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(57)【要約】
　本発明は、結合タンパク質が少なくとも１つのアナラ
イトに結合するときに信号を与えることが可能な装置と
、温度計とを使用することによる、発光値の補正方法、
および補正アナライト濃度の決定方法に関する。本発明
は、そのような装置およびプロセッサを含み、測定温度
に基づいてレポーター基の測定発光を補正するシステム
にも関する。本発明はさらに、発光情報と温度情報を記
憶するメモリと、発光情報を補正するプロセッサを含む
装置に関する。本発明はさらに、本発明の方法を実行す
るコンピュータプログラム、およびプログラムが記憶さ
れる機械読取可能記憶媒体に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質、および
　温度計
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのレポーター基は、発光標識を備えることを特徴とする請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　前記温度計は、サーモカップルおよび赤外線装置から構成されるグループから選択され
ることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記レポーター基は、前記少なくとも１つの結合タンパク質が少なくとも１つのアナラ
イトに結合するときに、信号を提供することができることを特徴とする請求項１に記載の
装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのアナライトは、アミノ酸、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質
、炭水化物、脂質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、糖タンパク
質またはプロテオグリカン、リポタンパク質、リポ多糖体、薬物、薬物代謝産物、有機小
分子、無機分子、天然高分子、および合成高分子から構成されるグループから選択された
少なくとも１つのアナライトを備えることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのアナライトは、グルコース、ガラクトース、乳酸、脂肪酸、Ｃ反
応性タンパク質、炭水化物、および抗炎症メディエータから構成されるグループから選択
された少なくとも１つのアナライトを備えることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　近接した生体試料内の少なくとも１つのアナライトを測定可能な光学センサー、および
　前記光学センサーに近接した前記生体試料の温度を測定可能な温度計
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項８】
　少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質を備える装
置であって、
　前記少なくとも１つのレポーター基は、前記少なくとも１つの結合タンパク質に近接し
た生体試料の温度を検出可能であることを特徴とする装置。
【請求項９】
　少なくとも１つのレポーター基の発光情報を取得すること、
　生体試料の温度情報を取得すること、および
　前記温度情報に基づいて補正発光値を決定すること
　を備える方法であって、
　前記補正発光値は、前記生体試料内の少なくとも１つのアナライトの濃度を示すことを
特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記補正発光値に基づいて、前記少なくとも１つのアナライトの濃度を決定することを
さらに備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記発光情報は、前記少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合
タンパク質からの情報を備え、
　前記少なくとも１つのレポーター基は、前記少なくとも１つの結合タンパク質が前記少
なくとも１つのアナライトに結合するときに発光することを特徴とする請求項９に記載の
方法。
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【請求項１２】
　前記温度情報は、前記少なくとも１つの結合タンパク質に近接した前記生体試料の少な
くとも一部の温度に関する情報を備えることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのアナライトは、アミノ酸、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質
、炭水化物、脂質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、糖タンパク
質またはプロテオグリカン、リポタンパク質、リポ多糖体、薬物、薬物代謝産物、有機小
分子、無機分子、天然高分子、および合成高分子から構成されるグループから選択された
少なくとも１つのアナライトを備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。　
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのアナライトは、グルコース、ガラクトース、乳酸、脂肪酸、Ｃ反
応性タンパク質、炭水化物、および抗炎症メディエータから構成されるグループから選択
された少なくとも１つのアナライトを備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。　
【請求項１５】
　前記補正発光値は、
　温度（Ｔ）での前記レポーター基の発光Ｌ（Ｔ）、
　温度（Ｔ）、および
　室温（ＴR）
　から構成されるグループから選択された少なくとも１つの変数の関数であることを特徴
とする請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記補正発光値は、次式、

を使用して決定され、
　式中、ＬRTは室温での発光、Ｌ（Ｔ）は温度（Ｔ）での前記レポーター基の発光、ＴR

は室温、ＳＱ１は温度と発光との間の二次関係の大きさに関する係数、およびＳＱ２は温
度と発光との間の線形関係の大きさに関する係数であることを特徴とする請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記補正発光値は、補正蛍光値であることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記補正発光値は、
　温度（Ｔ）での前記レポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、
　温度（Ｔ）、
　皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および
　室温（ＴR）と皮膚温度（ＴS）との間の領域における感度（Ｓ２）
　から構成されるグループから選択された少なくとも１つの変数の関するであることを特
徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１９】
　前記補正発光値は、次式、

を使用することを備える方法により決定され、
　式中、ＬRTは室温での発光であることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記補正発光値は、補正蛍光値であることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記補正発光値は、次式、

