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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極に励起電位を印加し発生した電流を測定することによって、流体中の分析物を測定
するバイオセンサであって、
　少なくとも１つの半導体電極と、
　ルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物含有電子媒介物質及び前記分析物に対して特
異的な酸化還元酵素を含む反応試薬システムと、
を備えて構成したことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの半導体電極は、酸化スズ、酸化インジウム、酸化チタン、酸化マ
ンガン、酸化鉄及び酸化亜鉛から選択された材料から成ることを特徴とする請求項１に記
載のバイオセンサ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの半導体電極は、インジウムを添加した酸化亜鉛、インジウムを添
加した酸化スズ、亜鉛を添加した酸化インジウム又はスズを添加した酸化インジウムから
成ることを特徴とする請求項２に記載のバイオセンサ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの半導体電極は、ホウ素、窒素又はリンを添加した炭素の同素体か
ら成ることを特徴とする請求項１に記載のバイオセンサ。
【請求項５】
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　前記分析物は、グルコース、コレステロール、乳酸塩、アセト酢酸（ケトン体）、テオ
フィリン及びヘモグロビンＡ１ｃから選択されることを特徴とする請求項１に記載のバイ
オセンサ。
【請求項６】
　前記分析物は、グルコースを包含してなり、前記分析物に対して特異的な前記少なくと
も１つの酸化還元酵素は、グルコースオキシダーゼ、ＰＱＱ（ピロロキノリンキノン）－
依存性デヒドロゲナーゼ及びＮＡＤ（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）－依存性
グルコースデヒドロゲナーゼから選択されることを特徴とする請求項５に記載のバイオセ
ンサ。
【請求項７】
　前記流体は、血液であり、前記反応試薬システムは、前記流体から赤血球を捕獲するた
めの赤血球結合剤を含み、前記赤血球結合剤は、レクチンを含むことを特徴とする請求項
１に記載のバイオセンサ。
【請求項８】
　前記反応試薬システムは、リン酸カリウムを含む少なくとも１つの緩衝剤物質を、更に
含むことを特徴とする請求項１に記載のバイオセンサ。
【請求項９】
　前記反応試薬システムは、非イオン性、陰イオン性及び両性イオン性の界面活性剤から
選択される少なくとも１つの界面活性剤を、更に含むことを特徴とする請求項１に記載の
バイオセンサ。
【請求項１０】
　前記反応試薬システムは、ヒドロキシプロピル－メチルセルロース、アルギン酸ナトリ
ウム、微結晶性セルロース、ポリエチレンオキシド、ヒドロキシエチルセルロース、ポリ
ピロリドン、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）及びポリビニルアルコールから選択され
る少なくとも１つの高分子結合剤を、更に含むことを特徴とする請求項１に記載のバイオ
センサ。
【請求項１１】
　前記反応試薬システムは、０．０１％～０．３％の非イオン性界面活性剤と、０．１％
～３％の高分子結合剤物質を含むことを特徴とする請求項１に記載のバイオセンサ。
【請求項１２】
　前記反応試薬システムは、０．０５％～０．２５％のアルキルフェノキシポリエトキシ
エタノールと０．５％～２．０％のポリビニルアルコールを含むことを特徴とする請求項
１１に記載のバイオセンサ。
【請求項１３】
　電極に励起電位を印加し生した電流を測定することによって、流体中の分析物を測定す
るバイオセンサであって、
　少なくとも１つの導電体電極と、
　ルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物含有電子媒介物質及び前記分析物に対して特
異的な酸化還元酵素を含む反応試薬システムと、
を備えて構成したことを特徴とするバイオセンサ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの導電体電極は、金、白金、ロジウム、パラジウム、銀、イリジウ
ム、炭素、鋼、有機金属及びこれらの混合物から選択される又は得られることを特徴とす
る請求項１３に記載のバイオセンサ。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの炭素電極は、クロム（Ｃｒ）を更に含むことを特徴とする請求項
１４に記載のバイオセンサ。
【請求項１６】
　前記分析物は、グルコース、コレステロール、乳酸塩、アセト酢酸（ケトン体）、テオ
フィリン及びヘモグロビンＡ１ｃから選択されることを特徴とする請求項１３に記載のバ
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イオセンサ。
【請求項１７】
　前記分析物は、グルコースを包含してなり、前記分析物に対して特異的な前記少なくと
も１つの酸化還元酵素は、グルコースオキシダーゼ、ＰＱＱ（ピロロキノリンキノン）－
依存性デヒドロゲナーゼ及びＮＡＤ（ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド）－依存性
グルコースデヒドロゲナーゼから選択されることを特徴とする請求項１６に記載のバイオ
センサ。
【請求項１８】
　前記流体は、血液であり、前記反応試薬システムは、前記流体から赤血球を捕獲するた
めの赤血球結合剤を含み、前記赤血球結合剤は、レクチンを含むことを特徴とする請求項
１３に記載のバイオセンサ。
【請求項１９】
　前記反応試薬システムは、リン酸カリウムを含む少なくとも１つの緩衝剤物質を、更に
