明に従う検体センサーの例示的実施例の概略図であり、基板およびスペーサ
層が全て異なる長さである。
【図９】本発明に従う検体センサーの、離間対向電極対を有する例示的実施例の概略的分
解図である。
【図１０】本発明に従う検体センサーの、共面電極対を有する例示的実施例の概略的分解
図である。
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