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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サンプル中の少なくとも１つの分析物の検出のための分析用補助器具（１１２）を製造す
るための方法であって、前記分析用補助器具（１１２）が、少なくとも１つのハウジング
（１２０）と、少なくとも１つの試験化学（１３４）を備える少なくとも１つの試験エレ
メント（１２２）とを備え、前記方法が、以下の工程：
ａ）前記試験化学（１３４）を備える試験エレメント（１２２）を提供する工程、および
ｂ）ハウジング（１２０）の少なくとも１つのハウジング部材（１１４）を、少なくとも
１つの成形プロセスによって製造する工程であって、そのあいだに前記試験化学（１３４
）を備える試験エレメント（１２２）がハウジング部材（１１４）へと連結される工程
を含み、
前記工程段階ｂ）において、サンプル適用のための試験フィールド領域（１３６）として
の試験化学（１３４）の少なくとも１つの表面がハウジング部材（１１４）のハウジング
材料（１５８）によって覆われずに残るように、試験エレメント（１２２）がハウジング
部材（１１４）へと連結され、少なくとも１つの観測ウィンドウ（１４６）がハウジング
（１２０）内に作製されるように前記ハウジング（１２０）が構成され、前記試験フィー
ルド領域（１３６）が前記ハウジング（１２０）の前記観測ウィンドウ（１４６）を通じ
て光学的にモニター可能であり、前記ハウジング（１２０）が少なくとも１つのチャンバ
（１３８）を形成するように前記方法が実行され、前記試験フィールド領域（１３６）が
前記チャンバ（１３８）の内部空間に対向している方法。
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【請求項２】
前記サンプルが体液である請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記成形プロセスが少なくとも１つの鋳造プロセスを含む請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
前記成形プロセスが少なくとも１つのプラスティック鋳造プロセスを含み、前記プラステ
ィック鋳造プロセスが、バック射出成形およびインサート成形から選択される請求項１～
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
前記工程段階ｂ）において、前記試験エレメント（１２２）の少なくとも一部が成形モー
ルド中へ挿入され、および、成形モールド中で前記ハウジング部材（１１４）の少なくと
も１つのハウジング材料（１５８）と少なくとも部分的に接触し、
前記成形モールド中に挿入された前記試験エレメント（１２２）の少なくとも一部分が、
少なくとも１つのセクションを介して、前記成形モールドの少なくとも１つの壁上に設置
され、
工程段階ｂ）が行われているあいだ、前記成形モールドの壁が、少なくとも前記試験エレ
メント（１２２）の前記セクションが壁上に設置されている領域において、１３０℃以内
の温度であるように、工程段階ｂ）が行われる請求項１～４のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項６】
前記工程段階ｂ）が行われているあいだ、前記成形モールドの壁が、少なくとも前記試験
エレメント（１２２）の前記セクションが壁上に設置されている領域において、１２０℃
以内の温度であるように、前記工程段階ｂ）が行われる請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記工程段階ｂ）が行われているあいだ、前記成形モールドの壁が、少なくとも前記試験
エレメント（１２２）の前記セクションが壁上に設置されている領域において、１１０℃
以内の温度であるように、前記工程段階ｂ）が行われる請求項５記載の方法。
【請求項８】
壁上に設置される前記試験エレメント（１２２）の前記セクション（１３６）が、試験化
学（１３４）の少なくとも一部を含む請求項５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
壁上に設置される前記試験エレメント（１２２）の前記セクション（１３６）が、試験化
学（１３４）の試験フィールド領域（１３６）の少なくとも一部を含む請求項８記載の方
法。
【請求項１０】
前記試験化学（１３４）が、安定性の観点から、１００℃の温度において、少なくとも短
期間、安定であるように選択される請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
前記試験化学（１３４）が、安定性の観点から、１１０℃の温度において、少なくとも短
期間、安定であるように選択される請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
前記試験化学（１３４）が、安定性の観点から、１２０℃の温度において、少なくとも短
期間、安定であるように選択される請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
前記試験エレメント（１２２）が、少なくとも１つの支持エレメント（１３０）を備え、
前記試験化学（１３４）が前記支持エレメント（１３０）に連結される請求項１～１２の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
前記試験化学（１３４）が前記支持エレメント（１３０）に、試験化学（１３４）の少な
くとも１つの層を前記支持エレメント（１３０）へと適用することによって連結される請
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求項１３記載の方法。
【請求項１５】
前記支持エレメント（１３０）が、ディスク形状の支持エレメント（１３０）であり、前
記試験化学（１３４）がコーティングとして支持エレメント（１３０）へと適用され、前
記コーティングが分析用補助器具（１１２）のための試験フィールド領域（１３６）を提
供する請求項１３または１４記載の方法。
【請求項１６】
前記支持エレメント（１３０）が、円形のディスク形状の支持エレメント（１３０）であ
る請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
前記支持エレメント（１３０）が、円環形状の支持エレメント（１３０）である請求項１
５記載の方法。
【請求項１８】
複数の分析用補助器具（１１２）が製造され、前記分析用補助器具（１１２）が分析用マ
ガジン（１１０）中に含まれるように行われる請求項１～１７のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１９】
前記分析用補助器具（１１２）が、共通のマガジンハウジング（１１８）内に収容され、
前記分析用補助器具（１１２）の前記ハウジング（１２０）が、前記マガジンハウジング
（１１８）の構成要素となるように行われる請求項１８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サンプル中の少なくとも１つの分析物を検出するための分析用補助器具、お
よび、そのような分析用補助器具を製造するための方法に関する。加えて、本発明は、そ
のような分析用補助器具を複数含む分析用マガジンに関する。このような分析用補助器具
は、一般的に、サンプル中の、より特には液体サンプル中の、および特に好ましくは、例
えば血液、間質液、唾液または尿などの体液中の、一またはそれ以上の分析物の定性的ま
たは定量的検出のための、医学的診断において特に使用される。例えば、これらの分析物
は、例えばグルコースなどの一またはそれ以上の代謝物であり得る。
【背景技術】
【０００２】
　診断の分野においては、多くの場合において、その中の一またはそれ以上の分析物を検
出し得るように、特には、特定の方法で検出し得るように、体液のサンプル、より特には
血液サンプルまたは間質液のサンプルを得ることが必要である。本発明の意味においてま
た検出され得る、このような分析物の例としては、グルコース、より特には血糖、凝固パ
ラメータ、トリグリセリド、乳酸、コレステロールまたは上述した代謝物および／または
他の代謝物の組み合わせ、などが挙げられる。検出される濃度に依存して、例えば、適切
な処置に関する決定を下すなどのことが可能となる。
【０００３】
　分析物の検出の目的のために、一またはそれ以上の分析用補助器具が、サンプルを得る
ためにおよび／または分析するために一般的に使用される。したがって、分析用補助器具
は、例えば、一またはそれ以上のランセット、すなわち、それを介して体液が取り出され
得るような開口部を使用者の皮膚中に形成するように設計されているエレメントなどを備
え得る。このようなランセットの例に関して、特許文献１が参照される。代わりにまたは
追加で、分析用補助器具は、検出される分析物に暴露されることにより特定の検出可能な
特性を変化させるように設計され得る、一またはそれ以上の試験化学を備える一またはそ
れ以上の試験エレメントを備え得る。例えば、分析物の検出は、分析物自身のおよび／ま
たは他の物質の電気化学的特性の検出、および／または、電気化学的に検出可能な特性に
おける変化の検出を含み得る。代わりにまたは追加で、例えば、光学的特性および／また
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はそれにおける変化を検出することもまた可能である。考えられる試験化学の記載として
は、例えば非特許文献１が参照され得る。加えて、例えば、特許文献２または特許文献３
などが参照され得る。これらの文献はまた、本発明の意味において原則的にまた使用可能
である試験化学を備えた分析用補助器具を記載している。
【０００４】
　特許文献４は、一体化された構成要素を備える射出成形されたプラスティック部材およ
び対応する製造方法を開示する。この文献は、例えば、プラスティックフレームでオーバ
ーモールドされる分析用チップとして知られる製品の製造を記載する。とりわけ、段落［
００２８］において、ガラス体がプラスティックフレームによって囲まれる工程が記載さ
れている。より特には、工程はバイオチップとして知られる製品の製造に適している。こ
れらのバイオチップの場合、ガラス支持体の未処理の表面は、後の工程、すなわちプラス
ティックフレームのガラス支持体への連結後において、バイオチップの使用に必要とされ
る適切な試薬を用いてコートされる。
【０００５】
　加えて、一体化された分析用補助器具は、体液のサンプルを作製するという目的のため
だけでなく、サンプルの移送という目的のため、および、任意には前記サンプルの定性的
および／または定量的分析という目的のためにでさえも使用される。これらの分析用補助
器具の例としては、ランセットが穿刺または切開を形成するために使用され、および、サ
ンプルが収容されそして試験化学を含む一またはそれ以上の試験フィールドへと移送され
るマイクロサンプラーとして知られるものを備えた補助器具が挙げられる。これらの試験
フィールドは、ランセットから離れて配置されてもよいが、ランセットそのものの構成要
素であってもよい。例えば特許文献５、特許文献６、特許文献７、特許文献３または特許
文献２中に記載されているようなシステムが、その高い一体化の程度により特に使いやす
いものとなっている。
【０００６】
　特許文献８は、分析用補助器具がその中に保管されるチャンバを備える分析用マガジン
を記載している。分析用補助器具は、体液のサンプル中の少なくとも１つの分析物の検出
のための少なくとも１つの試験エレメントを備える。試験エレメントは、それぞれのチャ
ンバ内に少なくとも部分的に配置されている試験フィールドを備え、そしてここでチャン
バの壁は、試験フィールドを少なくとも部分的に覆い、かつチャンバからアクセス可能な
試験フィールド領域を少なくとも部分的に定めている。例えば、段落番号［００５５］は
、メンブレンのハウジングへの連結に関し、試験フィールドがまた、時間に非依存的およ
び／または方法に非依存的な様式でハウジングへと連結され得ることを説明している。試
験フィールドは、後に適用されてもよく、したがって、完成半ばのエレメントが試験フィ
ールドなしに一時的に保管され得る。
【０００７】
　特許文献９は、テストストリップおよび穿刺エレメントおよびさらにハウジングを備え
た体液を試験するための試験装置を開示している。段落番号［００５２］に記載されてい
るように、例えば、試験ストリップおよびハウジングは、一体の形状にあってもよく、し
たがって、ハウジングまたはその一部は、テストストリップとしても機能する。例えば、
成形工程が、前記一体の試験エレメントハウジングを製造するために使用され得る。
【０００８】
　分析用補助器具は、一般的に、その中に複数のそのような分析用補助器具が収容されて
いるマガジンの形状で提供または製造される。例えば、一般的に使い捨ての形状である、
これらの分析用補助器具は、製造のあいだに一体型または複数部品型のマガジン体中に挿
入される。しかしながら、この挿入手順は、一般的に非常に小さな構造物が非常に小さな
消耗品に適合しなければならないため、実際には比較的複雑である。特にマガジンにしっ
かりと一体化されている試験エレメントの形状である分析用補助器具の場合、マガジンの
部分的な接着性が、例えば標的とする様式で接着剤を印刷すること、または、両面接着テ
ープの一片を挿入することなどによって一番初めに製造されなければならないため、この
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手順は複雑である。この後でのみ、一般的には試験化学を備える実際の試験フィールドを
備えつけることが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第０１／３６０１０号
【特許文献２】国際公開第２０１０／０９４４２６号
【特許文献３】国際公開第２０１０／０９４４２７号
【特許文献４】欧州特許出願公開第１５４３９３４号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００４／０１９３２０２号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００８／０２４９４３５号明細書
【特許文献７】国際公開第０３／００９７５９号
【特許文献８】欧州特許出願公開第２２２６００７号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００５／０２８３０９４号明細書
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】J. Hones et al.: Diabetes Technology and Therapeutics, vol. 10, 
Supplement 1, 2008, S-10 to S-26
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、公知の分析用補助器具およびその製造方法の欠点を少なくとも実質的に回
避する分析用補助器具および分析用補助器具を製造するための方法を提供することが本発
明の目的である。より特には、方法は、費用効率の高い様式で実現可能でありおよび、産
業規模で実行可能であり、およびより特には、試験化学の分析用補助器具への組み込みに
伴う複雑性が、公知の製造工程と比較して低下されている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本目的は、独立クレームの特徴を有する本発明によって達成される。単独でまたは任意
の組み合わせによって実現可能である、本発明の有利な実施態様は、従属クレームに提示
される。
【００１３】
　本発明の第一の態様において、サンプル中の少なくとも１つの分析物の検出のための分
析用補助器具を製造するための方法が提案される。上記で説明されるように、本発明の意
味において、分析用補助器具は、一般的に、少なくとも１つの分析物を、とりわけある特
定の方法で定性的に、または、好ましくは定量的に検出するように設計される、および／
または、そのような分析物の検出のために、例えばサンプルを得るためおよび／またはサ
ンプル中の分析物を検出するために使用され得る装置を意味するものと理解される。前記
少なくとも１つの分析物は、原則的には、任意の所望の検出可能な物質であり得る。特に
好ましくは、前記分析物は、少なくとも１つの代謝物、より特には冒頭で記載されている
一またはそれ以上の代謝物である。サンプルは特には体液、例えば上記で説明されたよう
に、血液、間質液、唾液または尿などであり得る。分析用補助器具は分析物の検出を独立
して行うように設計され得、例えば直ちに、または、分析用補助器具を用いる試験機器も
しくは試験装置と組み合わされて、検出結果を提供する。分析用補助器具は、特には使い
捨て、すなわち一度の試験のためのみに使用され得る形状であってもよい。以下により詳
細に説明されるように、分析用補助器具は、特には分析用マガジンの部品であってもよく
、また、分析用マガジン中に収容されていてもよく、ここで、分析用マガジンは、例えば
強固に互いに連結されているおよび／または一体の形状にあるなどのように、好ましくは
互いに連結されている複数の分析用補助器具を備える。例えば、マガジンハウジングを備
える分析用マガジンであって、例えばマガジンハウジング中に収容される、および／また
