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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ベース基板、スペーシング層およびカバー層を設ける工程、
（ｂ）細長い部位と該細長い部位と連続する円形の部位を有する、前記スペーシング層を
貫いて延びる空間を前記スペーシング層に形成する工程、
（ｃ）前記ベース基板に、前記スペーシング層を積層し、前記スペーシング層に、前記空
間を覆うように前記カバー層を積層して、試験片プリカーサー部を形成する工程、および
、
（ｄ）試験片を作製するために、前記プリカーサー部を切断する工程を含み、前記切断が
、前記工程（ｂ）で形成した空間の円形の部位を横切り、試験片の試料受入縁部を形成し
、
前記切断する工程によって、前記スペーシング層が、前記試験片の試料受入縁部において
試料受入開口部から内側に延びる入り口区画と、前記入り口区画から内側に延び、試料の
解析のための試験領域を有する試験区画とを有する試料受入チャンバーを画定し、
前記入り口区画が試料受入開口部から前記試験区画に向かう方向で細くなる一対の壁によ
り画定され、フレア状に形成された部位を構成し、前記試験区画が実質的に平行である一
対の壁により画定される
試験片を作製する方法。
【請求項２】
前記ベース基板が、ベース基板物質のウェブを含み、スペーシング層が、スペーシング層
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物質のウェブを含み、カバー層が、カバー層物質のウェブを含み、
前記工程（ｂ）において形成された空間が、複数の離間した空間を含み、
前記方法がさらに、前記工程（ｄ）の後に、複数の試料受入チャンバーをそれぞれ１つの
試料受入チャンバーに分割するように切断して複数の試験片にする工程を含む請求項１記
載の方法。
【請求項３】
前記試験片が、サンプルが投与される側の端部が先細となるようにテーパされてなること
を特徴とする請求項１または２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願］
　本明細書は２００３年６月２０日に出願された米国特許仮出願第６０／４８０，３９７
号に対する優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般的に、検体の濃度に関する、体液の試験に関し、よりとりわけ、そのよ
うな試験のための試験片を作製する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　試験片はしばしば、試験試料中の選択された検体の存在、および／または濃度を測定す
るために使用される。たとえば、種々の試験片が、糖尿病の患者の、血糖レベルをモニタ
するために、血中のグルコース濃度を測定するために使用される。これらの試験片には、
試薬組成物が配置される、反応チャンバーが含まれる。試験片の現在のトレンドとしては
、より少量の試験試料、およびより迅速な解析時間が要求される。このことにより、患者
に対して有意な利益が試験片され、体のそれほど感受性ではない部分から得ることが出来
る、より少量の血液試料を使用することが可能になる。さらに、より迅速な試験時間と、
より正確な結果によって、患者が、その血糖レベルをよりよく制御可能である。
【０００４】
　より小さな試料容量に関連して、試料流体を、その表面積を最小化するための、試料流
体の表面張力と、液体の熱力学傾向の結果の現象である、キャピラリー活性によってそこ
に引くように、十分に小さな反応チャンバーを持つ試験片が配設されることが知られてい
る。たとえば、特許文献１は、キャピラリー活性によってそこに試料液体を引くために十
分小さな大きさの溝を持つ、試験片を開示している。溝は、プレートの側面にそって縦方
向に伸びる２つのエポキシストリップによって、約１ｍｍ離れた２つの平行プレートによ
って定義される。溝は、両端で開いており、その一方が試料を受入し、他方が、空気を逃
がす。溝には、電極構造が含まれ、試験片によって実施されうる試験に適切な物質のコー
ティングがつくられる。
【０００５】
　種々の他の試験片設計には、その中に試料液体を引くキャピラリー溝が含まれ、空気を
逃がす空間開口部が含まれる。現在の試験片設計中のキャピラリーチャネルは、典型的に
は非常に小さく、試験のために必要な試料の量を減少させるために、連続して小さく設計
されることが理解されなければならない。しかしながら、キャピラリー入り口幅が小さけ
れば小さいほど、試験片のキャピラリーへ、少量の試料を正確に配設すること（または「
標的化すること（target）」）がより難しくなる。標的化は、試験片の投与縁部に、指を
正確に整列することが、このセグメントにとって、より難しいので、視野が失われている
、および／または器用さが減少している、人口統計のセグメントにおいて、より重要であ
る。さらに、試料流体はしばしば、「投与の滞り（dose hesitation）」と呼ばれる現象
である、キャピラリーに引かれる前の、好ましくなくためらわれる。試験片設計における
小さなキャピラリーと関連する困難に打ち勝つことが望ましい。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５１４１８６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、試料受入開口部中で終結する、新規のフレア状に形成された部位を持つ、試
料受入チャンバーを含む、試験片を配設する。フレア状に形成された部位は、試料流体を
、キャピラリーまたは試料受入チャンバーに引き入れることが可能である容器を配設し、
試料を試験器具に導入することにおいて、利用者を補助し、投与の滞りを減少させる。好
ましい実施形態において、親水性試薬層が、投与される側の端部または試験片の側まで伸
長し、さらに、試料の試料受入チャンバーへの滲みだし（wicking）を促進し、したがっ
てさらに、投与の滞りを減少させる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　その１つの形態において、本発明は、ベース基板と、そのベース基板を被覆するカバー
層を含む試験片を配設し、さらにカバー層は通気口を含む。スペーシング層を、カバー層
とベース基板間に配置させ、スペーシング層が、ベース基板とカバー層の間に配置される
試料受入チャンバーを画定している空間を持つ試料受入チャンバーは、流体受入開口部内
で終結する、フレア状に形成された部位を定義する。空間は試料受入チャンバーと連結し
、それによって、流体が試料受入チャンバーに引かれた時に、空気が空間より逃げること
が可能である。
【０００９】
　その好ましい形態において、カバー層、ベース基板およびスペーシング層が、本質的に
平面であり、それによって試料受入チャンバーが、フレア状に形成された部位にて変化す
る、実質的に一定の高さと幅を含む。より好ましくは試料受入チャンバーには、フレア状
に形成された部位か内側に伸びている、実質的に一定な幅を持つ、細長い部位が含まれる
。カバー層およびベース基板には、流体受入開口部が局在している、試験片の流体受入末
端または側を含む、実質的に整列した縁部が含まれる。
【００１０】
　好ましい形態において、整列した縁部には、さらに開口部を定義する切り欠きが含まれ
る。切り欠きは、フレア状に形成された部位よりも小さく、フレア状に形成された部位に
関して、中心に配置される。
【００１１】
　他の好ましい形態において、少なくとも１つの電極および試薬層が、試料受入チャンバ
ー内に配置され、試薬層が、少なくとも１つの電極をカバーする。より好ましくは、試薬
層は、試料受入開口部まで伸長する。
【００１２】
　他の好ましい形態において、本発明は、その上に配置された試薬層を持つ、ベース基板
を含む試験片を配設する。カバー層が、ベース基板を被覆し試料受入チャンバーが、ベー
ス基板とカバー層のあいだに配置される試料受入チャンバーには、試料受入開口部を定義
しているフレア状に形成された部位が含まれ、試薬層が、試料受入開口部まで伸びる。
【００１３】
　その好ましい形態において、試験片には、試料受入チャンバーと連結したスロットが含
まれ、そのスロットは、流体が試料受入チャンバーに入ったときに、空気が逃げられるよ
うにする、カバー層中の通気開口部を定義している試料受入チャンバーは、フレア状に形
成された部位から内側に伸びている細長い部位を含む。フレア状に形成された部位は、細
長い部位への方向で細くなる、一対の開口壁によって定義され、一方で、細長い部位は、
末端壁によって連結される、本質的に平行な壁によって定義される。
【００１４】
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　その他の形態において、本発明は、試験片を作製する方法を配設する。ベース基板、ス
ペーシング層およびカバー層が配設される。空間が、スペーシング層中で形成され、前記
空間が、細長い部位と球状部位を持つ。スペーシング層が、ベース基板に対して積層され
、カバー層が、スペーシング層に対して積層され、それによって、試験片プリカーサー部
（precursor）が形成される。試験片を作製するために、プリカーサー部を通して切断が
行われ、その切断が、空間の球状部位を横切り、試験片の試料受入縁部を形成し、そこで
、空間が、試験片の試料受入縁部における試験受入開口部中にて終結している、フレア状
に形成された部位を持つ試料受入チャンバーを定義している。
【００１５】
　本発明の方法の好ましい形態において、試料受入縁部が、試験片の末端を含み、試料受
入開口部が外側にフレア状に形成し、試験片の投与される側の端部がテーパーしている。
【００１６】
　本発明は、非常に簡単に投与される試験片を配設し、強固であるが、しかし順応性があ
る製造工程を配設する。本発明を特徴づける種々の他の特徴が、付随する請求項において
、詳細に言及されている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は本発明にしたがった、試験片またはバイオセンサーの透視図である。
【図１Ａ】図１Ａは新規の空間開口部またはスロットの１つの実施形態を例示している、
図１で示した試験片の細長い断片からなる透視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは新規の空間開口部またはスロットの他の実施形態を例示している、細
長い断片からなる透視図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは空間開口部またはスロットの他の実施形態を例示しており、また、本
発明にしたがったバイオセンサーの試料受入チャンバーに対する、開口部に他の配置を例
示している、細長い断片からなる透視図である。
【図２】図２は、図１のバイオセンサーの拡大、透視図である。
【図３】図３は、さらに、図１～２から省いた接着層を例示している、図１のバイオセン
サーの一部分の切断面図である。
【図４】図４は、基礎をなす詳細を示すために、切欠した部分の、図１のバイオセンサー
の一部分の最上、平面図である。
【図５】図５は、本発明にしたがったバイオセンサーを作製するための方法に関する、工
程フローダイアグラムを示している。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明にしたがったバイオセンサーを作製するための方法に関する
、工程フローダイアグラムを示している。
【図６】図６は、本発明のバイオセンサーの底基板を形成することにおいて有用な、ウェ
ブ物質のリール－リール処理および切断を示している、透視図である。
【図７】図７は、ベース基板上の電気的成分の例示パターンを示している、ウェブ化の一
部分の透視図である。
【図８】図８は、図７のウェブ化の一部分の透視図であり、その上にコートされた試薬組
成物を含んでいる。
【図９】図９は、スペーシング層および関連接着層および放出ライナーを示している、拡
大、透視図である。
【図１０】図１０は、プレキャピラリーチャンバーカットアウトを持つスペーシング層の
一部の拡大透視図であり、スペーシング層は、その上に電極パターンを持っているベース
基板に対する積層のために整列している。
【図１１】図１１は、スペーシング層を持つベース基板のアセンブリの透視図である。
【図１２】図１２は、ベース基板およびスペーシング層上へのアセンブリのための、ボデ
ィーおよびチャンバーカバーの組み合わせを示している拡大、透視図である。
【図１３】図１３は、バイオセンサーを含む、いくつかの層を含む、アセンブリの一部分
の透視図である。