を使用することを備える方法により決定され、
　式中、ＬRTは室温での発光、ＦＣは、アナライト濃度が決定される哺乳動物の名目皮膚
温度と、前記哺乳動物の内部体温と、室温とにおける差異に起因する発光の変化を考慮し
た補正要素であることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも1つの結合タンパク質に近接した
生体試料からの温度情報を使用して、前記生体試料内の少なくとも１つのアナライトの初
期に決定した濃度を補正することを備える方法であって、
　前記少なくとも１つのアナライトの前記初期に決定した濃度は、前記少なくとも１つの
結合タンパク質が前記少なくとも１つのアナライトに結合するときに信号を提供する前記
少なくとも１つのレポーター基により決定されることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　蛍光情報を補正する方法であって、
　複数の温度でのレポーター基の蛍光を測定すること、
　温度-信号関係を決定すること、および
　少なくとも１つの補正要素を決定すること
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質、
　蛍光光度計、
　温度計、および
　プロセッサ
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　前記の少なくとも１つの結合タンパク質は、少なくとも１つのアナライトが前記少なく
とも１つの結合タンパク質に結合するときに信号を生成できること、
　前記蛍光光度計は、前記信号を測定できること、
　前記温度計は、前記少なくとも１つの結合タンパク質に近接した生体試料の温度を測定
できること、および
　プロセッサは、前記測定した温度に基づいて、測定した発光を補正できること
　を特徴とする請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　生体試料内の少なくとも１つのアナライトを検出可能で、前記生体試料の温度を測定可
能であるセンサー、および
　プロセッサ
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　前記プロセッサは、前記測定温度に基づいて、補正したアナライト濃度を提供すること
ができるように構成されることを特徴とする請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　レポーター基の発光情報と温度情報を記憶するメモリ、および
　温度情報に基づいて発光情報を補正するプロセッサ
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサは、
　温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、
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　温度（Ｔ）、
　室温（ＴR）、
　皮膚温度（ＴS）、
　皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および
　室温（ＴR）と皮膚温度（ＴS）との間の領域での感度（Ｓ２）
　から構成されるグループから選択された少なくとも１つの変数の関数として補正発光値
を決定することを特徴とする請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　コンピュータに、請求項９に記載の方法を実行させるように構成されることを特徴とす
るプログラム。
【請求項３１】
　コンピュータに、請求項９に記載の方法を実行させるように構成されたプログラムを記
録することを特徴とするコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項３２】
　命令を含む機械読取可能媒体であって、機械による前記命令の実行は補正蛍光値を決定
し、前記機械読取可能命令は、
　温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、
　温度（Ｔ）、
　室温（ＴR）、
　皮膚温度（ＴS）、
　皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および
　室温（ＴR）と皮膚温度（ＴS）との間の領域での感度（Ｓ２）
　から構成されるグループから選択された少なくとも１つの変数の関数として前記補正発
光値を決定するためのコードセグメントを備えることを特徴とする機械読取可能媒体。
【請求項３３】
　送信媒体において具現化され、コンピュータ読取可能プログラムコードを備えるコンピ
ュータデータ信号であって、前記コンピュータ読取可能プログラムコードは、
　温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、
　温度（Ｔ）、
　室温（ＴR）、
　皮膚温度（ＴS）、
　皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および
　室温（ＴR）と皮膚温度（ＴS）との間の領域での感度（Ｓ２）
　から構成されるグループから選択された少なくとも１つの変数の関数として補正発光値
を決定するためのコードセグメントを備えることを特徴とするコンピュータデータ信号。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質
と温度計とを有する装置を使用することにより、発光値を補正する方法、および／または
アナライトの補正濃度（corrected analyte concentration）を決定する方法に関する。
本発明は、測定された温度に基づいて、レポーター基の測定された発光（luminescence）
を補正する上記装置と処理装置とを含むシステムにも関する。本発明はさらに、本発明の
方法を実行するコンピュータプログラムと、プログラムを記録するコンピュータまたは機
械読取可能記憶媒体とに関する。レポーター基（reporter group）の発光情報と温度情報
とを記憶するメモリを含む装置、および発光情報を補正する処理装置も含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　グルコース、乳酸または酸素のような、特定の個体内の生理学上適切なアナライトのｉ
ｎ　ｖｉｖｏでの濃度をモニタリングすることは、それが様々な病気および疾患の診断と
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治療を改善できるため、患者の健康に対して極めて重要である。例えば、高レベルまたは
低レベルのグルコースや他のアナライトは、有害な影響を及ぼしうる。グルコースのモニ
タリングは、糖尿病を持つ人に対して特に重要である。なぜならば、糖尿病患者は、体内
のグルコースレベルを下げるためにインスリンがいつ必要か、または体内のグルコースレ
ベルを上げるために追加のグルコースがいつ必要かを決定しなければならないからである
。
【０００３】
　現在、多くの糖尿病患者は「フィンガースティック」方法を使用して、血中グルコース
レベルをモニタリングする。頻繁な（１日あたり数回）採血による痛みのため、患者がこ
の方法に従うのは難しい。結果として、血中グルコースまたは他のグルコース含有生体液
を頻繁および／または継続的にモニタリングするための、非侵襲的（non-invasive）な方
法またはｉｎ　ｖｉｖｏにおける侵襲が最小限の方法、およびよりｉｎ　ｖｉｔｒｏにお
ける効率的な方法を開発する努力がなされてきた。これらの方法のうち最も有望なものの
一部は、バイオセンサーの使用を含む。
【０００４】
　バイオセンサーは、変換（検出）素子と結合した生体認識素子を使用して、特定の定量
的または準定量的なアナライト情報を提供することが可能な装置である。バイオセンサー
の生体認識素子は選択性を決定し、その結果、一つまたは複数の測定対象アナライトのみ
が信号へとつながる。変換器（transducer）は、生体認識素子の認識を準定量的または定
量的信号に変換する。
【０００５】
　頻繁な、および／または継続的なｉｎ　ｖｉｖｏモニタリングの方法は、２つの一般的
なカテゴリ、即ち「非侵襲的」または「最小の侵襲（minimally invasive）」に入る傾向
がある。非侵襲的モニタリングは、皮膚および組織内の分光学的変化を直接追跡すること
で、アナライトのレベルを決定する。赤外線および電磁波のインピーダンス分光法は、こ
の技術の例である。頻繁な較正、再現可能な試料照射、個体間の分光バックグラウンドの
変化が必要なため、これらの方法の進歩は遅かった。「最小の侵襲」方法は、人体からの
直接的な血液の採取を避けるもので、中間的な検知素子を使用した生体液内の信号変化の
モニタリングによって行う。この種のバイオセンサーは変換（検出）素子と結合した生体
認識素子を使用して、特定の定量的または準定量的なアナライト情報の提供が可能な装置
である。
【０００６】
　関連出願の記載
　本発明は、米国特許出願第１０／７２１，７９７号の一部継続出願である２００４年１
０月１９日出願の同時係属米国特許出願第１０／９６７，２２０号の一部継続出願であり
、両方の出願全体を、本明細書に引用して取り込む。
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願第１０／０３９，８３３号公報
【特許文献２】米国特許出願第１０／７７６，６４３号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／０,１５３,０２６号公報
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０,１３４,３４６号公報
【特許文献５】米国特許出願公開第２００３／０,１３０,１６７号公報
【特許文献６】米国特許出願第１０／７２１，０９１号公報
【特許文献７】米国特許第６，２７７，６２７号公報
【特許文献８】米国特許第６，１９７，５３４号公報
【特許文献９】国際出願公開第ＷＯ０３／０６０,４６４　Ａ２号公報
【特許文献１０】米国特許出願第１０／７２１，０２１号公報
【特許文献１１】米国特許出願第１０／４２８，２９５号公報
【特許文献１２】米国特許出願第１０／９６７，２２０号公報
【特許文献１３】米国仮特許出願第６０／５７７，９３１号公報
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【特許文献１４】米国特許第６，６４２，０１５号公報
【特許文献１５】米国特許第６，７０６，５３２号公報
【非特許文献１】Ballerstadt, R., Schultz, J. S. の「Competitive-binding assay me
thod based on fluorescence quenching of ligands held in close proximity by a mul
tivalent receptor」Ana, Chem. Acta 345(1-3):203-212(1997)
【非特許文献２】Russell, R. J., Pishko M. V., Gefrides C. C., McShane, M. J., Co
te, G. L. の「A fluorescence-based glucose biosensor using convanavalin A and de
xtran encapsulated in a poly(ethylene glycol)hydrogel」Anal. Chem. 71(15):3126-3
132(1999)
【非特許文献３】Tolosa, L., I. Gryczynski, L. R. Eichhorn, J. D. Dattelbaum, F. 
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【非特許文献１６】Quinn等, Biomaterials, 18:1665-1670(1997)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　頻繁なまたは継続的なアナライトモニタリングに関する従来システムの多くは、グルコ
ースオキシターゼ（ＧＯｘ）のような酵素を使用して、グルコースをグルクロン酸および
過酸化水素に酸化させて電気化学信号を生成するアンペロメトリック（amperometric）バ
イオセンサーを含む。これらのセンサーは、酸素欠乏と酸化副生成物の蓄積とにより、不
正確な測定をしやすい。グルコース濃度の正確な測定には過度の酸素が必要で、これは人
間の血液または間質液（interstitial fluid）には一般的に存在しない。また、電気化学
反応自体は、酵素とその保護層との両方を抑制し、悪化させる可能性がある酸化副生成物
を蓄積する。
【０００９】
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　電気化学信号ではなく光信号に基づくバイオセンサーが開発され、このバイオセンサー
は安定性および較正において有意な改善を提供することができる。例えば、第２のアナラ
イト独立信号に対してアナライト依存の光信号を参照することで、センサー内のノイズと
不安定性の源を補正することができる。現在の光検知方法は、グルコースオキシダーゼの
ような酵素化学に依存する。ある一般的な方法においては、酸素感受性の蛍光染料を使用
して、ＧＯｘの酵素反応による酸素の消費量をモニタリングする。これは、蛍光信号レベ
ルが酸素レベルの変化とともに変化する光学的バイオセンサーであるが、上記のセンサー
はこの同じ化学に基づくアンペロメトリック装置と同じ問題、即ち酸素欠乏と酵素低下に
陥りやすい。
【００１０】
　酵素検知（例えば、ＧＯｘ）に関連する問題を解決するため、電気化学的または光学的
、非酵素タンパク質ベースの光学的または蛍光検知が検討されている。優位なＦＲＥＴア
ッセイ（assay）を生成するため、標識コンカナバリンＡおよびデキストランが使用され
てきたが、このシステムは両方の成分の取り込みを必要とし、アッセイの動的な範囲は制
限されている（非特許文献１及び２参照）。
【００１１】
　別のタンパク質ベースの検知化学は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）ペリプラスム受容体、グ
ルコース‐ガラクトース結合タンパク質（ＧＧＢＰ）を使用して、グルコース結合に応答
して蛍光信号を生成する（非特許文献３、４、５、及び６参照）。ＧＧＢＰは、リガンド
結合時に大幅に構造が変化し、その２つの球状ドメイン間にリガンドを捕捉する（非特許
文献７参照）。環境的に敏感な蛍光プローブでタンパク質を部位特異的に標識する（labe
ling）ことで、この属性を引き出して蛍光信号を生成することができる（特許文献８参照
）。ＧＧＢＰはグルコースも消費しないし、反応生成物も生成しないため、ＧＧＢＰを無
試薬式センサーとして使用することができる。これは、アンペロメトリックバイオセンサ
ーを上回る正確性と信頼性を提供できる。
【００１２】
　頻繁な、および／または継続的な機能性バイオセンサーは、センサーの完全性と機能性
と患者の快適性を維持しつつ、検知素子を光学検知素子に結合しなければならない。例え
ば、生体認識素子と付属の変換素子は生体適合性材料内に組み込まれるのが望ましく、そ
の生体適合性材料は、検知素子を免疫システムから防護し、アナライトが内外に拡散する
ことを可能とし、検知素子が患者の血液または他の生体液（例えば、間質液）に浸出する
ことを回避する。効率的な使用を可能とするために、結合タンパク質は配向制御と立体構
造の自由度を要するので、文献にあるように、多数の物理的吸収、およびランダムまたは
大量の共有表面結合または固定ストラテジーは、次善であるかまたは失敗するかのいずれ
かである。さらに、再現可能な方法および／または制御された方法で、試料を光で試験す
る手段が考案されなければならない。
【００１３】
　１つの方法は、検知素子を光ファイバーの１端に結合し、励起源（excitation source
）または検出器のような光学素子を他端に結合することである。しかしながら、結合タン
パク質を光ファイバーの１端に結合することは、タンパク質の立体構造および／または配
向の移動性維持という上述の問題に陥りやすい。さらに、光ファイバーケーブル化するこ
とは、患者がセンサーを定期的に取り除く、または取り替える必要がありうるので、患者
の使用の観点からは非現実的である。ファイバー全体の交換は、費用がかかり、不便であ
る可能性がある。最後に、例えば励起源、検出器、および他の光学素子を備える光学シス
テムは十分に堅牢で、例えば患者の動作または光学読取器内の電子機器のドリフトによる
光学配置の変化に耐えるかまたはそれを補正しなければならない。光学システムは、高電
力消費および／または大型素子に依存せずに、十分に敏感でレポーター染料からの信号を
検出しなければならない。その高電力消費および／または大型素子により、システムは持
ち運び不能および従って装着不可となりうる。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明は、少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質
と温度計とを有する装置を使用することにより、レポーター基の発光値を補正する方法、
および／またはアナライトの補正濃度を決定する方法に関する。レポーター基は、結合タ
ンパク質が少なくとも１つのアナライトに結合するときに、発光信号を提供することがで
きる。
【００１５】
　本発明は、測定温度に基づいて測定したレポーター基の発光を補正する装置（device）
と、そのような装置を含むシステム、及び処理装置（processor）にも関する。本発明は
さらに、発光情報および温度情報を格納するメモリと、発光情報を補正する処理装置を含
む装置に関する。本発明はさらに、本発明の方法を実行するコンピュータプログラムと、
プログラムを記録するコンピュータまたは機械読取可能記憶媒体とに関する。
【００１６】
　本発明の態様、利点およびその他の特徴は、以下の詳細な説明を考慮すると明らかであ
り、以下の詳細な説明は、本発明の様々な非制限的な実施態様を開示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施態様を説明する。以下の本発明の詳細な説明は、全ての実施態様を示すこ
とを意図していない。本発明の実施態様の説明において、明確さのため特定の用語を採用
している。しかしながら、本発明はそのように選択した特定の用語に制限されると意図し
ていない。各特定素子は、同一目的を達成する同一方法で動作する技術的等価物全てを含
むことは理解されるべきである。
【００１８】
　本発明は、望ましい臨床的または解剖的範囲内の、着目する少なくとも１つのアナライ