含むことを特徴とする請求項１３に記載のバイオセンサ。
【請求項２０】
　前記反応試薬システムは、非イオン性、陰イオン性及び両性イオン性の界面活性剤から
選択される少なくとも１つの界面活性剤を、更に含むことを特徴とする請求項１３に記載
のバイオセンサ。
【請求項２１】
　前記反応試薬システムは、ヒドロキシプロピル－メチルセルロース、アルギン酸ナトリ
ウム、微結晶性セルロース、ポリエチレンオキシド、ヒドロキシエチルセルロース、ポリ
ピロリドン、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）及びポリビニルアルコールから選択され
る少なくとも１つの高分子結合剤を、更に含むことを特徴とする請求項１３に記載のバイ
オセンサ。
【請求項２２】
　前記反応試薬システムは、０．０１％～０．３％の非イオン性界面活性剤と、０．１％
～３％の高分子結合剤物質を含むことを特徴とする請求項１３に記載のバイオセンサ。
【請求項２３】
　前記反応試薬システムは、０．０５％～０．２５％のアルキルフェノキシポリエトキシ
エタノールと０．５％～２．０％のポリビニルアルコールを含むことを特徴とする請求項
２２に記載のバイオセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液のような体液中の分析物を測定するためのバイオセンサに関し、それも
独特な電極、独特な電子媒介物質又はこれらの組み合わせを備えたバイオセンサに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　電気化学センサは、流体サンプル中における分析物の存在を検出又は測定するために長
い間用いられてきている。最も基本的な観念では、電気化学センサは、少なくとも１つの
電子移動因子（「電子媒介物質」とも称される）と分析物特異バイオ触媒タンパク質とを
含む試薬混合物と、１つ以上の電極と、を備える。そのようなセンサは、電子媒介物質と
電極表面との間の電子移動に依存し、電気化学的酸化還元反応を測定することによって機
能する。電気化学バイオセンサシステム又は装置に用いる場合、電子移動反応が、流体サ
ンプル中で測定される分析物の濃度と相関関係を有する電気信号に変換される。
【０００３】
　血液或いは血液由来成分、涙、尿及び唾液のような体液中の分析物を検出するためにそ
のような電気化学センサを使用することが、重要になってきており、場合によっては、特
定の個人の健康を維持するためには不可欠でもある。例えば、糖尿病患者に対して血糖を
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検査し調整することは、目、神経及び腎臓に対する重い障害をもたらす危険を低減するこ
とができる。
【０００４】
　代表的な電気化学バイオセンサが、米国特許第６７４３６３５号明細書（以下、６３５
特許と称す）に記載されており、ここでは、その記載全体を参照用とすべく組込むものと
する。前記６３５特許は、血液サンプル中のグルコース値を測定するために用いられる電
気化学バイオセンサを記載している。この電気化学バイオセンサシステムは、検査ストリ
ップと計測器からなる。検査ストリップは、サンプル室、作用電極、対向電極及び充填量
検出（ｆｉｌｌ－ｄｅｔｅｃｔ）電極を含む。試薬層は、サンプル室内に配置される。前
記試薬層は、グルコースに対して特異的な酵素、例えばグルコースオキシダーゼと媒介物
質、例えばフェリシアン化カリウムとを含む。使用者が、検査ストリップ上のサンプル室
に血液サンプルを供給すると、試薬が血液サンプル内のグルコースと反応し、計測器は、
酸化還元反応を生じさせるために電極間に電圧を印加する。計測器は、作用電極と対向電
極との間に流れる電流を計測し、その電流測定に基づいてグルコース値を算出する。
【０００５】
　既存のグルコースバイオセンサは、一般的には、電子媒介物質としてフェリシアン化カ
リウムを含む。フェリシアン化物は、特定の電極について電気化学的検出に適しているが
、欠点を有する。特に、フェリシアン化物は、水分及び高温の少なくとも一方に曝された
場合に、フェロシアン化物に変化する。これは、ブランクを増加させて使用可能なバイオ
センサの保管期間の短縮をもたらす。また、フェリシアン化物は、体液中にも存在する、
アセトアミノフェン、アスコルビン酸塩或いは尿酸のような電気的に酸化し易い種に干渉
される電気化学的検出を行うためにより高い印加電位を必要とする。
【０００６】
　前記６３５特許に記載されたこのような電気化学バイオセンサを用いる主な利点は、そ
の測定を行うために必要な血液サンプルがごく少量であることである。しかしながら、測
定を行うために必要な血液サンプルの量が減少するにつれて、バイオセンサの感度も低下
する。そこで、電極表面の酸化還元反応中の電子移動速度の測定能力を改善して、測定精
度を確保する必要がある。より効果的な電子移動速度測定能を持つバイオセンサは、結果
としてセンサ性能を向上させ、従って、極めて望ましいことになる。
【０００７】
　依って、新規なバイオセンサは、現在の電子媒介物質の欠点を克服し、測定がより正確
になるように既存の電気化学バイオセンサ技術を改善することが望まれる。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明は、独特な電極、独特な電子媒介物質又はこれらの組み合わせを備え、血液のよ
うな体液中の分析物の測定に使用されるバイオセンサを開示する。１つの実施形態におい
て、優れた電子移動速度を示すバイオセンサは、半導体物質からなる少なくとも１つ以上
の電極を含むということを記載する。使用可能な半導体電極の例としては、酸化スズ、酸
化インジウム、酸化チタン、酸化マンガン、酸化鉄及び酸化亜鉛、又は、インジウムを添
加した酸化亜鉛或いは酸化スズ又は亜鉛やスズを添加した酸化インジウムのようなこれら
物質を組み合わせたものを含むが、これらに限定されない。
【０００９】
　別の実施形態において、バイオセンサの電子移動速度は、薄膜炭素物質からなる少なく
