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(57)【要約】
【課題】血糖値との相関関係を有する唾液中グルコース
を、非侵襲かつ無拘束で連続的に計測でき、加えて、限
られたスペースで安全に収容可能な生体成分検出装置及
び歯列マウスガード型センサを提供する。
【解決手段】本発明の生体成分検出装置２０は、歯列マ
ウスガード材料からなる基材２１と、基材２１の少なく
とも一方の面２１ａに積層され、作用電極材料を含有す
る作用電極材料層２２と、基材２１の上記一方の面２１
ａに積層され、参照電極材料を含有する参照電極材料層
２３とを備え、作用電極材料層２２の少なくとも一部が
作用電極２２Ａであり、参照電極材料層２３の少なくと
も一部が参照電極２３Ａであり、作用電極２２Ａ及び参
照電極２３Ａは、基材２１と直接接している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯列マウスガード材料からなる基材と、
　前記基材の少なくとも一方の面に積層され、作用電極材料を含有する作用電極材料層と
、
　前記基材の前記少なくとも一方の面に積層され、参照電極材料を含有する参照電極材料
層とを備え、
　前記作用電極材料層の少なくとも一部が作用電極であり、
　前記参照電極材料層の少なくとも一部が参照電極であり、
　前記作用電極及び前記参照電極は、前記基材と直接接している、生体成分検出装置。
【請求項２】
　前記基材は、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂、ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂、
ポリスチレン樹脂及び熱可塑性ポリウレタン樹脂から選択される少なくとも１種の樹脂を
含有する、請求項１に記載の生体成分検出装置。
【請求項３】
　前記作用電極材料がプラチナであり、前記参照電極材料が銀であり、前記参照電極は、
銀の表面が塩化銀によって覆われている銀／塩化銀電極である、請求項１又は２に記載の
生体成分検出装置。
【請求項４】
　前記基材がシート状であり、前記作用電極材料層及び前記参照電極材料層が膜状であり
、前記生体成分検出装置が可撓性を有する、請求項１から３のいずれかに記載の生体成分
検出装置。
【請求項５】
　前記作用電極及び前記参照電極は、露出されており、
　前記作用電極及び前記参照電極が露出する領域は、接着剤不使用領域であり、
　ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準じてクロスカット法により測定される、前記基材と前
記作用電極又は前記参照電極との間の密着性が８０％以上である、請求項１から４のいず
れかに記載の生体成分検出装置。
【請求項６】
　前記生体成分検出装置は、唾液に含まれるグルコースを検出する唾液中グルコース検出
装置であり、
　前記作用電極及び前記参照電極の表面において、グルコースオキシダーゼが固定化され
ている、請求項１から５のいずれかに記載の生体成分検出装置。
【請求項７】
　歯列マウスガード材料からなり、歯列マウスガード形状の本体と、
　請求項１から６のいずれかに記載の生体成分検出装置と、
　外部装置に情報を送信する情報送信部と、
　前記生体成分検出装置と前記情報送信部とを電気的に接続する接続部とを含んで構成さ
れ、
　前記本体は、歯列の少なくとも一部の内周に対応する内側壁部と、前記歯列の少なくと
も一部の外周に対応する外側壁部とを有し、
　前記情報送信部は、前記生体成分検出装置に電圧を印加する電圧印加部と、前記生体成
分検出装置での出力電流を検出する電流検出部と、前記電流検出部での検出結果を外部に
送信する検出結果送信部とを有し、
　前記生体成分検出装置は、前記内側壁部において前記作用電極及び前記参照電極が露出
するように設けられ、
　前記外側壁部は、前記情報送信部を収容する収容部を有し、
　前記情報送信部は、前記収容部に収容されており、
　前記接続部は、未露出状態で設けられている、歯列マウスガード型センサ。
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【請求項８】
　前記本体は、下顎歯列の臼歯部分に対応する形状である、請求項７に記載の歯列マウス
ガード型センサ。
【請求項９】
　前記本体は、前記歯列の少なくとも一部の形状と略同じ形状である第１本体と、前記第
１本体を被覆する第２本体とを有し、
　前記第２本体の前記外側壁部は、前記情報送信部の大きさと略同じ大きさの凹部を有し
、
　前記収容部は、前記第１本体の前記外側壁部と前記第２本体の前記凹部とによって囲ま
れる領域であり、
　前記接続部は、前記第１本体と前記第２本体との間に設けられる、請求項７又は８に記
載の歯列マウスガード型センサ。
【請求項１０】
　前記検出結果送信部は、前記電流検出部での検出結果を外部に無線で送信する、請求項
７から９のいずれかに記載の歯列マウスガード型センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体成分検出装置及び歯列マウスガード型センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、社会の高齢化や健康への意識の高まり、通信環境の整備を背景に生体情報のリア
ルタイム計測が注目を集めている。また、食生活の多様化や生活環境の変化により、肥満
や高血圧、心臓病、痛風等の生活習慣病の患者数が増加している。その中でも、糖尿病は
、日本においては予備群も含めて２，０００万人以上（２０１２年現在）、世界では有病
者のみでも３億８，２００万人（２０１３年現在）と報告されており、大きな社会問題と
なっている。
【０００３】
　糖尿病は、膵臓のインスリン作用の不足により慢性的な高血糖状態となる疾患であり、
網膜症、腎症、神経障害等の合併症を引き起こす恐れがある。そのため、罹患者は、食事
療法や運動療法等の他、血糖計測に基づくインスリン療法などにより自己の血糖値を適切
に管理する必要がある。しかし、食後高血糖や夜間低血糖等の血糖値の大きな日内変動に
より、インスリン療法による血糖コントロールは非常に難しく、その適切な処方が必要と
される。
【０００４】
　現在、血糖値の管理には、自己血糖測定器（ｓｅｌｆ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｏｆ　
ｂｌｏｏｄ　ｇｌｕｃｏｓｅ，　ＳＭＢＧ）が広く用いられているが、採血による侵襲的
な方法で、痛みや感染症の恐れを伴う。最近では、血糖値管理における連続モニタリング
の重要性から、持続血糖測定（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｇｌｕｃｏｓｅ　ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ，　ＣＧＭ）といった連続的な血糖値評価キットも普及し始めているが、この手法
もまた侵襲的であり腹部などに装置を装着する必要がある。血糖値管理において、非侵襲
かつ無拘束な評価法が求められている。
【０００５】
　一方、非侵襲な評価法として、血液を直接調べるのではなく、血糖値と相関関係のある
各種体液成分を指標とする方法が多数報告されている。非侵襲な血糖値評価法として、尿
や涙液を用いる方法の他、唾液を用いる方法もその有用性から注目を集めている。非特許
文献１には、健常者と糖尿病患者を対象に、空腹時における経口ブドウ糖負荷試験（ｏｒ
ａｌ　ｇｌｕｃｏｓｅ　ｔｏｌｅｒａｎｃｅ　ｔｅｓｔ，　ＯＧＴＴ）を行い、唾液中グ
ルコースと血中グルコースに高い相関性があることが示されている。この非特許文献１で
は、血糖値評価における唾液中グルコースの有用性が述べられている。
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【０００６】
　また、非特許文献２には、健常者と糖尿病患者合わせて１５０人を対象に非空腹時にお
ける唾液中グルコースと血中グルコースを計測し、その結果が正の相関を示すことが開示
されている。
【０００７】
　これら非特許文献１及び２から、唾液中グルコースと血中グルコースに相関があること
が認められ、非侵襲な血糖値評価の可能性が示唆されている。特に、非特許文献１では、
経時的な血糖値の変化に追従して、唾液中グルコース濃度も変化することが確認され、唾
液中グルコースの有用性が示唆されている。また、非特許文献３～５においても、唾液中
グルコースと血中グルコースとの間で有意な相関性を示すことが示されている。
【０００８】
　しかしながら、非特許文献１～５に記載の手法は、口腔からサンプリングや前処理した
唾液を分析するものであり、唾液の分泌に伴うグルコースの濃度変化を連続的に計測する
ものではない。口腔内の唾液をサンプリングし体外で計測する方法では、連続的な計測を
考えた場合、その繰り返し作業により被験者に負担をかけてしまう。
【０００９】
　そこで、近年では、間欠的な唾液採取法ではなく連続的な唾液採取法による唾液成分計
測、あるいは口腔内設置型のセンサで情報を計測する技術が研究されている。例えば、非
特許文献６には、睡眠環境における精神的な影響・負担を正確に評価することの重要性か
ら、ストレスバイオマーカーであるコルチゾール、ｓＩｇＡ、α-アミラーゼの唾液中濃
度の経時的な変化を計測することが示されている。睡眠中の唾液成分を分析・評価した事
例は少なく、非特許文献６に記載の技術は、新しい発見や疾患の評価等に役立つ技術であ
る。しかしながら、非特許文献６において、唾液採取は連続的でありながら、唾液成分の
計測自体は酵素免疫測定法（ｅｎｚｙｍｅ－ｌｉｎｋｅｄ　ｉｍｍｕｎｏｓｏｒｂｅｎｔ
　ａｓｓａｙ，　ＥＬＩＳＡ）等を用いた間欠的な方法である。また、唾液採取のために
拘束されてしまい、使用者の負担となる。
【００１０】
　一方で、非特許文献７には、三軸加速度センサを義歯に埋め込み、会話時や飲食時の口
腔の動きを検出するシステムが示されている。現段階では、有線により計測したデータを
取得しており、将来的には無線によるリアルタイム計測を目指している。非特許文献７に
記載の技術は、口腔の動きを評価することが目的であるものの、唾液成分計測における口
腔内設置型センサとしての応用が十分に期待される。しかしながら、非特許文献７に記載
の技術は、義歯を利用しているため万人に適用できるシステムではない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】山口昌樹ら、血糖値と唾液糖値の相関に関する検討、糖尿病１９９７：
４０（６）：３３５－３４０
【非特許文献２】Ｒａｄｈｉｋａ　Ｓａｓｈｉｋｕｍａｒ，　ＭＤＳ，　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｓａｌｉｖａｒｙ　ｇｌｕｃｏｓｅ　ｌｅｖｅｌｓ　ａｎｄ　ｏｒａｌ　ｃａｎｄｉｄ
ａｌｓｏｕ　ｃａｒｒｉａｇｅ　ｉｎ　ｔｙｐｅＩＩ，　Ｏｒａｌ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，　
Ｏｒａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，　Ｏｒａｌ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ，　Ｏｒａｌ　Ｒａｄｉ
ｏｌｏｇｙ，　ａｎｄ　Ｅｎｄｏｄｏｎｔｏｌｏｇｙ　２０１０；　１０９（５）：７０
６－７１１
【非特許文献３】Ａｒａｔｉ　Ｓ．　Ｐａｎｃｈｂｈａｉ，　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｓａｌｉｖａｒｙ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｌｅｖｅｌ　ｗｉｔｈ　Ｂｌｏｏｄ　Ｇｌｕ
