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(57) Abstract: It is intended to provide a biosensor
cartπdge with which the required amount of a sam

ple to be collected for measurement can be reduced
so as to reduce the load on a user and the sample can
be easily collected from a puncture hole and measured
without resorting to the operation of bπnging a sample
collecting port close to the puncture hole When one
edge of a biosensor chip (11) is pressed against a sub

ject M, an elastic body (20) is compressed and a punc
ture unit (12) protrudes so that puncture can be ear

( A ) ned out By weakening the pressing force, the punc
ture unit (12) is drawn off from the subject M due to
the recovery force of the elastic body (20) and blood
(sample) (D) flows out from the puncture hole In this
stage, the puncture hole and a sample collecting port
(13) provided in the biosensor chip (11) are enclosed in
a closed /semi-opened space (23) formed by the elas
tic body (20) Therefore, the blood (sample) (D) can be
easily collected even in a small amount In the elastic
body (20), a channel (28) serving as an aeration p ath
way is formed so that the closed /semi-opened space
(23) can be opened to the atmosphere

(57) 要約 測定に必要な試料の採取量を少量
にして使用者の負担を軽減するとともに、試料

( B ) 採取 口を穿刺口に近づける動作を必要とするこ
とな 容易に穿刺口の試料を採取 して測定する
ことができるバイオセンサカー トリッジを提供
する。 バイオセンサチップ 1 1 の片端部を被
検体 Mに押 し付けると、弾性体 2 Oが圧縮され
て穿刺用器具 1 2 が突出して、穿刺することが

できる。また、押圧力を弱めると、弾性体 2 Oの復
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元力によって穿刺用器具 1 2 が被検体 Mから抜き出されて、穿刺口から血液 試料 ) Dが流出する。 この際、穿
刺ロとバイオセ ンサチ ツ プ 1 1に設けられた試料採取 口 1 3 とが弾性体 2 0 によって形成 される密閉半開放空間
2 3 に内包 されているので、少量の血液 試料 ) Dでも容易に採取することができる。また、弾性体 2 0 には、通
気路を形成する溝 2 8 が形成されており、密閉半開放空間 2 3 を大気開放できる。



明 細 苫

バイオセンサカートリツジ、バイオセンサカートリツジの使用方法、バイオセ

ソサ装置及び針一体型ビノサ

技術分野

０００1 本発明はバィォセンザヵ一トリッジに関し、例えばチップの中空反応部に収容した

試薬を用いて化学物質の測定や分析を行うバィォセンザヵ一トリッジに関する。また

、その特性を簡易に分析する簡易型体液測定装置等に用いられるバィォセンザに

関し、具体的には試料採取のための穿刺用針とセンザとを一体型にして、被検者自

身が簡易に測定できるようにした針一体型センザに関する。

背景技術

０００2 従来より、例えば血液中のグルコースの濃度を検出するバィォセンザチップが知ら

れている (例えば特許文献 参照 )。

図 8は特許文献 に記載されているグルコースセンザを示す分解斜視図である。

図 8に示すように、バィオセンザであるグルコースセンザ ００は、対極 ０ と作用極

０2を有している。対極 ０ は、長さ方向に半裁された中空針状をしており、その先

端部 ０3は穿刺しやすいように注射針状に斜切されている。そして、半裁された切断

面には、一般に接着剤屑を兼ねた絶縁屑 ０4 ０4 、例えばエポキシ樹脂接着剤、

シリコーン系接着剤あるいはガラスなどが塗布されており、この絶縁屑 ０4 ０4 を

介して作用極 ０2が取り付けられている。作用極 ０2は、グルコースォキシダ一ゼ (

GO )を固定化した平板状の部材であり、GO が固定化された所謂、固定化GO

０5面側を内側に向けて対極 ０ に接若されている。

従って、針状対極 ０ の先端部 ０3を対象者に穿刺して血液を採取し、採取した

血液と固定化G ０5との反応を作用極 ０2により検出して、グルコースの定最を

何っ。

０００3 また、バィォセンザチップとランセットを一体化したバィォセンザが開示されている (

例えば特許文献2参照 ) 。

図 9の ( ) は特許文献2に記載されているセンザの斜視図、図 9の ( ) はセンザ



の分解斜視図である。図 9に示すように、ランセット一体型のセンザ ０は、チップ

本体 、ランセット 3、保護カバー 5を有している。チップ本体 は、カバー

aと某板 bとを開閉可能に有しており、カバー aの内面には内部空間

2が形成されている。内部空間 2は、ランセット 3を移動可能に収納できる形状

０００4 ランセット 3の先端に設けられている針 4は、ランセット 3の移動に伴ってチ

ップ本体 の内部空間 2の前端部に形成されている開口部 2aから出没可能

となっている。内部空間 aの形状は、突起 3aが位置する端部において、その

幅がランセット 3ょり若干狭くなるょぅ湾曲しており、互いの押圧力や摩擦力にょっ
てランセット 3がチップ本体 に係止されるょぅになっている。保護ヵバ一 5は

針 4を挿嵌する管部 5aを有しており、針 4の移動に伴って管部 5aもチッ

プ本体 の内部に収納可能となっている。従って、使用前の状態では、保護ヵバ

一 5を針 4に被せて、針 4を保護するとともに誤って使用者を傷付けないょぅ

にしている。なお、某板 bには、一対の電極端子 6が設けられており、バイオセ

ンザ装置 (図示省略)に電気的に接続できるょぅになっている。

０００5 使用時には、保護ヵバ一 5を外して、ランセット 3を押して針 4をチップ本体

から突出させる。この状態で被検体を穿刺した後、針 4をチップ本体 内部

に収納し、チップ本体 の前端に設けられている開口部 2aを穿刺口に近づけ

て、流出した血液を採取する。

０００6 また、文献3に開示されたバイオセンザは、図示は省略するが、検査用のチップが

試験紙からなる検知部と針を備えた針一体型の構造を有しており、被検体を穿刺し

た後に血液を検知部まで採取するために減圧ボンプを用いる構造である。

特許文献1:特開平2 2０655号公報

特許文献2 :国際公開第０2 ０56769号パンフレット

特許文献3 :特開2００2 ０85384号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかしながら、特許文献 に記載のグルコースセンザ ００では、針状対極 ０ と作