とも１つ以上の電極を含むバイオセンサを使用することで改善されるであろう。
【００１０】
　また、本発明は、ルテニウム含有電子媒介物質のような独特な電子媒介物質の使用によ
って特性の改善されたバイオセンサを開示する。本発明において、前記ルテニウム含有媒
介物質は、ルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物である。この場合、電極を、上述し
たような半導体材料又は薄膜炭素で構成するとよく、又は、別の実施形態において、電極
を、これらに限定されないが金、白金、ロジウム、パラジウム、銀、イリジウム、鋼、有
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機金属及びこれらの混合物を含む金属のような以前から用いられている導電体電極材料で
構成してもよい。
【００１３】
　下記の記載から明らかになるであろう上述及びその他の目的に鑑みて、本発明を添付図
面を参照しながら説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明によれば、血液、尿、唾液及び涙から選択された体液のような不均質な流体サン
プル中の分析物を測定するために開発された電気化学バイオセンサを提供する。最小限、
バイオセンサは、少なくとも１つ以上の電極と、電子媒介物質及び測定すべき分析物に対
して特異的な酸化還元酵素を含む反応試薬システムとを含む。１つの実施形態において、
電子媒介物質は、ルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物のようなルテニウム含有物質
を含む。
【００１５】
　本明細書に用いられているように、「作用電極」という語句は、電気化学的な酸化又は
還元反応が起こる電極であり、例えば、分析物、代表的な電子媒介物質が酸化又は還元さ
れる電極である。
【００１６】
　「対向電極」は、作用電極と対を成す電極である。作用電極と等しい大きさで反対の極
性の電流が対向電極を流れる。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、半導体材料及び導電体材料を含む独特な電極材料を備える
バイオセンサを提供する。前記導電体材料は、伝統的な金属の他に、新規な薄膜炭素材料
も含む。
【００１８】
　半導体材料の例としては、酸化スズ、酸化インジウム、二酸化チタン、酸化マンガン、
酸化鉄及び酸化亜鉛を含むが、これらに限定されず、これらのいくつか又は全てに別の元
素を添加してもよい。例えば、酸化亜鉛又は酸化スズにインジウムを添加してもよい。ま
た、酸化インジウムに、亜鉛又はスズを添加してもよい。
【００１９】
　このような半導体電極材料は勿論伝統的な導電体電極材料と組み合わせてルテニウム含
有電子媒介物質を使用することは、現用のバイオセンサより、周囲環境において安定であ
り、湿気に暴露されることに対する感応性が低いバイオセンサをもたらすことが分かった
。これは、バイオセンサの有効保管期間を延ばし、バイオセンサ検査ストリップの保管期
間中における暗条件（バックグラウンド）の増大から生じる偏り（バイアス）を低減する
。更に、ルテニウム含有媒介物質が非常に低い電気化学酸化電位を有するので、このよう
なバイオセンサは、生物サンプル（生体）中に存在する電気的に酸化し易い種による影響
もまた顕著に減少させる。
【００２０】
　このように、ルテニウム含有電子媒介物質を含むバイオセンサは、伝統的な導電体電極
材料を使用することもできる。導電体材料の例としては、金、白金、ロジウム、パラジウ
ム、銀、イリジウム、炭素、鋼、有機金属及びこれらの混合物を含むが、これらに限定さ
れない。また、ルテニウム含有電子媒介物質を含むバイオセンサは、薄膜炭素電極を使用
してもよい。
【００２１】
　電気化学バイオセンサの性能は、一般的には、電極の電気化学特性を計測することによ
って決定される。改善されたバイオセンサ性能は、ルテニウム含有媒介物質を有するもの
に限らないということが分かる。むしろ、半導体電極又は薄膜炭素電極を有するバイオセ
ンサが、優れた電子移動速度と可逆的な電気化学的性能を示すように思われる。従って、
電極の少なくとも１つが、半導体材料又は薄膜炭素電極からなる場合、その電子媒介物質
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はルテニウム含有電子媒介物質に限る必要がないことが理解される。よって、少なくとも
１つの半導体電極又は少なくとも１つの薄膜炭素電極と、電子媒介物質及び流体サンプル
中の測定すべき分析物に対して特異的な酸化還元酵素を含む反応性試薬システムと、を備
え、流体中の分析物を測定するためのバイオセンサも、本明細書の記載中に開示する。
【００２２】
　ルテニウム含有電子媒介物質に加えて、本発明によれば、別の媒介物質を用いてもよい
。これら媒介物質は、遷移金属錯体を主成分とする媒介物質と有機媒介物質を含む。例え
ば、フェリシアン化カリウムとフェロセン及びこれらの誘導体を用いることができる。更
に、本発明の特定の実施形態で用いることが可能であるこの分野で周知の種々な他の媒介
物質因子は、フェナジンエトスルフェート、フェナジンメトスルフェート、フェイレンジ
アミン（ｐｈｅｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ）、１－メトキシ－フェナジンメトスルフェー
ト、２，６－ジメチル－１，４－ベンゾキノン、２，５－ジクロロ－１，４－ベンゾキノ
ン、インドフェノール類、オスミウムビピリジル錯体、テトラチアフルバレン及びフェナ
ノントロリンキノン（ｐｈｅｎａｎｏｎｔｈｒｏｌｉｎｅ　ｑｕｉｎｏｎｅ）を含むが、
これらに限定されない。
【００２３】
　別の実施形態において前述したように、少なくとも１つの電極は、薄膜炭素材料からな
ってもよい。本明細書の記載中で使用される「炭素材料」は、導電体の電極を有したいか
半導体の電極を有したいかの要求に呼応して。あらゆる炭素同素体を包含することを意味