(5) JP 4912489 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

【図１４】図１４は、いくつかの脱離可能バイオセンサーを含むウェブ化の一部分の透視
図である。
【図１５】図１５は、組み立てされたウェブ化から分離された、単一バイオセンサーの透
視図である。
【図１６】図１６Ａは、組み立てされたウェブ化から分離された、単一バイオセンサーの
最上図であり、図１６Ｂは、最終的に、図１６Ａで示したような、バイオセンサーの試料
受入チャンバーを形成しうる、フレア状に形成された末端を持つ空間を例示している、ウ
ェブまたは試験片プリカーサー部の断片からなる最大図であり、図１６Ｃは、最終的に、
図１６Ａで示したような、バイオセンサーの試料受入チャンバーを形成しうる、電球形態
の空間を示している、ウェブまたは試験片プリカーサー部の断片からなる最大図である。
【図１７】図１７Ａは、組み立てされたウェブ化から分離された、単一バイオセンサーの
最上図であり、図１７Ｂは、最終的に、図１７Ａで示したような、バイオセンサーの試料
受入チャンバーを形成しうる、杯状の空間を示している、ウェブまたは単一バイオセンサ
ーの最上図であり、図１７Ｃは、最終的に、図１７Ａで示したような、バイオセンサーの
試料受入チャンバーを形成しうる、鍵穴形態の空間を示している、ウェブまたは単一バイ
オセンサーの最上図である。
【図１８】図１８Ａは、組み立てされたウェブ化から分離された、単一バイオセンサーの
最上図であり、図１８Ｂおよび図１８Ｃは、最終的に、図１８Ａで示したような、バイオ
センサーの試料受入チャンバーを形成しうる、Ｔ－形態空間を示している、ウェブまたは
単一バイオセンサーの最上図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、試験片の直線投与縁部から、細長い部分へ、内側に向かう、Ｙ
－形態フレア状に形成された部位を例示している、単一試験片の、断片からなる最上図で
ある。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、試験片状で、細長い部位へ、内側に向かう、投与縁部および曲
線形態フレア状に形成された部位に関する曲線輪郭形状を例示している、単一試験片の、
断片からなる最上図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、試験片状で、細長い部位へ、内側に向かう、投与縁部およびＹ
－形態フレア状に形成された部位に関する曲線輪郭形状を例示している、単一試験片の、
断片からなる最上図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明、その利点およびそれより得られる目的のよりよい理解のために、本発明の例示
され、記述された好ましい実施形態が存在する、図面および付随する記述に対して、参照
されるべきである。
【００１９】
　ここで図面を参照して、いくつかの図を通して、同様の参照番号および文字が、相当す
る構造を示唆する。
【００２０】
　本発明の原理の理解を促進する目的のために、本明細書で例示した特定の実施形態に対
して参照し、特定の言語を、同様に記述するために使用する。それによって本発明の目的
の制限が意図されていないことが理解される。記述した工程または器具における、任意の
変化およびさらなる改変、および本明細書で記述されたような本発明の原理のさらなる任
意の適用が、本発明が関する技術分野の当業者に通常おこるように、意図される。
【００２１】
システム
　本発明は、試料流体中の検体を査定するために有用なシステムに関する。システムには
、標的検体に対して、試料流体を評価するための器具および方法が含まれる。より完全に
本明細書以下で記述されるように、評価は、検体の存在を検出することから、検体の濃度
を決定することまでの範囲である。検体および試料流体は、試験システムが適切である任
意のものでありうる。例示のみの目的のために、好ましい実施形態を、検体がグルコース
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で、試料流体が血液または間質液であるように記述する。しかしながら、本発明は、明確
にその目的を制限されない。
【００２２】
センサー
　システムの１つのコンポーネントは、試料流体のための試料受入チャンバーと、試験検
体の存在下で、電気化学シグナルを産出するために好適な試薬を含む、電気化学的センサ
ーである。センサーは、好ましくは、使い捨て試験片、とりわけ、試料受入チャンバーと
連結する縁部開口部を配設する、薄版状構造を持つものを含む。試薬が、チャンバー内に
位置する作用電極へ、電気化学的信号を送信するための位置に、試料受入チャンバー内で
配置される。グルコース検出のためのような、適切な環境において、試薬が、酵素および
任意にメディエーターを含みうる。
【００２３】
メーター
　センサーは、試料液体中の検体の決定のために、メーターと組み合わせて使用される。
メーターは通常、センサーの電極との連結を含み、検体の濃度に相当する電気化学的シグ
ナルを評価するための回路を含む。メーターはまた、試料流体が、センサーによって受入
されたこと、および試料の量が試験のために十分であること、を決定するための手段を含
みうる。メーターは典型的に、解析の結果を保存し、表示し、または別の器具へ、データ
を配設してよい。
【００２４】
検体－特性
　システムは、検体に対する、定量的または定性的表示いずれかを配設可能である。１つ
の実施形態において、システムは、単に、試料流体中の検体の存在を示唆する。システム
はまた、試料流体中の検体の量または濃度の読みとりを配設しうる。好ましい実施形態に
おいて、検体濃度の非常に正確で、精密な読み取りが、少量の試料流体から迅速に得られ
ることが、本発明の特徴である。
【００２５】
検体－型
　システムは、広い範囲の検体の定量のために有用である。たとえば、試験片は、検体の
存在を査定するために使用可能である、任意の好適な化学反応との使用に、簡単に適合す
る。もっとも好ましくは、システムは、生物学的流体中の検体の試験のために配置され、
使用される。そのような検体には、たとえば、グルコース、コレステロール、ＨＤＬコレ
ステロール、トリグリセリド、乳酸、乳酸デヒドロゲナーゼ、アルコール、尿酸および３
－ヒドロキシブチル酸（ケトン体）が含まれうる。システムに対する相応の改変が、当業
者に対して理解されうる。説明の目的のために、そしてとりわけ好ましい実施形態におい
て、システムが、生物学的流体中のグルコースの検出に関して、記述される。
【００２６】
干渉物
　試験法は、試料流体中の干渉物の存在によって、様々に影響を受けうる。たとえば、血
液試料中のグルコースに関する試験は、酸素、ビリルビン、ヘマトクリット、尿酸、アス
コルビン酸塩、アセトアミノフェン、ガラクトース、マルトースおよび脂質のような因子
によって影響を受けうる。本システムは、試料流体にまた存在しうる干渉物の悪影響を最
小化または削除するために適合可能である。これらの影響は、影響が少ないことが公知な
化学物質の選択、または可能な干渉物などによって、試験物質およびパラメータの適切な
選択によって、解決されうる。本技術分野で公知なように、干渉物が試験ゾーンへ侵入す
ることから防止する、コーティングまたはフィルムの使用のような、他の段階を実施して
、可能性のある干渉物効果を解決しうる。さらに、電極配置または問い合わせ方法に対す
る改変を、干渉物の効果を最小化するために使用可能である。
【００２７】
流体の種類
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　本システムは、広い範囲の種々の試料流体で有用であり、好ましくは、生物学的流体中
の検体の検出のために使用される。この文脈において、語句「生物学的流体（biological
 fluid）」には、検体が測定可能である任意の体液、たとえば間質液、皮膚液、汗、涙、
尿、羊膜液、髄液および血液が含まれる。本発明の文脈において、語句「血液（blood）
」には、全血およびその細胞を含まない成分、すなわち、血漿および血清が含まれる。さ
らに、本システムは、試験のためのシステムの完全性を確認するために、従来の方法にて
使用される、対照流体と連結して有用である。
【００２８】
　好ましい実施形態において、本システムは、グルコースの試験のために使用される。本
例の試料流体は、とりわけ、たとえば、指先または許可された他の部位（たとえば、前腕
、掌、耳たぶ、上腕、カーフおよび大腿部）より得られた、新鮮なキャピラリー血液、新
鮮な静脈血、およびシステムとともに、またはシステムのために供給された対照溶液が含
まれうる。
【００２９】
　流体は、任意の様式で取得され、試験片に伝達しうる。たとえば、血液試料を、ランセ
ットなどで、皮膚を切開し、ついで、試験片を、皮膚表面に現れた流体と接触させること
によって、従来の様式にて得ることが可能である。試験片が、非常に小さな流体試料で有
用であることが、本発明の一つの観点である。したがって、皮膚をわずかに切開すること
のみが、試験に必要な流体の容量を産出するために必要であること、およびそのような方
法に関する痛みや他の問題を、最小化するか、排除することが可能であることが、本発明
の望ましい特徴である。
【００３０】
　皮膚上の異なる局所が、ランセットで切開する場合に、より多くの、またはより少ない
血液量を産出しうることがまた公知である。たとえば、ランセットで切開する場合に、比
較的多量の血液を産出するので、指先が、血液試料を得るための、一般的に使用される部
位である。しかしながら、より多量の血液を産出する領域は、一般的に、利用者にとって
より大きな程度の痛みを伴うことも知られている。したがって、本システムのさらなる利
点は、試料流体の容量が充分に少なく、さらに試験片が、典型的に、掌および上腕のよう
なあまり生産的ではないが痛みが少ない皮膚の領域を、ランセット切開して得られた、血
液量で有用である。試験のための試料流体を得るために、これらの部位を使用することは
、しばしば「代替部位試験（alternate site testing）」と呼ばれる。本発明は、とりわ
け、これらの代替部位で得られた、試料流体、たとえば、血液または間質液との使用によ
く適合する。
【００３１】
試験片一般
イントロダクション
　試験片は、いくつかの基礎的成分を含む。ストリップは、試料流体が試験のために受入
されるチャンバーを定義している小体を含む。この「試料受入チャンバー（sample-recei
ving chamber）」が、好適な手段、好ましくは、キャピラリー活性によって、また任意に
圧力または吸引によって補助されて、試料流体で満たされる。試料受入チャンバーには、
電極および、試料流体中の検体を示す電気化学シグナルを産出するために好適な化学物質
が含まれる。
【００３２】
基本的概要
　とりわけ、図面を参照して、本発明にしたがって有用である試験片の好ましい実施形態
が示されている。試験片１０には、ベース基板１２、スペーシング層１４、および本体カ
バー１８とチャンバーカバー２０を含むカバー層１６が含まれる。スペーシング層１４に
は、ベースとなる基板（以下、ベース基板という）１２およびカバー層１６間に伸びてい
る、試料受入チャンバー２４を配設するために空間部位２２が含まれる。
【００３３】
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　ベース基板１２が、複数の電極２８と、コンタクトパッド３２中で終結している電極ト
レース３０を含む、電極システム２６を持つ。電極は、試料受入チャンバー２４内に配置
されている、電極トレース３０のそれらの部分として定義される。電極システム２６の種
々の配置が、本明細書以下で列記されるように、使用されうる。好適な試薬システム３３
が、試料受入チャンバー内の、少なくとも一部分の電極または電極対２８を被覆する。
【００３４】
　スペーシング層１６を被覆している本体カバー１８およびチャンバーカバー２０が、そ
のあいだのスロット３４を定義し、そのスロットが、試料が、縁部開口部または流体受入
開口部３５から、チャンバーへ入った時に、空気がチャンバーから逃げられるように、試
料受入チャンバーと連結している通気開口部を定義している。したがって、試験片には、
投与される側の端部３６およびメーター挿入末端３８が含まれる。投与される側の端部の
形態は、典型的には、利用者を補助するために、メーター末端から区別可能である。図１
で示したように、好ましくは、投与される側の端部３６は流体試料と、試験片１０の試料
受入チャンバー２４を整列させる場合に、利用者を補助するために、台形形態を形成させ
るために、テーパーしている、または細くなる。投与される側の端部３６のテーパー形態
によって、利用者の皮膚への、投与される側の端部の可能な接触表面が最小化され、それ
によって、以下でより詳細に記述するように、試料受入チャンバー２４の、流体試料との
整列を補助する。
【００３５】
　さらに、投与される側の端部でのストリップグラフィックおよび対照色が、好ましくは
、ストリップ設計の直感性をさらに改善するために使用される。同様に、メーター挿入末
端にて、山形紋３１が、メーター内へのストリップの挿入の方向を示唆している。さらに
、山形紋３１は、試験片１０の大きさに合わされ試験片上に配置されているため、山形紋
３１はメーターの内部であり、したがって、試験片１０が適切にメーター内に挿入された
場合に、視界から隠れる。（矢印と反対の）山形紋３１の大きさおよび位置は、利用者が
、山形紋３１でマークされた試験片を、メーター内に無理に押し込み、試験片１０に障害
を与えるか、または破壊する可能性を減少させる。
【００３６】
一般的寸法
　試験片は、保存および利用のコンパクトさ、および簡便さのために大きさを設定される
、比較的小さな器具である。典型的な実施形態において、ストリップ長さは、長さにして
、２０～５０ｍｍ程度、好ましくは約３３～約３８ｍｍであり、幅にして、５～１５ｍｍ
程度、好ましくは約７～約９ｍｍある。スロットまたは通気開口部３４から、メーターの
縁部までの距離は、血圧が存在しない「グラブエリア（grab area）」を配設するように
、そして、メーター接触領域の血液汚染に対して防御するために、大きさが決められ、し
たがって、５～３５ｍｍ、好ましくは１３ｍｍ以上の範囲でありうる。メーターに挿入さ
れる、（メーター挿入末端３８からの）試験片部位の長さは、好ましくは、試験片の長軸
にそって、６．０ｍｍ以下である。
【００３７】
　試験片の好ましい薄版構造はまた、比較的薄い器具を配設する。ストリップの最小の厚
さによって、利用者に便利な適切な容器内のストリップの準備されたパッケージングが可
能になる。たとえば、試験片の全厚は、約５００～５２５μｍでありうる。メーター接触
内へ挿入される試験片部位の厚さは、約２５０μｍでありうる。
【００３８】
基板
　試験片は、電極システムおよび他のコンポーネントを支持する絶縁物質を含む、ベース
基板１２を含む。典型的には、ビニルポリマー類、ポリイミド類、ポリエステル類および
スチレン類のようなプラスチックが、必要な電気的および構造的特性を配設する。さらに
、試験片が、好ましくは、物質のロールからマス産出可能であることから、物質特性が、
ロール処理に対して十分な柔軟性を持つことが望ましく、また、完成したストリップに対
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して有用な堅さを与えることが望ましい。ベース基板は、ポリエステル、とりわけ高温ポ
リエステル物質、ポリエチレンナフタラート（ＰＥＮ）、およびポリイミド、またはこれ
らの２つまたはそれ以上の混合物などの、可塑性重合性物質として選択可能である。ポリ
イミド類は、たとえば、デラウエア州、ウィルミントンのデュポン社（E.I.duPont de Ne
mours and Company）より、Ｋａｐｔｏｎ（登録商標）の商品名で市販されている。とり
わけ好ましいベース基板の材料は、デュポン社から入手可能なＭＥＬＩＮＥＸ（登録商標
）３２９である。
【００３９】
電極
型
　本発明は、センサー内での電気化学的酸化および還元反応によって、検体の存在を検出
するため、および／または検体の濃度を測定するために、配置された器具である、「電気
化学的センサー（electrochemical sensor）」に関する。これらの反応は、検体の量また
は濃度に相関する電気信号に変換される。したがって、試験片は、一組の測定電極、たと
えば、少なくとも１つの作用電極と一つの対極を含む、電極システム２６を、試料受入チ
ャンバー内に含む。試料受入チャンバーは、チャンバー内に入る試料流体が、作用電極お
よび対極両方と、電解接触にて配置されるように、配列される。このことによって、電流
が、測定電極間を流れて、検体の電気酸化または電気還元に影響を与える。
【００４０】
　本発明の文脈にて、「作用電極（working electrode）」は、酸化還元メディエーター
の仲介ありまたはなしで、検体が電気酸化または電気還元される、電極である。語句「対
極（counter electrode）」は、本明細書にて、作用電極と対となり、作用電極を通過す
る電流と程度が等しく、符号が反対である電気化学的電流が流れる、電極を意味する。語
句「対極」は、参照電極としても機能する対極（すなわち、カウンター／参照電極）も含
むことを意味する。
【００４１】
　作用および対極、および電極システムの残りの部分は、本技術分野で公知の、種々の物
質から形成されうる。電極は、比較的低い電気的抵抗を持つべきであり、試験片の操作範