ｃｏｓｅ　Ｌｅｖｅｌ　ｉｎ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｍｅｌｌｉｔｕｓ，　Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｏｒａｌ　Ｍａｘｉｌｌｏｆａｃｉａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２０１２；　３（
３）：ｅ３：１－７
【非特許文献４】Ｐａｎｄａ　Ａｂｉｋｓｈｙｅｅｔ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｇｌｕｃｏｓ
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ｅ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓａｌｉｖａｒｙ　ｏｆ　ｄｉａｂｅｔｅｓ
　ｍｅｌｌｉｔｕｓ　ｐａｔｉｅｎｔｓ，　Ｄｉａｂｅｔｅｓ，　Ｍｅｔａｂｏｌｉｃ　
Ｓｙｎｄｒｏｍｅ　ａｎｄ　Ｏｂｅｓｉｔｙ：　Ｔａｒｇｅｔｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｒａｐ
ｙ　２０１２；　５：１４９－１５４
【非特許文献５】Ａｇｒａｗａｌ　ＲＰ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ　
Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｌｅｖｅｌ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｓ
ａｌｉｖａ，　Ｊ．　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　＆　Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　２０１３；　４（
５）
【非特許文献６】大平雅子ら、唾液中Ｃｏｒｔｉｓｏｌ，　ｓＩｇＡ，　α－ａｍｙｌａ
ｓｅ濃度の睡眠時変化特性、生体医工学　２０１１；　４９（６）：７９８－８０４
【非特許文献７】Ｃｈｅｎｇ－Ｙｕａｎ　Ｌｉ，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｅｎｓｏｒ－ｅｍ
ｂｅｄｄｅｄ　Ｔｅｅｔｈ　ｆｏｒ　Ｏｒａｌ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉ
ｏｎ，　ＩＳＷＣ　２０１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以上から、非侵襲な血糖値評価として、唾液中グルコースが有用であるといえる。唾液
中グルコースを測定するにあたり、血糖値の経時的な変化を把握する重要性から、唾液中
グルコースを連続して計測することが求められる。また、無拘束という点で、口腔内設置
型のセンサを用いる方法が有効である。その際、センサや基板を義歯に埋め込む方法では
なく、万人が使えるようなセンサデバイスが求められる。
【００１３】
　加えて、口腔内設置型のセンサを提供するにあたっては、センサを収容できる場所、及
び安全性において厳しい制約が課される。
【００１４】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、血糖
値との相関関係を有する唾液中グルコースを、非侵襲かつ無拘束で連続的に計測でき、加
えて、限られたスペースで安全に収容可能な生体成分検出装置及び歯列マウスガード型セ
ンサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記のような課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、電極
の基材と、作用電極及び参照電極の材料とを直接接する態様にすることで、上記の課題を
解決できることを見出し、本発明の完成に至った。具体的に、本発明は以下のものを提供
する。
【００１６】
　（１）本発明は、歯列マウスガード材料からなる基材と、前記基材の少なくとも一方の
面に積層され、作用電極材料を含有する作用電極材料層と、前記基材の前記少なくとも一
方の面に積層され、参照電極材料を含有する参照電極材料層とを備え、前記作用電極材料
層の少なくとも一部が作用電極であり、前記参照電極材料層の少なくとも一部が参照電極
であり、前記作用電極及び前記参照電極は、前記基材と直接接している、生体成分検出装
置である。
【００１７】
　（２）また、本発明は、前記基材が、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂、ポ
リエチレンテレフタレート樹脂、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂、エチレン－
酢酸ビニル共重合樹脂、ポリスチレン樹脂及び熱可塑性ポリウレタン樹脂から選択される
少なくとも１種の樹脂を含有する、（１）に記載の生体成分検出装置である。
【００１８】
　（３）また、本発明は、前記作用電極材料がプラチナであり、前記参照電極材料が銀で
あり、前記参照電極は、銀の表面が塩化銀によってメッキされている銀／塩化銀電極であ
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る、（１）又は（２）に記載の生体成分検出装置である。
【００１９】
　（４）また、本発明は、前記基材がシート状であり、前記作用電極材料層及び前記参照
電極材料層が膜状であり、前記生体成分検出装置が可撓性を有する、（１）から（３）の
いずれかに記載の生体成分検出装置である。
【００２０】
　（５）また、本発明は、前記作用電極及び前記参照電極は、露出されており、前記作用
電極及び前記参照電極が露出する領域は、接着剤不使用領域であり、ＪＩＳ　Ｋ５６００
－５－６に準じてクロスカット法により測定される、前記基材と前記作用電極又は前記参
照電極との間の密着性が８０％以上である、（１）から（４）のいずれかに記載の生体成
分検出装置である。
【００２１】
　（６）また、本発明は、前記生体成分検出装置が、唾液に含まれるグルコースを検出す
る唾液中グルコース検出装置であり、前記作用電極及び前記参照電極の表面において、グ
ルコースオキシダーゼが固定化されている、（１）から（５）のいずれかに記載の生体成
分検出装置である。
【００２２】
　（７）また、本発明は、歯列マウスガード材料からなり、歯列マウスガード形状の本体
と、（１）から（６）のいずれかに記載の生体成分検出装置と、外部装置に情報を送信す
る情報送信部と、前記生体成分検出装置と前記情報送信部とを電気的に接続する接続部と
を含んで構成され、前記本体は、歯列の少なくとも一部の内周に対応する内側壁部と、前
記歯列の少なくとも一部の外周に対応する外側壁部とを有し、前記情報送信部は、前記生
体成分検出装置に電圧を印加する電圧印加部と、前記生体成分検出装置での出力電流を検
出する電流検出部と、前記電流検出部での検出結果を外部に送信する検出結果送信部とを
有し、前記生体成分検出装置は、前記内側壁部において前記作用電極及び前記参照電極が
露出するように設けられ、前記外側壁部は、前記情報送信部を収容する収容部を有し、前
記情報送信部は、前記収容部に収容されており、前記接続部は、未露出状態で設けられて
いる、歯列マウスガード型センサである。
【００２３】
　（８）また、本発明は、前記本体が、下顎歯列の臼歯部分に対応する形状である、（７
）に記載の歯列マウスガード型センサである。
【００２４】
　（９）また、本発明は、前記本体が、前記歯列の少なくとも一部の形状と略同じ形状で
ある第１本体と、前記第１本体を被覆する第２本体とを有し、前記第２本体の前記外側壁
部は、前記情報送信部の大きさと略同じ大きさの凹部を有し、前記収容部は、前記第１本
体の前記外側壁部と前記第２本体の前記凹部とによって囲まれる領域であり、前記接続部
は、前記第１本体と前記第２本体との間に設けられる、（７）又は（８）に記載の歯列マ
ウスガード型センサである。
【００２５】
　（１０）また、本発明は、前記検出結果送信部が、前記電流検出部での検出結果を外部
に無線で送信する、（７）から（９）のいずれかに記載の歯列マウスガード型センサであ
る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、唾液中グルコースを非侵襲かつ無拘束で連続的に計測でき、加えて、
限られたスペースで安全に収容可能な生体成分検出装置及び歯列マウスガード型センサを
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る生体成分検出装置２０を説明するための概略図である。
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【図２】作用電極材料層用パターン１００及び参照電極材料層用パターン１０１の概略構
成を示す。
【図３】作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３の成膜手法の一例を示す。
【図４】本発明に係る歯列マウスガード型センサ１の概略図である。
【図５】図４の歯列マウスガード型センサ１における本体１０の具体的態様の一例である
。
【図６】図４の歯列マウスガード型センサ１における情報送信部３０の概略構成を示す。
【図７】薄膜の密着性を評価するために行った付着性－クロスカット試験法の手法を示す
。
【図８】図７に示す試験法に基づき評価したときの顕微鏡写真である。
【図９】基材２１と作用電極材料層（プラチナ薄膜）２２又は参照電極材料層（銀薄膜）
２３との密着性を示したグラフである。
【図１０】試験例で使用した生体成分検出装置２０の寸法を示す。
【図１１】同じ生体成分検出装置２０を用いて複数回試行したときの標準過酸化水素溶液
の滴下に伴う出力電流値の変化を示す。
【図１２】異なる生体成分検出装置２０を用いて試行したときの標準過酸化水素溶液の滴
下に伴う出力電流値の変化を示す。
【図１３】電極領域２０Ａに固定化した酵素量と電極領域２０から出力される出力電流値
との関係を示す。
【図１４】ＧＯＤ固定化後の生体成分検出装置２０を用いたときの生体成分検出装置２０
のグルコース濃度に対する定量特性を示す。
【図１５】生体成分検出装置２０の各種糖類への選択性を示す。
【図１６】生体成分検出装置２０のｐＨ依存性を示す。
【図１７】生体成分検出装置２０の温度依存性を示す。
【図１８】情報送信部３０を用いたときの生体成分検出装置２０のグルコース濃度に対す
る定量特性を示す。
【図１９】コンデンサ容量と変動係数及び応答時間との関係を示す。
【図２０】歯列マウスガード型センサ１にてグルコースに対する定量特性を示す。
【図２１】オーバーコート用のＰＭＥＨ濃度と出力電流値との関係を示す。
【図２２】人工唾液を用いたときの歯列マウスガード型センサ１のグルコース濃度に対す
る定量特性を示す。
【図２３】電極領域２０Ａの面積を４倍にした歯列マウスガード型センサ１において、リ
ン酸緩衝液を用いたときのグルコース濃度に対する定量特性を示す。
【図２４】電極領域２０Ａの面積を４倍にした歯列マウスガード型センサ１において、人
工唾液を用いたときのグルコース濃度に対する定量特性を示す。
【図２５】歯科用ファントム１１３を用いたグルコース計測の実験系１１０を示す。