する。更に具体的に言えば、炭素同素体は、炭素の異なる分子構造を包含することを意味
し、ダイアモンド、六方晶ダイア（ダイアモンドの六角多形体）、グラファイト、無定形
炭素、フラーレン及びカーボンナノチューブを含むがこれらに限定されない。
【００２４】
　半導体電極として本発明において使用を検討される炭素の同素体の一例は、ホウ素、窒
素又はリンを添加したダイアモンドのようなドープダイアモンドである。
【００２５】
　炭素は、天然ガス或いは石油の不完全燃焼によって生成された炭素の様々な微細な形と
して定義されるカーボンブラック状の導電体炭素のような、同素体として明確に定義され
ない形態を取ることもできる。カーボンブラックは、完全に又は主に無定形炭素からなる
コロイド物質であるが、通常、例えば酸性又は塩基性の官能基のような不純物、或いは、
芳香族化合物のような製造過程で生成され吸着した他の副生成物をある程度の量含む。
【００２６】
　更に、電極が少なくとも１つの導電体炭素材料からなる場合、その材料は、スパッタし
た炭素或いはスクリーン印刷した炭素からなってもよい。スパッタした場合、その炭素電
極は、一般的には、基材への炭素の密着を促進し、膜の導電性を高めるためにシード層に
存在するクロム（Ｃｒ）を、更に含む。
【００２７】
　別の実施形態において、上述した電極は、更に、付着された半導体、導電体又は薄膜炭
素材の薄い層の上に不活性な支持材を含む。本明細書の記載中で用いられる「薄膜」とは
、５０オングストローム～４００μｍの範囲を包含することを意味している。
【００２８】
　前記支持材の例としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、グリコール
変性ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴＧ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレタ
ン、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン又はこれ
ら高分子化合物の共重合体のような高分子材や樹脂材は勿論、例えば、ケイ素、チタン、
タンタル及びアルミニウムの酸化物及びガラスのようなセラミック材を包含するが、これ
らに限定されない。絶縁特性に加えて、前記個々の支持材が、温度安定性と可撓性、剛性
及び強度を含む所望の機械特性とに基づいて選択される。
【００２９】
　また、本発明の電気化学バイオセンサを用いて流体サンプル中の分析物の濃度を測定す
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る方法を、本明細書に開示する。代表的な方法は、半導体材料、導電体材料又は薄膜炭素
材料からなる少なくとも１つ以上の電極と、ルテニウム含有電子媒介物質及び分析物に対
して特異的な酸化還元酵素を含む反応試薬システムとを含むバイオセンサを流体に接触す
る工程と、
　前記電極に電圧を印加する工程と、
　前記サンプル流体でその反応室を満たしつつ該サンプル流体を検出する工程と、
　前記電極に励起電位を印加する工程と、
　発生した電流を測定する工程と、
　測定電流を流体サンプル内の分析物濃度に変換する工程と、
を含む。
　１つの実施形態において、ストリップを挿入することによって計測装置をＯＮできる。
【００３０】
　前記方法は、半導体電極とルテニウム含有電子媒介物質を含む反応試薬システムとを備
えるバイオセンサを用いることに限定されない。むしろ、前記方法は、本発明として考え
られるいかなるバイオセンサの使用を包含する。例えば、ルテニウム含有電子媒介物質を
備える反応試薬システムの場合、少なくとも１つ以上の電極は、導電体材料又は薄膜炭素
材料で構成してもよい。
【００３１】
　また、前記方法は、半導体材料からなる少なくとも１つ以上の電極とルテニウムを含有
することに限定されない電子媒介物質を含む反応試薬システムとからなるバイオセンサを
用いてもよい。例えば、前記方法が、少なくとも１つ以上の半導体電極を有するバイオセ
ンサを使用する構成である場合、前記媒介物質は、フェロセンカルボン酸、又はフェリシ
アン化カリウムのようなフェリシアン化物質は勿論、その他の前述した媒介物質、例えば
フェナジンエトスルフェート、フェナジンメトスルフェート、フェイレンジアミン（ｐｈ
ｅｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ）、１－メトキシ－フェナジンメトスルフェート、２，６－
ジメチル－１，４－ベンゾキノン、２，５－ジクロロ－１，４－ベンゾキノン、インドフ
ェノール類、オスミウムビピリジル錯体、テトラチアフルバレン及びフェナノントロリン
キノン（ｐｈｅｎａｎｏｎｔｈｒｏｌｉｎｅ　ｑｕｉｎｏｎｅ）のどれでも含んでよい。
【００３２】
　更に別の実施形態において、流体サンプル中の分析物濃度測定方法は、少なくとも１つ
以上の薄膜炭素材料からなる電極を含むバイオセンサの使用を含む。前に開示したが、薄
膜炭素材料は、炭素のどんな同素体も含むいかなる炭素形態をも含むことができる。電極
が炭素材料からなる場合、電子媒介物質を、フェロセンカルボン酸又はフェリシアン化カ
リウムのようなフェリシアン化物質のような従来からの媒介物質のみならずルテニウム含
有媒介物質（例えばルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物等）、更には、その他の前
述した媒介物質、例えばフェナジンエトスルフェート、フェナジンメトスルフェート、フ
ェイレンジアミン（ｐｈｅｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ）、１－メトキシ－フェナジンメト
スルフェート、２，６－ジメチル－１，４－ベンゾキノン、２，５－ジクロロ－１，４－
ベンゾキノン、インドフェノール類、オスミウムビピリジル錯体、テトラチアフルバレン
及びフェナノントロリンキノン（ｐｈｅｎａｎｏｎｔｈｒｏｌｉｎｅ　ｑｕｉｎｏｎｅ）