用極 ０2とを貼り合わせて形成されるため、穿刺針の径がグルコースセンザ ００の幅

と同程度となり大きくなる。このため、採血呈が多くなるとともに穿刺時の痛みが大きく

なり、使用者の負担が大きくなるという問題がある。

また、特許文献2に記載のランセット一体型センザ ０では、穿刺口から流出した

血液を開口部 2aから吸収する構造となっているが、構造が複雑である。

更にまた、特許文献3に記載されたバイオザンザにおいても、減圧ボンプを用いる

などバイオセンザ装置として構造が複雑化する問題を抱えている。

０００8 また、ランセット一体型センザは、試料を収容する内部空間 2内で針 4を駆動

していることから、内部空間 2のザイズは針 4の駆動に必要なザイズとなり、測定

に必要な血液呈が、センザと穿刺用針とが別体となっている測定キットよりも多くなる

。このことは、針を太くする、あるいは針を深く突き刺すことになり、被検者の採取時の

痛みを増大させることになる。また、センザ本体と針の駆動機構を一体型に備えたラ

ンセット一体型センザは、小型化が困難である。

０００9 一方、特許文献2は、血液を収容するキヤビティを、センザ本体内のランセット収納

空間とは別に備えることも提案している。この場合、キヤビティザイズは、ランセットとは

無関係に設定することができるので、採取血液呈の低減を図ることが可能になると考

えられ得る。しかしながら、ランセットによる突き刺し位置とキヤビティ入り口とが典なる

位置に配設されているにもかかわらず、皮膚表面に排出された血液及び針に付着し

た血液を有効にキヤビティ内に収容するための機構は、何等開示されていない。

００1０ 本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、測定に必要

な試料の採取呈を少呈にして使用者の負担を軽減するとともに、試料採取 口を穿刺

口に近づける動作を必要とすることなく容易に穿刺口の試料を採取して測定すること

ができるだけでなく、さらに正確な測定が可能なバイオセンザカートリッジを提供する

ことにある。

また、その目的は、穿刺用針をセンザに固定した針一体型センザとし、試料の反応

空間 (キヤビティ) ザイズ及び測定に必要な採取血液呈の低減を図るとともに、針の突

き刺し位置とキヤビティ入り口とが離れた位置にあっても、皮膚表面に排出された血

液を有効にキヤビティ内に導入することができる針一体型センザを提供することにあ



る。

課題を解決するための手段

００11 前述した目的を達成するために、本発明にかかるバイオセンザヵ一トリッジの第 の

特徴は、バイオセンザチップと、前記バイオセンザチップの一部に固定され先端が突

出した穿刺用器具とを有するバイオセンザヵ一トリッジであって、

前記バイオセンザチップの先端に設けられた試料採取 口と前記穿刺用器具によっ
て被検体に形成される穿刺口を内包する貫通穴を有する弾性体が、前記バイオセン

ザチップの先端に設けられており、前記弾性体は、前記貫通穴を形成する内壁面と

前記弾性体の外壁面との間を貫通する通気路を備えていることにある。

００12 このよぅに構成されたバイオセンザヵ一トリッジにおいては、バイオセンザチップの

片端部を被検体に押し付けると、バイオセンザチップの一部に設けられている弾性体

が圧縮されて穿刺用器具が突出するので、被検体を穿刺することができる。また、押

圧力を弱めると、弾性体の復元力によって穿刺用器具が被検体から抜き出されて、

穿刺口から試料が流出し、試料採取することができる。

また、このバイオセンザヵ一トリッジによれば、使用前には穿刺用器具が弾性体の

先端面から突出しないよぅにすることができ、これにより、穿刺用器具の保護および使

用者の保護を図ることができる。さらにまた、使用後の廃棄の際にも穿刺用器具が弾

性体の先端面から突出しないよぅにすることができ、これによって、安全且つ適正に

処分することができる。

００13 また、本発明にかかるバイオセンザヵ一トリッジの第2の特徴は、上記本発明の第

の特徴において、前記バイオセンザチップの先端に設けられた試料採取 口と前記穿

刺用器具によって被検体に形成される前記穿刺口とが前記貫通穴により接続されて

いることにある。

このよぅに構成されたバイオセンザヵ一トリッジにおいては、穿刺時に、穿刺口とバ

イオセンザチップの先端に設けられた試料採取 口とが弾性体によって形成される空

間によって接続されているので、少呈の試料でも容易に試料を採取することができる

００14 また、本発明にかかるバイオセンザヵ一トリッジの第3の特徴は、上記本発明の第



又は第2の特徴において、前記弾性体は前記被検体に接する側の穴の内径が、前

記バイオセンザチップと接する側の穴の内径より大きく構成されていることにある。

００15 このように構成されたバイオセンザカートリッジにおいては、試料採取用の貫通穴の

間口が大きく構成されているので、穿刺時に、穿刺口と弾，性体の空間とが試料採取

に必要な位置関係が確実維持でき、かつ試料と弾，性体との不測の接触が回避され

て、採取された試料が被検体と弾，性体との接触部位に惨み出すことなくバイオセンザ

チップに導かれる。

００16 また、本発明にかかるバイオセンザカートリッジの第4の特徴は、上記本発明の第3

の特徴において、前記弾性体は前記被検体と接する側では、前記貫通穴を形成す

る内壁面が、該弾性体の先端に向かって隆起した構成である。これにより、貫通穴に

ある試料は、最初に内壁面が隆起した面に接触して貫通穴の上方に導かれる。

また、本発明にかかるバイオセンザカートリッジの第5の特徴は、上記本発明の第

～第4の特徴において、前記通気路は、前記弾性体の前記被検体側の端面に設け

た満にて構成されたことにある。

００17 このように構成されたバイオセンザカートリッジにおいては、満により、通気路を被検

体と弾，性体との接触部位に形成することができる。また、この満は極めて形成し易く

弾，性体の製造を複雑化しない。

００18 また、本発明にかかるバイオセンザカートリッジの第6の特徴は、上記本発明の第

～第4の特徴において、前記通気路は、前記弾性体の径方向にほぼ沿って形成さ

れた開放貫通孔にて構成されたことにある。

００19 このように構成されたバイオセンザカートリッジにおいては、この開放貫通孔は被検

体を構成要素とはせず弾性体のみによって構成されるので、断面形状等の設定が容

易にでき、被検体の状態に左右されることがない。

００2０ また、本発明にかかるバイオセンザカートリッジの第7の特徴は、上記本発明の第

～第6の特徴において、前記通気路は、前記弾性体に複数個形成されており、その

配置が該弾性体の中心軸線を中心にして弾性体径方向に対称に構成されたことに

ある。

００2 1 このように構成されたバイオセンザカートリッジにおいては、通気路の配置が弾性体



の中心軸線を中心にして弾性体径方向に対称に構成されたことにより、弾性体の弾

性力を中心軸線を中心にして弾性体径方向に対称にでき、例えば弾性体が圧縮さ

れたとき坤力のバランスを偏り無く維持できる。

００22 また、本発明にかかるバイオセンザ力一トリッジの第8の特徴は、本発明の第 ～第

7のいずれかの特徴において、前記穿刺用器具を被検体に穿刺する駆動機構を有

することにある。

００23 このように構成されたバイオセンサ力一トリッジにおいては、駆動機構により、穿刺

用器具を被検体に穿刺することにより、穿刺の時間を短くすることができ、試料を採

取する際の痛みを軽減することが可能である。

００24 また、本発明にかかるバイオセンザ力一トリッジの第9の特徴は、上記本発明の第

～第8のいずれかの特徴において、前記弾性体が粘着性を有することにある。特に、

被検体に接する面が粘着性を有することが好ましく、弾性体 自体の素材が粘着性を

有する場合や、粘着剤を坤性体に練りこんだ場合、粘着剤でコートする方法などが

挙げられる。

００25 このよぅに構成されたバイオセンザ力一トリッジにおいては、弾性体が粘着性を有す

ることにより、弾性体は被検体に密着することができ、穿刺位置のずれを防止し試料

の採取を確実することができる。

００26 また、本発明にかかるバイオセンザ力一トリッジの第 ０の特徴は、上記本発明の第

～第9のいずれかの特徴において、前記弾性体が、前記バイオセンザチップの先

端に弾性体 自身の粘着性で固定されるか、接着剤で固定されるか、または両面テー

プで固定されていることにある。

００27 このよぅに構成されたバイオセンザ力一トリッジにおいては、弾性体をバイオセンザ

チップの先端に確実に取り付けることができる。粘着剤を用いる場合には、弾性体と

バイオセンザチップとの間に際間ができる場合にはこの隙間を憤すよぅに接着剤を塗

布することにより、確実な接着をすることができるとともに、採取した試料の洞れを防

止することができる。

００28 また、本発明にかかるバイオセンサ力一トリッジの使用方法の特徴は、上記本発明

の第 から第 ０のいずれかの構成において、弾性体を前記披検体に押し付けて圧



縮することにより穿刺し、前記弾性体の復元力によって穿刺用器具を被検体から抜き

取るとともに前記貫通穴を大気開放させながら試料採取を行ぅことにある。

００29 このよぅなバイオセンザヵ一トリッジの使用方法においては、バイオセンザチップの

片端部を被検体に押し付けると、バイオセンザチップの片端部に設けられている弾性

体が圧縮されて穿刺用器具が突出するので、被検体を穿刺することができる。その

後、弾性体の復元力によって穿刺用器具を抜き、弾性体によって形成される空間内

において穿刺口から流出した試料を試料採取 口から採取するので、穿刺後、試料採

取 口を穿刺口に位置決めすることなく、確実に試料を採取することができる。

００3０ また、本発明にかかるバイオセンザ装置の特徴は、上記本発明の第 ～第 ０のい

ずれかの構成のバイオセンザヵ一トリッジと、このバイオセンザヵ一トリッジの検知用

電極に接続して採取された試料の情報を得る測定器とを有することにある。

００3 1 このよぅに構成されたバイオセンザ装置においては、前述したバイオセンザヵ一トリ

ッジによって試料を採取するので、穿刺および試料採取を一連の動作で行ぅことがで