トを結合するように操作された少なくとも１つの結合タンパク質（binding protein）を
含む。さらに、１つまたは複数の発光レポーター基（luminescent reporter group）がそ
の結合タンパク質に会合される。１つまたは複数の結合タンパク質は、それらの会合レポ
ーター基とともに、検知素子（sensing element）を備える。
【００１９】
　検知素子は、１つまたは複数の結合タンパク質、１つまたは複数のレポーター基、およ
び任意の参照基（optional reference group）を備え、光導管（optical conduit）の端
部、または光導管と結合するディスポーザブルチップ内部に固定されることができる。光
導管またはディスポーザブルチップ内部での検知素子の固定は、ディップコーティングま
たはスピンコーティング（dip or spin coating）、共有結合、プラズマ処理等により、
検知素子の薄膜を直接光導管またはチップ上に被着することで達成することができる。あ
るいは、検知素子をポリマーマトリックス内に最初に固定し、マトリックスを光導管また
はチップに、接着剤、射出成形、ディップコーティングまたはスピンコーティング、プラ
ズマコーティング、真空蒸着、インクジェット技術、共有結合性相互作用、イオン相互作
用、またはファンデルワールス相互作用、あるいは機械的付着またはそれらの任意の組合
せのいずれかにより、付着することができる。代替的な実施態様において、検知化学の薄
膜を光導管に付着させて、半透過膜で覆うことができる。
【００２０】
　光学システムは、電磁励起源から光導管を下って検知素子を含む遠位端に光を通過させ
ることで、レポーター基及び参照基の発光応答を問合せることができる。光学システムは
、レポーター基および参照基の発光応答が生成する返信信号をモニタリングおよび解析す
ることもできる。レポーター基の発光特性は、波長、強度、ライフタイム、エネルギー伝
達効率、または極性のいずれかであり、結合タンパク質からのアナライトの結合または非
結合に応じて変化する。
【００２１】
　本発明の目的は、発光に対する温度の影響を利用して、少なくとも１つのレポーター基
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から補正発光値を決定し、少なくとも１つのレポーター基を使用して、アナライト濃度を
決定および／または補正することである。
【００２２】
　発光標識の多数の特性は、温度変化に応じて変化することができ、それらの特性には例
えば、強度、最大放射波長、ライフタイム、ＦＲＥＴ（蛍光共鳴エネルギー移動）効率性
、極性、および当業者に公知の他の特性を含む。
【００２３】
　本発明の発明者は、蛍光活性のような蛍光強度は、数個の可能なメカニズムを通して温
度に反比例かつ非線形に関係することを発見した。発光における温度依存性を生成するメ
カニズムは、これらに限定されないが、溶媒相互作用、増加した分子移動を通したエネル
ギーロス等を含む。
【００２４】
　発光に及ぼすこの温度効果を、複数の方法で使用することができる。非制限的な例とし
て、まず、生体的に不活性な基質の蛍光を測定することで、温度変化を計算することがで
きる。第２に、（例えばｉｎ　ｖｉｖｏ蛍光バイオセンサーのチップ付近の）生体試料に
おける温度変化を測定することで、発光信号を補正することができる。第３に、合成装置
を構築して、蛍光測定値を使用して温度を測定し、温度測定値を使用して別の蛍光測定値
を補正することができる。
【００２５】
　例えばフルオレセイン、ＮＢＤ、テキサスレッド等のような染料の蛍光-温度関係は、
広範囲の温度（例えば、室温から人体温度まで）にわたり非線形である。しかしながら、
その関係は、狭い温度範囲（例えば、通常の人体温度の範囲）では近似的に線形である。
温度補正時に局所線形性を利用する方法を本明細書内で説明する。
【００２６】
　一定の蛍光ベースの応用に対し、正確な温度補正は必要でない。例えば、温度による蛍
光変化が摂氏１度あたり２－３％のオーダーにある場合、一般的な室温振動は蛍光変化を
生じさせ、その蛍光変化は、より大きく変化する温度よりも、他の実験誤差源と比較して
重要でない。
【００２７】
　例えばｉｎ　ｖｉｖｏバイオセンサーのような生体的応用において、様々な温度効果を
補償することが有用である。例えば、参照読取値が取得される室温とｉｎ　ｖｉｖｏ温度
が異なるだけでなく、体温は多数の要因に依存して数度変化する可能性がある。さらに、
例えば皮膚内または皮下に位置するバイオセンサーの場合、温度変化の外部源（太陽光、
空調、衣服等）は、さらに広範囲の温度を生じさせうる。
【００２８】
　さらに、発光測定の特定の応用例、例えば蛍光標識した結合タンパク質によるグルコー
ス測定に対して、蛍光測定誤差はセンサー出力において増幅することができる。例えば、
３％のオーダーの蛍光誤差は、タンパク質染料の性能特性に依存して最大１２－１５％の
伝達（reported）グルコースにおける誤差を生じさせうる。１２－１５％の誤差は、この
種のバイオセンサーの商業的応用に対しては受け入れられない可能性がある。従って、１
－２％温度が変化すると、それが説明されない場合、一部の発光バイオセンサーは成り立
たなくなる。
【００２９】
　発光（例えば、蛍光）と温度との間の反比例関係は、温度増加に伴う分子移動の増加に
起因し、その分子移動の増加は分子衝突を増加させ、次いでエネルギーロスを生じさせる
。蛍光はエネルギー損失現象であり、任意のエネルギーロスの競合する経路は蛍光を減少
させる。
【００３０】
　温度―蛍光関係を、本明細書内で説明する定常状態の発光測定値を使用して利用するこ
とができる。この方法は、時間領域の発光測定値に対しても適用することができる。温度
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は、時間に対する発光減衰速度に影響する。バイオセンサーのような発光装置の減衰曲線
の変化を使用して温度を計算することができ、または温度測定値を使用して時間領域デー
タを補正することができる。
【００３１】
　装置
　本発明は、少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質
と温度計とを有する装置を包含する。温度計は、その少なくとも１つの結合タンパク質付
近の生体試料の温度を測定することができる。その少なくとも１つのレポーター基は、前
記結合タンパク質が本明細書内で説明するように少なくとも１つのアナライトに結合する
とき、検出可能な信号を提供することができる。（「アナライト（analyte）」という用
語は、本明細書において、「対象アナライト」または「リガンド」とも称される。これら
の用語のいずれかを単体で使用することは、同一または異なるアナライトの少なくとも１
つを包含することを意味する。）「レポーター基（reporter group）」という用語は、本
明細書内で定義した１つまたは複数の同一または異なるレポーター基を言う。（「レポー
ター基」の単体での使用は、少なくとも１つの同一または異なるレポーター基を包含する
ことを意味する。）「結合タンパク質（binding protein）」という用語は、本明細書内
で説明した１つまたは複数の同一または異なる結合タンパク質、ポリペプチドおよび／ま
たは変異結合タンパク質を言う。（「結合タンパク質」という用語は、少なくとも１つの
同一または異なる結合タンパク質を包含することを意味する。）これらの定義は、本出願
全体の定義全てにあるように、本明細書内で説明した本発明の任意の実施態様にも関連し
、本明細書内にあるからという理由で、いずれの特定の実施態様のものに制限されるもの
ではなく、あるいは本明細書内にないからという理由で、制限されることはない。
【００３２】
　本発明に係る装置は、ｉｎ　ｖｉｖｏ及びｅｘ　ｖｉｖｏの装置両方を含み、例えば、
バイオセンサーを含む。本発明に係るバイオセンサーは、当業者に明らかな任意の形態を
取ることができ、例えば、特許文献１および２において説明されるマトリックスを含む。
【００３３】
　例えば、本発明に係る装置は、（１）近位端（proximal end）および遠位端（distal e
nd）を有する光導管と、（２）少なくとも１つの対象アナライトと結合するように構成さ
れた少なくとも１つの結合タンパク質を備える光導管の遠位端に光学的に近接する検知素
子とを含むことができ、前記検知素子は少なくとも１つのレポーター基も備える。
【００３４】
　光導管は、約０．１ｃｍから１ｍまでの長さで変えることでき、光学システムを出入り
する光と、検知素子を出入りする光とを結合することができる。例えば、光導管は、レン
ズ、反射チャネル、針、または光ファイバーとすることができる。光ファイバーは、光フ
ァイバー（単一またはマルチモード）の１本の素線または２つ以上のファイバー束のいず
れかとすることができる。一実施態様においては、ファイバー束は二分岐する。ファイバ
ーは、非テーパ形またはテーパ形とすることができ、患者の皮膚を貫通することができる
。
【００３５】
　光学システムは、光導管の近位端に接続することができる。光学システムは、１つまた
は複数の励起源おおび１つまたは複数の検出器の組合せから成る。光学システムは、フィ
ルタ、２色性素子、電力供給、ならびに信号検出および変調用電子機器から成ることもで
きる。光学システムは、任意にマイクロプロセッサを含んでもよい。
【００３６】
　光学システムは、１つまたは複数の問合せ波長（interrogating wevelengths）を光導
管に結合することで、継続的または間欠的のいずれかで試料を問合せる。前記１つまたは
複数の問合せ波長は、光導管を通過し、検知素子に照射される。アナライト濃度の変化に
より、検知素子の一部であるレポーター基の発光の波長、強度、ライフタイム、エネルギ
ー伝達効率、および／または極性が変化する。変化した発光信号は光導管を通って光学シ
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ステムに戻り、そこで検出、解析、および記憶および／または表示される。一実施態様に
おいて、光学システムは複数の励起源を備える。１つまたは複数のこれらの励起源を変調
して、検出した信号を動的に信号処理し、それによって信号対ノイズおよび検出感度を強
化することができる。変調を使用して、装置の電力消費を低減し、光退色のような望まし
くない現象を最小化することで検知素子のライフタイムを増加することもできる。光学シ
ステムは、１つまたは複数の電磁エネルギー検出器を含むこともでき、この電磁エネルギ
ー検出器を使用して、レポーター基および任意の参照基からの発光信号を検出し、内部参
照および／または較正することができる。光学システムの総電力消費量は低く保持され、
それにより装置はバッテリー電力で動作することができる。
【００３７】
　検知素子は１つまたは複数の結合タンパク質を備え、その結合タンパク質は、少なくと
も１つの対象アナライト、および少なくとも１つのレポーター基と結合するように構成さ
れる。センサーの検知素子または生体認識素子は選択性を決定し、その結果、測定すべき
アナライトは信号に至る。その選択は例えば、アナライト（例えば、グルコース）の化学
構造が変化しないアナライトの生化学的認識、または素子がアナライトの生化学反応を触
媒する生物触媒作用に基づくことができる。従って、「結合タンパク質」という用語は以
下を満たすタンパク質（変異タンパク質を含む）を言う。即ち、アナライトが存在しない
時点と、濃度が時間変化する状態でアナライトが存在する時点とを区別可能な検出可能お
よび／または可逆的な信号を提供または変換できるように特定のアナライトと相互作用す
るか、または濃度に依存して特定のアナライトと相互作用するタンパク質である。変換（
transduction event）は、連続的でプログラムされた一時的な手段を含み、その手段は１
回限りまたは再利用可能な応用例を含む。アナライトの存在または濃度との相関関係が確
立される場合、可逆信号変換は即時であるかまたは時間依存であることができる。変換に
影響するように変異した結合タンパク質を、本発明に従って使用することができる。
【００３８】
　適切な結合タンパク質は、同時継続出願である特許文献３乃至６に説明されているもの
であることができる。適切な結合タンパク質は、特許文献７乃至９に説明されているもの
であることもでき、これらの内容の全体を引用して組み込む。
【００３９】
　本明細書内で使用され、引用して組み込んだ出願で説明されるように、「変異結合タン
パク質（mutated binding protein）」という用語（例えば、「変異ガラクトース／グル
コース結合タンパク質」（「ＧＧＢＰ」））は、アミノ酸を含むバクテリアからの変異結
合タンパク質を含み、そのアミノ酸は、自然に発生するタンパク質に存在するアミノ酸で
置換され、そのアミノ酸から欠失され、またはそのアミノ酸に付加されたものである。置
換、欠失または挿入可能なものは、５個未満のアミノ酸残基（amino acid residues）、
あるいは１個または２個の残基を含むことができる。結合タンパク質の変異の例は、シス
テイン基、非自然的に発生するアミノ酸（例えば、引用により組み込む非特許文献９を参
照のこと）の付加または置換、および実質的に非反応性のアミノ酸を反応性アミノ酸で置
換して電気化学または光応答性レポーター基の共有結合を提供することを含む。「反応性
アミノ酸（reactive amino acid）」は、チオール反応染料によるシステインの標識に類
似する標識剤で修飾可能なアミノ酸を意味する。非反応性アミノ酸は、アラニン、ロイシ
ン、フェニルアラニン等を含み、これらは一度タンパク質に組み込まれると容易に修飾で
きない側鎖を有する（アミノ酸の側鎖反応性の分類に関する、非特許文献１０を参照のこ
と）。
【００４０】
　変異結合タンパク質を、ヒスチジンタグをタンパク質のＮ末端、Ｃ末端、または両末端
上に有するように操作することができる。ヒスチジン融合タンパク質（histidine fusion
 protein）は分子生物学の分野で広く使用され、タンパク質の精製を補助する。タグ付け
システム（tagging system）の例は、約６個のヒスチジンを含むタグを有するタンパク質
を生成し、タグ付けは、変異結合タンパク質の結合活性を損ねないことが望ましい。本発
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明の一実施態様によると、結合タンパク質は１つ、２つ、３つまたはそれより多くの変異
体を有することができる。例えば、本発明の一実施態様によると、変異結合タンパク質は
、１４９位でグルタミン酸に置換したシステインと、２１３位でアラニンに置換したアル
ギニンと、２３８位でロイシンに置換したセリンとを含む３重変異体（Ｅ１４９Ｃ／Ａ２
１３Ｒ／Ｌ２３８Ｓ）を有するグルコースガラクトース結合タンパク質（ＧＧＢＰ）であ
る。前記タンパク質は１４９位で、例えばＮ，Ｎ‘－ジメチルーＮ－（ヨードアセチル）
－Ｎ’－（７－ニトロベンズー２－オキサー１，３－ジアゾール－４－イル）エチレンジ
アミン（ＩＡＮＢＤアミド）オキシで標識することができる。この変異ＧＧＢＰ（Ｅ１４
９Ｃ／Ａ２１３Ｒ／Ｌ２３８Ｓ）はグルコース固有であり、レポーター基はグルコース結
合に応答して蛍光強度変化を受ける。
【００４１】
　本発明によって使用可能な変異結合タンパク質の別の例は、本明細書に引用により組み
込む特許文献１および２で説明されている。
【００４２】
　血液、唾液、涙、汗、尿、脳脊髄液、リンパ液、間質液、血漿、血清、眼球液、動物性
組織および中膜等の生体試料におけるグルコース濃度を正確に決定するため、バイオセン
サーの検知分子の結合定数を調整して、着目する生体溶液の生理学的および／または病理
学的動作範囲を一致させることが望ましい。適切な結合定数なしでは、信号は、特定の生
理学的および／または病理学的濃度の範囲外にある可能性がある。さらに、センサーを、
各々が異なる結合定数を有する２個以上のタンパク質を使用して構成し、本明細書内に引
用により組み込む特許文献８で説明されるように、広範囲のグルコース濃度に渡って正確
な測定値を提供することができる。
【００４３】
　変換器は、生体認識素子の認識を、準定量的または定量的信号に変換する。可能な変換
器技術は、光学、電気化学、音波／機械または比色分析である。利用した光学特性は、吸
光度、蛍光／リン光、生体発光／化学発光、反射率、光散乱指数および屈折率を含む。以
下でさらに説明するように、蛍光化合物のような従来のレポーター基または他の発光基を
、本発明によって使用することができる。しかしながら、発光標識に加えて他のレポータ
ー基を使用できることが考慮されている。
【００４４】
　本発明に係る「レポーター基」は、結合タンパク質を対象アナライトへ結合する際の発
光変化を受けることができる。部位の特定の変異および／または一定のレポーター基の付
着により、結合定数が予測不能に修正される可能性がある。さらに、レポーター基を含む
結合タンパク質は望ましい結合定数を有するが、アナライトの結合時に容易に検出できる
信号変化とはならない。特定のタンパク質に付着した特定のレポータープローブ感度を特
定のアナライトを検出するために決定する要因の一部は、これらに限定されないが、選択
したプローブとタンパク質のアミノ酸残基との間の特定相互作用の性質を含むことができ
る。
【００４５】
　本明細書で使用した「検出可能信号変化（detectable signal change）」は、リガンド
－タンパク質結合の検出を可能とするようにレポーター基の特性変化を認識する能力を言
う。例えば、結合タンパク質（または変異結合タンパク質）は、検出可能なレポーター基
を含むことができ、そのレポーター基の検出可能な特性は、グルコース結合時に発生する
タンパク質構造が変化するときに変化する。
【００４６】
　レポーター基の例は、これらに限定されないが、有機染料、有機染料の組、蛍光または
生体発光融合タンパク質、蛍光または生体発光融合タンパク質の組、または上記の任意の
組合せを含む。レポーター基は、蛍光共鳴エネルギー移動（fluorescence resonance ene
rgy transfer）を受けるドナーとアクセプターとから構成されることができる。他の発光
標識部分は、ユウロピウム（Ｅｕ３＋）およびテルビウム（Ｔｂ３＋）のようなランタニ
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ドと、一般的にフェナントロリンのようなジイミンリガンド複合体内にあるルテニウム[
Ｒｕ（II）]、レニウム[Ｒｅ（I）]、またはオスミウム[Ｏｓ（II）]を含む。
【００４７】
　一実施態様によると、少なくとも１つのレポーター基は発光標識を含み、発光特性を有
することができる。発光レポーター基は、これらに限定されないが、タンパク質内のシス
テイン残基に共有結合した有機芳香染料分子または、例えば、操作した結合タンパク質に