から選択することができる。
【００３３】
　本明細書の記載中で述べた電気化学バイオセンサを、血液のような不均質な体液中の分
析物濃度を監視するために使用することができる。このような分析物の例としては、グル
コース、コレステロール、乳酸塩、骨粗しょう症、ケトン、テオフィリン及びヘモグロビ
ンＡ１ｃを含むが、これらに限定されない。前記流体中に存在する特異酵素は、特定の分
析物を検出するために設計されたバイオセンサのその特定の分析物に依存し、その代表的
な酵素は、グルコースオキシダーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、コレステロールエス
テラーゼ、コレステロールオキシダーゼ、リポタンパク質リパーゼ、グリセロールキナー
ゼ、グリセロール－３－リン酸オキシダーゼ、乳酸オキシダーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼ
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、ピルビン酸オキシダーゼ、アルコールオキシダーゼ、ビリルビンオキシダーゼ、ウリカ
ーゼ等を含む。
【００３４】
　検査対象の分析物がグルコースである場合の実施形態において、酸化還元試薬システム
の酵素成分は、グルコースオキシダーゼ、ＰＱＱ－依存性グルコースデヒドロゲナーゼ及
びＮＡＤ－依存性グルコースデヒドロゲナーゼのようなグルコース酸化酵素である。
【００３５】
　本明細書で述べた電気化学バイオセンサは、全て、その全部を参照することによって予
め組込まれている米国特許第６７４３６３５Ｂ２公報に記載されているように、血液中の
グルコース濃度の測定システムに用いることができる。
【００３６】
　血液中の分析物を測定するために使用した場合、反応試薬システムは、一般的に、赤血
球を捕らえるための赤血球結合剤を、更に含む。そのような結合剤はレクチンを含む。
【００３７】
　検査対象の分析物に応じて、反応試薬システムは、緩衝剤、界面活性剤及び膜形成ポリ
マーのような選択成分を含んでもよい。本発明に用いることができる緩衝剤の例としては
、リン酸カリウム、クエン酸、アセテート、ＴＲＩＳ、ＨＥＰＥＳ、ＭＯＰＳ及びＭＥＳ
緩衝剤を含むが、これらに限定されない。更に、代表的な界面活性剤は、トリトンＸ－１
００（登録商標）やサーフィノール（登録商標）のような非イオン性界面活性剤、陰イオ
ン性界面活性剤及び両性イオン性界面活性剤を含む。トリトンＸ－１００（アルキル・フ
ェノキシ・ポリエトキシ・エタノール）とサーフィノールは、アセチレンジオールの化学
性質に基づく一群の洗浄剤である。更に、反応試薬システムは、選択的に、シルウェット
（登録商標、ＧＥシリコン社で製造されたポリアルキレンオキサイド変性ヘプタメチルト
リシロキサン）を含む有機シリコン界面活性剤のような湿潤剤を含む。
【００３８】
　更に、反応試薬システムは、選択的に、少なくとも１つの高分子結合剤物質を含む。そ
のような物質は、一般的に、ヒドロキシプロピル-メチルセルロース、アルギン酸ナトリ
ウム、微結晶性セルロース、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
、ポリピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース又はポリビニルアルコールからなるグル
ープから選択される。
【００３９】
　特定の選択成分の使用が、より均一に拡散し且つ注入場所の僅かなずれをより許容する
Ｒｕ媒介物質を含む試薬製剤をもたらすことができることが分かった。センサ上の試薬の
そのような均一な拡散は、一般的に試薬付着の端で生じる厚い付着（「コーヒーリング」
又は「イグルー」効果と称される）を解消する傾向がある。その結果として、センサの再
現性又は精度特性が改善され、平坦でない試薬の付着或いはずれた付着による異常ストリ
ップを低減又は解消する。例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）及びナトロゾール（
登録商標、ヘラクレス社の事業部のアクアロン社で製造されたヒドロキシエチルセルロー
ス）及びトリトンＸ－１００又はシルウェットを含む製剤は、非常に均一な試薬の拡散を
実現する。
【００４０】
　１つの実施形態において、１％のナトロゾール２５０Ｌと０．０５％のトリロンＸ－１
００を含む試薬製剤は、臨床上重要な７５ｍｇ／ｄＬのグルコース値で、４％を超える精
度特性を示した。別の実施形態において、２％のＰＶＡと０．１５％のトリロンＸ－１０
０を含む試薬製剤は、あらゆるグルコース値で４％を超える精度を示した。更に、拡大下
でのセンサの検査は、ずれた付着（中心からずれた試薬の付着）がないことを示した。
【００４１】
　例えば、１つの実施形態において、０．０１％～０．３％、例えば０．０５％～０．２
５％のトリロンＸ－１００のような非イオン性界面活性剤を、０．１％～３％、例えば０
．５％～２．０％のＰＶＡのような高分子結合剤物質と組み合わせて用いるとよい。
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【００４２】
　別の選択成分は、グルコース反応を妨げない染料を含み、付着の検査を容易にする。１
つの実施形態において、黄色の染料（フルオレセイン）を用いるが、これに限定されない
。
【００４３】
　分析物に対して特異的な酵素と電子媒介物質に加えて、上述した反応試薬システムは、
緩衝剤、高分子結合剤及び界面活性剤を含む前述の選択成分も含む。この試薬層は、一般
的に、作用電極の少なくとも一部は勿論、対向電極も覆う。
【００４４】
　電気化学血糖センサとして用いる場合、試薬層における化学成分は、下記の方法で血液
サンプル中のグルコースと反応する。グルコースオキシダーゼのような酵素は、グルコー
スをグルコン酸に酸化する反応を起こし、電子媒介物質を還元する。例えば、使用時、フ
ェリシアン化物をフェロシアン化物に還元する。ルテニウムヘキサアミン［Ｒｕ（ＮＨ3