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は、マガジンハウジングを介して互いに連結される、複数の分析用補助器具を備えた分析
用マガジンが想定される。例えば、分析用補助器具のハウジングまたはその部分は、完全
にまたは部分的に、マガジンハウジングの部品であってもよい。しかしながら、代わりに
、個々の分析用補助器具を想定することも可能である。したがって、本発明はまた、例え
ばまさに一回だけの使用のために設計されている個々の分析用補助器具にも関する。
【００１４】
　したがって、本発明の分析用補助器具は、特には個々の試験であってもよい。個々の試
験とは、本明細書において、個別に、他の分析用補助器具とは独立して、および、他の分
析用補助器具と直接的な機械的連結なしに、扱われることが可能である個々の分析用補助
器具であることを意味していると理解される。代わりに、複数の分析用補助器具が、単一
のマガジン中に収容されることもまた可能であり、また、例えば共通のハウジングなどの
手段によって、例えば前記分析用補助器具が機械的に互いに連結されるように、単一のマ
ガジンを形成するように組み合わされてもよい。
【００１５】
　分析用補助器具は、少なくとも１つのハウジングおよび少なくとも１つの試験化学を備
える少なくとも１つの試験エレメントを備える。ハウジングは一般的に、一部材の形状ま
たは複数部材であり得る、ならびに、少なくとも実質的に分析用補助器具を外部から密封
する、および／または、分析用補助器具のための機械的保護、より特には外部の影響に関
する機械的保護を提供するように設計されている、エレメントを意味していると理解され
る。したがって、ハウジングは好ましくは、例えば使用のあいだに生じる通常の機械力な
どの影響下で、より特にはそれ自身の重量の影響下で変形しない、またはほんのわずかに
しか変形しないように、固定され得る。例えば、ハウジングは、少なくとも１つの領域に
おいて少なくとも０．５ｍｍ、好ましくは少なくとも１．０ｍｍの壁の厚さを有するハウ
ジング壁を備え得る。しかしながら、代わりにまたは追加で、変形可能なハウジングもま
た原則として使用可能である。以下により詳細に説明されるように、ハウジングは特には
、ハウジングまたはハウジングの一部によって完全にまたは部分的に囲まれている内部空
間、例えば少なくとも１つのチャンバを備える。前記チャンバは例えば、一またはそれ以
上の開口部を備え得、それを通じて例えば一またはそれ以上のアクチュエータのチャンバ
への貫入が可能であり、および／または、それを通じてサンプルのチャンバへの移送が可
能であり、および／または、それを通じて試験エレメントのおよび試験化学の特性におけ
る少なくとも１つの変化が検出され得る。
【００１６】
　分析用補助器具が少なくとも１つのチャンバ、すなわちハウジングによって完全にまた
は部分的に囲まれている少なくとも１つの内部空間またはキャビティを備えている実施態
様が特に好ましい。例えば、チャンバはハウジングによって囲まれており、かつ、一また
はそれ以上の開口部を介してのみアクセス可能である内部空間を有し得る。好ましくは、
分析用補助器具は少なくとも１つの試験フィールド領域がチャンバに対向し、そのためチ
ャンバから試験エレメントの試験フィールド領域が試験フィールド領域上へのサンプル導
入のためにアクセス可能であるように構成される。
【００１７】
　以下にも説明されるように、分析用補助器具はまた、特に好ましくは少なくとも１つの
ランセットエレメントを備える。前記ランセットエレメントは特には、少なくとも１つの
チャンバ内に、好ましくは移動可能で完全にまたは部分的に収容され得る。したがって、
分析用補助器具は例えば、チャンバ内に好ましくは移動可能で保管される正確に１つのラ
ンセットエレメントを備えた正確に１つのチャンバを備え得、このため、ハウジング内の
開口部を介して、ランセットエレメントのランセットチップが開口部から出てくる穿刺動
作を例えば行うことができる。好ましくは、ランセットエレメントは、穿刺動作後、チャ
ンバ内に再マガジン化され得る。加えて、試験エレメントは例えば、チャンバに対向する
少なくとも１つの試験フィールド領域を備え得る。
【００１８】
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　代わりに、例えば、それぞれが一またはそれ以上のチャンバを備えている、複数の分析
用補助器具を提供することもまた可能であり、例えば分析用マガジンを形成するために前
記複数の分析用補助器具を組み合わせることが可能である。例えば、分析用マガジンおよ
び／または分析用補助器具は、複数のチャンバであって、それぞれのチャンバが好ましく
は正確に１つのランセットエレメントを、好ましくは移動可能で収容するチャンバを備え
ていてもよく、このため例えば、ハウジング内の開口部を介して、ランセットエレメント
のランセットチップが開口部から出てくる穿刺動作を行うことができる。この場合もまた
、それぞれのチャンバには好ましくは、少なくとも１つの試験エレメントの少なくとも１
つの試験フィールド領域が提供され、ここで試験フィールド領域はチャンバに対向し、そ
してこのため、チャンバから試験フィールド領域へとサンプルを適用することができる。
例えば、分析用マガジンにおいて、関連するランセットエレメント、任意にはチャンバと
関連する少なくとも１つの試験フィールド領域、および、チャンバを取り囲むハウジング
を備えるそれぞれのチャンバがそれぞれ分析用補助器具を形成することが可能であり、こ
こで、複数の、類似のまたは異なる分析用補助器具が分析用マガジンを形成するために組
み合わされ得る。
【００１９】
　本発明の意味において、試験化学は、分析物の存在下少なくとも１つの検出可能な特性
を変化させるように設計されている、一またはそれ以上の化学成分を含む物質を意味する
ものと解されるべきである。例えば、前記少なくとも１つの検出可能な特性とは、少なく
とも１つの電気化学的特性および／または少なくとも１つの光学的特性であり得る。試験
化学の考えられる実施態様に関して、例えば、先行技術についての上記記載などが参照さ
れ得る。本発明は、少なくとも１つの分析物の存在下、例えば色などの、少なくとも１つ
の光学的に検出可能な特性を変化させる試験化学に関して、実質的に下記に記載されるで
あろう。したがって、試験化学は、例えば、分析物の存在下に色の変化がおきるように設
計され得る。しかしながら、代わりにまたは追加で、他のタイプの試験化学、例えば電気
化学的試験化学などもまた原則的に使用可能である。
【００２０】
　本発明の意味において、試験エレメントは、少なくとも１つの試験化学を備える一部材
または複数部材からなる、好ましくは一部材からなるエレメントを意味すると解される。
以下により詳細に説明されるように、試験エレメントは、例えば、その中に試験化学が導
入される、および／または、その上に試験化学が適用される少なくとも１つの支持エレメ
ントを備える。より特には、少なくとも１つの支持エレメントは、ハウジングとは別個に
製造および／または提供されてもよい。例えば、少なくとも１つの支持エレメントは、少
なくとも１つのプラスティック材料を含むが、代わりにまたは追加で、例えばセラミック
材料および／または紙材料および／またはガラス材料などの他の材料もまた原則的に使用
可能である。複合材料もまた、原則的に使用可能である。支持エレメントは一般的に、例
えば一またはそれ以上の層の形状で試験化学を支持エレメントへと適用することなどによ
って、試験化学を支持するように設計されているエレメントを意味していると解される。
しかしながら、代わりにまたは追加で、支持エレメントはまた、例えば、マトリクス材と
して機能してもよく、または、その中に試験化学が導入されるマトリクス材を含んでいて
もよい。一方、代わりにまたは追加で、支持エレメントはまた、その中に試験化学が導入
され得る一またはそれ以上のくぼみなどの、一またはそれ以上の凹部を備えていてもよい
。様々な実施態様が可能である。
【００２１】
　上記の先行技術、より特には、特許文献４とは対照的に、本発明により提案される方法
においては、試験化学を備えた試験エレメントが成形工程においてハウジング部材へと連
結される。より具体的には、これは、そこに適用されている試験化学を備えた支持エレメ
ントが、成形工程へと導入され、そして、そこで、例えば、支持エレメントおよびそれに
適用されている試験化学を備える試験エレメントを成形工程のモールドへと導入し、そし
て、そこでこれをハウジング部材の少なくとも１つのハウジング材料と接触させることに
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よって、ハウジング部材に連結される。この工程において、支持エレメントおよび／また
は試験化学は、ハウジング部材のハウジング材料に接触され得る。例えば、そこに適用さ
れている試験化学を備えた支持エレメントは、完全にまたは部分的に、ハウジング材料を
用いたインモールドコーティングへと付されてもよく、および／または、ハウジング材料
内へ部分的に組み込まれてもよい。これによって、工程の注目に値する簡略化が行われる
。これに対し、例えば特許文献４では、ガラス支持体の一面が、より後の段階で、すなわ
ち、ガラス支持体のプラスティックフレームへの接合の後に、適切な試薬によってコート
される。しかしながら、このような工程は、ガラス表面の入念な洗浄を必要とする。加え
て、特に小容量の分析用補助器具の場合、コートされるべき領域が、一般的にアクセス不
能であるかまたはアクセスしにくく、かつ、一般的に、非常に精巧かつ高精密な試験化学
の適用が必要とされるであろうほどに小さいため、試験化学によるこのようなその後のコ
ーティングは、ほとんど不可能である。先行技術のこの重大な複雑性は、本発明において
提案される工程によって避けられ得る。
【００２２】
　同時に、試験エレメントは別個に製造され、そして、後になってのみ成形工程に付され
てもよい。したがって、提案される工程は、実際の試験エレメントが成形工程のあいだで
のみ製造される例えば特許文献８に記載の工程とは異なる。これと比較して、本発明の工
程は、例えば、試験エレメントの支持エレメントがハウジング材料としての使用のための
その機械的特性に関して同時に最適化される必要がないなどの利点を提供する。試験エレ
メントは、その製造に関しておよび／またはその構成要素に関して別個に製造および最適
化され得る。
【００２３】
　支持エレメントが、完全にまたは部分的に、フィルムエレメントの形状であることまた
はそのようなフィルムエレメントを備えることが特に好ましい。フィルムエレメントとは
、その横方向の長さがその厚さの少なくとも１０倍、好ましくは少なくとも１００倍、お
よび特に好ましくは少なくとも１０００倍を超えているエレメントを意味すると解される
べきある。例えば、フィルムエレメントは、それ自身の重量の影響下、その横方向の長さ
に垂直な方向に変形し得る。フィルムエレメントは特には、１ｍｍ未満の厚さを有する、
好ましくは５００μｍ以下の厚さを有する平坦なフィルムエレメントの形状であってもよ
い。例えば、フィルムエレメントは、５０μｍ～１ｍｍの厚さ、より特には１００μｍ～
５００μｍの厚さ、および、特に好ましくは１４０μｍ～２５０μｍの厚さを有していて
もよい。フィルムエレメントは、特には柔軟性があるか、または変形可能であってもよい
。フィルムエレメントが円環形であること、例えば環状リングの形状であることが特に好
ましい。
【００２４】
　支持エレメントは特には、全体的にまたは部分的に、光学的に透明な支持エレメントの
形状であり得る。光学的に透明な支持エレメントとは、一般的に、紫外および／または可
視および／または赤外スペクトル範囲における光学的シグナルに対して透明性を示すエレ
メントを意味すると解されるべきである。例えば、２００ｎｍ～４００ｎｍのあいだの波
長において少なくとも１つの波長に対し透明性を有する、および／または、４００ｎｍ～
８００ｎｍのあいだの波長において少なくとも１つの波長に対し透明性を有する、および
／または、８００ｎｍ～１６００ｎｍのあいだの波長において少なくとも１つの波長に対
し透明性を有することが可能である。透明性とは、記載された波長のシグナルが、支持エ
レメントを通過した後に、例えば、フィルムエレメントの一面に垂直に通過した後に、支
持エレメントの通過前の強度の少なくとも１０％、好ましくは少なくとも３０％、および
、特に好ましくは少なくとも６０％である強度を示す特性を意味するものであると解され
るべきである。
【００２５】
　分析用補助器具を製造するための提案された方法は以下に記載の工程を含む。これらの
工程は、好ましくは提示されている順番で行われて得る。加えて、しかしながら、個々の
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段階または複数のこれらの工程が異なる順番で、時間的に重複してまたは同時に行われる
こともまた可能である。加えて、個々の段階または複数のこれらの段階は、繰り返して行
われ得る。加えて、以下には提示されていない追加の工程段階が行われることが可能であ
る。
【００２６】
　工程段階は、
ａ）試験エレメントを提供する工程、および
ｂ）少なくとも１つの成形工程によってハウジングの少なくとも１つのハウジング部分を
製造する工程であって、そのあいだに試験エレメントがハウジング部材へと連結される工
程
である。
【００２７】
　試験エレメントを提供する工程は、例えば、試験エレメントの製造を意味していると解
され得る。しかしながら、代わりにまたは加えて、試験エレメントを提供する工程はまた
、一般的に、試験エレメントが分析用補助器具中に組み込まれるような工程へと試験エレ
メントを導入する所望の任意の方法を含み得る。例えば、分析用補助器具はまた、別の製
造業者によって、および／または、別個の製造プラントにおいて製造および提供されても
よく、および／または、独立した製造プラントにおいて製造されてもよい。試験エレメン
トは単独で提供されてもよく、または、例えば分析用マガジンの全ての分析用補助器具の
ための全ての試験エレメント、および／または、複数の分析用補助器具のための試験エレ
メントなどの複数の試験エレメントが同時に、提供されてもよい。試験エレメントの提供
は、個々の工程において、あるいは、複数の分析用補助器具のために連続的またはバッチ
供給工程において、例えばテープ製品、ある適用部位で連続的に提供され得る例えば複数
の試験エレメントを含むテープの形状などで行われてもよい。
【００２８】
　本発明の意味において、ハウジングのハウジング部材とは、単独でまたは一またはそれ
以上のさらなるハウジング部材と組み合わされた後で、上記の定義にしたがったハウジン
グを形成するハウジングの構成要素を意味していると解されるべきである。より特には、
例えば第一のハウジング部材としてのハウジングベースの形状および第二のハウジング部
材としてのハウジングカバーの形状、および／または、第一のハウジング部材としての上
部シェルの形状および第二のハウジング部材としての下部シェルの形で、圧力嵌めおよび
／または凝集性および／または形状嵌合により互いに連結したハウジング部材の形である
、複数のハウジング部材からハウジングを形成することが可能である。
【００２９】
　本発明の意味において、成形工程は、少なくとも１つのハウジング材料および／または
少なくとも１つのハウジング材料を製造する少なくとも１つの出発物質が、ハウジング部
材が製造されるように成形される工程を意味していると解される。例えば、前記ハウジン
グ材料および／または前記少なくとも１つの出発物質は、少なくとも１つのプラスティッ
ク材料および／またはプラスティック材料のための少なくとも１つの出発物質を含み得る
。後者の場合、例えば、少なくとも１つの重合可能なおよび／または架橋可能なおよび／
または硬化可能な出発物質、または、複数のそのような出発物質の組み合わせを使用する
ことが可能である。例えば、一またはそれ以上の反応性樹脂および／または一またはそれ
以上の光硬化性および／または熱硬化性樹脂、例えば一またはそれ以上のエポキシ樹脂な
どを使用することが可能である。代わりにまたは追加で、以下により詳細に説明されるよ
うに、例えば、一またはそれ以上の熱可塑性物質および／または一またはそれ以上の熱硬
化性プラスティックおよび／または一またはそれ以上の弾性プラスティックを用いること
も可能である。
【００３０】
　例えば、成形工程は、少なくとも１つの鋳造工程を含んでいてもよい。前記鋳造工程は
、例えば、一またはそれ以上の樹脂、より特には注型用樹脂が型穴へと導入される工程を
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含み得る。しかしながら、代わりにまたは追加で、鋳造工程はまた、少なくとも１つの熱
的鋳造工程、より特には射出成形工程を含んでいてもよい。
【００３１】
　例えば、成形工程は、少なくとも１つの鋳造工程、より特には、少なくとも１つのハウ
ジング材料および／またはハウジング材料のための少なくとも１つの出発物質が、少なく
とも１つの型穴へと鋳造工程によって導入される鋳造工程を含み得る。鋳造工程は一般的
に、液体、粘性または可塑性の形状の、少なくとも１つのハウジング材料および／または
ハウジング材料のための少なくとも１つの出発物質（これはまた、任意にはチキソトロピ
ー特性を有する少なくとも１つのハウジング材料および／またはハウジング材料のための
少なくとも１つのチキソトロピー性の出発物質を使用する可能性をも含む）が、少なくと
も１つの型穴へと導入される工程を意味していると解されるべきである。例えば、ハウジ
ング材料は、溶融物として型穴中へ導入されてもよい。鋳造工程は、陰圧化で、通常の圧