融合したタンパク質のような発光生体分子を含む。システインまたは他のアミノ酸は結合
タンパク質に操作され、発光レポーター分子の付着部位となることができる。結合タンパ
ク質へのアナライトの結合の結果、１つまたは複数のレポーター基の発光特性が変化する
。影響を受けた発光特性は、吸収または放射波長、吸収または放射強度、放射ライフタイ
ム、放射極性、および／またはエネルギー伝達効率であってもよい。アナライトの結合は
可逆的であり、非結合により再度、レポーター分子の発光特性が変化する。
【００４８】
　「発光性（luminescent）」および「発光（luminescence）」という用語は、これらに
限定されないが、蛍光、リン光、生体発光、電気化学および化学発光並びに、当業者に対
して明らかな任意の他の形態の発光を含む。従って、発光標識は例えば、蛍光標識、リン
光標識、または他の発光標識であることができる。例として、一定波長の光に露光するこ
とで蛍光を発するように励起できる蛍光標識を、本発明によって使用することができる。
リン光標識した結合タンパク質も、本発明に従って使用することができる。
【００４９】
　一実施態様によると、少なくとも１つのレポーター基は、蛍光プローブを含むことがで
きる。本明細書で使用されるように、「蛍光プローブ（fluorophore）」は、エネルギー
を吸収し、その後に光を放射する分子を言う。本発明のレポーター基として有用な蛍光プ
ローブの非制限的な例は、フルオレセイン、クマリン、ローダミン、５－ＴＭＲＩＡ（テ
トラメチルローダミンー５－ヨードアセトアミド）、クオンタムレッドTM、テキサスレッ
ドTM、Ｃｙ３、Ｎ－（（２－ヨードアセトキシ）エチル）－Ｎ－メチル）アミノ－７－ニ
トロベンゾオキサジアゾール（ＩＡＮＢＤ）、６－アクリロイル－２－ジメチルアミノア
フタレン（蛍光基ａｃｒｙｌｏｄａｎ）、ピレン、ルシファーイエロー、Ｃｙ５、ダポキ
シル（登録商標）（２－ブロモアセトアミドエチル）スルホンアミド、（Ｎ－（４，４－
ジフロロ－１，３，５，７，－テトラメチル－４－ボラ－３ａ，４ａ－ジアザ－ｓ－イン
ダセン－２－イル）ヨードアセトアミド（Ｂｏｄｉｐｙ５０７／５４５ＩＡ）、Ｎ－（４
，４－ジフロロ－５，７－ジフェニル－５－ボラ－３ａ，４ａ－ジアザ－ｓ－インダセン
－３－プロピオニル）－Ｎ‘－ヨードアセチルエチレンジアミン（ＢＯＤＩＰＹ５３０／
５５０ＩＡ）５－（（（（２－ヨードアセチル）アミノ）エチル）アミノ）ナフタレン－
１－スルホン酸（１，５－ＩＡＥＤＡＮＳ）、およびカルボキシ－Ｘ－ローダミン、５／
６－ヨードアセトアミド（ＸＲＩＡ５，６）を含み、ＩＡＮＢＤを使用することが望まし
い。蛍光プローブレポーター基の多数の検出可能な固有特性をモニタリングして、グルコ
ース結合を検出することができる。グルコース結合時の変化を示すことが可能な特性の一
部は、蛍光ライフタイム、蛍光強度、蛍光異方性または極性、および蛍光放射のスペクト
ルシフトを含む。これらの蛍光プローブ特性の変化を、タンパク質構造の変化の結果生じ
る変化のような蛍光プローブ環境の変化から誘起することができる。ＩＡＮＢＤのような
環境感度染料はこの点で特に有用である。蛍光プローブ特性の他の変化は、アナライト自
身との相互作用、または第２レポーター基との相互作用から、例えばＦＲＥＴ（蛍光共鳴
エネルギー移動）を使用して２つの蛍光プローブ間の距離の変化をモニタリングするとき
に、生じることができる。
【００５０】
　一実施態様によると、長励起および放射波長（例えば、約６００ｎｍまたはより長い励
起または放射波長）で動作する蛍光プローブを、分子センサーをin vivoで使用し、例え
ば埋め込み型バイオセンサー装置（６００ｎｍより下方で不透明である皮膚）に組み込む
ときに、使用することができる。Ｃｙ－５のチオール反応性誘導体を、例えば、本明細書
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内に引用により組み込む非特許文献１１に記述されているように調製することができる。
これらの蛍光プローブを含む共役体は、例えば変異ＧＧＢＰに構築した様々なシステイン
変異体に付着され、選別されて、グルコース結合時に蛍光が最も大きく変化したものを識
別する。
【００５１】
　一実施態様によると、レポーター基は発光標識であり、発光標識は、グルコース親和性
を有し、グルコース結合時に発光特性における検出可能なシフトを生成する変異タンパク
質となる。検出可能特性の変化は、変異タンパク質に結合する標識の環境変化に起因する
可能性がある。
【００５２】
　蛍光プローブのレポータープローブを有する標識変異結合タンパク質を、本発明によっ
て、例えば非特許文献１２で説明される手続き、またはそれ以外で説明される手続き、お
よび当業者に公知の手続きに従って、使用することができる。
【００５３】
　本発明に係る別の適切なレポーター基の例は、例えば、本明細書内に引用により組み込
む特許文献１、２、及び１０で説明されている。
【００５４】
　レポーター基は、当技術分野で公知の任意の従来手段によりタンパク質または変異タン
パク質に「付着（attached to）」または「会合（associated with）」することができる
。本明細書内で使用するように、「付着」および「会合」という用語を、次のことを意味
するように、ほとんど同じ意味で使用する。即ち、レポーター基を結合タンパク質と共有
結合的または非共有結合的に会合させて、対象アナライトを結合タンパク質に結合すると
きに、波長、強度、ライフタイム、エネルギー伝達効率、および／または極性のようなレ
ポーター基の発光特性が変化することである。
【００５５】
　例えば、レポーター基を、タンパク質上のアミンまたはカルボキシル残基によって付着
することができる。例として、システイン残基上のチオール基による共有結合を使用する
ことができる。例えば、変異ＧＧＢＰに対して、１１位、１４位、１９位、４３位、７４
位、１０７位、１１０位、１１２位、１１３位、１３７位、１４９位、１５２位、２１３
位、２１６位、２３８位、２８７位、および２９２位に位置するシステインが本発明にお
いて望ましい。当技術分野で公知の任意のチオール反応性基を使用して、蛍光プローブの
ようなレポーター基を操作したタンパク質のシステインに付着することができる。例えば
、ヨードアセトアミドブロモアセトアミド、またはマレイミドはこの目的で使用可能な公
知のチオール反応性部分である。付着方法は、例えば、本明細書内に引用により組み込む
特許文献１でも説明されている。
【００５６】
　任意に、検知素子は、１つまたは複数の参照基を含むこともできる。レポーター基とは
異なり、参照基は、対象アナライトを結合タンパク質へ結合するときに実質的に不変であ
る発光信号を有する。参照基からの発光信号は内部的な光学的標準となり、その光学的標
準を使用して、例えば光学システムにおける電気ドリフトあるいは試料または光導管の移
動による光学アーティファクトを補正することができる。参照基を較正用に使用すること
もできる。参照基を、検知素子、レポーター基を含まない結合タンパク質、ポリマーマト
リックス、ポリマー鎖、結合タンパク質でない生体分子、光導管、またはチップを含む、
装置の任意数の構成素子に付着することができる。一実施態様において、参照基を、生理
的適性濃度でアナライトに対して応答がほとんどない、もしくは有意な応答がないよう操
作した結合タンパク質に付着することができる。
【００５７】
　一実施態様によると、検知素子は、光導管に対して光学的近接の位置にある。「光学的
近接（optical proximity）」は、ある物体に別の物体が光信号を送信できるか、または
ある物体から別の物体が光信号を受信できるように、装置の構成素子が互いに十分に近い
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ことを意味する。検知素子を、いくつかの方法で光導管に光学的に近接して配置すること
ができる。その方法には例えば、光導管に直接付着させること、光導管に連結するコネク
タに付着させること、光導管に付着したポリマー鎖またはポリマーマトリックスに付着さ
せること、または光導管に連結したコネクタに付着したポリマー鎖またはポリマーマトリ
ックスに付着させることがある。検知素子を光導管に恒久的に貼り付けるか、または検知
素子を便利および経済的に置換できるように置換可能に付着させることができる。
【００５８】
　他の実施態様において、検知素子は、さらに１つまたは複数の参照基を備えることがで
きる。レポーター基とは異なり、参照基は、対象アナライトを結合タンパク質に結合する
ときに実質的に不変であることが可能な発光信号を有する。「実質的に不変（substantia
lly unchanged）」とは、参照基の発光の変化が、レポーター基が受ける発光の変化より
かなり小さいことを意味する。参照基は、発光染料および／またはタンパク質から構成す
ることができ、内部参照および較正に使用される。参照基は、検知素子、レポーター基を
含まない結合タンパク質、ポリマーマトリックス、ポリマー鎖、結合タンパク質でない生
体分子、光導管、またはチップを含む、装置の任意数の構成素子に付着することができる
。
【００５９】
　検知素子（典型的には、関連するレポーター基および任意の参照基を有する結合タンパ
ク質を指す）は、例えば共有結合相互作用、イオン相互作用、またはファンデルワールス
相互作用、ディップコーティング、スピンコーティング、プラズマコーティング、または
真空蒸着を使用して光導管の遠位端に直接取り付けることができる。検知素子をコネクタ
に取り付けることもでき、そのため検知素子は容易に着脱可能となり、検知素子を交換す
ることができる。
【００６０】
　他の実施態様において、検知素子をポリマーマトリックスに付着するかまたはポリマー
マトリックス内に固定することができる。本明細書で使用するように、「マトリックス（
matrix）」という用語は、アナライトに浸透可能な任意の２次元または３次元構造である
ことができる。マトリックスは、他の生体分子からの相当の干渉を任意に防ぐことができ
、十分に生体適合であることができる。一部の実施態様において、マトリックスにより、
結合タンパク質はある程度の構造（配座）移動性および／または配向移動性を維持するこ
とができる。マトリックスは複数の層を構成してもよく、内部層は結合タンパク質を維持
する役割を果たし、１つまたは複数の外部層は浸透性を制御し、および／または生体適合
性を達成させる。例えば、ポリマーマトリックスは、全体の内容が本明細書に引用して組
み込まれている、特許文献１１で説明されているもののうちのいずれであってもよい。固
定（immobilization）は、例えば、検知素子をポリマーマトリックスに共有結合するか、
または検知素子をマトリックス内に物理的に捕捉することにより達成することができる。
ポリマーマトリックスが物理的に検知素子を捕捉する例においては、マトリックスの孔は
検知素子を維持するような大きさである。検知素子がポリマーマトリックスに付着される
実施態様においては、検知素子は、例えば共有結合またはイオン結合を使用してマトリッ
クスに付着される。ポリマーマトリックスを、接着剤、ディップコーティングまたはスピ
ンコーティング、プラズマコーティング、共有結合相互作用、イオン相互作用、またはフ
ァンデルワールス相互作用、機械コネクタ、あるいはそれらの組合せを使用して光導管の
遠位端に付着することができる。
【００６１】
　他の実施態様において、検知素子はポリマー鎖に付着される。検知素子をポリマー鎖に
付着する方法は、共有結合相互作用、イオン相互作用、ファンデルワールス相互作用およ
びそれらの組合せを含むが、これらに限定されるものではない。ポリマー鎖は、ディップ
コーティングまたはスピンコーティング、プラズマコーティング、真空蒸着、共有結合相
互作用、イオン相互作用、またはファンデルワールス相互作用、もしくはそれらの組み合
わせを使用して、光導管の遠位端に付着される。
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【００６２】
　他の実施態様において、装置はさらに、皮膚を貫通して検知素子が皮内または皮下腔の
体液に接することができるように設計されたチップ（テーパ形または非テーパ形）を含ん
でいてもよい。チップは使い捨てである。チップは、プラスチック、鋼鉄、ガラス、ポリ
マー、あるいはこれらまたは同様物の任意の組合せを材料とすることができる。チップを
、接着剤または機械金具を使用して光導管（ファイバー）に直接付着してもよい。チップ
を使用して、チップが光導管と検知素子を包含するように検知素子を光導管内に収納して
もよい。一実施態様において、検知素子をチップに内蔵することもできる。
【００６３】
　装置はさらに、装置の成分（component）を別の装置に付着するために使用可能なコネ
クタを備えることができる。コネクタは例えば、標準ファイバー光学コネクタ、ルアーロ
ック、プラスチック、金属、またはガラス製のスリーブ、またはバネ荷重筐体のような任
意の機械装置であってもよい。例えば、コネクタを使用して検知素子を光導管に付着した
り、または光導管を光学システムに付着したりしてもよい。コネクタの主要目的は、他の
成分を容易に着脱可能にすることで自身が交換可能になるような成分を提供することであ
る。
【００６４】
　一実施態様によると、光学システムで生成した１つまたは複数の波長の光を、光導管を
下って検知素子に導くことができる。光導管は、光を最小の損失で送信する光ファイバー
または短いライトガイド（light guide）であることができる。検知素子は、ポリマーマ
トリックスに固定されるか、ポリマー鎖に付着されるか、使い捨てチップに組み込まれる
か、光導管の遠位端に直接付着されるか、またはコネクタに付着されるかのいずれかであ
る、１つまたは複数の関連発光レポーター基を有する１つまたは複数の結合タンパク質を
含んでいてもよい。検知素子は、参照信号または較正信号を提供する目的の生体分子、ポ
リマー、または有機分子に選択可能に付着される追加の発光参照基を含んでいてもよい。
検知素子を直接またはポリマーマトリックス経由のいずれかで光導管の遠位端に付着する
か、または光導管の遠位端に付着される使い捨てチップに付着することができる。この場
合、使い捨てチップは光導管に対して、機械的に、あるいは接着剤を介して、または当業
者に公知の任意の他の適切な手法により、位置付けられる。
【００６５】
　一実施態様において、ダイクロイックミラー（dichroic mirror）またはビームスプリ
ッタ（beamsplitter）を使用して、電磁エネルギー源からの光を直接光導管に向けること
ができる。励起源は、例えばアークランプ（arc lamp）、レーザーダイオード、またはＬ
ＥＤから構成されることができるが、これらに限定されるものではない。これらの実施態
様において、光導管は例えば、光ファイバーケーブルであってもよく、同ファイバーを、
電磁エネルギー源からの励起光を検知素子に送り、またレポーター基または参照基からの
発光信号を光学システムに送り戻すために使用してもよい。ダイクロイック素子は、励起
光からの戻り信号を分離し、その信号を電磁エネルギー検出器に方向付けてもよい。検出
器は、これらに限らないが、例えば、光ダイオード、ＣＣＤチップ、または光電子増倍管
を含んでいてもよい。複数の発光信号が検知素子から戻る場合は、追加のダイクロニック
素子を使用して、戻り信号の一部を複数の検出器に方向付けてもよい。アナライトに敏感
でない発光参照基は、アナライト依存の伝達分子とともに含まれて参照信号を与えること
が望ましい。この参照信号を使用して、例えば、光学または電気ドリフトを補正すること
ができる。
【００６６】
　二分岐光束（bifurcated optical bundle）または融合光ファイバー処理（fused optic
al fiber arrangement）を使用して検知素子を行き来する光を送信する他の実施態様によ
って、励起源からの光を、分岐ファイバー束の１つのアームに沿って送信することができ
る。検知素子からの戻り発光信号を分岐ファイバーの第２のアームを使用して検出するこ
とができ、その結果、この場合にファイバー束が戻り発光からの励起を分離する役割を果
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たす。ダイクロイック光学、ビームスプリッタ、または偏光子をさらに使用して、例えば
波長または偏光に基づいて、戻り発光をさらに分割することができる。任意に、帯域通過
フィルタを使用して、検出すべき発光波長を選択することができる。電源は、光学システ
ムに電力を供給する。
【００６７】
　例えば、光導管が光ファイバーを備えるとき、検知素子を光学システムの端に付着する
様々な方法または手段を使用することができる。当業者は、検知素子と光ファイバーとの
間の十分または緊密な接触を得て、検知素子が動作中に光ファイバーから剥離することを
防ぎ、光が検知素子を行き来して十分に送信されることを保証するような、設計上の配慮
に注意しなければならないことを認識するであろう。さらに、動作中の検知素子の完全性
を維持することは、信頼できる信号応答を確実に得る上で重要である。例えば、ｉｎ　ｖ
ｉｖｏで使用するとき、検知素子は、収縮、膨張、劣化の原因となったり、信号強度、発
光、応答時間等の他の望ましい機能特性に否定的に影響を与えたりする可能性がある様々
な環境に晒されるかもしれない。従って、光学的付着方法または手段は、特定の検知素子
や特定の応用例の特性、構成、およびサイズによって異なってもよい。例えば、本出願に
おいて優先権（priority）を主張する特許文献１２の図３に示す付着方法は、個別に使用
しても、あるいは組合せて使用してもよい。
【００６８】
　一実施態様において、例えば共有結合相互作用、イオン相互作用、ファンデルワールス
相互作用、ディップコーティング、スピンコーティング、プラズマコーティング、真空蒸
着、インクジェット技術、またはそれらの組合せを使用して、検知素子を光ファイバーの
遠位端に直接付着することができる。あるいは、結合タンパク質、関連するレポーター基
および任意の参照基を備えた検知素子を、例えば単層または長鎖ポリマーのようなポリマ
ーに付着することができ、そのポリマーは、例えばディップコーティングまたはスピンコ
ーティング、プラズマコーティング、真空蒸着、共有結合相互作用、イオン相互作用、フ
ァンデルワールス相互作用、インクジェット技術、またはそれらの組合せを使用して光フ
ァイバーの遠位端に直接付着してもよい。
【００６９】
　他の実施態様によると、光ファイバーは針内部にある（針内ファイバー）。本明細書で
使用されるように、「針（needle）」という用語は微小針（microneedle）を含むが、そ
れに限定されるわけではない。針は、ベベル（bevel）のような修正遠位端を有していて
もよく、貫通深度および／あるいは１つまたは複数の側面ポートを制御して、アナライト