）6］
3+を用いる場合、それを［Ｒｕ（ＮＨ3）6］

2+に還元する。適切な電圧が作用電極
に印加された場合、対向電極について電子媒介物質が酸化される。例えば、フェロシアン
化物はフェリシアン化物に酸化され、それによって、血液サンプル中のグルコース濃度に
応じた電流を生じる。ルテニウムヘキサアミン［Ｒｕ（ＮＨ3）6］

2+を用いた場合、それ
は［Ｒｕ（ＮＨ3）6］

3+に酸化される。そのような反応の効率を測定するために、下記の
電気化学分析を行った。
電極材料と評価
【００４５】
　本発明による電極材料は、半導体、スパッタした炭素、及び、スパッタリングのような
真空蒸着技術を用いて付着されるか又は有機金属化合物から得られる金属膜の薄膜を含む
。金が優れた電極材料として定着しているので、これら材料の性能を金膜の性能と比較し
た。
【００４６】
　これら材料の物理的特性を、下記に挙げた標準的な方法を用いて評価した。
【００４７】
　導電率測定：４点接触抵抗測定点を設けるパウ法（Ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｐａｕｗ）を用い
てシート抵抗を測定した。
【００４８】
　電気化学特性：リン酸塩緩衝剤を含むサイクリックボルタンメトリー（バックグランド
電流）を、フェリシアン化物、ルテニウムヘキサアミン及びフェロセンカルボン酸（これ
らに限定されない）を含む種々の電子媒介物質と併用して用いた。
【００４９】
　膜特性：電子顕微鏡及び光学顕微鏡を、均一性と欠陥について膜を評価するために用い
た。
【００５０】
　形態：原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を、電極材料の表面粗さを測定するために使用した。
【００５１】
　結晶学的組織と結晶化度：Ｘ線回折を、特に半導体膜について、結晶構造を測定するた
めに用いた。
 
サイクリックボルタンメトリーに関する実験手順
【００５２】
　電気化学データを、本明細書で述べた種々のバイオセンサを用いて得た。バイオセンサ
の「サンプル」を、作用電極としての電気化学セル内に配置した。白金（Ｐｔ）線を対向
電極として用い、銀（Ａｇ）／塩化銀（ＡｇＣｌ）電極を標準電極として用いた。測定対
象の溶液を、対向電極と標準電極と共に作用電極の上方まで設け、浸漬するようにした。
電位を、図１～図８に示した電位範囲内でＣＨＩ６００Ａ電気化学アナライザを用いて印
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加し、その結果生じた電流を記録した。表１は、サイクリックボルタンメトリーデータの
概要である。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　サイクリックボルタンメトリー内の測定対象の関連パラメータは、ピーク電流、ピーク
電位及びピーク分離を含む。大きな酸化ピーク電流は、特定の媒介物質を用いて、特定の
媒介物質濃度及び走査速度で、得ることができる大きな信号を示す。ピーク分離は、電子
移動速度を示しており、理想的なシステムでは６０ｍＶ／ｎであるべきである。ここで、
ｎは、酸化還元プローブと電極表面との間で交換された電子数である。
 
電極の物理的特性の分析
【００５５】
　電子移動の過程は、電極と電解液との間の界面の関数となっている。従って、酸化還元
速度は、活性電子移動場所の表面面積と密度を含む電極の物理的特性によって影響される
。形態と表面粗さを含むそのような特性を分析するために、原子間力顕微鏡を用いた。電
極材料の代表的な形態を、ＩＺＯ／Ａｕ膜と炭素膜のそれぞれについて、図９及び図１０
に示す。
【００５６】
　電極の表面粗さは、一般的には、膜付着時のチャンバー圧力の増大に伴って増大する。
どんな理論にも制約されたくないが、圧力が高い程、その表面に入射するイオンを熱運動
化する効果があり、その結果として表面粗さを大きくする。
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【００５７】
　一般的に、膜付着時のチャンバー圧力の増大に起因する表面粗さの増大は、充電電流の
増大をもたらす。しかしながら、そのような粗い表面の持つピーク分離とピーク電流にお
いて一般的に大きな相違はない。
 
グルコースバイオセンサの評価
【００５８】
　また、得られたバイオセンサを、分析物と媒介物質の濃度の関数としても評価した。特
に、ルテニウム媒介物質について、用量応答と血糖値を、それぞれグルコース濃度と励起
電圧の関数として測定した。例えば、図１１は、１００、１５０及び２００ｍＭのルテニ
ウムヘキサアミン（III）三塩化物を含む媒介物質を用いたバイオセンサについて、グル
コース濃度の関数として用量応答を示す。１５０ｍＭと２００ｍＭでは、バイオセンサ応
答は、ほとんど同一であり、特に高い血糖値でほとんど同一である。
【００５９】
　図１２は、グルコースオキシダーゼと媒介物質としてルテニウムヘキサアミン（III）
三塩化物を含む試薬製剤を用いた１００ｍｇ／ｄＬの血液サンプルについて励起電圧の関
数として血糖値を示す。特に、２０００Ｕ／ｍＬのグルコースオキシダーゼと１００ｍＭ
のルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物を含む試薬製剤を含むバイオセンサを評価し
た。
 
短縮されたテスト時間
【００６０】
　また、そのバイオセンサに関するテスト時間も、媒介物質の関数として分析した。Ｒｕ
媒介物質を用いて作成したストリップは、培養時間が零でも精度、安定性又は温度感受性
の劣化を示さないことが分かった。培養時間を、サンプル検出から励起電圧印加までの間
の時間として定義する。
【００６１】
　図１３に示すように、ルテニウム媒介物質を備えて作成されたストリップは、フェリシ
アン化物媒介物質を備えて作成されたストリップより待機時間零で大きな反応速度を示し
た。特に、図１３（Ｂ）は、フェリシアン化物の信号（図１３（Ａ））について存在する
反応速度の初期の立上りが、ルテニウムの信号には無いことを示している。この理由につ
いて、フェリシアン化物の反応速度の初期（立上り）位相は、ルテニウムより高いグルコ
ースサンプルでより変化するので、その応答においてフェリシアン化物のストリップでは
初期に精度を悪化させる。
【００６２】
　更に、本発明を、本発明の典型例であることを意図する下記の実施例によって更に説明
するが、これらには限定されないことは言うまでもない。
 