囲にわたり、電気化学的に不活性であるべきである。作用電極の好適なコンダクターには
、金、パラジウム、白金、炭素、チタン、二酸化ルテニウム、および酸化インジウムスズ
、およびイリジウム、ならびに他のものが含まれる。対極は、同一または異なる物質、た
とえば銀／塩化銀からなってよい。好ましい実施形態において、ワーキングおよび対極は
両方とも金電極である。
【００４２】
電極適用
　電極は、適切な伝導性および完全性の電極を産出する任意の様式で、ベース基板に適用
しうる。例示的工程は、本技術分野でよく知られており、たとえば、スパッタリング、印
刷などが含まれる。好ましい実施形態において、金電極が、ベース基板をコートし、つい
で、コーティングの選択された部位を取り除いて、電極システムを産出することによって
配設される。好ましい除去方法は、レーザー切断であり、より好ましくは、広領域レーザ
ー切断である。
【００４３】
　レーザー切断技術には典型的に、単一金属層、または絶縁物質と伝送性物質を含む多重
層組成物、たとえば、絶縁物質上にコートされたか、または絶縁物質に積層された金属層
の金属性－ラミネート（以下で議論する）を切断することが含まれる。金属性層には、純
粋な金属、合金、酸化物または金属性コンダクターである、他の物質が含まれる。金属ま
たは金属様コンダクターの例には、アルミニウム、（グラファイトなどの）炭素、コバル
ト、銅、ガリウム、金、インジウム、イリジウム、鉄、鉛、マグネシウム、水銀（アマル
ガムとして）、ニッケル、ニオビウム、オスミウム、パラジウム、白金、レニウム、ロー
ジウム、セレニウム、シリコーン（高度にドープされた多晶質性シリコンなど）、銀、タ
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ンタル、スズ、チタニウム、タングステン、ウラニウム、バナジウム、亜鉛、ジルコニウ
ム、これらの混合物、これらの金属の合金または固体溶液が含まれる。好ましくは、物質
は、生物学的システムに対して、本質的に不応答性であるように選択され、このような物
質には、金、白金、パラジウム、イリジウム、銀またはこれらの物質の合金または酸化イ
ンジウムスズが含まれる。金属性層は、任意の所望の厚さであり得る。好ましい実施形態
において、厚さは約５０ｎｍである。
【００４４】
配置
　電極システムは、試験片およびメーターの操作に適合する種々の配置を持ちうる。任意
の実施形態に関して、作用および対極は好ましくは、これらを覆うのに必要な試料流体の
量を最小化させるために、配置され、必要な大きさにする。また、電極は、比較的安価な
携帯型メーターを用いて測定可能であるように、十分な程度の電流束を維持するために配
置されることが好ましい。
【００４５】
　さらなる例の方法によって、好ましい実施形態には、作用電極の両側の周りに伸びる、
対極が含まれる。したがって、対極は２つの要素を持ち、試料流体が、試料受入チャンバ
ーに入る時に、一つは作用電極の前であり、他は作用電極の後ろにある。よりとりわけ、
対極には、試料受入チャンバーを越えて伸びている、要素４０および４２が含まれる。こ
れらの要素のそれぞれが、約２５０μｍの幅である。作用電極要素４４は、約２５０μｍ
の幅を持ち、２つの対極要素のそれぞれから約２５５μｍ離れている。これは、測定電極
に関する多数の配置のただ１つであることが理解されるであろう。
【００４６】
　トレース３０およびコンタクトパッド３２は、試験片に関する意図する機能と一致する
多数の様式で配設されうる。電極システムのこれらのコンポーネントは、好ましくは、電
極と同一の物質からなり、同様の様式で、電極の適用と同時に、ベース基板に好ましく適
用される。好ましい実施形態において、とりわけ、参考文献によって本明細書にて組み込
まれている開示物である、表題「バイオセンサーを作製する方法（Method of Making a B
iosensor）」の、２００３年６月２０日に出願された、米国特許出願第１０／６０１，１
４４号にて記述されたような、トレースおよびコンタクトパッドは金であり、レーザー切
断によって形成される。しかしながら、他の物質および適用方法を利用して良い。
【００４７】
化学物質
試薬組成物
　試験片には、試料受入チャンバー内に、試料流体中の検体の存在を表す、電気化学的シ
グナルを産出するために、試験検体と反応するための、化学試薬が含まれる。試薬層には
、種々の検体の存在、および／または濃度を決定するために選択された種々の活性コンポ
ーネントを含みうる。試験化学物質はしたがって、査定されるべき検体に関して選択され
る。本技術分野で良く公知のように、種々の検体それぞれとの使用のために利用可能な多
数の化学物質が存在する。たとえば、１つの好ましい実施形態において、本発明の試験片
は、血中のグルコースの存在を決定するために選択可能である、１つまたはそれ以上の酵
素、補酵素、および補因子を含みうる。したがって、適切な化学物質の選択は、当業者に
よく知られており、本明細書でのさらなる記述は、種々の検体と、試験片を作製し、使用
することを可能にするために必要ではない。
【００４８】
アジュバント
　従来の様式において、試薬化学物質は、試薬特性または特徴を増強するための、種々の
アジュバントを含んで良い。たとえば、化学物質は、試薬ストリップ上への試薬組成物の
配置を促進するため、およびストリップへのその接着を改善するため、または試料流体に
よる、試薬組成物の加水分解の速度を増大させるための、物質を含んで良い。さらに、試
薬層は、得られる乾燥試薬層の物理的特徴、および解析のための液体試験試料の取り込み
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を増強するために選択した成分を含んで良い。試薬組成物と使用するためのアジュバント
物質の例には、濃縮物、粘土調節物、フィルム形成物、安定化剤、緩衝液、洗浄剤、ゲル
化剤、充填剤、フィルムオープナー、着色剤、および揺変性付与試薬が含まれる。
【００４９】
　試験試料の好ましい実施形態において、主なチャンバーは使用の前に空である。本発明
にしたがった試験片の非常に小さな試料チャンバーにおいて、試薬層が薄く、均一である
ことが好ましい。試料受入チャンバーが非常に小さく、約１μｌ以下であるので、チャン
バーの深さ、または垂直高さが小さい。したがって、試薬層は、チャンバーの内部キャビ
ティのほとんどを占拠すべきでない。試薬層は、チャンバー内の試験試料のために、豊富
な空間を残すために十分薄いべきである。さらに、液体試験試料が、薄い試薬層をより迅
速に加水分解または溶解する。上の反応スキーム中で議論されるように、メディエーター
およびメディエーター酸化還元産物が、電極へ、試薬層／勾配を通して、およびその中で
拡散する。反応性コンポーネントおよび中間体は、薄い試薬を通して拡散するために短い
距離を持ち、したがって、電極への拡散が、少ない時間で生じる。さらに、電極での、メ
ディエーター酸化還元産物の捕獲効率は、厚い層よりも、酵素の薄い層に関して大きい。
【００５０】
　逆に、厚い試薬層は、液体試験試料を加水分解する、または溶解するために、より時間
がかかり、厚い試薬層は、メディエーター／メディエーター酸化還元産物にとって、電極
へ接近するためにかかる時間を増加させる。これは、検体濃度を決定するための時間を遅
らせ、決定に間違いを生じ得る。
【００５１】
　試薬層は、均一な厚さをもつことが望ましい。厚さが不均質であることは、検体濃度を
決定することにおいて変動を導きうる。好ましい実施形態において、試薬層は、全試料受
入チャンバーを通して、均質な厚さを持つ。この好ましい実施形態において、試薬層は、
チャンバーを定義している垂直側壁に隣接した試料受入チャンバーの周辺で、チャンバー
の中心部位よりも厚くはない。したがって、試薬層は、メニスカス輪郭形状を示さない。
【００５２】
　試薬組成物は、基体層上で、薄く、均一な層内に沈着可能な、粘性溶液として処方され
る。試薬組成物には、試薬層の物理的特性を増強するために、濃縮物および揺変性物が含
まれる。濃縮物は、そこに均質に分散している残りのコンポーネントを持つ濃い、液体マ
トリックスを配設するために選択される。濃縮物および揺変性物はまた、沈着した後、お
よび乾燥前に、液体または半ペースト物質が、基体層の表面上に流れることまたは広がる
ことから阻止する。試薬組成物が沈着した後、簡単に加水分解可能なマトリックスまで、
迅速に乾燥する。
【００５３】
　試薬組成物が、風乾または熱乾燥いずれかで、迅速に乾燥するために配設される。乾燥
後、沈着した試薬層が、約１ミクロン～約２０ミクロンのあいだの厚さを表す。よりとり
わけ、乾燥試薬層が、約２ミクロン～約６ミクロンのあいだの厚さを示す。
【００５４】
　試薬組成物は、スロット染色コーティング、カーテンコーティング、熱融解コーティン
グ、ロータリースクリーンコーティング、ドクターブレードまたは空気ナイフコーティン
グ、マイヤーバーコーティングおよび逆ロールコーティング技術を含む、種々のコーティ
ング方法を用いて、試験片表面上に沈着可能である。これらの技術は、当業者に公知であ
る。好ましくは、試薬層は、約４０μｍ～約１００μｍのあいだの厚さで、ウェット組成
物として、柔軟性のウェブ上に沈着する。より好ましくは、試薬組成物は、約６０μｍ～
約８０μｍのあいだの厚さで、ウェット組成物として沈着する。組成物は、測定電極の最
上に直接、そして、連続した細いバンドとして、多重試験片のウェブの長さにそって、試
薬の均質薄層として適用して良い。好ましい実施形態において、細いバンドは、約７ｍｍ
～８ｍｍのあいだの幅と、約３ｕｍ～約２０ｕｍのあいだの乾燥厚さを持つ。組成物はま
た、そのような外側電極の所望の機能性に依存して、試料受入チャンバー内に存在しうる
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他の電極上に適用され得る。
【００５５】
スペーシング層
配置
　試験片は、ベース基板体を被覆し、部分的に、試料受入チャンバーを画定する、スペー
シング層１４を含む。とりわけ、スペーシング層１４は、実質的に、試料受入チャンバー
２４の高さと境界線を画定している、空間部位２２を含む。空間部位２２は、縁部開口部
を持つように都合良く配置し、それによって試料流体が、縁部開口部と接触して、試料受
入チャンバー内へ入る。縁部開口部は、好ましくは、側縁部上の配置も有用であるが、試
験片の末端に局在する。
【００５６】
物質
　スペーシング層１４は、試験片との作製のために有用な任意の物質からなって良い。ス
ペーシング層は部分的に、試料受入チャンバーの高さを画定するので、物質は、所望のチ
ャンバーの高さに適切な厚さで、十分な強さを持つべきである。スペーシング層の他の機
能は、ベース基板１２の上表面に沿って伸びる電極トレースを保護することである。物質
はまた、熱感受性または圧力感受性接着剤、または熱またはレーザー溶接のような、他の
手段のいずれかによって、ベース基板およびカバー物質に簡単に接着すべきである。好適
な物質の例には、１００μｍ　ＰＥＴ、またはアドヘジブズ　リサーチ　インコーポレイ
テッド（Adhesives Research Inc.）から入手できるＡＲＣａｒｅ　９０１３２のような
接着剤質でコートされたか、または混合したＰＥＴ箔が含まれる。
【００５７】
カバー層
配置
　カバー層１６は、スペーシング層１４上で受けられ、接着する。カバー層の１つの機能
は、試料受入チャンバーの最上表面を形成することである。他の機能は、試験試料の獲得
を助けるための、親水性表面の配設である。さらに、カバー層１６は、好ましくは、試料
流体が、試料受入チャンバー内に入り、移動する時に、チャンバーの中より空気が逃げる
ことが出来るように、通気開口部３４を画定する。
【００５８】
　カバー層は、図１Ｂで示したように、その下側に凹所として形成されたスロット３４’
を持つ、単一部として形成可能である。マス産出の目的のために、スロット３４’は、空
気が、試料受入チャンバー２４から、試験片の反対横側上に形成された空間開口部へ排出
されるように、示したように、本質的に直線であり、試験片の全幅を超えて伸長する。し
かしながら、そのような配置は、マス産出目的のために好ましくはないが、スロットは、
チャンバー２４から、試験片の１つの側面へのみ伸びる、溝または凹所を含んで良い。
【００５９】
　他の実施形態を図１Ｃで示しており、そこでは、チャンバーカバー２０が、本体カバー
１８と「重なる（overlap）」。この配置において、カバー層２０の小末端部位３７は、
上方に曲がり、本体カバー１８の縁部を越えて伸びる。それによって、スロット３４’’
は、その場で、空気が逃げることが可能なように、三角形の開口部が存在する、ストリッ
プの縁部にて見られるように、おおよそ三角形の断面を持って形成される。この「重なり
」配置において、ストリップの長さ方向にそった、本体カバー１８に関して、チャンバー
カバー２０の正確な配置は、それほど重要ではない。すなわち、本体カバー１８に重なる
チャンバーカバー物質の量は、スロットの寸法または配置に影響を与えることなく、変化
可能である。これは、以下での議論に関して、明らかになるように、製造にて利点である
。
【００６０】
　好ましくは、本体カバー１８およびチャンバーカバー２０は、作製および通気開口部の
形成における簡便さのために、２つの分離した部材を含む。本体カバー１８とチャンバー
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カバー２０は、両方とも、実質的に同一の水平面に沈着する。チャンバーカバー２０は、
実質的にスペーシング層の空間部位２２をカバーし、試料受入チャンバーの最上部を形成
する。チャンバーカバーは、好ましくは、さらに詳細に以下で記述するように、その下側
に親水性コーティングまたは処理２１を含む。本体カバーおよびチャンバーカバーは、試
験片にそった縦方向にて、末端から末端に位置し、図１Ａで示したように、そのあいだに
スロット３４を含む。スロットは、スペーシング層の空間部位２２の内末端に隣接して局
在し、図１Ａ中の好ましい実施形態では、本体カバー１８から、チャンバーカバー２０の
間隔をあける、小ギャップを形成する。ギャップは、試料受入チャンバーと連通して、空
間開口部３４を構成する。スロット３４は、実質的に直線であり、試験片１０の幅を超え
て伸びる。スロット３４は、実質的に、試験片１０の縦または長さ軸に対して垂直の方向
である。試料受入チャンバーに入る試料流体は、スロット３４によって画定された空間開
口部を介して、空気を放出する。スロットがギャップとして形成され場合、放出されたい
くらかの、またはほとんどの空気が、試験片の上より出る。
【００６１】
　スロットは、電極システム２６の局所の内部である、試料受入チャンバーに関する位置
で局在する。試料受入チャンバーに入る試料流体は、通気開口部まで進むが、それ以上は
進まない。上から見た場合、スロットが、本明細書で記述するように、「フィルライン」
の視覚表示を配設する。したがって、通気開口部の配置が、十分な試料流体が、電極シス
テムを完全に覆うように受入可能であることを確かにする。同時に、空間開口部の配置が
、電極システムの領域を越える試料流体の連続ウィッキングを阻害する。
【００６２】
　カバー層または基体層中に開口を形成する必要がなくなるので、本体カバーおよびチャ
ンバーカバーのスペーシングによる、スロットと通気開口部の形成が、さらに利点である
。先行技術では、試料受入チャンバーを形成している最上または底フィルムいずれかに穴
を開けることによって、通気開口部を形成するアプローチが存在し、試料受入チャンバー
に対して穴を、正確に局在化させる必要があることから、作製上の問題を示す。このアプ
ローチはまた、試験片に対して好適であるけれども、本明細書で記述した好ましい設計に
よって、試験片に対して側面で、通気開口部を整列させる必要がなくなる。さらに、本設
計は、本明細書以下で記述するように、ロール処理技術によって、試験片のマス産出によ
く適合する。
【００６３】
　同時に、通気口構造が試料受入チャンバー２４を被覆する中間領域を越える、スロット
にそって側面への、試料流体のウィッキングを阻害する様式で作製して良い。たとえば、
本体カバーは、好ましくは、図３で示したように、接着剤４６よって、スペーシング層に
対して固定される。疎水性接着剤を使用することで、血液、間質液、および他の水性溶液
がキャピラリー活性によって、側面に伸びているスロットにそって動くことを阻害する。
全本体カバー、または通気開口部に隣接する部分はまた、ウィキングを阻害するために疎
水性である。物質の表面に対して、疎水性特性を配設するための物質および方法は、本技
術分野でよく知られている。チャンバーカバーは、以下で説明するように、接着剤４６と
同一または異なる接着剤によって、スペーシング層に固定されうる。
【００６４】
　接着剤４９は、ベース基板１２に、スペーシング層を固定する。接着剤４６、ならびに
接着剤４９とスペーシング層１４のための物質は、すべて、例示した実施形態中で、実質
的に疎水性の物質から形成される。そのようなものとして、ストリップ１０中で形成され
たキャピラリーチャンバーの垂直壁は疎水性である。反対に、チャンバーのフロアは、親
水性試薬によって覆われており、層２０の下側は、親水性コーティング２１でコートされ
ている（図２）。言い換えれば、キャピラリー中の水平表面は親水性であり、垂直表面は
疎水性である。このことは、試料のキャピラリーチャンバーへのよいウィッキングを促進
し、チャンバーから側面に沿っての試料の望ましくない移動、たとえば、スペーサー層と
ベース基板間の移動を防止することがわかった。