【図２６】人工唾液１１１に含まれるグルコース濃度の動態変化を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の具体的な実施形態について詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態
に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実施
することができる。なお、説明が重複する箇所については、適宜説明を省略する場合があ
るが、発明の要旨を限定するものではない。
【００２９】
＜生体成分検出装置２０＞
　図１は、本発明に係る生体成分検出装置２０を説明するための概略図である。図１の（
Ａ）は、生体成分検出装置２０の模式図であり、図１の（Ｂ）は、（Ａ）のＡ－Ａ断面図
である。
【００３０】
　生体成分検出装置２０は、歯列マウスガード材料からなる基材２１と、基材２１の少な
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くとも一方の面２１ａに積層され、作用電極材料を含有する作用電極材料層２２と、上記
一方の面２１ａに積層され、参照電極材料を含有する参照電極材料層２３とを備える。
【００３１】
　そして、作用電極材料層２２の少なくとも一部が作用電極２２Ａであり、参照電極材料
層２３の少なくとも一部が参照電極２３Ｂであり、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａは
、基材２１と直接接している。
【００３２】
　また、本明細書において、「直接接する」とは、接着剤層等、層間の密着性を高めるた
めの他の層を介在しないことをいうものとする。作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａは、
唾液等のグルコース含有試料と接触可能であることを要するため、作用電極２２Ａ及び参
照電極２３Ａは、露出している必要がある。そのため、層間において接着剤層等の他の層
が介在していると、接着剤層等に含まれる成分が唾液を介して体内に流入し得る。作用電
極２２Ａ及び参照電極２３Ａが基材２１と直接接することで、接着剤層等に含まれる成分
が体内に流入する可能性をなくすことができ、結果として、生体成分検出装置２０を口腔
で用いる場合であっても、十分な安全性を確保できる。
【００３３】
　一方で、作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３であっても、作用電極２２Ａ及び
参照電極２３Ａとは異なる部分は、グルコース含有試料と接触可能であることを要しない
ため、歯列マウスガードの本体によって被覆されていても差し支えない。したがって、作
用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａとは異なる部分については、層間において接着剤層等の
他の層を介在しないことが好ましいが、他の層が介在していても差し支えない。
【００３４】
〔基材２１〕
　基材２１を構成する材料は、歯列マウスガードの用途として用いられる材料であれば、
特に限定されるものではない。歯列マウスガード材料の例として、ポリエチレンテレフタ
レートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチ
レン－ブタジエンブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（Ｅ
ＶＡ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）及び熱可塑性ポリウレタン樹脂（ＴＰＵ）から選択さ
れる少なくとも１種の樹脂を含有するものが挙げられる。
【００３５】
　中でも、基材２１と作用電極２２Ａとの間で、接着剤層等の他の層を介在することなく
、８０％以上の密着性を有することから、基材２１、作用電極材料層２２、参照電極材料
層２３の順に積層する場合、基材２１は、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（
ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロッ
ク共重合樹脂（ＳＢＳ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）及び熱可塑性ポリウレタン樹脂（Ｔ
ＰＵ）から選択される少なくとも１種の樹脂を含有することが好ましい。また、基材２１
と作用電極材料層２２との間で９５％以上の密着性を有することから、基材２１は、ポリ
エチレンテレフタレートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂
（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）及びポリスチレン樹脂
（ＰＳ）から選択される少なくとも１種の樹脂を含有することがより好ましい。そして、
基材２１と作用電極材料層２２との間で９９％以上の密着性を有することから、基材２１
は、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）及びポリエチレンテレフタ
レート樹脂（ＰＥＴ）から選択される少なくとも１種の樹脂を含有することが特に好まし
い。
【００３６】
　また、基材２１と参照電極材料層２３との間で、接着剤層等の他の層を介在することな
く、８５％以上の密着性を有することから、基材２１、参照電極材料層２３、作用電極材
料層２２の順に積層する場合、基材２１は、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂
（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロ
ック共重合樹脂（ＳＢＳ）及びポリスチレン樹脂（ＰＳ）から選択される少なくとも１種
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の樹脂を含有することが好ましい。また、基材２１と参照電極材料層２３との間で９９％
以上の密着性を有することから、基材２１は、ポリエチレンテレフタレートグリコール樹
脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）及びスチレン－ブタジエン
ブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）から選択される少なくとも１種の樹脂を含有することがよ
り好ましい。
【００３７】
　本明細書において、密着性とは、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準じてクロスカット法
により測定される、基材２１と作用電極２２又は参照電極２３との間での密着性をいうも
のとする。
【００３８】
　基材２１の形状は、特に限定されるものでない。しかしながら、作用電極材料層２２及
び参照電極材料層２３を好適に保持できるようにするため、基材２１の厚さは、５ｍｍ以
上であることが好ましく、０．１ｍｍ以上であることがより好ましい。
【００３９】
　また、使用者の口腔内での違和感を少なく抑えるため、基材２１は、シート状であるこ
とが好ましい。具体的に、基材２１の厚さは、５ｍｍ以下であることが好ましく、０．１
ｍｍ以下であることがより好ましい。
【００４０】
〔作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３〕
　作用電極材料層２２は、作用電極材料を含有し、参照電極材料層２３は、参照電極材料
を含有する。
【００４１】
　作用電極材料は、従来公知の態様であれば、特に限定されるものでなく、プラチナ、グ
ラッシーカーボン、導電性ダイヤモンド等が挙げられる。中でも、唾液に対する耐腐食性
が高く、作用電極材料の体内への流入を最小限に抑えられることから、作用電極材料は、
プラチナであることが好ましい。
【００４２】
　参照電極材料として、水銀、銀等が知られているが、口腔内で用いる際の安全性、唾液
に対する耐腐食性等を考慮すると、参照電極材料は、銀であることが好ましい。
【００４３】
　参照電極材料層２３の少なくとも一部は、参照電極２３である。参照電極２３の表面の
イオン化を防ぐため、参照電極は、表面が塩化物によってメッキされていることが好まし
い。例えば、参照電極材料が銀である場合、参照電極は、銀の表面が塩化銀によってメッ
キされている銀／塩化銀電極であることが好ましい。
【００４４】
　生体成分検出装置２０を、唾液に含まれるグルコースを検出する唾液中グルコース検出
装置として機能できるようにするため、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａには、グルコ
ースオキシダーゼが固定化されていることが好ましい。式（１）に示すように、グルコー
ス含有試料に含まれるグルコースは、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａで固定化された
グルコースオキシダーゼにより、酸素の存在下で過酸化水素とグルコノラクトンに変化さ
れる。
　　　　　　　　　　　　ＧＯＤ
　　ｇｌｕｃｏｓｅ＋Ｏ２　→　ｇｌｕｃｏｎｏｌａｃｔｏｎｅ＋Ｈ２Ｏ２　　（１）
【００４５】
　そして、外部装置である電圧印加部から作用電極端末２２Ｂを介して作用電極２２Ａに
電圧が印加されると、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａの表面に過酸化水素が拡散する
。そうすると、式（２）及び式（３）に示す反応が起こり、過酸化水素に応じた出力電流
値を計測できることで、グルコース濃度を計測できる。
　　作用電極材料層２２：２Ｈ２Ｏ２→４Ｈ＋＋２Ｏ２＋４ｅ－　　（２）
　　参照電極材料層２３：４Ｈ＋＋Ｏ２＋４ｅ－→２Ｈ２Ｏ　　（３）
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【００４６】
　固定化するグルコースオキシダーゼの酵素量は特に限定されるものでないが、電極領域
２０Ａの単位面積（１ｍｍ２）あたり、１ユニット以上であることが好ましく、３ユニッ
ト以上であることがより好ましく、５ユニット以上であることがさらに好ましく、７ユニ
ット以上であることが特に好ましい。酵素量が少なすぎると、生体成分検出装置２０の測
定精度に影響し得るため、好ましくない。
【００４７】
　酵素量の上限は特に限定されるものでないが、酵素量が大きすぎても、生体成分検出装
置２０の測定精度の向上にほとんど寄与しないことから、酵素量は、電極領域２０Ａの単
位面積（１ｍｍ２）あたり、１５ユニット以下であることが好ましく、１０ユニット以下
であることがより好ましい。
【００４８】
　グルコースオキシダーゼを固定化する手法は、特に限定されるものではないが、グルコ
ースオキシダーゼは、水に不溶性であり、口腔で用いられても人体に害を及ぼさない生体
適合性ポリマーによって固定化されることが好ましい。生体適合性ポリマーの例として、
ポリ（２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）－メタクリル酸２－
 エチルヘキシル（ＥＨＭＡ）共重合体）（ＰＭＥＨ）のほか、光官能基であるスチリル
ピリジニウム（ＳｂＱ）基をポリビニルアルコール（ＰＶＡ）側鎖に導入したポリマーで
あるＰＶＡ－ＳｂＱ等が挙げられる。
【００４９】
　固定化する際の生体適合性ポリマーの濃度は特に限定されるものではないが、オーバー
コート用の生体適合性ポリマーの濃度として、１重量％以上１０重量％以下であることが
好ましく、１重量％以上３重量％以下であることがより好ましい。また、生体適合性ポリ