き、従来のよぅにバイオセンザチップの試料採取 口を穿刺口に位置合わせする必要

がなく、容易且つ確実に試料の採取を行ぅことができる。また、試料の情報を検知電

極を介して測定器に伝達することにより、短時間且つ容易に測定することができるの

で、被検体の負担を軽減することができる。

００32 また、穿刺用針をセンザに固定した針一体型センザにおいては、被検者から血液

等の液体試料を皮膚表面に排出するのに必要な突き刺しを行なぅため、穿刺用針が

突出した状態で固定されることになる。このため、穿刺用針の先端と試料反応空間の

入り口とが離間した位置関係にならざるを得ないが、穿刺用針の先端から試料反応

空間の入り口まで、液体試料が流動できる流路を設けることで解決が可能である。そ

こで、本発明者らは、穿刺用針の先端から試料反応空間の入り口まで、液体試料が

流動できる流路を形成する流路形成体を取付けるとともに、当該流路を通っで液体

試料が有効に試料反応空間に導入される構成を種々検討し、本発明の完成に至っ
た」０

００33 すなわち、本発明の針一体型センサは、被検体か已液体試料を排出させる穿刺用

針、前記液体試料が収容される反応部、及び該反応部の結果を検知する検知部を



一体的に備えた針一体型センザ本体と、前記被検体の当接部分から前記反応部へ

の流路となる貫通孔が設けられ、該貫通孔に前記穿刺用針が内挿されている流路形

成体とを備えた針一体型センザであって、前記貫通孔と前記流路形成体外とを速通

する通気路が、前記流路形成体に設けられている。

００34 本発明の針一体型センザは、穿刺用針単独ではなく、針一体型センザ本体として

駆動して、被検者の皮膚に突き刺し、液体試料を排出させるよぅにして用いられる。

前記流路形成体の材質は特に限定せず、剛体であってもよレ七、弾性体であっても

よレ七、粘弾性体であってもよいが、好ましくは、変形により前記貫通孔から前記穿刺

用針を出没可能にする弾性体又は粘弾性体で構成されている。流路形成体 自体の

弾性復元力で、皮膚に突き刺した穿刺用針を引き抜くことで、測定器には穿刺用針

を突き刺すための駆動機構を備えるだけで済むからである。

００35 前記通気路は、前記貫通孔と前記流路形成体外とを速通するよぅに設けられる限り

、流路形成体のいかなる位置に設けてもよい。従って、前記通気路は、前記貫通孔

を構成する当該貫通孔の周壁面の適宜位置に質設された速通孔であってもよレ七、

前記センザ本体の取付け部分に凹設された凹部であってもよレ七、また前記針一体

型センザ本体をとりつけた状態で当該センザ本体と流路形成体との取付け部分に形

成される隙間であってもよレ七、被検体に当接した状態で、前記貫通孔と前記流路

形成体外とが速通するよぅに、流路形成体の被検体当接面に設けられた切り火きで

あってもよレ七、これらの組合わせであってもよい。

００36 好ましくは、前記通気路は、前記流路形成体におけるセンザ本体の取付け部分に

設けられる。ここで、センザ本体の取付け部分とは、貫通孔に穿刺用針を内挿したと

きに、通気路が形成されていなければ、センザ本体先端部分と流路形成体とが接触

していたであろぅ部分をいい、例えば、流路形成体がセンザ本体に接着、溶着などに

より接合されるときはその接合部分をレ沌、、嵌挿により取付けられる場合には嵌挿部

分をいぅ。従って、前記取付け部分に前記通気路を設ける場合としては、例えば、前

記流路形成体において針一体型センザ本体が取付けられる面 (以下、「センザ本体

取付け面」といぅ) の一部を流路形成体外に速通するよぅに切り火く場合、前記センザ

本体取付け面に流路形成体の外周面に至るまでの満を設ける場合、センザ本体取



付け面自体を空気の流出入ができるよぅな粗面とする場合などが挙げられる。また、

流路形成体とセンザ本体が嵌挿により取付けられる場合には、センザ本体先端の外

嵌部分となる、当該流路形成体の壁面を貫通する速通孔によって、あるいは遊嵌の

場合の流路形成体とセンザ本体との間のクリアランスによって、通気路を形成してもよ

００37 前記通気路が前記センザ本体の取付け部分に設けられる場合、前記通気路は、前

記反応部入り口が前記通気路の途中又は前記通気路入り口の近傍に位置するよぅ

に設けられることが好ま 、。具体的には、前記反応部入り口が前記流路形成体に

形成された貫通孔内に配置されている場合には、前記貫通孔に速通している前記通

気路の入り口が前記穿刺用針よりも前記反応部入り口に近い位置となるよぅに配設

することが好ま 、。また、前記反応部入り口が前記貫通孔内に配置されていない場

合には、前記貫通孔から流路形成体外へ至る通気路の途中に前記反応部入り口が

配設されるよぅに、前記通気路を設けることが好ま 、。

００38 前記通気路には、液体流出防止機構が設けられていることが好ま 、。液体試料

の流路となる貫通孔と前記通気路とは速通しているので、当該通気路を通っで液体

試料が流路形成体外部へ洞出することを防止するためである。通気路に設けられる

液体流出防止機構としては、例えば、前記通気路の途中に屈曲部を設けるだけでも

よレ七、液体流出防止のための防護壁を流路形成体に設けてもよい。

００39 また、貫通孔を通る液体試料が、前記通気路を流れるよりも前記反応部に優先的

に流入されることが好ましく、このことは、前記貫通孔がセンザ本体取付け部分、さら

には前記反応部入り口近傍に設けられている場合に特に求められる。液体試料を前

記通気路よりも前記反応部に優先的に流入させることは、通気路入り口と反応部入り

口のザイズ、通気路と反応部の入り口の位置関係などを適宜設定することによって達

成することもできるが、好ましくは、前記反応部の入り口近傍に、界面活性剤が塗布さ

れていることである。界面活性剤の塗布は、反応部入り口に限らず、液体試料を優先

的に流入したい部分に施してもよい。

発明の効果

００4０ 本発明によれば、バイオセンザチップの片端に弾性体を設けたので、穿刺後、弾性



体の復元力によって穿刺用器具を抜き取り、弾性体によって形成されている適宜空

間から試料を採取することができるので、少呈の試料でも容易に試料採取 口によって

採取することができる。また、試料採取する空間を大気開放可能な通気路を有してい

るので、試料を試料採取 口に安定して導入することができ、確実な検査を実施できる

バイオセンザカートリッジおよびその使用方法ならびにバイオセンザ装置を提供する

ことができる。

００4 1 また、本発明の針一体型センザは、穿刺用針先端と離間して配設された反応部入

り口に、穿刺により排出した液体試料を導くことが可能な流路形成体を備え、しかも

前記流路形成体には、流路となる貫通孔と流路形成体外とを速通する通気路が設け

られることにより、穿刺により排出された液体試料を有効に反応部に導入することが

可能となるので、測定に必要な液体試料の採取呈を低減できる。

図面の簡単な説明

００42 図 ( )は本発明に係るバイオセンザカートリッジの実施形態における概略縦断面

の説明図である。( ) は本発明に係るバイオセンザカートリッジの実施形態にける概

略水平断面の説明図である。

図2 本発明に係るバイオセンザカートリッジの実施形態における坤，性体とバイオセン

ザチップとの接合部を示す分解斜視図である。

図3 本発明に係るバイオセンザカートリッジの実施形態における坤，性体とバイオセン

ザチップとの接合部を示す断面図である。

図4 本発明に係るバイオセンザ装置の実施形態を示す概略平面図である。

図5 ( )～(c )は本発明にかかるバイオセンザ装置を用いて血糖値を測定する動

作を示す説明図である。

図6 ( )は本発明に係るバイオセンザカートリッジの別の実施形態を示す説明図で

ある。( ) は本発明に係るバイオセンザカートリッジの別の実施形態を示す説明図で

ある。

図7 本発明に係るバイオセンザカートリッジの別の実施形態における坤，性体とバイ

オセンザチップとの接合部を示す断面図である。

図8 本発明一実施形態の針一体型センザの構成を示す断面図である。



図9 図8に示す針一体型センザに用いられている検知部の一例を示す平面図 (a)

及び断面図 (b)である。

図1０本発明一実施形態の針一体型センザに用いられている流路形成体の構成を

示す斜視図である。

図11 本実施形態の針一体型センザを装着した測定装置の一実施例の構成を示す

概略図である。

図12 本実施形態の針一体型センザの使用方法を説明するための図である。

図13 本発明の針一体型センザの他の実施形態を示す断面図である。

図14 本発明の針一体型センザの他の実施形態を示す断面図である。

図15 本発明の針一体型センザに用いられる流路形成体の他の実施形態を示す図

である。

図16 図 に示す流路形成体を取付けた針一体型センザの構成を示す断面図であ

る。

図17 本発明の針一体型センザの他の実施形態を示す断面図である。

図18 従来のバイオセンザチップを示す分解斜視図である。

図19 ( )は従来のバイオセンザチップを示す斜視図である。( ) は従来のバイオセ

ンザチップを示す分解斜視図である。

符号の説明

０ バイオセンザカートリッジ

バイオセンザチップ

a 片端部

2 穿刺用器具

2a 先端

試料採取 口

8a 8b 検知用電極

2０ 弾性体

22 貫通穴

2 先端面 (被検体に接する面)



密閉半開放空間 (空間)

24 粘着剤

バイオセンザチップに接する面

26 隆起部

2 満 (通気路 )

29 開放貫通孔 (通気路 )

3０ バイオセンザ装置

測定器

血液 (試料)

被検体

2０ 検知部

2０2 穿刺用針

2０3 2０3 反応部

2０3a 反応部入り口

2 ０ センザ本体

22０ 22０ 22０ 225 23０ 流路形成体

22 22 嵌挿部

222 貫通孔

223 223 226 通気路

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明に係る実施形態を図面に某づいて詳細に説明する。

図 の ( )は本発明のバイオセンザカートリッジに係る実施形態の要部を側面から

見た縦断面図 (図 の ( ) における 位置の断面図)であり、図 の ( ) は本発明

のバイオセンザカートリッジにかかる実施形態の要部を示す水平断面図 (図 の ( )