(14) JP 4912489 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

【００６５】
物質
　本体カバーおよびチャンバーカバーは、試験片との構成のために有用な任意の物質から
なりうる。本体カバーおよびチャンバーカバーのための物質は、同一であるか、または異
なって良い。物質は、熱感受性または圧力感受性接着剤、または熱またはレーザー溶接の
ような他の手段のいずれかによって、簡単にスペーシング層に接着すべきである。チャン
バーカバーと本体カバー両方のために好適な物質の例には、およそ１２７μｍ厚のＰＥＴ
箔が含まれる。チャンバーカバーは、好ましくは、国際特許第ＷＯ０２／０８５２８５号
で開示されたような、親水性層２１、アドヘジブス　リサーチ　インコーポレイテッド（
Adhesives Research Inc.）からのＡＲＦｌｏｗ（登録商標）９０１９１が含まれる。
【００６６】
　カバー層１６はまた、試料受入チャンバーに入る時に、試料流体の観察を促進するため
に使用して良い。これは、チャンバーと周辺領域間で、色または影においてコントラスト
を配設することによって達成される。たとえば、１つのアプローチにおいて、空間２２を
取り囲むスペーシング層１４の部位が、試料受入チャンバーの底の色、たとえば、チャン
バーの底に位置する化学試薬層の色と対照な色で配設される。この対照色は、たとえば、
インクまたは他の着色剤を、試料受入チャンバーに隣接するスペーシング層の部分に適用
することによって配設されうる。層１４の着色区画２３を、図２にて表示している。つい
で、チャンバーカバー２０は、チャンバーと隣接するスペーシング層を利用者が見ること
が可能な、透明または半透明物質として配設される。試料流体が、試験片の縁部から入る
時に、利用者が、通気開口部へキャピラリー活性によって移動する際の進行を観察可能で
ある。この型の特徴は、さらに、１９９９年１２月７日に、クリスモア（Crismore）らに
付与された米国特許第５，９９７，８１７号で記述されており、参考文献によって本明細
書に組み込まれている。
【００６７】
キャピラリー
　ベース基板、スペーシング層およびチャンバーカバーによって形成された、試料受入チ
ャンバーは、試料流体がその中で移動する、いくつかの区画を本質的に含む。まず、入り
口区画４８が開口部から、測定電極システムの領域まで伸びる。第二に、試験区画５０が
、電極システムの領域を越えて伸びる。第三区画５２が、測定電極システムから、空間開
口部まで伸びる。試料流体の試験が、試験区画中の電極システムの領域でおこると理解さ
れるであろう。しかしながら、試料流体はまた、試験片を充填する過程で、チャンバーの
他の区画を充填する。
【００６８】
寸法
　試料受入チャンバーの高さおよび幅は、試験されている流体および問題の検体を含む、
種々の考慮に基づいて選択される。たとえば、チャンバー寸法は、好ましくは、チャンバ
ー内への試験試料のキャピラリーフローを促進するような大きさである。血液との使用の
ための、好ましいチャンバー高さは、たとえば、約５０μｍ～約２００μｍであり、もっ
とも好ましくは、１２０～１８０μｍである。好ましい実施形態において、チャンバー高
さは、約１５０μｍである。チャンバーの幅は同様に、所望の試料流体および検体に適合
するように選択してよい。たとえば、チャンバーは、所望の量の作用および対極を暴露す
るのに十分な幅であるべきであり、必要以上の量の、試験のための試料流体の必要性を排
除するのに十分狭くすべきである。試料受入チャンバーの幅と、作用電極の幅が、作用電
極の領域を画定する。領域は、さらに、信号増幅および器具設計に関連するので、設計の
ための考慮を表す。
【００６９】
　試料受入チャンバーは、好ましくは、試験を実施するために必要な試料流体の量を減少
するために、最小の容量を持つように配設される。縁部開口部から通気開口部まで伸びて
いる３つの全ての区画を含む、全試料受入チャンバー全体は、縁部から通気口までのチャ
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ンバーの領域の要素、およびベース基板からチャンバーカバー２０までのチャンバーの高
さであると考えることが出来る、総容量を持つ。しかしながら、「正味チャンバー容量（
net chamber volume）」には、この区間を満たすために必要な試料流体の容量が含まれる
。試料受入チャンバーの正味チャンバー容量は、総チャンバー容量から電極、試薬、そし
ておそらく、含まれるのならば、吸着剤物質のような他の物質によって占領されている容
量を差し引いたものである。
【００７０】
　先に示したように、総試料受入チャンバーの容量は、チャンバーの３つの区画に起因す
る容量からなる。それぞれの区画は、一般的に、試験片の操作に対して実用的であると同
じくらい小さい大きさである。しかしながら、各区画の大きさに影響を与えうる、考慮お
よびおそらく他の機能が存在する。
【００７１】
　チャンバー容量は、高さおよび面積両方の係数である。高さは、スペーシング層の厚さ
と、他の層へスペーシング層を固定するために使用する接着剤の厚さの結果である。たと
えば、ベース基板およびチャンバーカバーが、スペーシング層の反対側に接着する。接着
の１つの方法は、物質の熱またはレーザーシーリングである。しかしながら熱感受性また
は圧力感受性接着剤のような、好適な接着剤の利用によって、これらの層を接着させるこ
とが好ましい。このアプローチにおいて、試料受入チャンバーの高さ、すなわち、底基板
とチャンバーカバーの面している表面間の距離は、接着剤層の厚さによって影響を受けう
る。図３で示したように、チャンバー２４が、試薬層３３によって、その底側に結合し、
チャンバーカバー２０のコーティング２１によってその最上側に結合する。しかしながら
、接着剤層４６および４９、ならびにスペーシング層１４は、チャンバー２４の総高さを
画定する。
【００７２】
　さらに、好ましい実施形態において、試薬層３３は、ベース基板１２とスペーシング層
１４間で伸び、以下で記述するように、試験片の全幅を実際に延ばす。チャンバーの高さ
はしたがって、スペーシング層の下にある試薬層の存在によって、増加もしうる。この実
施形態において、接着剤が使用される場合、少なくとも、接着剤が、試薬内またはその周
りでいくらか満たすようになる程度まで、接着剤が、試験試薬と結合しうることがわかっ
た。試薬および接着剤層の高さはしたがって、完成した試験片において、必ずしも付加的
ではない。むしろ、ベース基板とスペーシング層間で得られる空間は、積層前の分離試薬
および接着剤層の高さの組み合わせよりいくらか少ない。
【００７３】
　接着剤と試薬の組み合わせが、試料受入チャンバーの縁部にそって、密封を作成するこ
とを有利に助けることもわかった。このことにより、試料流体が、試験を実施するために
必要なタイムフレームにおいて、ベース基板とスペーシング層間の空間に存在する試薬物
質へのウィッキングすることを防止する。
【００７４】
　第一入り口区画は、試料流体を受入し、測定電極に指向するために利用可能である。こ
の区画は、大きさが非常に小さくてよく、チャンバーの短い区画のみを含みうる。この区
画の長さは、好ましくは１２００μｍ以下である。
【００７５】
　第二試験区画は、試験または測定電極を含み、また、試料流体の最小容量を必要とする
ための大きさである。この第二区画の大きさを制御する第一の因子は、測定電極の型、数
、大きさ、シグナル強度、および配置である。この区画の長さは、好ましくは、約１２６
０μｍである。好ましい容量は、約０．２６５μＬであり、０．１５ｍｍのキャピラリー
高さ、および１．４ｍｍのキャピラリー幅に基づく。
【００７６】
　試料流体は、測定電極を通過して移動し、第三区画に入る。これにより、測定電極が、
適当な湿潤が保証され、おそらく、特定の確証が許容される。この確証は、利用者による
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視覚観察によって、または自動検出手段によってされ得る。たとえば、容量充足電極は、
試料流体がこの区画内へ、測定電極が湿ること保証された点まで進んだ時に検出されるよ
うに、この区画内に配置される。これは、電極への電位の印加を開始するためのトリガー
として使用可能である。この区画の長さは、好ましくは５０～５００μｍ、より好ましく
は２５５～４００μｍである。容量は、好ましくは０．０１～０．１μＬ、より好ましく
は０．０５～０．０８μＬである。
【００７７】
　好ましい実施形態において、試料受入チャンバーの総正味チャンバー容量は、約１μＬ
以下であり、より好ましくは、約０．５μｌ以下である。試料受入チャンバーの総正味チ
ャンバー容量の望ましい範囲は、約０．１５～約１．４μＬ、より好ましくは約０．４～
０．７μｌの容量を含む。
【００７８】
吸着剤
　試料チャンバーは、他では好ましく空であり得るか、または、吸着物質を含んでよい。
好適な吸着物質は、ポリエステル、ナイロン、セルロース、およびニトロセルロースのよ
うなセルロース誘導体が含まれる。吸着物質に、流体をチャンバー内にウィッキングする
ことを補助することによって、試料流体のとりこみを促進するために含まれうる。吸着物
質の使用は、さらに、試料流体の受理のための、試料受入チャンバーの空間容量を減少さ
せるために役立ちうる。
【００７９】
充填方法
　試料チャンバーを満たす好ましい方法は、キャピラリー活性によってである。さらに、
試験片の充填は、試料流体上に圧力を印加して、試料チャンバー内へ押し出すこと、およ
び／または試料チャンバー上を真空にして、チャンバーに試料流体をなど他の方法で増進
可能である。
【００８０】
親水性コーティング
　試料受入チャンバーのキャピラリー充填の目的のために、種々のアプローチが、チャン
バー内への試料流体の移動を促進するために利用可能である。たとえば、チャンバーを画
定している任意の、または全ての表面を、親水性を改善するために、選択または処理して
よい。そのような処理には、以下で記述するような、公知の親水性物質の使用、表面上へ
の親水性物質の適用、または親水性を増加させるための表面の処理が含まれうる。さらに
、試薬組成物を、簡単に水和させるため、および試料受入チャンバーの充填を促進するた
めに処方しうる。先に示したように、接着剤をまた使用してよい。
【００８１】
検体の試験
　電気化学的センサーを、作用および対極を通して、および容量充足電極を通して、好適
な電位、または連続電位を印加することによって操作する。メディエーターを利用する場
合、作用および対極を通る必要な電位は、酸化還元メディエーターに依存する。さらに、
検体が電解する電極における電位は、典型的には、電気化学反応を駆動するのに、または
ほぼ完了するのに十分大きいが、電位の程度は、好ましくは、インターフェラントの重要
な電気化学反応を誘導するのに十分な程大きくない。たとえば、グルコースに関して、適
用電位差は、典型的には、ＤＣ電位を使用する場合、約＋１００ｍＶと約＋５５０ｍＶの
あいだである。ＡＣ電位を使用する場合、これらは、典型的には、５～１００ｍＶ　ＲＭ
Ｓでありうる。
【００８２】
　電位は、試料受入チャンバーに試料が入り始める前または後で印加して良い。しかしな
がら、電位は、好ましくは、試料がチャンバーに入った後に適用し、より好ましくは、試
験を実施するために十分な量の試料が、試料受入チャンバー内に存在することを確定した
後に適用する。電位の印加のタイミングは、利用者による視覚観察、試験片への流体のサ
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ンプリングに続く時間遅延、またはチャンバー内の十分な量の試料の電気的または他の自
動検出を含む、種々の様式にてトリガされる。視覚および電気的な別法はまた、器具の正
しい操作を確かにするための、重複する安全装置として働きうる。好ましくは、試験片お
よびシステムは、流体試料が、十分にチャンバーを満たした時を決定するために、容量充
足電極のような、別の検出手段を使用する。
【００８３】
　電位を印加し、試料受入チャンバー内に試料流体がある場合、電流が、作用電極と対極
間を流れる。電流は、十分な大きさの電位を印加した場合に、試料流体中の検体の電気分
解の結果であり得る。この場合、電気化学的反応が、一般的にすでに記述されたように、
酸化還元メディエーターを介して発生する。小程度の電位が印加された場合、とりわけ、
ＡＣ電位の場合、電流は、必ずしも電気分解によっては産出されず、試料チャンバー内の
誘電体のイオン性運動と応答によって産出される。当業者は、同一の結果を達成しうる、
多くの異なる反応機構が存在することを認識するであろう。
【００８４】
対照溶液
　試験は、対照溶液、さらに訂正対照溶液が投与されたことを確認するために、投与の後
に、試験片に適用して良い。対照溶液は、全システムが、設計仕様内で機能していること
、および試験片が、好ましくなく保存されてはいないこと、または間違えて処理されてい
ないことを確認することにおいて、利用者を補助する。許容可能なストリップは、試験さ
れている特定のストリップに対して、特定された許容範囲内の値を回復する。問題の許容
範囲は、容器ラベル上に、各ストリップロットに対して公表される。
【００８５】
ストリップを作製する方法
　好ましい実施形態において、センサーは、多重層の、ラミネート試験片１０を含む。先
に記述したように、ラミネートには、ベース基板１２、スペーシング層１４およびカバー
層１６が含まれる。これらのコンポーネントは、種々の方式で組み立てられて良い。たと
えば、コンポーネントを、接着剤、熱シーリング、レーザー溶接、および隣接物質を固定
するために適切な、種々の他の好適な技術を用いて組み立ててよい。試験片は、好ましく
は、単一シートまたはウェブ上で多数組み立ててよく、その後、ストリップは、保存およ
び利用のために分離される。
【００８６】
　ラミネート試験片は、引き続いて、一度に１つの層をしくことによって連続して組み立
ててよい。あるいは、試験片を、個々のコンポーネントまたは層を組み立て、処理し、続
いて、一緒に積層して、機能的な試験片を配設することによって調製可能である。１つの
好ましい形態において、２つまたはそれ以上の、試験片の基礎コンポーネントを、同時に
調製する。ついで、１つまたは連続するアセンブリまたは積層工程にて、基礎コンポーネ
ントを組みあわせて試験片を産出し、これは、さらなる処理を必要としてよく、またはし
なくて良い。好ましい実施形態において、試験片を、３つの基礎コンポーネント、基板上
で定義された金属性電極上でコートされた試薬層を好ましくは持つ、金属製の基板、その
中で形成された溝を持つスペーシング層、および１つまたはそれ以上の最上またはカバー
層により組み立てられる。
【００８７】
　試料受入チャンバーに対するそのような小さな寸法で、試薬層の特性が、とりわけ、水
和反応および混合特性の観点において、試験片の操作において、明らかな影響を持ちうる
。試薬層の品質、局所、厚さおよび他の特性の再現性がしたがって重要である。したがっ
て、適用した層の、均質性および平面性のような、物理的特性を特に増強する物質を含む
ことが、組成に対して望ましい。
【００８８】
　１つの特定の観点において、試験片には、試薬を組み込む固有の様式が含まれる。試薬
は、少なくとも作用電極上、そして好ましくは対極上でも、試料受入チャンバー中に位置
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する。試薬は、本技術分野でよく理解されている種々の様式にて、試験片に適用してよい
。
【００８９】
　よりとりわけ、試薬は、ベース基板とスペーシング層のあいだに、試薬組成物を配置す
る様式で、ベース基板上へ配置される。この適用の様式によって、試薬層がより平面とな
り、厚さが均一となることが補助される。反対に、先行技術の手順では、まず、反応ウェ
ルまたは溝を調製し、ついでウェル内に試薬を満たす。しかしながら、これは、結果とし
て、ウェルの周辺での、メニスカスの形成のような現象による、より不均一な試薬層とな
りうる。このことにより、試薬が内部分中とは異なる、反応壁の側壁に隣接する厚さを持
つことになり、チャンバーの充填の不一致、分解間隔の延長、および試料流体と試薬との
混合の不一致、および最終試験結果の不一致を引き起こしうる。試薬を、スペーシング層
を加える前にベース基板上に配置することによって、ベース基板上で乾燥するので、試薬
の均一な層を乱す、メニスカス効果は存在しない。さらに、本適用方法は、試験片のマス
産出を促進する。
【００９０】
　図面を参照して、試験片１０は、底基板１２とスペーシング層１４間に伸びる試薬層３
３を含んで示されている。よりとりわけ、試薬は、底基板１２の最上表面と電極２８両方
を覆う、層３３を形成する。試薬は、少なくとも作用電極、好ましくは、対極も覆う。も
っとも好ましい実施形態において、試薬層は、試験片の全幅に伸びる。試薬層はまた、好
ましくは、末端縁部から、容量充足電極まで、もっとも好ましくは、通気開口部まで伸長
する。試薬層はしたがって、スペーシング層下で伸び、スペーシング層とベース基板間で
挟まれる。
【００９１】
　試薬組成物は、最終的に、スペーシング層下で伸びる、所望のそして均一な層を配設す
る、任意の好適な様式で、底またはベース基板に適用する。試薬は、好ましくは、底基板
上へ、そしてその上に受入された電極上へ、直接連続コーティングで適用される。本明細
書以下で記述するように、試薬組成物は、もっとも好ましくは、物質のウェビング上で、
多量の試験片を産出する過程で適用される。この様式にて、試薬を、後に個々の試験片に
分離される、基板ロール上で伸びる、物質の連続縞の方法で適用して良い。試薬組成物は
、乾燥されるか、または設定され、スペーシング層がその上に適用される。
【００９２】
　関連観点において、スペーシング層を底基板に固定する好ましい様式は、接着剤の利用
である。一緒に層を固定することに加えて、接着剤が、底基板とスペーシング層間の空間
をシールすることを助けるように、試薬組成物と十分に係合する。接着剤は好ましくは、
スペーシング層上に配置され、ベース基板上に積層される。接着剤はそれによって、スペ
ーシング層下で伸びる、試薬の部分と接触する。
【００９３】
　例示した実施形態のスペーシング層が、その両側上に接着剤を含む、Ｍｅｌｉｎｅｘ（
登録商標）物質より形成されるが、二重側面テープのような、連続接着剤質として、スペ
ーシング層１４を形成することも可能である。たとえば、５～６ミリメートル厚のＡＲＣ
ａｒｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅを、スペーシング層１４のかわりに使用可能である。
【００９４】
　さらなる観点において、検体がグルコースである好ましい実施形態が記述される。グル
コースの場合、試薬組成物の活性コンポーネントは、典型的に、グルコースに対する酵素
などの、酸化還元酵素、任意に補酵素または補因子、および酸化還元メディエーターを含
む。これらのコンポーネントは、典型的には、マトリックス中に溶解されるか、懸濁され
る。液体試験試料が、マトリックスを水和または溶解し、検体が、マトリックスを通して
拡散して、１つまたはそれ以上の活性コンポーネントと反応する。典型的には、酵素が、
試験試料中のグルコースを、グルコノラクトンおよび／またはグルコン酸に酸化する。同
様に、メディエーターが、還元された酵素と反応または酸化し、結果として、メディエー
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ターが、この工程で還元される。還元されたメディエーターを、試験片上の電極の１つで
検出可能である。
【００９５】
　ヒト血液中のグルコースを検出することに有用な酸化／還元反応スキームの特定の例に
おいて、グルコースを含む試験試料が、グルコース－Ｄｉ－オキシドリダクターゼ（Ｇｌ
ｕｃ－Ｄｏｒ）などの酵素、また任意に、ピローロ－キノリン－キノン（ＰＱＱ）などの
補酵素または補因子と、酸化還元メディエーターの存在下で反応する。メディエーターに
は、たとえば、ベンゾキノン、遷移金属錯体、たとえばフェリシアニドカリウム、オスミ
ウム誘導体（たとえば国際特許第ＷＯ９８／３５２２５号で記述されたようなビピリジル
錯体）およびニトロソアニリン誘導体（米国特許第５，２８６，３６２号を参照のこと）
が含まれうる。これによって、検体の酸化形態、グルコノラクトン、および酸化還元メデ
ィエーターの還元形態が産出される。その後、メディエーターが、メディエーター産物の
酸化還元等価物、還元メディエーターを、分散によって、電極表面に移動させる。そこで
、メディエーターが定義された陽極電位にて定量的に酸化され、得られた電流が擬似グル
コース濃度に関連する。
【００９６】
　ニトロソアニリン誘導体を用いる反応システムに関する、反応列の例を、式１にて次に
示す。
【００９７】
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【化１】