マーの量は、電極領域２０Ａの面積（４．２ｍｍ２）あたり１μｌ以上５μｌ以下である
ことが好ましく。１μｌ以上３μｌ以下であることがより好ましい。生体適合性ポリマー
の濃度が低すぎると、唾液に含まれるタンパク質が電極領域２０Ａに吸着し、これにより
、測定精度に影響を及ぼし得る。生体適合性ポリマーの濃度が高すぎると、酵素膜が厚く
なり、電極領域２０Ａへのグルコースの拡散が抑制されるため、この場合も測定精度に影
響を及ぼし得る。また、塗布量が多すぎると酵素膜が厚くなり、同様の影響を及ぼし得る
。
【００５０】
　作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａの形状は特に限定されるものでないが、作用電極２
２Ａと参照電極２３Ａとの距離を一定にするため、図１の（Ａ）に示すように、中心に作
用電極２２Ａが形成され、その周囲を参照電極２３Ａで囲む形状であることが好ましい。
【００５１】
　作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａを含んで構成される電極領域２０Ａの面積は、特に
限定されるものでないが、唾液中グルコース濃度（２０～２００μｍｏｌ／ｌ）を含む１
～５，０００μｍｏｌ／ｌのグルコース濃度を有する測定対象に含まれるグルコース濃度
の測定精度を高めるため、面積の下限は、３ｍｍ２以上であることが好ましく、５ｍｍ２

以上であることがより好ましく、１０ｍｍ２以上であることがさらに好ましく、１５ｍｍ
２以上であることが特に好ましい。また、口腔内の限られたスペースに収容できる点で、
上限は、２５ｍｍ２以下であることが好ましく、２０ｍｍ２以下であることがより好まし
い。
【００５２】
　作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３の厚さは、特に限定されるものでない。し
かしながら、作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３を作用電極及び参照電極として
好適に機能できるようにするため、作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３の厚さは
、５０ｎｍ以上であることが好ましく、５０ｎｍ以上であることがより好ましい。
【００５３】
　また、使用者の口腔内での違和感を少なく抑えるため、作用電極材料層２２及び参照電
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極材料層２３は、薄膜であることが好ましい。具体的に、作用電極材料層２２及び参照電
極材料層２３の厚さは、１ｍｍ以下であることが好ましく、１ｍｍ以下であることがより
好ましい。そして、基材２１、作用電極材料層２２及び参照電極材料層２３の厚さを上記
の範囲内にすることで、生体成分検出装置２０を、可撓性を有する物にすることができる
。
【００５４】
　作用電極材料層２２は、外部の電圧印加部と電気的に接続可能な作用電極端子２２Ｂを
有することが好ましく、参照電極材料層２３は、この電圧印加部と電気的に接続可能な参
照電極端子２３Ｂを有することが好ましい。作用電極端子２２Ｂ及び参照電極端子２３Ｂ
の形状は、外部の電圧印加部と電気的に接続可能であれば、特に限定されるものではない
。
【００５５】
〔絶縁層２４〕
　絶縁層２４は、生体成分検出装置２０のうち、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａを含
んで構成される電極領域２０Ａ、及び作用電極端子２２Ｂ及び参照電極端子２３Ｂを含ん
で構成される端子領域２０Ｂ以外の領域を絶縁するために設けられる。
【００５６】
　絶縁層２４の材料は特に限定されるものでないが、十分な絶縁性能を有し、かつ、口腔
で用いられても人体に害を及ぼさないことから、絶縁層２４は、ポリジメチルシロキサン
（ＰＤＭＳ）等のシリコーン等で構成されることが好ましい。
【００５７】
　また、絶縁層２４の形状は、特に限定されるものでない。しかしながら、絶縁層２４に
おける絶縁性能を十分に発揮できるようにするため、絶縁層２４の厚さは、１００ｎｍ以
上であることが好ましく、１００ｎｍ以上であることがより好ましい。
【００５８】
　また、使用者の口腔内での違和感を少なく抑えるため、絶縁層２４は、シート状である
ことが好ましい。具体的に、絶縁層２４の厚さは、１ｍｍ以下であることが好ましく、１
ｍｍ以下であることがより好ましい。そして、基材２１、作用電極材料層２２、参照電極
材料層２３及び絶縁層２４の厚さを上記の範囲内にすることで、生体成分検出装置２０を
、可撓性を有する物にすることができる。
【００５９】
〔生体成分検出装置２０の製造方法〕
　生体成分検出装置２０の製造方法は、特に限定されるものでないが、例えば、以下のよ
うにすることで製造できる。
【００６０】
［プラチナ及び銀の成膜］
　プラチナ及び銀の成膜では、各電極パターンを形成するためのシールステンシルを作製
する。例えば、ポリプロピレン（ＰＰ）等の樹脂シートにカッティングマシンを用いて、
図２の（Ａ）に示す作用電極材料層用パターン１００及び図２の（Ｂ）に示す参照電極材
料層用パターン１０１を切り出す。
【００６１】
　そして、図３に示す手法にて、基材２１の一方の面２１ａに、作用電極材料層２２及び
参照電極材料層２３を形成する。ここでは、作用電極材料がプラチナであり、参照電極材
料が銀であるものとして説明するが、これに限られるものではない。
【００６２】
　まず、土台となるシリコンウェハー１０２の表面に基材２１を載置する（図３の（Ａ）
）。続いて、基材２１の一方の面２１ａに作用電極材料層用パターン１００を貼付し、平
行平板スパッタ法を用いて作用電極材料層２２を形成する（図３の（Ｂ））。
【００６３】
　続いて、作用電極材料層用パターン１００を取り外した後（図３の（Ｃ））、基材２１
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の一方の面２１ａに参照電極材料層用パターン１０１を貼付し、平行平板スパッタ法を用
いて参照電極材料層２３を形成する（図３の（Ｄ））。そして、参照電極材料層用パター
ン１０１及びシリコンウェハー１０２を取り外すことで（図３の（Ｅ））、基材２１に作
用電極材料（ここでは、プラチナ）及び参照電極材料（ここでは銀）を成膜できる。
【００６４】
［絶縁層２４の形成］
　次に、生体成分検出装置２０の電極領域２０Ａ及び端子領域２０Ｂに相当する領域以外
の箇所を、ポジジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）等の絶縁材料で絶縁化する。
【００６５】
［参照電極材料層２３の塩化処理］
　続いて、参照電極材料層２３の表面のイオン化を防ぐため、参照電極材料層２３の表面
を、参照電極材料の塩化物（ここでは塩化銀）でメッキする。メッキは、参照電極材料層
２３を塩酸に浸漬し、一定電位を印加することによって得られる。
【００６６】
［グルコースオキシダーゼの固定］
　続いて、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａにおいて、グルコースオキシダーゼを固定
化するため、生体適合性ポリマーを調製する。生体適合性ポリマーの例として、ＰＭＥＨ
を合成する場合、ＭＰＣとＥＨＭＡとをエタノールに溶解させ、これらのモノマー混合溶
液に対して開始剤である２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ，分子量：１
６４．２１ｇ／ｍｏｌ）を添加し、その後、ラジカル重合反応を行うことによって得られ
る。
【００６７】
　続いて、生体適合性ポリマーとエタノールとを混合させた生体適合性ポリマー溶液と、
グルコースオキシダーゼとの混合溶液を作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａに塗布し、冷
蔵庫で乾燥させることで、作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａの表面にグルコースオキシ
ダーゼを包括固定化できる。そして、酵素面からの酵素の漏出を防ぐため、表面に生体適
合性ポリマー溶液をさらに塗布し、冷蔵庫で乾燥させることが好ましい。
【００６８】
＜歯列マウスガード型センサ１＞
　図４は、歯列マウスガード型センサ１の概略図である。特に、図４の（Ａ）は、歯列マ
ウスガード型センサ１の概略平面図であり、図４の（Ｂ）は、歯列マウスガード型センサ
１の概略正面図であり、図４の（Ｃ）は、図４の（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
【００６９】
　歯列マウスガード型センサ１は、歯列マウスガード材料からなり、歯列マウスガード形
状の本体１０と、上述した生体成分検出装置２０と、外部装置（図示せず）に情報を送信
する情報送信部３０と、生体成分検出装置２０と情報送信部３０とを電気的に接続する接
続部４０とを含んで構成される。
【００７０】
〔本体１０〕
　本体１０は、歯列の少なくとも一部の内周に対応する内側壁部１０Ａと、歯列の少なく
とも一部の外周に対応する外側壁部１０Ｂとを有する。内側壁部１０Ａ及び外側壁部１０
Ｂは、歯列の少なくとも一部の内周及び外周に対応していれば特に限定されるものでなく
、歯列は、上顎歯列であってもよいし、下顎歯列であってもよい。また、臼歯部分に対応
していてもよいし、前歯及び犬歯に対応していてもよいし、前歯、犬歯及び臼歯の全てに
対応していてもよい。
【００７１】
　中でも、口腔内に常時置いた場合における使用者の違和感を最小限に抑えるため、本体
１０は、下顎歯列の臼歯部分に対応する形状であることが好ましく、唾液中グルコース濃
度の測定精度を確保するだけの生体成分検出装置２０の載置面積を確保するため、本体１
０は、下顎歯列の第一小臼歯から使用者の最奥の臼歯（第三大臼歯があれば、第三大臼歯
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、第三大臼歯がなければ、順次、第二大臼歯、第一大臼歯・・・）に対応する形状である
ことが好ましい。
【００７２】
　外側壁部１０Ａは、生体成分検出装置２０の電極領域２０Ａと略同じ大きさの穴１２１
を有する。この穴１２１から電極領域２０Ａが露出可能な構成となっている。
【００７３】
　外側壁部１０Ｂは、情報送信部３０を収容する収容部１０Ｃを有する。収容部１０Ｃを
有することで、情報送信部３０を未露出状態で収容できるため、情報送信部３０が口腔内
で腐食し、情報送信部３０を構成する材料が唾液を介して体内に流入することを防ぐこと
ができる。
【００７４】
　本体１０を構成する材料は、歯列マウスガードの用途として用いられる材料であれば、
特に限定されるものではない。歯列マウスガード材料の例として、ポリエチレンテレフタ
レートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチ
レン－ブタジエンブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（Ｅ
ＶＡ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）及び熱可塑性ポリウレタン樹脂（ＴＰＵ）から選択さ
れる少なくとも１種の樹脂を含有するものが挙げられる。
【００７５】
　図５を参照しながら、本体１０のより好適な態様について説明する。本体１０は、歯列
の少なくとも一部の形状と略同じ形状である第１本体１１と、この第１本体１１を被覆す
る第２本体１２とを有することが好ましい。そして、第２本体１２の外側壁部１２Ｂは、