における 位置の断面図)である。図2はバイオセンザチップと弾性体との接合部

の例を示す分解斜視図である。図3は弾性体とバイオセンザチップとの接合部の断

面図である。図4は本発明のバイオセンザ装置にかかる実施形態を示す構成図であ

る。図5の ( )～(C) は本発明にかかるバイオセンザ装置を用いた試料の採取動作



を示す一連の説明図である。

００45 図 の ( ) ( )及び図2に示すよぅに、本発明の実施形態であるバイオセンザカー

トリッジ ０は、バイオセンザチッ と、バイオセンザチッ の片端部 aに固定

され先端 2aが突出した穿刺用器具 2と、弾性体2０とを有している。すなわち、被

検体 に押し付けることにより、バイオセンザチッ の先端 aに設けられた試料

採取 口 3と、穿刺用器具 2によって被検体 に形成される穿刺口とを内包する密

閉半開放空間23を形成する弾性体2０が、バイオセンサチップ の先拙 aに設け

００46 このバイオセンザカートリッジ ０は、図2および図3に示すよぅに、弾，性体2０のバイ

オセンザチッ に接する面25とバイオセンザチッ の弾性体2０に接する面

aとが適宜接合されている。

００47 弾，性体2０は、穿刺用器具 2が貫通する貫通穴22からなる密閉半開放空間 を

画成する内壁面とこの弾性体2０の外壁面との間を貫通する通気路を形成する満2

を備えている。

００48 なお、本発明において、穿刺用器具 2とは、針、ランセット針およびカニューレ等を

総称し、生分解性の素材で構成されていることが望ま 、

ザチッ は、互いに対向する2枚の某板

。

００49 バイオセン 6a 6bと、この2枚の某板

6 a 6b間に挟装されるスペーザ屑 7を有している。2枚の某板 6a 6bの少な

くとも 枚の某板 6aのスペーザ屑 7側の表面には、検知用電極 8a 8bが設けら

れており、片端部において (図 の ( ) において下端部 ) は互いに対向する方向へ

字状に曲げられて、所定間隔を保持している。

００5０ 図3に示すよぅに、バイオセンザチッ は、その先端 aから、2つの検知用電極

8 a 8bが対向している部分にかけて、2枚の某板 6a 6b及びスペーザ屑 7に

より中空反応部 5が形成されている。この中空反応部 5の先端 (図3において下端

) に、被検体 (図5を参照 ) に穿刺用器具 2を穿刺して採取した試料としての血液

(図5の (C)参照 )を中空反応部 5に導入する試料採取 口 3が設けられている。

００5 1 すなわち、中空反応部 5は、上下両面を墓板 6a 6bおよび検知用電極 8a、

8bにより形成され、所定の形状に切りかかれたスペーザ屑 7を側壁として矩形状の



空間が形成されている。このため、中空反応部 5においては、検知用電極 8 a 8

bは露出しており、中空反応部 5における検知用電極 8a 8bの直上或いは近傍

に、例えば酵素とメディェ一タを固定化し血液 中のグルコースと反応して電流を発

生する試薬 4が設けられている。従って、中空反応部 5は、試料採取 口 3から採

取入された例えば血液等の血液 が、試薬 4と生化学反応する部分となる。

００5 2 某板 6aおよび 6b、スペーザ屑 7の材質としては、絶縁性材料のフィルムが選ば

れ、絶縁性材料としては、セラミックス、ガラス、紙、生分解性材料 (例えば、ボリ乳酸

微生物生産ボリェステル等) 、ボリ塩化ビニル、ボリプロピレン、ボリスチレン、ボリカー

ボネート、アクリル樹脂、ボリブチレンテレフタレート、ボリェチレンテレフタレート(P

)等の熱可塑ャ生樹脂、ェポキシ樹脂等の熱硬化樹脂、 硬化樹脂等のブラスチッ

ク材料を例示することができる。機械的強度、柔軟性、及びチップの作製や加工の容

易さ等から、ボリェチレンテレフタレート等のブラスチック材料が好ま 、。代表的なP

樹脂としては、メリネックスやテトロン(以上、商品名、帝人デュボンフィルム株式会

社製 ) 、ルミラー (商品名、東レ株式会社製 )等が挙げられる。

００5 3 試薬 4としては、グルコースオキシダ一ゼ (GO )やグルコースデヒドロゲナーゼ (

G ) 、コレステロールオキシダ一ゼ、ウリカーゼ等の酵素と電子受容体が例示され
る。

例えば、血液中のグルコース最を測定するグルコースバイオセンザチップの場合は

、この部分に、グルコースオキシダ一ゼ屑やグルコースオキシダ一ゼ一電子受容体 (

メディェ一タ)混合物屑、グルコースオキシダ一ゼ一アルブミン混合物屑、又はグルコ

ースオキシダ一ゼ一電子受容体一アルブミン混合物屑等が形成される。グルコース

オキシダ一ゼ以外の酵素、例えばグルコースデヒドロゲナーゼ等を用い、これらの屑

が形成される場合もある。又、添加剤として緩衝剤や親水性高分子等を薬剤中に含

めても良い。

００54 図2および図3に示すよぅに、バイオセンザチッ の先端 aに取り付けられてい
る弾性体2０は、例えば中央部に密閉半開放空間23を形成するための貫通穴22を

有する円筒形状のものが例示できる。貫通穴22は、穿刺用器具 2が挿通されるた

め、穿刺用器具 2の外径よりは大きレ咋のである。



弾，性体2０は被検体 に接する側の密閉半開放空間23である貫通穴22の内径W

2が、バイオセンザチッ と接する側の穴の内径 より大きく構成されている。

００5 5 この貫通穴22の間口が大きく (内径W2に)構成されていること、併せて、貫通穴22

の周囲の壁面が隆起した隆起部26を有した、所謂貫通穴22が迎え口のような構成

になっていることで、密閉半開放空間23に流出した血液 を、最初に貫通穴22の周

辺の隆起部26に積極的に接触させて貫通穴22に導くことができる。このように、血液

が密閉半開放空間23において、その内壁面に接する部分を貫通穴22寄りの領域

になるように構成されていることで、血液 が弾性体2０の先端面2 と被検体 との

接触部位への惨み出しを防止できる。

００56 また、弾，性体2０の厚さ は、穿刺用器具 2の先端まで確実に覆うことができる厚さ

に構成されている。

００5 7 なお、弾，性体2０の材質としては、弾，性を有するものであれば特に限定されないが、

シリコーン、ウレタン、アクリルゴム等のゴム、エチレン、スチレン等のボリマー単体若
。しくは共重合したボリマーからなるゴム若しくはスポンジ、ボリエチレン及びボリプロヒ