が針に含まれる検知素子６にアクセスできるようにする。検知素子は、本発明に記述され
ている方法および／または参照として本明細書に組み込まれた任意の応用例で説明されて
いる任意の方法を使用し、針内部に位置して光ファイバーに直接付着してもよいし、代わ
りに、光ファイバーと機械的に接触するのみであってもよい。別の実施態様において、針
の遠位端を波形にして、検知素子を針に機械的に固定することができる。
【００７０】
　一実施態様において、光ファイバーの外径は約５０－４００ミクロンの間で、約５０－
２００ミクロンの間が望ましく、針の内径は光ファイバーの外径より少々大きく、光ファ
イバーを針へ挿入するのに対応している。その変形として、針を、例えば光ファイバーに
摩擦嵌合または圧着することで、光ファイバーに機械的に固定することができる。別の実
施態様において、光ファイバーを、接着剤または当業者に公知の任意の他の適切な手段に
より、針内部に化学的に固定することができる。この点に関しては、光ファイバーおよび
検知素子を統合した針を含むバイオセンサーチップ部品を、一過的使用用に使い捨てとし
て製造してもよいし、またはｉｎ　ｖｉｖｏに留置して継続使用することもできる。他の
実施態様において、光ファイバーは針内に取り出し可能に挿入したり取り出したりできる
ので、針をｉｎ　ｖｉｖｏに留置してもよく、また光ファイバーは一過的使用用にも希望
通りに挿入したり除去することができる。一実施態様において、針の近位端は、付着可能
な光学要素を受け、例えば光学システムに接続または接するように構成または寸法決定し
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た光学的結合部材を含む。一実施態様において、針は直線針であるが、別の実施態様にお
いては、針はその長さに沿った任意の場所に１つまたは複数の屈曲または屈曲部を有する
ことができる。さらに、他の実施態様において、針の遠位端は、マトリックスを越えて、
およびマトリックスに隣接して拡張する遠位端に屈曲チップ部を含んでいてもよく、反射
または光散乱面または、光ファイバーに面する光反射面を有する層を含み、発光を改善し
、および／または戻り信号を増幅することができる。針部品の他の実施態様は、１つまた
は複数のポートまたは穴を含み、そのポートまたは穴を通してアナライトが流れるかまた
は移動して、アナライトが、針に含まれる検知素子にアクセスすることができる。
【００７１】
　他の実施態様は、ウェアラブル（wearable）な光学バイオセンサーを含む。一実施態様
において、チップ部は鋼鉄の針を備え、その針は長さが約１－１０ｍｍで、その内部に光
ファイバーに固定した検知素子を含む。ファイバー、検知素子、および針は取り付け具内
に位置する。チップ部または針は光ファイバーおよび検知素子を含み、患者の皮膚に直角
に挿入されて検知素子が皮内または皮下腔のいずれかに残る。例示的な実施態様において
、針を取付金具上に固定し、挿入深度を制御することができる。この際、針は患者の皮膚
内で、約０．１ｍｍから約１０ｍｍの間、または約１ｍｍから約２ｍｍの間の距離だけ伸
びることができる。粘着性リングは、取付金具と針部品を適所に保持することができる。
光学システムはその後、取付金具と針部品を、光学システムを有する光ファイバーと接す
るコネクタで締め付けることができる。光学読取器は、台から例えば約０．０２－１メー
トル離れることができ、光ファイバーを有するシステムの残りの部分に接続することがで
きる。励起源は、例えばランプ、レーザーダイオード、またはＬＥＤから構成されるが、
これらに限定されるわけではない。検出器は、例えば光ダイオード、ＣＣＤチップ、また
は光電子増倍管から構成されるが、これらに限定されるわけではない。別の実施態様にお
いて、複数のチップ部または針部品を単一の取付金具に付着することができる。この際に
、チップ部または針部品を構成して複数のアナライトを試験することができるが、そこで
は各針部品が単一のアナライトを試験するよう構成される。他の実施態様において、チッ
プ部または針部品を取付金具に付着し、薬品を少なくとも１つのチップ部または針部品を
通して運ぶことができる。このようにして、薬品運搬システムを設計し、正確な用量の薬
品をアナライトの試験に基づいて計算し、同じバイオセンサー取付金具に付着したチップ
部または針部品経由で運ぶことができる。これらの実施態様において、薬品運搬に使用す
るチップ部または針部品は、１つまたは複数のポートを備え、それを通して薬品を運ぶこ
とができる。
【００７２】
　他の実施態様において、温度プローブのような温度計を、少なくとも１つのチップ部ま
たは針部品の内部に含むこと、それらに隣接させること、またはそれらに付着することが
できる。温度プローブは、例えば温度感知蛍光プローブを使用したサーモカップル（ther
mocouple）または光学的温度モニターであってもよい。他の変形において、バイオセンサ
ーチップをウェアラブルパッチ（patch）装置に組み込むことができ、そこではチップ部
の近位端はパッチに付着し、パッチは患者の皮膚外部に着用できるよう構成およびサイズ
決定される。別の実施態様においては、バイオセンサーチップを時計に組み込むことがで
き、そこではチップ部の近位端は時計に付着し、時計は患者の手首外部に装着できるよう
構成およびサイズ決定される。
【００７３】
　「温度計（thermometer）」という用語は、温度を測定可能なあらゆる装置または構成
を含むよう使用される。本発明による温度計は、これらに限らないが、例えばサーモカッ
プルおよび／または赤外線装置を含む全ての形態の温度センサーを含む。温度計は、例え
ば、温度を検出および／または測定可能な発光染料も含むことができる。従って、本発明
の一実施態様によると、少なくとも１つのレポーター基と温度計は同一の発光染料である
か、または互いに連動して使用される別個の染料であることができる。
【００７４】
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　本発明による一温度計は、少なくとも１つの結合タンパク質に近接する生体試料または
少なくとも生体試料の一部の温度を検出および／または測定することができる。「少なく
とも１つの結合タンパク質に近接する」とは、例えば、少なくとも１つの結合タンパク質
から約０から６インチ、または約１から３インチ離れた生体試料の温度を温度計が測定で
きることを意味するが、しかしながら近接度はこれらの距離に制限されず、温度計は実際
、結合タンパク質からさらに遠くてもよく、それでもなお本発明に包含される。本発明の
一実施態様によると、温度は少なくとも約０．４℃、または少なくとも約０．２℃の精度
で正確である。
【００７５】
　「生体試料（biological sample）」という用語は、全てのｉｎ　ｖｉｖｏ及びｉｎ　
ｖｉｔｒｏの生体試料を含むよう意図され、血液、唾液、涙、汗、尿、脳脊髄液、リンパ
液、間質液、血漿、血清、眼液、動物性組織および中膜、および当業界に公知の任意の他
の生体試料を含むがこれらに限定されるものではない。
【００７６】
　「アナライト（analyte）」または「対象アナライト（target analyte）」は、結合タ
ンパク質を使用して検出可能な１つまたは複数の同一または異なるアナライトを含む。一
実施態様によると、検出すべきアナライトはグルコースを含み、判定されるべきアナライ
トの存在または濃度はグルコースの存在または濃度である。しかしながら、本発明の実施
態様に従って多数の他のアナライトおよびアナライト濃度を、検出および判定することが
できる。対象アナライトは、濃度を測定することが望まれる任意の分子または化合物であ
ることができる。
【００７７】
　測定可能なアナライトの種類の例は、アミノ酸、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質
、炭水化物、脂質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、糖タンパク
質またはプロテオグリカン、リポタンパク質、リポ多糖体、薬品、薬物代謝産物、有機小
分子、無機分子、天然高分子、合成高分子を含むが、これらに限定されるわけではない。
【００７８】
　本明細書で使用されるように、「炭水化物（carbohydrate）」は、単糖類、二糖類、オ
リゴ糖および多糖類を含むが、これらに限定されるわけではない。「炭水化物」はまた、
糖類の従来の定義に入らない炭素、水素および酸素を備える分子、即ち、少なくとも３つ
の炭素原子を含む直鎖ポリヒドロキシル基のアルデヒドまたはケトン誘導体も含むが、こ
れらに限定されるわけではない。従って、例えば、炭水化物は３つより少ない炭素原子を
含むことができる。
【００７９】
　本明細書で使用されるように、「脂質（lipid）」という用語は、当業界で使用される
もの、即ち、非極性の化学基から主にまたは排他的に作られ、たいがいの有機溶媒に容易
に溶けるが水性溶媒には溶けにくい生体起源の物質である。脂質の例は、脂肪酸、トリア
シルグリセロール、グリセロリン脂質、スフィンゴ脂質、コレステロール、ステロイドお
よびそれらの誘導体を含む。例えば、「脂質」は、これらに限らないが、セラミドを含み
、セラミドは、スフィンゴ脂質誘導体、およびセレブロシドおよびガングリオシドのよう
なセラミド誘導体を含むがこれらに限定されるものではない。「脂質」はまた、ホスファ
チジン酸、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルコリン、ホスファチジルセ
リン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセロール等のようなグリセロリ
ン脂質（またはリン脂質）の共通集合も含むがこれらに限定されない。
【００８０】
　本明細書で使用されるように、「薬品（drug）」は、特定細胞種へのその活性または効
果が未知の、公知の薬品または薬品候補であることができる。「薬物代謝産物（drug met
abolite）」は、別の化合物に化学的に変化した薬品の副産物または分解産物である。本
明細書で使用されるように、「有機小分子（small organic molecule）」は、本発明で強
調した他の分類に厳密には適合しない有機分子または化合物を含むが、これらに限定され
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ない。
【００８１】
　一実施態様において、全ての対象アナライトは、例えばタンパク質、または脂肪酸また
は炭水化物といった同一クラスの化合物である。他の実施態様によると、少なくとも１つ
の対象アナライトは、他の対象アナライトとは異なる化合物クラスである。例えば、装置
は、タンパク質、ポリペプチド、または炭水化物を測定することができる。しかし本発明
のさらに他の実施態様においては、どの対象アナライトも同一クラスの化合物にはない。
さらに、対象アナライトは、例えばグルコース、パルミテート、ステアリン酸塩、オレイ
ン酸塩、リノール酸塩、リノレン酸エステル、およびアラキドン酸塩といった化合物クラ
ス内の特定化合物であることができる。または、対象アナライトは、例えば脂肪酸の化合
物クラス全体、またはそのサブクラスの一部であることができる。対象分析物の特定の例
は、グルコース、ガラクトース、脂肪酸、乳酸（ラクテート）、Ｃ反応性タンパク質、炭
水化物、およびサイトカイン、エイコサノイド、ロイコトリエンのような抗炎症性メディ
エータ（mediator）を含むが、これらに限定されない。一実施態様において、対象アナラ
イトは脂肪酸、Ｃ反応性タンパク質、およびロイコトリエンである。他の実施態様におい
て、対象アナライトはグルコース、乳酸および脂肪酸である。
【００８２】
　本明細書で使用した「脂肪酸（fatty acid）」は、遊離脂肪酸（ＦＦＡ）と他の分子に
エステル化した脂肪酸とを含む全ての脂肪酸を含む。特定の脂肪酸の例は、パルミテート
、ステアレート、オレイン酸塩、リノール酸塩、リノレン酸エステル、およびアラキドン
酸塩を含むが、これらに限らない。「遊離脂肪酸（free fatty acid）」という用語は、
ＦＦＡがトリグリセリドまたはリン脂質のような他の分子の一部でないという点で、当業
界での使用通りに使用されている。遊離脂肪酸は、アルブミンに結合または吸収される非
エステル化脂肪酸も含む。本明細書で使用されるように、「非結合遊離脂肪酸（非結合Ｆ
ＦＡ）」とは、アルブミンまたは他の血清タンパク質に結合されない、または吸収されな
い遊離脂肪酸を示す。実際、非結合ＦＦＡは低レベルで体内を循環する（本明細書に全部
が引用により組み込まれている非特許文献１３を参照のこと）。さらに、細胞膜をはさん
でアルブミン結合遊離脂肪酸と非結合遊離脂肪酸とが均衡し、それが容易に確立される証
拠もある。例えば、非結合ＦＦＡは脂肪細胞を介してアルブミンに拡散することができ、
ＦＦＡが他の組織に運搬される。アルブミン結合ＦＦＡはその後、ＦＦＡをエネルギー源
として保存し使用することができる別の細胞膜を介して拡散する（本明細書に全部が引用
により組み込まれている非特許文献１４および１５を参照のこと）。
【００８３】
　本発明による別のアナライトは、次の１つまたは複数の文献で説明されている。即ち、
特許文献１、特許文献２、特許文献１０および／または特許文献１３であり、それらは本
明細書に引用して組み込まれている。
【００８４】
　一実施態様において、対象アナライトは標識付けされない。上記に制限されないが、本
発明の装置は、対象アナライトの測定に対するｉｎ　ｖｉｖｏ設定において、その装置が
対象内で発生または出現するので、特に有用である。それ自体、対象アナライトは標識付
けされる必要はない。勿論、標識付けされない対象アナライトを、ｉｎ　ｖｉｖｏまたは
ｉｎ　ｓｉｔｕ設定において同様に測定することもできる。他の実施態様において、対象
アナライトを標識付けすることができる。標識付けした対象アナライトはｉｎ　ｖｉｖｏ
、ｉｎ　ｖｉｔｒｏまたはｉｎ　ｓｉｔｕの設定で測定することができる。
【００８５】
　レポーター基および／または結合タンパク質の選択は、判定すべきアナライト濃度に影
響される。適切なレポーター基および／または結合タンパク質を、決定するべきアナライ
ト濃度、および本発明の開示、および本明細書に引用して組み込まれている特許文献１、
特許文献２、特許文献１０および／または特許文献１３の開示に基づいた当業者の通常の
技術の１つによって、選択することができる。さらに、本開示に照らして当業者には明ら
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かなように、本発明で説明される数式（formulae）のパラメータ値は、決定すべきアナラ
イトの濃度、レポーター基、および／または結合タンパク質によって異なる。本発明は、
上記の修正および変形も含んでいる。
【００８６】
　少なくとも１つのレポーター基を付着させた結合タンパク質は、信号を生成することが
できる。本発明の一実施態様において、本発明の装置、システムまたは方法はさらに、信
号情報を獲得し、または信号を測定する１つまたは複数の信号検出器または他の手段を含
むことができる。生成された信号は、アナライトが結合領域（binding domains）に結合
したことを示すことができ、従って、アナライトの濃度を示すことができる。言い換える
と、アナライトが結合領域に結合することで、検出器を使用して識別できる信号の質を決
定または変更することができる。信号の質（signal quality）の変化は、光波長変化およ
び信号強度を含むが、これらに限定されるわけではない。一実施態様において、結合領域
は、対象アナライトに結合されないときは信号を生成しない。他の実施態様において、結
合領域は対象アナライトに結合されないときでも信号を生成するが、対象アナライトの結
合は依然、信号の質を変化させ、結合は識別可能である。また、信号の変化を検出器が識
別できさえすれば、アナライトを結合領域に結合することが信号強度を減少させる可能性
もある。
【００８７】
　本発明の一実施態様において、検出器は、蛍光の波長および／または強度を測定するこ
とが可能な蛍光光度計（fluorometer）である。他の検出器の例としては、赤外線分光光
度計、ＵＶ－Ｖｉｓ分光光度計、表面プラスモン共鳴（ＳＰＲ）で使用可能な光ダイオー
ド、および裸眼であってもよい。ＳＰＲにおいて、表面近くの試料の屈折指数特性は対象
分子が存在するとき変化し、屈折光の強度は、試料とガラス媒体の界面に存在する金属面
により弱められる。強度の減少は２媒体の屈折率に依存する明確な角度で発生し、「共鳴
角（resonance angle）」と呼ばれる。
【００８８】
　本発明の装置は、ｉｎ　ｖｉｖｏ、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ及びｉｎ　ｓｉｔｕを含む様々な
設定で使用することができる。本発明の一実施態様では、装置は医療装置またはインプラ
ント（implant）である。インプラントをｉｎ　ｖｉｖｏ設定で使用するとき、インプラ
ントは、検出可能な炎症／拒否反応をほとんどまたは全く生じない生体適合でなければな
らない。インプラントをより生体適合に表現する一実施態様は、インプラントを生体適合
ポリマー、例えばポリ（ウレタン）エラストマー、ポリ（ウレア）およびポリ（塩化ビニ
ル）で被覆することを備える。ポリ（ウレタン）エラストマーは、高い引っ張り強さ、優
れた耐引裂性および耐摩耗性ならびに生体学的環境における相対的に良好な安定性を含む
、優秀な機械特性を有する。セグメント化ポリウレタンの優秀な機械特性は、軟部と硬部
のミクロ相分離から生じた２相のモルフォロジー（morphology）に起因する。ポリウレタ
ンを長期の医療インプラントに使用するとき、軟部は典型的にはポリ（テトラメチレンオ
キサイド）（ＰＴＭＯ）のようなポリ（エーテル）マクロジオールから形成され、硬部は
４，４’－メチレンジフェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）のようなジイソシアネート、
および１，４－ブタンジオールのようなジオール鎖延長剤から抽出される。インプラント
の他の被覆は、本明細書に参照として組み入れた特許文献１４に開示されているポリ（ウ
レア）組成物を含むことができる。
【００８９】
　生体適合インプラントを生成する他の数式（formulations）は、本明細書に引用して組
み込まれる特許文献１５に開示されている。さらに、本明細書に引用して組み込まれる非
特許文献１６は、ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）ヒドロゲルで構築したアンペロ
メトリックグルコース電極バイオセンサーを、酵素バイオセンサーに生体適合性を与える
外部層として報告している。
【００９０】
　一実施態様によると、本発明の装置は、光学センサーに近接した生体試料の温度を測定