力下で、また陽圧下でおいてでさえも行われ得る。
【００３２】
　例えば、鋳造工程はまた、少なくとも１つの射出工程、より特には熱的射出工程、例え
ば射出成形工程を含んでいてもよい。本発明の意味において、射出成形工程は、一般的に
、少なくとも１つのハウジング材料の少なくとも１つの溶融物、例えば少なくとも１つの
プラスティック溶融物が、少なくとも１つの型穴へと導入される工程を意味していると解
されるべきである。例えば、少なくとも１つのハウジング材料が少なくとも１つの射出装
置中で可塑化され、そして、続いて少なくとも１つの射出成形モールドの少なくとも１つ
の型穴へと導入される射出成形機械が使用され得る。
【００３３】
　ハウジング材料および／または出発物質は、例えば、モールドの型穴へ、少なくとも２
ｂａｒ、好ましくは少なくとも１０ｂａｒ、より特には少なくとも１００ｂａｒでさえ、
少なくとも５００ｂａｒ、または少なくとも１０００ｂａｒでさえでの圧力下で導入され
得る。
【００３４】
　以下により詳細に説明されるように、成形工程は、特には、少なくとも１つのプラステ
ィック成形工程および好ましくは熱成形工程、すなわち、ハウジング材料が昇温、例えば
少なくとも５０℃の温度、より特には少なくとも６０℃、好ましくは少なとも８０℃およ
び特に好ましくは少なくとも１００℃の温度で成形される工程を含み得る。これは例えば
、射出成形工程という状況で行われ得る。成形工程は、例えば、少なくとも１つの成形モ
ールドを用いて、例えば、その中でハウジング部材が完全にまたは部分的に成形される少
なくとも１つの型穴を備えるモールドを用いて、行われ得る。成形工程は、特には、成形
工程が行われた後、ハウジング部材がすでにその最終的な形、すなわちより具体的には、
ハウジング部材が分析用補助器具のハウジング内で後にとるべき形となっているように、
構成され得る。プラスティック成形工程は、特には、インモールドコーティングおよびオ
ーバーモールディングからなる群より選択され得る。しかしながら、代わりにまたは追加
で、他のプラスティック成形工程もまた使用可能である。
【００３５】
　上で説明されるように、ハウジング部材成形工程のあいだに、試験エレメントがハウジ
ング部材へと連結される。これは、試験エレメントの連結が成形工程と同時に行われる、
および／または、成形工程と時間的に重なって行われるということを意味している。より
特には、試験エレメントは、成形工程によって、すなわち、成形工程を用いておよび／ま
たは成形工程により、ハウジング部材へと連結され、このため、試験エレメントをハウジ
ング部材へと連結させるための手順および成形工程のための手順は少なくとも部分的に同
一である。
【００３６】
　試験エレメントのハウジング部材への連結は、原則的に、それが行われた後、試験エレ
メントおよび／または試験エレメントの少なくとも一部が、圧力嵌めおよび／または形状
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嵌合および／または凝集的にハウジン部材へと連結される任意の所望の手順を意味してい
ると解され得る。したがって好ましくは試験エレメントがハウジング部材に対しもはや移
動可能ではないか、または、例えば、任意の方向において１ｍｍ以内、好ましくは０．５
ｍｍ以内および特に好ましくは０．２ｍｍ以内、または、さらには０．１ｍｍ以内の許容
誤差、または、いかなる遊びもないことが好ましい。連結は特には、直接的な連結、即ち
間接的な連結エレメント、例えば接着剤などを用いない連結であり得る。したがって、成
形工程のあいだに、試験エレメントは特には、例えば接着剤などの一またはそれ以上の間
接的な連結エレメントを使用することなしに直接的に、ハウジング部材へと連結され得る
。
【００３７】
　より特には、試験エレメントは、試験エレメントの少なくとも１つの領域、例えば少な
くとも１つの表面などが、ハウジング部材と接触するように、ハウジング部材へと連結さ
れてもよい。この工程は、特には、成形工程のあいだに試験エレメントが少なくとも１つ
の表面でハウジング部材上に設置されるように、試験エレメントがハウジング部材へと連
結されるような方法で行われ得る。この表面領域はまた、連結表面領域として参照され得
る。前記試験エレメントの設置は直接的に、すなわち、例えば接着剤などの一またはそれ
以上の連結エレメントの介在なしに、行われるべきである。試験エレメントの設置は、例
えば、試験エレメントの一面上だけで行われてもよい。例えば、成形工程のあいだ、試験
エレメントは、前記試験エレメントが第一の面を介して、例えばフィルムエレメントの第
一の表面を介して、ハウジング部材上に設置されるように、ハウジング部材へと連結され
てもよく、ここで、例えば第二の表面、例えばフィルムエレメントの反対側の表面は覆わ
れないように配置されてもよい。しかしながら、代わりにまたは追加で、工程はまた、成
形工程のあいだに、試験エレメントが少なくとも部分的にハウジング部材内へと組み込ま
れるように行われてもよい。これは、試験エレメントまたはその一部、例えば支持エレメ
ントの一またはそれ以上の部分が、完全にまたは部分的に少なくとも２次元において、好
ましくは少なくとも３次元において、ハウジング部材の少なくとも１つのハウジング材料
によって、例えばハウジング材料と試験エレメントとのあいだに直接的な接触が存在する
ように、囲まれていることを意味している。
【００３８】
　上で説明されるように、試験エレメントは特には、凝集性接合、形状嵌合接合および圧
力嵌め接合からなる群より選択される様式でハウジング部材へと連結され得る。前述の連
結タイプの組み合わせもまた可能である。特に好ましくは、形状嵌合連結および圧力嵌め
連結であり、より特には、試験エレメントとハウジング部材とのあいだに直接的接触が存
在する直接的方法によるものが好ましい。
【００３９】
　ハウジングが複数のハウジング部材を含んでいる場合、上記の工程段階ｂ）は、これら
のハウジング部材の少なくとも１つに関連し、したがって、例えば、ハウジングはまた、
そこに試験エレメントが連結されない一またはそれ以上のハウジング部材を含んでいても
よい。工程は、一またはそれ以上の試験エレメントを用いて行われ得る。
【００４０】
　上述されるように、成形工程は、特には少なくとも１つのプラスティック成形工程を含
む。プラスティック成形工程は、少なくとも１つのプラスティックおよび／またはプラス
ティックの少なくとも１つの原材料の形状である少なくとも１つのハウジング材料が、成
形工程へと付される工程を意味していると解される。プラスティックは特には、熱可塑性
物質、例えば成形工程に先立ってすでに化学的にその最終形状で存在している、および、
成形工程によってその外形に関して単に形が整えられる熱可塑性物質であってもよい。し
かしながら、他のプラスティックもまた使用可能である。例えば化学反応によって、より
特には重合および／または架橋によって、成形工程のあいだのみに、プラスティックを形
成するプラスティックの一またはそれ以上の原材料の使用が例えば可能である。
【００４１】
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　より特には、プラスティック成形工程は、少なくとも１つの熱成形工程であってもよく
、また、少なくとも１つの熱成形工程を含んでいてもよい。上で説明されるように、熱成
形工程は、少なくとも１つのハウジング材料への熱導入が行われる成形工程を意味してい
ると解されるべきである。これは例えば、少なくとも１つの加熱されたモールドを用いて
、例えば少なくとも１つの型穴を有する少なくとも１つの加熱されたモールドを用いて行
われ得る。プラスティック成形工程は、特には、鋳造工程、より特には射出成形工程；圧
縮工程、より特にはトランスファー成形工程、からなる群より選択され得る。しかしなが
ら、上述した工程の組み合わせおよび／または一またはそれ以上の別のプラスティック成
形工程の使用もまた原則的に可能である。
【００４２】
　プラスティック成形工程が、インモールドコーティングおよびオーバーモールディング
からなる群より選択されることが特に好ましく、そして、これらの技法の組み合わせもま
た可能である。したがって、試験エレメントをハウジング部材へと連結する工程は、特に
は、インモールドコーティングまたはオーバーモールディング、例えばフィルムインモー
ルドコーティングおよび／またはフィルムオーバーモールディングを含み得る。インモー
ルドコーティングおよびオーバーモールディングの場合、試験エレメントは初めに少なく
とも部分的にモールド中へ、例えばモールドの型穴中へと挿入され、したがって、型穴の
一部はそのままで残されている。この部分は続いて、例えば、一またはそれ以上のプラス
ティック材料および／またはプラスティック材料の一またはそれ以上の原料を用いて、例
えば鋳造工程、射出工程または圧縮工程の形式で充填される。インモールドコーティング
の場合、試験エレメントの型穴への挿入は、試験エレメントの一面がプラスティック材料
と直接的に接触するように行われる。オーバーモールディングの場合、挿入は、試験エレ
メントが少なくとも２次元で、より特には３次元で少なくとも部分的にプラスティック材
料によって囲まれるように行われる。
【００４３】
　したがって、原則的に上記の工程段階ｂ）において、試験エレメントの少なくとも一部
を、成形モールド中へ挿入すること、および、成形モールド中で、ハウジング部材のハウ
ジング材料、例えばプラスティック材料と少なくとも部分的に接触させることが可能であ
る。前記接触は一面上で行われ得る。
【００４４】
　フィルムエレメントの場合、前記接触は、例えば、フィルムの一面上で行われ得る。し
かしながら、代わりにまたは追加で、接触は２次元またはそれ以上の次元で行われ得、し
たがって、試験エレメントは、囲まれる際、例えば少なくとも部分的に２または３次元で
ハウジング材料によって囲まれる。両方の場合において、ハウジング材料と試験エレメン
トまたはその一部とのあいだに好ましくは直接的な接触があるべきである。
【００４５】
　成形モールドが使用される場合、少なくとも１つの試験エレメント部分が、少なくとも
１つのセクションを介して、成形モールドの少なくとも１つの壁上に設置されるように、
成形モールド中に挿入されることが特に好ましい。この方法によれば、例えば、成形モー
ルドの壁上に設置されている前記セクションがハウジング材料によって覆われないことが
確実とされ得る。代わりにまたは追加で、成形モールドの壁上に設置されている前記セク
ションが、例えば、別個に温度により調整されてもよい。
【００４６】
　例えば、工程段階ｂ）は、少なくとも試験エレメントのセクションが壁上に設置されて
いる領域において、成形モールドの壁が、工程段階ｂ）が行われているあいだ、１３０℃
以内、好ましくは１２０℃以内、および、特に好ましくは１１０℃以内の温度であるよう
に行われ得る。これは例えば、モールドの適切な温度調整によって達成され得る。例えば
、この温度上限は、鋳造工程、より特には射出成形工程を用いる場合に存在し得る。加え
て、特に熱成形工程、および特に好ましくは射出成形工程が使用される場合、工程段階ｂ
）は、例えば、少なくとも試験エレメントのセクションが壁上に設置されている領域にお
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いて、成形モールドの壁が、工程段階ｂ）が行われているあいだ、少なくとも２５℃、よ
り特には少なくとも３０℃、好ましくは少なくとも４０℃および特に好ましくは少なくと
も５０℃の温度を有するように、例えば成形モールドの適切な温度調整によって行われ得
る。例えば、工程段階ｂ）は、特に熱成形工程、および特に好ましくは、射出成形工程が
使用される場合、少なくとも試験エレメントのセクションが壁上に設置されている領域に
おいて、成形モールドの壁が、工程段階ｂ）が行われているあいだ、３０℃～１３０℃、
より特には４０℃～１２０℃および特に好ましくは５０℃～１１０℃の温度を有するよう
に、例えば成形モールドの適切な温度調整によって行われ得る。このような温度調整は、
例えば、多くの場合モールド設計のあいだに日常的に行われるＦＥＭシミュレーションと
して知られているものによって、および／または、他のシミュレーションおよび／または
経験的手法によって決定され得る。したがって、適切なモールドデザインによって、およ
び／または、適切なモールドの操作によって、確実に上記の温度が維持され得る。
【００４７】
　壁上に設置されている試験エレメントの少なくとも１つのセクションとは、例えば、ス
トリップの形状の、および／または、ディスクの形状の試験エレメントの一面であり得る
。より具体的には、壁上に設置されている試験エレメントのセクションは、試験化学の、
より特には試験化学の試験フィールド領域の少なくとも一部を含み得る。したがって、例
えば試験化学がハウジング材料によって覆われていない、または、少なくとも完全には覆
われていないことが確実とされ得る。加えて、試験化学は、成形工程のあいだに前記試験
化学が、少なくとも短い時間のあいだでは何らの損傷も被らないような温度にしか暴露さ
れていないことが確実とされ得る。
【００４８】
　分析用補助器具は、特には、ハウジングのハウジング材料によって完全にまたは部分的
に囲まれている、および／または、区切られている、少なくとも１つのチャンバ、すなわ
ちキャビティを含んでいてもよい。試験エレメントは、特には、その中で試験化学がチャ
ンバの内部空間に対向しており、したがって、サンプル導入のためにチャンバから好まし
くはアクセス可能である試験フィールド領域を含み得る。チャンバ内に配置された試験フ
ィールド領域を備えるこのような種類の複雑な構造でさえも、先行技術とは対照的に、ハ
ウジングの製造後のその後の試験フィールド領域の試験化学によるコーティングが必要で
はないため、本発明による方法によって容易に達成可能である。このような構造は、例え
ば、特許文献４に記載されている工程などによっては達成され得ないであろう。
【００４９】
　成形工程は、一般的に、特には離型剤なしに行われ得る。これは、好ましくはハウジン
グ材料および／または試験エレメントと接触される型穴の一壁面上に、好ましくは離型剤
が適用されず、したがって、ハウジング材料および／または試験エレメントが好ましくは
成形モールドの型穴の壁面上に直接的に設置されていること意味している。
【００５０】
　加えて、工程は特には、工程段階ｂ）において、試験エレメントが、サンプルの導入の
ための試験フィールド領域としての試験化学の少なくとも１つの表面がハウジング部材の
ハウジング材料によって覆われていないように、ハウジング部材へと連結されるように行
われ得る。したがって、試験フィールド領域は、分析物の検出のために使用され得る、お
よび、例えば試験フィールド領域に垂直にまたは試験フィールド領域と平行にサンプルを
試験フィールド領域へと適用することによって、サンプルまたはサンプルの成分に接触さ
せられ得る、試験化学の表面を意味していると解されるべきである。前記適用は、例えば
、移送エレメントによって、および／または、直接的に達成され得る。
【００５１】
　この覆われていない試験フィールド領域の構造（ここで、複数の試験フィールド領域が
提供されることも可能である）は、様々な方法によって達成され得る。例えば上述される
ように、試験エレメントは、試験フィールド領域が、支持エレメントの、ハウジング部材
とは反対側の一面上に配置され、したがって、例えば、第一側上で支持エレメントがハウ
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ジング部材と接触し、反対側の第二側上で、試験化学が支持エレメントに適用されている
ように、インモールドコーティングに付されてもよい。しかしながら、他の態様もまた原
則的に可能である。代わりにまたは加えて、覆われていない試験フィールド領域の構造は
また、試験化学の一面上の支持エレメントは部分的にハウジング材料で覆われているか、
またはハウジング材料と接触されるが、試験フィールド領域は、例えば、試験フィールド
領域の一面上の、それを通じて試験フィールド領域がサンプル導入のためにアクセス可能
である一またはそれ以上の導入ウィンドウを形成しているハウジング部材によって、覆わ
れずに残るように達成され得、ここで、導入ウィンドウは、例えば、完全にまたは部分的
に試験フィールド領域を囲んでいる。試験フィールド領域は、ハウジングの外側からアク
セス可能であってもよく、また、以下により詳細に説明されるように、例えばサンプル導
入がチャンバの内部空間から達成され得るように、特にはチャンバ内部に配置されていて
もよい。
【００５２】
　加えて、工程は、特にはハウジングが、少なくとも１つの観測ウィンドウがハウジング
内に作製され、試験化学、より特には試験フィールド領域が観測ウィンドウを通じて例え
ば外側から光学的にモニターされ得るように構成されるように行われ得る。したがって、
ハウジング内に少なくとも１つの観測ウィンドウを形成すること、例えば分析用補助器具
当たり一またはそれ以上の観測ウィンドウを形成することが可能であり、ここで試験フィ
ールド領域は観測ウィンドウを通じて光学的にモニター可能である。前記モニタリングは
、例えばハウジング内の観測ウィンドウを通じて試験フィールド領域および／または試験
化学を直接的に観測することを可能にさせるなどによって、直接的にまたは間接的に行わ
れ得る。しかしながら、代わりにまたは追加で、光学的なモニタリングはまた、一または
それ以上の光学的に透明なエレメントを通じても行われ得、そして、光学的透明性に関し
ては上記の定義が参照され得る。例えば、この光学的に透明なエレメントは、ハウジング