情報送信部３０の大きさと略同じ大きさの凹部１２２を有することが好ましい。そうする
ことで、第１本体１１の外側壁部１１Ｂと第２本体１２の凹部１２２とによって囲まれる
領域を収容部１０Ｃとして機能させることができ、情報送信部３０の未露出状態を保つこ
とができる。また、第１本体１１と第２本体１２との間に生体成分検出装置２０及び接続
部４０を設けることができ、これにより、接続部４０の未露出状態を保つことができると
ともに、生体成分検出装置２０の露出を最小限に抑えることができる。
【００７６】
〔生体成分検出装置２０〕
　生体成分検出装置２０の配置は、電極領域２０Ａが露出する態様であれば特に限定され
るものではないが、生体成分検出装置２０の腐食を最小限に抑えるため、露出は、最小限
に抑えることが好ましい。
【００７７】
　例えば、生体成分検出装置２０を、第１本体１１の内側壁部１１Ａと第２本体１２の内
側壁部１２Ａとの間であって、第２本体１２の穴１２１で生体成分検出装置２０の電極領
域２０Ａが露出するように配置することが好ましい。生体成分検出装置２０は、内側壁部
１１Ａ，１２Ａに設けられていることから、露出している電極領域２０Ａに試料としての
唾液を十分に接触させることができる。加えて、生体成分検出装置２０が可撓性を有する
小型のシート状であれば、生体成分検出装置２０を口腔内に載置しても、使用者の違和感
を最小限に抑えられる。また、露出する箇所は、電極領域２０Ａに限られるため、生体成
分検出装置２０の腐食を最小限に抑えることができ、使用者に対する安全性を最大限確保
できる。
【００７８】
〔情報送信部３０〕
　情報送信部３０は、収容部１０Ｃに収容されている。そのため、情報送信部３０が口腔
内で腐食し、情報送信部３０を構成する材料が唾液を介して体内に流入することを防ぐこ
とができる。
【００７９】
　図６は、情報送信部３０の概略構成を示す。情報送信部３０は、生体成分検出装置２０
に電圧を印加する電圧印加部３１と、生体成分検出装置２０での出力電流を検出する電流
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検出部３２と、電流検出部３２での検出結果を外部端末５０に送信する検出結果送信部３
３とを有する。
【００８０】
　電圧印加部３１は、一般に広く用いられる電池であればよく、特に限定されるものでな
い。しかしながら、口腔内に収容可能であることを要するため、電圧印加部３１は、でき
る限り小さいことが好ましい。また、交換頻度を最小限に抑えるため、電圧印加部３１は
、できる限り耐用年数が長い物を採用することが好ましい。
【００８１】
　電流検出部３２は、生体成分検出装置２０から送られてくるアナログデータをデジタル
データに変換するＡＤ変換機能を有するＩＣチップと、このＩＣチップに電圧を供給する
電源とを採用することで実現できる。ＩＣチップの大きさは特に限定されるものではない
が、口腔内に収容可能であることを要するため、ＩＣチップは、できる限り小さいことが
好ましい。また、情報送信部３０の体積をできるだけ小さく抑えるため、電源は、上記電
圧印加部３１と兼用することが好ましい。
【００８２】
　検出結果送信部３３は、外部端末５０との通信機能を有するＩＣチップと、このＩＣチ
ップップに電圧を供給する電源とを採用することで実現できる。情報送信部３０の体積を
できるだけ小さく抑えるため、ＩＣチップ及び電源は、上記電圧印加部３１及び上記電流
検出部３２と兼用することが好ましい。
【００８３】
　ＩＣチップは、外部端末５０との通信機能を有していれば特に限定されるものではない
が、使用者が移動している間であっても、連続して快適に使用できるようにするため、Ｉ
Ｃチップは、電流検出部３２での検出結果を外部端末５０に無線で送信できることが好ま
しい。無線における周波数帯域は特に限定されるものでなく、例えば、産業・医学用機器
の周波数帯に相当するＩＳＭバンド（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｂａｎｄ）が挙げられる。その他、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続を採用し、
外部端末５０として携帯端末を採用して、電流検出部３２での検出結果を携帯端末に送信
できるようにしてもよい。そうすることで、使用者の移動中であっても、電流検出部３２
での検出結果を随時確認できる。
【００８４】
　検出結果送信部３３のハードウェア構成は、任意に選択した周波数帯域に対応し、電流
検出部３２で変換したデジタルデータを外部端末５０に送信する無線ＩＣチップと、この
無線ＩＣチップに電圧を供給する電源とを採用することで実現できる。無線ＩＣチップの
種類は特に限定されるものでないが、交換頻度を少なく抑えるため、消費電力ができるだ
け小さいものを採用することが好ましい。
【００８５】
　特に限定されるものではないが、唾液中のグルコース濃度が低い場合であっても、グル
コース濃度を正確に測定できるようにするため、回路にコンデンサを設け、生体成分検出
装置２０から送られてくるアナログデータをデジタルデータに変換する前段階において、
アナログデータからノイズを除去することが好ましい。
【００８６】
〔接続部４０〕
　接続部４０は、生体成分検出装置２０と情報送信部３０とを電気的に接続する機能を有
する。接続部４０は、導電性材料を含有するものであれば、特に限定されるものではない
。
【００８７】
　導電性材料として、銀、銅、金、アルミニウム、マグネシウム、タングステン、コバル
ト、亜鉛、ニッケル、鉄、プラチナ等を挙げることができる。中でも、電気抵抗率が低く
、唾液による腐食を最小限に抑えることができ、かつ、電流を流す際の温度変化を最小限
に抑えられることから、導電性材料は、銀、金、プラチナ等であることが好ましい。
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【００８８】
　接続部４０を設けるにあたり、接着剤を用いないことが好ましいが、接続部４０が未露
出である場合、接着剤を用いても差し支えない。
【００８９】
〔歯列マウスガード型センサ１の製造方法〕
　歯列マウスガード型センサ１の製造方法は、特に限定されるものでないが、例えば、以
下のようにすることで製造できる。
【００９０】
　まず、歯型を吸引型成型器に設置し、マウスガードシート材料から第１本体１１を３次
元成型する。成型した第１本体１１の外側壁部１１Ｂに、第一小臼歯から第三大臼歯の頬
側に位置するように情報送信部３０をポリイミドテープで固定し、情報送信部３０を付加
した第１本体１１を吸引型成型器に設置する。その後、第１本体１１の成型と同様の手法
にて第２本体１２を３次元成型する。
【００９１】
　その後、いったん第２本体１２を取り外し、第１本体１１の内側壁部１１Ａの表面に、
電極領域２０Ａが第２本体１２の穴１２１と重なるように生体成分検出装置２０を載置し
、生体成分検出装置２０の端子領域２０Ｂと、情報送信部３０の電流検出部３２とを接続
部４０で接続する。接続部４０の一例として、銀を含有する導電性接着剤が挙げられる。
【００９２】
　そして、第１本体１１に第２本体１２を被せ、隙間を歯科用レジンでパッキングするこ
とで、歯列マウスガード型センサ１が得られる。
【実施例】
【００９３】
　以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【００９４】
＜試験１＞　生体成分検出装置２０の特性評価
　まず、生体成分検出装置２０を作成するにあたり、生体成分検出装置２０の基材２１の
スクリーニングを行った。そして、一の基材２１を例として、シート状の生体成分検出装
置２０を作製し、特性を評価した。
【００９５】
〔試験１Ａ〕基材２１の選定
【表１】

【００９６】
　表１において、各種材料は、次のとおりである。
　　サンプル１Ａ－１：エルコジュール，ポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（
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ＰＥＴＧ）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－２：スプリント，ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）を含有
するマウスガード材料，山八歯材工業社製
　　サンプル１Ａ－３：エルコジュールＳ，スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂（
ＳＢＳ）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－４：エルコロックプロ（ＰＥＴＧ面），ポリエチレンテレフタレート
グリコール樹脂（ＰＥＴＧ）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－５：マウスガードハード，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ
）を含有するマウスガード材料，山八歯材工業社製
　　サンプル１Ａ－６：エルコロック（ＰＳ面），ポリスチレン樹脂（ＰＳ）を含有する
マウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－７：エルコフレックス９５，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶ
Ａ）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－８：エルコロックプロ（ＴＰＵ面），熱可塑性ポリウレタン樹脂（Ｔ
ＰＵ）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－９：マウスガード，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）を含
有するマウスガード材料，山八歯材工業社製
　　サンプル１Ａ－１０：エルコロック，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ面）
を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
　　サンプル１Ａ－１１：エルコフレックス，エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ
）を含有するマウスガード材料，エルコデント社製
【００９７】
　表１に示すマウスガード材料に対し、プラチナ薄膜を生体適合性デバイス用成膜装置（
装置名：Ｅ－２３０，Ｃａｎｏｎ　ＡＮＥＬＶＡ社製）にて成膜するとともに、これとは
別に、銀薄膜を成膜した。プラチナ薄膜及び銀薄膜の成膜条件は、以下の通りとした。
 
（プラチナ薄膜）
　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ：１．０Ｐａ
　Ｐｌａｓｍａ　ｓｏｕｒｃｅ：Ａｒ
　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｐｏｗｅｒ：５０Ｗ（ＲＦ）
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ：６０ｍｉｎ
　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ：２００ｎｍ
 
（銀薄膜）
　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ：１．０Ｐａ
　Ｐｌａｓｍａ　ｓｏｕｒｃｅ：Ａｒ