　示したように、ニトロソアニリン誘導体、ｏ－メトキシ－［Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒド
ロキシエチル）］－ｐ－ニトロソアニリンが、まず、互いに等量で、２つの異性体または
互変体の混合物として存在する。試験試料中のＧｌｕｃ－Ｄｏｒのグルコースとの反応に
よって、グルコノラクトンとＧｌｕｃ－Ｄｏｒの還元形態（Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒ’２Ｈ+）
が産出される。Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒの還元形態（Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒ’２Ｈ+）が、迅速にニ
トロソアニリン誘導体と反応し、還元され、Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒを再産出する。還元ニトロ
ソアニリン誘導体がついで加水分解して、キノンジイミン（ＱＤ）を形成する。第二酵素
、酸化還元反応にて、Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒが、グルコースと反応して、Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒ’
２Ｈ+とグルコノラクトンの他の分子を産出する。Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒ’２Ｈ+がキノンジイ
ミンと反応して（によって酸化されて）、Ｇｌｕｃ－Ｄｏｒを再産出し、フェニレンジア
ミン誘導体（ＰＤ）を産出する。ＰＤがついで、作用電極にて酸化されて、グルコース濃
度に関連する電流を産出する。さらに、対極にて、ＱＤがＰＤに還元されうる。
【００９８】
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アジュバント
　そのような小さな寸法の試料受入チャンバーで、試薬層の特徴が、とりわけ、水和およ
び混合特性の観点において、試験片の操作において、明らかな影響を持ちうる。数量、位
置、幅、厚さ、および試薬層の他の特徴の制御および再現性が、チャンバー容量が減少し
、試験時間が少なくなるにつれ、より重要になる。したがって、組成物が、適用された層
の均質性および平面性のような、物理的特性をとりわけ増強する物質を含むことが望まし
い。さらに、適用の方法が、試薬層の物理的特性、制御および再現性に影響を与えうる。
【００９９】
　したがって、試薬組成物はまた、試薬特性または特徴を増強する、種々のアジュバント
を含みうる。たとえば、組成物には、試験片上への試薬組成物の配置を促進し、そのスト
リップへの接着を改善するための、アジュバント物質が含まれて良い。組成物にはまた、
水和のその速度を増加させ、および／または試験試料でチャンバーを満たす、キャピラリ
ー活性におけるその影響を相加させるための、物質も含まれてよい。試薬組成物と使用さ
れる追加物質の例には、濃縮剤、粘性調節剤、フィルム形成剤、安定剤、緩衝液、洗浄剤
、ゲル化剤、充填剤、フィルム開口剤、着色剤およびチキソトロープ剤が含まれる。
【０１００】
　アジュバント物質またはコンポーネントは、試薬層の適用、再現性および物理的特性に
影響を与えうる。アジュバント物質には、１つまたはそれ以上の次のものが含まれうる。
【０１０１】
　濃縮剤には、たとえば（１）デンプン、ガム（たとえばペクチン、グアーガム、イナゴ
マメ（カロブ種）ガム、コンニャクガム、キサンタンガム、アルギネート、および寒天）
、カゼイン、ゼラチン、およびフィココロイド、（２）セルロースおよび半合成セルロー
ス誘導体（カルボキシメチル－セルロース、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、メチルヒドロキシエチルセルロース）、（３）ポリ
ビニルアルコールおよびカルボキシ－ビニル酸、および（４）ベントナイト、シリケート
およびコロイドシリカが含まれる。好ましい濃縮剤には、シーピー　ケルコ　ユナイテッ
ドステイツインコーポレイテッド（CP Kelco US,Inc.）によるＫｅｌｔｒｏｌ　Ｆ（商品
名）にて販売されているキサンタンガムの混合物、およびハーキュールズ　インコーポレ
イテッド（Hercules Inc.）、アクアロン　ディビジョン（Aqualon Division）による、
ＡＱＵＡＬＯＮ（登録商標）ＣＭＣ　７Ｆ　ＰＨで販売されているカルボキシメチルセル
ロースが含まれる。
【０１０２】
　試薬組成物中で有用であるフィルム形成剤およびチキソトロープ剤には、ポリマー類お
よびシリカが含まれる。好ましいチキソトロープ剤には、デグッサアクチェンゲゼルシャ
フト（Degussa AG）によって、Ｋｉｅｓｅｌｓａｕｒｅ　Ｓｉｐｅｒｎａｔｅ　ＦＫ３２
０　ＤＳの商品名で販売されているシリカが含まれる。好ましいフィルム形成剤には、Ｂ
ＡＳＦによって商標名ポリビニルピロリドンＫｏｌｌｉｄｏｎ２５として販売されている
、ポリビニルピロリドン、およびポリビニルプロピオン酸塩分散液が含まれる。
【０１０３】
　試薬中の酵素のための安定剤は、サッカリドおよびモノまたはジ脂肪酸塩から選択可能
である。好ましい安定剤は、シグマケミカルコーポレーション（Sigma Chemical Co.）に
よってD-(+)-Trehalose dihydrate(商品名）で販売されているトレハロースおよびコハク
酸ナトリウムが含まれる。
【０１０４】
　洗浄剤は、水溶性石けん、ならびに、たとえばオレイン酸またはステアリン酸のような
、高脂肪酸の、アルカリ、アルカリ土類、または任意に置換されたアンモニウム塩、たと
えば、ココナッツまたはタロー油からの、天然脂肪酸の混合物、脂肪硫酸、スルホン酸の
エステル、脂肪酸のアルカリスルホン酸タウリン塩の塩、脂肪酸アミドおよびエステルア
ミドのような、水溶性合成表面活性化合物から選択可能である。本発明のために好ましい
洗浄剤には、エステルアミド、ドジンド　モレキュラー　テクノロジーズ　インコーポレ
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イテッド（Dojindo Molecular Technologies,Inc.）によって、Ｍｅｇａ－８(商品名）で
販売されている、ｎ－オクタノイル－Ｎ－メチルグルカミド、および脂肪酸塩、ローディ
アＨＰＣＩＩ（ホーム、パーソナルケア　アンド　インドストリアル　イングリディエン
ツ（Ｒｈｏｄｉａ　ＨＰＣＩＩ（Home,Personal Care and Industrial Ingredients））
によって、Ｇｅｒｏｐｏｎ　Ｔ７７(商品名）で販売されている、Ｎ－メチルオレイルタ
ウリン酸ナトリウム塩が含まれる。
【０１０５】
　１つまたはそれ以上の、以上で記述された特定の添加物が、さらなる特性を示し得、そ
れによって、以上で言及した１つまたはそれ以上の種類に分類されうることが理解される
べきである。
【０１０６】
　試薬組成物中での使用のためのメディエーターは、酵素、検体、および任意に補因子、
およびその反応産物が関与する反応スキームに関与して、検出可能な電気活性反応産物を
産出可能である、任意の化学種（一般的に電気活性）として選択可能である。典型的には
、反応中のメディエーターの関与は、検体、酵素または補因子、またはこれらの１つの反
応産物である種（たとえば、異なる酸化状態に反応した補因子）のうちの１つとの相互作
用において、その酸化還元状態の変化（たとえば還元）を伴う。種々のメディエーターが
、好適な電位化学的挙動を示す。メディエーターは、好ましくはまた、その酸化形態で安
定であり得、任意に、可逆的酸化還元電気化学を示し、好ましくは、水溶液中で良好な可
溶性を示し、好ましくは、反応して迅速に電気活性反応産物を産出する。好適なメディエ
ーターの例には、ベンゾキノン、メルダーラブルー、他の遷移金属錯体、フェリシアン化
カリウム、オスミウム誘導体（国際公開第９８／３５２２５号パンフレットを参照のこと
）、およびニトロソアニリンに基づくメディエーター（米国特許第５，２８６，３６２号
を参照のこと）が含まれる。好ましい実施形態において、試薬組成物は、ニトロソアニリ
ンに基づく化学物質を利用する。
【０１０７】
　好ましいメディエーターには、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ’－ｐ－ニトロソフ
ェニル－ピペラジン、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－ニトロソアニリン
、ｏ－メトキシ－［Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）］－ｐ－ニトロソアニリン
、ｐ－ヒドロキシニトロソベンゼン、Ｎ－メチル－Ｎ’－（４－ニトロソフェニル）－ピ
ペラジン、ｐ－キノン　ジオキシム、Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－ニトロソアニリン、Ｎ，Ｎ
－ジエチル－ｐ－ニトロソアニリン、Ｎ－（４－ニトロソフェニル）－モルホリン、Ｎ－
ベンジル－Ｎ－（５’－カルボキシペンチル）－ｐ－ニトロソアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ル－４－ニトロソ－１－ナフチルアミン、Ｎ，Ｎ，３－トリメチル－４－ニトロソアニリ
ン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－５－ニトロソインドリン、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒ
ドロキシエチル）－３－クロロ－４－ニトロソアニリン、２，４－ジメトキシ－ニトロソ
ベンゼン、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－メトキシエチル）－４－ニトロソアニリン、３－メトキ
シ－４－ニトロソフェノール、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－６－ニトロソ－１，２，
３，４－テトラヒドロキノリン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－３－クロロ－４－ニトロソアニリン
、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）－３－フルオロ－４－ニトロソアニリン、Ｎ
，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）－３－メチルチオ－４－ニトロソアニリン、Ｎ－
（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（２－（２－メトキシエトキシ）－エチル）－４－ニト
ロソアニリン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（３－メトキシ－２－ヒドロキシ－
１－プロピル）－４－ニトロソアニリン、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（３－（
２－ヒドロキシエトキシ）－２－ヒドロキシ－１－プロピル）－４－ニトロソアニリン、
Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（２－（２－ヒドロキシエトキシ）－エチル）－４
－ニトロソアニリンが含まれる。本発明にしたがったとりわけ好ましいメディエーターに
は、Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）－ｐ－ニトロソアニリン、ｏ－メトキシ－
［Ｎ，Ｎ－ビス－（２－ヒドロキシエチル）］－ｐ－ニトロソアニリン、およびＮ－（２
－ヒドロキシエチル）－Ｎ－（２－（２－ヒドロキシエトキシ）－エチル）－４－ニトロ
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ソアニリンが含まれる。
【０１０８】
　例示的試薬組成物を、表Ｉにて以下で列記している。
【０１０９】
【表１】

【０１１０】
混合
　試薬組成物のコンポーネントを、水と混合して、均質で、粘性の懸濁液を配設する。添
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加の順番は、本明細書に関して重要ではない。十分な量の緩衝溶液を加えて、試薬組成物
を、約７のｐＨに維持する。典型的に、選択したコンポーネントを、水と前混合して、最
終試薬組成物を産出するために混合可能である、種々の原液を配設する。たとえば、緩衝
溶液を、リン酸塩と、任意にコハク酸ナトリウムを混合することによって調製可能である
。他の原液には、濃縮剤、すなわちＫｅｌｔｒｏｌ　Ｆおよびカルボキシメチルセルロー
ス、界面活性剤、すなわちＧｅｒｏｐｐｏｎ　Ｔ７７およびＭｅｇａ８、酵素および補酵
素または補因子、およびメディエーターが含まれる。
【０１１１】
　以下で、試薬組成物の調製の例を配設する。試薬組成物は、以下の原液をまず調製する
ことによって調製可能である。
【０１１２】
【表２】