の構成要素であってもよい。しかしながら、代わりにまたは追加で、光学的に透明なエレ
メントはまた、試験エレメントの任意的な支持エレメントを含んでいてもよく、そして、
例えば、試験フィールド領域のモニタリングは、完全にまたは部分的に光学的に透明な支
持エレメントとして構成され得る支持エレメントを通して達成され得る。したがって、例
えば、ハウジングの外側からの、試験エレメントの支持エレメントの裏面側、例えば支持
エレメントのフィルムの裏面側の観察を可能にさせる観測ウィンドウが可能であり、ここ
で、試験フィールド領域は裏面の反対側の正面側に配置され、したがって、支持エレメン
トを通じての観測が可能である。上述されるように、試験フィールド領域は、例えば、チ
ャンバ内部に配置されてもよく、したがって、チャンバ内部の試験フィールド領域は、観
測ウィンドウを通じて観測可能である。
【００５３】
　上述されるように、試験化学は、特には一またはそれ以上の層の形状で支持エレメント
へと適用され得る。少なくとも１つの試験化学に加えて、さらなるエレメントが支持エレ
メント上に配置され得る。例えば、少なくとも１つの試験化学の層、および、例えば少な
くとも１つの光学的色素を含む１つの層および／またはサンプルが試験化学に到達する前
にサンプルの成分を分離することを可能にする少なくとも１つの分離層などの少なくとも
１つのさらなる層を含む多層構造が提供されることも可能である。したがって、例えば、
初めに少なくとも１つの試験化学が支持エレメント上に適用され、続いて、少なくとも１
つの分離層および／または少なくとも１つの色素層が適用される層状の構造を選択するこ
とが可能であり、したがって、サンプルが適用されると、サンプルは試験化学に到達する
前に、初めに分離層および／または色素層に浸透しなければならない。以降において、こ
れらのオプションのあいだで概念的な区別は行わない。したがって、試験化学はまた、実
際の試験化学を含む少なくとも１つの層および試験化学を含まない少なくとも１つの任意
的なさらなる層を備える、多層構造を含み得る。この点において、試験フィールド領域は
、サンプルを導入するためのサンプル導入領域として理解されるべきであり、そして、サ
ンプルがこのサンプル導入領域へ導入されると、サンプルまたはサンプルの成分は、直接
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的に、または、一またはそれ以上の試験化学を含まない層に浸透した後、任意には一また
はそれ以上の分離層および／または色素層を通って、試験化学へと到達し得る。したがっ
て、試験フィールド領域は、サンプルの導入のために直接的にアクセス可能である試験化
学の自由表面を備えるか、または、代わりにまたは追加で、少なくとも１つの、試験化学
を覆っているさらなる層の、少なくとも１つのサンプル導入領域であってもよく、ここで
サンプルまたはサンプルの少なくとも一部が試験化学に到達するために少なくとも１つの
さらなる層（例えば、少なくとも１つの分離層および／または色素層）に浸透し得る。任
意的な少なくとも１つの分離層および／または色素層は、例えば、それらが例えば試験化
学における色の変化の光学的測定を妨げるおよび邪魔をする可能性があるため、血液サン
プルから赤血球を除去するため、および、観測ウィンドウからそれらを光学的に遮断する
ために使用されてもよい。したがって、分離層および／または色素層は例えば、観測ウィ
ンドウを通過して、および支持エレメントを通過して、試験化学へと入射する励起光の反
射を可能にする色素を含み得る。色素は例えば、二酸化チタン粒子であるかまたは二酸化
チタン粒子を含み得る。
【００５４】
　追加で、工程は特にはハウジングが少なくとも１つのチャンバを形成するように行われ
得る。例えば、上記に説明されるように、分析用補助器具１つ当たり正確に１つのチャン
バを提供することが可能であり、ここでチャンバは一またはそれ以上の開口部を備え得る
。試験フィールド領域は特にはチャンバの内部空間に対向していてもよい。
【００５５】
　ハウジングが少なくとも１つのチャンバを備える場合、工程は特には、追加で、サンプ
ルを作製するために少なくとも１つのランセットエレメント、より特には少なくとも１つ
のマイクロサンプラーがチャンバ中へと導入される、少なくとも１つの工程段階を含み得
る。複数のチャンバ、例えば同一のチャンバが設けられる場合、例えば分析用補助器具当
たり１つのチャンバが設けられる場合、例えば、それぞれの場合においてチャンバ当たり
正確に１つのランセットエレメントを導入することが可能である。ランセットエレメント
は、一般的に、使用者の皮膚表面に穿刺および／または切開を形成するように設計されて
いるエレメントを意味していると解されるべきである。したがって、ランセットエレメン
トは、例えば、それによって穿刺および／または切開を形成することができるチップおよ
び／またはブレードおよび／または鋭い刃を備え得る。マイクロサンプラーは、ランセッ
トエレメントの表面中に、追加で、少なくとも１つのキャピラリエレメント、例えば、少
なくとも１つのキャピラリスリットを備えるランセットエレメントを意味していると解さ
れるべきである。キャピラリエレメントは、サンプルまたはその成分の取り込みおよび／
または移送のために使用される。
【００５６】
　試験化学は特には、安定性の観点から、１００℃の温度において、より特には１１０℃
の温度において、および、特に好ましくは１２０℃の温度において、少なくとも短期間、
安定であるように選択され得る。例えば、可能な試験化学に関して、例えば上記の先行技
術、例えば上記の特許文献２、特許文献３または非特許文献１が一般的に参照され得る。
しかしながら、上記に説明されるように、温度に安定な試験化学、すなわち、１００℃の
温度において、より特には１１０℃の温度において、および、特に好ましくは１２０℃の
温度において、少なくとも短期間、安定である試験化学が特に好ましい。上述した温度に
おいて少なくとも短期間安定である試験化学とは、少なくとも１分、好ましくは少なくと
も５分の暴露のあいだ、上述した温度においてその活性が、好ましくは５０％未満、より
特には３０％未満、および特に好ましくは２０％未満しか低下しない試験化学を意味して
いると解されるべきである。例えば、これらの特性を試験するために、試験化学、好まし
くは支持エレメント上のドライケミストリーの形状である試験化学が、上述した時間のあ
いだ、例えば１分間または５分間、上述した温度に暴露され得る。この温度への暴露の前
後に、活性が測定される。本発明の定義の意味においては温度への暴露のあいだの活性の
パーセント低下率のみが関係するので、活性は原則的に、従来技術から公知である任意の
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所望の方法を用いて決定され得る。活性は特には、試験化学の、より特にはドライケミス
トリーの、より特にはテストストリップ中の酵素活性と関連し得る。例えば、酵素活性の
測定のために、試験化学または試験エレメントから酵素を抽出し、およびその後、例えば
紫外吸収を用いて活性を測定する方法が公知である。これに関連して、例えば、H. U. Be
rgmeyer: Methoden der enzymatischen Analyse [酵素分析の方法（Methods of enzymati
c analysis）], Verlag Chemie, 2nd edition 1970, p. 417、または、Banauch et al.: 
A glucose dehydrogenase for the determination of glucose concentrations in body 
fluids, Z. Klin. Chem. Klin. Biochem. 1975 Mar; 13(3): 101-7などが参照され得る。
例えば、安定性および／または活性の低下の試験のために、試験化学を備える、試験エレ
メント、例えばテストストリップが製造され得る。続いて、試験化学の酵素の酵素的活性
が、慣習的方法を用いて測定され得、そして、昇温下での上述した保管が行われ、そして
その後、酵素的活性の測定のための同じ方法が再び行われる。この手順は、典型的には、
試験エレメントまたは試験化学の代表的な群を用いて行われる。
【００５７】
　温度的に安定な試験化学の例としては、例えば、すでに上記で引用されている国際公開
第２００７／０１２４９４号ならびにすでに上記で引用されている特許文献２および特許
文献３が参照される。これらに提示されている試験化学はまた、単独であるいは一または
それ以上の他の試験化学と組み合わせて、本発明の意味において使用可能である。
【００５８】
　例えば、試験化学は、例えば一緒に保管される酵素および安定な補酵素を含み得る。驚
くべきことに、安定な補酵素を用いることにより、温度安定性、および／または、高い相
対湿度において、または液相においてでさえも、および昇温下において、数週間または数
か月続く長期間にわたる安定性を有することが可能であることが見いだされた。この発見
は、天然の補酵素の存在下では酵素は、数時間の短期の高い安定性を有するものの、長期
にわたっては比較的短い貯蔵寿命を示すことが知られているため、驚くべきものである。
先行技術に対するこれらの発見に関して、安定な補酵素の存在下酵素が、天然の補酵素の
存在下の酵素と比べて、明らかな高い温度安定性および長期安定性を有することは、特に
安定な補酵素は天然の補酵素に比べてより低い酵素との結合定数をもつことから、驚くべ
きことであった。
【００５９】
　本発明の方法によって安定化される酵素は、特には、補酵素依存性酵素であり得る。適
切な酵素としては、例えば、グルコース脱水素酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．１．４７）、乳酸
脱水素酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．１．２７、Ｅ．Ｃ．１．１．１．２８）、リンゴ酸脱水素
酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．１．３７）、グリセロール脱水素酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．１．６
）、アルコール脱水素酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．１．１）、α－ヒドロキシ酪酸脱水素酵素
、ソルビトール脱水素酵素、または例えばＬ－アミノ酸脱水素酵素（Ｅ．Ｃ．１．４．１
．５）などのアミノ酸脱水素酵素から選択される脱水素酵素などが挙げられる。さらに適
切な酵素としては、グルコース酸化酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．３．４）またはコレステロー
ル酸化酵素（Ｅ．Ｃ．１．１．３．６）などの酸化酵素、例えばアスパラギン酸アミノ基
転移酵素またはアラニンアミノ基転移酵素などのアミノ基転移酵素、５’－ヌクレオチダ
ーゼ、クレアチンキナーゼが挙げられる。好ましくは、酵素はグルコース脱水素酵素であ
る。
【００６０】
　突然変異されたグルコース脱水素酵素を使用することが特に好ましいことが発見された
。本願の範囲内において使用される場合、用語「突然変異体（Mutante）」は、天然の酵
素の遺伝的に改変された変異体を意味し、アミノ酸数は同じであるが野生型酵素と比較し
て改変されたアミノ酸配列、すなわち野生型酵素から少なくとも１つのアミノ酸が異なる
アミノ酸配列を有する。突然変異は、部位特異的に、または非部位特異的に、好ましくは
当該専門分野で公知の、少なくとも１つのアミノ酸の置換が天然の酵素のアミノ酸配列内
で生じる組換え法を用いて、個々の要件および条件にしたがって、部位特異的に導入され
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加水分解安定性を有する。
【００６１】
　突然変異されたグルコース脱水素酵素は、原則として対応する野生型グルコース脱水素
酵素と比較してそのアミノ酸配列の任意の所望の位置で改変されたアミノ酸を含むことが
できる。突然変異されたグルコース脱水素酵素は、好ましくは野生型グルコース脱水素酵
素のアミノ酸配列の９６位、１７０位および２５２位の少なくとも１ヵ所に変異を含み、
９６位および１７０位に変異を含む突然変異体または１７０位および２５２位に変異を含
む突然変異体が特に好ましい。突然変異されたグルコース脱水素酵素にとって、これらの
変異以外にさらに変異を含まない場合が有利であることが見いだされた。
【００６２】
　９６位、１７０位および２５２位における変異は、原則として野生型酵素の安定化、例
えば熱安定性または加水分解安定性の増加をもたらす任意の所望のアミノ酸の置換を含む
。好ましくは、９６位での変異は、グルタミン酸からグリシンへのアミノ酸置換を含み、
一方１７０位については、グルタミン酸からアルギニンまたはリジンへのアミノ酸置換、
特にグルタミン酸からリジンへのアミノ酸置換が好ましい。２５２位における変異につい
ては、リジンからロイシンへのアミノ酸置換が好ましくは含まれる。
【００６３】
　突然変異されたグルコース脱水素酵素は、任意の所望の生物学的源由来の野生型グルコ
ース脱水素酵素の突然変異により得ることができ、ここで、本発明の文脈における用語「
生物学的源（biologische Quelle）」とは、例えば細菌などの原核生物だけでなく、例え
ば哺乳類および他の動物などの真核生物の両方をも含む。野生型グルコース脱水素酵素は
、好ましくは細菌由来であり、特に好ましくは、バチルス　メガテリウム（Bacillus meg
aterium）、バチルス　ズブチルス（Bacillus subtilis）またはバチルス　チューリンゲ
ンシス（Bacillus thuringiensis）由来のグルコース脱水素酵素が好ましく、バチルス　
ズブチルス（Bacillus subtilis）由来のグルコース脱水素酵素が特に好ましい。
【００６４】
　本発明の特に好ましい態様において、突然変異されたグルコース脱水素酵素は、バチル
ス　ズブチルス（Bacillus subtilis）由来の野生型グルコース脱水素酵素の突然変異に
より得られるグルコース脱水素酵素であり、配列番号１に示すアミノ酸配列（ＧｌｕｃＤ
Ｈ＿Ｅ９６Ｇ＿Ｅ１７０Ｋ）、または配列番号２に示すアミノ酸配列（ＧｌｕｃＤＨ＿Ｅ
１７０Ｋ＿Ｋ２５２Ｌ）を有する。
【００６５】
　安定な補酵素は、好ましくは、天然の補酵素と比較して化学的に改変されており、天然
の補酵素と比較してより高い安定性（例えば加水分解安定性）を有している補酵素である
。好ましくは、安定な補酵素は、試験条件下において加水分解に対し安定である。天然の
補酵素と比較して、安定な補酵素は、酵素に対して低下した結合定数を有していてもよく
、例えば２倍またはそれ以上に低下した結合定数を有していてもよい。
【００６６】
　安定な補酵素の好ましい例は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤ／ＮＡ
ＤＨ）またはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（ＮＡＤＰ／ＮＡＤＰＨ）の
安定な誘導体、または、例えばＡＭＰ部位を有さないもしくは例えば疎水性残基などの非
ヌクレオシド残基を有する、短縮ＮＡＤ誘導体である。本発明の意味では、式（Ｉ）の化
合物が同様に、安定な補酵素として好ましい。
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【化１】

【００６７】
　ＮＡＤ／ＮＡＤＨおよびＮＡＤＰ／ＮＡＤＰＨの好ましい安定な誘導体は、前述の参考
文献に記述されており、その開示は、本明細書に参照として明確に組み込まれる。特に好
ましい安定化された補酵素は、国際公開第２００７／０１２４９４号および米国特許出願
１１／４６０，３６６号明細書に記載されており、その開示は、本明細書に参照として明
確に組み込まれる。安定化な補酵素は、特に好ましくは一般式（II）の化合物
【化２】

式中、
Ａ＝アデニンまたはその類似体、
Ｔ＝それぞれ独立してＯ、Ｓ、
Ｕ＝それぞれ独立してＯＨ、ＳＨ、ＢＨ3

-、ＢＣＮＨ2
-、

Ｖ＝それぞれ独立してＯＨまたはリン酸基、または環状リン酸エステル基を形成する２つ
の基、
Ｗ＝ＣＯＯＲ、ＣＯＮ（Ｒ）2、ＣＯＲ、ＣＳＮ（Ｒ）2、Ｒ＝それぞれ独立してＨまたは
Ｃ1～Ｃ2－アルキル、
Ｘ1、Ｘ2＝それぞれ独立してＯ、ＣＨ2、ＣＨＣＨ3、Ｃ（ＣＨ3）2、ＮＨ、ＮＣＨ3、
Ｙ＝ＮＨ、Ｓ、Ｏ、ＣＨ2、
Ｚ＝直鎖状または環状有機残基、
ただし、Ｚおよびピリジン残基は、グリコシル結合により連結されない
またはその塩、もしくは適切な場合還元型
から選択される。
【００６８】
　式（II）の化合物においてＺは、好ましくは４～６個の炭素原子、好ましくは４個の炭
素原子を有する直鎖状残基であって、１個または２個の炭素原子が任意に、Ｏ、Ｓおよび
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Ｎから選択される１つもしくはそれ以上のヘテロ原子で置換されている直鎖状残基、また
は５個もしくは６個の炭素原子を有する環状基を含む残基であって、任意にはＯ、Ｓおよ
びＮから選択されるヘテロ原子および任意には１つまたはそれ以上の置換基を含む残基、
ならびにＣＲ4

2残基（ＣＲ4
2は環状基およびＸ2に結合され、Ｒ4はそれぞれ独立してＨ、

Ｆ、Ｃｌ、ＣＨ3である）である。
【００６９】
