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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を患者の身体に供給し、前記患者の身体特性を監視するための装置であって、
　前記装置を前記患者の皮膚に固定するように適合されたベースと、
　前記ベースに結合され、前記ベースから延び、流体を注入部位に注入するための少なく
とも１つのカニューレに動作可能に結合された第１の穿孔部材と、
　前記ベースに結合され、前記ベースから延び、センサが配置された部位で前記患者の少
なくとも１つの身体特性を決定するためのセンサ電極を有する電気化学センサに動作可能
に結合された第２の穿孔部材と、
　前記カニューレに連結されるように適合された注入セット管と、
　を備え、
　前記第１および第２の穿孔部材が、動作可能に前記ベースと係合し前記ベースから係合
解除することができるハブ上に配置され、
　前記第１および第２の穿孔部材が前記ベースに動作可能に結合され、患者に挿入された
場合に、前記第１の穿孔部材によって作られた第１の貫通チャネルが前記第２の穿孔部材
によって作られた第２の貫通チャネルと動作可能に接触しない方向付けで、前記第１およ
び第２の穿孔部材が前記ベースに結合されることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記第１および第２の穿孔部材が患者に挿入された場
合に、前記注入部位が表皮層内に配置され、前記センサ電極が真皮層内に配置される方向
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付けで、前記第１および第２の穿孔部材が前記ベースに結合されることを特徴とする装置
。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、前記第１および第２の穿孔部材が患者に挿入された場
合に、前記注入部位と前記センサ電極が少なくとも７ミリメートルの組織だけ分離される
方向付けで、前記第１および第２の穿孔部材が前記ベースに結合されることを特徴とする
装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であって、前記ハブが、前記ハブを前記ベースから係合解除する
ときに前記ハブを把持することができるようにするつまみ部材を備えることを特徴とする
装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置であって、前記カニューレおよび前記センサ電極が患者に配置さ
れた場合に、前記カニューレおよび前記センサ電極が前記装置を前記患者の前記皮膚に固
定し、それによってセンサの読取を安定化させる方向付けで、前記第１および第２の穿孔
部材が前記ベースに結合されることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、前記第１および第２の穿孔部材が金属針であることを
特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、前記注入セット管に連結されるように適合された薬剤
注入ポンプをさらに備えることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置であって、前記第１の穿孔部材が前記第２の穿孔部材よりも短い
ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置であって、前記装置が、前記カニューレおよび前記センサを前記
装置の他の構成要素から独立して交換することができるようにするモジュラ構成であるこ
とを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置であって、前記センサが複数の層を備え、前記層の少なくとも１
つが、
　前記電極が配置されるベース基板であって、前記ベース基板上に配置された前記電極の
電気化学的反応表面の表面積を増加させるように選択された幾何形状を含んで、前記幾何
形状上に配置された前記電極の前記電気化学的反応表面積の表面積対体積比が、平坦な表
面上に配置された場合の前記電極の前記反応表面の表面積対体積比よりも大きくなるよう
になされたベース基板、
　分析物が存在する場合に前記電極の電流を検出可能に変える分析物感知層、
　前記センサの１つ以上の層の間の接着を促進する接着促進層、
　中を通る分析物の拡散を調整する分析物調整層、または
　血糖に対して不透過性であり、アパーチャを含むカバー層、
　を備えることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　流体を患者の身体に供給し、前記患者の身体特性を監視するための装置であって、
　前記装置を前記患者の皮膚に固定するように適合されたベースと、
　第１および第２の管腔を有する前記ベースに結合され、前記ベースから延び、動作可能
に前記ベースと係合し前記ベースから係合解除することができるハブ上に配置される穿孔
部材と、
　前記第１の管腔に連結されるように適合された注入セット管と、
　を備え、
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　前記第１の管腔が流体を注入部位に注入するように適合された出口を備え、
　前記第２の管腔が、前記第２の管腔中に配置された電気化学センサであって、センサ配
置部位で前記患者の少なくとも１つの身体特性を決定するためのセンサ電極を備える電気
化学センサ、および前記センサを前記患者の前記身体に露出する窓を備え、
　前記第１の管腔の前記出口および前記第２の管腔の前記窓が、前記穿孔部材が前記ベー
スに動作可能に結合され、患者に挿入された場合に、注入剤が前記第２の管腔の前記窓か
ら少なくとも７ミリメートルの部位にあるオリフィスから注入される方向付けで配置され
ることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置であって、前記第１の管腔の前記出口および前記第２の管腔の
前記窓が、前記第２の管腔の前記窓が前記第１の管腔の前記出口よりも前記ベースに近く
なる方向付けで配置されることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の装置であって、前記穿孔部材が、流体薬剤を流体リザーバから前記
第１の管腔の前記出口を通して前記注入部位に送達するカテーテルに動作可能に結合され
た金属針であることを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置であって、前記注入セット管に連結されるように適合された薬
剤注入ポンプをさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の装置であって、前記センサが複数の層を備え、前記層の少なくとも
１つが、
　前記電極が配置されるベース基板であって、前記ベース基板上に配置された前記電極の
電気化学的反応表面の表面積を増加させるように選択された幾何形状を含んで、前記幾何
形状上に配置された前記電極の前記電気化学的反応表面積の表面積対体積比が、平坦な表
面上に配置された場合の前記電極の前記反応表面の表面積対体積比よりも大きくなるよう
になされたベース基板、
　分析物が存在する場合に前記電極の電流を検出可能に変える分析物感知層、
　前記センサの１つ以上の層の間の接着を促進する接着促進層、
　中を通る分析物の拡散を調整する分析物調整層、または
　血糖に対して不透過性であり、アパーチャを含むカバー層、
　を備えることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、センサと注入素子（ｉｎｆｕｓｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を組み
合わせた装置、および患者の体内でこうした装置を使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、（米国特許出願公開第２００４／００７４７８５Ａ１として発行された）２
００２年１０月１８日に出願の米国特許出願第１０／２７３，７６７号、２００４年６月
４日に出願の米国特許出願第１０／８６１，８３７号、２００５年６月８日に出願の米国
特許出願第１１／１４９，１１９号、２００５年１２月１３日に出願の米国特許出願第１
１／３０１，５１２号、２００６年４月４日に出願の米国特許出願第１１／３９７，５４
３号、および２００６年７月２５日に出願の米国特許出願第１１／４９２，２７３号に関
連するものであり、それぞれの内容を本願に引用して援用する。
【０００３】
　１型糖尿病の人、および２型糖尿病の多くの人にインスリンを与えなければならない。
伝統的に、インスリンは経口的に摂取することができないために注射器で注射される。最
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近になって、特にベルト、ポケットなどに装着したデバイスを使用して、インスリンを糖
尿病患者に送達するための外部注入ポンプ療法の使用が増加しており、インスリンは皮下
組織内に配置された皮下針またはカニューレを有するカテーテルによって送達される。た
とえば、１９９５年には、合衆国の１型糖尿病患者の５％未満がポンプ療法を使用してい
た。今や、合衆国の現在１，０００，０００人を超える１型糖尿病患者の約１２％がイン
スリンポンプ療法を使用しており、この割合は毎年２％を超える急激な率で増加している
。さらに、１型糖尿病患者の数は１年当たり３％以上増加している。また、ますます増加
するインスリン使用の２型糖尿病患者も外部インスリン注入ポンプを使用している。医師
は、連続した注入によって糖尿病の状態がより良く管理されることを認識しており、患者
にそれを処方する数も増えている。さらに、薬剤ポンプ療法（ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　ｐ
ｕｍｐ　ｔｈｅｒａｐｙ）は、肺高血圧症、ＨＩＶ、および癌など他の医療状態の治療お
よび管理にますます重要になっている。
【０００４】
　針および／または軟性カニューレを有する注入セットを使用して皮下組織に注入するこ
とによって、薬剤を送達するポンプ療法システムが開発されてきた。注入セットの軟性カ
ニューレは、通常、軟性カニューレのねじれを防ぐために、針で皮膚内に挿入される。注
入セットの挿入に伴う不快感および痛みを低減する自動挿入デバイスが使用されている。
【０００５】
　幾つかの他の医療デバイスが、薬剤を患者に送達する他に、体液の試料を得ることによ
って身体特性を決定するように設計されている。患者の血液中の特定の物質または組成物
を検出かつ／または定量する様々な移植可能な電気化学センサが開発されている。たとえ
ば、糖尿病患者の血糖値の表示度数の獲得に使用されるグルコースセンサが開発された。
こうした読取は、典型的には患者へのインスリンの規則的な投与を含む治療計画の監視お
よび／または調整に特に有用であり得る。したがって、全て明確に本願に引用して援用す
る、米国特許第４，５６２，７５１号、第４，６７８，４０８号、第４，６８５，９０３
号に全般的に記載された外部型の半自動薬剤注入ポンプ、または米国特許第４，５７３，
９９４号に全般的に記載された自動の移植可能な薬剤注入ポンプを有する薬物療法の改善
に血糖の読取が特に有用である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４，５６２，７５１号明細書
【特許文献２】米国特許第４，６７８，４０８号明細書
【特許文献３】米国特許第４，６８５，９０３号明細書
【特許文献４】米国特許第４，５７３，９９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本明細書に開示した本発明の実施形態は、たとえば特異性を含む幾つかのセンサの特性
を最適化する方法で、センサ素子と患者に流体を注入するように設計された素子（ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）とを組み合わせた装置を含む。本発明の例示の実施形態は、患者の身体に流体
（たとえばインスリン）を供給し、その患者の身体特性（たとえば血糖）を監視するため
の装置である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この装置は、典型的には、装置を患者の皮膚に固定するように適合されたベース、ベー
スに結合されベースから延びる第１の穿孔部材であって、流体を注入部位に注入するため
の少なくとも１つのカニューレに動作可能に結合された第１の穿孔部材、ならびに、ベー
スに結合されベースから延び、センサ配置部位で少なくとも１つの患者の身体特性を決定
するためのセンサ電極を有する電気化学センサに動作可能に結合された第２の穿孔部材を
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備える。本発明のこうした実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２
の穿孔部材をベースに動作可能に結合し、患者に挿入することができる場合に、第１の穿
孔部材によって作られた第１の貫通チャネル（ｐｅｒｆｏｒａｔｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ
）が、第２の穿孔部材によって作られた第２の貫通チャネルと動作可能に接触しない方向
付けで、ベースに結合される。この実施形態を使用して、たとえば、注入剤（ｉｎｆｕｓ
ａｔｅ）（たとえばフェノール系防腐剤（ｐｈｅｎｏｌｉｃ　ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｖｅ
））中に存在する干渉物質（ｉｎｔｅｒｆｅｒａｎｔ）によって干渉が生じる場合に、患
者の身体特性を監視する電気化学センサの干渉を回避することができる。具体的には、第
１の穿孔部材によって作られた第１の貫通チャネルが第２の穿孔部材によって作られた第
２の貫通チャネルと動作可能に接触しない挿入可能な装置を使用することによって、注入
部位に注入された（干渉種を含む可能性がある）流体が貫通チャネルを通ってセンサまで
流れるのが阻止される。
【０００９】
　本発明の典型的な実施形態では、（関連する穿孔部材を含む）センサ素子および注入素
子は、センサの機能を最適化するように設計された構成で装置に配置される。たとえば本
発明の一部の実施形態では、装置上の第１の穿孔部材は第２の穿孔部材よりも短い。本発
明の幾つかの実施形態では、第１および第２の穿孔部材（たとえば金属針）は、カニュー
レから流体が出る注入部位が生体内環境の１つに、生理学的特性を感知するセンサが生体
内環境の別の部位に配置されるように設計された方向付けでベースに結合される。本発明
の典型的な実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２の穿孔部材が患
者に挿入された場合に、注入部位が表皮層内に配置され、センサ電極が真皮層内に配置さ
れる方向付けでベースに結合される。本発明の関連する実施形態では、第１および第２の
穿孔部材は、カニューレから流体が出る注入部位が、センサが配置された生体内の位置か
ら一定の距離をおいて配置される第１の生体内の位置に配置されるように設計された方向
付けでベースに結合される。たとえば、本発明の例示の実施形態では、第１および第２の
穿孔部材は、第１および第２の穿孔部材が患者に挿入された場合に、注入部位とセンサ電
極が少なくとも７ミリメートルの組織だけ分離される方向付けで、ベースに結合される。
注入部位とセンサが少なくとも７ミリメートルの組織だけ分離される挿入可能な装置の使
用により、注入部位に注入される（干渉種を含む可能性がある）流体がセンサの反応表面
に拡散することができる前に周囲の組織によって吸収される。本発明の他の実施形態では
、第１および第２の穿孔部材は、カニューレおよびセンサ電極が患者に配置された場合に
、カニューレおよびセンサ電極が装置を患者の皮膚に固定することによって、たとえばセ
ンサが分析物を感知する環境でセンサが動くのを阻止することによって、センサの読取を
安定させる方向付けでベースに結合される。
【００１０】
　本発明の幾つかの実施形態では、装置は、カニューレおよび／またはセンサを装置の他
の構成要素から独立して交換することができるようにするモジュラ設計を有することがで
きる。たとえば、本明細書に開示した装置は、第１および第２の穿孔部材が、動作可能に
ベースと係合しベースから係合解除することができるハブ上に配置される実施形態を含む
ことができる。ハブを有する本発明の一部の実施形態では、ハブは、ハブがベースから係
合解除されるときに、ハブを把持することができるようにするつまみ部材を備える。本発
明の一部の実施形態では、装置は、流体を注入部位に注入するための微細針のアレイを含
むことができる。本発明の幾つかの実施形態は、たとえばカニューレに連結されるように
適合された注入セット管など、追加の素子を含むことができる。本発明の実施形態は、た
とえば注入セット管に連結されるように適合された薬剤注入ポンプなど、治療組成物の送
達を容易にするように設計された追加の素子をさらに備えることができる。
【００１１】
　本発明の他の実施形態は、流体を患者の身体に供給し、患者の身体特性を監視するため
の装置であり、この装置は、装置を患者の皮膚に固定するように適合されたベースと、ベ
ースに結合され、ベースから延び、第１および第２の管腔を有する穿孔部材とを備え、第
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１の管腔が流体を注入部位に注入するように適合された出口を備え、第２の管腔が、第２
の管腔中に配置された電気化学センサであって、センサの配置部位で患者の少なくとも１
つの身体特性を決定するためのセンサ電極を備える電気化学センサ、およびセンサを患者
の身体に露出する窓を備え、第１の管腔の出口および第２の管腔の窓は、穿孔部材がベー
スに動作可能に結合され、患者に挿入された場合に、注入剤が第２の管腔の窓から少なく
とも７ミリメートルの部位にあるオリフィスから注入される方向付けで配置される。こう
した実施形態では、任意選択で、第１の管腔の出口および第２の管腔の窓は、第２の管腔
の窓が第１の管腔の出口よりもベースに近くなる方向付けで配置される。典型的な実施形
態では、穿孔部材は、流体薬剤を流体リザーバから第１の管腔の出口を通して注入部位に
送達するカテーテルに動作可能に結合された金属針である。さらに、幾つかの実施形態は
、カニューレに連結されるように適合された注入セット管、および／または注入セット管
に連結されるように適合された薬剤注入ポンプをさらに含む。
【００１２】
　本発明の幾つかの実施形態は、特定の電気化学センサ設計と共に使用されるように設計
される。たとえば、本発明の一部の実施形態では、装置のセンサ部分が複数の層を備え、
層の少なくとも１つが、電極がその上に配置されるベース基板であって、ベース基板上に
配置された電極の電気化学的反応表面の表面積を増加させるように選択された幾何形状を
含み、幾何形状上に配置された電極の電気化学的反応表面積の表面積対体積比が、平坦な
表面上に配置された場合の電極の反応表面の表面積対体積比よりも大きくなるようになさ
れたベース基板、または分析物が存在する場合に電極の電流を検出可能に変える分析物感
知層、あるいはセンサの１つ以上の層の間の接着を促進する接着促進層、もしくは、中を
通る分析物の拡散を調整する分析物調整層、または血糖に対して不透過性であり、アパー
チャを含むカバー層を備える。
【００１３】
　本発明の実施形態は本明細書に開示した装置の作製および使用方法を含む。本発明の１
つのこうした実施形態は、患者の身体特性を監視する電気化学センサの干渉を阻止する方
法であって、流体を患者の身体に供給するための装置によって注入される注入剤（たとえ
ばフェノール系防腐剤）中に存在する干渉物質によって干渉が生じ、方法が装置を使用し
て患者の身体に流体を供給することを含み、装置が、装置を患者の皮膚に固定するように
適合されたベースと、ベースに結合され、ベースから延び、流体を注入部位に注入するた
めの少なくとも１つのカニューレを備える第１の穿孔部材と、ベースに結合され、ベース
から延び、センサの配置部位で患者の少なくとも１つの身体特性を決定するためのセンサ
電極を有する電気化学センサを含む第２の穿孔部材と含み、第１および第２の穿孔部材が
、第１および第２の穿孔部材が患者に挿入された場合に、第１の穿孔部材によって作られ
た第１の貫通チャネルが第２の穿孔部材によって作られた第２の貫通チャネルと動作可能
に接触せず、注入部位に注入される流体が第１の貫通チャネルまたは第２の貫通チャネル
を通ってセンサまで流れることができない方向付けでベースに結合されて、干渉が阻止さ
れる方法である。
【００１４】
　本発明の実施形態は、さらに、追加の、かつ／または複数の方法論的機能を実行する装
置の使用方法を含む。たとえば、本発明の幾つかの実施形態は、干渉の阻止の他に、装置
を患者に固定することによって、装置を安定させるようにさらに設計される。本発明の１
つのこうした実施形態は、カニューレおよびセンサ電極が患者に配置された場合に、それ
らが装置を患者の皮膚に固定するように機能する方向付けで、第１および第２の穿孔部材
がベースに結合される装置を使用する。本発明の実施形態は、幾つかの電気化学センサの
実施形態と共に使用されるように設計されたものも含む。１つのこうした実施形態では、
方法は、複数の層を有する電気化学センサで観察される干渉を阻止するように設計され、
層の少なくとも１つが、その上に電極が配置されるベース基板であって、ベース基板上に
配置された電極の電気化学的反応表面の表面積を増加させるように選択された幾何形状を
含み、幾何形状上に配置された電極の電気化学的反応表面積の表面積対体積比が、平坦な
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表面上に配置された場合の電極の反応表面の表面積対体積比よりも大きくなるようになさ
れたベース基板、または分析物が存在する場合に電極の電流を検出可能に変える分析物感
知層、あるいはセンサの１つ以上の層の間の接着を促進する接着促進層、もしくは中を通
る分析物の拡散を調整する分析物調整層、または血糖に対して不透過性であり、アパーチ
ャを含むカバー層を備える。
【００１５】
　本発明は、ベース、カニューレ、穿孔部材および／またはセンサ素子、ならびにキット
を含む二重挿入セットなどの製品も提供する。本発明の１つのこうした実施形態では、上
記のように患者への流体の注入と分析物の感知の両方を行うように設計された装置を有す
るキットが提供される。キットおよび／またはセンサセットは、典型的には、容器、ラベ
ル、および上記の装置を備える。典型的な実施形態は、容器を備えるキット、および容器
内の、本明細書に開示した設計を有する装置、ならびに装置の使用説明書である。
【００１６】
　本発明の他の目的、特徴、および利点は、当業者には、以下の詳細な説明から明らかに
なるであろう。しかし、理解されるように、詳細な説明および特定の例は本発明の一部の
実施形態を示すものであるが、例として与えられたものであり、限定的なものではない。
本発明の精神から逸脱することなく、本発明の範囲内で多くの変更および修正を加えるこ
とができ、本発明はこうした修正を全て包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】グルコースとグルコースオキシダーゼの周知の反応を示す図である。段階的に示
したように、この反応は、水中のグルコースオキシダーゼ（ＧＯｘ）、グルコース、酸素
に関するものである。還元半反応では、２つの陽子と電子がβ－Ｄ－グルコースからｄ－
グルコノラクトンを生成する酵素に移動する。酸化半反応では、酵素が酸素分子によって
酸化され、過酸化水素が生成される。次いで、ｄ－グルコノラクトンが水と反応して、ラ
クトン環を加水分解し、グルコン酸が生成される。本発明の幾つかの電気化学センサでは
、この反応で生成された過酸化水素が作用電極で酸化される（Ｈ２Ｏ２→２Ｈ＋＋Ｏ２＋
２ｅ－）。
【図２】本発明のセンサ素子の構成成分の典型的な構成を示す図である。
【図３】センサおよびカニューレが患者の体内の異なる深さに配置される、本発明の二重
挿入セットの実施形態を示す側面図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態を示す図である。この実施形態では、センサおよびセンサ
コネクタがアセンブリの一縁部に向かうように作製され、カニューレが中心に向かうよう
に位置付けられ、両方が皮膚の表面に対して９０°の角度になされる。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態を示す図である。挿入では、２本の針が取り付けられたハ