【０１１３】
【表３】

【０１１４】
【表４】

【０１１５】
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【表５】

【０１１６】
【表６】

【０１１７】
【表７】

【０１１８】
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【表８】

【０１１９】
【表９】

【０１２０】
【表１０】

【０１２１】
　緩衝溶液、Ｋｅｌｔｒｏｌ　Ｆ溶液、ＣＭＣ溶液およびＳｉｌｉｃａ懸濁液を一日前に
調製した。ついで、これらの溶液を、次に列記したように混合し、試薬組成物を調製した
。
【０１２２】
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【表１１】

【０１２３】
　コーティング前の本試薬に関して、最終ｐＨは６．９６であり、５Ｎ　ＫＯＨ溶液によ
る調整の必要はなかった。測定した粘性は、１１１ｍＰａｓであり、これは、１０５～１
１５ｍＰａｓのコーティングに対して正しい範囲内である。
【０１２４】
　図５および５Ａは、本発明にしたがって有用である試験片を調製するための、好ましい
工程１００を例示しているフローチャートを表している。工程１００は、基体層またはベ
ース基板に対するフィルム物質の選択をともなうステージ１０２にて、中央処理ライン１
０１にて開始する。好ましい実施形態において、フィルムは、多数の試験片を作製するた
めに好適な幅と長さを持つ、連続ロールとして配設される。続く仕上げ工程にて、処理さ
れたフィルムを副分割して、試験片の長さに近い幅を持つ、単一ストリップまたはウェブ
を配設し、一連の試験片を含み、または個々の試験センサーを配設するように、ダイカッ
ト可能である。
【０１２５】
　ステージ１０２より、フィルムは、金属コーティングを受けるように前処理される金属
でコートされるステージ１０４に進み、１つの連続工程において金属コートされる。前処
理１６４（以下で議論する）を使用して、表面を清浄するか、または表面を改変し、均一
のコーティング厚、および続く金属性層１６６（以下で議論する）のよりよい接着を配設
可能である。前処理には、フィルムを、コロナ放電またはアルゴンプラズマにかけること
が含まれる。この前処理後すぐに、均質な伝導性コーティングを、１０６にて示したよう
に、フィルムに適用する。あるいは、金属コーティングされた好適な基板が購入可能であ
る。
【０１２６】
　金属性層は、純粋な金属、酸化物、合金または他の物質が含んでよく、これらは金属性
伝導体である。金属または金属様伝導体の例には、アルミニウム、（グラファイトなどの
）炭素、コバルト、銅、ガリウム、金、インジウム、イリジウム、鉄、鉛、マグネシウム
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、水銀（アマルガムのような）、ニッケル、ニオビウム、オスミウム、パラジウム、白金
、レニウム、ロージウム、セレニウム、（高度にドープされたポリ晶質性シリコンのなど
の）シリコン、銀、タンタル、スズ、チタニウム、タングステン、ウラニウム、バナジウ
ム、亜鉛、ジルコニウム、これらの混合物、およびこれらの物質の合金または固体溶液が
含まれる。好ましくは、物質は、生物学的システムに対して、本質的に不応答性であるよ
うに選択され、そのような物質には、金、白金、パラジウム、イリジウム、またはこれら
の金属の合金が含まれる。金属性層は、任意の所望の厚さでありうる。
【０１２７】
　伝導性コーティングは、好ましくは、限定はしないが、スパッタリング、物理的気相成
長法（ＰＶＤ）、プラズマ補助気相成長法（ＰＡＶＤ）、化学的気相成長法（ＣＶＤ）、
電子ビーム物理的気相成長法（ＥＢＰＶＤ）、および／または有機金属化学気相成長法（
ＭＯＣＶＤ）を含む、種々の方法によって適用される、金属層である。気相成長法は、典
型的には真空下で実施される。これら技術は、本技術分野でよく知られており、基板上へ
の金属の均質で薄いコーティングを選択的に配設するために使用可能である。得られる金
属性フィルムは、金属コーティングが均質であり、物質欠陥がないことを確かにするため
に、検査可能である。
【０１２８】
　金属性フィルムのロールが、次に、副分割および／または大きさにされ、個々の試験片
の最終の長さに近づく幅を持つウェブを配設する、ステージ１０８に入る。スライシング
が、本技術分野でよく知られている、固定ナイフスリッティング器具を用いて達成可能で
ある。
【０１２９】
　単一ウェブは、電極、トレース、およびコンタクトまたはパッドをパターン化するため
に、ステージ１０に進む。この段階で、電極、トレース、およびコンタクトパッドが、ウ
ェブストリップの表面から、金属を除去することによって形成される。過剰な金属が、本
技術分野でよく知られている種々の技術を用いて除去可能である。この工程で、１つまた
はそれ以上のインデックスまたは登録マークを、電極に近い第一縁部、電極パッドに近い
反対の第二縁部上いずれか、または両方の縁部またはそのあいだのどこにでも形成可能で
ある。インデックスマーク、とりわけ縁部上のものは、別の操作で前に作製された層コン
ポーネントを配列させるための続く操作で使用可能である。
【０１３０】
　好ましい方法において、金属をレーザー切断し、金属の不要な部分を除去し、所望の電
気的コンポーネントを残す。本方法にしたがって、選択された領域を、焦点レーザービー
ムの直線移動を用いるのとは対称的に、「広領域（ｂｒｏａｄ　ｆｉｅｌｄ）」にて、同
時にレーザーエッチングする。この広領域レーザー切断方によって、正確な金属パターン
が、他のアプローチと比較して、迅速に、そして少ないコストで配設される。ついで、パ
ターン化された基板のコロナ処理を、ステージ１１１で実施する。
【０１３１】
　試薬層が電極上に沈着する、ステージ１１２に、パターン化ウェブを進める。好ましい
実施形態において、試薬層が、第一縁部に隣接してまたは近くに伸びる、連続する細長い
ストリップとして沈着し、パターン化ウェブ上に形成された測定電極を被覆する。先に言
及したように、試薬は、結果として、試料受入チャンバーの側面外側、およびベース基板
とスペーシング層のあいだの領域を含む、試験片の全幅を超えて局在する。また言及した
ように、このことにより、試薬受入チャンバー内で、薄く、平面で、均質な試薬層を配設
することを損なう不連続性、縁部効果、または他の変動なしに、試薬の乾燥が促進される
。試薬は、コンポーネントの組み合わせが含み、典型的には、コートされた試薬層のチキ
ソトロピーを操作することによって、沈着後、流れが最小であるか、ないように、迅速に
乾燥するように処方される。
【０１３２】
　このストリップを、厚さの所望の広がりと均一性、ストリップ縁部の正確さ、均質性な
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どを配設する、任意の好適な様式で適用しうる。好ましい方法は、比較的高速および大き
なバッチサイズで、所望のコーティングに適用可能である。適用の好適な方法は、本技術
分野でよく知られており、したがって、本明細書では詳述しない。
【０１３３】
スペーシング層の調製
　ここで、工程ライン１１４を参照して、スペーシング層を調製するための工程フローを
例示している。ステージ１１６で開始して、物質を、ステージ１１２で調製した試薬コー
トウェブの上に積層するための、スペーシング層を調製するために選択する。基板のため
の基体フィルムは、種々の物質より調製可能である。基体層と同様に、スペーシング層物
質を、都合良く迅速に処理可能であり、高い効率で処理可能である、細長いロールとして
配設可能である。好ましい物質には、デュポン社（ＤｕＰｏｎｔ）による、商標名ＭＥＬ
ＩＮＥＸ（登録商標）で販売されている、ポリエステルフィルムが含まれる。本発明での
使用に好適な他の物質には、ＰＥＮが含まれうる。スペーシング層物質は、とりわけ、ス
ペーサーを他のストリップコンポーネントに積層するために使用される、任意の結合層の
厚さと組み合わせた場合、各試験片中で、所望のチャンバーの深さ（または高さ）を配設
するように選択された厚さを持つ。好ましい実施形態において、スペーシング層は、約７
５μｍ～約１５０μｍのあいだ、より好ましくは、約１００μｍ～約１２５μｍのあいだ
の厚さを有するように選択される。以上で言及したように、スペーシング層は、両面接着
剤からなってよい。
【０１３４】
　スペーシング層は、好ましくは、底基板ウェビング上で、電極と配列しうる一連のギャ
ップを持つ、連続フィルムとして形成される。スペーシング層および底基板を連結する様
式が、スペーシング層を調製するための方法に影響を与える。たとえば、スペーシング層
が底基板へ熱溶接されるべき場合、スペーシング層を、単純に、適切に間隔が空いたチャ
ンバーギャップを配設するために、ダイカットして良い。しかしながら、好ましい方法は
、隣接層に連結する、薄く、不干渉接着剤の使用である。好ましい方法にしたがって、ス
ペーシング層を、本明細書以下で列記するように、先に記述した基板との組み合わせのた
めに調製する。
【０１３５】
　スペーシング層フィルムを、試験片コンポーネントの残りと組み合わせるために、所望
の幅を持って調製する。スペーシング層フィルムは、不透明な部分、たとえば、他の場所
で記述したように、試料受入チャンバーを視覚化するときに使用するために、青色または
他の色に印刷された区画２３を含んで良い。スペーシング層フィルムを、組み合わせ接着
剤および放出ライナーを持つ底側上、および同様の組み合わせ接着剤およびライナーを含
む最上側に積層する。
【０１３６】
　ステージ１１８にて、２つの伝達接着剤を、スペーシング層物質に対して積層し、第一
伝達接着剤を、スペーシング層の最上表面に積層し、スペーシング層の底表面に、第二伝
達接着剤を積層する。好ましくは、伝達接着剤は、同一の接着剤であるが、しかしながら
、他の実施形態において、第一および第二伝達接着剤は、互いに異なりうる。好ましい実
施形態において、伝達接着剤は、圧力感受性接着剤を含む、一般的に使用され、知られて
いる接着剤より選択される。好ましい接着剤は、チャンバー内の試験試料を、スペーシン
グ層および試薬層またはベース基板間から外にウィッキングすること予防する、または阻
害するのに十分な疎水性を示す。好適な感受性接着剤の例は、アドヘジブス　リサーチ社
からのＡＲＣａｒｅ９０１３２である。接着剤は、処理のあいだ、スペーシング層の早期
接着を防止するために、放出ライナーとともに配設される。放出ライナーは、第一および
第二伝達接着剤の外表面上に配置され、スペーシング層物質より外側に面する。
【０１３７】
　最上および底表面上の接着剤放出ライナーを含むスペーシング層が、ステージ１２０に
進む。ステージ１２０にて、試料受入チャンバーを形成する溝が、スペーシング層内にあ
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けられる。１つの実施形態において、溝は、「キスカット（kiss cut）」法を用いてあけ
られる。キスカット法は、上部放出ライナー、上部接着剤、スペーシング層、および下部
接着剤を通して切断するが、下部放出ライナーは切断しない。続く操作で、単純に下部放
出ライナーを除去することで、下部接着剤、スペーシング層、上部接着剤、および上部放
出ライナーが、穴を開けたスペーシング層より取り除かれる。他の実施形態において、溝
を、くぼみ金型を用いて、穴を開けることが可能である。くぼみ金型は、スペーシング層
、２つの接着剤、および２つの放出ライナーを通して、完全に穴を開けるか、または切断
し、つづいて、穴を開けた部分が、くぼみ金型中に除去される。各溝間の空間またはピッ
チは、１つまたは両方の、試薬コートウェブ中でパターン化されたインデックスマスクを
使用して、電極上に穴があいたスペーシング層の正確な適合を許容するように、決定され
、正確に制御される。
【０１３８】
　ステージ１２２にて、スペーシング層上の下部放出ライナーを除去し、キスカット部位
をとり、スペーシング層の下側表面上の接着剤を暴露する。処理ライン１０１中のステー
ジ１２４まで進めて、スペーシング層を、１つまたはそれ以上のウェブ上で先にパターン
化されたインデックスマークを用いて、試薬－コートウェブ上に積層し、ウェブスペーシ
ング層ラミネートを配設するために、電極組の最上に直接、穴を開けたスペーシング層中
で形成された各溝を正しく整列させる。中央処理ライン１０１中のステージ１２６にて、
ウェブスペーシング層ラミネート上の、上部接着剤を覆っている上部放出ライナーを、カ
バー層を接着させるための、調製において除去する。
【０１３９】
カバー部位上への積層
　ステージ１２８にて、本体カバーのための物質を工程内に導入する。好ましい実施形態
において、物質は、可塑性重合性物質であり、たとえば、デュポン社（du Pont）からの
ＭＥＬＩＮＥＸ　４５４またはＭＥＬＩＮＥＸ　３３９から選択しうる。本体カバーのた
めの物質を、試験片の試料受入チャンバー中の、電極トレースの少なくとも一部分を重ね
るのに十分な幅を持つような大きさにする。
【０１４０】
　ここで、工程ライン１３０を参照し、ステージ１３１にて開始して、フィルム物質を、
ウェブスペーシング層ラミネート上の、溝、試薬そして測定電極上に、チャンバーカバー
を配設するように、選択する。好ましい実施形態において、本体カバー物質は、約１００
μｍ～約２００μｍのあいだの厚さを持つ、透明なポリ（エチレンン－テレフタレート）
（ＰＥＴ）またはポリ（エチレンン－ナフタレート）（ＰＥＮ）フィルムとして配設され
る。コーティングには、好ましくは、放出ライナーが含まれ得、これは、ウェブスペーシ
ング層上に積層する直前に除去可能である。チャンバーカバーは好ましくは、親水性物質
からなり、またはチャンバーカバーの底表面が、１３４で示したように、親水性にするよ
うに、処理されるか、またはコートされてよい。
【０１４１】
　ステージ１３８にて、フィルム物質は、溝および電極を覆うための、チャンバーカバー
を形成するのに十分な所望の幅の大きさであり得る。
【０１４２】
　ステージ１４０に進めて、ステージ１２８からの本体カバーと、ステージ１３８からの
チャンバーカバーを、ウェブスペーシング層ラミネートに積層する。好ましい実施形態に
おいて、本体カバーおよびチャンバーカバーを、ウェブスペーシング層ラミネートに同時
に積層する。本体カバーは、ベース基板上に形成された電極に近接した、電極トレースの
一部分上に位置する。チャンバーカバーは、ウェブスペーシング層ラミネート上の溝、試
薬、測定電極上に位置する。本体カバーおよびチャンバーカバーは、ギャップによって分
離され、試験片中に形成された溝の内末端にて、通気口３４を形成する。
【０１４３】
　記述したように、チャンバーカバーは、スペーシング層の切欠き部分を重ねるために、