　Ｚは特に好ましくは、飽和または不飽和の炭素環式または複素環式の５員環であり、と
りわけ一般式（III）の化合物
【化３】

式中、単結合または二重結合がＲ5'およびＲ5''との間に存在でき、
Ｒ4＝それぞれ独立してＨ、Ｆ、Ｃｌ、ＣＨ3、
Ｒ5＝ＣＲ4

2、
Ｒ5'およびＲ5''との間が単結合である場合、Ｒ5'＝Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＮＣ1～Ｃ2－アルキ
ル、ＣＲ4

2、ＣＨＯＨ、ＣＨＯＣＨ3、および、Ｒ5''＝ＣＲ4
2、ＣＨＯＨ、ＣＨＯＣＨ3

、ならびに
Ｒ5'およびＲ5''との間が二重結合である場合、Ｒ5'＝Ｒ5''＝ＣＲ4、ならびに
Ｒ6、Ｒ6'＝それぞれ独立してＣＨまたはＣＣＨ3

が好ましい。
【００７０】
　好ましい実施態様において、本発明の化合物は、アデニンまたは例えばＣ8－置換およ
びＮ6－置換されたアデニンなどのアデニン類似体、７－デアザなどのデアザ変異体、８
－アザなどのアザ変異体、または例えば７－デアザもしくは８－アザの組合せ、またはホ
ルモマイシンなどの炭素環類似体を含み、７－デアザ変異体はハロゲン、Ｃ1～Ｃ6－アル
キニル、Ｃ1～Ｃ6－アルケニルまたはＣ1～Ｃ6－アルキルによって７位が置換され得る。
【００７１】
　さらなる好ましい実施形態において、前記化合物は、リボースの代わりに、例えば２－
メトキシデオキシリボース、２’－フルオロデオキシリボース、ヘキシトール、アルトリ
トール、またはビシクロ、ＬＮＡおよびトリシクロ糖などの多環類似体を含むアデノシン
類似体を含む。
【００７２】
　より特にはまた、式（II）の化合物において、（ジ）ホスフェート酸素はまた置換され
ていてもよく、例えば等数的におよび／または等原子価的におよび／または等電子的に、
例えばＯ-をＳ-またはＢＨ3

-によって、ＯをＮＨ、ＮＣＨ3またはＣＨ2によって、および
＝Ｏを＝Ｓによって置換されていてもよい。
【００７３】
　本発明の式（II）の化合物において、Ｗは、好ましくはＣＯＮＨ2またはＣＯＣＨ3であ
る。
【００７４】
　式（III）の基において、Ｒ5は好ましくはＣＨ2である。加えて、Ｒ5'がＣＨ2、ＣＨＯ
ＨおよびＮＨから選択されることが好ましい。特に好ましい実施態様では、Ｒ5'およびＲ
5''は互いにＣＨＯＨである。なお、さらに好ましい実施態様において、Ｒ5'はＮＨであ
り、かつＲ5''はＣＨ2である。
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【００７５】
　最も極めて好ましい実施態様において、安定な補酵素は、例えばとりわけ既に先に述べ
た国際公開第２００７／０１２４９４号の特許文献中に記載されるような、ｃａｒｂａＮ
ＡＤである。
【００７６】
　好ましい試験化学は、特にはそこに含まれる酵素が長期間安定化されるように構成され
る。これは、安定な補酵素を使用して安定化された酵素が、例えば乾燥物質の形状で、例
えば少なくとも２週間、好ましくは少なくとも４週間、および特に好ましくは少なくとも
８週間の期間にわたって、酵素活性の初期値に対して、好ましくは５０％未満、特に好ま
しくは３０％未満、および最も好ましくは２０％未満しか低下していない酵素活性を維持
して保管されることを意味する。
【００７７】
　本発明の安定化の結果として、安定な補酵素を使用して安定化された酵素が、上記に示
されるように、長期間乾燥剤さえもなしに、および／または、上記に示されるように、高
温で保管され得る。加えて、安定化された酵素は、例えば少なくとも５０％の相対湿度な
どの高い相対湿度において、初期値に対して、好ましくは５０％未満、特に好ましくは３
０％未満、および最も好ましくは２０％未満しか低下していない酵素活性を維持して保管
され得る。
【００７８】
　安定な補酵素を使用して安定化された酵素は、乾燥物質として、または液相中でのどち
らででも保管され得る。好ましくは安定化された酵素は、分析物の測定に適切である試験
エレメントの上またはその中に保管される。安定な補酵素を使用して安定化された酵素は
、任意には例えば塩、バッファーなどの他の成分を追加で含み得る好ましい試験化学の成
分である。好ましくは、試験化学はメディエーターを含まない。
【００７９】
　安定な補酵素を使用して安定化された酵素は、一般的に、分析物、例えば血液、血清、
血漿または尿などの体液中のまたは排水サンプルもしくは食品中のパラメータなどの検出
のために使用され得る。
【００８０】
　測定され得る分析物は、任意の所望の、酸化還元反応によって検出できる生物学的また
は化学的物質、例えば、補酵素依存性酵素の基質または補酵素依存性酵素自体である。分
析物の好ましい例としては、グルコース、乳酸、リンゴ酸、グリセロール、アルコール、
コレステロール、トリグリセリド、アスコルビン酸、システイン、グルタチオン、ペプチ
ド、尿素、アンモニウム、サリチル酸塩、ピルビン酸塩、５’－ヌクレオチダーゼ、クレ
アチンキナーゼ（ＣＫ）、乳酸塩脱水素酵素（ＬＤＨ）、二酸化炭素などが挙げられる。
好ましくは、分析物はグルコースである。特に好ましくは、この場合、グルコースはグル
コース脱水素酵素（ＧｌｕｃＤＨ）を用いて検出される。
【００８１】
　分析物との反応によって引き起こされる安定な補酵素における変化は、原則として任意
の所望の方法で検出することができる。ここで、原則として、酵素反応を検出するための
先行技術から公知のあらゆる方法が使用可能である。しかし、補酵素における変化は、好
ましくは光学的方法により検出される。光学的検出法には、例えば吸光、蛍光、円偏光二
色性（ＣＤ）、旋光分散（ＯＲＤ）、屈折率測定の測定などが含まれる。
【００８２】
　本願の範囲内において好ましく使用される光学的検出法は、測光法である。しかしなが
ら、分析物との反応による補酵素における変化の光度的な測定は、追加で、還元された補
酵素の反応性を増加させ、そして、好適な光学的指示薬または光学的指示薬系への電子の
移動を可能にする少なくとも１つのメディエーターの存在を必要とする。
【００８３】
　本発明の目的に適切なメディエーターとしては、とりわけ、例えば［（４－ニトロソフ
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ェニル）イミノ］ジメタノール塩酸塩などのニトロソアニリン、例えばフェナントレンキ
ノン、フェナントロリンキノンもしくはベンゾ［ｈ］キノリンキノンなどのキノン、例え
ば１－（３－カルボキシプロポキシ）－５－エチレンフェナジニウムトリフルオロメタン
スルホネートなどのフェナジン、および／または、ジアホラーゼ（ＥＣ　１．６．９９．
２）がある。フェナントロリンキノンの好ましい例としては、１，１０－フェナントロリ
ン－５，６－キノン、１，７－フェナントロリン－５，６－キノン、４，７－フェナント
ロリン－５，６－キノン、およびそれらのＮ－アルキル化またはＮ，Ｎ’－ジアルキル化
塩を挙げることができ、Ｎ－アルキル化またはＮ，Ｎ’－ジアルキル化塩の場合には、好
ましいカウンターイオンは、ハロゲン化物、トリフルオロメタンスルホン酸塩または溶解
性を増加させる他のアニオンである。
【００８４】
　使用される光学的指示薬としてまたは光学的指示薬系は、還元可能であり、そして、還
元にともない、例えば色、蛍光、反射率、透過率、偏光および／または屈折率などの光学
的性質に検出可能な変化が起こるあらゆる所望の物質であり得る。試料中の分析物の存在
および／またはその量の測定は、裸眼で、および／または、当業者には適切であることが
明らかな測光法を用いた検出装置により行うことができる。好ましくは、ヘテロポリ酸、
およびより特には２，１８－リンモリブデン酸が、光学的指示薬として好ましく使用され
、対応するヘテロポリブルーに還元される。
【００８５】
　特に好ましくは、補酵素の変化は、蛍光を測定することによって検出される。蛍光測定
は好感度であり、小型化された系中の分析物の低い濃度でさえも検出可能にする。
【００８６】
　代わりに、補酵素中の変化はまた、例えば電気化学的テストストリップなどの適切な試
験エレメントを使用して電気化学的にも測定され得る。このための前提条件は、前述と同
じ、還元された補酵素により、電子の移動を介して還元型に変換されることができる適切
なメディエーターの使用である。分析物は、試料中の分析物の濃度と相関している、還元
されたメディエーターの再酸化のために必要とされる電流の測定により測定される。電気
化学的測定に使用することができるメディエーターの例としては、特に光度測定のために
使用される前述のメディエーターが挙げられる。
【００８７】
　特に好ましいテスト形式は、還元された補酵素ＮＡＤＨの誘導体が形成される、グルコ
ースの検出のための安定なＮＡＤ誘導体を併用したグルコース脱水素酵素の使用を含む。
ＮＡＤＨは光学的な方法により、例えば光度測定またはＵＶ励起後の蛍光測定により検出
される。特に好ましいテストシステムは米国特許出願２００５／０２１４８９１号明細書
に記載されており、本明細書に参照として明確に組み込まれる。
【００８８】
　特に好ましくは、安定な試験化学は、安定な補酵素を使用して安定化された酵素を含む
ように構成され得、ここで、安定化された酵素は、保管に際して好ましくは少なくとも２
週間、特に好ましくは少なくとも４週間、および最も好ましくは少なくとも８週間のあい
だ、好ましくは少なくとも２０℃、特に好ましくは少なくとも２５℃、および最も好まし
くは少なくとも３０℃の温度で、任意には高湿度においておよび乾燥剤なしで、初期値に
対して、５０％未満、好ましくは３０％未満、および最も好ましくは２０％未満しか低下
していない酵素活性を示す。
【００８９】
　上記で説明されるように、試験エレメントは特には、試験化学が好ましくは支持エレメ
ントへ連結されている少なくとも１つの支持エレメントを含み得る。前記連結とは、例え
ば、試験化学を直接的にまたは間接的に少なくとも１つの試験化学層の形で支持エレメン
トへと適用することによって達成され得、かつ、これはまた、例えば、上記の工程段階ａ
）の範囲において行われ得る。例えば、適用はナイフコーティング、プリンティング（よ
り特には、スクリーン印刷、ステンシル印刷、パッド印刷）およびスピンコーティングか
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らなる群より選択される工程によって達成され得る。
【００９０】
　上述されるように、支持エレメントは、少なくとも１つのプラスティック材料から完全
にまたは部分的に製造され得る。より特には、前記プラスティック材料は、少なくとも１
００℃、少なくとも１１０℃、および特に好ましくは少なくとも１２０℃のＤＩＮ　ＥＮ
　ＩＳＯ　３０６に従って決定され得る軟化温度、例えば少なくとも１３０℃、または少
なくとも１４０℃、または少なくとも１５０℃の軟化温度を有する。このようなプラステ
ィックの例としては、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、ポリメチル
メタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエステルおよびポリカーボ
ネート（ＰＣ）または上記のおよび／または他のプラスティックの組み合わせが挙げられ
る。しかしながら、他のプラスティックもまた、原則的に使用可能である。より好ましく
は、成形工程のあいだに試験エレメントが連結されるハウジング部材は、完全にまたは部
分的にハウジング材料としてこのようなプラスティック材料から製造され得る。
【００９１】
　支持エレメントは特には、少なくとも１つのフィルムエレメントを含み、そして、フィ
ルムエレメントに関しては、上記の定義が参照され得る。より好ましくは、この場合、そ
れはプラスティックフィルムであってもよい。前記フィルムは、単一層であってもよく、
または多層であってもよい。支持エレメントは、一またはそれ以上の試験化学を支持し得
る。さらに、支持エレメントは、代わりにまたは追加で、複数の分析用補助器具のための
少なくとも１つの試験化学を支持し得る。例えば複数の分析用補助器具のための支持エレ
メントが提供されてもよく、したがって、複数の分析用補助器具が１つの支持エレメント
またはその一部分を共有する。例えば、支持エレメントは、連続した試験化学を支持して
いてもよく、ここで、前記試験化学の種々の表面領域は、種々の分析用補助器具のための
試験フィールド領域を形成している。例えば、試験化学によって広範囲にコートされてい
る支持フィルムが提供され得、ここで、少なくとも１つの、試験化学の表面の第一の領域
が第一の分析用補助器具のために提供され、そして、少なくとも１つの、試験フィールド
領域としての表面の第二の領域が少なくとも１つの第二の分析用補助器具のために提供さ
れる。複数の分析用補助器具のための試験フィールド領域を提供する連続的な試験化学層
の代わりとして、種々の試験化学層を例えば、複数の隣り合う試験化学を、例えばプリン
ティング工程、ナイフコーティング工程、ディスペンサー工程、スピンコーティング工程
または別のコーティング工程によって、１つの支持エレメントへ適用することによって設
けることもまた可能であり、ここで複数の試験化学層は、それぞれの場合において、一ま
たはそれ以上の分析用補助器具のための試験フィールド領域を提供することが可能である
。例えば、その上の少なくとも１つの第一の試験化学層および少なくとも１つの第二の試
験化学層が隣り合ってプリントされている共通の支持フィルムが提供されてもよく、ここ
で、第一の試験化学層はその表面に少なくとも１つの第一の分析用補助器具のための少な
くとも１つの第一の試験フィールド領域を提供し、第二の試験化学層はその表面に少なく
とも１つの第二の分析用補助器具のための少なくとも１つの第二の試験フィールド領域を
提供する。
【００９２】
　支持エレメントは、特には、ディスクの形状をした支持エレメントであってもよい。例
えば、支持エレメントは、矩形、多角形、または円形のディスクの形状であってもよい。
以下により詳細に述べられるように、少なくとも１つのストリップの形状をした支持エレ
メントおよび／または少なくとも１つのリングの形状をした支持エレメント（例えば、少
なくとも１つの円環の形状をした支持エレメントなど）および／または少なくとも１つの
円形ディスクの形状をした支持エレメントの使用が特には好ましい。例えば、円環の形状
をした支持エレメントが製造されてもよい。試験化学は、コーティングとして支持エレメ
ントへと適用されてもよく、ここで、コーティングは分析用補助器具のための試験フィー
ルド領域を提供する。分析用補助器具は、例えば、ディスク、より好ましくは円形ディス
クおよび特に好ましくは円環の形状をしたディスクの中心の周りに同心円状に配置され得
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る。
【００９３】
　ハウジング部材は、特には、好ましくはポリカーボネート、ポリエステル、アクリロニ
トリル－ブタジエン－スチレン、環状オレフィンコポリマー、ポリメチルメタクリレート
、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレートからなる群より選択される少なくとも１つ
のハウジング材料から少なくとも部分的には製造され得る。
【００９４】
　上述されるように、工程は正確に１つの分析用補助器具が製造されるように行われても
よい。しかしながら、特に好ましくは、工程は複数の分析用補助器具が製造されるように
行われ得る。工程は好ましくは、複数の分析用補助器具が製造されるように行われ得、こ
こで、分析用補助器具は分析用マガジン中に含まれている。用語「含まれている（sind e
nthalten）」とは、一般的に、例えば分析用補助器具がマガジンの外部ケーシング内に、
例えばマガジンの内部空間内に収容されている可能性を意味していると解されるべきであ
る。しかしながら、代わりにまたは追加で、分析用補助器具はまた、マガジンの固定され
ている構成要素であるように、例えば分析用補助器具がしっかりとより好ましくは強固に
互いに連結しあうことにより、および、例えば分析用補助器具のハウジング部材をマガジ
ンのマガジンハウジングの構成要素とすることにより、マガジン内に含まれていてもよい
。
【００９５】
　マガジンの分析用補助器具は、例えば、同時に製造されてもよい。これは例えば、好ま
しくはまた同時に互いに連結させられる分析用補助器具のハウジング部材を、上述の成形
工程のあいだに、例えばプラスティック成形工程のあいだに同時に製造することによって
達成され得る。これは、例えば、１つのかつ同一の型穴中で、および／または、１つのか
つ同一のモールドの異なる型穴中で、ハウジング部材を製造することによって達成され得
る。複数の型穴がハウジング部材に対して提供される場合、それらは例えば、成形工程の
あいだに例えばハウジング材料によって互いに連結され得るように、お互いに滑らかに連
結される。
【００９６】
　分析用補助器具は、特には、共通のマガジンハウジング内に収容され得る。工程は特に
は、分析用補助器具のハウジングがマガジンハウジングの構成要素となるように行われ得
る。
【００９７】
　本発明のさらなる態様において、サンプル中の、より特には液体サンプル中の、および
特に好ましくは体液のサンプル中の少なくとも１つの分析物の検出のための分析用補助器
具が提案される。分析用補助器具は、特には、上述のまたは以下に記載される一またはそ
れ以上の実施態様による工程において得られ得る。したがって、分析用補助器具の可能な
実施態様として、工程の可能な実施態様が参照され、また逆も同様である。分析用補助器
具は少なくとも１つのハウジング部材を備える少なくとも１つのハウジングおよび少なく