ブがアセンブリと係合可能である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態を示す図である。次いでこのセットが手または自動挿入デ
バイスによって皮下組織内に挿入される。次いで、針を有するハブが除去され、廃棄され
る。
【図４Ｄ】本発明の一実施形態を示す図である。次いで、注入カテーテルを取り付けるこ
とができ、センサがケーブルまたは伝送機に差し込まれる。
【図４Ｅ】本発明の一実施形態を示す図である。代替実施形態は、たとえば、２つ以上の
注入カニューレを使用して、干渉、または局所の組織の影響を全てさらに低減することが
できる変形形態を含むことができる。
【図５Ａ】本発明の実施形態を示す図である。針を備えるアセンブリを有する装置を示す
上面図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態を示す図である。針を備えるアセンブリを有する装置を示す
底面図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態を示す図である。装置のセンサ／針ポートを通るように切り
取られた断面図である。
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【図５Ｄ】本発明の実施形態を示す図である。装置の注入ポートを通るように切り取られ
た断面図である。
【図５Ｅ】本発明の実施形態を示す図である。装置のセンサ／針ポートを通るように切り
取られた断面図である。
【図５Ｆ】本発明の実施形態を示す図である。センサ針が除去された状態のアセンブリを
有する装置を示す底面図である。
【図５Ｇ】本発明の実施形態を示す図である。センサ針が除去された状態のアセンブリを
有する装置を示す断面図である。
【図５Ｈ】本発明の実施形態を示す図である。微細針アレイを有する装置を示す断面図で
ある。
【図６Ａ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備えるアセンブリ
を有する装置を示す上面図である。
【図６Ｂ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備えるアセンブリ
を有する装置を示す底面図である。
【図６Ｃ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備える装置を示す
断面図である。
【図６Ｄ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。針／管／センサを通る
ように切り取られた断面図である。
【図６Ｅ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。カテーテルを有する装
置を示す図である。
【図６Ｆ】二重管腔管を有する本発明の実施形態を示す図である。カテーテルを有する装
置を示す断面図である。
【図７Ａ】同心の管および内部針を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備える
アセンブリを有する装置を示す図である。
【図７Ｂ】同心の管および内部針を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備える
アセンブリを有する装置を示す断面図である。
【図７Ｃ】同心の管および内部針を有する本発明の実施形態を示す図である。針を備える
装置アセンブリを示す詳細図である。
【図８Ａ】突き出たセンサおよび内部針を備える単一管腔管を有する本発明の実施形態を
示す図である。針を備えるアセンブリを有する装置を示す断面図である。
【図８Ｂ】突き出たセンサおよび内部針を備える単一管腔管を有する本発明の実施形態を
示す図である。針／管／センサを通る断面図、針を備えるアセンブリを有する装置を示す
底面図である。
【図８Ｃ】突き出たセンサおよび内部針を備える単一管腔管を有する本発明の実施形態を
示す図である。針／センサの係合を示す図である。
【図８Ｄ】突き出たセンサおよび内部針を備える単一管腔管を有する本発明の実施形態を
示す図である。カテーテルを有する装置アセンブリを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　別段の定義がない限り、本明細書で使用される全ての技術用語、記号、および他の科学
用語または専門用語は、本発明に関係する当業者に一般に理解される意味を有するものと
する。場合によっては、一般に理解される意味を有する用語が、わかりやすくするために
、かつ／または容易に参照されるように本明細書で定義される。本明細書にこうした定義
を含むことは、当技術分野で一般に理解されるものと実質的に異なることを示すためであ
ると必ずしも解釈すべきではない。本明細書に記載し、または参照した技法および手順の
多くは、当業者によく理解されているものであり、従来の方法で一般に使用されているも
のである。必要に応じて、市販のキットおよび試薬の使用に関する手順は、別段の記載が
ない限り、一般に、製造者が規定したプロトコルおよび／またはパラメータに従って実行
される。幾つかの用語を以下に定義する。
【００１９】
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　本明細書で使用されるように、用語「分析物」は広義の用語であり、限定的ではないが
、分析することができる生体液（たとえば、血液、間質液、脳脊髄液、リンパ液、尿）な
ど流体中の物質または化学成分を指すことを含む通常の意味で使用される。分析物は、自
然発生物質、人工物質、代謝産物、および／または反応生成物を含むことができる。一部
の実施形態では、感知領域、デバイス、および方法による測定のための分析物はグルコー
スである。しかし、限定的ではないが、乳酸塩を含む他の分析物も企図される。血液また
は間質液中に自然に発生する塩、糖、タンパク質、脂肪、ビタミン、およびホルモンは、
幾つかの実施形態で分析物を構成することができる。分析物は、たとえば、代謝産物、ホ
ルモン、抗原、抗体など、生体液に自然に存在するものでもよく、または内因性のもので
もよい。別法として、たとえば、撮像用造影剤、放射性同位元素、化学薬品、フルオロカ
ーボンベースの合成血液、または薬物、あるいは、限定的ではないがインスリンを含む医
薬品組成物など、分析物を体内に導入することができ、または分析物は外因性のものでも
よい。薬物および医薬品組成物の代謝産物も分析物であることが企図される。
【００２０】
　本明細書で使用されるように、用語「センサ」は、広義の用語であり、限定的ではない
が、分析物を検出する分析物監視デバイスの１つ以上の部分を含む通常の意味で使用され
る。一実施形態では、センサは、身体の１つの部位に電気化学的反応表面を形成し、身体
の他の部位に電子接続部を形成する、センサ本体内を通過し、センサ本体内に固定された
、作用電極、参照電極、および任意選択で対電極を有する電気化学セル、ならびに身体に
付着され、電気化学的反応表面をカバーする膜系を含む。センサの通常の動作中、生物学
的試料（たとえば、血液、あるいは間質液）、またはその一部は、（直接、もしくは１つ
以上の膜あるいは領域の通過後に）酵素（たとえばグルコースオキシダーゼ）と接触し、
その結果、生物学的試料（またはその一部）の反応は反応生成物が形成されて、生物学的
試料中の分析物の値を決定することができるようになる。
【００２１】
　本明細書で使用されるように、用語「電気化学セル」は、広義の用語であり、限定的で
はないが、化学エネルギが電気エネルギに変換されるデバイスを含む通常の意味で使用さ
れる。こうしたセルは、典型的には、互いから分離され、電解液と接触状態で保持された
２つ以上の電極を含んでなる。電極を直流電流の電源に接続することによって、電極の１
つが負に帯電され、他方が正に帯電される。電極の正イオンが負の電極（陰極）に移動し
、そこで１つ以上の電子と結合し、電荷の一部または全てが失われ、より低い電荷を有す
る新しいイオン、または中性原子、あるいは分子になり、同時に、負のイオンが正の電極
（陽極）に移動し、１つ以上の電子をそれに移行させ、やはり新しいイオンまたは中性の
粒子になる。２つの過程の全体の効果は、電子の負イオンから正イオンへの変化であり、
化学反応である。
【００２２】
　本明細書で使用されるように、用語「電気化学的反応表面」および「電気活性表面」は
広義の用語であり、限定的ではないが、電気化学反応が起こる電極の表面を含む通常の意
味で使用される。一例では、作用電極は、電流を生成する反応が検出された分析物の酵素
触媒反応によって生成された過酸化水素を測定する（たとえば、グルコースオキシダーゼ
を使用するグルコース分析物の検出はＨ２Ｏ２を副産物として生成し、Ｈ２Ｏ２は作用電
極の表面に反応し、２つの陽子（２Ｈ＋）、２つの電子（２ｅ－）、および１つの酸素分
子（Ｏ２）を生成する、それによって、検出される電流が生成される）。対電極の場合は
、たとえばＯ２など還元しうる種が電極の表面で還元されて、作用電極によって生成され
る電流の平衡が保たれる。
【００２３】
　本明細書で使用されるように、用語「感知領域」は、広義の用語であり、限定的ではな
いが、特定の分析物の検出を行うための監視デバイスの領域を含む通常の意味で使用され
る。例示の一実施形態では、感知領域は、身体上の電気化学的反応表面および身体の他の
部位の電子接続手段を形成する本体を通過し本体内に固定された、非導電体、作用電極、
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参照電極、および対電極、ならびに電気化学的反応表面をカバーする１つ以上の層を含む
ことができる。
【００２４】
　本明細書で使用されるように、用語「電位」および「ポテンシャル」は広義の用語であ
り、限定的ではないが、電流を流れさせる回路内の２点間の電位差を含む通常の意味で使
用される。本明細書で使用されるように、用語「システム雑音」は、広義の用語であり、
限定的ではないが、たとえば、ガウス、運動関連、フリッカー、動力学的（ｋｉｎｅｔｉ
ｃ）、または他の白色雑音を含むことができる望ましくない電子または拡散関連の雑音を
含む通常の意味で使用される。
【００２５】
　本明細書で使用されるように、用語「干渉物質」および「干渉種」は、広義の用語であ
り、限定的ではないが、センサの対象の分析物の測定を干渉して、分析物の測定値を正確
に提示しない信号を生成する作用および／または種を含む通常の意味で使用される。典型
的には、「干渉物質」または「干渉種」は、対象の分析物ではなく、電気活性化合物であ
り、イオン的に導電性物質に存在すると、サンプリングシステムで測定される分析物の濃
度（または量）と関連しない反応をもたらし、物質中の分析物の検出を干渉するものであ
る。電気化学センサでは、干渉種は、たとえば測定すべき分析物と重なる酸化電位を有す
る化合物である可能性がある。
【００２６】
　本明細書で使用されるように、用語「フェノール系防腐剤」は、クロロクレゾール、ｍ
－クレゾール、フェノール、またはその混合物など治療組成物に使用可能な技術的に許容
されるフェノール系防腐剤を指す。
【００２７】
　以下で詳細に論じるように、本発明の実施形態は、たとえば糖尿病患者の血糖値の皮下
または経皮的な監視に使用されるタイプのセンサ素子を含む装置を提供する。こうした装
置は、たとえば、インスリンの糖尿病患者への注入に使用されるタイプのカニューレなど
の注入素子をさらに含む。特定の実施形態では、本発明は、身体から得られるグルコース
濃度測定値に基づいて患者の身体へのインスリン注入速度を調節するためのシステムを提
供する。こうした実施形態では、素子は空間的に分離されるように構成され、さらに、生
体内の環境で近位ではあるが分離された位置に挿入されるように設計される。この構成は
、幾つかの予想以上の利益、および、たとえば、注入素子によって身体内に注入される治
療組成物中に存在する様々な化合物によって生じるセンサの干渉を阻止する機能をもたら
す。本発明の実施形態を、限定的ではないが、生物学的移植環境を含む様々な注入環境で
使用することができる。他の環境には、限定的ではないが、外部注入デバイス、ポンプな
どが含まれる。
【００２８】
　本発明の実施形態は、対象の分析物の濃度、または濃度を示す物質、あるいは流体中の
分析物の存在を測定する電気化学センサを含むことができる。一部の実施形態では、セン
サは、たとえば皮下、経皮、または血管内デバイスなど、連続的デバイスである。本明細
書に開示したセンサの実施形態は、侵襲的、最小侵襲的、および非侵襲的な感知技法を含
む任意の周知の方法を使用して、対象の分析物の濃度を示す出力信号を提供することがで
きる。典型的には、センサは体内または体外の分析物の目安として酸素が存在する際の分
析物と酵素の酵素反応の生成物または反応物を感知するタイプのものである。典型的には
、こうしたセンサは、以下に詳細に記載するように、複数の層を備える。典型的な実施形
態では、センサは、分析物の測定に、電流測定（ａｍｐｅｒｏｍｅｔｒｉｃ）、電量、電
導度、および／または電位差技法を使用することができる。
【００２９】
　本発明の実施形態は、二重挿入セットを提供するようにセンサ素子ならびに注入素子を
含む一連の素子を有する装置、すなわち、注入送達素子と生理的特性センサ素子の両方に
動作可能に結合されたベースを有する装置を含む。一部の実施形態では、二重挿入セット
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の注入素子は、薬剤、化学薬品、酵素、抗原、ホルモン、ビタミンなどを含む流体など、
流体を患者の体内に注入するものである。本発明の特定の実施形態では、二重挿入セット
を外部注入デバイスに結合することができる。外部注入デバイスは、特に本願に引用して
援用する、「Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｒｅｍｏ
ｔｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ，Ｂｏｌｕｓ　Ｅｓｔｉｍａｔｏｒ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｖｉ
ｂｒａｔｉｏｎ　Ａｌａｒｍ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ」という名称の米国特許第６，
５５４，７９８号に記載されているように、ＲＦプログラミング能力、炭水化物（または
ボーラス）推定能力、および／または振動警告能力を含む。他の実施形態では、外部注入
デバイスに結合されたＡｎｉｍａｓ　ＩＲ－１２５０、Ｄｅｌｔｅｃ　Ｃｏｚｍｏ（登録
商標）、Ｄｉｓｅｔｒｏｎｉｃ　Ｄ－Ｔｒｏｎ（登録商標）ｐｌｕｓ、ＭｉｎｉＭｅｄ　
Ｐａｒａｄｉｇｍ（登録商標）５１５／７１５、およびＤａｎａ　Ｄｉａｂｅｃａｒｅ（
登録商標）など他の注入ポンプに二重挿入セットを結合することができ、二重挿入セット
は、患者が、二重挿入セットを患者の身体から完全に取り外さずに、二重挿入セットを外
部注入デバイスから簡単に切り離して、水泳に行ったり、シャワーを浴びたりなどするこ
とを可能にする切り離しケーブルを含むこともできる。特定の実施形態はヒトに使用され
ることを対象としているが、代替実施形態では、二重挿入セットを動物に使用することも
できる。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、特に全て本願に引用して援用する、「Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｆｏ
ｒ　Ａ　Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｓｅｔ」という名称の米国特許
第５，８５１，１９７号、「Ｉｎｊｅｃｔｏｒ　Ｆｏｒ　Ａ　Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ
　Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｓｅｔ」という名称の米国特許第６，０９３，１７２号、および
「Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｏｒ　Ａｎ　Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｓｅｔ　Ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」という名称の米国特許第６
，６０７，５０９号に記載されているように、二重挿入セットを挿入ツールに勘合される
ように適合することができる。二重挿入を、患者に対して平坦であまり突出せずに配置さ
れるようにさらに適合することができる。他の実施形態では、二重挿入セットの形状は、
長方形、円形、正方形などでもよい。
【００３１】
　二重挿入セットに含まれたセンサを皮下、皮膚、真皮下、腹腔内、または腹膜組織の中
かつ／またはそれを通して移植することができる。本発明の一部の実施形態では、センサ
をモニタに結合して、伝送機とモニタの間のワイヤまたはケーブル接続を使用せずに、ま
たはその必要なく、患者の血液および／または体液中のグルコース値を決定することがで
きる。こうした実施形態では、センサはグルコースオキシダーゼを使用してグルコース値
を決定する。他の実施形態では、センサは、光学的、蛍光、または電気材料など他の材料
を使用してグルコース値を決定することができる。理解されるように、本発明の他の実施
形態を使用して、ホルモン、コレステロール、薬剤濃度、ｐＨ、酸素飽和度、ウイルス量
（たとえばＨＩＶ）など、他の物質、特性、または組成物の値を決定することができる。
他の実施形態では、センサは、遠方測定の特性監視伝送デバイスで受信したデータを使用
してプログラミングまたは較正される能力、または、特別に本願に引用して援用する、「
Ｔｅｌｅｍｅｔｅｒｅｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」という名称の米国特
許第６，８０９，６５３号に記載されたモニタデバイス（または受信機）で較正すること
ができる能力を含むこともできる。遠方測定の特性監視システムを皮下ヒト組織で使用さ
れるように最初に適合することができる。しかし、他の実施形態を筋肉、リンパ、器官組
織、静脈、動脈など他のタイプの組織に配置することもでき、動物の組織で使用すること
もできる。実施形態は、断続的、ほぼ連続的、かつ／または連続的にセンサの読取を提供
することができる。
【００３２】
　本発明の一部の実施形態では、特に全て本願に引用して援用する、「Ｉｎｄｗｅｌｌｉ
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ｎｇ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ　Ｗｉｔｈ　Ａ　Ｓｔａｂｌｅ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｃｏａｔｉｎｇ
」という名称の米国特許第５，５０５，７１３号、「Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｉｎｆ
ｕｓｉｏｎ　Ｃａｎｎｕｌａ」という名称の米国特許第６，４７５，１９６号、「Ｐｏｌ
ｙｍｅｒ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　Ａ
ｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔｈｅｉｒ　Ｕｓｅ」という名称の米国
特許第６，７７０，７２９号、「Ａｎｔｉ－Ｉｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ　Ｂｉｏｓｅｎｓ
ｏｒ　Ｆｏｒ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｂｉｏｆｏｕｌｉｎｇ　Ａｎｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓ
ｅｎｓｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」という名称の米国特許出願公開第２００３０１９
９８３７号に記載された、感染を防ぎ、かつ／または挿入部位の治癒を促進する薬剤また
は他の物質を本発明の装置にコーティングすることができる。二重挿入セットの特定の実
施形態は、二重挿入セットを皮下組織中に経皮的に配置するものである。他の実施形態で
は、二重挿入のセンサ部分および注入部分を患者の身体内の異なる深さに配置することが
できる。
【００３３】
　本発明の二重挿入セットを使用して、患者の身体特性を監視することができる。一実施
形態では、二重挿入セットのセンサ部分は血糖値を監視し、自動および／または半自動の
薬剤注入ポンプと併せて使用することができる。他の実施形態では、センサ部分を使用し
て、ホルモン、コレステロール、薬剤濃度、ｐＨ、酸素飽和度、ウイルス量（たとえばＨ
ＩＶ）など、他の物質、特性、または組成物の値を決定することができる。二重挿入セッ
トの注入部分を使用して、患者の身体に流体を与えることができる。一実施形態では、注
入部分は糖尿病患者にインスリンを与える。他の実施形態では、注入部分は、薬剤、化学
薬品、酵素、抗原、ホルモン、ビタミンなどを患者の身体に与える。
【００３４】
　以下で論じるように、本明細書に開示した本発明の実施形態は、センサおよび注入素子
、ならびに最適の感知特性が生成されるように選択されたこうした素子の配置または構成
を含む。本開示はさらに、この素子の組合せを有する装置の作製および使用方法を提供す
る。本発明の一部の実施形態はグルコースおよび／または乳酸センサに関連するものであ
るが、本明細書に開示した様々な素子（たとえば、注入された流体が移植されたセンサと
接触するのを阻止するように機能する構造の構成を有する穿孔部材）を当技術分野で周知
の多様なセンサの任意のものと共に使用されるように適合することができる。本明細書に
開示した分析物センサ素子、構造、およびこうした素子を作製し使用する方法を用いて、
様々な層のセンサ構造を確立することができる。本発明のセンサと注入デバイス素子のこ
うした組合せは、たとえば、それぞれの内容を本願に引用して援用する、米国特許出願公
開第２００５０１１５８３２号、米国特許第６，００１，０６７号、第６，７０２，８５
７号、第６，２１２，４１６号、第６，１１９，０２８号、第６，４００，９７４号、第
６，５９５，９１９号、第６，１４１，５７３号、第６，１２２，５３６号、第６，５１
２，９３９号、第５，６０５，１５２号、第４，４３１，００４号、第４，７０３，７５
６号、第６，５１４，７１８号、第５，９８５，１２９号、第５，３９０，６９１号、第
５，３９１，２５０号、第５，４８２，４７３号、第５，２９９，５７１号、第５，５６
８，８０６号、第５，４９４，５６２号、第６，１２０，６７６号、第６，５４２，７６
５号、ならびに、ＰＣＴ国際公開第０１／５８３４８号、第０４／０２１８７７号、第０
３／０３４９０２号、第０３／０３５１１７号、第０３／０３５８９１号、第０３／０２
３３８８号、第０３／０２２１２８号、第０３／０２２３５２号、第０３／０２３７０８
号、第０３／０３６２５５号、第０３／０３６３１０号、および第０３／０７４１０７号
、ならびに、欧州特許第１１５３５７１号に記載されたものを含む、これらの実施形態を
多様な周知の注入およびセンサセットに適合させ、共に移植することができるようにする
優れた可撓性、多様性、および特性を示す。
【００３５】
　本発明の特定の態様を以下の項で詳細に論じる。
【００３６】
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＜Ｉ．本発明の典型的な素子、構成、および分析物センサ＞
　現在、インスリンポンプを装着している人が皮下グルコースセンサの使用を望む場合、
彼らは、典型的には、１つがセンサ用で１つが注入カテーテル用の２つの別々のディスポ
ーザブルセットを挿入し装着する。本明細書に記載した装置設計の実施形態は、センサお
よび注入カテーテルを単一のセットに作製することができるようにして、患者の快適性お
よび便宜を大きく向上させたものである。たとえば、グルコースセンサ／インスリン注入
の組合せによって、患者が自分の身体上に装着すべきハードウェアの大きさが縮小され、
使用する必要がある針スティックの数が減少する。本発明の幾つかの実施形態では、装置
の素子の３Ｄ構造の構成は、患者の体内の注入カテーテルとセンサの生体内の相対位置が
正確に管理されて、カニューレによって注入される液体（たとえば、フェノール系防腐剤
を含む治療インスリン組成物）が注入部位からセンサに流れるのが阻止されるように配置
される。
【００３７】
［Ａ．本発明の最適構成］
　本発明の多様な実施形態がある。たとえば図面で示したように、本明細書に開示した本
発明の実施形態は、患者の身体に液体（たとえばインスリン）を供給する他に、その患者
の身体特性（たとえば血糖値）を監視する機能を果たす装置（典型的には二重挿入セット
）で実現される。この装置は、通常、挿入中に皮膚を穿孔するための、少なくとも１つの