実施例１：半導体電極
【００６３】
　本実施例は、本発明による種々の半導体電極について物理的及び電気化学的分析の結果
を要約する。スズを添加した酸化インジウム（「ＩＴＯ」）膜と亜鉛を添加した酸化イン
ジウム（「ＩＺＯ」）膜を、９０／１０の酸化インジウム／酸化チタン又は酸化亜鉛のタ
ーゲットを用いてスパッタリング（直流マグネトロンスパッタ装置）によって蒸着した。
費用効率の高い方法で膜の導電率を高めるために、ＩＴＯとＩＺＯを、金の薄層（６０～
１００オングストローム（Å））上に蒸着した。
【００６４】
　ＩＴＯの半導体膜を、室温でスパッタ蒸着した。スパッタ膜のＸ線回折分析は、それら
が非晶質であることを示し、非晶質サンプルの電気化学的特性は、僅かな電子移動特性を
表す僅かな信号又は無信号のボルタモグラムを示した。一方、非晶質膜を２５０℃で１時
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間焼きなまし後は、前記膜は、多結晶膜が形成されたことを表す強い結晶質ピークを示し
た。
【００６５】
　多結晶サンプルの電気化学的特性は、非晶質サンプルより効果的な電子移動を表す、強
い信号を持つボルタモグラムを示した。
【００６６】
　多結晶サンプルと非晶質サンプルを、ルテニウムヘキサアミン電子媒介物質とフェリシ
アン化物電子媒介物質でそれぞれテストした。これらの分析物は、充電差及び種々の電極
材料上の電気化学的挙動が十分に立証され理解されているという事実によって選択された
。
【００６７】
　図１及び図２に示すように、ＩＴＯ膜はルテニウムヘキサアミンとフェリシアン化物の
両方でよく機能しているが、フェリシアン化物（図２）と比較した場合、ルテニウムヘキ
サアミン（図１）を使用した方がより理想的なボルタモグラムを有する。更に、図３に示
すように、ルテニウムヘキサアミン媒介物質を持つＩＺＯを使用した場合のサイクリック
ボルタモグラムは、優れた電子移動速度を示した。
 
実施例２：スパッタした炭素電極
【００６８】
　本実施例は、本発明によるスパッタした炭素電極について物理的及び電気化学的分析の
結果を要約する。
【００６９】
　炭素の薄膜をポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）基板上にスパッタ（直流マグネト
ロン）した。スパッタリング方法は、シード層としてクロム（Ｃｒ）のスパッタリングを
含み、Ｃｒターゲット上のパワーを徐々に低下すると同時に炭素ターゲット上のパワーを
増大する。その結果生成された膜は、厚さ０．５ｕｍで８オーム／平方の導電率を有した
。クロム（Ｃｒ）をシード層として初めにスパッタしたので、前記膜は、約５％のクロム
（Ｃｒ）を含有した。図１０は炭素膜電極の原子間力顕微鏡（ＡＭＦ）像を示す。
【００７０】
　図４に示すように、前述した炭素膜に関して得られたルテニウムヘキサアミンのサイク
リックボルタモグラムは、優れた電子移動速度を示す。電子媒介物質としてフェリシアン
化物を備える炭素膜の性能を、図５に示し、その電気化学特性は、バイオセンサ用途に使
用可能である。更に、図６に示すように、その炭素膜は、電子媒介物質としてフェロセン
カルボン酸で理想的なサイクリックボルタンメトリー応答を与えた。
 
実施例３：グルコースバイオセンサにおける亜鉛を添加した酸化インジウム電極の性能
【００７１】
　亜鉛を添加した酸化インジウム（ＩＺＯ）電極を、センサ性能評価用の目的で、グルコ
ースセンサストリップを取付けて用いた。ＩＺＯ膜を、全面的に２５オーム／平方の導電
率となるように厚さ１０ｎｍの金層の上面にスパッタした。電極を、レーザ切断によって
、各々の電極間が少なくとも１００μｍの間隔を有するように形成した。センサを、グル
コースオキシダーゼ（ＧＯ）とグルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ）のどちらかを含ん
だ２つの異なる化学反応溶液を用いて取付けた。全ての場合において、ルテニウムヘキサ
アミンを媒介物質として用いた。ＧＤＨの場合、スクロースを酵素に対する安定剤として
製剤に加えた。金（ゴールド）電極を取付けたセンサを、ＩＺＯ電極で製造したセンサと
平行してテストした。
【００７２】
　グルコースオキシダーゼ（ＧＯ）を含んだ化学反応溶液を有する金（ゴールド）とＩＺ
Ｏの各センサに関するデータの概要を表２に示す。
【００７３】
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【表２】

【００７４】
　また、表２の結果を、グラフで図１４にも示す。これらの結果は、ＩＺＯセンサが金（
ゴールド）センサと同程度の信号及び精度を与えるということを実証した。更に、ＩＺＯ
センサは、金センサよりも非常に低いバックグランド信号を有し、較正曲線の安定性及び
直線性の改善をもたらした。低いバックグランド信号は、用量応答のグラフ（図１４）に
明らかに見られる。図１４では、両方のセンサについて直線性が見られＩＺＯセンサにつ
いては低いバックグラウンドによるオフセットが示されている。
【００７５】
　グルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ）を含んだ化学反応溶液を有する金とＩＺＯのセ
ンサに関するデータの概要を表３に示す。
【００７６】

【表３】

【００７７】
　また、表３の結果を、グラフで図１５にも示す。これらの結果は、金電極とＩＺＯ電極
の間のバックグランド信号の相違が、ＧＯを主成分とする化学反応溶液よりＧＤＨを主成
分とする化学反応溶液の方がはっきりしていることを実証した。
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　示された性能の利点に加えて、ＩＺＯは、金より傷つき難いので、異なった計測装置の
コネクタ部品に適合することができる。
 