とも１つの試験エレメントを備える。試験エレメントは、例えば、上の記載にしたがって
構成されてもよく、そして、特には少なくとも１つの支持エレメントを備えていてもよい
。加えて、試験エレメントは少なくとも１つの試験化学を備える。試験エレメントは、ハ
ウジング部材の成形工程によってハウジング部材へ連結される。
【００９８】
　さらなる可能な実施態様として、上記のまたは下記の記載、より特には工程の記載が参
照される。例えば、試験エレメントは特には、試験エレメントがハウジング部材の少なく
とも１つの表面領域に設置されるように、ハウジング部材へと連結される。試験エレメン
トは特には、ハウジング材料に少なくとも部分的に組み込まれていてもよい。試験エレメ
ントは特には、凝集性嵌合からなる群より選択される様式でハウジング部材へと連結され
てもよい。
【００９９】
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　試験エレメントは、特には、凝集性嵌合、形状嵌合接合、圧力嵌め接合からなる群より
選択される様式でハウジング部材へと連結され得る。ハウジング部材は特には、少なくと
も１つのハウジング材料を含み、ここでハウジング材料は、好ましくは少なくとも１つの
プラスティック材料、例えば一またはそれ以上の上記プラスティック材料を含む。試験エ
レメントは特には、インモールドコーティングおよび／またはオーバーモールディングに
よってハウジング部材へと連結され得る。試験エレメントは、特には、試験化学の一部分
がサンプルの導入のために暴露されているようにハウジング部材へと連結され得、これに
より試験化学の前記一部分が例えば少なくとも１つの試験フィールド領域を形成し得る。
試験フィールド領域の可能な実施態様としては、上記の記載が参照され得る。より特には
、試験エレメントは、サンプルの導入のための試験フィールド領域としての試験化学の少
なくとも１つの表面がハウジング部材のハウジング材料に覆われずに残るように、すなわ
ち、ハウジング部材のハウジング材料で覆われないようにハウジング部材へと連結され得
る。ハウジングは、特には、試験フィールド領域がハウジングの観察ウィンドウを通じて
、より特にはハウジングの外側から、光学的にモニターできる少なくとも１つの観察ウィ
ンドウがハウジング内に形成されるように構成され得る。ハウジングは特には、試験フィ
ールド領域が好ましくはチャンバの内部空間に対向している少なくとも１つのチャンバを
備え得る。加えて、分析用補助器具は、少なくとも１つのランセットエレメント、例えば
チャンバ内に収容される少なくとも１つのランセットエレメント、より特には少なくとも
１つのマイクロサンプラーを備え得る。
【０１００】
　したがって、試験エレメントは、特にはハウジング部材へ直接的に、すなわち、一また
はそれ以上の連結エレメントおよび／または連結材料の介在なしに連結され得る。より特
には、試験エレメントは、ハウジング部材へと接着剤なしに連結され得る。試験エレメン
トは、特には、少なくとも部分的にハウジング部材に組み込まれていてもよく、そして、
様々な可能性に関し、上記の記載が参照され得る。
【０１０１】
　分析用補助器具は特には少なくとも１つのチャンバを備え、ここで試験エレメントはチ
ャンバに対向する少なくとも１つの試験フィールド領域、すなわち試験化学の表面を備え
、試験フィールド領域はサンプルの導入のためにチャンバからアクセス可能である。試験
フィールド領域は特には、チャンバの壁によって少なくとも部分的に囲まれているように
、例えばチャンバの壁によって少なくとも部分的に覆われているように構成され得、ここ
でチャンバの壁は例えば試験フィールド領域上に設置されている。
【０１０２】
　さらに、ハウジングは、代わりにまたは追加で、少なくとも１つの観察ウィンドウを備
えていてもよく、ここで、試験フィールド領域はハウジングの観察ウィンドウを通して光
学的にモニターされ得る。可能な実施態様として、上記の記載が参照され得る。
【０１０３】
　上に説明されるように、分析用補助器具は、少なくとも１つの試験化学に追加して、サ
ンプルを作製するための少なくとも１つのランセットエレメント、より特には少なくとも
１つのマイクロサンプラーを備え得る。ランセットエレメントは、例えば、ハウジングに
対して移動可能に、例えばハウジング内に、より特にはハウジングの少なくとも１つのチ
ャンバ内に、備えつけられ得る。移動可能な備え付けは特には、ランセットエレメントが
少なくとも１つのランセット動作、すなわちそこにおいてサンプルが作製される動作を行
ない得るように構成され得る。前記ランセット動作は例えば、ランセットエレメントの少
なくとも１つのチップおよび／またはブレードが例えば適切な開口部を通ってチャンバを
離れるランセット方向に起こり得る。ランセット動作は例えば、分析用補助器具の構成要
素であってもよく、また、別個の装置であってもよい、アクチュエータによって作動され
得る。例えば、この目的のために、少なくとも１つのアクチュエータが、ランセットチッ
プまたはランセットブレードから離れた一端でランセットに作用し得る。前記アクチュエ
ータは、例えば、アクチュエータ開口部を通って分析用補助器具のチャンバへと入り得る
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。アクチュエータは例えば、適切なばね機構によって作動され得る。原則的に当業者に公
知であるこのようなアクチュエータの可能な実施態様として、先行技術が参照され得る。
【０１０４】
　分析用補助器具は特には、ランセットエレメントが、ランセット動作が行われた後、ハ
ウジング内へと戻ることができるように設計され得る。この目的のため、ランセットは例
えば、アクチュエータに連結可能である少なくとも１つの連結エレメントを備えていても
よく、これによりランセット動作、および、ランセット動作に対して反対の方向である再
マガジン化の動作がアクチュエータによって行われ得、再マガジン化のあいだにランセッ
トエレメントがハウジング内に再びマウントされ得る。この戻りの動作のあいだまたはそ
の後に、ランセットエレメントによって取り込まれたサンプルは試験エレメントへと移送
可能である。前記移送は、様々な方法によって達成され得る。例えば、ランセットエレメ
ント、例えばマイクロサンプラーは、サンプルが試験フィールド領域へと移送されるよう
に、試験エレメントに、より特には試験エレメントの試験フィールド領域に近接して誘導
され得る。代わりにまたはこれに加えて、例えばランセットエレメントを試験フィールド
領域上へ押し付けることなどにより、移送を引き起こす少なくとも１つのさらなるアクチ
ュエータを提供することもまた可能である。代わりにまたは追加で、例えばまた同様に、
ランセットエレメントのハウジングへの戻りの動作のあいだに、すなわち、例えば再マガ
ジン化動作のあいだに、移送が起こるようにランセットが試験フィールド領域へと短時間
接近するようにハウジングを成形することも可能である。
【０１０５】
　上記で説明されるように、分析用補助器具は特には、ハウジングがハウジングの外側か
らアクセス可能な少なくとも１つの観察ウィンドウを備えるように構成され得る。試験エ
レメントの少なくとも１つの特性の変化、より特には少なくとも１つの色の変化および／
または少なくとも１つの光学的特性における少なくとも１つの特性の変化が、観察ウィン
ドウを通じて外側から検出され得る。観察ウィンドウの可能な実施態様として、上記の記
載が参照される。観察ウィンドウは特には、ハウジングのフレームによって、より特には
ハウジング部材によって少なくとも部分的に囲まれ得る。前記フレームは、例えば、試験
エレメント上に直接的に設置される。上述されるように、観察ウィンドウは特には、観察
ウィンドウを通じて、および試験エレメントの少なくとも１つの支持エレメントを通じて
、試験化学を光学的にモニターすることができるように構成され得る。したがって、観察
ウィンドウは特には、試験エレメントの少なくとも１つの試験フィールド領域が、試験エ
レメントの少なくとも１つの、少なくとも部分的に光学的に透明である支持エレメントを
通じて観察可能であるように構成され得る。この場合、観察とは例えば試験化学の少なく
とも１つの光学的特性の変化の検出を意味していると解されるべきである。
【０１０６】
　本発明のさらなる様態において、一またはそれ以上の上記の実施態様による、または、
一またはそれ以上の以下に記載される例示的な実施態様による、複数の分析用補助器具を
含む分析用マガジンが提案される。分析用補助器具は特には、お互いにしっかりと連結さ
れ得る。より特には、分析用補助器具は、互いに、そして、それらの対応する位置が固定
されるように強固に連結されてもよい。より好ましくは、分析用マガジンは、マガジンハ
ウジングを備え得、ここで分析用補助器具のハウジング、特にはハウジング部材はマガジ
ンハウジングの構成要素であってもよい。例えば、分析用補助器具のハウジング部材は、
互いに隣接し合った、または互いに別の方法で連結し合ったマガジンハウジングの部分で
あってもよい。
【０１０７】
　分析用補助器具は特には、円形のディスクの形状および／または円環の形状であっても
よく、ここで分析用補助器具は例えば分析用マガジン中に放射状に配置される。しかしな
がら、円環の形状の代わりにまたはそれに加えて、他の形状、例えばディスク形状、棒状
の形状、ストリップの形状または他の形状などもまた可能である。
【０１０８】
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　以下の実施態様が本発明の意味において特に好ましいと言うことができる。
【０１０９】
　実施態様１：サンプル中、より特には体液中の少なくとも１つの分析物の検出のための
分析用補助器具を製造するための方法であって、前記分析用補助器具が、少なくとも１つ
のハウジングおよび少なくとも１つの試験化学を備える少なくとも１つの試験エレメント
を備え、前記方法が、以下の工程：
ａ）試験エレメントを提供する工程、および
ｂ）ハウジングの少なくとも１つのハウジング部材を、少なくとも１つの成形プロセスに
よって製造する工程であって、そのあいだに試験エレメントがハウジング部材へと連結さ
れる工程
を含む方法。
【０１１０】
　実施態様２：前記成形プロセスのあいだ、試験エレメントの少なくとも１つのセクショ
ン中の試験化学がハウジング部材の少なくとも１つのハウジング材料と接触し、前記試験
エレメントの少なくとも１つのさらなるセクション中の試験化学がハウジング材料によっ
て覆われていない実施態様１記載の方法。
【０１１１】
　実施態様３：前記成形プロセスのあいだ、前記試験エレメントが、少なくとも１つの表
面領域でハウジング部材上に設置されるようにハウジング部材と連結される実施態様１ま
たは２に記載の方法。
【０１１２】
　実施態様４：前記成形プロセスのあいだ、前記試験エレメントが少なくとも部分的にハ
ウジング部材中に埋め込まれる実施態様１～３のいずれか１項に記載の方法。
【０１１３】
　実施態様５：前記試験エレメントが、凝集性接合、形状嵌合接合および圧力嵌めからな
る群より選択される方法でハウジング部材へと連結される実施態様１～４のいずれか１項
に記載の方法。
【０１１４】
　実施態様６：前記成形プロセスが少なくとも１つの鋳造プロセス、より具体的にはプラ
スティック鋳造プロセスを含む実施態様１～５のいずれか１項に記載の方法。
【０１１５】
　実施態様７：前記成形プロセスが少なくとも１つのプラスティック鋳造プロセスを含む
実施態様１～６のいずれか１項に記載の方法。
【０１１６】
　実施態様８：前記プラスティック鋳造プロセスが、鋳造プロセス、より具体的には射出
成形プロセス；圧縮プロセス、より特にはトランスファー成形プロセスからなる群より選
択される実施態様１～７のいずれか１項に記載の方法。
【０１１７】
　実施態様９：前記プラスティック鋳造プロセスが、インモールドコーティングおよびオ
ーバーモールディングから選択される実施態様７または８に記載の方法。
【０１１８】
　実施態様１０：前記工程段階ｂ）において、試験エレメントの少なくとも一部が、成形
モールド中へ挿入され、および、成形モールド中でハウジング部材の少なくとも１つのハ
ウジング材料と接触し、より具体的にはハウジング部材の少なくとも１つのハウジング材
料によって包まれる実施態様１～９のいずれか１項に記載の方法。
【０１１９】
　実施態様１１：少なくとも１つの試験エレメント部分が、少なくとも１つのセクション
を介して、成形モールドの少なくとも１つの壁上に設置されるように、成形モールド中に
挿入される実施態様１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【０１２０】
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　実施態様１２：少なくとも試験エレメントのセクションが壁上に設置されている領域に
おいて、成形モールドの壁が、工程段階ｂ）が行われているあいだに、１３０℃以内、好
ましくは１２０℃以内、および、特に好ましくは１１０℃以内の温度であるように、工程
段階ｂ）が行われる実施態様１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【０１２１】
　実施態様１３：壁上に設置されている試験エレメントのセクションが、試験化学の、よ
り具体的には試験化学の試験フィールド領域の少なくとも一部を含む実施態様１～１２の
いずれか１項に記載の方法。
【０１２２】
　実施態様１４：成形プロセスが離型剤を使用せずに行われる実施態様１～１３のいずれ
か１項に記載の方法。
【０１２３】
　実施態様１５：工程段階ｂ）において、サンプル導入のための試験フィールド領域とし
ての試験化学の少なくとも１つの表面がハウジング部材のハウジング材料によって覆われ
ずに残るように、試験エレメントがハウジング部材へと連結される実施態様１～１４のい
ずれか１項に記載の方法。
【０１２４】
　実施態様１６：ハウジングが、少なくとも１つの観測ウィンドウがハウジング内に製造
され、試験フィールド領域がハウジングの観測ウィンドウを通じて光学的にモニターされ
得る実施態様１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【０１２５】
　実施態様１７：前記方法が、ハウジングが少なくとも１つのチャンバを形成するように
行われ、試験フィールド領域がチャンバの内部空間に対向している実施態様１５または１
６に記載の方法。
【０１２６】
　実施態様１８：前記方法が、追加で、サンプルを作製するための少なくとも１つのラン
セットエレメント、より具体的には少なくとも１つのマイクロサンプラーが、チャンバ中
へと導入される少なくとも１つの工程段階を含む実施態様１７記載の方法。
【０１２７】
　実施態様１９：試験化学が、安定性の観点から、１００℃の温度において、より具体的
には１１０℃の温度において、および、特に好ましくは１２０℃の温度において、少なく
とも短期間、安定であるように選択される実施態様１～１８のいずれか１項に記載の方法
。
【０１２８】
　実施態様２０：試験エレメントが、少なくとも１つの支持エレメントを備え、試験化学
が支持エレメントに、より具体的には試験化学の少なくとも１つの層を支持エレメントへ
と適用することによって連結される実施態様１～１９のいずれか１項に記載の方法。
【０１２９】
　実施態様２１：支持エレメントが、少なくとも１つのプラスティック材料、より具体的
には、少なくとも１００℃、好ましくは少なくとも１１０℃、および特に好ましくは少な
くとも１２０℃の、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　３０６に従って決定され得る軟化温度を有す
るプラスティック材料から完全にまたは部分的に製造される実施態様２０に記載の方法。
【０１３０】
　実施態様２２：前記支持エレメントが少なくとも１つのフィルムエレメント、より具体
的には少なくとも１つのプラスティックフィルムを含む実施態様２０または２１に記載の
方法。
【０１３１】
　実施態様２３：前記支持エレメントが複数の分析用補助器具のための試験化学を支持す
る実施態様２０～２２のいずれか１項に記載の方法。
【０１３２】
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　実施態様２４：前記支持エレメントが、ディスクの形状をした支持エレメント、より特
には円形のディスクの形状をした支持エレメント、および特に好ましくは円環の形状をし
た支持エレメントであり、試験化学がコーティングとして支持エレメントへと適用され、
コーティングが分析用補助器具のための試験フィールド領域を提供する実施態様２３記載
の方法。
【０１３３】
　実施態様２５：ハウジング部材が、ポリカーボネート、ポリエステル、アクリロニトリ
ル－ブタジエン－スチレン、環状オレフィンコポリマー、ポリメチルメタクリレート、ポ
リスチレン、ポリエチレンテレフタレートからなる群より選択される少なくとも１つのハ
ウジング材料から少なくとも部分的には製造される実施態様１～２４のいずれか１項に記
載の方法。
【０１３４】
　実施態様２６：複数の分析用補助器具が製造され、前記方法が、分析用補助器具が分析
用マガジン中に含まれるように行われる実施態様１～２５のいずれか１項に記載の方法。
【０１３５】
　実施態様２７：分析用補助器具が同時に製造される実施態様２６記載の方法。
【０１３６】
　実施態様２８：分析用補助器具が、共通のマガジンハウジング内に収容される実施態様
２６または２７に記載の方法。
【０１３７】
　実施態様２９：前記方法が、分析用補助器具のハウジングがマガジンハウジングの構成