レン等のボリオレフィン、ボリエチレンテレフタレート及びボリブチレンテレフタレート等

のボリエステル、ボリテトラフルオロエチレン及びパーフルオロアルコキシエチレンとボ

リフルオロエチレンの共重合体であるP 等のフッ素樹脂などを利用できる。

弾，性体2０については、通気路が形成される構成であれば中実であっても良いし、

中空であっても良い。

００58 弾，性体2０の被検体 に接する面である先端面2 は、粘着性を有するシリコーンゴ

ム、アクリルゴム等の材料で構成されるか、弾，性体が粘着剤24を有する若しくは粘着

剤24でコーティングされていることが望ましい。粘着剤24は、弾，性を損なわない限り

、特に限定されない。これにより、弾性体2０と被検体 との密着性を向上させ、穿刺

位置からずれるのを防止するとともに、密閉半開放空間23を確実に形成することが

できる。また、貫通穴22の内周面は、親水性の材料を用いるか、若しくは、少なくとも

内周面を親水処理することが望ましい。これにより、採取する血液 を通りやすくして

、少呈の血液 でも確実に採取することができる。

００59 図2に示すように、バイオセンザチッ の先端 aと弾，性体2０の上面25 (図2に



おいては下側) とか適宜接合され、坤，性体2０の先端面2 (図2においては上側) に2

つの偕28か坤性体2０の軸心Cを扶んて対称となる向きに形成されている。この偕2

8は、被検体 によって先端面2 か閉しられたときても、適気路を形成して密閉半開

放空間23を大気開放することかてきる。

なお、坤，性体2０は、貫通孔を形成する内壁面と被検体と接する外壁面を同一の材

質てなくても良いか、一体て成形されていることか確実に血被を採取する点から好ま

しい。

００6０ 図3に示すように、ハイオセンザチノ と坤，性体2０との間は、接着剤2 7て確実に

固定するのか望ましい。このとき、坤，性体2０とハイオセンザチノ との間に隙間か

てきる場合にはこの隙間を憤すように接着剤を全布することにより接着を確実すること

かてきる。また、接合部から採取した血被 か侃れるのを防止することかてきる。

なお、ハイオセンザチノ と、坤性体2０との接触面に接着剤を全布する場合に

は、血被 の流路となる部分や、ハイオセンザチノ の内部等にはみ出さないよう

に留首する必要かある。

００6 1 吹に、本発明に係るハイオセンザ装置について挽明する。

図4には、上述したハイオセンザカートリノン ０を用いたハイオセンザ装置3０の構

成か示されている。

図4に示すように、ハイオセンザ装置3０は、前述したハイオセンザカートリノン ０と

、このハイオセンザカートリノン ０の検知用電極 8a 8bに接続して採取された血

被 の清報を得る側定器3 、及ひハイオセンザカートリノンの保穫キヤノ を有し

ている。なお、ハイオセンザカートリノン ０の構成については上述したとおりてあり、

前述したハイオセンザカートリノン ０と共適する部位には同し符号を付すこととして、

その挽明はここては省略する。

００62 側定器3 は電源32、制御装置33、端子挿入部34、表示部3 5を備え、これらか互

いに接続されている。端子挿入部34にはハイオセンザカートリノン ０のハイオセンザ

チノ の後端部 bか挿入されて固定されるとともに、ハイオセンザチノ の後

拙部 に露出している検知用電極 8a 8bか電気的に接続されるようになってい
る。このハイオセンザンステム3０は、小型てあり、例えは、被検体か片手て持つことか



可能なハンディタイプである。

００63 次に、図5の ( )～(C)を参照して、このバイオセンザ装置3０を用いて血糖値を測

定する場合を例として、使用方法を説明する。

最初に、図4に示すよぅに、バイオセンザヵ一トリッジ ０のバイオセンザチッ の

後端部 bを測定器3 の端子挿入部34に挿入して固定するとともに電気的に接続

する。バイオセンザシステム3０の電源32を入れ、正常に起動しているか確認する。

００64 そして、図5の ( ) に示すよぅに、バイオセンザ装置3０を持ち、保護キヤッ を被

検体に押し付けて、穿刺箇所を轡血させ、バイオセンザヵ一トリッジ ０の先端 aに

取り付けられている弾性体2０を被検体 の血液採取箇所に接触させる。なお、ここ

で、弾性体2０の先端面には粘着剤24がコーティングされているので、その後の作業

において位置ずれを防止することができる。

００65 次いで、図5の ( ) に示すよぅに、バイオセンザヵ一トリッジ ０を被検体 に押し付

ける。これにより、弾性体2０が押しつぶされて弾性体2０の先端から穿刺用器具 2が

突出して、被検体 を穿刺する。

００66 図5の (C) に示すよぅに、バイオセンザヵ一トリッジ ０を押し付ける力を弱くすると、

弾性体2０は復元力により元の状態 (図5の ( )の状態 ) に戻るので、穿刺用器具 2

は被検体 から抜け、被検体 から出た血液 が、貫通穴22の隆起部26と穿刺器

具 2の間を伝わり、血液 を採取することができる。

このとき、穿刺口が含まれる貫通穴22内は、満28は弾性体2０の変形により、影響

を受けるが、必ずしも潰れて穴が完全にふさがる必要はない。変形により、少しでも

負圧になれば良い。その後、貫通穴22は、弾性体2０の復元によって満28による通

気路が形成されて大気開放される。

００67 また、貫通穴22の内周面が親水処理されているので、血液 は、その表面張力や

毛細管現象等によって、貫通穴22の内周面に沿って試料採取 口 3から採取される

。採取された血液 は中空反応部 5に導入される。このとき、試料採取 口 3は穿刺

用器具 2によって形成された穿刺口とともに密閉半開放空間23内に位置している

ので、バイオセンザヵ一トリッジ ０を移動させることなく容易に且つ確実に血液 を採

取することができる。このため、視力が低下した被検体 でも使用できるとともに、少



呈の血抜て側定てきるのて、血被採取時における被検体の負担を軽減することかて

きる。また、密閉半開放空間23は外部の空気からある程度逆断されることになるため

、血被 の凝固を遅らせて、採取し易くすることになる。

００68 所定最の血被を採取したら、被検体 からハイオセンザ装置3０を離し、側定結果

か表示部3 5に表示されるのを待つ。中空反応部 5に導入された血被 は試英 4と

反応し、検知用電極 8a 8bにより計側された電流値或いは電荷値 (電荷呈) のテ

ータか制御装置33に迭られる。制御装置33内には検呈線テータテ一フルか格納さ

れており、側定した電流値 (電荷値)を某に血糖値の計算か実行される。計算か終了

すると、側定結果か表示部3 5に表示され、例えは、血糖値か数値としてあらわすこと

かてきる。最後に、ハイオセンザヵ一トリノシ ０を側定器3 から取り外すか、このとき

には坤性体2０は略元の高さに戻っているのて、穿刺用器具 2かハイオセンザチノ

の先端 aから突出しない状態となっている。これにより、使用者か穿刺用器具

2によって傷つくことなく、使用済みのハイオセンザヵ一トリノシ ０を適正に処理す

ることかてきる。

００69 穿刺は、ハイオセンザヵ一トリノシ ０を被検体 に押し付けて穿刺する他に、駆動

機構を用いる場合かある。穿刺用器具を被検体に穿刺する駆動機構としては、ハネ

、モーター等か挙けられる。これらの駆動機構を用いることて、穿刺に要する時間を

短縮することかてき、穿刺時の痛みを軽減することかてきる。

００7０ なお、被検体の採血負担を考慮すると、中空反応部 5の容積は は (マイクロリノ

トル) 以下か好ましく、特に3００ (ナノリノトル) 以下てあることか好ましい。このよぅな

微小な中空反応部 5てあると、穿刺用器具 2の直径は 、さくても被検体の充分な

血被呈か採取可能てある。好ましくは、直径か ０００は 以下てある。

００7 1 以上、前述したハイオセンザヵ一トリノシ ０およひハイオセンザ装置3０によれは、

ハイオセンザチノ の片端部 aを被検体 に押し付けると、坤性体2０か圧縮さ

れて穿刺用の穿刺用器具 2か突出するのて、被検体 を穿刺することかてきる。ま

た、押圧力を弱めると、坤性体2０の復元力によって穿刺用器具 2か被検体 から

抜き出されて、穿刺口から血被 か流出する。この際、穿刺口とハイオセンザチノ

の先端 aに設けられた試科採取 口 3とか坤性体2０の密閉半開放空間23に内



包されており、穿刺後、咄，性体2０か元の形状に復帰する。また、少呈の血被 ても

容易に試科採取 口 3によって採取して分析することかてきるのて、被検体 の負担

を軽減することかてきる。

００72 また、使用前には穿刺用器具 2か坤性体2０の先端面2 から突出しないようにす

ることにより、穿刺用器具 2の保護およひ使用者の保護を図ることかてきる。また、使

用後の廃棄の際にも穿刺用器具 2か坤性体2０の先端面2 から突出しないようにす

ることにより、安全且つ適正に処分することかてきる。

００73 また、穿刺およひ試科採取を一連の動作て行うことかてき、従来のようにハイオセン

ザチノプの試科採取 口 3を穿刺口に位置合わせする必要かなく、容易且つ確実に

試科の採取を行うことかてきる。また、血被 の清報を検知電極 8a 8bを介して側

定器3 に伝達することにより、短時間且つ容易に側定することかてきるのて、被検体

の負担を軽減することかてきる。

００74 なお、本発明のハイオセンザカートリノシは、前述した実施形態に限定されるものて

なく、適宜な変形、改良等か可能てある。

例えは、前述した実施形態においては、穿刺用器具 2をハイオセンザチノ の

内部、すなわち両某板 6a 6bに挟まれたスペーザ屑 7に設けた場合を例示した

か、本発明のハイオセンザカートリノシ ０はこれに限定するものてはない。

００75 例えは、図6の ( )およひ ( ) に示すように、穿刺用器具 2を一方の某板 6aの外

側面に沿って設けることもてきる。このハイオセンザカートリノシ ０ の場合には、ハイ

オセンザチノ の厚みを減少させて、背いハイオセンザカートリノシ ０を形成する

ことかてきる。但し、穿刺用器具 2と試ホヰ採取 口 3とか多少離れることになるのて、

貫通穴22の断面形状を長円形等にして、穿刺用器具 2の外周面と 咄，性体2０の貫

通穴22の内周面との間に形成される隙間をてきるたけ小さくするのか望ましい。なお

、図6において、すてに説明したハイオセンザカートリノシ ０と共通するき日ィ立には同し

符号を付して、重複する説明を省略することとする。

００76 また、前述した実施形態においては、咄，性体2０に偕2 を2個設けた場合について

説明したか、偕の数はこれに限定されるものてはなく、更にまた図7に示すような構成

を採用することもてきる。



００77 図7に示す構成は、弾性体2０の側面に通気路である開放貫通孔29を設けた構成

である。また、密閉半開放空間23は、前掲の実施形態と同様に貫通穴22の周囲の

壁面が隆起した隆起部26を有した構成であるが、本実施形態においては、隆起部2

6の外周壁面26a が適宜傾斜 (本実施形態では傾斜とともに湾曲もしている) した構

成である。すなわち、隆起部26の先端面が尖った構成になっている。このよぅな構成

によれば、血液 を、貫通穴22へさらに効果的に導くことができる。

００78 さらにまた、前述した実施形態においては、血液 の表面張力や毛細管現象により

採取を行ぅ場合について説明したが、本発明の適応については、穿刺口に流出した

血液 を吸い上げるボンプ等の装置を用いることできる。また、検知用電極 8a 8

bについては、 字型ではなく、図7に示すよぅに、直線状であっても良い。

００79 次に、本発明の針一体型センザの一実施形態を、図面に某づいて説明する。

図8は、本実施形態の針一体型センザの断面図である。