(23) JP 2008-517298 A 2008.5.22

10

20

30

40

50

可能な光学センサーと温度計とを含むセンサー装置（例えば、バイオセンサー）である。
光学センサーは、光学センサーに近接した生体試料内の少なくとも１つのアナライトを測
定できる。本発明による光学センサーの限定されない例は、Ｏｃｅａｎ　Ｏｐｔｉｃｓに
より販売されているような蛍光酸素プローブ（FOXY Fiber Optic Oxygen Sensors）を含
む。
【００９１】
　本発明に係る別の装置は、少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの
結合タンパク質を有する装置を含み、その少なくとも１つのレポーター基は、少なくとも
１つの結合タンパク質に近接した生体試料の温度を検出することができる。従って、これ
らの実施態様によると、レポーター基はアナライト検出器と温度センサーとの両方の役割
を果たすか、または少なくとも２つのレポーター基を利用して、少なくとも１つのレポー
ター基が、少なくとも１つの結合タンパク質に近接した生体試料の温度を検出することが
できる。
【００９２】
　また、結合タンパク質レポーター基の対の各々は、アナライトセンサーまたは温度セン
サーの両方の役割を果たすのではなく、それらのいずれかの役割を果たすことができる。
本発明に係る装置は、アナライトセンサーの役割を果たす少なくとも１つの結合タンパク
質レポーター基の対と、温度センサーの役割を果たす少なくとも１つの対を含むことがで
きる。本発明に係る装置の別の実施態様は、１つまたは複数の追加のアナライト検出化合
物、および／または温度センサーのような１つまたは複数の追加の温度計を含んでもよい
。一実施態様によると、一方のタンパク質が活性で他のものが活性でない場合、同種の染
料を異なるタンパク質に付着させることができる。
【００９３】
　本発明に係る実施態様によると、検知素子または製造したチップ装置は無菌であること
ができる。ここで、「無菌（sterile）」とは、基本的に微生物またはバクテリアがない
ことを意味する。一定の製造方法において、集めた成分（component）を、製造の各段階
後に定期的に消毒することができる。例えば、一実施態様において、製造段階の各々の後
にスリーブ（sleeve）を消毒して、最終的に無菌のパッケージ装置とすることができる。
または、集めたファイバーおよび検知素子または製造したチップ装置を、最終段階で無菌
にすることができる。
【００９４】
　方法
　本発明に係る方法は、少なくとも１つのレポーター基の発光情報を取得すること、生体
試料の温度情報を取得すること、および温度情報に基づいて補正発光値を決定することを
含み、補正発光値は試料内の少なくとも１つのアナライトの濃度を示す。この方法はさら
に、補正発光情報に基づいて少なくとも１つのアナライトの濃度を決定することを含んで
いてもよい。一実施態様によると、発光情報は、少なくとも１つのレポーター基が付着し
た少なくとも１つの結合タンパク質から取得した情報を備え、少なくとも１つのレポータ
ー基は、少なくとも１つの結合タンパク質が少なくとも１つのアナライトに結合するとき
に発光する。別の実施態様によると、温度情報は、少なくとも１つの結合タンパク質に近
接した生体試料の少なくとも一部の温度に関する情報を含む。
【００９５】
　本発明に係る一方法によると、室温での補正発光（ＬRT）は、少なくとも次の変数の関
数であることができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、温度（
Ｔ）、および室温（ＴR）である。一方法によると、室温（ＬRT）でのレポーター基の発
光は、以下の式で決定することができる。
【００９６】
【数１】
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【００９７】
　ここで、ＬRTは室温に補正した発光で、Ｌ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の発光
、ＴRは室温、ＳＱ１は温度と発光との間の２次関係の強さに関する係数、およびＳＱ２
は温度と発光との間の１次関係の強さに関する係数である。
【００９８】
　ここで使用するように、「室温（room temperature）」という用語は、例えば、センサ
ーの製造ロットを代表するセンサーを工場較正中に、参照発光値を取得できる温度のこと
を言う。「室温」という用語は、一般に摂氏約２１度および２３度の間の温度を言う。参
照発光読取値（reference luminescence readings）が範囲外の温度で取得可能な限り、
「室温」とは任意の上記の温度を指す。
【００９９】
　本発明は、センサーから放射した発光情報の補正方法も含んでおり、室温（ＬRT）での
発光は以下の式で決定される。
【０１００】

【数２】

【０１０１】
　変数は、上述のとおりである。
【０１０２】
　上記の方法は、室温での発光（ＬRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定するこ
とを含む。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））を決定すること、室温
（ＴR）を決定すること、温度と発光との間の２次関係の強さに関する係数（ＳＱ１）を
決定すること、および温度と発光との間の１次関係の強さに関する係数（ＳＱ２）を決定
することである。
【０１０３】
　上述のように、本発明の方法によると、「発光（luminescence）」という用語は、蛍光
、リン光または当業者に公知の任意の他の種類の発光を含むことができる。従って、本発
明の一実施態様によると、室温に補正した蛍光（ＦRT）は、少なくとも以下の変数のうち
の１つの関数であることができる。即ち、室温（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ）
）、温度（Ｔ）、および室温（ＴR）である。一方法によると、室温（ＦRT）での蛍光は
以下の式で決定される。
【０１０４】
【数３】

【０１０５】
　ここで、ＦRTは室温に補正した蛍光であり、Ｆ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の
蛍光であり、ＴRは室温であり、ＳＱ１は温度と蛍光との間の２次関係の強さに関する係
数、およびＳＱ２は温度と蛍光との間の１次関係の強さに関する係数である。
【０１０６】
　本発明は、センサーから放射した蛍光情報の補正方法も包含し、室温での蛍光（ＦRT）
は以下の式で決定される。
【０１０７】
【数４】

【０１０８】
　変数は、上述のとおりである。
【０１０９】
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　上記の方法は、室温での蛍光（ＦRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定するこ
とを含む。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））決定すること、室温（
ＴR）を決定すること、温度と蛍光との間の２次関係の強さに関する係数（ＳＱ１）を決
定すること、および温度と蛍光との間の１次関係の強さに関する係数（ＳＱ２）を決定す
ることである。
【０１１０】
　本発明の一実施態様によると、補正発光（ＬRT）は少なくとも以下の変数のうちの１つ
の関数であることができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、温
度（Ｔ）、皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および室温（ＴR）と
皮膚温度（ＴS）との間の領域における感度（Ｓ２）である。従って、一実施態様による
と、補正発光は以下の式で決定される。
【０１１１】
【数５】

【０１１２】
　ここで、ＬRTは室温に補正した発光、Ｌ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の発光、
Ｓ１は皮膚温度および体内温度領域周辺の温度感度、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度
（ＴS）の間の領域に適用される感度である。温度感度（Ｓ）は、１度あたりの（補正信
号または参照信号からの）発光信号の損失の割合で表される。
【０１１３】
　従って、本発明は、センサーから放射した発光情報の補正方法も包含し、室温（ＬRT）
での補正発光は以下の式で決定される。
【０１１４】
【数６】

【０１１５】
　変数は、上述したとおりである。
【０１１６】
　これらの方法は、室温での発光（ＬRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定する
ことができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））を決定すること、
皮膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）を決定すること、および室温（ＴR

）と皮膚温度（ＴS）との間の領域に適用される感度（Ｓ２）を決定することである。
【０１１７】
　再び述べるが、「発光」は蛍光、リン光または他の種類の発光を含むことができ、補正
蛍光（ＦRT）は少なくとも以下の変数のうちの１つの関数であることができる。即ち、温
度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））、温度（Ｔ）、皮膚温度または体内温度領
域周辺の温度感度（Ｓ１）、および室温（ＴR）と皮膚温度（ＴS）との間の領域における
感度（Ｓ２）である。従って、一実施態様によると、補正蛍光は以下の式で決定される。
【０１１８】

【数７】

【０１１９】
　ここで、ＦRTは室温に補正した蛍光で、Ｆ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の蛍光
、Ｓ１は皮膚および体内温度領域周辺の温度感度で、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度
（ＴS）の間の領域に適用される感度である。
【０１２０】
　従って、本発明は、センサーから放射した蛍光情報の補正方法も包含し、室温での補正
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蛍光（ＦRT）は以下の式で決定される。
【０１２１】
【数８】

【０１２２】
　変数は、上述したとおりである。
【０１２３】
　これらの方法は、室温での蛍光（ＦRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定する
ことを含む。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））を決定すること、皮
膚温度または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）を決定すること、および室温（ＴR）
と皮膚温度（ＴS）との間の領域に適用される感度（Ｓ２）を決定することである。
【０１２４】
　他の実施態様によると、室温での補正発光（ＬRT）は以下の変数の少なくとも１つの関
数であることができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、温度（
Ｔ）、および皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周りの温度感度（Ｓ１）である。従っ
て、一実施態様によると、補正発光は以下の公式で決定することができる。
【０１２５】

【数９】

【０１２６】
　ここで、ＬRTは室温に補正した発光で、Ｌ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の発光
、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周辺の温度感度で、ＦＣは、アナライト濃
度が決定される哺乳動物の名目皮膚温度（「Ｔ－ｓｋｉｎ」）および室温（「Ｔ－ｒｏｏ
ｍ」）での差異に起因する発光の変化を考慮した補正要素（correction factor）である
。
【０１２７】
　従って、本発明は、センサーから放射した発光情報の補正方法も包含し、補正発光は以
下の式で決定される。
【０１２８】
【数１０】

【０１２９】
　これらの方法は、室温での発光（ＬRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定する
ことを含むことができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））を決定
すること、皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周辺の温度感度（Ｓ１）を決定すること
であり、ＦＣは、名目Ｔ－ｓｋｉｎおよびＴ－ｒｏｏｍ間の差異に起因する発光変化を考
慮した補正要素である。
【０１３０】
　発光が蛍光である他の実施態様によると、室温での補正蛍光（ＦRT）は以下の変数の少
なくとも１つの関数であることができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ
（Ｔ））、温度（Ｔ）、および皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周辺の温度感度（Ｓ
１）である。従って、一実施態様によると、補正蛍光は以下の式で決定することができる
。
【０１３１】