　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｐｏｗｅｒ：４０Ｗ（ＤＣ）
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｔｉｍｅ：３０ｍｉｎ
　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ：３００ｎｍ
 
【００９８】
　そして、薄膜の密着性をＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準じて付着性－クロスカット試
験法に基づき評価した。なお、エルコロックプロ（サンプル１Ａ－４，１Ａ－８）及びエ
ルコロック（サンプル１Ａ－６，１Ａ－１０）については、表裏で材料が異なるため、表
裏のそれぞれに対して試験を行った。
【００９９】
　図７は、密着性の評価法を示す。まず、図７の（Ａ）に示すように、作用電極材料層（
プラチナ薄膜）２２又は参照電極材料層（銀薄膜）２３に対して、カッターガイドを用い
てカッターの刃が垂直になるように押し当て、１ｍｍ間隔で２５マスの格子状の切れ込み
を入れる。
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【０１００】
　そして、図７の（Ｂ）に示すように、基材２１と、作用電極材料層２２又は参照電極材
料層２３とを含んで構成される積層体に対し、透明付着テープ１０４（ＩＳＯ付着テープ
，付着強さ：１０±１Ｎ／幅２５ｍｍ，ＣＯＴＥＣ社製）を貼り付け、付着後５分以内に
約６０度の角度で０．５～１．０秒で引き剥がす。
【０１０１】
　評価では、テープ引き剥がし後の薄膜の状態を光学顕微鏡にて撮影し、それぞれの画像
において２５６階調中の閾値を決め、単純２値化により画像処理を行った。そして、２５
マスの格子部分の白色と黒色のピクセル数を計算し、作用電極材料層２２及び参照電極材
料層２３の残留度合を調べた。
【０１０２】
　図８は、付着性－クロスカット試験法に基づき評価したときのサンプル１Ａ－１及びサ
ンプル１Ａ－９の顕微鏡写真である。サンプル１Ａ－１においては、引き剥がし後におい
て、ほとんどのプラチナ薄膜が付着していることが分かる。一方、サンプル１Ａ－９にお
いては、引き剥がし後において、プラチナ薄膜が剥離していることが分かる。
【０１０３】
　図９は、サンプル１Ａ－１～１Ａ－１１のそれぞれについて、基材２１と作用電極材料
層（プラチナ薄膜）２２との密着性、及び基材２１と参照電極材料層（銀薄膜）２３との
密着性をグラフにしたものである。
【０１０４】
　図９から、基材２１がポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリ
エチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂（Ｓ
ＢＳ）、ポリスチレン樹脂（ＰＳ）又は熱可塑性ポリウレタン樹脂（ＴＰＵ）である場合
、接着剤層等の他の層を介在することなく、作用電極材料層（プラチナ薄膜）２２を８０
％以上の密着性にて積層できることが分かる（サンプル１Ａ－１～１Ａ－８）。また、基
材２１がポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフ
タレート樹脂（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）又はポリ
スチレン樹脂（ＰＳ）である場合、接着剤層等の他の層を介在することなく、作用電極材
料層（プラチナ薄膜）２２を９５％以上の密着性にて積層できることが分かる（サンプル
１Ａ－１～１Ａ－６）。また、基材２１がポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（
ＰＥＴＧ）又はポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）である場合、接着剤層等の他
の層を介在することなく、作用電極材料層（プラチナ薄膜）２２を９９％以上の密着性に
て積層できることが分かる（サンプル１Ａ－１，１Ａ－２）。
【０１０５】
　また、基材２１がポリエチレンテレフタレートグリコール樹脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチ
レンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合樹脂（ＳＢＳ
）又はポリスチレン樹脂（ＰＳ）である場合、接着剤層等の他の層を介在することなく、
参照電極材料層（銀薄膜）２３を８５％以上の密着性にて積層できることが分かる（サン
プル１Ａ－１～１Ａ－６）。また、基材２１がポリエチレンテレフタレートグリコール樹
脂（ＰＥＴＧ）、ポリエチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ）又はスチレン－ブタジエン
ブロック共重合樹脂（ＳＢＳ）である場合、接着剤層等の他の層を介在することなく、参
照電極材料層（銀薄膜）２３を９９％以上の密着性にて積層できることが分かる（サンプ
ル１Ａ－１～１Ａ－３）。
【０１０６】
〔試験１Ｂ〕過酸化水素、グルコースに対する定量特性の評価
［生体成分検出装置２０の作成］
　上記サンプル１Ａ－１に係る材料を基材２１とし、この基材２１に作用電極材料層（プ
ラチナ薄膜）２２及び参照電極材料層（銀薄膜）２３を形成した。作用電極材料層（プラ
チナ薄膜）２２の膜厚は２００ｎｍとし、参照電極材料層（銀薄膜）２３の膜厚は３００
ｎｍとした。
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【０１０７】
　プラチナ及び銀の成膜では、各電極パターンを形成するためのシールステンシルを作製
した。ポリプロピレン（ＰＰ）製の樹脂シート（製品名：ＡＰ－２１０，２５×２５ｍｍ
，Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ社製）にカッティングマシン（製品名：ＣＡＭＭ－１　ＳＥＲＶＯ
　ＧＸ－２４，Ｒｏｌａｎｄ　ＤＧ社製）を用いて、図２の（Ａ）に示す作用電極材料層
用パターン１００及び図２の（Ｂ）に示す参照電極材料層用パターン１０１を切り出した
。
【０１０８】
　そして、図３に示す手法にて、基材２１の一方の面２１ａに、作用電極材料層２２及び
参照電極材料層２３を形成した。
【０１０９】
　次に、基材２１と、作用電極材料層２２と、参照電極材料層２３とで構成される積層体
を５ｍｍ×２５ｍｍの大きさに切り出した。そして、生体成分検出装置２０の電極領域２
０Ａ及び端子領域２０Ｂに相当する領域以外の箇所を、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭ
Ｓ）等の絶縁材料で絶縁化した。また、参照電極材料層２３の表面のイオン化を防ぐため
、０．１　ｍｏｌ／ｌの塩酸（ＣＡＳ　ＮＯ．０８３－０２７１５，Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社製）中に電極領域２０Ａを浸漬し、電圧印
加装置（製品名：ポテンシオスタットＭＯＤＥＬ　１１１２，Ｈｕｓｏｕ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ社製）を用いて－１２０ｍＶの定電位を印加し、出
力電流値が－３５０μＡになるまで塩化処理を行った。
【０１１０】
　上記の工程によって得た生体成分検出装置２０の寸法を図１０に示す。
【０１１１】
［評価］
　電極領域２０Ａをリン酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ：７．４）２０ｍｌで満たし
たビーカに浸漬し、ポテンシオスタットにてＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌ）の定電位を印加し、各濃度の標準過酸化水素溶液（０．１～２００００μｍｏｌ／
ｌ）の滴下に伴う出力電流値の変化を計測した。なお、リン酸緩衝液は、リン酸二水素ナ
トリウム（ＣＡＳ　Ｎｏ．　１６９－０４２４５，ＭＷ：　１４１．９６　ｇ／ｍｏｌ，
Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社製）２．８３９２ｇ及
びリン酸水素二カリウム（ＣＡＳ　Ｎｏ．１９６－０２８６５，ＭＷ：１３６．０９ｇ／
ｍｏｌ）２．７２１８ｇをそれぞれ１０００ｍｌの純水に溶解させ、２０ｍｍｏｌ／ｌの
リン酸二水素ナトリウム水溶液とリン酸水素二カリウム水溶液を調製し、これら２つの溶
液を混合し、ｐＨメータ（Ｄ－５１Ｓ，Ｓ７０４００６，ＨＯＲＩＢＡ社製）を用いてｐ
Ｈを７．４に調整することによって得られた。結果を図１１に示す。
【０１１２】
　図１１より、各濃度の過酸化水素溶液の滴下に伴い、著しい出力電流値の上昇が観察さ
れた。この応答性の結果をもとに、過酸化水素の濃度に対する出力電流値の定量特性を調
べた結果、０．１～５０００μｍｏｌ／ｌの範囲で高い相関性が確認された。５０００μ
ｍｏｌ／ｌ以上の濃度では、出力の増加は鈍く、飽和に達していると考察された。同じ生
体成分検出装置２０での再現性を、１０μｍｏｌ／ｌの過酸化水素を用いて調べたところ
、変動係数Ｃ．Ｖ．は６．７％（ｎ＝５）と良好であった。
【０１１３】
　また、異なる５つの生体成分検出装置２０を用いて再現性を確かめた。結果を図１２に
示す。図１２から、異なる生体成分検出装置２０での変動係数Ｃ．Ｖ．は、７．３％（ｎ
＝５）と低値であり、バラツキの少ない生体成分検出装置２０を作成できることが確認さ
れた。
【０１１４】
〔試験１Ｃ〕グルコースオキシダーゼの固定化量の検討
［グルコースオキシダーゼの固定化］
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（生体適合性ポリマーＰＭＥＨの合成）
　試験１Ｂで作成した生体成分検出装置２０の作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａにおい
て、グルコースオキシダーゼを固定化するため、生体適合性ポリマーＰＭＥＨを合成した
。この合成では、ＭＰＣ１４７．６ｍｇとＥＨＭＡ３９６．６ｇとをエタノールに溶解さ
せ、これらのモノマー混合溶液に対して開始剤である２，２’－アゾビスイソブチロニト
リル（ＡＩＢＮ，分子量：１６４．２１ｇ／ｍｏｌ）を２．０５ｍｇ添加した。
【０１１５】
　その後、Ａｒガス雰囲気下で１５分バブリングして溶存酸素を除去した環境下で、６０
℃にて１２０分加熱し、ラジカル重合反応を行った。反応機構としては，ＡＩＢＮの加熱
により生成したラジカル種とＭＰＣ、ＥＨＭＡモノマーが反応を繰り返しＰＭＥＨ鎖が伸
長すると考えられる。重合反応終了後、自然放冷した後、４℃の冷蔵庫内で、反応を停止
させた。
【０１１６】
　次に、反応溶液に透析処理と再沈殿処理を行った。透析処理ではまず、１ｈジエチルエ
ーテルに浸したＭＷＣＯ：１５０００の透析膜（製品名：ＵＣ３６－３２－１００，Ｓａ
ｎｋｏ　Ｊｕｎｙａｋｕ社製）の下端部を溶液が漏れないように紐で縛った後、反応溶液
で満たし、上端を同様に紐で縛った。そして、水とエタノールを１：１０の割合で調製し
た溶液を５Ｌビーカ内に挿入して、分画分子量１５０００以下のホモポリマーや残留モノ
マーを除去した。
【０１１７】
　再沈殿処理では、１Ｌビーカにジエチルエーテルとクロロホルムを１：１９の比率で混
合した後、この混合溶液を純水で２０倍に希釈した。そして、透析したＰＭＥＨ溶液を滴
下し、沈殿物を回収・乾燥させ、ＰＭＥＨ粉末を得た。
【０１１８】
（グルコースオキシダーゼの固定化）
　作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａに１０重量％のＰＭＥＨ溶液２０μｌとＧＯＤを各