本実施形態の針一体型センザは、図9に示すよぅな平板状検知部2０ の片面上に

穿刺用針の先端が突出するよぅに穿刺用針2０2を固着した針一体型センザ本体2

0に、図 ０に示すよぅな流路形成体22０が取付けられ、穿刺用針2０2は、流路形成

体22０中央の貫通孔222 に挿入されている。

００8０ 平板状検知部2０ は、2枚の電気絶縁性某板2０ a 2０ bを、接着剤等により貼り

合わせたものである。図8及び図9中、2０。は接着剤部である。検知部2０先端に

おいて、接着剤が塗布されていない方形状の部分があり、この方形状の接着剤非塗

布部分が、血液等の液体試料を収容する反応部2０3を形成している。また、反応部

2０3から絶縁性某板2０ aの側端縁に至るまでの細い筋状の接着剤非塗布部分が

あり、この接着剤非塗布部分は、反応部2０3と平板状検知部2０外とを速通する空

気孔2０3bを形成している。図9中、2０3aは、反応部2０3の入り口である。

００8 1 絶縁性某板2０ aの、接着剤が塗布された面には、一対の検知用電極パターン2０

4が印刷等されていて、この一対の各電極2０4は、反応部2０3と交差するよぅに、パ

ターンが描かれている。また、血液等の液体試料と反応する試薬が、反応部2０3に

塗布されている。従って、反応部2０3に収容された液体試料が試薬と反応し、ィヒ学

変化で生じた電位、電流の変化を一対の電極2０4により検出することができる。例え



ば液体試料としての血液が反応部2０3に収容されると、試薬との反応により生じた電

位変ィヒが電極2０4で検知され、測定部にて血糖値などの所望の特性を測定できるよ

うになっている。

００82 穿刺用針2０2は、某板2０ bの接着剤が塗布されていない面 (「絶縁性某板の外側

面」とレぢことがある) に針用支持某板2０5を積設することにより固若されている。ここ

でいう穿刺用針としては、一般の注射器に用いるような中空の針、中実で先端が鋭

利なもの、ランセット針等を用いることができる。また、平板状検知部2０ の2枚の某

板2０ a 2０ bのうち、穿刺用針2０2が取りつけられていない絶縁性某板2０ aの外

側面には、針一体型センザ本体2 ０を測定装置に装着するための装着部2０6が積

設されている。

００83 流路形成体22０は、穿刺方向の加圧力により変形し、圧力解除によりほぼ元の形

状に復元することができる弾，性体又は粘弾性体で構成されている。具体的には、天

然ゴム 合成イソプレンゴム、スチレンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、アクリルゴ

ム等の合成ゴム シリコーンゴム、ウレタンゴム等のゴム状弾性体 エチレン一酢酸ビ

ニル共重合体等の熱可塑性エラストマ一 ボリスチレンフオーム等のスポンジなどを

用いることができる。

００84 流路形成体22０の針一体型センザ本体2 ０に取付けられる側には、センザ本体2

０先端部を嵌挿するための嵌挿部22 が凹設されている。センザ本体取付け部分

である嵌挿部22 のほぼ中央に、嵌挿部22 の底面22 aから流路形成体22０の被

検体当接面22０aまで貫通する貫通孔222が設けられていて、この貫通孔222には

、穿刺用針2０2の先端が収納されている。嵌挿部底面22 aにおいて、反応部入り

口2０3aの近傍となる位置から径方向に満223aが凹設され、満223aからやや上方

の位置に、流路形成体22０の周壁面を貫通する速通孔223bが穿孔されている。貫

通孔222から流路形成体22０外とを速通する通気路223は、満223aと速通孔223b

との組合わせにより形成され、満223aと速通孔223bの連結位置が屈曲部となる屈

曲路となっている。

００85 以上のような構成を有する針一体型センザは、図 に示すような、表示部24 、測

定部242、穿刺用バネ243及びバネ操作ボタン244を具備した測定器24０に装若さ



れる。装着に際しては、針一体型センザ本体2 ０の装着部2０6を、測定器のセット部

(図示せず) に挿入することで、穿刺用バネ243が圧縮されたセット状態となる。そし

て、バネ操作ボタン244を押すことによって、バネ243が圧縮状態から解除され、これ

に伴い、針一体型センザ本体2 ０を穿刺方向に駆動できる。

００86 穿刺用バネの圧縮状態 (バネ付勢状態 )で、流路形成体22０の底面を被検者の皮

膚 、例えば指に押し当て(図 2 (a) 参照 ) 、穿刺用針2０2を保持しているバネが伸

びる方向にボ久ノを操作すると、針一体型センサ本体2 ０が皮膚 に向けて押出さ

れる。これに伴い、針一体型センザ本体2 ０先端に取り付けられていた流路形成体

22０に穿刺方向の加圧力が生じ、流路形成体22０が穿刺方向に圧縮ないし径方向

へ膨張するよぅに変形する。流路形成体22０の変形状態で、針一体型センザ本体2

０先端に取り付けられた穿刺用針2０2が皮膚 に向けて押出されるため、流路形

成体22０の被検体当接面22０aから穿刺用針2０2が突出して、皮膚 を穿刺する (

図 b)参照 )。

００87 次にバネによる付勢が解除されると、流路形成体22０自体の復元力で、ほぼ元の

形状に戻ることに伴い、穿刺用針2０2が皮膚 から抜き出されて貫通孔222内に収

納される (図 2 (c) 参照 )。そして、穿刺により皮膚 表面に排出された液体試料とし

ての血液 が、針に沿って、あるいは貫通孔222内壁面に沿って上昇する (図 2 (c)

中、太線矢印で示す 。

００88 一方、流路形成体22０の復元による通気路223の開放乃至復元により、流路形成

体22０外から大気が流入できるだけでなく、貫通孔222内の空気を血液 の上昇に

伴って排気することもできる (図 2 (c) 中、破線矢印で示す)。穿刺用針2０2に沿って

上昇した血液、あるいは貫通孔222壁面をつたって上昇してきた血液は、嵌挿部底

面22 aにまで上昇後、空気の流れに沿って満223aの方へ流れる。血液 の流れは

反応部入り口2０3aを経由することになり、当該入り口2０3aから反応部2０3内に収容

される。

また、通気路223が屈曲路となっているので、空気と比べて粘度が高い液体の流

動は屈曲部において阻止されることになる。従って、潤223a付近の貫通孔222壁面

をつたって上昇してきた血液についても、通気路223からの流出が抑制され、反応



部入り口2０3aの方へ流動することが期待できる。

００89 以上のよぅに、本実施形態の針一体型センザでは、穿刺用針2０2と反応部入り口2

０3aとが離間した位置に配置されているにもかかわらず、排出された血液を有効に反

応部2０3に導入することができるので、測定に必要な最小限の血液だけを排出させ

るだけでよい。従って、穿刺用針で皮膚を突き刺す部分が浅くて済み、センザ本体と

は別に穿刺用針が駆動される従来のランセットタイプの測定装置よりも、被検者の痛

みを軽減することが可能になる。

００9０ 尚、上記実施形態においては、通気路223を、嵌挿部底面22 aに設けられた満2

23aと流路形成体22０においてセンザ本体の外嵌部となる周壁部分に穿孔された速

通孔223bとにより構成したが、センザ本体取付け部分に形成される通気路は、これ

に限定されない。例えば、満223aに代えて、嵌挿部底面22 aの一部を切り欠いて、

貫通孔222と速通孔223bとを速通させるよぅにしてもよレ七、また、嵌挿部底面22 a

を空気が通過出来る程度に粗面化するだけであってもよい。また、速通孔223bに代

えて、嵌挿部分のクリアランスを大きくとることによって、嵌挿部底面22 aに設けられ

た通気路と流路形成体外とを速通するよぅにしてもよい。例えば、図 3に示す針一体

型センザに用いられる流路形成体22０では、センザ本体取付け部分となる嵌挿部2

2 において、嵌挿部底面22 aに空気が通ることができる程度の細い満を設け、

センザ本体2 ０の嵌挿を遊嵌状態に設計することにより、貫通孔222と流路形成体2

2０外とを速通する通気路を形成している。

００9 1 また、図8に示す実施形態では、通気路223の屈曲部にあたる部分において装着部

2０6の先端部分を切り火くことにより、センザ本体2 ０と流路形成体22０とが実質的

にクリアランスがない嵌挿により取付けられていても、満223aと速通孔223bとの連通

を確保していたが、屈曲した通気路の形成において、装着部2０6の切り火きは必須

ではない。一方、装着部2０6を嵌挿部22 より上方にまで切り火くことで、嵌挿部底

面22 aに形成された満223aと装着部2０6の切り火き部分とにより、流路形成体22０

外へ速通する通気路を形成してもよい。

００92 さらに、図8に示す実施形態でほ、反応 1 の上方に空気穴2０3bを設けていた

が、本発明の針一体型センザにおいて、貫通孔222を上昇してきた液体試料が優先



的に反応部入り口2０3aの方に導入される構成を有する限りにおいては、前記空気

穴2０3bはなくてもよい。貫通孔222を上昇してきた液体試料が優先的に反応部入り

口2０3aの方に導入される構成としては、通気路に屈曲部を設けて空気は流動しても

液体は流動しにくい構成としてもよレ七、反応部の入り口近傍に界面活性剤を塗布

００93 また、上記実施形態では、センザ本体に嵌合することによって取付けられる嵌合タ

イプの流路形成体であったが、本発明で用いられる流路形成体ほこれに限定されな

い。例えば、図 4に示すよぅに、流路となる貫通孔222が中央に質設された円筒状

の流路形成体225を、センザ本体2 ０の先端に接着剤等で固着することによって取

付けてもよい。流路形成体225において、通気路は、センザ本体取付け面225aに径

方向に延設された満226である。

００94 さらに、上記実施形態では、反応部入り口が貫通孔に直接速通していたが、通気

路の途中に反応部入り口を配置することで、流路となる貫通孔に速通していてもよい

。この場合、通気路を流れる液体試料が、さらに通気路内を流動して流路形成体外

へ流出してしまぅよりも、優先的に反応部入り口から反応部内へ流入されるよぅに、反

応部入り口から流路形成体外までの通気路部分において、屈曲部等の液体流出防

止機構を設けたり、通気路を流動するよりも反応部内へ液体試料が優先的に流入し

やすいよぅに、反応部の入り口近傍に界面活性剤を塗布してもよい。

００95 本発明の針一体型センザにおいて、通気路の設けられる位置は、センザ本体取付

け部分に限定されない。流路となる貫通孔と流路形成体外とを速通するよぅに設けら

れていればよく、例えば、買通孔の途中となる位置で、流路形成体の周壁を穿孔した

速通孔であってもよい。

００96 また、通気路は、流路形成体の被検体当接面に形成されてもよく、被検体に当接し

た状態で貫通孔と流路形成体外とが速通するよぅに設けられていればよい。被検体

の当接面に通気路が設けられる場合、被検体表面に排出された液体試料が当該通

気路から流路形成体外へ洞れ出ることを防止する液体流出防止機構を備えているこ

とが好ま 、。上記実施形態でほ、通気路の途中に屈曲部を設けることによって、液

体が流路形成体外へ流出することを防止していたが、液体流出を防止する防護壁を



、貫通孔を形成する周壁とは別に設けてもよい。このよぅな構成を有する流路形成体

としては、例えば、図 5及び図 6に示すよぅな二重壁構造を有する流路形成体23０

が挙げられる。

流路形成体23０は、流路となる貫通孔222 を構成する内壁23０a、及び液体流出

の防護壁で且つ流路形成体23０の周壁となる外壁23０bの二重壁構造を有している

。内壁23０aの被検体当接側の面は、外壁23０bの被検体当接側の面よりもやや低く

なっていて、これにより、流路形成体23０を単に被検体 (図 6 中、一点鎖線で示す)