穿孔部材、および典型的には２つの穿孔部材を含む。１つ以上の穿孔部材は、金属針、１
８ゲージ～２９ゲージなど、またはその間の任意の範囲の直径を有する中空の固体の半針
（または他の部分）などでもよい。関連する実施形態では、１つ以上の穿孔部材を、セラ
ミック、プラスチック、複合材料、ケイ素の微細針、生体分解性、親水性物質、身体およ
び／または体液などとの接触後に軟化かつ／または変化する物質など、他の材料から作製
することができる。他の実施形態では、装置は、少なくとも３つ以上の穿孔部材を含むこ
とができ、別法として、１つだけの穿孔部材を含むこともできる。他の実施形態では、穿
孔部材は、流体を送達するための体内に残るカニューレを含むことができ、かつ／または
そのカニューレとの交換によって交換することができる。他の実施形態は、少なくとも２
つ以上の穿孔部材を含む。少なくとも１つ以上の穿孔部材はベースに結合され、ベースか
ら延びて、少なくとも１つのカニューレおよび／または少なくとも１つのセンサを挿入し
やすくする。
【００３８】
　本明細書に開示した本発明の実施形態は、分析物センサの特異性を含む幾つかのセンサ
の特性を最適化するように、患者に流体を注入するように設計された素子と電気化学分析
物センサ素子を組み合わせた装置を含む。本発明の例示の実施形態は、流体（たとえばイ
ンスリン）を患者の身体に供給し、患者の身体特性（たとえば血糖）を監視する装置であ
り、この装置は、装置を患者の皮膚に固定するように適合されたベース、ベースに結合さ
れベースから延びる第１の穿孔部材であって、流体を注入部位に注入するための少なくと
も１つのカニューレに動作可能に結合された第１の穿孔部材、ベースに結合されベースか
ら延び、センサ配置部位で少なくとも１つの患者の身体特性を決定するためのセンサ電極
を有する電気化学センサに動作可能に結合された第２の穿孔部材を備える。本発明のこの
実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２の穿孔部材がベースに動作
可能に結合され、患者に挿入された場合に、第１の穿孔部材によって作られた第１の貫通
チャネル（すなわち、穿孔部材が組織内に挿入されたときに穿孔部材によって作られた生
体内チャネル）が第２の穿孔部材によって作られた第２の貫通チャネルと動作可能に接触
しない方向付けでベースに結合される。このタイプの方向付けで配置された素子を有する
装置を使用することによって、デバイスが身体内に挿入された場合に、１つ以上の注入素
子によって作られた貫通チャネル、および１つ以上のセンサ素子によって作られた貫通チ
ャネルが分離されており、接触せず、したがって、１つ以上の注入素子から注入される流
体、干渉種を含んでいる可能性があるものが、貫通チャネルを通って移動して、センサ素
子にアクセスし、センサ素子を干渉する可能性が回避される構造である。
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【００３９】
　本発明の幾つかの実施形態では、第１および第２の穿孔部材（たとえば金属針）は、カ
ニューレから流体が出る注入部位が生体内環境の１つに、センサが生体内環境の他方に配
置されるように設計された方向付けでベースに結合される。たとえば、本発明の一実施形
態では、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２の穿孔部材が患者に挿入された場
合に、注入部位が表皮層内に配置され、センサ電極が真皮層内に配置される方向付けでベ
ースに結合される。本発明の関連する実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、カニ
ューレから流体が出る注入部位が、センサが配置された生体内の部位から一定の距離をお
いて位置付けられる第１の生体内の部位に配置されるように設計された方向付けでベース
に結合される。この距離は、注入部位とセンサの部位が十分に離れて、注入部位で注入さ
れる流体がセンサ素子にアクセスすることができる前に周囲の組織によって吸収されるよ
うに選択される。それに関連して、研究では、本発明の幾つかの実施形態で、７ミリメー
トルの距離が、注入部位で注入される流体がセンサ素子にアクセスできる前に周囲組織に
よって吸収されうる十分な距離であることが示されている。
【００４０】
　注入部位とセンサ素子の間の最適な距離は、たとえば、装置を配置すべき位置によって
変えることができる。それぞれ特定の状況で注入される組成物中の干渉種の存在によって
生じるセンサの干渉を回避または阻止するのに十分な注入部位とセンサ素子の間の距離を
、本明細書に開示した例示の方法および装置を使用して試験することができる。例示の試
験は、７メリメートルの組織の分離が、治療組成物の注入に使用される通常の条件下では
十分であることを示している。たとえば、干渉化合物を含む流体の体積約２００μｌを電
気化学センサの電極から７ミリメートルの組織だけ離れた部位で、センサの機能が干渉物
質との接触によって損なわれることなく、約５～１５分間にわたり注入することができる
。正確な距離は、注入される流体の量、注入速度（たとえば、比較的遅い注入速度では、
注入された組成物がその部位で吸収され、近位のセンサと接触しないようにすることがで
きる）、および組成物が注入される組織を含む要因によって変えることができる。それに
関連して、本発明の一部の実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２
の穿孔部材が患者に挿入された場合に、注入部位とセンサ電極が少なくとも４、５、６、
または７、８、あるいは９ミリメートルの組織だけ分離される方向付けでベースに結合さ
れる。本発明の他の実施形態では、第１および第２の穿孔部材は、カニューレおよびセン
サ電極が患者に配置された場合に、カニューレおよびセンサ電極が装置を患者の皮膚に固
定することによって、たとえばセンサが分析物を感知する環境でセンサが動くのを阻止す
ることによって、センサの読取を安定させる方向付けでベースに結合される。具体的には
、注入カテーテルおよびセンサ電極を、装置が皮膚に固定されるように互いに対して組織
内に配置することによって、この固定構成は、センサが分析物を感知する環境でセンサの
動きを阻止する機能を果たし、それによって、（センサの動きによって移動した環境では
なく）前の試料が得られた同じ生体内環境から試験すべき試料を繰り返し得ることによっ
て、センサの読取を安定化させる。
【００４１】
　本発明の幾つかの実施形態は、複数の効果を示すように設計された装置を使用する方法
を含む。たとえば、本発明の１つのこうした実施形態は、患者の身体特性を監視する電気
化学センサの干渉を阻止する方法であり、干渉は、患者の身体に流体を供給する装置によ
って注入される注入剤中に存在する干渉物質によって生じる。この方法は、装置を患者の
皮膚に固定するように適合されたベース、ベースに結合されベースから延びる第１の穿孔
部材であって、流体を注入部位に注入するための少なくとも１つのカニューレを備える第
１の穿孔部材、ベースに結合されベースから延び、センサ配置部位で少なくとも１つの患
者の身体特性を決定するためのセンサ電極を有する電気化学センサを含む第２の穿孔部材
を備える装置を使用して、患者の身体に流体を供給することを含む。本発明のこの実施形
態では、第１および第２の穿孔部材が、（１）第１および第２の穿孔部材が患者に挿入さ
れた場合に、第１の穿孔部材によって作られた第１の貫通チャネルが第２の穿孔部材によ
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って作られた第２の貫通チャネルと動作可能に接触せず、注入部位に注入された流体が第
１の貫通チャネルまたは第２の貫通チャネルを通ってセンサまで流れることができず、（
２）注入部位が表皮層内に配置され、センサ電極が真皮層内に配置され、（３）注入部位
とセンサ電極が少なくとも４、５、６、または７ミリメートルの組織だけ分離される方向
付けでベースに結合されるように選択された素子の構成を有する装置を使用することによ
って、干渉が阻止される。この方法は、任意選択で、第１および第２の穿孔部材が、カニ
ューレおよびセンサ電極が患者に配置された場合に、カニューレおよびセンサ電極が装置
を患者の皮膚に固定することによって、センサの読取を安定させる方向付けでベースに結
合されることを含む。
【００４２】
　本発明の一部の実施形態では、装置は、カニューレおよびセンサを装置の他の構成要素
から独立して交換することができるようにするモジュラ構成である。さらに、本明細書に
開示した装置は、第１および第２の穿孔部材が、動作可能にベースと係合し、ベースから
係合解除することができるハブ上に配置される実施形態を含む。ハブを有する本発明の幾
つかの実施形態では、ハブは、ハブがベースから係合解除されたときに、ハブを把持する
ことができるようにするつまみ部材を備える。本発明の一部の実施形態では、装置上の第
１の穿孔部材は第２の穿孔部材よりも短い。本発明の幾つかの実施形態では、装置は流体
を注入部位に注入するための微細針のアレイを含む。本発明の幾つかの実施形態は、たと
えばカニューレに連結されるように適合された注入セット管など、追加の素子を含む。本
発明の他の実施形態は、注入セット管に連結されるように適合された薬剤注入ポンプをさ
らに備えることができる。
【００４３】
　本発明の幾つかの実施形態は、幾つかのセンサ構成と共に使用されるように設計される
。たとえば、治療インスリン組成物中に存在するフェノール系防腐剤によって起きると考
えられる干渉が、本明細書で詳細に論じる電気化学センサで観察される。したがって、本
発明の一部の実施形態では、装置のセンサ部分は複数の層を備え、層の少なくとも１つが
、電極がその上に配置されるベース基板であって、ベース基板上に配置された電極の電気
化学的反応表面の表面積を増加させるように選択された幾何形状を含み、幾何形状上に配
置された電極の電気化学的反応表面積の表面積対体積比が、平坦な表面上に配置された場
合の電極の反応表面の表面積対体積比よりも大きくなるようになされたベース基板、また
は分析物が存在する場合に電極の電流を検出可能に変える分析物感知層、あるいはセンサ
の１つ以上の層の間の接着を促進する接着促進層、もしくは分析物の分析物調整層を通る
拡散を調整する分析物調整層、または血糖に対して不透過性であり、アパーチャを含むカ
バー層を含む。本発明の幾つかの実施形態は、本明細書で詳細に論じるように、電気化学
センサで観察された治療インスリン組成物中に存在するフェノール系防腐剤によって生じ
ると考えられる干渉を回避または阻止することを対象とするが、本明細書に開示した装置
および方法を使用して、様々なセンサで観察され、多様な化合物によって生じる干渉を回
避することができる。
【００４４】
　本発明の他の異なる実施形態は、流体を患者の身体に供給し、患者の身体特性を監視す
る装置であり、この装置は、装置を患者の皮膚に固定するように適合されたベース、ベー
スに結合されベースから延び、第１および第２の管腔を有する穿孔部材を備え、第１の管
腔は流体を注入部位に注入するように適合された出口を備え、第２の管腔はその中に配置
された電気化学センサであって、センサ配置部位で患者の少なくとも１つの身体特性を決
定するためのセンサ電極を含む電気化学センサ、およびセンサを患者の身体に露出する窓
を備え、第１の管腔の出口および第２の管腔の窓は、穿孔部材がベースに動作可能に結合
され、患者に挿入された場合に、注入剤が第２の管腔の窓から少なくとも７ミリメートル
の部位にあるオリフィスから注入される方向付けで配置される。任意選択でこうした実施
形態では、第１の管腔の出口および第２の管腔の窓は、第２の管腔の窓が第１の管腔の出
口よりもベースに近くなる方向付けで配置される。典型的な実施形態では、穿孔部材は、
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流体薬剤を流体リザーバから第１の管腔の出口を通して注入部位に送達する、カテーテル
に動作可能に結合された金属針である。さらに、幾つかの実施形態は、カニューレに連結
されるように適合された注入セット管、および／または注入セット管に連結されるように
適合された薬剤注入ポンプをさらに含む。
【００４５】
　本発明の一実施形態は、流体を患者の身体に供給し、患者の身体特性を監視するための
二重挿入セットを備える装置である。二重挿入セットは、ベース、注入部分、およびセン
サ部分を備える。ベースを使用して、二重挿入セットを患者の皮膚に固定することができ
る。注入部分は、典型的には、流体を注入配置部位に供給するための少なくとも１つのカ
ニューレを有し、カニューレはベースに結合され、ベースから延びる。少なくとも１つの
カニューレは、配置部位と流体連通するための遠位端を備える少なくとも１つの管腔を有
し、少なくとも１つの管腔の遠位端の反対側の他端付近に形成された少なくとも１つのポ
ート構造をさらに含むことができる。センサ部分は、基板上に形成された少なくとも１つ
のセンサ電極を有する、ベースに結合されベースから延びる少なくとも１つのセンサを有
する。少なくとも１つのセンサは、センサ配置部位で患者の少なくとも１つの身体特性を
決定するためのものである。本発明の幾つかの実施形態は、互いに所定の距離だけ間隔を
おいて（たとえば、少なくとも３、４、５、６、７、８、または９ミリメートル以上離し
て）配置された注入部分とセンサ部分を有する。他の実施形態は、少なくとも１つのカニ
ューレおよび少なくとも１つのセンサを患者の身体内に挿入するための少なくとも２つの
分離した穿孔部材を含む。他の実施形態は、等しい長さの注入部分およびセンサ部分を有
する。他の実施形態は、注入部分の長さよりも短いサイズのセンサ部分の長さを有する。
さらなる実施形態は、センサ部分の長さより短いサイズの注入部分の長さを有する。特定
の実施形態は、穿孔部材として金属針を備える。
【００４６】
　本発明の幾つかの実施形態は、流体を供給する外側管腔、およびセンサ部分を収容する
内側管腔を含むカニューレを提供する。外側管腔の遠位端を密封し、内側管腔を開放して
、少なくとも１つのセンサが内側管腔の外に突き出るようにすることができる。代替実施
形態では、外側管腔はセンサ部分を含むことができ、内側管腔は流体を供給することがで
きる。他の実施形態では、カニューレは並列の管腔を含むことができる。少なくとも１つ
のカニューレは、典型的には、流体を患者の体内に注入するための少なくとも１つの開口
を含む。さらに、１つの穿孔部材を使用して、二重挿入セットを患者の身体内に挿入する
ことができる。他の実施形態は、少なくとも１つの内部電源を含むセンサを提供すること
ができる。内部電源はさらに、漏れ検出システムを駆動することができる。特定の実施形
態は、注入流体としてインスリンを供給する。幾つかの実施形態では、監視される身体特
性は血糖でもよい。
【００４７】
　本発明の一実施形態は、ベース、注入部分、センサ部分、および少なくとも２つの穿孔
部材を含む、流体を患者の身体に供給し、患者の身体特性を監視するための二重挿入セッ
トである。ベースは、二重挿入セットを患者の皮膚に固定するために使用される。注入部
分は、流体を注入配置部位に供給するための少なくとも１つのカニューレを含み、カニュ
ーレはベースに結合され、ベースから延びる。少なくとも１つのカニューレは、配置部位
と流体連通するための遠位端を有する少なくとも１つの管腔、および少なくとも１つの管
腔の遠位端の反対側の他端の付近に形成された少なくとも１つのポート構造を有する。セ
ンサ部分は、基板上に形成された少なくとも１つのセンサ電極を有する少なくとも１つの
センサを含む。少なくとも１つのセンサは、センサ配置部位で患者の少なくとも１つの身
体特性を決定するためのものである。穿孔部材はベースに結合され、ベースから延びて、
少なくとも１つのカニューレおよび少なくとも１つのセンサを挿入しやすくする。少なく
とも１つのカニューレは、流体を患者の体内に注入するための少なくとも１つの開口を含
むこともできる。本発明の装置上の穿孔部材の構造、幾何形状、および方向を正確に制御
して、装置のカニューレによって注入される液体が身体によって吸収され、注入部位から
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装置のセンサに流れないようにすることができる。一部の実施形態では、穿孔部材は金属
針であり、注入される流体はインスリンである。他の実施形態では、少なくとも１つの監
視される身体特性は血糖である。他の実施形態は、少なくとも１つのセンサ用の内部電源
を含むことができる。他の実施形態では、内部電源は漏れ検出システムを駆動することが
できる。
【００４８】
　本発明の代替実施形態は、ベース、注入部分、センサ部分、および穿孔部材を含む、流
体を患者の身体に供給し、患者の身体特性を監視するための二重挿入セットを使用するこ
とによって、注入剤（たとえばフェノール系防腐剤）中に存在する干渉種によって生じる
センサの干渉を回避、阻止、または低減する方法である。ベースは、二重挿入セットを患
者の皮膚に固定するために使用される。注入部分は、患者の皮膚を貫通し、流体を配置部
位に供給するための穿孔部材を含む。穿孔部材はベースに結合され、ベースから延びる。
さらに、穿孔部材は、注入配置部位と流体連通するための遠位端を有する少なくとも１つ
の管腔、および少なくとも１つの管腔の遠位端の反対側の他端の付近に形成された少なく
とも１つのポート構造を有する。センサ部分は、ベースの穿孔部材、および基板上に形成
された少なくとも１つのセンサ電極を有する、ベースに結合されベースから延びる少なく
とも１つのセンサを含む。少なくとも１つのセンサは、センサ配置部位で患者の少なくと
も１つの身体特性を決定するためのものである。この方法は、穿孔部材の相対位置および
方向が正確に制御されて、カニューレによって注入される液体が身体に吸収され、注入部
位からセンサに流れないようになされた装置を使用する。こうすると、こうした装置をこ
の方法で使用することによって、注入剤中に存在する干渉種によって生じるセンサの干渉
を回避することができるようになる。例示の一実施形態では、干渉種は薬剤組成物（たと
えばインスリン）中に存在するフェノール系防腐剤であり、センサは以下で詳細に論じる
複数層の電気化学センサである。
【００４９】
　次に図を参照すると、図３で示したように、本発明の一実施形態による二重挿入セット
１０を備える装置は、センサ部分２０、注入部分３０、ベース４０、センサ２２、カニュ
ーレ３３、および穿孔部材２４と３４を含む。二重挿入セット１０の部分２０と３０の両
方がベース４０に固定される。注入部分３０は一端で、外部注入デバイス、ポンプなどに
連結された管５０に連結される。センサ部分２０は、特に両方を本願に引用して援用する
、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｓｅｎｓｏｒ
ｓ」という名称の米国特許第５，３９１，２５０号、および「Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ａｎａｌｙｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒ」という名称の米国特許第６，４８４，０４６号
に記載されているように、センサ、すなわち患者の状態を表す特定の血液パラメータを監
視するために使用されるタイプの可撓性の薄いフィルムの電気化学センサを正確に配置し
やすくするように特別に設計される。一部の実施形態では、センサ部分２０は、特に全て
本願に引用して援用する、米国特許第５，３９０，６７１号、第５，５６８，８０６号、
および「Ｔｒａｎｓｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｓｅｔ」
という名称の第５，５８６，５５３号に記載されているように、糖尿病患者の血糖値の監
視に使用される。
【００５０】
　図で示したように、本明細書に開示した装置の実施形態を様々な素子と共に使用される
ように適合することができる。たとえば、図４で示した実施形態は、ベースまたはハウジ
ング１００、センサと挿入針１２０またはカニューレと挿入針１３０の組合せを含む素子
、挿入針１４０を有するハブ（ハブがベースから係合解除されるときにハブを把持するこ
とができるようにするつまみ部材を有するハブ）、センサ伝送機１５０、および注入カテ
ーテル１６０などの素子を含む。図５で示した実施形態は、たとえば、注入カテーテルポ
ート１７０、微細針アレイ１８０、微細針アレイおよび様々なシール１９０などの素子を
含む。図６で示した実施形態は、たとえば、二重管腔管１８５、センサ電極窓１９５、注
入管腔２００、センサ管腔２１０、センサ注入窓２２０、およびＯリングシール２３０な
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どの素子を含む。図７で示した実施形態は、たとえば、カテーテルポート２４０、内側管
２６０、外側管２５０、およびセンサ２７０を保護するためのポッティングまたはオーバ
ーモールディングなどの素子を含む。図８で示した実施形態は、たとえば、Ｃ形状の断面
を有する針２８０、および下方屈曲素子を有するセンサ２９０などの素子を含む。
【００５１】
　この装置の実施形態は、皮下センサおよび単一ハウジング内への薬物注入カテーテルを
備えるものを含むが、それらを皮膚に挿入して、それらが空間的に分離され、かつ／また
は生体内で所定の３Ｄ構成に配置されるようにすることができる。この分離および／また
は構成は、注入剤中の干渉種がセンサ自体に与える恐れがある干渉の影響を低減するよう
に設計される。さらに、この構成は、注入剤によって生じる局所の生理的（または代謝の
）影響に対するセンサの応答を低減することもできる。本発明の一部の実施形態では、セ
ンサおよびカテーテルは、注入部位が電気化学センサ内のセンサ電極から固定の距離、た
とえば少なくとも３、４、５、６、または７ミリメートル離れたところの皮下組織内に挿
入される。２つの分離された部位を有することは、注入剤（たとえば、センサの性能を干
渉する恐れがある化合物を含むもの）とセンサ電極の間の接触を阻止する他に、たとえば
デバイスが皮膚から取り外されるのを阻止することによって、皮下組織へのデバイスの配
置の安定化も向上させる。
【００５２】
　本発明の幾つかの実施形態では、それぞれ注入部位およびセンサの最適の深さは独立し
て選択され、それに応じて素子の構成が配置される。たとえば、装置の一実施形態は、注
入部位を浅い皮下層に配置し、センサ電極を比較的深い真皮層に配置するように設計され
た素子の配置を含む。具体的には、皮膚は、表皮と呼ばれる上層、真皮と呼ばれる中間層
、および皮下層と呼ばれる下層の３つの異なる層を含む。表皮は厚さが約６０から１２０
μｍ（ミクロン）であり、角質層と呼ばれる１０から２０μｍの外側層、続いて淡明層お
よび顆粒層、有棘層および（「基底層」とも呼ばれる）胚芽層を含む幾つかの異なる層を
含む。角質層は、脂質の細胞外基質で取り囲まれた架橋したケラチンおよびケラトヒアリ
ンの束で満たされた細胞を含む。内側層は、生きた表皮と集合的に呼ばれ、全体の厚さが
約５０から１００μｍである。本発明の幾つかの実施形態では、装置は、注入部位および
／またはセンサがこれらの層の１つに配置されるようになる構成を有するように設計され
る。
【００５３】
　表皮の底部に基底膜があり、基底膜は表皮をしっかりと、しかし剛体的にではなく、下
の層（すなわち真皮）に付着する。真皮は表皮よりもはるかに厚く、約２０００から３０
００μｍの厚さを有する。真皮層は、全般的に、コラーゲン繊維、およびこの繊維中に分
散された間質液を含む結合組織の密なベッドを含んでなる。真皮は、構造的に２つの領域
、乳頭領域と呼ばれる表皮に隣接する浅い領域、および網状領域として周知の深く比較的
厚い領域に分割される。乳頭領域は、疎な輪状結合組織からなる。この名前は、表皮に向
かって延びる乳頭と呼ばれる指状の突起に由来する。網状領域は、乳頭領域の深いところ
に存在し、通常ははるかに厚いものである。網状領域は、密で不規則な結合組織を含んで
なり、その名前は、網状領域中で編まれた高密度のコラーゲン性の弾性で網様の繊維に由
来する。こうしたタンパク質繊維は真皮に強度、伸展性、弾性の特性を与える。本発明の
幾つかの実施形態では、装置は、注入部位および／またはセンサがこれらの層または領域
の１つに配置されるようになる構成を有するように設計される。
【００５４】
　本発明の装置の例示の一実施形態が図４に示されている。この実施形態では、センサお
よびセンサコネクタがアセンブリの一縁部に向かうように作製され、カニューレが中心に
向かうように位置付けられ、両方が皮膚の表面に対して９０°に角度付けられる。挿入で
は、２本の針が取り付けられたハブがアセンブリと係合可能である（図４Ａを参照）。次
いでこのセットが手または自動挿入デバイスによって皮下組織内に挿入される。次いで、
針を有するハブが除去され、廃棄される（図４Ｂを参照）。次いで、注入カテーテルを取
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り付けることができ、センサがケーブルまたは伝送機に差し込まれる（図４Ｃおよび４Ｄ