ユニット数（７，１５，３０，４５，６０）になるように混合した溶液を塗布した後、４
℃の冷蔵庫で２時間乾燥させることで酵素を包括固定化した。次に、作用電極２２Ａ及び
参照電極２３Ａを〔試験１Ｂ〕で用いたリン酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４）
２０ｍｌで満たしたビーカに浸漬し、ポテンシオスタットにてＰｔ電極に＋４００ｍＶ（
ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印加し、グルコース溶液（１００μｍｏｌ／ｌ）滴下
に伴う出力電流値を計測した。結果を図１３に示す。図１３の（Ａ）は、定電位印加後の
経過時間と電極領域２０Ａでの出力電流値の変化量との関係を示す。また、図１３の（Ｂ
）は、グルコースオキシダーゼの酵素活性と電極領域２０Ａでの出力電流値の変化量との
関係を示す。
【０１１９】
　図１３より、感応面積（本試験では４．２ｍｍ２）あたりのＧＯＤ活性を増やすことで
、センサの出力増加が観察され、３０ｕｎｉｔｓ以上において最大の出力電流値を示すこ
とが分かる。
【０１２０】
〔試験１Ｄ〕グルコースに対する定量特性の評価
　電極領域２０Ａに各濃度の標準過酸化水素溶液を滴下する代わりに、電極領域２０Ａに
各濃度の標準グルコース溶液（５～２００００μｍｏｌ／ｌ）を滴下したこと、及び生体
成分検出装置２０として、〔試験１Ｃ〕の手法によって３０ｕｎｉｔｓのグルコースオキ
シダーゼを固定化した物を用いたこと以外は、〔試験１Ｂ〕と同じ手法により、生体成分
検出装置２０のグルコース濃度に対する定量特性を調べた。結果を図１４に示す。図１４
の網掛けは、ヒトの唾液に含まれるグルコース濃度の範囲を示す。ヒトの唾液に含まれる
グルコース濃度は、２０μｍｏｌ／ｌ～２００μｍｏｌ／ｌである。
【０１２１】
　図１４から、グルコース濃度が１μｍｏｌ／ｌ～５０００μｍｏｌ／ｌの範囲内におい
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て相関性が認められる。この定量範囲は、既報値の唾液中グルコース濃度（２０μｍｏｌ
／ｌ～２００μｍｏｌ／ｌ）を含む範囲であり、生体成分検出装置２０を用いて唾液中グ
ルコースの計測が可能であることが示唆される。そして、この定量特性は、良好な再現性
を有する（Ｃ．Ｖ．＝６．３％（ｎ＝５））。
【０１２２】
〔試験１Ｅ〕生体成分検出装置２０の選択性の評価
　各種糖類への選択性を調べるため、〔試験１Ｃ〕で用いたＧＯＤ固定化後（酵素量：３
０ユニット）の生体成分検出装置２０の作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａを、〔試験１
Ｂ〕で用いたリン酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４）２０ｍｌで満たしたビーカ
に浸漬し、ポテンシオスタットにてＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の
定電位を印加し、グルコースの他、各種の糖（フルクトース、ソルビトール、マンニトー
ル、キシリトール、ガラクトース）を滴下したときの出力を計測し比較した。糖の濃度は
、それぞれ１００μｍｏｌ／ｌとした。結果を図１５に示す。
【０１２３】
　図１５は、滴下した糖がグルコースである場合の出力を１００％とした場合における、
各種の糖を滴下したときの相対出力を示す。図１５から分かるように、グルコースに対し
て、各種の糖類に対するセンサ出力はセンサの低濃度の検出限界を下回る値であった。本
センサは酵素電極法にてグルコースの検出を行っているため、類似した化学構造式を持つ
他の糖類に対しても出力を示さず、ＧＯＤの高い選択性が確認された。また評価に用いた
糖類は、食物に多く含まれており、生体内にも存在する成分である。ＧＯＤを固定化した
生体成分検出装置２０を用いることで、唾液中グルコースの選択性に優れた測定が可能と
考えられる。なお、唾液に含まれるムチンは、分子量１００万～１０００万の、糖を多量
に含む糖たんぱく質の混合物であり、ガラクトースもその一部を構成していることが知ら
れている。
【０１２４】
〔試験１Ｆ〕生体成分検出装置２０のｐＨ依存性の評価
　〔試験１Ｃ〕で用いたＧＯＤ固定化後（酵素量：３０ユニット）の生体成分検出装置２
０の作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａを、複数種類のｐＨ（５．０，６．０，７．０，
７．４，８．０，９．０）に調製したリン酸緩衝液２０ｍｌで満たしたビーカに浸漬し、
ポテンシオスタットにてＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印
加し、グルコース溶液（１００μｍｏｌ／ｌ）滴下に伴う出力電流値を計測した。結果を
図１６に示す。
【０１２５】
　図１６から、出力電流値は、ｐＨが６．０である場合に最大となり、ｐＨが６．０以上
である場合は、出力電流が低下することが分かる。
【０１２６】
　そして、ヒトの唾液のｐＨは、５．０～８．０であり、生体成分検出装置２０を口腔内
ｐＨ環境下で使用可能であることが示唆される。
【０１２７】
〔試験１Ｇ〕生体成分検出装置２０の温度依存性の評価
　〔試験１Ｃ〕で用いたＧＯＤ固定化後（酵素量：３０ユニット）の生体成分検出装置２
０の作用電極２２Ａ及び参照電極２３Ａを、複数種類の温度（３０，３８，４０，４５，
５０，５５，６０℃）に加熱したリン酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４）２０ｍ
ｌで満たしたビーカに浸漬し、ポテンシオスタットにてＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．
Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印加し、グルコース溶液（１００μｍｏｌ／ｌ）滴下に伴う
出力電流値を計測した。結果を図１７に示す。
【０１２８】
　図１７から、温度特性については、３０℃～５０℃において出力がわずかに増加し、５
０℃以上では出力が著しく低下する様子が確認された。５０℃以上の温度では、酵素が熱
変性を起こし、酵素活性の低下に伴い、出力も低下したと考えられる。ヒトの口腔内温度
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は３７．０℃～３８．０℃であり、その温度付近での出力差はわずかであると認められる
。したがって、生体成分検出装置２０を口腔内で使用したとしても、温度によるセンサ出
力への影響はほぼ無いものと考えられる。
【０１２９】
〔生体成分検出装置２０の特性についてのまとめ〕
　まず、基材２１の材料を評価したところ、複数種類のマウスガード材料において、作用
電極材料層（プラチナ膜）２２及び参照電極材料層（銀膜）２３と良好な密着性を有する
ことが確認された（試験１Ａ）。また、基材２１と、作用電極材料層２２と、参照電極材
料層２３とを含んで構成される生体成分検出装置２０は、過酸化水素に対して０．１μｍ
ｏｌ／ｌ～５０００μｍｏｌ／ｌの濃度範囲で定量が可能であり（試験１Ｂ）、グルコー
スに対しては唾液中グルコース濃度（２０μｍｏｌ／ｌ～２００μｍｏｌ／ｌ）を含む１
μｍｏｌ／ｌ～５０００μｍｏｌ／ｌの濃度範囲で定量が可能であった（試験１Ｄ）。ま
た、バラツキが小さい生体成分検出装置２０の作製が可能であることが確認された（試験
１Ｄ）。また、生体成分検出装置２０が唾液中グルコースの選択性に優れた測定が可能と
考えられた（試験１Ｅ）。そして、口腔内で起こり得るあらゆるｐＨ及び温度条件下で生
体成分検出装置２０を使用できることが確認された（試験１Ｆ及び１Ｇ）。
【０１３０】
＜試験２＞　無拘束の血糖値モニタリングに向けた情報送信部３０の検討
〔試験２Ａ〕情報送信部３０を用いたグルコース濃度の計測
［ハードウェアの設計］
　無拘束のグルコース計測を目的として、ポテンシオスタット、Ａ／Ｄコンバータ及び無
線機能を有する情報送信部３０を設計した。情報送信部３０及び外部端末５０の仕様を表
２に示す。
【表２】

【０１３１】
　無線通信における周波数帯域には、産業・医学用機器の周波数帯である２．４ＧＨｚ帯
（ＩＳＭバンド）を採用し、無線ＩＣチップには、低消費電力かつ２．４ＧＨｚ帯での通
信が可能なＣ２５００（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いた。また、生
体成分検出装置２０と共に口腔内に装着すること想定した場合、デバイスの最大の制限は
その大きさである。そこで、情報送信部３０は、電圧印加部３１の大きさを極力小さくす
るため、電圧印加部３１としてＬＲ４１型のボタン電池（１．５Ｖ）１個を採用した。生
体成分検出装置２０で得られた出力電流値は、電流検出部３２でＡＤ変換された後、検出
結果送信部３３において、数値データとして外部端末５０に送信される。
【０１３２】
［グルコース濃度の計測］
　続いて、情報送信部３０と生体成分検出装置２０とを電気的に接続し、情報送信部３０
を用いたグルコース濃度の測定を行った。生体成分検出装置２０の電極領域２０Ａをリン
酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４）２０ｍｌで満たしたビーカに浸漬し、電圧印
加部３１からＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印加し、各濃
度の標準グルコース溶液（５μｍｏｌ／ｌ～２００００μｍｏｌ／ｌ）の滴下に伴う出力
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電流値の変化を計測した。結果を図１８に示す。
【０１３３】
　図１８より、唾液中グルコース濃度（２０μｍｏｌ／ｌ～２００μｍｏｌ／ｌ）を含む
１０μｍｏｌ／ｌ～５０００μｍｏｌ／ｌの濃度範囲でグルコースの定量が可能であると
いえる。また、図１８と図１４と対比することで、ポテンシオスタットを用いた有線計測
に比べ、無線通信機を用いた計測では、低濃度側で大きなバラツキ（ノイズ）が認められ
る。例えば、１０μｍｏｌ／ｌ以下の濃度では、ＳＮ比が３以下となる。
【０１３４】
〔試験２Ｂ〕ノイズ対策
　出力電流値のノイズを低減させるため、回路にコンデンサを設け、生体成分検出装置２
０から送られてくるアナログデータをデジタルデータに変換する前段階において、アナロ
グデータからノイズを除去することを試みた。コンデンサとして、１μＦ～１０００μＦ
のコンデンサを使用し、ブランクでの出力電流値の変動係数を比較した。試験２Ｃでは、
リン酸緩衝液（２０ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４）２０ｍｌで満たしたビーカに浸漬し、電
圧印加部３１からＰｔ電極に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印加し、
生体成分検出装置２０からの出力電流値の変動係数を調べた。また、過酸化水素１００μ
ｍｏｌ／ｌを滴下し、ブランク定常値からの出力差が９０％になるまでのセンサの応答時
間も確認した。結果を図１９に示す。
【０１３５】
　図１９の黒丸は、各コンデンサの静電容量における変動係数を示し、三角は、各コンデ
ンサの静電容量における応答時間を示す。図１９より、３．３μＦ以上では、ノイズが低
減され、ほぼ一定のＣ．Ｖ．値を示した。また応答時間においては、１０μＦ以下では、
１１ｓ程度となった。試験２Ｃにより、回路にコンデンサを設けることで、ノイズの大幅