に当接させた状態では、外壁23０bの被検体当接側の面が被検体当接面となり、内

壁23０aと被検体との間に隙間S が生じるよぅになっている。外壁23０bの被検体当接

面に切り火き部23 が切り火きされ、流路形成体23０を被検体に当接した状態にお

いて、切り火き部23 、さらには内壁23０aと被検体当接面との間に形成される隙間S

を介して、貫通孔222 と流路形成体23０外とが速通するよぅになっている。つまり、切

り火き部23 、内壁23０aと外壁23０bとの間の谷部23０c、及び内壁23０aと被検体

当接面との間に形成される隙間S により通気路が構成される。このよぅな流路形成体2

3０を備えた針一体型センザでは、穿刺方向の加圧により、流路形成体23０が圧縮さ

れ、貫通孔222 から穿刺用針先端が突出して皮膚を突き刺す。かかる状態では、内

壁23０aの被検体側の面が、被検体に当接し、貫通孔222 は略密閉状態となってい

る。加圧力の解除により、流路形成体23０が復元し、内壁23０aと被検体との間に隙

間S ができ、貫通孔222 と通気路が速通した状態となる。かかる状態では、通気路を

介して、流路形成体23０外と貫通孔222 との間で、空気の流出入がおこることができ

る。被検体当接面からの空気の流入は、流路形成体222 内を大気圧に戻すことで、

穿刺用針が被検体から引き抜かれたときの血液の排出を促すことが期待できる。皮

膚表面に排出された血液は、穿刺用針2０2及び貫通孔222 の周壁である内壁23０a

の内周面を通って反応部入り口2０3aに導かれることができる。このときも、通気路に

よる空気の流出入、特に被検体当接面からの空気の流入により、貫通孔222 内を血

液が上昇していくことを促進することを期待できる。一方、外壁23０bにより、皮膚表

面に排出された血液が流路形成体23０外へ流出することを防止している。尚、被検

体当接面側に通気路が設けられた場合において、液体流出防止機構を備えるだけ



てなく、貫通孔222 の入り口となる、内壁23０aの被検体側の開口部付近に界面活性

剤を全布して、被体試科か谷部23０cよりも貫通孔222 へ優先的に流入するよぅにし

てもよい。

００98 尚、本発明の針一体型センザにおいて、流路形成体に設けられる通気路は つに

限定されす、穿刺により排出させた被体試科を有効に反応部に収容てきる構成てあ

れは、典なる複数の通気路を設けてもよい。例えは、流路形成体23０において、被

検体当接面側に設けた通気路とは別に、図8の実施形態て示したよぅに、センザ本

体取付け部分にも通気路を設けてもよい。

００99 また、上記実施形態ては、いすれも流路形成体を坤性体又は粘坤性体て構成し、

流路形成体の変形、復元を利用して、針の突き刺し及ひ引抜きを行なったか、本発

明の針一体型センザかこれに限定しない。流路形成体を剛体て構成してもよい。こ

の場合、穿刺用針か流路形成体から出没てきるよぅに、針一体型センザか装若され

る側定器に、針一体型センザ本体を穿刺方向に駆動する駆動機構とともに、針を引

き戻す駆動機構を具備すれはよい。

０1００ また、上記実施形態ては、いすれも穿刺用針か反応部の外側に取付けられていた

か、本発明の針一体型センザにおいて、例えは、図 7に示すよぅに、穿刺用針を反

応部2０ 内に取付け固定してもいてもよい。尚、図 7に示す針一体型センザに用

いた流路形成体22０ては、通気路22 は、貫通孔222 の途中に設けられている。

０1０1 さらにまた、図8に示す実施形態ては、針か取り付けられていない方の絶縁性某板

に電極か設けられていたか、本発明の針一体型センザは、針取付位置と電極某板の

位置関係は限定しない。針取付側の某板に電極か設けられていても良いし、正極、

負極か同し某板に設けられている必要もない。一方の某板に正極、他方の某板に負

極か設けられていてもよい。また、検知部は、2枚の某板を貼り合せる構成てあったか

、例えは、回際公開第０5 ００5 9号パンフレノトに開示のよぅに、 枚の某板上に

一対の電極を配置し、電極か内側となるよぅに折り曲けることにより構成してもよい。ま

た、検知部の形状も平板状たけてなく、円筒形てあってもよく、反応部も円筒状てあ

０1０2 なお、本発明に係るハイオセンザカートリノシと針一体型センザは表現を典にする



が、穿刺用の針とバイオセンザチップとを一体化した点で共通するものである。

また、流路形成体と弾，此体は共に穿刺用の針とバイオセンザチップの先端に配設

される点で共通する。

また、センザ本体とバイオセンザチップも同義語として理解すべきである。

産業上の禾 用可能，生

０1０3 以上のように、本発明に係るバイオセンザヵ一トリッジは、バイオセンザチップの先

端に弾性体を設けたので、穿刺後、弾，性体の復元力によって穿刺用器具を抜き取り

、弾，性体によって形成されている試料採取の空間が負圧状態から大気開放に変化

するときの空気流を試料採取に利用できるので、少呈の試料でも容易に試料採取 口

によって極めて確実に採取することができ、チップの中空反応部に収容した試薬を

用いて化学物質の測定や分析を行うバイオセンザヵ一トリッジ等として有用である。ま

た、本発明によれば、確実な検査を実施できるバイオセンザヵ一トリッジの使用方法

ならびにバイオセンザ装置を提供することができる。

０1０4 本発明を詳細にまた特定の実施形態を参照して説明したが、本発明の精神と範囲

を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明か

である。本出願は2００6年 2月 9 日出願の日本特許出願 (特願2００6 792)