【数１１】
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　ここで、ＦRTは室温に補正した蛍光で、Ｆ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の蛍光
、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周辺の温度感度で、ＦＣは、名目Ｔ－ｓｋ
ｉｎおよびＴ－ｒｏｏｍ間の差異に起因する発光変化を考慮した補正要素である。 
　このように、本発明はセンサーから放射した蛍光情報の補正方法も包含し、そこでは補
正蛍光は以下の式で決定される。
【０１３３】
【数１２】

【０１３４】
　これらの方法は、室温での蛍光（ＦRT）を以下の１つまたは複数の変数により決定する
ことができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））を決定すること、
皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周辺の温度感度（Ｓ１）を決定することであり、Ｆ
Ｃは、名目Ｔ－ｓｋｉｎおよびＴ－ｒｏｏｍ間の差異に起因する発光変化を考慮した補正
要素である。
【０１３５】
　本発明は、この例で与えた方程式を含む本発明で与えた方程式の他の再定式化または近
似も包含するが、本開示を考察する当業者には自明であろう。
【０１３６】
　本発明はさらに、室温（Ｔ）でのレポーター基の参照発光（例えば、蛍光）を参照体内
温度での発光に変換することを含む方法を包含する。従って、実際に測定した発光は、発
光と参照体内温度との関係に基づいて参照体内温度に変換することができる。上記の変換
は、例えば、以下の１つまたは複数の方程式によって実行することができる。
【０１３７】
【数１３】

【０１３８】
　ここで、Ｌ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の発光、ＬRTは室温での発光、ＳＱ１
は温度と発光との間の２次関係の強さに関する係数、およびＳＱ２は温度と発光との間の
１次関係の強さに関する係数、ＴRは室温、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周
辺の温度感度、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）の間の領域に適用される感度、
およびＦＣは、Ｔ－ｓｋｉｎ、Ｔ－ｂｏｄｙ、およびＴ－ｒｏｏｍを考慮した補正要素で
ある。
【０１３９】
　このように、本発明は、センサーから放射した発光情報の補正方法も包含し、補正発光
は以下の式の任意で決定される。
【０１４０】
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【数１４】

【０１４１】
　ここで、Ｌ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の発光、ＬRTは室温での発光、ＳＱ１
は温度と発光との間の２次関係の強さに関する係数、およびＳＱ２は温度と発光との間の
１次関係の強さに関する係数、ＴRは室温、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周
りの温度感度、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）の間の領域に適用される感度、
およびＦＣは、Ｔ－ｓｋｉｎ、Ｔ－ｂｏｄｙ、およびＴ－ｒｏｏｍを考慮した補正要素で
ある。上記の方法は、任意の上記変数を測定および／または決定すること、および１つま
たは複数の上記式を使用してＬ（Ｔ）および／またはＬRTを求めることを含む。
【０１４２】
　従って、発光が蛍光である場合、本発明に係る方法は、室温（Ｔ）でのレポーター基の
参照蛍光を参照体内温度での蛍光に変換することを含む方法を包含する。従って、実際に
測定した蛍光は、蛍光と参照体内温度との間の関係に基づいて参照体内温度に変換するこ
とができる。上記の変換は、例えば、以下の１つまたは複数の方程式によって実行するこ
とができる。
【０１４３】
【数１５】

【０１４４】
　ここで、Ｆ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の蛍光、ＦRTは室温での蛍光、ＳＱ１
は温度と蛍光との間の２次関係の強さに関する係数、およびＳＱ２は温度と蛍光との間の
１次関係の強さに関する係数、ＴRは室温、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周
辺の温度感度、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度の間の領域に適用される感度、および
ＦＣは、Ｔ－ｓｋｉｎ、Ｔ－ｂｏｄｙ、およびＴ－ｒｏｏｍを考慮した補正要素である。
【０１４５】
　従って、本発明は、センサーから放射した蛍光情報の補正方法も包含し、補正蛍光は以
下の式の任意で決定される。
【０１４６】
【数１６】
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【０１４７】
　ここで、Ｆ（Ｔ）は室温（Ｔ）でのレポーター基の蛍光、ＦRTは室温での蛍光、ＳＱ１
は温度と蛍光との間の２次関係の強さに関する係数、およびＳＱ２は温度と蛍光との間の
１次関係の強さに関する係数、ＴRは室温、Ｓ１は皮膚温度または体内温度領域（ＴS）周
辺の温度感度、Ｓ２は室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）の間の領域に適用される感度、
およびＦＣは、Ｔ－ｓｋｉｎ、Ｔ－ｂｏｄｙ、およびＴ－ｒｏｏｍを考慮した補正要素で
ある。上記の方法は、任意の上記変数を測定および／または決定すること、および１つま
たは複数の上記式を使用してＦ（Ｔ）および／またはＦRTを求めることを含む。
【０１４８】
　本発明が包含する別の方法は、参照温度（Ｔ）でレポーター基の参照蛍光を参照体内温
度（例えば、生体試料の参照温度）での蛍光に、例えば上述の方法により変換することを
含む。従って、測定した蛍光を、変換した参照蛍光と比較することができる。これは、蛍
光強度測定値が絶対測定値ではなく相対測定値であるので、有用である。測定した蛍光は
参照蛍光と比較され、その結果、測定した蛍光または参照蛍光を変換することができる。
さらに、測定した蛍光または参照蛍光のいずれかを変換することは、（バックグラウンド
の変化を考慮するためなど）温度以外の他の要素を含むことができる。
【０１４９】
　少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質に近接する
生体試料からの温度情報を使用して、初期に決定した生体試料内の少なくとも１つのアナ
ライト濃度を補正する方法も、本発明は包含する。一実施態様によると、初期に決定した
少なくとも１つのアナライト濃度は、少なくとも１つの結合タンパク質が少なくとも１つ
のアナライトに結合するときに信号を与える少なくとも１つのレポーター基によって、決
定される。
【０１５０】
　本発明に係る方法は、蛍光共鳴エネルギー移動（ＦＲＥＴ）測定値、蛍光極性および蛍
光異方性を取り込むように拡張することができる。例えば、上記方法によると、異なる温
度での測定値を取得し、温度と信号の関係を決定し、ＦＲＥＴ測定値、蛍光極性または蛍
光異方性が使用されるか否かに基づいて適切な補正要素を決定することができる。
【０１５１】
　一実施態様によると、本発明に係る方法は、発光情報（例えば強度、最大放射の波長、
ライフタイム、ＦＲＥＴ効率性、極性等）を受信すること、温度情報を受信すること、お
よび温度情報に基づいて補正発光値を決定することを含む。これらの実施態様によると、
発光情報を少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質か
ら受信することができ、その少なくとも１つのレポーター基は、タンパク質が少なくとも
１つのアナライトに結合するときに発光する。温度情報は、少なくとも１つの結合タンパ
ク質に近接する生体試料の温度に関する情報を含むことができる。これらの実施態様によ
る方法は、補正発光値に基づいてアナライトの補正濃度を決定することをさらに含むこと
ができる。
【０１５２】
　システム
　本発明には、さらに以下ものを含むシステムが含まれる。即ち、少なくとも１つのアナ
ライトを自身に結合するときに信号を生成できる、少なくとも１つのレポーター基が付着
した少なくとも１つの結合タンパク質、前記信号の測定手段、前記少なくとも１つの結合
タンパク質に近接した生体試料の温度の測定手段、および測定した信号を前記測定温度に
基づいて補正する手段である。
【０１５３】
　本発明のシステムによると、当業者には明らかなように、信号の測定手段は例えば、強
度、ライフタイム、極性等の発光信号を検出する任意の手段を含む。非制限的な例として
、上記手法は、蛍光光度計のような１つまたは複数の検出器を含むことができる。蛍光光
度計は、少なくとも１つのアナライトが少なくとも１つの結合タンパク質に結合するとき
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に少なくとも１つのレポーター基から発光される蛍光を測定することができる。
【０１５４】
　少なくとも１つの結合タンパク質に近接した生体試料の温度を測定する任意の方法を、
本発明によって使用することができる。例えば、温度の測定手段は、サーモカップル、赤
外線装置または当業者に公知の他の手段のような温度計を含むことができる。
【０１５５】
　測定信号を測定温度に基づいて補正する任意の手段を、本発明によって使用することが
できる。例えば、測定信号を、コンピュータ、プロセッサまたは他の手段により補正する
ことができる。
【０１５６】
　従って、一実施態様によると、本発明は以下を含むシステムを含む。即ち、少なくとも
１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパク質、蛍光光度計、温度計、
およびプロセッサである。レポーター基からの発光信号は、検出すべき少なくとも１つの
アナライト濃度の変化に応じて変化する。プロセッサは、信号処理、１つまたは複数の信
号の数学的操作、および／またはデータ格納および処理を行うことができる。コンピュー
タまたはプロセッサは、光学システムの他の成分（component）と物理的に接触するか、
または他の実施態様において、光学システムの他の成分から数メートルまで物理的に離れ
ることができる。これらの実施態様において、光学システム内のエネルギー検出器および
／または電子処理要素からの情報は、コンピュータまたはプロセッサに無線で通信される
。コンピュータまたはプロセッサは、検知素子に固有の較正情報も保存することができる
。
【０１５７】
　本発明に係る他のシステムは、少なくとも１つのアナライトを自身に結合するときに信
号を生成できる、少なくとも１つのレポーター基が付着した少なくとも１つの結合タンパ
ク質、信号を測定するための蛍光光度計、少なくとも１つの結合タンパク質に近接した生
体試料の温度を測定可能な温度計、および測定した発光を測定温度に基づいて補正するプ
ロセッサを含むことができる。
【０１５８】
　本発明による別のシステムは、生体試料内の少なくとも１つのアナライトの濃度を測定
または検出でき、生体試料の温度を測定できるセンサーと、プロセッサとを含む。
【０１５９】
　本発明の一実施態様によると、プロセッサを適応させて、測定温度に基づいてアナライ
トの濃度を補正することができる。
【０１６０】
　メモリおよびプロセッサを含む装置
　本発明の更なる実施態様は、レポーター基の発光情報と温度情報を記憶するメモリと、
温度情報に基づいて発光情報を補正するプロセッサを含む装置を含む。メモリの適切な形
態と適切なプロセッサは、当業者には明らかであろう。
【０１６１】
　一実施態様によると、プロセッサは、室温に補正した発光（ＬRT）を少なくとも以下の
変数のうちの一つに基づいて決定することができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基
の発光（Ｌ（Ｔ））、室温（ＴR）、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領域または体内温度領域
周辺の温度感度（Ｓ１）、室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の領域に適用する感度（
Ｓ２）である。したがって、本発明に係る一プロセッサは、室温に補正した蛍光（ＦRT）
を少なくとも以下の一つに基づいて決定することができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポー
ター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））、室温（ＴR）、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領域または体内温
度周辺の温度感度（Ｓ１）、室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の領域に適用する感度
（Ｓ２）である。
【０１６２】
　プログラム
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　本発明は、コンピュータに本発明で説明した方法および／あるいは１つまたは複数のそ
れらの部分を実行させるよう適応したプログラムをも対象とする。適切なプログラムを、
当業者は本開示を考慮して準備できる。
【０１６３】
　コンピュータ読取可能記憶媒体
　本発明は、コンピュータ読取可能記憶媒体（本発明において「機械読取可能媒体」とも
言う）をも対象とし、本発明で説明した方法および／あるいは１つまたは複数のそれらの
部分をコンピュータに実行させるよう適応したプログラムが、そのコンピュータ読取可能
な記憶媒体上に記録される。コンピュータ読取可能な記憶媒体の適切な形態は、当業者に
明らかであろう。非制限的な例として、ディスク、ＣＤおよび、現在公知のまたは後に開
発されうるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を経由した一時記憶を含む他の形態の記憶
媒体を、本発明によって使用することができる。
【０１６４】
　本発明は、命令を含む機械読取可能媒体をも包含し、その命令を機械が実行することに
より補正発光値が決定される。一実施態様によると、機械読取可能命令は、少なくとも以
下の変数の一つに基づいて室温に補正した発光（ＬRT）値を決定するコードセグメントを
含む。即ち温度（Ｔ）でのレポーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、温度（Ｔ）、室温（ＴR）
、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領域または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、室温（
ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の領域に適用する感度（Ｓ２）である。一実施態様による
と、機械読取可能命令は、補正発光値を、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光Ｌ（Ｔ）、
温度（Ｔ）、および室温（ＴR）のうち少なくとも１つの関数として決定するコードセグ
メントを含む。他の実施態様によると、機械読取可能命令は、補正発光値を、温度（Ｔ）
でのレポーター基の発光Ｌ（Ｔ）、温度（Ｔ）、皮膚温度領域または体内温度領域周辺の
温度感度（Ｓ１）、および皮膚温度（ＴS）のうち少なくとも１つの関数として決定する
コードセグメントを含む。
【０１６５】
　本発明による一機械読取可能媒体は、命令を含み、その命令を機械が実行することによ
り補正輝度値が決定される。これらの実施態様によると機械読取可能命令は、少なくとも
以下の一つの変数に基づいて室温に補正した蛍光（ＦRT）を決定するコードセグメントを
含む。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ））、温度（Ｔ）、室温（ＴR