実施例４：感湿性分析
【００７９】
　本実施例は、媒介物質としてルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物を含む試薬製剤
の感湿性の大幅な改善を示す。
【００８０】
　分離したセンサストリップを、（１）媒介物質としてフェリシアン化カリウム又は（２
）媒介物質としてルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物の一方を含む試薬製剤で準備
した。センサストリップを乾燥ビン内に保管した。１組の乾燥ビンを、蓋に意図的に穴を
開け、５日間、高い湿度環境（３０℃／８０％ＲＨ）に曝した。別の組の乾燥ビンを、穴
を開けないで、対照として室温で普通に保管した。
【００８１】
　高い湿度で５日間培養した後、ストリップを、１１０ｍｇ／ｄＬのグルコースを含むグ
ルコース対照と血液サンプルとを用いてテストした。テスト結果を表４と表５にまとめた
。
【００８２】
【表４】

【００８３】
　表４に示すように、媒介物質としてフェリシアン化カリウムを用いたセンサは、グルコ
ース回収値において１６５ｍｇ／ｄＬの増加を示し、一方、媒介物質としてルテニウムヘ
キサアミン（III）三塩化物を用いたセンサは、グルコース回収値において３～６ｍｇ／
ｄＬの増加を示しただけである。グルコース回収値は、同じグルコース対照でテストした
場合、異なる試薬製剤について異なり、グルコース回収値の変化のみが、環境に対する感
受性を示すことに注意しなくてはいけない。それゆえ、ルテニウムヘキサアミン（III）
三塩化物媒介物質は、現在、市場に出回っている多くのグルコーステストストリップのた
めの媒介物質として用いられているフェリシアン化物と比較した場合、はるかに感湿性が
低いことがわかった。
【００８４】
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【表５】

【００８５】
　表５に示すように、同様の結果が、ストリップを血液サンプルでテストした場合に見ら
れた。媒介物質としてルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物を用いたセンサは、媒介
物質としてフェリシアン化物を用いたセンサよりはるかに感湿性が低かった。例えば、ル
テニウムヘキサアミン（III）三塩化物媒介物質を含むセンサは、約１０～２０ｍｇ／ｄ
Ｌの増加を示し、一方、媒介物質としてフェリシアン化物を含むセンサは、約２１０ｍｇ
／ｄＬ増大した。
【００８６】
　特に別段の指示がなければ、明細書及び特許請求の範囲に用いた成分、反応条件及びそ
の他の量を表現している全ての数字は、「約」という文言を伴う全ての場合において、そ
の数値から変更されてもよいものと理解すべきであり、依って、別に指示が無い限り、明
細書及び添付した特許請求の範囲に示した数値パラメータは、本発明によって得ようとす
る所望の特性に応じて変化しても良い近似値である。
【００８７】
　本発明の他の実施形態は、明細書を考察することにより、当業者には自明であろう。本
発明の他の実施形態は、明細書及びここに開示した本発明の実施を考察することにより、
当業者には自明であろう。明細書及び実施例は単に例示的なものであり、本発明の真の範
囲及び精神は、特許請求の範囲が示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】ルテニウムヘキサアミン電子媒介物質を備えるスズを添加した酸化インジウム（
ＩＴＯ）電極の使用と関連するサイクリックボルタモグラムである。
【図２】フェリシアン化物電子媒介物質を備えるＩＴＯ電極の使用と関連するサイクリッ
クボルタモグラムである。
【図３】ルテニウムヘキサアミン電子媒介物質を備える亜鉛を添加した酸化インジウム（
ＩＺＯ）電極の使用と関連するサイクリックボルタモグラムである。
【図４】ルテニウムヘキサアミン電子媒介物質を備える薄い炭素膜電極の使用と関連する
サイクリックボルタモグラムである。
【図５】フェリシアン化物電子媒介物質を備える薄い炭素膜電極の使用と関連するサイク
リックボルタモグラムである。
【図６】フェロセンカルボン酸電子媒介物質を備える薄い炭素膜電極の使用と関連するサ
イクリックボルタモグラムである。
【図７】ルテニウムヘキサアミン電子媒介物質を備える有機金属手法を用いて準備された
パラジウム薄膜電極の使用と関連するサイクリックボルタモグラムである。
【図８】フェリシアン化物電子媒介物質を備える有機金属手法を用いて準備されたパラジ
ウム薄膜電極の使用と関連するサイクリックボルタモグラムである。
【図９】本発明によるＩＺＯ／Ａｕ膜の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）像である。
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【図１０】本発明による薄い炭素膜の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）像である。
【図１１】１００，１５０及び２００ｍＭのルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物を
含む媒介物質を用いたバイオセンサのグルコース濃度の関数としての用量応答を示すグラ
フである。
【図１２】グルコースオキシダーゼ及びルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物媒介物
質を含む試薬製剤を用いて１００ｍｇ／ｄＬの血液サンプルに対する励起電圧の関数とし
てのグルコース値を示すグラフである。
【図１３】待ち時間零（培養時間零）で炭素電極上の電子媒介物質で製造された電極の反
応速度を示すグラフで、（Ａ）は電子媒介物質がフェリシアン化物であり、（Ｂ）は電子
媒介物質がルテニウムヘキサアミン（III）三塩化物である。
【図１４】グルコースオキシダーゼ（ＧＯ）を含む化学反応溶液を持つ金電極及びＩＺＯ
電極に関する用量応答を示すグラフである。
【図１５】グルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ）を含む化学反応溶液を持つ金電極及び
ＩＺＯ電極に関する用量応答を示すグラフである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】

【図１２】
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