な除去が可能であることが確認された。以降の試験では、回路にコンデンサを設けた物を
用いるものとする。
【０１３６】
〔無拘束の血糖値モニタリングに向けた情報送信部３０の検討についてのまとめ〕
　試験１で検討した生体成分検出装置２０と、表２に記載の仕様の情報送信部３０とを用
いて、グルコース濃度を測定した結果、唾液中グルコース濃度（２０μｍｏｌ／ｌ～２０
０μｍｏｌ／ｌ）を含む１０μｍｏｌ／ｌ～５０００μｍｏｌ／ｌの濃度範囲でグルコー
スの定量が可能であり、唾液中グルコースの無拘束計測の可能性が示唆された（試験２Ａ
）。そして、回路にコンデンサを介すことで出力電流値のノイズの除去が可能であること
が確認された（試験２Ｂ）。
【０１３７】
＜試験３＞　生体成分検出装置２０及び情報送信部３０を組み込んだ歯列マウスガード型
センサ１の構築と特性評価
〔歯列マウスガード型センサ１の構築〕
　まず、歯型を吸引型成型器（装置名：Ｖａｃｕｕｍ　ａｄａｐｔｅｒ　Ｉ，Ｙａｍａｈ
ａｃｈｉ　Ｄｅｎｔａｌ社製）に設置し、サンプル１Ａ－１に係るマウスガードシート材
料（厚さ：０．５ｍｍ）から第１本体１１を３次元成型した。成型した第１本体１１の外
側壁部１１Ｂに、第一小臼歯から第三大臼歯の頬側に位置するように情報送信部３０をポ
リイミドテープで固定し、情報送信部３０を付加した第１本体１１を吸引型成型器に設置
した。その後、第１本体１１の成型と同様の手法にて第２本体１２を３次元成型した。
【０１３８】
　その後、いったん第２本体１２を取り外し、第１本体１１の内側壁部１１Ａの表面に、
電極領域２０Ａが第２本体１２の穴１２１と重なるように生体成分検出装置２０を載置し
、生体成分検出装置２０の端子領域２０Ｂと、情報送信部３０の電流検出部３２とをＡｇ
接着剤で接続した。
【０１３９】
　そして、第１本体１１に第２本体１２を被せ、隙間を歯科用レジン（製品名：ＧＣ　Ｕ
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ＮＩＦＡＳＴ　ＩＩＩ，ＧＣ社製）でパッキングすることで、歯列マウスガード型センサ
１を得た。
【０１４０】
〔グルコースに対する定量特性〕
　作製した歯列マウスガード型センサ１にてグルコースに対する定量性の評価を行った。
試験は、歯列マウスガード型センサ１をリン酸緩衝液（２０　ｍｍｏｌ／ｌ，ｐＨ７．４
）２０　ｍｌで満たしたビーカに浸漬して行った。そして、情報送信部３０からＰｔ電極
に＋４００ｍＶ（ｖｓ．Ａｇ／ＡｇＣｌ）の定電位を印加し、グルコース溶液の滴下に伴
う出力電流値の変化を計測した。結果を図２０に示す。
【０１４１】
　図２０から、グルコース溶液の濃度に応じた出力電流値の上昇が認められ、５μｍｏｌ
／ｌ～２０００μｍｏｌ／ｌの範囲においてグルコース濃度の定量が可能であるといえる
。
【０１４２】
　なお、試験後の歯列マウスガード型センサ１の密閉性を目視で観察したところ、漏水等
は観察されず、良好な密閉性が確認された。
【０１４３】
＜試験４＞　口腔内環境を模倣した歯科用ファントムによる実装実験
　＜試験３＞では、歯列マウスガード型センサ１によるリン酸緩衝液中のグルコース濃度
の無線計測が可能であることが確認された（定量範囲：５μｍｏｌ／ｌ～２０００μｍｏ
ｌ／ｌ）。
【０１４４】
　＜試験４＞では、口腔内環境を模倣した歯科用ファントムによる歯列マウスガード型セ
ンサ１の実装実験を試みた。
【０１４５】
〔試験４Ａ〕人工唾液による歯列マウスガード型センサ１の特性評価
【０１４６】
［人工唾液の調製］

【表３】

【０１４７】
　まず、人工唾液を調製した。人工唾液の組成は表３に記載のとおりであり、人工唾液は
、ＣａやＮａ，Ｋ等のイオン成分とタンパク質であるムチンの水溶液に、水酸化ナトリウ
ムを加えてｐＨを７．４に調整することによって得られる。
【０１４８】
［人工唾液内での出力電流］
　歯列マウスガード型センサ１を浸漬する媒体が人工唾液をもとに作製した標準グルコー
ス溶液であること以外は、＜試験３＞と同様の手法にて出力電流を測定した。その結果、
歯列マウスガード型センサ１を浸漬する媒体がリン酸緩衝液である場合に比べ、出力電流
値が約１／４～１／７程度にまで低下し、定量範囲についても１０μｍｏｌ／ｌ～１００
０μｍｏｌ／ｌとなった。これは、人工唾液に含まれるタンパク質が電極領域２０Ａに吸
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着することが原因と考えられる。
【０１４９】
［生体適合性ポリマーＰＭＥＨによるオーバーコート］
　そこで、電極領域２０Ａへの生体適合性ポリマーＰＭＥＨによるオーバーコートの効果
を検討した。オーバーコート用のＰＭＥＨ濃度として、１，３，５，７，１０重量％を電
極領域２０Ａに３μｌ塗布し、グルコース溶液（１０００μｍｏｌ／ｌ）に対する出力電
流値を評価した。結果を図２１に示す。
【０１５０】
　図２１より、ＰＭＥＨ濃度が１重量％である場合において、出力電流値が最大を示した
。ＰＭＥＨ濃度が３重量％以上である場合、酵素膜が厚くなり、電極領域２０Ａへのグル
コースの拡散が抑制され、出力電流値が低下したものと考えられる。また、この結果は、
タンパク質吸着の恐れがある人工唾液中のグルコース計測におけるＰＭＥＨでのオーバー
コートの有用性を示すもので、ヒト唾液中においても、タンパク質の影響を防止できると
考えられる。
【０１５１】
　以降の試験では、ＰＭＥＨ濃度が１重量％の液でオーバーコートを施すものとする。
【０１５２】
［電極領域２０Ａの面積の最適化］
　出力電流値を高め、無線計測を最適化することを目的に、電極領域２０Ａの面積の拡大
を図った。本試験では、電極領域２０ＡのＰｔ及びＡｇ／ＡｇＣｌの面積が４倍（４．２
ｍｍ２から１６．８ｍｍ２）になるように成膜を行った。ポテンシオスタットを用いた有
線計測における、グルコースに対する定量特性の検討結果を図２２に示す。なお、固定化
したグルコースオキシダーゼの量は、電極領域２０ＡのＰｔ及びＡｇ／ＡｇＣｌの面積が
４．２ｍｍ２である場合と同じく３０ユニットとした。また、オーバーコート用のＰＭＥ
Ｈ溶液の塗布量についても、電極領域２０ＡのＰｔ及びＡｇ／ＡｇＣｌの面積が４．２ｍ
ｍ２である場合と同じく３μｌとした。
【０１５３】
　電極領域２０Ａの面積を４倍にすることで、約１．６倍～２．６倍の出力電流値が得ら
れた。面積が広くなることで、電極反応も増え、より多くの電子の授受が可能になったこ
とで、出力電流値が増加したためと考えられる。
【０１５４】
　また、電極領域２０Ａの面積を４倍にした歯列マウスガード型センサ１の無線通信によ
るリン酸緩衝液中のグルコースに対する定量範囲を検討した。結果を図２３に示す。図２
３から、適切な定量範囲は、１０μｍｏｌ／ｌ～１０００μｍｏｌ／ｌであるといえる。
【０１５５】
　また、電極領域２０Ａの面積を４倍にし、ＰＭＥＨ濃度が１重量％である液でオーバー
コートを施した改良後の歯列マウスガード型センサ１について、人工唾液中のグルコース
に対する定量範囲を検討した。結果を図２４に示す。図示は省略するが、電極領域２０Ａ
の面積を４倍にせず、ＰＭＥＨ濃度が１重量％である液でオーバーコートを施していない
改良前の歯列マウスガード型センサ１と比べたとき、改良後の歯列マウスガード型センサ
１の出力電流値は、約４．１倍～７．９倍に高まっている。また、Ｓ／Ｎ比が３以上の出
力電流値を示すグルコースの定量範囲は、１０μｍｏｌ／ｌ～１０００μｍｏｌ／ｌであ
り、唾液中グルコース濃度を定量するには十分であるといえる。
【０１５６】
〔試験４Ｂ〕口腔内環境を模倣した歯科用ファントムを用いた特性評価
　次に、人工唾液を用い、種々の条件で口腔内環境を模倣した歯科用ファントム（装置名
：ＳＩＭＰＬＥ　ＭＡＮＩＫＩＮ　ＩＩＩ，Ｎｉｓｓｉｎ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ社製）にて歯列マウスガード型センサ１のグルコース計測を行った。
【０１５７】
　図２５は、歯科用ファントム１１３を用いたグルコース計測の実験系１１０を示す。人
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工唾液１１１の組成は表３に記載のとおりとし、唾液中グルコース濃度は、２０μｍｏｌ
／ｌとした。
【０１５８】
　送液ポンプ１１２（装置名：ＳＪ－１２１１Ｌ，ＡＴＴＯ社製）にて、平均唾液分泌流
量０．５ｍｌ／ｍｉｎで歯科用ファントム１１３の口腔内の舌下腺・顎下腺位置より人工
唾液１１１を送液した。口腔内の溶液を循環させるため、排液は舌先の下顎から同流量で
行った。また、ヒトの口腔内温度を想定し、送液チューブ１１４は、３８℃に設定された
恒温槽１１５の中に設置した。人工唾液１１１を歯科用ファントム１１３の口腔内に対し
、送液ポンプ１１２による送液及び排液ポンプ１１６による排液槽１１７への排液が可能
な状態で電極領域２０Ａに、標準グルコース溶液（５０μｍｏｌ／ｌ～１００００μｍｏ
ｌ／ｌ）を２００μｌ滴下し、出力電流値の変化からグルコース濃度の動態変化を調べた
。結果を図２６に示す。
【０１５９】
　図２６の横軸は、標準グルコース溶液を滴下してから経過した時間（単位：分）を示し
、縦軸は、出力電流値（単位：ｎＡ）を示す。また、図２６のグラフ内の数値は、出力電
流値（単位：ｎＡ）から換算したグルコース濃度（単位：μｍｏｌ／ｌ）を示す。
【０１６０】
　図２６に示すように、標準グルコース溶液の滴下に応じ、著しい出力電流値の増加後に
出力はピークに達し、人工唾液の循環に伴い、徐々に初期値に戻る様子が観察された。こ
れは、歯列マウスガード型センサ１が、無線計測においても優れた動的特性をもって人工
唾液１１１におけるグルコース濃度の変化をモニタリングできることを示すものである。
【０１６１】
〔口腔内環境を模倣した実験のまとめ〕
　人工唾液中における歯列マウスガード型センサ１のグルコースに対する定量特性を調べ
たところ、出力電流値がリン酸緩衝液時と比べ約１／４～１／７程度にまで低下し、定量
範囲についても、１０μｍｏｌ／ｌ～１０００μｍｏｌ／ｌとなった。これは、人工唾液
に含まれるタンパク質のセンサ感応部への吸着が原因と考えられ、電極領域２０ＡへのＰ
ＭＥＨ固定化濃度を適切にすることで改善できる。また、電極領域２０Ａの面積をできる
だけ大きくすることで、出力電流値が高まり、結果として測定精度が向上する。
【０１６２】
　また、歯科用ファントム１１３を用い、歯列マウスガード型センサ１による人工唾液中
グルコースの無線計測を行うことで、歯列マウスガード型センサ１が無線計測においても
優れた動的特性をもって人工唾液中のグルコース濃度の変化をモニタリングできることが
確認された。
【符号の説明】
【０１６３】
　１　　　歯列マウスガード型センサ
　１０　　本体
　１０Ａ　内側壁部
　１２１　穴
　１０Ｂ　外側壁部
　１０Ｃ　収容部
　１１　　第１本体
　１１Ａ　第１本体の内側壁部
　１１Ｂ　第１本体の外側壁部
　１２　　第２本体
　１２Ａ　第２本体の内側壁部
　１２Ｂ　第２本体の外側壁部
　２０　　生体成分検出装置
　２０Ａ　電極領域



(26) JP 2016-154755 A 2016.9.1

10

　２０Ｂ　端子領域
　２１　　基材
　２２　　作用電極材料層
　２２Ａ　作用電極
　２３　　参照電極材料層
　２３Ｂ　参照電極
　２４　　絶縁層
　３０　　情報送信部
　３１　　電圧印加部
　３２　　電流検出部
　３３　　検出結果送信部
　４０　　接続部
　５０　　外部端末

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図８】
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