(31) JP 4912489 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

ストリップの縁部の近くに配置し、覆われていない切欠きの最も内側の部分が残される。
ちょうど記述したように、このチャンバーカバーは、好ましくは、試薬チャンバー内への
流体のウィッキングを促進するために、親水性下側を含む。チャンバーカバーは、以上で
記述したように、それによって、試料受入チャンバーと連通し、流体がチャンバー内に入
るときに、空気が逃げるための、通気開口として機能するギャップを形成するために、本
体カバーからわずかに離れて配置される。
【０１４４】
　スペーシング層の不透明度と、チャンバーカバーの透明度が共同して、最終試験片の利
用者が、試験の進行をよく見られるようにする。構築したように、底基板またはその上に
コートされた試薬層は、スペーシング層中の切欠きを介して、および透明なチャンバーカ
バーを介して見ることが可能である。底基板および／または試薬は、明るい色、たとえば
明黄色であり、これは、スペーシング層のくすんだ色とは対照的である。したがって、キ
ャピラリーチャンネルを通した流体の進行が、試験を使用している利用者によって簡単に
モニタされる。さらに、スロット３４が、本体カバー側で疎水性であり、チャンバーカバ
ー側で親水性であるように配置されるので、流体がスロットに到達したときに、急に止ま
り、したがって、チャンバー内へ十分な流体試料が受入されたということの、利用者に対
する明確な表示が配設される、はっきりとみえるフィルラインが提示される。
【０１４５】
試験片の分離
　ステージ１４０より、試験片の作製のための最終処理工程が実施される。ステージ１４
１にて、試験片１０のウェブの末端を通して、輪郭形状カットされる。典型的には、輪郭
形状カットは２段階でされる。第一に、ウェブが、ウェブを通って移動する切断刃によっ
て剪断され、それによって直線縁部が形成され、ついで、ウェブが金型切断されて、試験
片の投与される側の端部３６の、所望の輪郭形状の形態（例示実施形態ではテーパー）が
産出される。
【０１４６】
　ステージ１４２にて、任意のグラフィックまたはロゴが、試験片１０上に印刷される。
【０１４７】
　ステージ１４３にて、以上で議論した単一試験片１０と同様の、単一の、金型切断試験
片を製造するかどうかの決定がなされる。もしそうであれば、ついで、ステージ１４３か
らの多重層ラミネートが、ステージ１４４に進み、単一試験片に金型切断される。
【０１４８】
　あるいは、ステージ１４３からの多重層ラミネートが、ステージ１４８に進み、そこで
、キスカットされて、個々の試験片を定義し、リボン上の隣接する試験片間の境界線を、
穿孔するか、弱める。さらに、ステージ１４９にて、試験片の末端を、積層されたリボン
にそって金型切断する。ウェブの１つの末端を切断して、溝に導かれる、Ｙ型開口部を持
つ、試験センサーの流体受入末端を形成する。試験片を、多数、たとえば２５の、柵切断
され、ついで、バイアルまたはディスペンサー内に積み重なるように折りたたまれる、ス
トリップを含む、カードに分けて良い。
【０１４９】
　ステージ１４４または１４９から進行して、処理されたストリップまたはストリップの
リボンを、それぞれステージ１４６または１５０にて、検査し、消費者による使用のため
に、完全にパッケージする。
【０１５０】
　図６～１６は、図５および５Ａに関して先に記述されたコンポーネントおよび／または
処理ステージのいくつかを詳細に例示している。図６は、試験片を形成する際の使用のた
めの、基体フィルムの１つの実施形態の、透視図を例示している。基体フィルム１６０は
、好ましくは、ロール間の物質上に進む、処理１６４、１６６にて、１つまたはそれ以上
のロール１６２上へ巻かれる、可塑性フィルムまたはウェブ物質として配設される。
【０１５１】
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　前処理したフィルムの上部表面を、参考番号１６６によって例示し、より完全に以上で
記述した、スパッタリング、ＰＶＤ、ＣＶＤ、ＥＢＰＶＤ、ＭＯＣＶＤ、または他の好適
な処理を用いて、金属化して、金属または金属合金の均質コーティングを沈着させる。こ
の処理は、金属層のための、単一または多重標的供給源を利用可能である。金属化フィル
ム１６８をついで、参考番号１７２によって例示したように、フィルムを切断またはスラ
イシングすることによって、複数の金属化フィルム、たとえば１７０ａ、１７０ｂおよび
１７０ｃに区画化するか、副分解可能である。それぞれの分離された伝導性、金属化フィ
ルム１７０のロールを、ついで、好ましく望まれるように、単一コア、または多数の異な
るコア上に巻くことが可能である。
【０１５２】
　電気的コンポーネントを、図７にて一つの実施形態で示したように、伝導性フィルムよ
り形成する。フィルム１７０の金属性表面を処理して、電極、トレース、コンタクトパッ
ド、または他の意図する特徴を形成することが望まれない、任意の金属性コンポーネント
を除去する。この工程は、レーザー切断または他の技術を用いて、正確に制御可能である
。この工程によって、複数の電極１８２、トレース１８４、およびコンタクトパッド１８
６の組が配設される。この工程はまた、第一縁部１７８にそった、複数のインデックスま
たは登録マーク１７６、および／または反対縁部１８０にそって、同様の登録マーク１７
７を配設することも可能である。図７で示したように、電極パターンの特徴を繰り返すこ
とによって、登録マーキング１７７が形成される。好ましくは、電極および／またはコン
タクトの各組が、それぞれ、少なくとも１つのインデックスまたは登録マーク、１７６お
よび１７７と関連する。
【０１５３】
　図８は、試薬コートウェブ１８８の一部を例示している。試薬組成物が、可塑性ウェブ
物質の表面上に沈着する。試薬層１９０を、カーテンコーティング、熱融解コーティング
、ロータリースクリーンコーティング、医学刀または空気ナイフコーティング、マイヤー
バーコーティングおよび逆ロールコーティング技術を含む、種々のコーティング法を用い
て沈着させる。好ましくは、試薬層は、約５０μｍ～約１００μｍのあいだ、より好まし
くは約６０μｍ～約９０μｍのあいだの厚さで、ウェット組成物として、可塑性ウェブ上
に沈着する。ウェブ１８８を、連続した細いバンド１９２として、電極組１８２の最上に
、そしてウェブ１８８の長さにそって、直接、均一に試薬の薄い層１９０をコートするこ
とによって配設可能である。好ましい実施形態において、細いバンド１９２は、約５ｍｍ
～９ｍｍのあいだの幅と、約２μｍ～約１０μｍのあいだの乾燥厚を持つ。図８で描写し
たように、試薬層１９０は半透明である。
【０１５４】
　図９は、スペーシング層アセンブリ１９４の拡大図であり、本発明にしたがって組み立
て可能である。スペーシング層アセンブリ１９４には、好ましくは多重性物質から形成さ
れる、スペーシング層１９６を含む。スペーシング層１９６には、（図２、区画２３に相
当する）着色したバンドまたは区画１９７が含まれる。製造工程において、スペーシング
層１９６は、ロール１９８で配設され、ついで、最上および底上の接着剤でオーバーコー
トされる。
【０１５５】
　最上接着剤が、さらに、さらなる処理に耐えることに適合する、最上または「きつい（
tight）」放出ライナー２０２、接着剤２０４、および下方の、または「簡単な（easy）
」放出ライナー２０６を含む、ロール２００で配設される。本発明での使用のために好ま
しい接着剤２０４には、アドヘジブス　リサーチ社によって、商標名ＡＲＣａｒｅ９０１
３２で販売されている、圧力感受性接着剤が含まれる。組み立てのあいだ、底放出ライナ
ー２０６を除去し、まだ存在する最上放出ライナー２０２を有する得られた接着剤２０８
が、図９の上方で示したような、スペーシング層１９６に接着する。
【０１５６】
　同様に、底接着剤は、さらなる処理に耐えることに適合する、最上または「きつい」放