を参照）。代替実施形態は、たとえば、１つ以上の注入カニューレがステンレス鋼など剛
性材料から作製され、別の挿入針が不要な変形形態、２つ以上の注入カニューレを使用し
て、干渉または局所的な組織の影響を全てさらに低減することができる変形形態（図４Ｅ
を参照）、針および１つ以上のカニューレが角度を付けてセットに作製される変形形態を
含むことができる。他の実施形態では、セットのセンサおよび注入構成要素は、いずれも
他方から独立して除去または再配置することができるモジュラ方法でモジュラに設計され
る。
【００５５】
　本発明の他の実施形態では、皮下センサは、薬物注入用の微細針アレイと単一ディスポ
ーザブルセットを組み合わせたものである。センサと注入セットの組合せのこの実施形態
は、注入のための微細針アレイと共に皮下センサを使用する。この構成は、センサ電極と
注入剤を十分に分離させて、干渉または局所的な組織の影響を防止するものである。この
デバイスの一適用例は、グルコースセンサ／インスリン注入セットの組合せであるが、こ
のデバイスが有用であることが判明する他の治療もある。このタイプのデバイスの一実施
形態が図５Ａ～５Ｈに示されている。この構成では、微細針アレイは、デバイスの底面上
のセンサがセットから出る点に隣接するように配置される。「Ｃ」形状の断面を形成する
ように研削された一側面を有する針を使用して、センサが挿入される。挿入針は下方に屈
曲した領域でセンサと係合する。それによって、挿入中に針がセンサを保護することがで
き、針を引き抜くことができるようになる。挿入後、針は除去され、廃棄される。デバイ
スを手または自動挿入デバイスで挿入することができる。
【００５６】
　本発明の他の実施形態は、皮下センサと二重管腔管を使用する注入セットとの組合せで
ある。本発明のこの実施形態は、２つの独立した管腔を有する管を組み込んで、センサお
よび注入カテーテルが単一部位を共用することができるようにする。センサは管の１つの
管腔内に収容され、第２の管腔を注入に使用することができる。それによって、センサを
注入される薬物と直接接触しないように隔離することができるようになる。典型的には、
このセットは、センサと注入カテーテルを組合せ、センサを１つの管腔内に収容し、第２
の管腔を通る薬物注入用のチャネルを提供する二重管腔管を含む。セットを単一針で挿入
することができる。センサにアクセスできるようにする窓と薬物用出口の相対位置は、た
とえば、センサと注入剤中に存在する可能性がある干渉種との接触の阻止、すなわち、セ
ンサ電極を注入剤の流路から隔離することができるようにする構成など所望の特性によっ
て最適化される。たとえば、所定の用途に最適の相対位置によって、センサ電極へのアク
セス窓を注入管腔窓の近く、または離れたところに配置することができる。このデバイス
の一適用例は、グルコースセンサ／インスリン注入セットの組合せであるが、こうしたデ
バイスが有用な他の治療内容もある。
【００５７】
　このタイプの装置の様々な構成の実施形態が図６～８に示されている。図６Ａ～６Ｆは
、外側針を備える二重管腔管を有する本発明の一実施形態を示す図である。この実施形態
では、「Ｃ」形状の断面を形成するように研削された一側面を有する針が、二重管腔管の
外側である。この針を使用してデバイスを挿入し、次いで針を引き抜いて廃棄する。次い
で、注入カテーテルをアセンブリに差し込むことができる。内部針を有する二重管腔管を
備える一実施形態が図７Ａ～７Ｆに示されている。この実施形態では、針は二重管腔管の
注入管腔内に存在する。この針を使用してデバイスを挿入し、次いで針を引き抜いて廃棄
する。次いで、注入カテーテルをアセンブリに差し込むことができる。内部針を有する同
心の管を備える一実施形態が図８Ａ～８Ｃに示されている。この実施形態では、センサは
２つの同心の管の壁の間に存在する。内側管の内径は、挿入針を収容するものであり、注
入管腔としても働く。この針を使用してデバイスを挿入し、次いで針を引き抜いて廃棄す
る。次いで、注入カテーテルをアセンブリに差し込むことができる。
【００５８】
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　本発明の実施形態は、装置、および、たとえば注入剤中に存在する干渉物質によって生
じるセンサの干渉を阻止／回避するように設計された装置など、こうした装置を特殊な方
法で使用する方法の両方を含む。本発明の１つのこうした実施形態は、患者の身体特性を
監視する電気化学センサの干渉を阻止する方法であって、流体を患者の身体に供給するた
めの装置によって注入される注入剤中に存在する干渉物質（たとえばフェノール系防腐剤
）によって干渉が生じ、この方法は装置を使用して患者の身体に流体を供給することを含
み、装置は、装置を患者の皮膚に固定するように適合されたベース、ベースに結合されベ
ースから延びる第１の穿孔部材であって、流体を注入部位に注入するための少なくとも１
つのカニューレを備える第１の穿孔部材、ベースに結合されベースから延び、センサの配
置部位で患者の少なくとも１つの身体特性を決定するためのセンサ電極を有する電気化学
センサを含む第２の穿孔部材を備え、第１および第２の穿孔部材は、第１および第２の穿
孔部材が患者に挿入された場合に、第１の穿孔部材によって作られた第１の貫通チャネル
が第２の穿孔部材によって作られた第２の貫通チャネルと動作可能に接触せず、注入部位
に注入される流体が第１の貫通チャネルまたは第２の貫通チャネルを通ってセンサに流れ
ない方向付けでベースに結合されて、干渉が阻止される。
【００５９】
　本発明の実施形態は、さらに、追加かつ／または複数の方法論的機能を含む。たとえば
、本発明の幾つかの実施形態は、干渉の阻止の他に、装置を患者に固定することによって
装置を安定させるようにさらに設計される。本発明の１つのこうした実施形態は、第１お
よび第２の穿孔部材が、カニューレおよびセンサ電極が患者に配置された場合に、それら
が装置を患者の皮膚に固定するように機能する方向付けでベースに結合される装置を使用
する。本発明の実施形態は、幾つかのセンサの実施形態と共に使用されるように設計され
たものも含む。１つのこうした実施形態では、方法は、複数の層を有するセンサで観察さ
れる干渉を阻止するように設計され、少なくとも１つの層は、電極がその上に配置される
ベース基板であって、ベース基板上に配置された電極の電気化学的反応表面の表面積を増
加させるように選択された幾何形状を含み、幾何形状上に配置された電極の電気化学的反
応表面積の表面積対体積比が、平坦な表面上に配置された場合の電極の反応表面の表面積
対体積比よりも大きくなるようになされたベース基板、または分析物が存在する場合に電
極の電流を検出可能に変える分析物感知層、あるいはセンサの１つ以上の層の間の接着を
促進する接着促進層、もしくは分析物の分析物調整層を通る拡散を調整する分析物調整層
、または血糖に対して不透過性であり、アパーチャを含むカバー層を含む。
【００６０】
　本発明のさらに他の実施形態は、哺乳類の体内に移植するための二重挿入セット装置の
作製方法であって、ベース層を提供するステップ、次いで注入素子（または一連の注入素
子）をベース上に配置するステップ、次いでセンサ素子（または一連のセンサ素子）をベ
ース上にさらに配置して装置が作製されるようにするステップを含む。典型的には、こう
した素子の３Ｄ構成は、結果としての生体内への素子の配置が正確に制御されるように、
製造中に制御される。任意選択で、導電層をベース層上に形成し、導電層が作用電極を含
むこと、分析物感知層を導電層状に形成し、分析物が存在する場合に導電層内の作用電極
の電流を変えることができる組成物を分析物感知層が含むこと、任意選択でタンパク質層
を分析物感知層上に形成すること、接着促進層を分析物感知層または任意選択のタンパク
質層上に形成すること、接着促進層上に配置される分析物調整層を形成し、分析物調整層
が、中を通る分析物の拡散を調整する組成物を含むこと、次いで、分析物調整層の少なく
とも一部上に配置されるカバー層を形成し、カバー層が分析物調整層の少なくとも一部上
にアパーチャをさらに含むことによって、センサ素子を作製することができる。
【００６１】
［Ｂ．典型的なセンサ構成を示す図］
　図２は、本発明の典型的なセンサ構造１００を示す断面図である。センサは、典型的に
は、センサ構造を作製するための本発明の方法による、互いの上に配置された様々な導電
性および非導電性の成分の層の形態である複数の構成要素から形成される。本明細書では
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、センサの構成要素は、典型的には層であることを特徴とする。なぜなら、たとえば、図
２で示したセンサ構造の特徴が容易に可能になるからである。しかし当業者には理解され
るように、本発明の幾つかの実施形態では、センサの構成成分は複数の構成成分が１つ以
上の異質な層を形成するように組み合わされる。それに関して、当業者には理解されるよ
うに、層になされた構成成分の順序を本発明の様々な実施形態で変えることができる。
【００６２】
　図２の実施形態は、センサ１００を支持するベース層１０２を含む。ベース層１０２を
金属および／またはセラミックおよび／またはポリマの基板などの材料から作製すること
ができ、ベース層１０２は自己支持型でもよく、またはさらに当技術分野で周知の他の材
料で支持することもできる。本発明の実施形態は、ベース層１０２上に配置された、かつ
／またはベース層１０２と組み合わせた導電層１０４を含む。幾つかの実施形態では、ベ
ース層１０２および／または導電層１０４を、電極の電気化学的反応表面が幾何形状上に
配置されて、平坦な表面上に配置された場合よりも電気化学的反応表面積が大きくなる構
成を有する電極が作製されるように構築することができる。
【００６３】
　典型的には、導電層１０４は１つ以上の電極を備える。作動センサ１００は、典型的に
は、作用電極、対電極、および参照電極など複数の電極を含む。他の実施形態は、たとえ
ば参照電極と対電極の両方の機能を果たすものなど、複数の機能を果たす電極を含むこと
もできる。他の実施形態は、センサ上に形成されない別の参照素子を使用することができ
る。典型的には、こうした電極は互いに電気的に絶縁されるが、互いに近接するように位
置付けられる。
【００６４】
　以下で詳細に論じるように、ベース層１０２および／または導電層１０４を多くの周知
の技法および材料を使用して作製することができる。本発明の幾つかの実施形態では、セ
ンサの電気回路は、配置した導電層１０４を所望のパターンの導電路にエッチングするこ
とによって画定される。センサ１００用の典型的な電気回路は、近位端に接触パッドを形
成する領域を有し、遠位端にセンサ電極を形成する領域を有する２つ以上の隣接する導電
路を備える。ポリマコーティングなど電気的に絶縁されたカバー層１０６が、任意選択で
センサ１００の一部上に配置される。絶縁性保護カバー層１０６として使用するための許
容されるポリマコーティングは、限定的ではないが、シリコーン化合物、ポリイミド、生
体適合性はんだマスク、エポキシアクリレートコポリマなど無毒の生体適合性ポリマを含
むことができる。本発明のセンサでは、カバー層１０６を通る１つ以上の露出された領域
またはアパーチャ１０８を作製して、導電層１０４を外部環境に開放し、たとえば、グル
コースなど分析物がセンサの層を透過して、感知素子によって感知されることができるよ
うにする。アパーチャ１０８を、レーザアブレーション、テープマスキング、ケミカルミ
リング、またはエッチング、あるいはフォトリソグラフィ現像などを含む幾つかの技法で
形成することができる。本発明の幾つかの実施形態では、製造中に第２のフォトレジスト
を保護層１０６に塗布して、１つ以上のアパーチャ１０８を形成するために除去すべき保
護層の領域を画定することもできる。露出した電極、および／または接触パッドに、追加
のめっき処理など（たとえばアパーチャ１０８を通して）第２の処理を行って、表面を調
製し、かつ／または導電性領域を強化することもできる。
【００６５】
　図２で示したセンサ構成では、分析物感知層１１０（典型的にはセンサ化学層であり、
この層の材料が化学反応を受けて導電層で感知することができる信号を生成することを指
す）は導電層１０４の１つ以上の露出した電極上に配置される。典型的には、センサ化学
層１１０は酵素層である。さらに典型的には、センサ化学層１１０は、酸素、および／ま
たは、過酸化水素を生成し、かつ／または利用することができる酵素、たとえば酵素グル
コースオキシダーゼを含む。任意選択で、センサ化学層中の酵素は、ヒト血清アルブミン
、ウシ血清アルブミンなど第２の担体タンパク質と組み合わされる。例示の実施形態では
、センサ化学層１１０中のグルコースオキシダーゼなどの酵素は、グルコースと反応して
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、過酸化水素、すなわち電極で電流を調整する化合物を生成する。この電流の調整は過酸
化水素の濃度に依存し、過酸化水素の濃度はグルコース濃度と関連するため、この電流の
調整の監視によってグルコース濃度を決定することができる。本発明の特定の実施形態で
は、過酸化水素は、（本明細書で陽極作用電極とも呼ばれる）陽極である作用電極で酸化
され、得られる電流は過酸化水素濃度に比例する。過酸化水素濃度の変化によって生じる
電流のこうした調整を、汎用センサの電流測定バイオセンサ検出器など様々なセンサ検出
器装置の任意のもの、またはＭｅｄｔｒｏｎｉｃ　ＭｉｎｉＭｅｄによって製造されたグ
ルコース監視デバイスなど当技術分野で周知の同様の他の様々なデバイスの１つによって
監視することができる。
【００６６】
　分析物感知層１１０を導電層の一部上、または導電層の全体領域上に塗布することがで
きる。典型的には、分析物感知層１１０は、陽極または陰極でもよい作用電極上に配置さ
れる。任意選択で、分析物感知層１１０を対電極および／または参照電極上に配置するこ
ともできる。分析物感知層１１０の厚さは約１０００ミクロン（μｍ）まででもよいが、
典型的には、分析物感知層は上記の技術分野で見られるものと比べて比較的薄く、たとえ
ば、典型的には、１、０．５、０．２５、または０．１ミクロン未満の厚さである。以下
で詳細に論じるように、薄い分析物感知層１１０を作製する一部の方法は、スピンコーテ
ィング法、浸漬乾燥（ｄｉｐ　ａｎｄ　ｄｒｙ）法、低シェアスプレイ法、インクジェッ
トプリンティング法、シルクスクリーン法などを含む。最も典型的には、薄い分析物感知
層１１０はスピンコーティング法を使用して塗布される。
【００６７】
　典型的には、分析物感知層１１０は１つ以上の追加の層でコーティングされる。１つ以
上の追加の層は、任意選択で、分析物感知層１１０上に配置されるタンパク質層１１６を
含む。典型的には、タンパク質層１１６はアルブミンなどのタンパク質を含む。典型的に
は、タンパク質層１１６はヒト血清アルブミンを含む。本発明の一部の実施形態では、追
加の層は分析物調整層１１２を含み、分析物調整層１１２は分析物感知層１１０上に配置
されて、分析物と分析物感知層１１０の接触を調節する。たとえば、分析物調整膜層１１
２は、分析物感知層中に存在するグルコースオキシダーゼなど酵素と接触するグルコース
の量を調節するグルコース制限膜を含むことができる。こうしたグルコース制限膜を、た
とえばポリジメチルシロキサンなどシリコーン化合物、ポリウレタン、ポリ尿素酢酸セル
ロース、ナフィオン、ポリエステルスルホン酸（たとえばＫｏｄａｋ　ＡＱ）、ヒドロゲ
ル、または当技術分野で周知の任意の他の適当な親水性膜など、この目的に適しているこ
とが周知の多様な材料から作製することができる。典型的には、分析物調整層は、中央鎖
および中央鎖に結合された複数の側鎖を有する親水性櫛型コポリマを含み、少なくとも１
つの側鎖はシリコーン部分を含む。
【００６８】
　本発明の典型的な実施形態では、図２で示したように、接着促進層１１４が分析物調整
層１１２と分析物感知層１１０の間に配置されて、層を接触かつ／または接着しやすくす
る。本発明の特定の実施形態では、図２で示したように、接着促進層１１４が分析物調整
層１１２とタンパク質層１１６の間に配置されて、層を接触かつ／または接着しやすくす
る。接着促進層１１４をこうした層の間の結合を容易にする当技術分野で周知の多様な材
料の任意のものから作製することができる。典型的には、接着促進層１１４はシラン化合
物を含む。代替実施形態では、分析物感知層１１０中のタンパク質または同様の分子を十
分に架橋し、または他の方法で調製して、接着促進層１１４が存在しない場合に、分析物
調整膜層１１２が分析物感知層１１０と直接接触するように配置することができるように
する。
【００６９】
［Ｃ．典型的な分析物センサの構成成分］
　以下の開示は、本発明のセンサで使用される典型的な素子／構成成分の例を提供するも
のである。こうした素子を個々のユニット（たとえば層）として記載することができるが
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、当業者には理解されるように、以下で論じる素子／構成成分（たとえば、支持ベース構
成成分、および／または導電性構成成分、および／または分析物感知構成成分のマトリッ
クスとして働き、さらにセンサの電極としても機能する素子）の材料特性および／または
機能の一部または全ての組合せを有する素子を含むように、センサを設計することができ
る。
【００７０】
（ベース構成成分）
　本発明のセンサは、典型的には、ベース構成成分（たとえば、図２の素子１０２を参照
）を含む。用語「ベース構成成分」は、技術的に容認された専門用語に従って本明細書で
使用され、典型的には、積み重ねられ、機能センサを含む、複数の構成成分に支持マトリ
ックスを与える装置の構成成分を指す。一形態では、ベース構成成分は絶縁性（たとえば
、電気絶縁性および／または水不透過性）材料の薄いフィルムシートを含む。このベース
構成成分を水不透過性および気密性など望ましい性質を有する多様な材料で作製すること
ができる。幾つかの材料には、金属、セラミック、およびポリマの基板などが含まれる。
幾つかの実施形態では、電極の電気化学的反応表面が幾何形状上に配置されて、平坦な表
面上に配置された場合よりも電気化学的反応表面積が大きくなる構成を有する電極が作製
されるように、ベース構成成分および／または導電性構成成分を構築することができる。
【００７１】
　ベース構成成分は自己支持型でもよく、または当技術分野で周知の他の材料でさらに支
持することもできる。図２で示したセンサ構成の一実施形態では、ベース構成成分１０２
はセラミックを含む。例示の実施形態では、セラミックベースは主にＡｌ２Ｏ３（たとえ
ば９６％）である組成物を含む。移植可能なデバイスと共に使用される絶縁ベース構成成
分としてのアルミナの使用が、本願に引用して援用する、米国特許第４，９４０，８５８
号、第４，６７８，８６８号、および第６，４７２，１２２号に記載されている。本発明
のベース構成成分は、たとえば密封路（たとえば国際公開第０３／０２３３８８号を参照
）など当技術分野で周知の他の素子をさらに含むことができる。特定のセンサ設計によっ
て、ベース構成成分は比較的厚い（たとえば２５ミクロンよりも厚い）構成成分でもよい
。別法として、アルミナなど非導電性セラミックをたとえば約２５ミクロン未満の薄い構
成成分に使用することもできる。
【００７２】
　本明細書に開示した本発明の実施形態は、上記に開示したそれぞれ２つのセンサのクラ
スに見られる独自の利点の組合せを示す個々の素子およびセンサを提供する。たとえば、
本発明の第１の実施形態は、センサの電極として機能する厚い（１～１，０００ミクロン
）の多孔性基板上に酵素を固定する。それに関連して、多孔性電極は、たとえば多孔性電
極を同じサイズの隣接する球面の格子から構築することによって、表面積の増加を示すよ
うに設計される。例示の一実施形態では、等しいサイズの隣接する球面の格子から製造さ
れ、過酸化水素消費電極として機能する厚い（１～１，０００ミクロン）多孔性金属基板
上にグルコースオキシダーゼが固定される。
【００７３】
　本明細書に開示した本発明の他の実施形態では、様々な分析物センサで典型的に使用さ
れるヒドロゲルが、本質的に剛直で非膨張性の多孔性の酵素ポリママトリックスと交換さ
れる。この実施形態では、バイオセンシング酵素を、任意選択で特定の形状に成形された
剛直なマクロポーラスポリマに共有結合によって安定させて固定することができる。それ
に関連して、マクロポーラスポリマの成形連続ロッドが、クロマトグラフ分離媒体として
使用するために開発された（たとえば、米国特許第５，４５３，１８５号および国際公開
第９３／０７９４５号を参照）。適当なポリマは、本質的に非圧縮性であり、溶媒環境で
の変化に応答して全体のサイズを変えないものである。さらに、重合条件を調節して、孔
の形態を制御することができる。したがって、約１～１００ｎｍおよび１００～３，００
０ｎｍ（すなわち、それぞれ２０％および８０％）の孔のかなりの体積率を有する非常に
多孔性（５０～７０％）のポリマを生成することができる。このタイプの孔構造を有する
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ポリマは、非常に高い比表面積（すなわち１８５ｍ２／ｇ）を有し、非常に高い酵素固定
化密度（１～１００ｍｇ／ｍＬ）が可能になることが予想される。
【００７４】
　上記の多孔性マトリックス、ならびに、こうしたマトリックスを組み込んだ分析物セン
サを作製し、使用するための様々な方法および組成物を本明細書にさらに記載する。
【００７５】
（導電性構成成分）
　本発明の電気化学センサは、典型的には、アッセイすべき分析物または分析物の副産物
（たとえば酸素および／または過酸化水素）と接触するための少なくとも１つの電極を含
むベース構成成分上に配置された導電性構成成分（たとえば、図２の素子１０４参照）を
含む。用語「導電性構成成分」は技術的に容認される専門用語に従って本明細書で使用さ
れ、検出可能な信号を測定し、それを検出装置に伝えることができる電極など導電性セン
サ素子を指す。その一例は、分析物、分析物が分析物感知構成成分１１０中に存在する組
成物（たとえば酵素グルコースオキシダーゼ）と相互作用する場合に使用される共反応物
（たとえば酸素）、またはこの相互作用の反応生成物（たとえば過酸化水素）の濃度の変
化を受けない参照電極と比較した、分析物またはその副産物の濃度の変化などの刺激への
露出に応答する電流の増加または減少を測定することができる導電性構成成分である。こ
うした素子の例には、過酸化水素または酸素など濃度が変わりやすい分子が存在する場合
に、可変の検出可能な信号を生成することができる電極が含まれる。典型的には、導電性
構成成分中のこうした電極の１つは作用電極であり、非腐食性金属または炭素から作製す
ることができる。炭素の作用電極はガラス状または黒鉛状でもよく、固体またはペースト
から作製することができる。金属の作用電極は、パラジウムまたは金を含む白金族金属、
あるいは二酸化ルテニウムなど非腐食性の金属導電性酸化物から作製することができる。
別法として、電極は銀／塩化銀の電極組成物を含むことができる。作用電極は、ワイヤ、
または、たとえばコーティングあるいはプリンティングによって基板に塗布された薄い導
電性フィルムでもよい。典型的には、金属または炭素の導体の表面の一部だけが分析物を
含む溶液と電気的に接触状態になる。この部分は電極の作用表面と呼ばれる。電極の残り
の表面は、典型的には、電気絶縁カバー構成成分１０６によって溶液から絶縁される。こ
の保護カバー構成成分１０６を生成するのに有用な材料の例には、ポリイミド、ポリテト
ラフルオロエチレン、ポリヘキサフルオロプロピレンなどポリマ、およびポリシロキサン
などシリコーンが含まれる。
【００７６】
　本発明の分析物センサは、典型的には、作用電極の他に、参照電極、または（準参照電
極または対／参照電極とも呼ばれる）参照電極と対電極の組合せを含む。センサが対／参
照電極を持たない場合は、別の対電極を含むことができ、その対電極を作用電極と同じま
たは異なる材料から作製することができる。本発明の典型的なセンサは、１つ以上の作用
電極、および１つ以上の対、参照、および／または、対／参照電極を有する。本発明のセ
ンサの一実施形態では、２つ、３つ、または４つ以上の作用電極を有する。センサ内のこ
うした作用電極を一体型に接続してもよく、または別々に保持することもできる。
【００７７】
　典型的には、本発明の分析物センサを生体内で使用するには、哺乳類の皮膚の皮下に移
植して、血液など哺乳類の体液と直接接触するようにする。別法として、センサを腹腔内
空間など哺乳類の体内の他の領域内に移植することもできる。複数の作用電極を使用する
場合、それらを体内に共に、または異なる位置に移植することができる。対、参照、およ
び／または対／参照電極を哺乳類の体内で１つ以上の作用電極に近接するように、または
他の位置に移植することもできる。
【００７８】
（干渉阻止構成成分）
　本発明の電気化学センサは、電極の表面とアッセイすべき環境の間に配置された干渉阻