要素となるように行われる実施態様２８記載の方法。
【０１３８】
　実施態様３０：より具体的には実施態様１～２９のいずれか１項に記載の方法によって
得られる、サンプル中の少なくとも１つの分析物の検出のための分析用補助器具であって
、少なくとも１つのハウジング部材を備える少なくとも１つのハウジングおよび少なくと
も１つの試験化学を備える少なくとも１つの試験エレメントを備え、試験エレメントが、
ハウジング部材の成形プロセスによってハウジング部材へ連結される分析用補助器具。
【０１３９】
　実施態様３１：試験エレメントがハウジング部材へ直接的に連結される実施態様３０記
載の分析用補助器具。
【０１４０】
　実施態様３２：試験エレメントがハウジング部材中に少なくとも部分的に組み込まれて
いる、分析用補助器具に関連する実施態様３０または３１記載の分析用補助器具。
【０１４１】
　実施態様３３：分析用補助器具が少なくとも１つのチャンバを備え、試験エレメントは
チャンバに対向する少なくとも１つの試験フィールド領域を備え、試験フィールド領域が
サンプルの導入のためにチャンバからアクセス可能である、分析用補助器具に関連する実
施態様３０～３２のいずれか１項に記載の分析用補助器具。
【０１４２】
　実施態様３４：試験フィールド領域が、チャンバの壁によって少なくとも部分的に囲ま
れているように構成され、チャンバの壁が例えば試験フィールド領域上に設置されている
実施態様３３記載の分析用補助器具。
【０１４３】
　実施態様３５：分析用補助器具が、追加で、サンプルを作製するための少なくとも１つ
のランセットエレメント、より特には少なくとも１つのマイクロサンプラーを備える分析
補助器具に関連する実施態様３０～３４のいずれか１項に記載の分析用補助器具。
【０１４４】
　実施態様３６：ランセットエレメントが、ハウジングに対して移動可能に、より具体的
にはハウジングの少なくとも１つのチャンバ内に備えつけられ、前記移動可能な備え付け
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が、ランセットエレメントが少なくとも１つのランセット動作を行ない得るように構成さ
れる実施態様３５記載の分析用補助器具。
【０１４５】
　実施態様３７：ランセットエレメントが、ランセット動作が行われた後、ハウジング内
へと戻ることができるように、より具体的には再マガジン化可能であるように設計され、
戻りの動作のあいだまたはその後に、ランセットエレメントによって取り込まれたサンプ
ルが試験エレメントへと移送可能である実施態様３６記載の分析用補助器具。
【０１４６】
　実施態様３８：ハウジングがハウジングの外側からアクセス可能な少なくとも１つの観
察ウィンドウを備え、試験エレメントの少なくとも１つの特性の変化、より具体的には少
なくとも１つの色の変化および／または少なくとも１つの光学的特性における少なくとも
１つの特性の変化が、観察ウィンドウを通じて外側から検出され得る、分析用補助器具に
関連する実施態様３０～３７のいずれか１項に記載の分析用補助器具。
【０１４７】
　実施態様３９：観察ウィンドウが、ハウジングのフレームによって、より具体的にはハ
ウジング部材によって少なくとも部分的に囲まれる実施態様３８記載の分析用補助器具。
【０１４８】
　実施態様４０：観察ウィンドウが、試験エレメントの少なくとも１つの試験フィールド
領域が、試験エレメントの少なくとも１つの、少なくとも部分的に光学的に透明である支
持エレメントを通じて観察可能であるように構成される実施態様３８または３９記載の分
析用補助器具。
【０１４９】
　実施態様４１：分析用補助器具に関連する実施態様３０～４０のいずれか１項に記載の
複数の分析用補助器具を含む分析用マガジン。
【０１５０】
　実施態様４２：分析用マガジンが、マガジンハウジングを備え、ここで分析用補助器具
のハウジングがマガジンハウジングの構成要素である実施態様４１記載の分析用マガジン
。
【０１５１】
　実施態様４３：分析用マガジンが、円環の形状であり、分析用補助器具が分析用マガジ
ン中に放射状に配置される実施態様４１または４２記載の分析用マガジン。
【０１５２】
　本発明の意味において提示される工程において、分析用補助器具および分析用マガジン
は公知の工程および装置に対して多数の優位点を有している。より特には、公知の工程お
よび装置の上述される不利な点が、少なくとも実質的に避けられ得る。加えて、工程はま
た、従来の製造工程における多数の作業工程が省かれ得るため、非常に費用効率よく、か
つ、効率的に行われ得る。より特には、試験化学が好ましくは、例えば、直線的な配置の
、平面マガジンのための延長されたストリップを備えた試験エレメントの形状、および／
または、周囲に試験フィールドの配置を有する円筒形などの連続的な要素として、または
、円形ディスク配置のマガジンのためのリングとして提供され、そして、ハウジング部材
へと連結される場合、接着剤のハウジング部材へのおよび／または試験エレメントへの適
用は省かれ得る。より特には、試験エレメントは、インサートとして型穴中へ挿入され、
そして、ハウジングの、好ましくはマガジンハウジングのハウジング材料を用いてオーバ
ーモールドされ得る。この工程において、特定の試験フィールド領域のための観察ウィン
ドウ、即ち、一般的には観察領域は、好ましくは覆われずに残り、例えば試験エレメント
の支持フィルムが観察ウィンドウとして使用され得る。したがって、成形工程、より特に
はプラスティック成形工程、および特に好ましくは射出成形工程は、いかなる光学的特性
をもつべきではない。試験化学は、原則的に、黒色の材料の形状であるハウジング材料と
、例えばオーバーモールドによってなどで組み合わせられてもよく、そして、これは特に
測定のあいだの散乱光の抑制を容易にし得る。したがって、ハウジング材料は好ましくは
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、例えば４００ｎｍ～８００ｎｍのスペクトル範囲において、好ましくは５％未満、より
特には１％未満、および特に好ましくは０．５％未満の透過性を有する、光学的に不透明
な材料、例えば黒色材料であり得る。
【０１５３】
　例えば試験化学の連続的な要素を備える試験エレメントは、例えば、好ましくは実際の
試験化学の全ての領域が層で覆われないように、１つの側上でインモールドコーティング
に付されてもよく、また、例えば支持エレメントの両方の側における壁の厚さが射出成形
工程を可能にするほどに十分厚い（例えば、≧０．４ｍｍなど）場合、試験化学層は、個
々の試験フィールド領域にのみ暴露され得、試験フィールド領域のあいだの空間は完全に
プラスティックを用いて充填されるか、および／または、プラスティックによって囲まれ
得る。
【０１５４】
　特には、上記の好ましい試験化学（これはまたｃＮＡＤ試験化学と参照される）は、そ
れが少なくとも短時間のあいだ典型的には１２０℃までの温度に耐えることから、提案さ
れる工程および提案される装置に特に適切である。提案される分析用補助器具および分析
用マガジンのために典型的に使用され得るプラスティックの加工温度は、一般的に実際に
は１２０℃より高い。しかしながら、後で試験化学として、すなわち試験フィールド領域
として使用され、および作用されなければならないこれらの領域は、ハウジング材料、例
えば射出成形組成物を含んでいないため、好ましくは提案される工程のあいだ、明確によ
り低い温度のモールド壁、例えば最大温度が１１０℃に達するモールド壁と接触される。
【０１５５】
　医学的消耗品材料のこのようなモールディングは通常、一般的に離型剤を含まないべき
であるので、試験化学の異物による汚染はまた一般的に懸念されることはない。
【０１５６】
　上述されるように、試験エレメントは例えば、少なくとも１つの支持エレメント、例え
ば少なくとも１つの支持フィルムを備える。例えば、ポリカーボネートおよび／またはポ
リエステルからなる支持フィルムが使用され得る。例えば、ハウジング材料としてポリカ
ーボネートを使用することもまた可能であり、また、支持エレメントと同一または少なく
とも化学的に類似の材料も原則的に少なくとも１つのハウジング部材に使用され得る。こ
の場合、例えばインサートとしての支持エレメントと例えば射出成形としてのハウジング
部材とのあいだの良好な連結が確実とされる。
【０１５７】
　小型の計測システムの場合、さもなければ例えば短い作動距離で作用しなければならな
い光学測定ユニットが、全ての場合において目的物（例えば試験フィールド領域および／
または試験化学）に焦点を合わせることができないため、さらなる有利な態様においては
、合計のおよび典型的には回避不可能な寸法上の変動量は一般的に非常に小さいもののみ
でなければならない。例えば、光学的検出システムの典型的な焦点深度は、最大で±０．
１５ｍｍである。マウントされた試験化学の場合、モールドと関係しない不可避な寸法だ
けでなく、一般的に、通常使用される接着剤の厚みおよび支持フィルムの厚みもまたあり
、それらの同様に避けがたい系全体にわたる変動量は、光学計測ユニットの、まだなお利
用可能な焦点深度を容易に超え得る。全く同様に、従来の機器の場合、設置のために必要
な空間もまた、それ自身が典型的には測定中の変動を避け得ない光学的計測ユニットを含
む機器自体の中に残っていなければならない。従来の小型の計測システムにおけるこれら
の不利益な点は、本発明の分析用補助器具および本発明の分析用マガジンによって避けら
れるか、または少なくとも著しく低下され得る。例えば、試験エレメントの直接的なオー
バーモールディングまたはインモールドコーティングの場合、典型的にはまだなお許容可
能な限度内に一定に保たれ得る、一般的にモールドと関係しないマガジンの厚みの寸法は
、例えば±０．０５ｍｍの誤差範囲内にとどまり、したがって、機器としては、典型的に
は寸法の変動として±０．１ｍｍの許容誤差がなお残っている。用語「モールドと関係し
ない寸法（formungebunde-nen Masse）」との関連において、これは一般的には、マガジ
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ンの外側からマガジンの内部に配置される試験化学まで延びる寸法の外形である。したが
って、前記寸法の外形は一般的に、マガジンの複数のモールディング、例えばマガジンの
成形された半分のモールド２つの相互作用によってのみ生じる寸法を含む。これに関連し
て、モールド壁へと直接的に作用される成形工程のモールド構造から生じる全ての構造は
、例えば、モールドと関係するということができる。対照的に、互いに対して移動可能で
ある種々のモールド壁の相互作用によって生じる全ての構造は、モールドと関係しない、
ということができる。このようなモールドと関係しない構造は、一般的に、モールド製造
における変動、成形材料の多様性および成形工程の効果だけでなく、一般的に互いに対し
て移動するためのモールド部分の能力のために必要とされる空間と、一般的に成形モール
ドの構成要素、例えば半分のモールドに作用する成形機械の効果とを、ともに、または別
々に生み出す。モールドに関係しない寸法には、一般的により大きな許容誤差が認められ
るべきである。
【０１５８】
　ディスク形状の分析用マガジンは、特には本発明にしたがって構成され得る。これらは
特には、一またはそれ以上のマイクロサンプラーを含み得る。加えて、試験化学の試験フ
ィールド領域は試験フィールド、例えば分析用補助器具当たり少なくとも１つの試験フィ
ールドを形成し得、ここで、試験フィールドは例えば、分析用補助器具のハウジング内お
よび／またはマガジンハウジング内に強固に備え付けられ得る。分析用補助器具内に含ま
れ得る少なくとも１つの任意的なランセットエレメントは、それに対して移動可能に配置
され得る。ハウジング内への試験フィールドの固定は、例えば、成形工程のあいだ、例え
ば射出成形工程のあいだに、簡潔なまたは確実な方法で、試験エレメントのオーバーモー
ルディングおよび／またはインモールドコーティングによってなされ得る。このような成
形工程、より特にはプラスティック成形工程は、すでに現在では、分析用補助器具のおよ
び／または分析用マガジンのハウジングの製造のために典型的に使用されており、したが
って、標準的な工程が、わずかな改変のみをともなってさらに使用され得る。より特には
、試験化学リングがオーバーモールディングまたはインモールドコーティングに付される
試験エレメントとして使用され得る。提案される試験化学の上述した熱的、より特には１
２０℃の温度までの安定性は、本発明の意味において著しく特に好ましい。
【０１５９】
　化学フィールドが典型的には少なくとも１つの接着剤を介して少なくとも１つのサポー
トと連結されている先行技術から公知の工程と比較して、本発明の意味において、接着性
の材料を完全に除外することが可能である。より特には、ハウジング部材と試験エレメン
トとのあいだの連結は、接着剤なしで達成され得る。このような接着性材料および接着剤
は、しばしば、試験エレメントおよびより特にはその中の試験化学に損傷を与え得るだけ
ではなく、より特には、マイクロサンプラーの親水性コーティングを損なわせ、したがっ
てその後、血液または別の種類の体液の収集を確実に行うことが不可能であるか、または
非常な困難を伴ってのみ可能にさせる蒸発をもたらす。このような点で、接着剤を含まな
い好ましい実施態様はまた、分析用補助器具の質および確実性を著しく改良し得る。
【０１６０】
　本発明のさらなる詳細および特徴は、以下の好ましい例示的な実施例の記載から、特に
は従属クレームと併せることにより明らかであろう。この場合、対応する特徴は、それら
自身において、または、いくつかの互いの組み合わせとして把握され得るであろう。本発
明は、例示的な実施態様に限定される訳ではない。例示的な実施態様は、図に図式的に示
されている。それぞれの図における同一の参照番号は、それらの機能という観点から互い
に機能的に同一であるかまたは対応する同一のエレメントまたは複数のエレメントを規定
している。
　より詳細には以下のとおり。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】図１は、複数の分析用補助器具を備える分析用マガジンの斜視図を示す。
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【図２】図２は、図１による分析用マガジンの上からの図を示す。
【図３】図３は、図２中の交差線Ａ－Ａに沿った分析用マガジンを通る断面図を示す、
【図４】図４は、図３の領域Ｂの拡大された詳細図を示す。
【図５】図５は、図３の領域Ｃの拡大された詳細図を示す。
【図６】図６は、図１～５の分析用マガジンのマガジンハウジングの下側部材の個々の斜
視図を示す。
【図７】図７は、図６中の領域Ａの拡大した詳細図を示す。
【図８Ａ】図８Ａは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｃ】図８Ｃは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｄ】図８Ｄは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｅ】図８Ｅは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｆ】図８Ｄは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【図８Ｇ】図８Ｅは、単一の試験の形状である分析用補助器具の例示的実施態様の様々な
図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１６２】
例示的な実施態様
　実施例１～７は、本発明による分析用マガジン１１０の例示的な実施態様の様々な略図
を示している。示されている例示的な実施態様における分析用マガジン１１０は、円環形
状または円形ディスク形状の分析用マガジン１１０であり、そして分析用マガジン１１０
中に放射線状の配置で配置される複数の分析用補助器具１１２を備える。
【０１６３】
　図１は、分析用マガジン１１０の斜視図を示し、図２は、分析用マガジン１１０の検出
側の上からの図を示し、そして、図３は、図２中の交差線Ａ－Ａに沿った断面図を示して
いる。図４および図５は、図３による断面図中の領域ＢおよびＣの拡大された詳細図をそ
れぞれ示している。図６は、マガジンハウジング１１８の下側部材１１６の形状の分析用
マガジンのハウジング部材１１４の個々の図を示しており、ここで下側部材１１６は、分
析用補助器具１１２のハウジング１２０と組み合わされている。図７は、図６中の切り抜
きＡの拡大した詳細図を示している。全ての略図は以下にともに記載されている。
【０１６４】
　示されている例示的な実施態様において、分析用補助器具１１２はそれぞれ、図４中の
略図から特に明らかであるように、少なくとも１つの試験エレメント１２２および任意に
は、特にはマイクロサンプラー１２６であってもよく、例えば、図４において下向きの面
上にランセットチップから延びているキャピラリチャネル（図には詳細には示されていな
い）を備え得る、少なくとも１つのランセットエレメント１２４を備える。試験エレメン
ト１２２は、支持エレメント１３０、例えば支持フィルム１３２を備え、その上に試験化
学１３４の一またはそれ以上の層が適用される。試験化学１３４は、ランセットエレメン
ト１２４に対向しており、および、この領域において少なくとも１つの試験フィールド領
域１３６を形成し、この上に液体サンプルが適用され得る。
【０１６５】
　示されている例示的な実施態様において、少なくとも１つの試験フィールド領域１３６