2００7年2月 6 日出願の日本特許出願 (特願2００7 ０3593 )に某づくものであり

、その内容はここに参照として取り込まれる。



請求の範囲

バイオセンザチップと、前記バイオセンザチップの一部に固定され先端が突出した

穿刺用器具とを有するバイオセンザカートリッジであって、

前記バイオセンザチップの先端に設けられた試料採取 口と前記穿刺用器具によっ
て被検体に形成される穿刺口を内包する貫通穴を有する弾性体が、前記バイオセン

ザチップの先端に設けられており、

前記弾性体は、前記貫通穴を形成する内壁面と前記弾性体の外壁面との間を貫

通する通気路を備えていることを特徴とするバイオセンザカートリッジ。

2 前記バイオセンザチップの先端に設けられた試料採取 口と前記穿刺用器具によっ
て被検体に形成される前記穿刺口とが前記貫通穴により接続されていることを特徴と

する請求項 に記載のバイオセンザカートリッジ。

3 前記弾性体は前記被検体に接する側の穴の内径が、前記バイオセンザチップと接

する側の穴の内径より大きく構成されていることを特徴とする請求項 または2に記載

のバイオセンザカートリッジ。

4 前記弾性体は前記被検体と接する側では、前記貫通穴を形成する内壁面が、該弾

性体の先端に向かって隆起した構成であることを特徴とする請求項3に記載のバイオ

センザカートリッジ。

5 前記通気路は、前記弾性体の前記被検体側の琳面に設けた満にて構成されたこと

を特徴とする請求項 1～4のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジ。

6 前記通気路は、前記弾性体の径方向にほぼ沿って形成された開放貫通孔にて構

成されたことを特徴とする請求項 ～4のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリ

7 前記通気路は、前記弾性体に複数個形成されており、その配置が該弾性体の中心

軸線を中心にして弾性体径方向に対称に構成されたことを特徴とする請求項 ～6

のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジ。

8 前記穿刺用器具を被検体に穿刺する駆動機構を有することを特徴とする請求項

～7のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジ。

9 前記弾性体が粘着性を有することを特徴とする請求項 ～8のいずれか 項に記載



０ 前記弾性体が、前記バイオセンザチップの先端に弾性体 自身の粘着性で固定され

るか、接着剤で固定されるか、または両面テープで固定されていることを特徴とする

請求項 ～9のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジ。

請求項 ～０のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジの使用方法であっ
て、

前記弾性体を前記披検体に押し付けて圧縮することにより穿刺し、前記弾性体の

復元力によって穿刺用器具を被検体から抜き取るとともに前記貫通穴を大気開放さ

せながら試料採取を行ぅことを特徴とするバイオセンザカートリッジの使用方法。

2 請求項 ～０のいずれか 項に記載のバイオセンザカートリッジと、前記バイオセン

ザカートリッジの検知用電極に接続して採取された試料の情報を得る測定器とを有

することを特徴とするバイオセンザ装置。

3 被検体から液体試料を排出させる穿刺用針、前記液体試料が収容される反応部、及

び該反応部の結果を検知する検知部を一体的に備えた針一体型センザ本体と、

前記被検体の当接部分から前記反応部への流路となる貫通孔が設けられ、該貫通

孔に前記穿刺用針が内挿されている流路形成体とを備えた針一体型センザであっ
て、

前記貫通孔と前記流路形成体外とを速通する通気路が、前記流路形成体に設けら

れている針一体型センザ。

4 前記流路形成体は、変形により前記貫通孔から前記穿刺用針を出没可能にする弾

性体又は粘弾性体で構成されている請求項 3に記載の針一体型センザ。

5 前記通気路は、前記針一体型センザ本体の取付け部分に設けられている請求項 3

又は 4に記載の針一体型センザ。

6 前記反応部入り口が前記通気路の途中又は前記通気路入り口の近傍に位置するよ

ぅに、前記通気路が設けられている請求項 5に記載の針一体型センザ。

7 前記通気路に、液体流出防止機構を設けた請求項 3～6のいずれかに記載の針

一体型センザ。

8 前記液体流出防止機構は、前記通気路の途中に設けられた屈曲部である請求項 7



に記載の針一体型センザ。

少なくとも前記反応部の入りロ近傍に、界面活性剤が塗布されている請求項 3～
8のいずれかに記載の針一体型センザ。
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this International Searching Authority is not required, under the
provisions of Article 17 (a) (i) of the PCT, to search.

Claim 11
The invention according to the above claim relates to "a method of

using a biosensor cartridge".
Since the step of puncturing" and the step of drawing off from

the subject body" in the above-described "method of using a biosensor
cartridge" are steps involving acts on the human body with the use of
an instrument and, therefore, do not pertain to a method of operating
a medical instrument .

Since the above-described "method of using a biosensor cartridge"
specifies a method of using an instrument, it is regarded as a physician
service per se. Accordingly, the above-described "method of using a
biosensor cartridge" involves "a physician service" and, therefore,
does not pertain to "a method of operating a medical instrument".

Based on the statement given in the description, the above-described
"method of collecting a sample" is included in the category of "a method
for treatment of the human body by surgery".

Such being the case, the invention according to the above claim
pertains to "a method for treatment of the human body by surgery" as
set forth in Rule 39.1(iv) of the Regulations under the PCT, and thus
relates to a subject matter which this International Searching Authority
is not required, under the provisions of Article 17 (a) (i) of the PCT,
to search.
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It appears that the matter common to the inventions according to
claims 1 to 10 and 12 to 19 resides in "an aeration pathway". However,
it is recognized that the following document 1presented in International
Search Report discloses a biosensor cartridge and a needle- integrated
sensor having an air vent hole 58" which corresponds to the "aeration
pathway" as described above .

Document 1 : JP 2001-133430 A (Arkray, Inc .), 18 May, 2001 (18.05.01)
paragraphs [0062] to [0069] Fig. 9

Because of being a matter described in document 1 , the "aeration
pathway" as described above has been clarified as not being novel.

Thus, the "aeration pathway" as described above falls within the
category ofprior art and, therefore, cannot be considered as "a technical
feature that defines a contribution which each of the inventions,
considered as a whole, makes over the prior art" in the meaning within
the second sentence of PCT Rule 13.2.

There is no matter that is common to all of the inventions according
to claims 1 to 10 and 12 to 19 and pertains to "a technical feature
that defines a contribution which each of the inventions, considered
as a whole, makes over the prior art" in the meaning within the second
sentence of PCTRuIe 13.2., other than the "aeration pathway" as described
above .

Accordingly, this International Searching Authority has recognized
that there is no "single general inventive concept" in the meaning within
PCT rule 13 which is common to claims 1 to 10 and 12 to 19.

Such being the case, the inventions according to claims 1 to 10 and
12 to 19 do not comply with the requirement of unity of invention.

Considering the fact that the "aeration pathway" as described above
is not a common technical matter, this International Searching Authority
recognizes that claims 1 to 10 and 12 to 19 of the present international
application have the following six invention groups.
(1) claims 1 to 10 and 12: a biosensor cartridge having an aeration
pathway in an elastic body at an edge.
(2) Claim 13: the invention described in document 1 .

(3) claim 14 and claims depending thereon: a needle- integrated sensor
wherein a channel-forming member having an aeration pathway is an elastic
body or a viscoelastic body.
(4) Claim 15 and claims depending thereon: a needle- integrated sensor
wherein an aeration pathway of a channel -forming member is provided
in the attachment part of the main body of the needle- integrated sensor .
(5) Claim 17 and claims depending thereon: a needle- integrated sensor
having a liquid flow-blocking mechanism in an aeration pathway of a
channel -forming member.
(6) Claim 19: a needle- integrated sensor wherein the vicinity of the
inlet of a reaction area is coated with a surfactant.
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国際調査報告 - -

欄の続き

求の範囲 11 に て
上記請求の範囲に係 る発明は、 イオセ ザカ ト ッジの使用方法 に関するもので

ある。
ここで、上記 イオセ y ザカ ト ッジの使用方法 の 穿刺 する工程および 被検

体 ら抜き取る 工程は、機器による人体 の作用を含む工程である ら、医療機器の作動
方法には該当 しな 。

また、上記 イオセ y ザカ ト ッジの使用方法 は、機器の使用方法を規定するもの
である ら、医師の行為そのものである 認、められる。よ て、上記 イオセ ザカ ト

ッジの使用方法 は、 医師の行為 を包含するものである ら、 医療機器の作動方法
には該当 しな 。
そして、上記 試料採取方法 は、明細菩の記載 ら見て、 r手術による人体の処置方法

したが て、上記請求の範囲に係 る発明は、PCT 規則第 39. l (iv) における 手術による人
体の処置方法J に該当するものである ら、PCT 第 17 条 (a) (i) の規定によ り、 この回際調
査機関が調査をするこ を要 しな 対象 t 認めた。

欄の続き

請求の範囲 1-10, 12-19 に係 る発明における共通の事項は 通気路 である t 認、められる。
し しなが ら、国際調査報告に提示された

文献 1 : JP 2001-133430 A (ア ク イ株式会社 2001. 05. 18

段落 [0062] [0069], 図 9
には、上記 r通気路 J に相当する r空気抜き孔 58J を備えた イオセ ザカ ト ッジお
よび針一体型セ ザが開示されて る 認、められる。
したが て、上記 r通気路 J は、文献 1 に記載された事項である ら、新規でな こ が

明ら な た。
よ て、上記 r通気路 J は、先行技術の城を出な ものである ) ら、PCT 規 lJ 13・2 第 2

文の意味における r発明が全体 して先行技術に対 して行 貢献を明示する技術的特徴 J で
ある t は認、められな 。

、上記 r通気路 J 以外に、請求の範囲 1-10, 12-19 に係 る発明全てに共通する PCT 規
I J 13・2 第 2 文の意味における r発明が全体 t して先行技術に対 して行 貢献を明示する技
術的特徴 J に対応する事項はな 。

したが て、請求の範囲 1-10, 12-19 全体に共通する、PCT 規MJ 13 の意味における r単一
の一般的発明概念 j は存在しな ものである 、 この回際調査機関は認めた。

よ て、請求の範囲 1-10 , 12-19 に係 る発明は、発明の単一性の要件を満たして な 。

なお、上記 r通気路 j が、共通の技術的事項でな こ を踏まえて、この回際調査機関は、
本国際出願の請求の範囲 1-10, 12-19 には、以下の 6 発明がある t 認めた。

( D 請求の範囲 1-10, 12 : 先端の弾性体に通気路を備えた イオセ ザカ ト ッジ
( 2 ) 請求の範囲 13 : 文献 1 に記載された発明
( 3 ) 請求の範囲 14 およびそれに従属する請求の範囲 通気路を有する流路形成体が弾性

体または粘弾性体である針一体型セ y ザ

[続菓あ り ]

P C T ノ I S Aノ 2 1 0 (特 ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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国際調査報告 国際出願番r号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 1 の の続き

怯第 条第 項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定にょり、 この国際調査報告は次の理 由にょり請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 酊 請求 D 範囲 11 は、 こ 国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るも ( てぁる。

ま り、
上 求の範囲に係 る発明は、 イオセ ザカ ト ツジの使用方法 に関するもので
あるが、該方法は、手術による人体の処置方法に該当するものである。 したが て、PCT
規則第39. l (iv) に該当するものである ら、PCT第 17条 (a) (i) の規定によ り、この回際調
査機関が調査をするこ を要 しな 対象 認めた。 [特 ジ (第 π欄の続き 参照。]

・ ヴ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてぁる。 ま り、

・ 巳 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単一性か欠如して る ときの意見 (第 1 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は詔、めた。

特 ジ (第 欄の続き 参照。

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汀 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3・ r 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

巳 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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