止構成成分を任意選択で含む。具体的には、幾つかのセンサの実施形態は、一定の電位が
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与えられた作用電極の表面上の酵素の反応によって生成される酸化および／または過酸化
水素の減少に依存するものである。過酸化水素の直接の酸化に基づく電流測定検出には、
比較的高い酸化電位が必要とされるため、この検出方式を使用するセンサは、アルコルビ
ン酸、尿酸、およびアセトアミノフェンなど生体液中に存在する被酸化性種からの干渉を
受ける恐れがある。それに関連して、用語「干渉阻止構成成分」は、技術的に容認された
専門用語に従って本明細書で使用され、感知すべき分析物によって生成される信号の検出
を干渉するこうした被酸化性種によって生成される擬似信号を阻止する機能を果たす、セ
ンサ内のコーティングまたは膜を指す。干渉阻止構成成分の例には、親水性ポリウレタン
、（ポリ（エチレングリコールなどの物質を組み込んだ）酢酸セルロースを含む）酢酸セ
ルロース、ポリエーテルスルホン、ポリテトラフルオロエチレン、ペルフルオロ化イオノ
マーナフィオン（商標）、ポリフェニレンジアミン、エポキシなどの化合物の１つ以上の
層またはコーティングが含まれる。こうした干渉阻止構成成分の例示の論述が、たとえば
、本願に引用して援用する、ウォード（Ｗａｒｄ）他のＢｉｏｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　
Ｂｉｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　１７（２００２）１８１～１８９、およびチョイ（Ｃｈ
ｏｉ）他のＡｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｉｍｉｃａ　Ａｃｔａ　４６１（２００２）２５
１～２６０に見られる。
【００７９】
（分析物感知構成成分）
　本発明の電気化学センサは、センサの電極上に配置された分析物感知構成成分（図２の
素子１１０を参照）を含む。用語「分析物感知構成成分」は技術的に容認される専門用語
に従って本明細書で使用され、分析物の存在を分析物センサ装置によって検出すべきであ
る分析物を認知し、またはそれに反応することができる材料を含む構成成分を指す。典型
的には、分析物感知構成成分中のこの材料は、通常、導電性構成成分の電極を介して、感
知すべき分析物と相互作用した後に検出可能な信号を生成する。それに関連して、分析物
感知構成成分と導電性構成成分の電極は組み合わされて機能し、分析物センサと関連する
装置によって読み取られる電気信号を生成する。典型的には、分析物感知構成成分は、導
電性構成成分の電極の電流の変化の測定によって、分子（たとえば酸素、および／または
過酸化水素）の濃度の変化を測定することができる、分子と反応することができる、かつ
／またはそれを生成することができる、たとえば酵素グルコースオキシダーゼなどの酵素
を含む。過酸化水素などの分子を生成することができる酵素を当技術分野で周知の幾つか
の方法によって電極上に配置することができる。分析物感知構成成分をセンサの様々な電
極の全てまたは一部にコーティングすることができる。それに関連して、分析物感知構成
成分を電極に同じ程度にコーティングすることができる。別法として、たとえば、作用電
極のコーティングされた表面が対電極および／または参照電極のコーティングされた表面
より大きくなるようにするなど、分析物感知構成成分を異なる電極に異なる程度にコーテ
ィングすることもできる。
【００８０】
　本発明のこの素子の典型的なセンサの実施形態は、（たとえばグルコースオキシダーゼ
安定化特性に通常最適の比率など）固定比率で第２のタンパク質（たとえばアルブミン）
と組み合わせ、次いで電極の表面に塗布して、薄い酵素構成成分を形成する酵素（たとえ
ばグルコースオキシダーゼ）を使用する。典型的な実施形態では、分析物感知構成成分は
ＧＯｘとＨＳＡの混合物を含む。ＧＯｘを有する分析物感知構成成分の典型的な実施形態
では、ＧＯｘは、感知環境中（たとえば哺乳類の体内）に存在するグルコースに反応し、
図１で示した反応により過酸化水素を生成し、こうして生成された過酸化水素が導電性構
成成分中の作用電極で陽極検出される。たとえば（本願に引用して援用する）米国特許出
願第１０／２７３，７６７号で論じたように、非常に薄いセンサ化学構成成分が典型的で
あり、スピンコーティングなど当技術分野で周知の方法で電極マトリックスの表面に塗布
することができる。例示の一実施形態では、グルコースオキシダーゼ／アルブミンは、ア
ルブミンが約０．５～１０重量％で存在する状態の生理溶液（たとえば、中性ｐＨのリン
酸緩衝生理食塩水）中で調製される。任意選択で、分析物感知構成成分上に形成された安
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定化されたグルコースオキシダーゼ成分は、たとえば厚さが２、１、０．５、０．２５、
または０．１ミクロン未満など、上記の技術分野のものと比較して非常に薄い。本発明の
例示の一実施形態は、安定化グルコースオキシダーゼ成分を電極の表面のコーティングに
使用し、グルコースオキシダーゼは成分中に固定比率で担体タンパク質と混合され、グル
コースオキシダーゼおよび担体タンパク質が構成成分中に実質的に均一に分散される。典
型的には、構成成分の厚さは２ミクロン未満である。明瞭にするため、分析物感知構成成
分が多孔性電極上に配置される本発明の幾つかの実施形態にはこれが当てはまらないこと
を留意されたい。たとえば、ＧＯｘが充填された３ミクロンの大きさの孔を有する厚さ１
００ミクロンの多孔性電極では、酵素の層を２ミクロンより厚くすることができる。
【００８１】
　驚くべきことに、こうした非常に薄い分析物感知構成成分を有するセンサは、寿命、線
形性、規則性の向上、ならびに、信号対雑音比の向上を含む、比較的厚いコーティングを
有するセンサの材料特性を超える材料特性を有する。特定の科学理論に制約されるもので
はないが、非常に薄い分析物感知構成成分を有するセンサは、比較的厚い構成成分を有す
るセンサと比べて驚くほど特性が向上すると考えられる。なぜなら、比較的厚い酵素の構
成成分では、構成成分中の反応性酵素の一部しか感知すべき分析物にアクセスすることが
できないからである。グルコースオキシダーゼを使用するセンサでは、電気めっきによっ
て作製される厚いコーティングは、厚い酵素構成成分の反応界面で生成される過酸化水素
がセンサの表面と接触して信号を生成する能力を妨げる恐れがある。
【００８２】
　上記のように、酵素および第２のタンパク質は、典型的には、（たとえば、架橋剤をタ
ンパク質混合物に加えることによって）架橋マトリックスを形成するように処理される。
当技術分野で周知のように、架橋条件を操作して、酵素の保持する生物活性、機械的およ
び／または動作の安定性など、因子を調整することができる。例示の架橋手順が、本願に
引用して援用する、米国特許出願第１０／３３５，５０６号およびＰＣＴ国際公開第０３
／０３５８９１号に記載されている。たとえば、限定的ではないが、グルタルアルデヒド
などアミン架橋試薬をタンパク質混合物に加えることができる。架橋試薬をタンパク質混
合物に加えることによって、タンパク質ペーストが生成される。加えるべき架橋試薬の濃
度は、タンパク質混合物の濃度によって変えることができる。グルタルアルデヒドは例示
の架橋試薬であり、限定的ではないが、スベリン酸ジサクシンイミジル（ＤＳＳ）などの
アミン反応性でホモ官能性の架橋試薬を含む他の架橋試薬を使用することもでき、または
グルタルアルデヒドの代わりに使用することもできる。他の例は、ゼロレングス（ｚｅｒ
ｏ－ｌｅｎｇｔｈ）架橋剤である１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カル
ボジイミド（ＥＤＣ）である。ＥＤＣは、カルボン酸とアミン基の間にアミド結合を形成
する。当業者には明らかなように、他の適当な架橋剤を使用することもできる。
【００８３】
　ＧＯｘおよび／または担体タンパク質の濃度を、本発明の様々な実施形態で変えること
ができる。たとえば、ＧＯｘ濃度は、約５０ｍｇ／ｍｌ（約１０，０００Ｕ／ｍｌ）から
約７００ｍｇ／ｍｌ（約１５０，０００Ｕ／ｍｌ）の範囲内でもよい。典型的には、ＧＯ
ｘ濃度は、約１１５ｍｇ／ｍｌ（約２２，０００Ｕ／ｍｌ）である。こうした実施形態で
は、ＨＳＡ濃度は、ＧＯｘ濃度によって約０．５％～３０％（ｗ／ｖ）の間で変動しても
よい。ＨＡＳ濃度は、典型的には約１～１０％ｗ／ｖであり、最も典型的には約５％ｗ／
ｖである。本発明の代替実施形態では、コラーゲン、またはＢＳＡ、あるいはそれに関連
して使用される他の構造タンパク質を、ＨＳＡの代わりに、またはＨＳＡに加えて使用す
ることができる。分析物感知構成成分中の例示の酵素としてＧＯｘを論じたが、限定的で
はないが、グルコースデヒドロゲナーゼもしくはヘキソキナーゼ、ヘキソースオキシダー
ゼ、乳酸オキシダーゼなどを含む他のタンパク質および／または酵素を使用することもで
き、あるいはＧＯｘの代わりに使用することができる。当業者には明らかなように、他の
タンパク質および／または酵素を使用することもできる。さらに、例示の実施形態ではＨ
ＳＡが使用されるが、ＢＳＡ、コラーゲンなど他の構造タンパク質を、ＨＳＡの代わりに
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、またはそれに加えて使用することができる。
【００８４】
　ＧＯｘ以外の酵素を使用する実施形態では、本明細書で論じたもの以外の濃度を使用す
ることができる。たとえば、使用する酵素によって、約１重量当たり１０重量％から１重
量当たり７０重量％の濃度が適している。使用する特定の酵素の他に、得られるタンパク
質マトリックスの望ましい特性によって、濃度を変えることができる。たとえば、タンパ
ク質マトリックスを診断能力に使用すべき場合は、一定の濃度を使用することができるが
、幾つかの構造特性が望ましい場合は、異なる濃度を使用することができる。当業者には
理解されるように、使用する濃度を実験中に変えて、（どの酵素またはタンパク質の）ど
の濃度が所望の結果をもたらすかを決定することができる。
【００８５】
　上記のように、本発明の一部の実施形態では、分析物感知構成成分は、導電性素子（た
とえば、酸素および／または過酸化水素の濃度の変化を感知する電極）によって感知する
ことができる信号（たとえば、酸素および／または過酸化水素の濃度の変化）を生成する
ことができる組成物（たとえばグルコースオキシダーゼ）を含む。しかし、他の有用な分
析物感知構成成分を、存在を検出すべき標的分析物との相互作用の後に導電性素子によっ
て感知することができる検出可能な信号を生成することができる任意の組成物から形成す
ることができる。一部の実施形態では、組成物は、感知すべき分析物と反応すると過酸化
水素濃度を調整する酵素を含む。別法として、組成物は、感知すべき分析物と反応すると
酸素濃度を調整する酵素を含む。それに関連して、生理的分析物との反応で過酸化水素お
よび／または酸素を使用し、または生成する多様な酵素が当技術分野に周知であり、こう
した酵素を分析物感知構成成分の組成物中に容易に組み込むことができる。当技術分野で
周知の多様な他の酵素を、本明細書に記載したセンサの設計に組み込まれる電極など導電
性素子によって調整を検出することができる化合物を生成し、かつ／または使用すること
ができる。こうした酵素には、たとえば、内容全体を本願に引用して援用する、Ｍａｒｃ
ｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ出版社（１９９１年１月７日）のリチャードＦ．テイラー（Ｒｉｃｈ
ａｒｄ　Ｆ．　Ｔａｙｌｏｒ）（編集者）によるＰｒｏｔｅｉｎ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚａ
ｔｉｏｎ：Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ（Ｂｉｏｐｒ
ｏｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ　１４）の表１、１５～２９頁および／また
は表１８、１１１～１１２頁に具体的に記載されている酵素が含まれる。
【００８６】
　存在を検出すべき標的分析物との相互作用後に導電性素子で感知することができる検出
可能な信号を生成することができる標的分析物と相互作用する抗体を含む他の有用な分析
物感知構成成分を形成することができる。たとえば、（本願に引用して援用する）米国特
許第５，４２７，９１２号には、試料中の分析物の濃度を電気化学的に決定するための抗
体に基づく装置が記載されている。このデバイスでは、試験すべき試料、酵素受容体ポリ
ペプチド、分析物類似体に結合した酵素供与体ポリペプチド（酵素供与体ポリペプチド結
合体（ｃｏｎｊｕｇａｔｅ））、標識基質、および測定すべき分析物に対して特異的な抗
体を含む混合物が形成される。分析物および酵素供与体ポリペプチド結合体は抗体に競合
的に結合される。酵素供与体ポリペプチド結合体は、抗体と結合しない場合は、自発的に
酵素受容体ポリペプチドと組み合わされて活性酵素複合体を形成する。次いで、活性酵素
が標識基質を加水分解して、電気活性標識が生成され、次いでその電気活性標識が電極の
表面で酸化される。電気活性化合物の酸化から得られる電流を測定し、試料中の分析物の
濃度と相関させることができる。米国特許第５，１４９，６３０号（本願に引用して援用
する）には、配位子（たとえば、抗原、ハプテン、または抗体）の電気化学的な特異結合
のアッセイが記載されており、成分の少なくとも１つが酵素標識であり、基質の反応に関
連する酵素基質と電極の間の電子の移動が、錯体の形成、または非結合酵素標識成分に対
する任意の配位子錯体の変位によって乱れる（ｐｅｒｔｕｒｂ）程度を決定するステップ
が含まれる。電子の移動は、酵素から電子を受け、その電子を電極に与え、あるいはその
逆も行うことができる電子移動媒介物質（たとえばフェロセン）によって、またはそれ自
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体が形式電荷を受けずに、酵素を電極に非常に近接して保持する電子移動促進物質によっ
て促進される。米国特許第５，１４７，７８１号（本願に引用して援用する）には、酵素
乳酸デヒドロゲナーゼ－５（ＬＤＨ５）の決定についてのアッセイ、およびこうした定量
のためのバイオセンサが記載されている。このアッセイは、この酵素と基質の乳酸および
ニコチン－アミンアデニンジヌクレオチド（ＮＡＤ）とのピルビン酸およびＮＡＤの還元
生成物を生成する相互作用に基づくものである。抗ＬＤＨ５抗体は、適当なガラス状炭素
電極に結合され、それがＬＤＨ５を含む基質に接触され、洗浄され、ＮＡＤ溶液中に挿入
され、電流測定システムに接続され、乳酸の濃度が異なる場合に電流の変化が測定され、
それによってＬＤＨ－５の量が示される。米国特許第６，４１０，２５１号（本願に引用
して援用する）には、感知表面積を有する酸素微小電極が使用される、標識を検出するた
めの酸化還元反応と併せて、抗原と抗体の間の結合など特定の結合を用いて、たとえば抗
原／抗体対中の抗原など、特定の結合対中の１つの構成部分を検出またはアッセイするた
めの装置および方法が記載されている。さらに、米国特許第４，４０２，８１９号（本願
に引用して援用する）には、希釈液体の血清試料中の（分析物としての）抗体を定量する
ための抗体選択性の電位差電極が記載されており、不溶性の膜が使用され、その膜にイオ
ン担体を結合した抗原が組み込まれる。イオン担体は抗原中の予め選択した陽イオンの透
過性に影響を与え、その透過性は、分析における特定の抗体濃度、および対応する分析方
法の関数である。関連する開示については、本願に引用して援用する、米国特許第６，７
０３，２１０号、第５，９８１，２０３号、第５，７０５，３９９号、および第４，８９
４，２５３号も参照されたい。
【００８７】
　酵素および抗体の他に、本明細書に開示したセンサの分析物感知構成成分に使用される
他の例示の材料には、特定のタイプの細胞または細胞成分（たとえば、ポリペプチド、炭
水化物など）を結合するポリマ、一本鎖ＤＮＡ、抗原などが含まれる。検出可能な信号は
、たとえば、色の変化などの光学的に検出可能な変化、または所望の分析物（たとえば細
胞）の可視蓄積でもよい。感知素子を本質的に非反応（すなわち対照）の材料から形成す
ることもできる。上記の代替センサ素子は、有益には、たとえば、細胞選別アッセイ、お
よびウイルス（ＨＩＶ、Ｃ型肝炎など）、細菌、原虫など病原生物の存在に関するアッセ
イで使用されるセンサに含まれる。
【００８８】
　外部環境に存在し、それ自体に電極の電流の測定可能な変化を起こすことができる分析
物を測定する分析物センサも企図される。こうした分析を測定するセンサでは、分析物感
知構成成分を任意に選択することができる。
【００８９】
（タンパク質構成成分）
　本発明の電気化学センサは、任意選択で、分析物感知構成成分と分析物調整構成成分の
間に配置されたタンパク質構成成分（たとえば、図２の素子１１６を参照）を含む。用語
「タンパク質構成成分」は技術的に容認される専門用語に従って本明細書で使用され、分
析物感知構成成分および／または分析物調整構成成分と互換性があるように選択された担
体タンパク質などを含む構成成分を指す。典型的な実施形態では、タンパク質構成成分は
ヒト血清アルブミンなどアルブミンを含む。ＨＡＳ濃度は約０．５％～３０％（ｗ／ｖ）
の間で変化してもよい。ＨＡＳ濃度は、典型的には約１～１０％ｗ／ｖであり、最も典型
的には約５％ｗ／ｖである。本発明の代替実施形態では、コラーゲン、またはＢＳＡ、あ
るいはそれに関連して使用される他の構造のタンパク質を、ＨＳＡの代わりに、またはＨ
ＳＡに加えて使用することができる。この構成成分は、典型的には、技術的に容認される
プロトコルに従って、分析物感知構成成分に架橋される。
【００９０】
（接着促進構成成分）
　本発明の電気化学センサは、１つ以上の接着促進（ＡＰ）構成成分（たとえば、図２の
素子１１４を参照）を含むことができる。用語「接着促進構成成分」は技術的に容認され
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る専門用語に従って本明細書で使用され、センサ内の隣接する構成成分の間の接着を促進
することができるように選択された材料を含む構成成分を指す。典型的には、接着促進構
成成分は、分析物感知構成成分と分析物調整構成成分の間に配置される。典型的には、接
着促進構成成分は、任意選択のタンパク質構成成分と分析物調整構成成分の間に配置され
る。接着促進構成成分を、当技術分野で周知の多様な材料の任意のものから作製して、こ
うした構成成分間の結合を促進することができ、当技術分野で周知の多様な方法の任意の
ものによって塗布することができる。典型的には、接着促進構成成分はγ－アミノプロピ
ルトリメトキシシランなどシラン化合物を含む。
【００９１】
　接着を促進するためのシランカップリング試薬、特に、式Ｒ’Ｓｉ（ＯＲ）３であって
、Ｒ’は典型的には末端アミンを有する脂肪族基であり、Ｒは低級アルキル基である、シ
ランカップリング試薬の使用が当技術分野で周知である（たとえば、本願に引用して援用
する、米国特許第５，２１２，０５０号を参照）。たとえば、ウシ血清アルブミン（ＢＳ
Ａ）およびグルコースオキシダーゼ（ＧＯｘ）を電極表面に付着させて共架橋する段階的
な過程で、γ－アミノプロピルトリエトキシシランなどシランおよびグルタルアルデヒド
が使用された、化学的に変形された電極が当技術分野で周知である（たとえば、ヤオ（Ｙ
ａｏ）、Ｔ．のＡｎａｌｙｔｉｃａ　Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ、１９８３年、１４８、２７～
３３を参照）。
【００９２】
　本発明の幾つかの実施形態では、接着促進構成成分は、グルコースなど分析物が分析物
調整構成成分を通って拡散するのを制限する働きをするポリジメチルシロキサン（ＰＤＭ
Ｓ）化合物など、隣接する構成成分中に存在することもできる１つ以上の化合物をさらに
含む。例示の実施形態では、調合物は、０．５～２０％のＰＤＭＳ、典型的には５～１５
％のＰＤＭＳ、最も典型的には１０％のＰＤＭＳを含む。本発明の幾つかの実施形態では
、接着促進構成成分は、分析物調整構成成分など近位の構成成分中に存在するシロキサン
部分を架橋することができるように選択された物質を含む。本発明の密接に関連する実施
形態では、接着促進構成成分は、分析物感知構成成分および／またはタンパク質構成成分
など近位の構成成分中に存在するタンパク質のアミンまたはカルボキシル部分を架橋する
ことができるように選択された物質を含む。
【００９３】
（分析物調整構成成分）
　本発明の電気化学センサは、センサ上に配置された分析物調整構成成分（たとえば図２
の素子１１２を参照）を含む。用語「分析物調整構成成分」は、技術的に容認された専門
用語に従って本明細書で使用され、典型的には、グルコースなど１つ以上の分析物の構成
成分を通る拡散を調整する働きをするセンサ上の膜を形成する構成成分を指す。本発明の
幾つかの実施形態では、分析物調整構成成分は、グルコースなど１つ以上の分析物が構成
成分を通って拡散するのを阻止または制限する働きをする分析物制限膜である。本発明の
他の実施形態では、分析物調整構成成分は、１つ以上の分析物が構成成分を通って拡散す
るのを促進する働きをする。任意選択で、こうした分析物調整構成成分を、１つのタイプ
の分子（たとえばグルコース）の構成成分を通る拡散を阻止または制限するが、同時に他
のタイプの分子（たとえばＯ２）の構成成分を通る拡散を可能にし、または促進するよう
に形成することができる。
【００９４】
　グルコースセンサに関して、周知の酵素電極では、血液からのグルコースおよび酸素、
ならびに、アスコルビン酸および尿酸など幾つかの干渉物質がセンサの第１の膜を通って
拡散する。グルコース、酸素、および干渉物質が分析物感知構成成分に到達すると、グル
コースオキシダーゼなど酵素がグルコースの過酸化水素とグルコノラクトンへの変換を触
媒する。過酸化水素は分析物調整構成成分を通って拡散して戻ることができ、または電極
まで拡散することができ、電極で反応して酸素およびプロトンを形成し、グルコース濃度
と比例する電流を生成する。センサ膜アセンブリは、グルコースの膜の通過を選択的に可
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能にすることを含む幾つかの機能を果たす。それに関連して、例示の分析物調整構成成分
は、水、酸素、および少なくとも１つの選択的分析物が通過できるようにし、水を吸収す
ることができる半透性膜であり、膜は水溶性、親水性のポリマを有する。
【００９５】
　様々な例示の分析物調整構成成分が当技術分野で周知であり、たとえば、それぞれの開
示を本願に引用して援用する、米国特許第６，３１９，５４０号、第５，８８２，４９４
号、第５，７８６，４３９号、第５，７７７，０６０号、第５，７７１，８６８号、およ
び第５，３９１，２５０号に記載されている。上記の特許文献に記載されたヒドロゲルは
、周囲の水構成成分を有利に与えるため、多様な移植可能なデバイスに特に有用である。
本発明の一部の実施形態では、分析物調整構成成分はＰＤＭＳを含む。本発明の幾つかの
実施形態では、分析物調整構成成分は、近位の構成成分中に存在するシロキサン部分を架
橋することができるように選択された物質を含む。本発明の密接に関連する実施形態では
、接着促進構成成分は、近位の構成成分中に存在するタンパク質のアミンまたはカルボキ
シル部分を架橋することができるように選択された物質を含む。
【００９６】
　本明細書に詳細に記載したように、本発明の幾つかの実施形態では、分析物調整構成成
分は、中央鎖および中央鎖に結合された複数の側鎖を有する親水性櫛型コポリマを含み、
少なくとも１つの側鎖はシリコーン部分を含む。
【００９７】
（カバー構成成分）
　本発明の電気化学センサは、典型的には電気的に絶縁する保護構成成分である１つ以上
のカバー構成成分（たとえば、図２の素子１０６を参照）を含む。典型的には、こうした
カバー構成成分は分析物調整構成成分の少なくとも一部上に配置される。絶縁保護カバー
構成成分としての使用に許容されるポリマコーティングは、限定的ではないが、シリコー
ン化合物、ポリイミド、生体適合性はんだマスク、エポキシアクリレートコポリマなど無
毒の生体適合性ポリマを含むことができる。さらに、こうしたコーティングは、導電性構
成成分を通るアパーチャをフォトリソグラフィで形成しやすくする光画像形成可能なもの
でもよい。典型的なカバー構成成分はスパンオンシリコーン（ｓｐｕｎ　ｏｎ　ｓｉｌｉ
ｃｏｎｅ）を含む。当技術分野で周知のように、この構成成分は市販のＲＴＶ（室温硬化
）シリコーン組成物でもよい。それに関連する、典型的な化学物質はポリジメチルシロキ
サン（アセトキシベース（ａｃｅｔｏｘｙ　ｂａｓｅｄ））である。
【００９８】
　本発明の様々な例示の実施形態およびその特徴を以下の項で詳細に論じる。