および少なくとも１つのランセットエレメント１２４が、それぞれの場合において、任意
的に、ハウジング１２０内に形成されるチャンバ１３８内に収容される。したがって、分
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析用補助器具１１２は、それぞれの場合において、チャンバ１３８内に配置される試験フ
ィールド領域１３６を有する少なくとも１つの試験エレメント１２２および少なくとも１
つのランセットエレメントだけでなく、チャンバ１３８を形成する少なくとも１つのハウ
ジング１２０を備える。分析用マガジン１１０の分析用補助器具１１２のハウジング１２
０は、互いに連結され、および、マガジンハウジング１１８の共通の構成要素を形成する
。示されている例示的な実施態様において、ハウジング１２０およびマガジンハウジング
１１８は、それぞれの場合において、複数部品からなる。したがって、ハウジング１２０
はそれぞれ、マガジンハウジング１１８の下側部材１１６の構成要素であるハウジング部
材１１４、および、マガジンハウジング１１８の上側部材１４２の構成要素であるさらな
るハウジング部材１４０を備える。
【０１６６】
　上述されるように、チャンバ１３８は円環形状の分析用マガジン１１０内に放射状に配
置される。図６および７は、これらの放射状配置を示しているが、それぞれの場合におい
て分析用補助器具１１２のハウジング１２０のハウジング部材１１４およびマガジンハウ
ジング１１８の下側部材１１６のみしかこれらの略図には示されていない。ランセットエ
レメント１２４はこれらの略図には示されていない。
【０１６７】
　例えば図４の詳細図に示されるように、マガジンハウジング１１８は、図４の下側に、
検出面１４４を有し、その上に開口部の形状である観察ウィンドウ１４６が、それぞれの
場合において、下側部材１１６内およびハウジング部材１１４内に形成される。前記観察
ウィンドウ１４６はまた、図２における検出面１４４の上からの図においても認識可能で
ある。試験エレメント１２２の支持エレメント１３０は、前記観察ウィンドウ１４６を通
じて認識可能である。以下により詳細に説明されるであろうように、前記支持エレメント
１３０は、透明であることが好ましく、これにより、特定の試験エレメント１２２の試験
化学１３４の光学的特性の変化の光学的検出が、観察ウィンドウ１４６を通じて観察され
得る。
【０１６８】
　分析用マガジン１１０は、例えば検出面１４４上に、好ましくは複数の移送エレメント
１４８を備え、これによって、分析用マガジン１１０を使用する試験機器は、それぞれの
場合において正確に１つの分析用補助器具１１２を適用位置内に移動させ得る。前記適用
位置において、例えば、アクチュエータ（図中には示されていない）が、分析用マガジン
１１０における中央凹部１５０（図３を参照のこと）から隣接した開口部１５２（アクチ
ュエータ開口部ともまた称される）を通過してチャンバ１３８内へと入り込むことが可能
である。ここで、例えばアクチュエータは、ランセットエレメント１２４の隣接する端部
、例えばそこに配置されたグロメットおよび／または別の種類の連結エレメントを把持し
得る。その後、アクチュエータは、放射状に外側へと（図４においては左方向へと）向か
うランセット動作にランセットエレメント１２４を至らせ得、ここでランセットチップ１
２８は、先端開口部１５４を通ってチャンバ１３８を出て、使用者の皮膚に穿刺および／
または切開を形成して、液体サンプルを好ましくはキャピラリエレメントを用いて取り込
む。続いて、アクチュエータは、例えばランセットエレメント１２４をランセットエレメ
ント１２４が先に保管されていたチャンバ１３８内へと引き戻すことによって、ランセッ
トエレメント１２４の再マガジン化を行うように配置されてもよい。
【０１６９】
　続いて、サンプルが試験エレメント１２２の試験フィールド領域１３６へと移送され得
る。これは、例えば、ランセットエレメントを、例えばチャンバ１３８の壁の適切な形状
によってなどにより、短時間のあいだ試験フィールド領域１３６に非常に近く接近させる
ことによって達成され得る。例えば、この目的のために、ハウジング部材１１４中に、例
えば図４および７において認識されるような、一またはそれ以上の適切な曲線部（Kontur
en）１５６を提供することができる。この場合、例えば再マガジン化のあいだに、特定の
分析用補助器具１１２の試験フィールド領域１３６への液体サンプルの移送が達成され得
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る。
【０１７０】
　上記で説明されるように、本発明によれば、試験エレメント１２２は、成形工程のあい
だに、および、好ましくは、前記成形工程自体によって、ハウジング部材１１４へと連結
される。示される例示的な実施態様のよる分析用マガジン１１０の場合、これは、分析用
マガジン１１０の全ての分析用補助器具１１２に対して好ましくは同時に実現される。し
かしながら、他の実施態様もまた原則的に考えられる。この目的のために、例えば、示さ
れている実施態様において、円環形状である支持フィルム１３２の形状である支持エレメ
ントを使用することが可能である。前記支持フィルム１３２は、試験化学１３４によりコ
ートされている。支持エレメント１３０は、それによって下側部材１１６およびハウジン
グ部材１１４が得られ得るように、成形モールド、例えば射出成形モールド内へと挿入さ
れる。射出成形モールドは、それに続く試験フィールド領域１３６の領域内の試験化学１
３４が射出成形モールドのモールド壁上に設置されるように成形され、したがって、成形
工程において、試験フィールド領域１３６はハウジング部材１１４または下側部材１１６
のハウジング材料１５８によって覆われない。対照的に、そこに試験フィールド領域１３
６が続いて製造されない他の領域においては、試験化学１３４は成形モールドの壁から距
離を空けて配置されており、このため、これらの領域はハウジング材料１５８中に埋め込
まれる。これは例えば、２つのチャンバ１３８のあいだの下側部材１１６の壁セクション
を通る断面を示している図５において認識されることができる。この領域において、試験
化学１３４はまた、ハウジング材料１５８内に埋め込まれる。
【０１７１】
　試験化学１３４でコートされた、および、試験化学リングの形状である、支持エレメン
ト１３０の成形モールド中への前記挿入の後、ハウジング材料１５８が前記成形モールド
中へと例えば射出または加圧によって導入され、ここでハウジング材料１５８は液体また
は少なくとも変形可能な形状である。好ましくはモールド中で行われる、この工程段階お
よび／またはその後の固化段階において、ハウジング部材１１４は、支持エレメント１３
０に少なくとも１つの表面領域１６０で直接的に連結される。これは例えば、支持エレメ
ント１３０およびハウジング材料１５８を化学的に類似しているものとすることによって
、例えばポリカーボネートおよび／またはポリエステルを使用することなどによって促進
され得る。
【０１７２】
　分析用補助器具１１２のための支持エレメント１３０および試験化学１３４を提供する
試験化学リングはしたがって、前記成形工程において、好ましくはインモールドコーティ
ング（例えば、図４に示される領域において）および／またはオーバーモールディング（
例えば、図５に示される領域において）に付される。試験化学１３４が好ましくは射出成
形モールドのモールド壁上に設置される試験フィールド領域１３６の領域内において、成
形工程のあいだの設定温度を、例えば１２０℃を超えないように設定することが可能であ
る。少なくとも短時間のあいだ前記温度に耐える試験化学１３４の適切な選択によって、
このような温度上昇がさらに許容される。観察ウィンドウ１４６は例えば、寸法において
試験フィールド領域１３６に対してより小さくすることができ、したがって、例えば、試
験化学１３４が成形工程のあいだに熱せられたハウジング材料１５８と接触する試験フィ
ールド領域１３６の端部領域は光学的分析において考慮されない。例えば、観察ウィンド
ウ１４６は、それぞれの寸法において、試験フィールド領域１３６と比較して、少なくと
も５％、より特には少なくとも１０％、および、例えば少なくとも３０％、例えば３０～
５０％より小さい寸法とされ得る。
【０１７３】
　記載されている成形工程は、簡潔、確実および産業規模で容易に達成可能な方法で、分
析用補助器具１１２の、好ましくは全ての分析用補助器具１１２の、試験エレメント１２
２を、例えばハウジング部材１１４および／または試験エレメント１１２への接着剤の別
個の適用の必要性なしにハウジング部材１１４に、前記エレメント間の連結を確立するた
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めに連結することを可能にする。したがって、工程段階が省かれ得る。同時に、上述され
るように、記載される態様は、例えば接着剤に対する製造上の公差が避けられ得るため、
製造上の公差の低い、分析用補助器具１１２および分析用マガジン１１０を製造すること
が可能である。
【０１７４】
　図８Ａ～８Ｇは、個々の試験具１６２の形状である分析用補助器具１１２の様々な図を
示している。図８Ａは、個々の試験具１６２のチャンバ１３８の１つの軸に沿った個々の
試験具１６２を通る断面図を示しており、図８Ｂは、ランセットエレメント１２４のラン
セットチップ１２８の出口のための先端開口部１５４の方向へ向いている個々の試験具１
６２の正面図を示しており、図８Ｃは、個々の試験具１６２の側面図を示しており、図８
Ｄは、図８Ｃに関して上から見た個々の試験具１６２の図を示しており、図８Ｅは、図８
Ｄ中の交差線Ａ－Ａに沿った断面図を示しており、図８Ｆは図８Ｃに関して下から見た個
々の試験具１６２の図を示しており、および、図８Ｄは個々の試験具１６２の斜視図を示
している。図は以下にまとめて説明される。
【０１７５】
　図８Ａに示されるように、個々の試験具１６２は同様に、複数部材の形状であるハウジ
ング１２０を備える。図８Ａから認識されるように、前記ハウジング１２０は、例えば、
下側部材１１６の形状のハウジング部材１１４および上側部材１４２としてのさらなるハ
ウジング部材１４０を備え得る。ハウジング１２０は、その中に少なくとも１つのランセ
ットエレメント１２４が収容され得る、チャンバ１３８を取り囲み得る。前記ランセット
エレメント１２４は、例えば、先の例示的な実施例に示されているように、ランセットエ
レメント１２４がそれ自身のばね張力によってチャンバ１３８中に保持され得るように、
対応する曲線部１５６を介して湾曲して保管され得る。この方法により、例えば、穿刺操
作の後でさえも、上記で説明されるように、チャンバ１３８内へのランセットエレメント
１２４の確かな再マガジン化を確実にすることが可能である。例えば、ランセットエレメ
ント１２４は同様に、マイクロサンプラー１２６であってもよい。
【０１７６】
　チャンバ１３８は、例えば、ランセット１２４のランセットチップ１２８のための少な
くとも１つの出口開口部を備え得る。前記出口開口部は、本明細書中で先端開口部１５４
と称される。任意には、チャンバ１３８は、少なくとも１つのアクチュエータ開口部また
は隣接する開口部１５２を追加で備えていてもよい。この点に関して、分析用マガジンに
関する上の記載が同様に参照され得る。
【０１７７】
　加えて、分析用補助器具は同様に、任意には支持エレメント１３０、および、チャンバ
１３８の内部空間に対向している、および、チャンバ１３８に対向している面上に試験フ
ィールド領域１３６を形成する試験化学１３４を備える試験エレメント１２２を備える。
この点に関して、上の図４の記載が参照され得る。
【０１７８】
　個々の試験具１６２は、原則的に上記の製造工程と同様に製造され得る。この目的のた
めに、完成された試験エレメント１６２は例えば、試験フィールド領域１３６がモールド
の１つの壁上に完全にまたは部分的に設置されるように、例えば適切なモールド内へと挿
入され得る。続いて、ハウジング部材１１４を形成するハウジング材料が、成形工程の結
果として支持エレメント１３０がハウジング材料と連結され、そして同時にハウジング部
材１１４が形成されるように、モールド中へ例えば射出などによって導入され得る。例え
ば、支持エレメント１３０は、ハウジング部材１１４へ、凝集性の形式で、かつさらなる
連結エレメントまたは連結材料の介在なしに、連結され得る。この点に関して、例として
、分析用マガジン１１０に関する上の記載が同様に参照され得る。
【０１７９】
　個々の試験具１６２は例えば、追加で同様に、検出面１４４上に観察ウィンドウ１４６
を備え得る。前記観察ウィンドウ１４６によって、例えば上記の例示的な実施態様と同様
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に、サンプルおよび／またはサンプル中に存在する分析物との反応における、試験エレメ
ント１２２または試験化学１３４の少なくとも１つの光学的特性における変化を検出する
ことが可能となる。
【０１８０】
　支持エレメントは例えば同様に、支持フィルムの形状であってもよい。可能な材料とし
ては、上の記載が参照され得る。例えば、ポリカーボネートおよび／または他のプラステ
ィック材料、好ましくは透明な材料が使用され得る。例えば図８Ｅにおける断面図に示さ
れているように、チャンバ１３８からアクセス可能である試験フィールド領域１３６の外
側の試験化学１３４は、ハウジング部材１１４のハウジング材料１５８中に組み込まれ得
る。支持エレメント１３０は、したがって好ましくは、試験化学１３４がハウジング部材
１５８に部分的に組み込まれるように、成形工程に先立って試験化学１３４でコートされ
得る。さらなる詳細については、上の記載が参照され得る。
【０１８１】
　個々の試験具１６２は、例えば前記個々の試験具１６２が別個に作用され、そしてアク
チュエータ（示されていない）によって使用されることによって、別個に処理され得る。
例えば個々の試験具１６２は任意には、それ自身上に保管されてもよく、また、任意には
複数の他の個々の試験具１６２とともにマガジン中に保管され、そして、個々の使用のた
めにマガジンから個別に取り外されてもよい。示されている例示的な実施態様において、
個々の試験具１６２はしたがって、直接的に機械的に他の個々の試験具１６２に連結され
てはいないが、個々のエレメントとして使用および処理され得る。例えば、適切なアクチ
ュエータシステムを使用することによって、個々の試験具１６２が、他の個々の試験具か
らは独立して、分析用試験装置へと供給され、および／または、そこで使用されるために
分析用試験装置内の適用位置へと移動させられ得る。前記適用位置において、対応するア
クチュエータが、例えば隣接する開口部１５２を通じてチャンバ１３８内へと入り込み、
隣接する開口部１５２に対向する一端においてランセットエレメント１２４を把持し、ラ
ンセットチップ１２８が先端開口部１５４を通って短期間現れ、そして皮膚表面を穿刺す
ることを含む穿刺動作を行ない得る。血液および／または他の体液が収集され、そして、
ランセットチップ１２８がチャンバ１３８内へと引き戻される。曲線部１５６および／ま
たは別個のアクチュエータにより、ランセットチップ１２８は、収集したサンプルがチャ
ンバ１３８の内部の試験フィールド領域１３６へと移送されるように、試験フィールド領
域１３６に非常に接近して通り過ぎるように導かれる。
【０１８２】
　個々の試験具１６２のハウジング１２０は、個々の試験具１６２の対応するアクチュエ
ータによる処理を容易にし得る、一またはそれ以上のハウジング曲線部および／または固
定構造を備え得る。例えば、一またはそれ以上のノッチ１６４が、例えば図８Ｃ、８Ｄ、
８Ｆおよび８Ｇから認識可能であるように、ハウジング１２０の壁の一面に提供され得る
。ノッチ１６４の代わりにまたはそれに加えて、個々の試験具１６２はまた、任意には種
々の方法で設計されている一またはそれ以上の固定構造を備え得、一般的に個々の試験具
１６２は好ましくは、個々の試験具１６２の機械的処理のためのアクチュエータシステム
との相互作用を許すおよび／または容易にする一またはそれ以上のそのような工程構造を
備え得る。
【０１８３】
　代わりにまたは加えて、他の種類の連結エレメントがまた、固定構造として提供され得
る。加えて、図８Ｇにおける斜視図はまた、穿刺方向１６６、即ち、図８Ａで示されてい
る、使用者の皮膚のある領域に貫通するための、続いて、穿刺方向１６６とは反対にチャ
ンバ１３８内へと引き戻されるための先端開口部１５４から、ランセットチップ１２８が
出てくる場合の方向を象徴的に示している。
【符号の説明】
【０１８４】
１１０　分析用マガジン
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１１２　分析用補助器具
１１４　ハウジング部材
１１６　下側部材
１１８　マガジンハウジング
１２０　ハウジング
１２２　試験エレメント
１２４　ランセットエレメント
１２６　マイクロサンプラー
１２８　ランセットチップ
１３０　支持エレメント
１３２　支持フィルム
１３４　試験化学
１３６　試験フィールド領域
１３８　チャンバ
１４０　さらなるハウジング部材
１４２　上側部材
１４４　検出面
１４６　観察ウィンドウ
１４８　移送エレメント
１５０　中央凹部
１５２　隣接する開口部、アクチュエータ開口部
１５４　先端開口部
１５６　曲線部
１５８　ハウジング材料
１６０　表面領域
１６２　個々の試験具
１６４　溝
１６６　穿刺方向
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