(33) JP 4912489 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

出ライナー２１２、接着剤２１４、および下方の、または「簡単な」放出ライナー２１６
を含む、ロール２１０で配設される。本発明での使用のために好ましい接着剤２１４には
、アドヘジブス　リサーチ社によって、商標名ＡＲＣａｒｅ９０１３２で販売されている
、圧力感受性接着剤が含まれる。組み立てのあいだ、底放出ライナー２１６を除去し、ス
ペーシング層１９６から離れて面している、最上放出ライナー２１２を持つ、得られた接
着剤２１８が、図９で示されるように、スペーシング層１９６に接着する。接着剤２０４
が、接着剤２１４と同様であるか、または異なってよいことが理解されるべきである。
【０１５７】
　図１０は、プレキャピラリー２２０ａ、２２０ｂ、２２０ｃなどを形成するために金型
切断され、図８を参照して記述されたように、ベース基板物質のウェブ１８８に対して積
層されるスペーシング層１９６を示す。金型切断が、プレキャピラリー２２０を、最上放
出ライナー２０２、接着剤２０４、スペーシング層１９６、および接着剤２１４を通すが
、しかし、以上で言及したように、スペーシング層１９６から離れて面する放出ライナー
２１２は通さず切断する、「キスカット（ｋｉｓｓ－ｃｕｔ）」を用いて形成可能である
。ついで、放出ライナー２１２を、切断された、最上放出ライナー２０２、接着剤２０４
、スペーシング層１９６、および接着剤２１４の部分にそって除去する。切断されるこれ
らの部位には、「キャピラリートリム（capillary trim）」、すなわちプレキャピラリー
２２０のような形態の層のサンドイッチを含む。この「トリム」を、放出ライナー２１２
にそって除去し、任意の物質を含まない溝２２０が残る。放出ライナー２１２が除去され
た時に、ちょうど記述したキャピラリートリムをいつも含むことを確かにするために確認
可能である。得られる一連の溝２２０は、試験片中の測定電極組の真上に、一連のチャン
ネル２２０の、各１つのチャンネルを位置決めするために選択した、互いに所望の距離で
空間があく。その下方に暴露された接着剤を持つスペーシング層１９６をついで、インデ
ックスマーク１７６によって、ウェブ１８８と整列可能であり、そこに積層可能である。
一連のチャンネル２２０の各キャピラリーチャンネルが、測定電極１８２の１つの組に被
覆する。
【０１５８】
　図１１は、ウェブ１８８へのスペーシング層１９６のラミネーションによって形成した
アセンブリ２３０を例示している。図１１にて、上部放出ライナー２０２を最上接着剤２
０８から除去し、それへのさらなる物質の組み立ての準備が出来ているアセンブリ２３０
を作製する。図１２で示したように、チャンバーカバー層物質のウェブ２４０と、本体カ
バー物質のウェブ２３４が、アセンブリ２３０の暴露された上部接着剤２０８上に配列さ
れ、そこに接着する準備が出来ている。図１２で描写したように、チャンバーカバー層２
４０は透明であり、溝２２０に面する少なくとも側面上に、親水性コーティングを含む（
図２、コーティング２１を参照のこと）。これにより、試料受入チャンバー内への、そし
て電極および試薬層上への、液体試料のウィッキングまたは輸送が促進される。本体カバ
ー２３４は不透明であり、示したように着色され、好ましくは疎水性である。カバー層２
４０および本体カバー２３４は、図９に関して以上で記述されたようなリール上に配設可
能である。
【０１５９】
　好ましくは、チャンバーカバー物質２４０は、本体カバー物質２３４よりもわずかに薄
い。チャンバーカバー物質２４０および本体カバー物質２３４を、（以下に記述した）他
の層に積層した後、アセンブリを巻き戻して、最終処理段階を待つ。本体カバー物質２３
４が、チャンバーカバー物質２４０よりも太い場合に、本体カバー物質２３４が、巻き戻
し、保存する時に、ウェブにかかる圧力または力を吸収する。したがって、接着剤が、巻
き戻す時にウェブのそとに押し出される場合、接着剤は、チャンバーカバー物質２４０で
はなく、本体カバー物質２３４の周りに押し出される。有利に、より薄いチャンバーカバ
ーが、したがって、ロールが、最終的に作製される試験片を劣化するか、または破壊しう
るキャピラリーゾーンを処理し、入るあいだに、接着剤が下から押し出される可能性を減
少させる。さらに、（以下議論する）アセンブリ２６０がコア上へ再ロールされる時に、
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チャンバーカバー物質２４０上にかかる圧力は、キャピラリーチャンバーの処理あいだ、
損害の可能性を最小化する本体カバー物質２３４上にかかるものよりも小さい。
【０１６０】
　図１３で示したアセンブリ２６０が、ウェブ２３４と２４０を、図１２で示したアセン
ブリ２３０に積層し、ついで、ウェブの末端をトリミングして、投与縁部２５０を形成す
ることによって産出される。投与縁部２５０は、好ましくは、矢印２５２によって示した
ように、切断刀が、ウェブの末端を越えて動く、剪断切断によって形成される。反対に、
キャピラリーに損害を与えることなしに、金型穴あけ技術を使用することはより難しい。
投与縁部２５０にそった剪断切断がまた、プレキャピラリー２２０の一部分を切り取り、
キャピラリー２２２の最終容量を定義する。キャピラリー２２２には、好ましくは、示し
たように、フレア状に形成された部位またはＹ型開口部が含まれる。好ましくは、ギャッ
プ２６２が、チャンバーカバーウェブと本体カバーウェブ間に形成され、このギャップは
、最終的に、個々の試験片中に通気開口部を配設する。好ましい実施形態において、ギャ
ップは、１．０ｍｍ～約１．６ｍｍ間の幅を持つ。しかしながら、以上で言及したように
、ギャップを、その下側に形成された切り欠きを持つ、単一カバー層を用いることによっ
て（図１Ｂ）、または本体カバーにオーバーラップしているチャンバーカバーまたはその
逆を有することによって置換可能である。
【０１６１】
　図１３をさらに参照して、組み立て１６０は、点線２６２および２６４によって示され
るように、さらなる処理のために準備される。図１４にて、脱離可能に連結した、複数の
試験片、たとえば２７８ａ、２７８ｂおよび２７８ｃを持つキスカットストリップ２７６
が示されている。キスカットストリップ２７６が、図１３にて、線２６２にそって、その
上部末端にて、トリミングされるか、切断され、一連のキャピラリーチャンネル２２２の
それぞれに、非常に少量の流体試料を獲得することを促進するために好適な輪郭形状およ
び／または配置を持つことが観察可能である。例示実施形態において、キスカットストリ
ップ２７６は、Ｙ切断キャピラリーチャンネル２２２の組の末端に暴露している、平面ワ
ーキング末端２８０を持つ。第二縁部２８２の得られる配置は、単一ストリップのメータ
ー内への挿入を促進するように配設可能である（図示せず）。たとえば、第二縁部２８２
は、登録マークおよび／またはタブ、切断スロット、または一方向のみで、単一ストリッ
プのメーター内への挿入を可能にするために設計された他の配置を持ちうる。たとえば、
図１３を参照して、コンタクトパッド２８８の縁部１７７は、「Ｐ」と示した、コンタク
トピッチによって間隔があき、したがって縁部１７７が、登録マークとして使用可能であ
る。他の処理工程中のように、第一縁部および／または第二縁部いずれかの上の、インデ
ックスまたは登録マーク１７６および１７７を、個々の試験片を、積層構造２６０から、
正確に「キスカット」およびトリミングするために使用可能である。
【０１６２】
　図１５は、図１３および１４で示した点線２６４を介して切断することによって形成さ
れた、穴を開けた切断試験片２９０の１つの実施形態の透視図である。図１５で例示した
ストリップ２９０を、試験片１０として実質的に以上で記述した。ストリップ２９０は、
任意の他の試験片から分離される、個々の試験片として配設される。
【０１６３】
試料受入チャンバーのフレア状に形成された部位
　以上で議論し、本項目でより詳細に記述するように、付随する請求項にて列挙される、
本発明に含まれる実施形態には、試料受入開口部中で終結するフレア状に形成された部位
を持つ試料受入チャンバーが含まれる。理解されるべきであるように、試料流体を、キャ
ピラリーの大きさの試料受入チャンバー内へ引くキャピラリー活性は、キャピラリーチャ
ンネルの壁への流体の接着、ならびにサンプリングされるべき流体の表面張力の結果であ
る。流体の、キャピラリーチャンネル壁への接着によって、結果として、その縁部での流
体に作用する力となり、メニスカスとなる。表面張力、または流体の液体分子の凝集は、
表面を普遍に保つ働きをし、よって、キャピラリー内で内側に移動する縁部の代わりに、
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全液体試料が、キャピラリー内に引かれる。キャピラリーチャンネルの壁への接着が、サ
ンプリングされた体液中の液体分子間の凝集力より強い場合に、キャピラリー活性が発生
する。
【０１６４】
　均一キャピラリーチューブ内で、キャピラリー活性が液体を持ち上げることが可能であ
る高さは、液体の表面張力と液体の重さに依存する。キャピラリーのサイズを減少させる
ことによって、キャピラリー内へ引かれるべき液体の質量または量に対する、キャピラリ
ー表面への流体の接着の比率が増加し、それによって、流体をキャピラリー内に引く正味
力が増加する。したがって、サイズが小さいキャピラリーは、流体をより迅速に引くこと
が可能であり、より大きなキャピラリーに比べて大量に引くことが可能である。したがっ
て、キャピラリーチャンネルは、典型的には非常に小さく、試験のために必要な試料の量
を減少させるように、継続的に小さく設計される。
【０１６５】
　しかしながら、キャピラリー入り口幅が小さければ小さいほど、試験片のキャピラリー
に、０．０５μｌまたは１μｌの試料容量を正確に適用すること（または「標的化する」
）ことが難しくなる。以下に記述する実施形態において、キャピラリーチャンネルは、張
り出すか、または「Ｙ形態」であり、すなわち、これらは、試料受入開口部の内側に向か
って細くなる。有利に、キャピラリーチャンネルが、開口部または入り口を越えて狭くな
るので、チャンネルの狭く、細長い部分によって配設される力が増加し、流体をフレア状
に形成された部位から引き、また、これは、「プレチャンバー」として引用し、考えるこ
とも可能である。さらに、プレチャンバーは、仮想「貯蔵庫」として働き、アンダードー
ズを最小化し、ストリップに供給されなければならない試料の量を最小化する。
【０１６６】
　試料が、試験片の開口部に適用されるが、キャピラリー内に引かれることがためらわれ
る現象が、投与の滞りとして知られる。理解されるべきであるように、投与の滞りは、適
量の試料を集めるために必要な時間を増加させる。親水性試薬層を、試験片の投与される
側の端部まで伸長させ、チャンバーカバーの下側を、親水性試薬でコーティングすること
によって、投与の滞りが減少し、流体試料のキャピラリー内への良好なウィッキングが促
進される。すなわち、投与の滞りを減少させることによって、流体収集時間が減少し、流
体収集が容易になる。
【０１６７】
　図１６～１９にて例示した実施形態におけるキャピラリーチャンネルは、フレア状に形
成されているか、「Ｙ形態」である。フレア状に形成された部分は、試験片上へ流体試料
を沈着させるための、より広い標的領域を配設する。さらに、試験片またはバイオセンサ
ーの投与される側の端部３６は、テーパーされており、試験片の投与縁部３９（図１）が
、試験片の残りの部分の幅よりも狭い、台形型輪郭形状を形成する。テーパー末端は、浪
費される縁部の長さ、すなわち、試料流体が接触可能であるが、試料受入チャンバーへ入
ることができない縁部の部分の長さを減少させる。さらに、Ｙ型開口部は、流体試料のた
めの標的面積を増加させる。このテーパー末端と、フレア状に形成された部位の組み合わ
せによって相乗効果が産出され、投与縁部３９にそって、どこで試料が接触されようとも
試料受入チャンバーへ試料流体を引く、試験片が配設される。このことによって、ストリ
ップへ投与する時の、利用者の間違えの機会が非常に減る。さらに、試料流体で、全開口
部を覆う必要がない。この特徴は、小さな液体容量の使用を促進する。
【０１６８】
　ここで図１６Ａをみると、試験片またはバイオセンサー３００が示されており、実質的
に、本明細書以上で例示したバイオセンサー１０と同一である。図１６Ｂは、プリカーサ
ー部またはウェブ３０２の一部分を例示しており、チャンバーカバー２４０と本体カバー
２３４を積層した後の、図１２で示した構造に相当する。図１６Ｂで示したように、チャ
ンバーカバー３０４は透明であり、本体カバー３０６と空間的に離れている。チャンバー
カバー３０４は、連続する空間３０８で形成されるスペーサー層を被覆する。空間には、
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細長い部位３１０と、球状部位３１２が含まれる。球状部位は、種々の形態を取りえ、以
下でより詳細に記述されるように、最終的に、フレア状に形成された開口部の形態を決定
する形態を含む。図１６Ｂで、そこから空間３０８が形成されるスペーシングまたはスペ
ーサー層は、以上で記述した、図１０～１２で示したものと同様である。すなわち、空間
が、スペーシング層の縁部の方へすべて伸長し、したがって、不連続の周縁を定義する。
言い換えれば、空間は、スペーシング層の縁部まで伸びる。
【０１６９】
　反対に、図１６Ｃで示したように、連続周縁を持つ、空間の他の組３１４が、プリカー
サー部またはウェブのスペーシング層３１５中に形成される。空間３１４は、球状部位３
１６と、細長い部位３１８を持つ、光バルブ形態を含む。いずれの場合でも、試験片の投
与縁部は、点線３２０（図１６Ｂ）または点線３２２（図１６Ｃ）に沿ってプリカーサー
部を通して切断することによって形成され、これによって、図１３で示した構造２６０を
形成する。好ましくは、図１３で示した方向で、ウェブを越えて剪断することによって切
断を行うときに、切断が空間の球状部分を越えて伸びるか、または広がる。切断の位置（
線３２０と３２２）が、完成したバイオセンサーのキャピラリーが一定であり、厳密な許
容範囲内であるように、最終的にウェブから形成される試験片の長さまたは縦方向に関し
て、性格に切断されるべきである。もちろん、投与縁部の置き間違いが、平行壁を持つ時
よりも、キャピラリーまたは試料受入チャンバーがフレア状に形成された部位を持つ場合
に、キャピラリー容量に影響を与える。線３２０と３２２にそって切断することは、バイ
オセンサーの投与される側の端部を形成するだけではなく、試験片の試料受入開口部も形
成し、開口部は、投与縁部と一直線に並ぶ。例示実施形態では投与縁部が、試験スリップ
の末端上に形成されたが、たとえば一つの側上に配置することも可能であることも理解さ
れるべきである。
【０１７０】
　ウェブの投与縁部が形成された後、ウェブを、個々のバイオセンサーまたは試験片３０
０を形成するために、線３２４にそって切断して良い。図１６Ａで示したように、バイオ
センサー３００は、試料受入開口部３３０中で終結する、フレア状に形成された部位３２
８を含む、キャピラリーまたは試料受入チャンバーを含む。細長い部位３３２が、前記フ
レア状に形成された部位から内側に伸びる。図１６Ａ～１６Ｃで示すように、細長い部位
が、スペーシング層中の空間によって定義される、実質的に平行な壁から形成される一方
で、フレア状に形成された部位の壁は、フレア状に形成された部位が、細長い部位から伸
びるように、外側または横側に角度をなす。キャピラリーまたは試料受入チャンバー３２
６が、他でまた記述するように、チャンバーカバー３０４と本体カバー３０６間のギャッ
プとして形成される、通気開口部３３４と連結する。
【０１７１】
　好ましい実施形態において、図１６Ｂ～Ｃの線３２０と３２２にそった切断がまた、本
明細書の他の部分で議論した図２に関して理解可能であるように、バイオセンサーの投与
縁部まで試薬層が伸び、これと同一の広がりを持つように、試薬層を通して切断する（図
１０～１４を参照のこと）。試薬が親水性であるので、これは有利に、バイオセンサー内
への試料のウィッキングを促進し、したがってさらに、投与の滞りを阻止する。さらに、
投与縁部を形成する切断はまた、有意に、試薬層の最も不均一な部分を取り除き、それに
よって、試料受入チャンバー内に、非常に平坦で、均一な試薬層を残す。
【０１７２】
　非限定例のみの目的で、フレア状に形成された部位３２８は、約０．８０＋／－０．２
ｍｍの長さ、約２．９ｍｍの試料受入開口部での幅を持ちえ、フレア状に形成された壁が
、約１１０°の角度を形成する試料受入チャンバーの他の好適な寸法は、本明細書以上で
列記している。当業者は簡単に、ここで言及した寸法は、単に例として与えられたもので
あり、付随する請求項の制限の範囲内にあるバイオセンサーの寸法は、ここで与えられた
ものから、広く変化しうることを理解すべきである。
【０１７３】
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　実際、フレア状に形成された部位に関する多くの他の形態が可能である。たとえば、図
１７Ａ～１７Ｃをみると、バイオセンサー３５０は試料受入チャンバー３５４のフレア状
に形成された部位３５２が、直線壁ではなく、曲線壁を持つことを除いて、図１６Ａで示
したバイオセンサー３００と同様である。図１７Ｂにて、空間３５６が、杯形態として形
成され、一方で、図１７Ｃでの空間３５８は、鍵穴様に形つくられる。いずれの場合にお
いても、点線３６２にそった切断が、線３６４にそって切断することによって形成される
、ストリップの投与縁部を形成する。
【０１７４】
　同様に、図１８Ａ～１８Ｃをみると、バイオセンサー４００は試料受入チャンバー４０
４のフレア状に形成された部位４０２が、Ｔ形態を持つことを除いて、図１６Ａで示した
バイオセンサー３００と同様である。図１８Ｂにて、空間４０６が、Ｔ－形態として形成
され、図１８Ｃ中の空間４０８はまたＴ形態を持ち、「Ｔ」のより薄い交差部材を持つ。
いずれの場合にも、点線４１０（図１８Ｂ）および４１２（図１８Ｃ）にそった切断が、
線３６４に沿って切断することによって形成される、ストリップの投与縁部を形成する。
【０１７５】
　図１Ｃを参照して、任意の切り欠き４１が、試験片１０の投与される側の端部にて形成
されうる。切り欠き４１は、投与の滞りを減少させることを助け得、血液試料を沈着させ
る時に、バイオセンサー１０に対して正確に、指または他の部位を配置することを、利用
者に対して触覚感覚を与えうる。切り欠きは、流体受入開口部に関して中心に配置され、
それぞれカバー層１６とベース基板１２の配列縁部で、同一の大きさおよび形態の切り欠
き部位４３および４５を切断することによって形成される。切り欠き部位４３および４５
は、示したように、互いに一列に並ぶ。
【０１７６】
　図１９Ａ～１９Ｃは、本発明によって形成可能である、フレア状に形成された部位およ
び／または切り欠きを持つ、試験片またはバイオセンサーの種々の他の実施形態を例示し
ている。図１９Ａにて、バイオセンサー５００の末端は、投与される側の端部５０２が、
平面または直線縁部を持つように示されている試料受入チャンバー５０４は、細長い部位
５０８へ、試験片上で中側に導かれる、Ｙ－形態フレア状に形成された部位５０６を含む
。任意のＶ型切り欠き５１０が、カバー層およびベース基板を通して切断可能である。図
１９Ｂにて、バイオセンサー５１２の末端は、投与される側の端部５１４が、曲線輪郭形
状をもつように記述されている。試料受入チャンバー５１６には、細長い部位５２０へ、
ストリップ上で内側に導かれる、曲線形態フレア状に形成された部位５１８が含まれる。
任意の曲線切り欠き５２２を、カバー層およびベース基板を通して切断可能である。最後
に、図１９Ｃにて、バイオセンサー５２４の末端が、投与される側の端部５２６が、曲線
凹状輪郭形状を含むように示されている。試料受入チャンバー５２８は、細長い部位５３
２へ、ストリップ上の内側に導かれる、Ｙ形態フレア状に形成された部位５３０を含む。
任意のＶ型切り欠き５３４を、カバー層およびベース基板を通して切断可能である。
【実施例】
【０１７７】
　特定の例の方法によって、試験片が、記載された方法に基づいて、そして以下の物質を
用いて形成される。底基板は、５０ｎｍの金の層にて表面コートされ、４３～４５ｍｍの
幅で細長く切断される。レーザー切断（３０８ｎｍ）を、およそ４０ｍｍ×１０ｍｍの視
野サイズを用いて実施する。スペーシング層アセンブリは、まとめて、白色Ｍｅｌｉｎｅ
ｘ　ＴＭ　３３９のスペーシング層フィルムと、０．１０１６または０．１２７ｍｍ（４
または５ｍｉｌ）厚さを含む。底および最上接着剤は、０．０２５４または０．０１２７
ｍｍ（１または１／２ｍｉｌ）でのＡｄｈｅｓｉｖｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｒｃａｒｅ
　９０１３２であり、０．０５０８ｍｍ（２ｍｉｌ）の厚さを持つ放出ライナー間で挿ま
れる。キャピラリーチャンネルが、１．５００ｍｍ、＋／－０．０５０ｍｍの幅、および
９ｍｍ、＋／－０．１５０ｍｍのピッチ（スペーシング）にて形成される。
【０１７８】
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　本体カバー１８は、０．１２７ｍｍ（５ｍｉｌ）の厚さで、Ｍｅｌｉｎｅｘ４５４、４
５３、または３３９のストリップを含む。チャンバーカバー２０は、たとえば、Ｍｅｌｉ
ｎｅｘ　４５４または４５３、０．１０１６ｍｍ（４ｍｉｌ）厚から形成された、ポリエ
ステルまたはポリエチレンナフタレートを含む。示したように、チャンバーカバーは、好
ましくは、血液標本のチャンネル内へのウィッキングを促進するために、キャピラリーチ
ャンネルに隣接した、親水性底側を持つように処理するか、コートしてよい。好ましい実
施形態において、チャンバーカバー２０のためのＭｅｌｉｎｅｘ　４５３箔（４ｍｉｌ）
を、その下側にて、アドヘジブス　リサーチ社からの親水性物質２１、ＡＲＣａｒｅ　９
００３７でコートする。好ましくは、チャンバーカバー物質はまず、幅広い物質として形
成し、調製の後に、所望の幅に細長く切断される。
【０１７９】
試験片実施例
　以下の物質をストリップ中で使用される。
【０１８０】

【０１８１】
ストリップの保存
　ストリップは、種々の方法にてパッケージしてよい。たとえば、ストリップを、フ押し
上げ式プラスチックバイアル（たとえば１０、２５または５０カウント）内にパッケージ
しうる。全ての容器には、許容可能な貯蔵寿命を確かにするために必要な、乾燥物質が含
まれる。試験片は好ましくは、配設したような、密封容器中、４°～３２℃で保存したと
きに、１８ヶ月の最短貯蔵寿命を示す。
【０１８２】
　本発明の原理を組み込んだ、好ましい実施形態が、本明細書以上で記述されてきたが、
本発明は、開示された実施形態に制限されない。事実、本明細書は、本発明が属する技術
分野での実施で、公知であるか、一般的であり、本発明が、付随する請求項の制限内であ
るので、本開示物からのそのような解離をカバーする意図がある。
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