【００９９】
［Ｄ．分析物センサ装置および関連する特徴の例示の実施形態］
　本明細書に開示したように、注入素子と分析物感知素子の両方を含む装置は幾つかの実
施形態を有する。本発明の全般的な実施形態は、哺乳類の体内に移植するための装置であ
る。装置は典型的には哺乳類の体内に移植可能であるように設計されるが、センサはどの
特定の環境にも限定されず、その代わりに、たとえば、全血、リンパ液、血漿、血清、唾
液、尿、便、汗、粘液、涙、髄液、鼻の分泌物、子宮頚管または膣の分泌物、精液、胸膜
液、羊水、腹水、中耳液、滑液、胃吸引液など生体液を含む大抵の液体試料の分析に多様
な状況で使用することができる。さらに、固体または乾燥試料を適当な溶媒に溶解して、
分析に適した液体混合物を作製することができる。
【０１００】
　上記のように、本明細書に開示した本発明の実施形態を使用して、１つ以上の生理的環
境で対象の分析物を感知することができる。たとえば幾つかの実施形態では、センサは皮
下センサで典型的に発生するように、間質液と直接接触してもよい。本発明のセンサは、
組織間腔のグルコースが皮膚を通して注出されて、センサと接触するようになされる皮膚
表面系の一部でもよい（たとえば、本願に引用して援用する、米国特許第６，１５５，９
９２号および第６，７０６，１５９号を参照）。他の実施形態では、センサは、たとえば



(31) JP 5688971 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

静脈内センサで典型的に発生するように、血液と接触状態でもよい。本発明のセンサの実
施形態は、様々な状況で使用されるように適合されたものをさらに含む。たとえば幾つか
の実施形態では、外来の使用者に使用されるものなど、移動状況で使用されるようにセン
サを設計することができる。別法として、臨床の場で使用されるように適合されたものな
ど、固定状況で使用されるようにセンサを設計することもできる。こうしたセンサの実施
形態には、たとえば、入院患者の１つ以上の生理的環境に存在する１つ以上の分析物の監
視に使用されるものが含まれる。
【０１０１】
　本発明の実施形態を当技術分野で周知の多様な医療システムに組み込むこともできる。
本発明のセンサを、たとえば薬剤を使用者の体内に注入する速度を制御するように設計さ
れた閉ループの注入システムで使用することができる。こうした閉ループの注入システム
は、センサ、および制御装置への入力を生成する関連する計器（たとえば、薬剤注入ポン
プによって送達すべき投与量を計算するもの）を含むことができ、制御装置は送達システ
ムを作動させる。その関連で、センサと関連する計器はコマンドを送達システムに伝送す
ることもでき、送達システムを遠隔に制御するために計器を使用することもできる。典型
的には、センサは、間質液と接触して使用者の体内のグルコース濃度を監視する皮下セン
サであり、送達システムによって使用者の身体内に注入される液体はインスリンを含む。
例示のシステムが、たとえば、全て本願に引用して援用する、米国特許第６，５５８，３
５１号、および第６，５５１，２７６号、ＰＣＴ出願第ＵＳ９９／２１７０３号および第
ＵＳ９９／２２９９３号、ならびに、国際公開第２００４／００８９５６号、および第２
００４／００９１６１号に開示されている。
【０１０２】
　一般に、分析物センサ装置構造は、ベース層、およびベース層上に配置され、１つ以上
の電極として機能する導電層（たとえば多孔性マトリックス）を含む。たとえば、導電層
は、作用電極、参照電極、および／または対電極を含むことができる。こうした電極を、
特定の設計に従って、近接するように、または別法として遠位に離れるように配置するこ
とができる。センサ装置の設計は、幾つかの電極（たとえば作用電極）をセンサ装置で感
知すべき分析物を含む溶液に（たとえばアパーチャを介して）露出することができるよう
になされる。センサ装置の設計は、幾つかの電極（たとえば参照電極）がセンサ装置で感
知すべき分析物を含む溶液に露出されないようになされる。
【０１０３】
　本発明の一実施形態は、バイオセンサで使用される組成物である。こうした組成物は、
典型的には、哺乳類の体内に移植可能であるように設計され、たとえばグルコースオキシ
ダーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、乳酸オキシダーゼ、ヘキソキナーゼ、または乳酸
デヒドロゲナーゼなど固定化酵素でコーティングされた表面を有する多孔性マトリックス
を含む。典型的には、固定化酵素でコーティングされた多孔性マトリックスは、電気化学
センサの電極として働くことができる。任意選択で、電気化学センサの電極は過酸化水素
を消費する。
【０１０４】
　本発明のバイオセンサの様々な実施形態で使用されるマトリックスを様々な材料から生
成することができ、様々な組成物の構成に適合させることができる。本発明の一部の実施
形態では、マトリックスは多孔性であり、セラミック材料、および／または金属、および
／またはマクロポーラスポリマを含む。任意選択で、ポーラスマトリックスは粒子の格子
を含む。典型的には、粒子は球形である。本発明の典型的な実施形態では、多孔性マトリ
ックスは同じ寸法の非多孔性マトリックスの表面積の少なくとも２、４、６、８、１０、
１２、１４、１６、または１８倍の表面積を有する。本発明の幾つかの実施形態では、多
孔性マトリックスの厚さは、少なくとも１、１０、１００、または１０００ミクロンであ
る。本発明の幾つかの実施形態では、多孔性マトリックスの気孔率は、任意選択で約５～
９９．９％であり、典型的には約４０～９９％である。こうしたマトリックスの気孔率を
、水銀またはガスポロシメトリ、様々な大きさのマーカ分子および分子量（たとえば、ア



(32) JP 5688971 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

セトン、規定の大きさの様々な球状タンパク質、ブルーデキストラン）を使用するサイズ
排除クロマトグラフィ、ならびに、サイクリックボルタンメトリなど当技術分野で典型的
に使用されるプロトコルの１つによって測定することができる。
【０１０５】
　典型的には、分析物センサ装置は、通常、作用電極の一部または全てをカバーする、セ
ンサの導電層上に配置された分析物感知層を含む。この分析物感知層は、感知すべき分析
物が存在する場合に、導電層の作用電極の電流を検出可能に変える。本明細書に開示した
ように、この分析物感知層は、典型的には、作用電極の電流を調整することができる分子
の濃度を変えるように対象の分析物に反応する酵素または抗体分子などを含む（たとえば
、図１の反応方式で示した酸素および／または過酸化水素を参照）。例示の分析物感知層
は、（たとえばグルコースセンサで使用される）グルコースオキシダーゼ、または（たと
えば乳酸センサで使用される）乳酸オキシダーゼなど酵素を含む。本発明の一部の実施形
態では、分析物感知層は、センサの電極として機能する素子のこの組合せを有する多孔性
金属および／またはセラミックおよび／またはポリマのマトリックス上に配置される。
【０１０６】
　典型的には、分析物感知層は、分析物感知化合物（たとえば酵素）に対して実質的に固
定比率で担体タンパク質をさらに含み、分析物感知化合物および担体タンパク質は、分析
物感知層中に実質的に均一に分配される。典型的には、分析物感知層は非常に薄く、たと
えば、厚さが１、０．５、０．２５、または０．１ミクロン未満である。特定の科学理論
に制約されるものではないが、こうした薄い分析物感知層を有するセンサは、典型的に電
着によって生成される比較的厚い層を有するセンサと比較して、驚くほど特性が向上する
と考えられる。なぜなら、電着では３～５ミクロンの厚さの酵素層が生成され、コーティ
ング層中の反応性酵素の一部しか感知すべき分析物にアクセスすることができないからで
ある。電着プロトコルによって生成されるこうした比較的厚いグルコースオキシダーゼペ
レットは、機械的安定性が乏しい（たとえば割れる傾向がある）ことがさらに観察されて
おり、実際に使用されるように調製するのに比較的長い時間がかかり、典型的には、移植
できるようになる前に、試験に数週間かかる。本明細書に記載した薄い層の酵素コーティ
ングではこうした問題が観察されない。この薄いコーティングは本発明の典型的な実施形
態である。
【０１０７】
　たとえばグルコースオキシダーゼを使用するセンサでは、電気めっきによって作製され
る厚いコーティングは、厚さ３～５ミクロンの酵素層の反応界面で生成される過酸化水素
がセンサの表面と接触して信号を生成する能力を妨げる恐れがある。さらに、こうした厚
いコーティングのためにセンサの表面に到達することができない過酸化水素は、センサか
らセンサが配置された環境に拡散する恐れがあり、それによってこうしたセンサの感度お
よび／または生体適合性が低減される。また、特定の科学理論に制約されるものではない
が、こうした薄い分析物感知層を有するセンサは、スピンコーティングなどの処理によっ
て、グルコースオキシダーゼの（酵素層中のグルコースオキシダーゼを安定させる担体タ
ンパク質として使用される）アルブミンに対する酵素コーティング率を正確に制御するこ
とができるようになることから得られる予想以上の有利な特性を有すると考えられる。具
体的には、グルコースオキシダーゼおよびアルブミンは、異なる等電点を有するため、電
着法では、酵素の担体タンパク質に対する最適に決定された比率が電着法で不利に変更さ
れ、さらに、グルコースオキシダーゼおよび担体タンパク質が配置された酵素層中に実質
的に均一に分配されない表面コーティングになる恐れがある。さらに、こうした薄い分析
物感知層を有するセンサは予想以上の速い応答時間を有する。特定の科学理論に制約され
るものではないが、こうした驚くべき有利な特性は、薄い酵素層によって、作用電極の表
面へのアクセスが向上され、電極の電流を調整する分子のかなり多くが電極の表面にアク
セスできるようになるという所見から得たものと考えられる。その関連で、本発明の幾つ
かの実施形態では、哺乳類の体内に存在する分析物に露出し、分析物センサと接触する分
析物に応答する電流の変化を電流測定器によって１５、１０、５、または２分未満で検出
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することができる。
【０１０８】
　分析物感知層は、任意選択で、その上に配置されたタンパク質層を有し、タンパク質層
は典型的には、この分析物感知層と分析物調整層の間に存在する。タンパク質層中のタン
パク質は、ウシ血清アルブミンおよびヒト血清アルブミンからなるグループから選択され
たアルブミンである。典型的には、このタンパク質は架橋される。特定の科学理論に制約
されるものではないが、この別個のタンパク質層はセンサの機能を向上させ、センサの雑
音（たとえば擬似バックグラウンド信号）を減少させるいわばコンデンサとして働くこと
によって、驚くべき機能的利益をもたらすと考えられる。たとえば、本発明のセンサでは
、分析物感知層の酵素と接触することができる分析物の量を調節する層であるセンサの分
析物調整膜層の下に若干の水分が形成されることがある。この水分は、センサを使用する
患者が動くときに、センサ内で移動する圧縮性層を生成することができる。センサ内での
こうした層の移動は、グルコースなど分析物が、実際の生理的分析物濃度から独立して、
分析物感知層を通って移動する方法を変える可能性があり、それによって雑音が生じる。
その関連で、タンパク質層は、ＧＯｘなど酵素が水分層と接触しないように保護すること
によって、コンデンサとして働くことができる。このタンパク質層は、分析物感知層と分
析物調整膜層の間の接着を促進するなど、幾つかの追加の利点を与えることができる。別
法として、この層の存在は、過酸化水素など分子のより大きい拡散経路をもたらすことが
でき、それによって分子を電極感知素子に集中させ、センサの感度の向上に貢献する。
【０１０９】
　典型的には、分析物感知層および／または分析物感知層上に配置されたタンパク質層は
、その上に配置された接着促進層を有する。こうした接着促進層は、分析物感知層と近位
の層、典型的には分析物調整層との接着を促進する。この接着促進層は、典型的には、様
々なセンサ層の間の最適の接着を促進し、センサを安定させる機能を果たすことができる
ように選択されたγ－アミノプロピルトリメトキシシランなどシラン化合物を含む。興味
深いことに、接着促進層を含むこうしたシランを有するセンサは、全体の安定性の向上を
含む予想以上の特性を示す。さらに、接着促進層を含むシランは、センサの安定性を向上
させる能力の他に、幾つかの有利な特徴を提供し、たとえば、干渉の阻止、ならびに、１
つ以上の望ましい分析物の物質移動を制御する有益な役割を果たす。
【０１１０】
　本発明の幾つかの実施形態では、接着促進層は、グルコースなど分析物が分析物調整層
を通って拡散するのを制限する働きをするポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）化合物な
ど、隣接する層中に存在することもできる１つ以上の化合物をさらに含む。たとえば、Ｐ
ＤＭＳのＡＰ層への添加は、添加によってセンサが製造されるときにＡＰ層中に孔または
間隙が生じる可能性を低減させる場合に有利である。
【０１１１】
　典型的には、接着促進層は、その上に配置された分析物調整層を有し、分析物調整層は
その層を通る分析物の拡散を調整する機能を果たす。一実施形態では、分析物調整層は、
分析物（たとえば酸素）のセンサの層を通る拡散を促進する働きをし、その後に分析物感
知層中の分析物の濃度を上げるように機能する組成物（たとえばポリマなど）を含む。別
法として、分析物調整層は、分析物（たとえばグルコース）のセンサの層を通る拡散を制
限する働きをし、その後に分析物感知層中の分析物の濃度を制限する機能を果たす組成物
を含む。その一例は、ポリジメチルシロキサンなどポリマを含む親水性グルコース制限膜
（すなわち、グルコースの膜を通る拡散を制限する機能）である。本発明の幾つかの実施
形態では、分析物調整層は、中央鎖および中央鎖に結合された複数の側鎖を有する親水性
櫛型コポリマを含み、少なくとも１つの側鎖はシリコーン部分を含む。
【０１１２】
　典型的には、分析物調整層は、通常はセンサ装置の少なくとも一部上に配置された（た
とえば、分析物調整層をカバーする）電気絶縁保護層である１つ以上のカバー層をさらに
備える。絶縁保護カバー層としての使用に許容されるポリマコーティングは、限定的では
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ないが、シリコーン化合物、ポリイミド、生体適合性はんだマスク、エポキシアクリレー
トコポリマなど無毒の生体適合性ポリマを含むことができる。例示のカバー層はスパンオ
ンシリコーン（ｓｐｕｎ　ｏｎ　ｓｉｌｉｃｏｎｅ）を含む。典型的には、カバー層は、
センサの層（たとえば分析物調整層）の少なくとも一部を感知すべき分析物を含む溶液に
露出するアパーチャをさらに含む。
【０１１３】
　本明細書に記載した分析物センサを陰極分極して、たとえば図１で示したように、グル
コースがグルコースオキシダーゼと相互作用するときに生じる作用陰極に近位の酸素濃度
の変化から得られる作用陰極の電流の変化を検出することができる。別法として、本明細
書に記載した分析物センサを陽極分極して、たとえば図１で示したように、グルコースが
グルコースオキシダーゼと相互作用するときに生じる作用陽極に近位の過酸化水素濃度の
変化から得られる作用陽極の電流の変化を検出することができる。本発明の典型的な実施
形態では、１つ以上の作用電極の電流が１つ以上の参照電極（対照）の電流と比較され、
次いで、この測定値の差を測定すべき分析物の濃度と相関させることができる。この二重
電極での電流の比較から測定値を得ることによって電流値を得る分析物センサの設計は、
たとえば二重酸素センサと一般に呼ばれる。
【０１１４】
　本発明の一部の実施形態では、分析物センサ装置は、陽極分極によって機能するように
設計され、電流の変化が分析物センサ装置の導電層中の陽極作用電極で検出されるように
なされる。陽極分極に関連付けることができる構造設計の特徴は、陽極（ａｎｏｄｅ）で
ある作用電極、陰極（ｃａｔｈｏｄｅ）である対電極、および参照電極を備える適切なセ
ンサ構成を設計し、次いで、この適当な分析物感知層をこの設計構成内の陽極の表面の適
当な部分上に選択的に配置することを含む。任意選択で、この陽極分極構造設計は、陽極
、陰極、および／または異なる大きさの表面積を有する作用電極を含む。たとえば、この
構造設計は、作用電極（陽極）および／または作用電極のコーティングされた表面が、対
電極（陰極）および／または対電極のコーティングされた表面よりも大きい特徴を含む。
その関連で、次いで、陽極作用電極で検出することができる電流の変化が分析物の濃度と
相関される。本発明のこの実施形態の幾つかの例では、作用電極は過酸化水素の酸化反応
（たとえば、図１を参照）を測定して使用し、過酸化水素は、それぞれグルコースまたは
乳酸に反応するときにグルコースオキシダーゼまたは乳酸オキシダーゼなど酵素によって
生成される。こうした過酸化水素再利用能力を有する電気化学的グルコースおよび／また
は乳酸センサに関連する本発明のこうした実施形態は、この分子の再利用によって、セン
サからセンサが配置された環境に逃げることができる過酸化水素の量が減少されるために
、特に興味深い。その関連で、過酸化水素など組織刺激物の放出を低減するように設計さ
れた移植可能なセンサは、生体適合性プロフィールを向上させたものであろう。さらに、
過酸化水素はグルコースオキシダーゼなど酵素に反応し、生体機能を損なうことができる
ことが観察されているため、こうしたセンサはこの現象を回避するために望ましい。任意
選択で、分析物調整層（たとえばグルコース制限層）は、センサが配置された環境に過酸
化水素が拡散するのを阻止する働きをする組成物を含むことができる。したがって、本発
明のこうした実施形態は、本明細書に記載した過酸化水素再利用素子を組み込むことによ
って、過酸化水素を生成する酵素を組み込むセンサの生体適合性を向上させるものである
。
【０１１５】
　ベース層、導電層、分析物感知層、任意選択のタンパク質層、接着促進層、分析物調整
層、およびカバー層を含む本発明の分析物センサの幾つかの実施形態は、幾つかの予想以
上の特性を示す。たとえば、陰極分極によって機能するように構成されたセンサに対して
陽極分極によって機能するように構築されたセンサでは、分析物感知層、ならびに、電極
表面の電気化学反応の違いによって異なる化学成分が生成され、かつ／または消費され、
それによって様々なセンサ素子が異なる極性で機能する化学環境が変わる。その関連で、
本明細書に開示したセンサ構造は、様々な化学および／または電気化学的条件下で予想以



(35) JP 5688971 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

上の安定性を有して機能することを示す驚くほど多様なデバイスを提供する。
【０１１６】
　本明細書に開示した本発明の幾つかの実施形態（たとえば、過酸化水素再利用能力を有
する実施形態）では、センサの層は、両方がグルコースオキシダーゼまたは乳酸オキシダ
ーゼなど酵素を含む分析物感知層でコーティングされた作用電極（たとえば陽極）および
対電極（たとえば陰極）を含む複数の電極を有する。こうしたセンサの設計は、感度の向
上を含む驚くべき特性を有する。特定の理論に制約されるものではないが、この特性は、
グルコース感知反応（たとえば、図１を参照）で使用することができる追加の酸素を生成
する作用電極または対電極の表面の過酸化水素の酸化の向上から得ることができる。した
がって、この再利用効果により、本明細書に開示した幾つかのセンサの実施形態の酸素依
存による制約を低減することができる。さらに、この設計では、使用可能な過酸化水素を
容易に減少し、したがって比較的低い電極電位を有する作用電極を備えるセンサを得るこ
とができる。比較的低い電極電位で機能するように設計されたセンサは、本発明の典型的
な実施形態である。なぜなら、このタイプで高い電極電位のセンサは、（加水分解反応に
よって生成される気泡によりセンサ層が破壊されるため）センサを不安定にする可能性が
あるガス生成加水分解反応が生じる恐れがあるためである。さらに、対電極が、グルコー
スオキシダーゼまたは乳酸オキシダーゼなど酵素を含む分析物感知層の非常に薄い層でコ
ーティングされるように設計されたセンサの実施形態では、酵素反応で生成される過酸化
水素が、対電極の反応性表面に非常に近いところに存在する。それによって、たとえば比
較的小さい反応性表面を有する対電極を含むコンパクトなセンサ製造設計が可能になるよ
うに、センサの全体効率を上げることができる。
【０１１７】
［Ｅ．分析物センサ装置および素子の交換］
　上記のように、本明細書に開示した本発明は、一連の素子のセンサを含む装置など幾つ
かの実施形態を有する。本発明のこうした実施形態は、当業者が、本明細書に開示した装
置の様々な交換を行うことができるようにする。上記のように、本明細書に開示した装置
の例示の一般的な実施形態では、センサ素子は、ベース層、カバー層、およびベース層と
カバー層の間に配置された電極などセンサ素子を有する少なくとも１つの層を含む。典型
的には、１つ以上のセンサ素子（たとえば、作用電極、対電極、参照電極など）の露出さ
れた部分が、適当な電極化学物質を有する材料の非常に薄い層でコーティングされる。た
とえば、乳酸オキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、ま
たはヘキソキナーゼなど酵素を、カバー層中に画定された開口またはアパーチャ内に露出
されたセンサ素子の一部上に配置することができる。図２は、本発明の典型的なセンサ構
造１００の断面図である。センサは、センサ構造１００を作製するための本発明の方法に
従って互いの上に配置された様々な導電性および非導電性の構成成分の複数の層から形成
される。
【０１１８】
　上記のように、本発明のセンサでは、センサの様々な層（たとえば、分析物感知層）は
、層中に組み込まれた１つ以上の生理活性および／または不活性の材料を有することがで
きる。本明細書で使用されるように、用語「組み込まれた」は、組み込まれた材料が固体
相あるいは層の支持マトリックスの外面上、またはその中に保持される全ての状況または
状態を表すものである。したがって、「組み込まれた」材料を、たとえば、固定化し、物
理的に閉じ込め、１つ以上のマトリックス層の官能基に共有結合的に結合することができ
る。さらに、前記材料の「組み込み」を促進する任意の方法、試薬、添加物、または分子
リンカー剤を、こうした追加のステップまたは物質が本発明の目的に不利でなく、目的と
一致する場合に使用することができる。当然、この定義は、生理活性分子（たとえば、グ
ルコースオキシダーゼなど酵素）が「組み込まれる」本発明の全ての実施形態に当てはま
る。たとえば、本明細書に開示したセンサの幾つかの層は、架橋可能なマトリックスとし
て働くアルブミンなどタンパク質の物質を含む。本明細書で使用されるように、タンパク
質の物質は、実際の物質が、天然タンパク質、不活性化タンパク質、変性タンパク質、加
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水分解種でも、またはその誘導生成物でも、タンパク質から一般に誘導される物質を含む
ものである。タンパク質の材料の適当な例には、限定的ではないが、グルコースオキシダ
ーゼ、および乳酸オキシダーゼなど酵素、アルブミン（たとえば、ヒト血清アルブミン、
ウシ血清アルブミンなど）、カゼイン、γ－グロブリン、コラーゲン、およびコラーゲン
誘導生成物（たとえば、フィッシュゼラチン、フィッシュグルー、動物ゼラチン、および
動物グルー）が含まれる。
【０１１９】
　本発明のセンサ素子の例示の実施形態が図２に示されている。この実施形態は、センサ
１００を支持するための電気絶縁ベース層１０２を含む。電気絶縁層ベース１０２は、セ
ラミック基板などの材料から作製することができ、自己支持型でもよく、または当技術分
野で周知の他の材料でさらに支持してもよい。一代替実施形態では、電気絶縁層１０２は
、たとえば、リールから小出しに出されるポリイミドテープなど、ポリイミド基板を含む
。層１０２をこの形態で提供することによって、清潔で高密度の大量生産を容易にするこ
とができる。さらに、こうしたポリイミドテープを使用する一部の生産工程で、センサ１
００をテープの両側に作製することができる。
【０１２０】
　本発明の典型的な実施形態は、ベース層１０２上に配置された分析物感知層を含む。図
２で示した例示の実施形態では、分析物感知層は、絶縁ベース層１０２上に配置された導
電層１０４を備える。典型的には、導電層１０４は１つ以上の電極を備える。本明細書で
以下に記載するように、多くの周知の技術および材料を使用して、導電層１０４を塗布す
ることができるが、センサ１００の電気回路は、典型的には、配置された導電層１０４を
所望のパターンの導電路にエッチングすることによって画定される。センサ１００用の典