）、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領域または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、室温
（ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の領域に適用する感度（Ｓ２）である。一実施態様によ
ると、機械読取可能命令は、補正発光値を、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光Ｆ（Ｔ）
、温度（Ｔ）、および室温（ＴR）のうち少なくとも１つの関数として決定するコードセ
グメントを含む。他の実施態様によると、機械読取可能命令は、補正発光値を、温度（Ｔ
）でのレポーター基の蛍光Ｆ（Ｔ）、温度（Ｔ）、皮膚温度領域または体内温度領域周辺
の温度感度（Ｓ１）、および皮膚温度（ＴS）のうち少なくとも１つの関数として決定す
るコードセグメントを含む。
【０１６６】
　コンピュータデータ信号
　本発明の更なる実施態様は、伝送媒体に組み込んだコンピュータデータ信号を含み、伝
送媒体内でコンピュータデータ信号は、コンピュータで読取可能なプログラムコードを含
む。一実施態様によると、プログラムコードは、少なくとも以下の一つに基づいて室温に
補正した発光（ＬRT）値を決定するコードセグメントを含む。即ち、温度（Ｔ）でのレポ
ーター基の発光（Ｌ（Ｔ））、温度（Ｔ）、室温（ＴR）、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領
域または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の
領域に適用する感度（Ｓ２）である。一実施態様によると、プログラムコードは、補正発
光値を、温度（Ｔ）でのレポーター基礎の発光Ｌ（Ｔ）、温度（Ｔ）、および室温（ＴR

）のうち少なくとも１つの関数として決定するコードセグメントを含む。他の実施態様に
よると、プログラムコードは、補正発光値を、温度（Ｔ）でのレポーター基の発光Ｌ（Ｔ
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）、温度（Ｔ）、皮膚温度領域または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および皮膚
温度（ＴS）のうち少なくとも１つの関数として決定するコードセグメントを含む。
【０１６７】
　本発明の一実施態様は、伝送媒体に組み込んだコンピュータデータ信号を含み、伝送媒
体内でコンピュータデータ信号は、コンピュータで読取可能なプログラムコードを含み、
伝送媒体内でプログラムコードは、室温に補正した蛍光（ＦRT）値を決定するコードセグ
メントを含む。これらの実施態様によると、室温に補正した蛍光（ＦRT）値は、少なくと
も以下の一つに基づくことができる。即ち、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光（Ｆ（Ｔ
））、温度（Ｔ）、室温（ＴR）、皮膚温度（ＴS）、皮膚温度領域または体内温度領域周
辺の温度感度（Ｓ１）、室温（ＴR）および皮膚温度（ＴS）間の領域に適用する感度（Ｓ
２）である。一実施態様によると、プログラムコードは、補正蛍光値を、温度（Ｔ）での
レポーター基の蛍光Ｆ（Ｔ）、温度（Ｔ）、および室温（ＴR）のうち少なくとも１つの
関数として決定するコードセグメントを含む。他の実施態様によると、プログラムコード
は、補正蛍光値を、温度（Ｔ）でのレポーター基の蛍光Ｆ（Ｔ）、温度（Ｔ）、皮膚温度
領域または体内温度領域周辺の温度感度（Ｓ１）、および皮膚温度（ＴS）のうち少なく
とも１つの関数として決定するコードセグメントを含む。
【０１６８】
　本発明は、多数の異なる形態における実施態様により充足されるが、本発明の開示と例
は、例および／または本発明の原理の説明として考えられるべきであり、開示した実施態
様および説明した実施態様において本発明の範囲を制限することを意図していないという
了解のもとで、本発明の実施態様を本書に詳細に説明する。当業者に対して明らかなよう
に、様々な変更および修正が可能であり、それらは本発明の範囲内として考えられており
、当業者は本発明の趣旨から逸脱することなくそれらを行うことができる。
【０１６９】
　例
　例１
　この実験の目的は、連続グルコースモニタリングシステム（「ＣＧＭＳ」）センサーが
温度に敏感であるかどうかを決定すること、およびもしそうである場合、その感度の大き
さと再現性を決定することである。この実験は、とりわけ、温度を独自に測定する場合の
蛍光の補正計算を示す。
【０１７０】
　実験方法
　様々な光学センサー（針内ファイバー）を使用して数回の実験を行った。シンチレーシ
ョン瓶（scintillation vials）内にグルコース溶液（５および３０ｍＭ）を含ませ、加
熱ブロック内に置いたシンチレーション瓶内にセンサーを置いた。ブロックの温度は、各
グルコース濃度に対して、室温から４０℃に、そしてまた室温へと一度循環した。センサ
ーの蛍光と溶液温度のデータを収集した。これらの実験の１つから得た試料データを図１
に示す。設置点周辺の振動は、加熱ブロック制御装置に起因する。
【０１７１】
　データ分析
　各実験に対して、温度の差異を計算した（室温と豚の皮膚参照温度）。室温は２１．３
℃と仮定し、豚の皮膚参照温度は３５℃と仮定した。各センサーからの蛍光データを４つ
の部分に分割した。即ち、
　５ｍＭに関する全てのデータ
　３０ｍＭに関する全てのデータ
　５ｍＭかつ３０℃超の温度に関する全てのデータ、および
　３０ｍＭかつ３０℃超の温度に関する全てのデータ
である。
【０１７２】
　各部分に対して、室温参照または皮膚温度参照（３０℃超に対して）のいずれかを使用
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【０１７３】
　１分間の試料率で１時間あたり０．３％の定常変位に対してデータを補正した。初期デ
ータ収集の試験中、温度-蛍光曲線は２１－４０℃の範囲全体に渡って線形でないことが
言及されている。しかしながら、高温のデータだけを考える場合、温度-蛍光関係はより
近似的に線形であった。
【０１７４】
　２つの補正要素を計算した。第１の補正要素はデータを一部の皮膚参照温度（ＴS）に
補正し、第２の補正要素は皮膚参照温度からのデータを室温に補正するために使用した。
実際は、これらの２つの要素を掛け合わせてもよい。ここで報告したセンサーの場合、皮
膚参照温度ＴSに関する温度感度は‐２．５％／℃であり、ＴSからＴRへの補正要素は‐
２．３％／℃の感度を使用した。
【０１７５】
　室温での蛍光測定値を「ＦRT」で表し、任意の温度での同一源を「Ｆ（Ｔ）」で表す。
次に、関係は十分に線形であると仮定する。
【０１７６】
【数１７】

【０１７７】
　上記の式において、「ｍ」は回数／度（摂氏）の単位を有し、負の数である。上で示し
たように、温度感度（Ｓ）は、１度あたりの（補正信号または参照信号からの）蛍光信号
損失の比として表される。
【０１７８】

【数１８】

【０１７９】
　Ｓは温度の逆数の単位を有する。補正信号ＦRTが未知なので、Ｓは測定した蛍光で表さ
れる。前述の２つの方程式を組み合わせると、以下の式が得られる。
【０１８０】

【数１９】

【０１８１】
　この方程式は、温度補正した蛍光値を与える。温度-蛍光曲線が室温から任意のｉｎ　
ｖｉｖｏ温度まで十分に線形であると仮定すると、上述の方程式が使用できる。データ内
の非線形性が重要であると認識すると、２段階のアプローチを取ることができる。皮膚温
度（ＴS）領域周りに適用される感度（Ｓ１）と、室温と皮膚温度との間の領域に適用さ
れる感度（Ｓ２）を仮定すると、以下の式が得られる。
【０１８２】
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【数２０】

【０１８３】
　ここまでは、データは、Ｓ１とＳ２の両方が負で、ほぼ同じオーダーの規模であること
を示す。
【０１８４】
　ｉｎ　ｖｉｖｏ温度感度（Ｓ１）、およびｉｎ　ｖｉｔｒｏからｉｎ　ｖｉｖｏへの補
正要素（ＦＣ）を考えることは概念的に容易である。
【０１８５】
【数２１】

【０１８６】
　この形において、ＴS、ＴR、およびＳ２に対して代表値を与えると、ＦＣは正で１より
大きい。ここで報告したデータの場合、ＦＣ＝１．２７である。
【０１８７】
　データに２次関数を当てはめることも可能である。
【０１８８】

【数２２】

【０１８９】
　二次補正は、特にＴSまたはＴRより離れた温度に対して、２段階アプローチよりも若干
、より正確でなければならない。しかしながら、含まれる感度係数は直感的に把握されず
、必要な計算量が増加する。ここで報告したデータに対して、Ｓ１は近似的に＋５ｅ-２
％／（℃）2で、Ｓ２は近似的に-３％／℃である。
【０１９０】
　高濃度（３０ｍＭ）試験部からの蛍光データを温度の関数として図２にプロットし、同
一試験の低グルコース濃度（５ｍＭ）部に対するデータを図３にプロットする。未補正デ
ータのＦ-Ｔ曲線は、いずれの場合も線形ではない。以下を仮定し、データから計算した
感度を使用してデータを２１℃に補正し戻した。
- 全ての温度に対して、１つの感度との１次関係
- ２つの感度（ＴS周りのＳ１、およびＴRからＴSへのＳ２）関係を仮定
- ２次の関係
　２段階アプローチに対して、第２の感度は３０℃超の温度に対して適用されるのみであ
り、３０℃未満では結果は単一感度の方法と同じであることに注意する。その２段階の方
法は、高温で２次の方法とほぼ同じ補正を与える。
【０１９１】
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　低グルコース濃度および高グルコース濃度データに適用した補正は、同じ感度を使用し
た。その補正により、測定した蛍光を参照温度（２１℃）と同等のものに変更し戻すこと
を意図している。図３の低グルコース濃度の場合、２１℃で収集したデータは全ての未補
正データと同一曲線上にあり、高温での補正データは同じ強さである。しかしながら高グ
ルコース濃度の場合は、２１℃付近で収集したデータは残りのデータと同一曲線上にはな
く、温度感度の計算には使用しなかった。高温での補正蛍光は従って、２１℃付近の実デ
ータからの補正値である。
【０１９２】
　ここで報告したセンサー試験の（線形フィットを使用した）全体および高温の感度を図
４に示す。特に、図４は、ＣＧＭＳプローブの有限集合に対する温度感度を示し、感度は
他のプローブに対して異なることができる。高温感度を、３０℃超で収集したデータのみ
を使用して計算した。パーセントの変化は、１度あたりの蛍光変化が参照温度（皮膚温度
に対して３５℃[「高温（high T）」]、室温に対して２１．３℃[「全温度（all T）」]
）で蛍光により分割されるとき、計算される。
【０１９３】
　例２
　第２の発光レポーター（reporter）を使用した温度補正の例を以下に示す。この例にお
いて、検知および参照レポーター基（reporting group）の両方は、温度において広く２
次である温度感度を有するが、感度の強さは各々に対して異なる。この例において、参照
レポーター基（reporting group）はセンサーで使用したものと同じ染料であるが、期待
したアナライト濃度の範囲上のアナライトの存在に対して敏感でない結合タンパク質に付
着される。他の実施態様において、参照染料は、検出基（sensing group）とは異なる励
起／放射特性を有することができる。
【０１９４】
　実験方法
　２つのタンパク質染料の組み合わせのうちの１つを有する様々な光学センサー（針内フ
ァイバー）を使用して実験を行った。３０ｍＭのグルコース溶液を含み、加熱ブロック内
に置いたシンチレーション瓶内にセンサーを置いた。ブロックの温度は、室温から３５℃
、そして室温に二回循環させた。センサーの蛍光と溶液温度を収集した。
【０１９５】
　データ分析
　アナライトに敏感でないレポーター基（reporting group）に対して、温度感度を以下
のように表すことができる。
【０１９６】
【数２３】

【０１９７】
　ここで、Ｒ（Ｔ）は温度（Ｔ）での参照レポーター基の発光であり、ＲRTは室温（ＴR

）での参照レポーター基の発光である。
【０１９８】
　アナライト検知レポーター基（reporting group）の温度感度は、以下のように表すこ
とができる。
【０１９９】
【数２４】

【０２００】
　さらに、室温で参照レポーター基（reporting group）は、１２という相対蛍光値を生
成し、検知レポーター基（reporting group）は、１５という相対蛍光値を生成した。こ
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度には依存しない。
【０２０１】
　検知蛍光比率と参照蛍光比率の間の関係は多項式で正しく表すことができ、当業者に対
して明らかな多数の手段の１つによりその多項式に到達することができる。この場合、
【０２０２】
【数２５】

【０２０３】
となる。
【０２０４】
　検知蛍光信号をこの方程式と参照信号比によって補正した。１つの冷却サイクルに対す
る未補正および補正センサー信号を図５に示す。補正信号は、２２℃から３５℃の温度範
囲全体に渡る手法の＋／－０．７５％内にある。
【０２０５】
　検知信号および参照信号の間の関係は、最終的な正確性を少々失うのみで、十分に線形
で表現できた。さらに、温度感度を、例えば期待される皮膚温度範囲のような狭域で比較
することができ、その狭域上でより正確な当てはめ（fit）を得ることができた。さらに
、参照信号を使用して、センサー信号を参照皮膚温度に補正することができ、検知‐レポ
ーター基（reporting group）温度感度を使用して、最終的に室温に変換することができ
た。または、参照温度での参照蛍光値を、検知‐レポーター基（reporting group）の温
度感度を使用して、参照皮膚温度での信号に変換することができた。
【０２０６】
　本発明を、特定の実施形態とその応用例の手法とで説明してきたが、請求項に記載する
本発明の範囲を逸脱することなく、当業者により多数の修正および変形を行うことができ
る。
【０２０７】
　本発明は、以下の付属図面で説明した実施態様を参照して容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２０８】
【図１】グルコース溶液を含んだシンチレーション瓶内に光学センサーを置き、シンチレ
ーション瓶を加熱ブロック内に置いた実験から得られた試料データを示す図である。
【図２】温度関数として高濃度（３０ｍＭ）部からプロットした例示的な実験の蛍光デー
タを示す図である。
【図３】温度関数として低濃度（５ｍＭ）部からプロットした例示的な実験の蛍光データ
を示す図である。
【図４】試験センサーに対する全体的および高温度の感度を示す図である。
【図５】例示的な実験に従う冷却サイクルに対する、未補正および補正センサーを示す図
である。
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【図４】

【図５】
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