型的な電気回路は、近位端の領域が接触パッドを形成し、遠位端の領域がセンサ電極を形
成する２つ以上の隣接する導電路を備える。ポリマコーティングなど電気絶縁保護カバー
層１０６が、典型的には、導電層１０４の一部上に配置される。絶縁保護層１０６として
の使用に許容されるポリマコーティングは、限定的ではないが、ポリイミド、生体適合性
はんだマスク、エポキシアクリレートコポリマなど、無毒の生体適合性ポリマを含むこと
ができる。さらに、こうしたコーティングは、導電層１０４を通るアパーチャ１０８をフ
ォトリソグラフィで形成しやすくする光画像形成可能なものでもよい。本発明の幾つかの
実施形態では、分析物感知層は、センサの電極として機能する素子のこの組合せを有する
多孔性金属、および／またはセラミック、および／またはポリマのマトリックス上に配置
される。
【０１２１】
　本発明のセンサでは、１つ以上の露出した領域またはアパーチャ１０８を、導電層１０
４まで保護層１０６を通るように作製して、センサ１００の接触パッドおよび電極を画定
することができる。アパーチャ１０８を、フォトリソグラフィ現像の他に、レーザアブレ
ーション、ケミカルミリング、またはエッチングなどを含む幾つかの技法で形成すること
ができる。第２のフォトレジストをカバー層１０６に加えて、アパーチャ１０８を形成す
るために除去すべき保護層の領域を画定することができる。作用センサ１００は、互いに
電気的に絶縁されるが、典型的には互いに近位に位置付られた作用電極と対電極など複数
の電極を含む。他の実施形態は参照電極を含むこともできる。他の実施形態は、センサ上
に形成されない別個の参照素子を使用することができる。露出した電極および／または接
触パッドは、追加のめっき処理などアパーチャ１０８を通る第２の処理を受けて、表面を
調製し、かつ／または導電性領域を強化することもできる。
【０１２２】
　分析物感知層１１０は、典型的には、アパーチャ１０８による導電層１０４の１つ以上
の露出された電極上に配置される。分析物感知層１１０は、典型的にはセンサ化学層であ
り、最も典型的には酵素層である。典型的には、分析物感知層１１０は、酵素グルコース
オキシダーゼまたは酵素乳酸オキシダーゼを含む。こうした実施形態では、分析物感知層
１１０は、グルコースに反応して過酸化水素を生成し、過酸化水素は電極への電流を調整
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する。それを監視して、存在するグルコースの量を測定することができる。センサ化学層
１１０を、導電層の一部、または導電層の全領域上に加えることができる。典型的には、
センサ化学層１１０は、導電層を含む作用電極および対電極の一部上に配置される。薄い
センサ化学層１１０を生成する一部の方法は、スピンコーティング法、浸漬乾燥法、低シ
ェアスプレイ法、インクジェットプリンティング法、シルクスクリーン法などを含む。最
も典型的には、薄いセンサ化学層１１０はスピンコーティング法を使用して塗布される。
【０１２３】
　分析物感知層１１０は、典型的には、１つ以上のコーティング層でコーティングされる
。本発明の一部の実施形態では、１つのこうしたコーティング層は、分析物感知層の酵素
と接触することができる分析物の量を調節することができる膜を含む。たとえば、コーテ
ィング層は、電極上のグルコースオキシダーゼ酵素と接触するグルコースの量を調節する
グルコース制限膜など分析物調整膜層を含むことができる。こうしたグルコース制限膜を
、たとえば、シリコーン、ポリウレタン、ポリ尿素酢酸セルロース、ナフィオン、ポリエ
ステルスルホン酸（Ｋｏｄａｋ　ＡＱ）、ヒドロゲル、または当技術分野で周知の任意の
他の膜など、この目的に適していることが周知の多様な材料から作製することができる。
本発明の幾つかの実施形態では、分析物調整層は、中央鎖および中央鎖に結合された複数
の側鎖を有する親水性櫛型コポリマを含み、少なくとも１つの側鎖はシリコーン部分を含
む。
【０１２４】
　本発明の一部の実施形態では、コーティング層は、センサ化学層１１０上に配置されて
、グルコースとセンサ化学層１１０との接触を調節するグルコース制限膜層１１２である
。本発明の一部の実施形態では、図２で示したように、接着促進層１１４は膜層１１２と
センサ化学層１１０の間に配置されて、その接触および／または接着を容易にする。接着
促進層１１４をこうした層の間の結合を容易にするための当技術分野で周知の多様な材料
の１つから作製することができる。典型的には、接着促進層１１４はシラン化合物を含む
。代替実施形態では、センサ化学層１１０中のタンパク質または同様の分子を十分に架橋
し、または他の方法で調製して、接着促進層１１４が存在しない場合に、膜層１１２をセ
ンサ化学層１１０と直接接触するように配置することができるようにする。
【０１２５】
　上記のように、本発明の実施形態は、１つ以上の機能性コーティング層を含むことがで
きる。本明細書で使用されるように、用語「機能性コーティング層」は、センサの少なく
とも１つの表面の少なくとも一部、より典型的にはセンサの表面の実質的に全てをコーテ
ィングし、センサが配置された環境内の化学化合物、細胞およびその断片など１つ以上の
分析物と相互作用することができる層を示す。機能性コーティング層の非限定的な例には
、センサ化学層（たとえば、酵素層）、分析物制限層、生体適合性層、センサを滑りやす
くさせる層、センサへの細胞付着を促進する層、センサへの細胞付着を低減する層などが
含まれる。典型的には、分析物調整層は、グルコースなど１つ以上の分析物が層を通って
拡散するのを阻止または制限するように作用する。任意選択で、こうした層が１つのタイ
プの分子（たとえば、グルコース）が層を通って拡散するのを阻止または制限し、同時に
、別のタイプの分子（たとえば、Ｏ２）が層を通って拡散することができるようにする、
または促進するように形成することができる。例示の機能性コーティング層は米国特許第
５，７８６，４３９号および第５，３９１，２５０号で開示されたものなどのヒドロゲル
であり、それぞれの開示を本願に引用して援用する。上記に記載されているヒドロゲルは
、周囲の水層を提供することが有利な、様々な移植可能なデバイスに特に有用である。
【０１２６】
　本明細書に開示したセンサの実施形態は、ＵＶ吸収ポリマを有する層を含むことができ
る。本発明の一態様により、ＵＶ吸収ポリマを含む少なくとも１つの機能性コーティング
層を含むセンサを提供する。一部の実施形態では、ＵＶ吸収ポリマはポリウレタン、ポリ
尿素またはポリウレタン／ポリ尿素コポリマである。より典型的には、選択されたＵＶ吸
収ポリマは、ジイソシアネート、少なくとも１つのジオール、ジアミンまたはその混合物
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、および多官能ＵＶ吸収モノマーを含む反応混合物から形成される。
【０１２７】
　ＵＶ吸収ポリマは、全体を本願に引用して援用する、ロード（Ｌｏｒｄ）他の「Ｔｒａ
ｎｓｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｓｅｔ」という名称の米
国特許第５，３９０，６７１号、ウィルソン（Ｗｉｌｓｏｎ）他の「Ｉｍｐｌａｎｔａｂ
ｌｅ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｓｅｎｓｏｒ」という名称の米国特許第５，１６５，４０７号、
およびゴフ（Ｇｏｕｇｈ）の、「Ｔｗｏ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ」という
名称の米国特許第４，８９０，６２０号に記載されたものなど、様々なセンサ作製方法で
有利に使用される。しかし、センサ素子の上方または下方にＵＶ吸収ポリマ層を形成する
ステップを含む任意のセンサ作製方法は本発明の範囲内であると考えられる。特に、本発
明の方法は薄いフィルム作製方法に限定されず、ＵＶ－レーザ切断を使用する他のセンサ
作製方法と共に使用することができる。実施形態は、厚いフィルムの平坦または円筒形の
センサなど、およびレーザ切断を必要とする他のセンサ形状と共に作用することができる
。
【０１２８】
　本明細書に開示したように、本発明のセンサは、糖尿病患者の血糖値を監視するための
皮下または経皮グルコースセンサとして使用されるように特に設計される。典型的には、
各センサは、複数のセンサ素子、たとえば、下位の絶縁性の薄いフィルムベース層と上位
の絶縁性の薄いフィルムカバー層の間に形成された細長い薄いフィルム導体など導電素子
を備える。
【０１２９】
　所望の場合は、複数の異なるセンサ素子を単一のセンサに含むことができる。たとえば
、導電性と反応性のセンサ素子の両方を１つのセンサに組み込むことができ、任意選択で
、ベース層の異なる部分に配置された各センサ素子と組み合わせることができる。１つ以
上の制御素子を提供することもできる。こうした実施形態では、センサはセンサのカバー
層中に複数の開口またはアパーチャを画定することができる。１つ以上の開口をベース層
の一部分上に直接カバー層中に画定して、センサが配置された環境内でベース層を１つ以
上の分析物と相互作用させることもできる。ベース層およびカバー層は様々な材料、典型
的にはポリマで構成することができる。より具体的な実施形態では、ベース層およびカバ
ー層はポリイミドなど絶縁材料で構成される。典型的には、開口がカバー層内に形成され
て、遠位端の電極および近位端の接触パッドを露出させる。たとえば、グルコース監視用
途では、センサを経皮的に配置して、遠位端電極が患者の血液または細胞外液と接触し、
接触パッドが監視デバイスに都合よく連結されるように外部に配置することができる。
【０１３０】
　本発明のセンサは、たとえば平坦または円筒形など、任意の所望の構成を有することが
できる。ベース層１０２は、剛直なポリマ層など自己支持型、または可撓性フィルムなど
非自己支持型でもよい。後者の実施形態は、たとえば、連続して巻き解かれ、その上にセ
ンサ素子およびコーティング層が連続して塗布されるポリマフィルムのロールを使用して
、センサの連続製造を可能にするという点で望ましい。
【０１３１】
　本発明の一般的な実施形態は、ベース層、ベース層上に配置され、複数のセンサ素子を
含む分析物感知層、分析物感知層上に配置され、導電層上の複数の感知素子を全てコーテ
ィングする酵素層（典型的には２ミクロン未満の厚さ）、および１つ以上のコーティング
層を備える、体内に移植されるように設計されたセンサを含む。典型的には、酵素層はグ
ルコースオキシダーゼを含み、典型的には、担体タンパク質に対して実質的に固定比率で
含む。特定の実施形態では、グルコースオキシダーゼおよび担体タンパク質は、配置され
た酵素層中に実質的に均一に分配される。典型的には、担体タンパク質は、通常、約５重
量％の量のアルブミンを含む。本明細書で使用されるように、「アルブミン」は、ヒト血
清アルブミン、ウシ血清アルブミンなど、ポリペプチド組成物を安定化するための、当業
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者が典型的に使用するアルブミンタンパク質を指す。本発明の一部の実施形態では、コー
ティング層は、酵素層と接触することができる分析物の量を調節するように、センサ上に
配置された分析物接触層である。他の実施形態では、センサは酵素層と分析物接触層の間
に配置された接着促進層を含み、酵素層の厚さは１、０．５、０．２５または０．１ミク
ロン未満である。
【０１３２】
　本発明の実施形態は、分析物感知層が、多孔性金属、および／またはセラミック、およ
び／またはポリマのマトリックス上に配置され、この素子の組合せがセンサ内で電極とし
て機能する設計を含む。本発明の関連する実施形態は、ベース層、ベース層上に配置され
、少なくとも１つの作用電極および少なくとも１つの対電極を含む導電層、導電層上に配
置され、厚さが２ミクロン未満である分析物感知層、および典型的には層を通って拡散し
、分析物感知層と接触することができる分析物の量を制限することによって、酵素層と接
触する分析物の量を調節する分析物調整層を含む電気化学分析物センサである。本発明の
幾つかの実施形態では、分析物調整層は、中央鎖、および中央鎖に結合された複数の側鎖
を有する親水性櫛型コポリマを含み、少なくとも１つの側鎖はシリコーン部分を含む。本
発明の任意選択の実施形態では、作用電極および／または作用電極のコーティングされた
表面は、対電極および／または対電極のコーティングされた表面よりも大きい。一部の実
施形態では、酵素層は、固定比率で担体タンパク質と組み合わせた、作用電極および対電
極上にコーティングすることによって安定化されたグルコースオキシダーゼを含む。一実
施形態では、このグルコースオキシダーゼ酵素層は導電層を実質的にカバーする。グルコ
ースオキシダーゼ酵素層が導電層全体上に均一なコーティングで配置される実施形態は、
異なる材料特性を有する異なるコーティングの選択的層間剥離など、単一層上に複数の異
なるコーティングを有するセンサに関連する問題を回避することができるために典型的で
ある。センサは、典型的には、酵素層と分析物調節層の間に配置された接着促進層を含む
。
【０１３３】
　本発明の関連する実施形態は、ベース層、少なくとも１つの作用電極、少なくとも１つ
の参照電極、および少なくとも１つの対電極を含む、ベース層上に配置された導電層、導
電層上に配置された酵素層、ならびに、酵素層と接触する分析物の量を調節する分析物調
整カバー層を有する電気化学分析物センサを含む。一部の実施形態では、酵素層は２ミク
ロン未満の厚さであり、作用電極、参照電極および対電極の少なくとも一部上にコーティ
ングされる。例示の実施形態では、酵素層は、作用電極、参照電極、および対電極を実質
的にカバーする。任意選択で、酵素層は、担体タンパク質（たとえば、アルブミン）と固
定比率で組み合わせたグルコースオキシダーゼを含む。典型的には、センサは、酵素層と
分析物調整層の間に配置された接着促進層を含む。
【０１３４】
　本発明の他の実施形態は、ベース層、ベース層上に配置された導電層、導電層上に配置
されたグルコースオキシダーゼを含む分析物感知層であって、グルコースオキシダーゼが
グルコースオキシダーゼとアルブミンを規定の比率で組み合わせることによって安定化さ
れ、グルコースオキシダーゼおよびアルブミンが配置された層中に実質的に均一に分配さ
れる分析物感知層、ならびに、グルコース制限層を通って拡散してグルコースオキシダー
ゼ層と接触するグルコースの量を調節するグルコース制限層を含む、体内に移植されるグ
ルコースセンサを含む二重注入セットを備える。一部の実施形態では、導電層は少なくと
も１つの作用電極および少なくとも１つの対電極を含む複数のセンサ素子を備える。
【０１３５】
［Ｆ．分析物センサ装置構成］
　臨床の場では、電気化学センサを使用して、血液試料から、グルコースおよび／または
乳酸値など分析物の正確で比較的迅速な決定を行うことができる。従来のセンサは、多く
の使用可能部品を含む大きいものに作製され、または多くの状況で比較的便利な小さい平
面型センサに作製される。本明細書で使用されるように、用語「平面」は、たとえば周知
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の厚いフィルムまたは薄いフィルム技法を使用して、比較的薄い材料の層を含む実質的に
平面構造を製作する周知の手順を指す。たとえば、（両方を本願に引用して援用する）リ
ュー（Ｌｉｕ）他の米国特許第４，５７１，２９２号およびパパダキス（Ｐａｐａｄａｋ
ｉｓ）他の米国特許第４，５３６，２７４号を参照されたい。下記のように、本明細書に
開示した本発明の実施形態は、当技術分野の現存のセンサよりも広範囲の幾何形状（たと
えば、平面）を有する。さらに、本発明の幾つかの実施形態は、薬剤注入ポンプなど、他
の装置に結合された本明細書に開示した１つ以上のセンサを含む。
【０１３６】
　図２は本発明の典型的な分析物センサ構成を示す図である。幾つかのセンサ構成は、分
析物センサ装置を有するように作製することができる比較的平坦な「リボン」型構成であ
る。こうした「リボン」型構成は、グルコースオキシダーゼなど感知酵素のスピンコーテ
ィング、高度に可撓性のセンサの幾何形状の設計および製造を可能にする非常に薄い酵素
コーティングを生成する製造工程によって得られる、本明細書に開示したセンサの利点を
示す。こうした薄い酵素でコーティングされたセンサは、移植可能な装置に非常に望まし
い特徴である、センサ感度を維持しながら比較的小さいセンサ面積を可能にするなどさら
なる利点を提供する（たとえば、装置が小さいほど移植しやすい）。したがって、スピン
コーティングなどの処理によって形成することができる非常に薄い分析物感知層を使用す
る本発明のセンサの実施形態は、電着などの処理によって形成された酵素層を使用するセ
ンサよりも広範囲の幾何形状（たとえば、平面）を有することができる。
【０１３７】
　幾つかのセンサ構成は、複数の作用電極、対電極および参照電極など、複数の導電素子
を含む。こうした構成の利点は、表面積の増加によってセンサ感度が上がることである。
たとえば、１つのセンサ構成は第３の作用センサを導入する。こうした構成の１つの明ら
かな利点は、３つのセンサの信号平均化であり、それによってセンサの精度が増加する。
他の利点には、複数の分析物を測定する能力が含まれる。具体的には、この構成の電極（
たとえば、複数の作用電極、対電極および参照電極）を含む分析物センサ構成を、複数の
分析物センサに組み込むことができる。酸素、過酸化水素、グルコース、乳酸、カリウム
、カルシウム、および任意の他の生理学的に関連する物質／分析物など複数の分析物の測
定は、たとえばこうしたセンサの線形応答を行う能力、ならびに、較正および／または再
較正を容易にする幾つかの利点を提供する。
【０１３８】
　本発明の分析物センサを、薬剤注入ポンプなど他の医療デバイスに結合することができ
る。この方式の例示の変形形態では、たとえば、医療デバイスに結合されるポート（たと
えば、ロッキング電気接続を有する皮下ポート）を使用することによって、本発明の交換
可能な分析物センサを薬剤注入ポンプなど他の医療デバイスに結合することができる。
【０１３９】
＜ＩＩ．本発明の装置のための例示の方法および材料＞
　幾つかの論文、米国の特許および特許出願に、本明細書に開示した一般的な方法および
材料に関する最新技術が記載されており、本明細書に開示したセンサの設計に使用するこ
とができる様々な素子（およびその製造方法）がさらに記載されている。それには、たと
えば、それぞれの内容を本願に引用して援用する、米国特許第６，４１３，３９３号、第
６，３６８，２７４号、第５，７８６，４３９号、第５，７７７，０６０号、第５，３９
１，２５０号、第５，３９０，６７１号、第５，１６５，４０７号、第４，８９０，６２
０号、第５，３９０，６９１号、第５，４８２，４７３号、第５，２９９，５７１号、第
５，５６８，８０６号、米国特許出願公開第２００２００９０７３８号、ならびに、ＰＣ
Ｔ国際公開第０１／５８３４８号、第０３／０３４９０２号、第０３／０３５１１７号、
第０３／０３５８９１号、第０３／０２３３８８号、第０３／０２２１２８号、第０３／
０２２３５２号、第０３／０２３７０８号、第０３／０３６２５５号、第０３／０３６３
１０号、および第０３／０７４１０７号が含まれる。
【０１４０】
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　糖尿病患者のグルコース濃度を監視するための典型的なセンサはさらに、シチリ（Ｓｈ
ｉｃｈｉｒｉ）他の「Ｉｎ　Ｖｉｖｏ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｎｅｅ
ｄｌｅ－Ｔｙｐｅ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｓｅｎｓｏｒ－Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　
Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｈ
ｕｍａｎ　Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒｓ」、Ｈｏｒｍ．Ｍｅｔａｂ．Ｒｅｓ．，Ｓｕｐｐｌ．Ｓ
ｅｒ．２０：１７～２０（１９８８）、ブルッケル（Ｂｒｕｃｋｅｌ）他の「Ｉｎ　Ｖｉ
ｖｏ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｃ
ｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｅｎｚｙｍａｔｉｃ　ＧＩｕｃｏｓｅ　
Ｓｅｎｓｏｒ　ａｎｄ　ａ　Ｗｉｃｋ　Ｍｅｔｈｏｄ」、Ｋｌｉｎ．Ｗｏｃｈｅｎｓｃｈ
ｒ．６７：４９１～４９５（１９８９）、およびピックアップ（Ｐｉｃｋｕｐ）他の「Ｉ
ｎ　Ｖｉｖｏ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　ｉｎ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｍｅｌ
ｌｉｔｕｓ：Ａｎ　Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｗｉｔｈ
　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」、Ｄｉａｂｅｔｏｌｏｇｉａ３
２：２１３～１７（１９８９）に記載されている。他のセンサは、たとえば、本願に引用
して援用する、リーチ（Ｒｅａｃｈ）他のＡＤＶＡＮＣＥＳ　ＩＮ　ＩＭＰＬＡＮＴＡＢ
ＬＥ　ＤＥＶＩＣＥＳ、Ａ．ターナー（Ｔｕｒｎｅｒ）（編）、ＪＡＩ　Ｐｒｅｓｓ、Ｌ
ｏｎｄｏｎ、第１章（１９９３）に記載されている。
【０１４１】
［Ａ．一般的な方法］
　本明細書に開示した本発明の典型的な一実施形態は、ベース層と、１つ以上の注入素子
（たとえばカテーテル）、および追加で１つ以上のセンサ素子、ならびに、穿孔部材など
こうした素子を生体内に配置しやすくする素子を組み合わせることによって、哺乳類の体
内に移植するための二重注入セット装置を作製する方法である。任意選択で、センサは、
ベース層を提供するステップ、ベース層上に導電層を形成し、導電層が電極（かつ典型的
には、作用電極、参照電極、および対電極）を含むステップ、導電層上に分析物感知層を
形成し、分析物感知層が分析物が存在する場合に導電層中の電極の電流を変えることがで
きる組成物を含むステップ、タンパク質層を分析物感知層上に任意選択で形成するステッ
プ、接着促進層を分析物感知層または任意選択のタンパク質層上に形成するステップ、分
析物感知層上に配置される分析物調整層を形成し、分析物調整層が分析物の分析物調整層
を通る拡散を調整する組成物を含むステップ、および分析物調整層の少なくとも一部上に
配置されるカバー層を形成し、カバー層が分析物調整層の少なくとも一部上にアパーチャ
をさらに含むステップを含む工程によって作製される。本発明の幾つかの実施形態では、
分析物調整層は、中央鎖および中央鎖に結合された複数の側鎖を有する親水性櫛型コポリ
マを含み、少なくとも１つの側鎖はシリコーン部分を含む。こうした方法の一部の実施形
態では、分析物センサ装置は、平坦な幾何形状構成に形成される。
【０１４２】
　本明細書に開示したように、センサの様々な層を、センサの特定の設計に従って操作す
ることができる多様な異なる特性を示すように製造することができる。たとえば、接着促
進層は、全体のセンサ構造を安定させることができるように選択された化合物、典型的に
はシラン組成物を含む。本発明の一部の実施形態では、分析物感知層は、スピンコーティ
ング法で形成され、１、０．５、０．２５、および０．１ミクロン未満の高さからなるグ
ループから選択された厚さである。
【０１４３】
　典型的には、センサの作製方法は、タンパク質層を分析物感知層上に形成するステップ
を含み、タンパク質層中のタンパク質はウシ血清アルブミンおよびヒト血清アルブミンか
らなるグループから選択されるアルブミンである。典型的には、センサの作製方法は、グ
ルコースオキシダーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、乳酸オキシダーゼ、ヘキソキナー
ゼおよび乳酸デヒドロゲナーゼからなるグループから選択される酵素組成物を含む分析物
感知層を形成するステップを含む。こうした方法では、分析物感知層は、典型的には、担
体タンパク質組成物を酵素に対して実質的に固定比率で含み、酵素および担体タンパク質
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は分析物感知層中に実質的に均一に分配される。
【０１４４】
［Ｂ．分析物センサの製造に有用な典型的なプロトコルおよび材料］
　本明細書に提供した開示は、様々な周知の技法の組合せを使用して作製することができ
るセンサおよびセンサの設計を含む。この開示はさらに、非常に薄い酵素コーティングを
このタイプのセンサ、ならびに、こうした工程で製造されたセンサに塗布する方法を提供
する。その関連で、本発明の一部の実施形態は、技術的に容認される工程に従って、こう
したセンサを基板上に作製する方法を含む。幾つかの実施形態では、基板はフォトリソグ
ラフィマスクおよびエッチング加工で使用するのに適した剛直かつ平坦な構造を含む。そ
の関連で、基板は、典型的には、高い均一な平面度を有する上面を画定する。研磨したガ
ラス板を使用して、平滑な上面を画定することができる。代替の基板材料には、たとえば
、ステンレス鋼、アルミニウム、およびデルリンなどプラスチック材料が含まれる。他の
実施形態では、基板は非剛直であり、たとえば、ポリイミドなどのプラスチックなど、基
板として使用される他のフィルムまたは絶縁体の層でもよい。
【０１４５】
　本発明の方法の最初のステップは、典型的には、センサのベース層の形成を含む。ベー
ス層を、任意の所望の手段、たとえば制御されたスピンコーティングによって、基板上に
配置することができる。さらに、基板層とベース層の間の接着が十分でない場合は、接着
剤を使用することができる。絶縁材料のベース層は、典型的には、ベース層の材料を液体
形態で基板上に塗布し、その後に基板を回転させて、薄い、実質的に均一の厚さのベース
層を作製することによって、基板上に形成される。こうしたステップを繰り返して、十分
な厚さのベース層を作製し、続いて、一連のフォトリソグラフィおよび／または化学マス
クおよびエッチングのステップによって以下で論じる導体を形成する。例示の一形態では
、ベース層は、セラミックまたはポリイミド基板など、絶縁材料の薄いフィルムシートを
含む。ベース層は、アルミナ基板、ポリイミド基板、ガラスシート、制御された多孔質ガ
ラス、または平坦化プラスチック液晶ポリマを含むことができる。ベース層は、限定的で
はないが、炭素、窒素、酸素、ケイ素、サファイア、ダイヤモンド、アルミニウム、銅、
ガリウム、ヒ素、ランタン、ネオジム、ストロンチウム、チタン、イットリウム、または
その組合せを含む、１つ以上の様々な元素を含む任意の材料から誘導することができる。
さらに、基板を、化学蒸着、物理蒸着、またはスピンコーティングを含む当技術分野で周
知の様々な方法によって、スピングラス、カルコゲニド、グラファイト、二酸化ケイ素、
有機合成ポリマなどの材料で固体支持体上にコーティングすることができる。
【０１４６】
　本発明の方法は、さらに、１つ以上の感知素子を有する導電層の生成を含む。典型的に
は、こうした感知素子は、活性電極の形状を画定するためのフォトレジスト、エッチング
および洗浄など、当技術分野で周知の様々な方法の１つによって形成される電極である。
次いで、たとえば、作用電極および対電極にはＰｔ黒、参照電極上には銀、続いて塩化銀
を電着することによって、電極を電気化学的に活性にすることができる。次いで、センサ
化学酵素層などセンサの層を、電気化学蒸着、または、たとえば、スピンコーティングに
続く、ジアルデヒド（グルタルアルデヒド）またはカルボジイミドとの蒸気架橋（ｖａｐ
ｏｒ　ｃｒｏｓｓｌｉｎｋ）など、電気化学蒸着以外の方法で感知層上に配置することが
できる。
【０１４７】
　本発明の電極を当技術分野で周知の多様な材料から形成することができる。たとえば、
電極は貴金属の後周期遷移金属からなるものでもよい。金、白金、銀、ロジウム、イリジ
ウム、ルテニウム、パラジウム、またはオスミウムなどの金属が本発明の様々な実施形態
に適している。炭素または水銀など他の組成物も幾つかのセンサの実施形態に有用である
。こうした金属のうち、銀、金、または白金が参照電極金属として典型的に使用される。
後で塩素化される銀の電極が参照電極として典型的に使用される。こうした金属は、上記
で引用したプラズマ蒸着法を含む当技術分野で周知の任意の手段で、または、基板が金属
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塩および還元剤を含む溶液に浸漬される場合、以前に金属化された金属の領域上への蒸着
を含むことができる無電解法で蒸着することができる。無電解法は、還元剤が電子を導電
（金属化）面に移すときに、金属塩が導電面で同時に還元されて進行する。その結果、吸
着金属層が得られる。（無電解法に関する他の論述については、ワイズ（Ｗｉｓｅ）、Ｅ
．Ｍ．によるＰａｌｌａｄｉｕｍ：Ｒｅｃｏｖｅｒｙ，Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，ａｎｄ　
Ｕｓｅｓ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ（１９
８８年）、ウォン（Ｗｏｎｇ）、Ｋ．他のＰｌａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆ
ｉｎｉｓｈｉｎｇ、１９８８年、７５、７０～７６、マツオカ（Ｍａｔｓｕｏｋａ）、Ｍ
．他のＩｂｉｄ．、１９８８年、７５、１０２～１０６、およびパールステイン（Ｐｅａ
ｒｌｓｔｅｉｎ）、Ｆ．の「Ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ　Ｐｌａｔｉｎｇ」Ｍｏｄｅｍ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ、Ｌｏｗｅｎｈｅｉｍ、Ｆ．Ａ．、Ｅｄ．、Ｗｉｌｅｙ、Ｎ
ｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｎ．Ｙ．（１９７４）第３１章を参照されたい）。しかし、こうした金
属蒸着法では、良好な金属対金属の接着および最小の表面汚染を有する構造が生成されて
、高密度の活性部を有する触媒金属電極面が提供されるに違いない。こうした高密度の活
性部は、過酸化水素など電気活性種の効率のよい酸化還元変換に必要な特性である。
【０１４８】
　本発明の例示の一実施形態では、ベース層は最初に電極蒸着、表面スパッタリング、ま
たは他の適当な加工ステップによって薄いフィルム導電層でコーティングされる。一実施
形態では、この導電層を、ポリイミドのベース層への化学接着に適した最初のクロムベー
スの層に続いて、薄いフィルムの金ベースおよびクロムベースの層がその後に順に形成さ
れた複数の薄いフィルム導電層として提供することができる。代替実施形態では、他の電
極層構造または材料を使用することもできる。次いで、従来のフォトリソグラフィ技法に
従って、選択したフォトレジストコーティングで導電層をカバーし、接触マスクを適当な
光画像形成のためのフォトレジストコーティング上に塗布することができる。接触マスク
は、典型的には、フォトレジストコーティングの適切な露出のための１つ以上の導体トレ
ースパターンを含み、続いて、エッチングステップで、ベース層上に複数の導電センサト
レースが残ることになる。皮下グルコースセンサとして使用されるように設計された例示
の一センサ構成では、各センサトレースは、作用電極、対電極および参照電極など３つの
別個の電極に対応する３つの平行のセンサ素子を含むことができる。
【０１４９】
　典型的には、導電センサ層の一部が、通常はケイ素ポリマおよび／またはポリイミドな
どの材料の絶縁カバー層によってカバーされる。絶縁カバー層を任意の所望の方法で塗布
することができる。例示の一手順では、絶縁カバー層がセンサトレース上に液体層で塗布
され、その後、基板が回転されて、液体材料が、センサトレース上に重なり、センサトレ
ースの周縁部を超えて延びてベース層と密閉接触される薄いフィルムとして分配される。
次いで、この液体材料は、当技術分野で周知のように、１つ以上の適当な放射線および／
または化学および／または熱硬化ステップを受けることができる。代替実施形態では、液
体材料をスプレイ技法または任意の他の所望の塗布手段を使用して塗布することができる
。光画像形成可能なエポキシアクリレートなど様々な絶縁層材料を使用することができる
。例示の材料は、製品番号７０２０でＮ．Ｊ．，Ｗｅｓｔ　ＰａｔｅｒｓｏｎのＯＣＧ，
Ｉｎｃ．から入手可能な光画像形成可能なポリイミドを含む。
【０１５０】
　上記のように、遠位端電極を画定する適当な電極化学物質を、任意選択で開口を通して
センサの先端を露出した後に、センサの先端に塗布することができる。グルコースセンサ
として使用される３つの電極を有する例示のセンサの一実施形態では、酵素（典型的には
グルコースオキシダーゼ）が開口の１つ内に与えられ、したがって、センサの先端の１つ
がコーティングされて、作用電極が画定される。他の電極の１つまたは両方に、作用電極
と同じコーティングを行うことができる。別法として、他の２つの電極に他の酵素など他
の適当な化学物質を塗布し、またはコーティングせずにおき、あるいは化学的性質を与え
て、電気化学センサ用の参照電極および対電極を画定することができる。
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【０１５１】
　本発明の非常に薄い酵素コーティングの作製方法は、スピンコーティング法、浸漬乾燥
法、低シェアスプレイ法、インクジェットプリンティング法、シルクスクリーン法などを
含む。当業者は、当技術分野の方法によって塗布される酵素コーティングの厚さを容易に
決定することができるため、本発明の非常に薄いコーティングを作製することができる方
法を容易に特定することができる。典型的には、こうしたコーティングは、塗布後に蒸気
架橋することができる。驚くべきことに、こうした方法で作られたセンサは、寿命、線形
性、規則性の向上、ならびに、信号対雑音比の向上を含む、電着によって作られたコーテ
ィングを有するセンサの特性を超える材料特性を有する。さらに、こうした方法によって
形成されたグルコースオキシダーゼコーティングを使用する本発明の実施形態は、過酸化
水素を再利用し、こうした酵素の生体適合性プロフィールを改善するように設計される。
【０１５２】
　スピンコーティング法などの方法で作られたセンサは、電着処理中にセンサに加えられ
る材料応力に関連する問題など、電着に関連する他の問題も回避する。具体的には、電着
法では、センサ上に、たとえば張力および／または圧縮力から生じる機械的応力など、機
械的応力が生じることが観察される。状況によっては、こうした機械的応力によって、亀
裂または離層する傾向があるコーティングを有するセンサになる恐れがある。これは、ス
ピンコーティングまたは他の低応力の方法でセンサ上に配置されたコーティングでは観察
されない。したがって、本発明の他の実施形態は、スピンコーティングプロセスによって
コーティングを塗布することを含む、電着から影響を受けるセンサ上のコーティングの亀
裂および／または離層を回避する方法である。
【０１５３】
　センサ素子の処理後、１つ以上の追加の機能性コーティングまたはカバー層をスプレイ
、浸漬など当技術分野で周知の多様な方法の任意のもので塗布することができる。本発明
の一部の実施形態は、酵素を含む層上に蒸着された分析物調整層を含む。活性センサ表面
と接触する１つ以上の分析物の量の調整に分析物調整層を使用する他に、分析物制限膜層
の使用によって、外来の材料によるセンサ汚損の問題も取り除かれる。当技術分野で周知
のように、分析物調整膜層の厚さは活性酵素に到達する分析物の量に影響を与える可能性
がある。したがって、その適用は、典型的には、規定の処理条件下で実施され、その厚さ
寸法は厳密に制御される。下位層の微細加工は、分析物調整膜層の寸法制御に影響を与え
る因子である他に、分析物制限膜層材料自体の組成物を要求することがある。その関連で
、幾つかのタイプのポリマ、たとえばシロキサンおよび非シロキサン部分のコポリマが特
に有用であることが発見されている。こうした材料を制御した厚さにマイクロ分注（ｍｉ
ｃｒｏｄｉｓｐｅｎｓｅ）またはスピンコーティングすることができる。その最終構成を
本明細書に記載した他の別個の構造に適合するパターンニングおよびフォトリソグラフィ
技法によって設計することもできる。こうした非シロキサン－シロキサンコポリマの例に
は、限定的ではないが、ジメチルシロキサン－アルケンオキシド（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉ
ｌｏｘａｎｅ－ａｌｋｅｎｅ　ｏｘｉｄｅ）、テトラメチルジシロキサン－ジビニルベン
ゼン（ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ－ｄｉｖｉｎｙｌｂｅｎｚｅｎｅ）
、テトラメチルジシロキサン－エチレン（ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ
－ｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ジメチルシロキサン－シルフェニレン（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌ
ｏｘａｎｅ－ｓｉｌｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）、ジメチルシロキサン－シルフェニレンオキシ
ド（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ－ｓｉｌｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｏｘｉｄｅ）、ジ
メチルシロキサン－ａ－メチルスチレン（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ－ａ－ｍｅ
ｔｈｙｌｓｔｙｒｅｎｅ）、ジメチルシロキサン－ビスフェノールＡカーボネートコポリ
マ（ｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ－ｂｉｓｐｈｅｎｏｌ　Ａ　ｃａｒｂｏｎａｔｅ
　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、またはその適当な組合せが含まれる。コポリマの非シロキサン
成分の重量％は、任意の有用な値に予め選択することができるが、典型的には、この割合
は約４０～８０ｗｔ％の範囲内である。上記のコポリマの中で、５０～５５ｗｔ％の非シ
ロキサン成分を含むジメチルシロキサン－ビスフェノールＡカーボネートコポリマが典型
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的である。こうした材料は、Ｂｒｉｓｔｏｌ、Ｐａ．（ＵＳＡ）のＰｅｔｒａｒｃｈ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ、から購入することができ、この会社の製品カタログに記載されている。分
析物制限膜層として働くことができる他の材料には、限定的ではないが、ポリウレタン、
酢酸セルロース、硝酸セルロース、シリコーンゴム、または、適合性がある場合はシロキ
サン非シロキサンコポリマを含む、こうした材料の組合せが含まれる。
【０１５４】
　本発明の一部の実施形態では、センサは、センサの層の酵素と接触することができる分
析物の量を調節することができる親水性膜コーティングを含む分析物調整層を塗布する方
法によって作製される。たとえば、本発明のグルコースセンサに加えられるカバー層は、
電極上のグルコースオキシダーゼ酵素層と接触するグルコースの量を調節するグルコース
制限膜を含むことができる。こうしたグルコース制限膜は、この目的に適していることが
周知の多様な材料、たとえば、ポリジメチルシロキサンなどシリコーン、ポリウレタン、
酢酸セルロース、ナフィオン、ポリエステルスルホン酸（たとえば、Ｋｏｄａｋ　ＡＱ）
、ヒドロゲル、またはこの目的に適していることが当業者に周知の任意の他の膜から作製
することができる。本発明の幾つかの実施形態では、分析物調整層は、中央鎖および中央
鎖に結合された複数の側鎖を有する親水性櫛型コポリマを含み、少なくとも１つの側鎖は
シリコーン部分を含む。過酸化水素を再利用する能力を有するセンサに関連する本発明の
一部の実施形態では、グルコースオキシダーゼ酵素層上に配置された膜層は、センサが配
置された環境に過酸化水素が放出されるのを阻止し、過酸化水素分子と電極感知素子との
間の接触を促進するように機能する。
【０１５５】
　本発明の方法の一部の実施形態では、接着促進層がカバー層（たとえば分析物調整膜層
）とセンサ化学層の間に配置されて、それらが接触しやすいようにし、センサ装置の安定
性を増加させる能力のために選択される。本明細書に記載したように、接着促進層の組成
物は、センサの安定性を与える能力の他に、幾つかの望ましい特性を提供するように選択
される。たとえば、接着促進層で使用される一部の組成物は、干渉物阻止、ならびに、所
望の分析物の質量移動を制御する働きをするように選択される。接着促進層を当技術分野
で周知の多様な材料の任意のものから作製して、こうした層間の結合を促進することがで
き、接着促進層を当技術分野で周知の多様な方法の任意のもので塗布することができる。
典型的には、接着促進層は、γ－アミノプロピルトリメトキシシランなどシラン化合物を
含む。本発明の幾つかの実施形態では、接着促進層および／または分析物調整層は、近位
に存在するシロキサン部分を架橋する能力のために選択された物質を含む。本発明の他の
実施形態では、接着促進層および／または分析物調整層は、近位の層中に存在するタンパ
ク質のアミンまたはカルボキシル部分を架橋する能力のために選択された物質を含む。任
意選択の実施形態では、ＡＰ層はさらに、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、グルコ
ース制限膜など分析物調整層内に典型的に存在するポリマを含む。例示の実施形態では、
調合物は０．５～２０％のＰＤＭＳ、典型的には５～１５％のＰＤＭＳ、かつ最も典型的
には１０％のＰＤＭＳを含む。ＰＤＭＳをＡＰ層に加えることは、センサが製造されると
きにＡＰ層中に孔または間隙が生じる可能性が低減される状況では有利である
【０１５６】
　上記のようにセンサの層の間の接着を促進させるために一般に使用されるカップリング
試薬は、γ－アミノプロピルトリメトキシシランである。シラン化合物は、通常、適当な
溶媒と混合されて、液体混合物を形成する。次いで、液体混合物を、限定的ではないが、
スピンコーティング、浸漬コーティング、スプレイコーティング、およびマイクロ分注を
含む任意の数の方法で、ウェーハまたは平面感知デバイス上に塗布または確立することが
できる。マイクロ分注法は、材料のマイクロスポットがデバイスの複数の予め選択された
領域に分注される自動工程として実施することができる。さらに、「剥離（ｌｉｆｔ－ｏ
ｆｆ）」など、またはフォトレジストキャップを使用するフォトリソグラフィ技法を使用
して、得られた選択透過性フィルム（すなわち、選択的透過性を有するフィルム）の幾何
形状を局在化し、画定することができる。シラン混合物の形成に使用するのに適した溶媒
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には、水性溶媒および水混和性の有機溶媒、ならびに、その混合物が含まれる。アルコー
ル性水混和性有機溶媒およびその水性混合物が特に有用である。こうした溶媒混合物は、
約２００から約６，０００の分子量を有するポリエチレングリコール（ＰＥＧ）など非イ
オン性界面活性剤をさらに含むことができる。混合物濃度約０．００５から約０．２ｇ／
ｄＬのこうした界面活性剤の液体混合物への添加は、得られる薄いフィルムの平坦化を助
けるものである。また、シラン試薬の適用前にウェーハ表面をプラズマ処理することによ
って、修正された表面が提供され、より平坦な層の確立を促進することができる。水非混
和性有機溶媒をシラン化合物の溶液の調製に使用することもできる。こうした有機溶媒の
例には、限定的ではないが、ジフェニルエーテル、ベンゼン、トルエン、塩化メチレン、
ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベ
ンゼン、またはその混合物が含まれる。プロトン性溶媒またはその混合物を使用する場合
、水が最終的にアルコキシ基の加水分解を引き起こして、有機ケイ素水酸化物（特にｎ＝
１の場合）が生成され、それが縮合してポリ（オルガノシロキサン）が形成される。こう
した加水分解シラン試薬は、基板表面上に存在することができるヒドロキシルなど極性基
と縮合することもできる。非プロトン性溶媒を使用する場合、大気水分はシラン試薬上に
最初に存在するアルコキシ基を加水分解するには十分であろう。シラン化合物（ただしｎ
＝１または２）のＲ’基は、その後に塗布される追加の層と機能的に適合するように選択
される。Ｒ’基は通常、酵素の基板表面への共有結合的付着に有用な末端アミン基を含む
（たとえば、グルタルアルデヒドなど化合物をムラカミ（Ｍｕｒａｋａｍｉ）、Ｔ他のＡ
ｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、１９８６、１９、１９７３～８６によって記載さ
れるように結合剤として使用することができる）。
【０１５７】
　センサの幾つかの他のコーティングと同様に、接着促進層は、当技術分野で周知のよう
に、１つ以上の適当な放射および／または化学および／または熱硬化ステップを受けるこ
とができる。代替実施形態では、酵素層を十分に架橋し、または他の方法で調製して、接
着促進層が存在しない場合に、膜カバー層がセンサ化学層と直接接触して配置されるよう
にすることができる。
【０１５８】
　本発明の例示の実施形態は、センサ上に、ベース層を提供し、ベース層上にセンサ層を
形成し、センサ層上に酵素層をスピンコーティングし、次いで分析物接触層（たとえばグ
ルコース制限膜など分析物調整層）を形成することによってセンサを作製し、分析物接触
層が酵素層と接触することができる分析物の量を調節する方法である。一部の方法では、
酵素層はセンサ層上に蒸気架橋される。本発明の典型的な実施形態では、センサ層は少な
くとも１つの作用電極および少なくとも１つの対電極を含むように形成される。幾つかの
実施形態では、酵素層は、作用電極の少なくとも一部および対電極の少なくとも一部上に
形成される。典型的には、センサ層上に形成される酵素層の厚さは、２、１、０．５、０
．２５、または０．１ミクロン未満である。典型的には、酵素層は、グルコースオキシダ
ーゼ、グルコースデヒドロゲナーゼ、乳酸オキシダーゼ、ヘキソキナーゼ、または乳酸デ
ヒドロキナーゼ、および／または同様の酵素など１つ以上の酵素を含む。特定の方法では
、酵素層は、担体タンパク質を固定比率で組み合わせてセンサ層上にコーティングするこ
とによって安定化されるグルコースオキシダーゼを含む。典型的には担体タンパク質はア
ルブミンである。こうした方法は、典型的には、接着促進層をグルコースオキシダーゼ層
と分析物接触層の間に配置されるように形成するステップを含む。任意選択で、接着促進
層は分析物調整層の形成前に硬化工程を受ける。
【０１５９】
　こうした方法によって作製され完成したセンサは、典型的には、（支持基板を使用する
場合は）支持基板から、たとえば基板上の各センサを取り囲む線に沿って切断することに
よって迅速に簡単に取り外される。切断ステップは、各センサを取り囲む、またはそれに
外接する線に沿って、典型的には導電素子から少なくとも僅かに外側に間隔をあけた関係
で、ベースおよびカバー層、ならびに、機能性コーティング層を切断して、完成したセン
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サの測縁部をシールするのに十分な連続したベースおよびカバー層の材料が残るようにす
るのに使用されるＵＶレーザ切断デバイスを含むものなど、当技術分野で典型的に使用さ
れる方法を使用することができる。さらに、セラミック基板の切断に典型的に使用される
ダイシング技法を適当なセンサの実施形態に使用することができる。ベース層は、典型的
には、下位の支持基板に物理的に付着されておらず、または最小限に直接付着されるため
、かなりのさらなる処理ステップ、または付着されたセンサを支持基板から物理的に引っ
張り、あるいは剥離することによって生じる応力による損傷の可能性を回避して、センサ
を支持基板から迅速に簡単に持ち上げることができる。その後、支持基板を洗浄し、再利
用し、または他の方法で廃棄することができる。他のセンサの構成要素が支持基板から（
たとえば切断によって）除去される前または後に、１つ以上の機能性コーティング層を塗
布することができる。
【０１６０】
＜ＩＩＩ．本発明の分析物センサ装置の使用方法＞
　本発明の関連する実施形態は、哺乳類の体内の分析物を感知し、治療組成物をその哺乳
類に注入する方法であって、この方法は、本明細書に開示した二重注入セットの実施形態
を哺乳類の体内に移植し、次いで、流体を送達し、作用電極の電流の変化を感知し、電流
の変化を分析物の存在と相関させて、分析物を感知することを含む。典型的には、分析物
センサは陽極に分極されて、電流の変化が感知される作用電極が陽極になされる。１つの
こうした方法では、分析物センサ装置は哺乳類の体内のグルコースを感知する。代替方法
では、分析物センサ装置は、乳酸、カリウム、カルシウム、酸素、ｐＨ、および／または
哺乳類の体内の任意の生理学的に関連する分析物を感知する。
【０１６１】
　上記に開示した構造を有する幾つかの分析物センサは、哺乳類の体内の分析物を感知す
るための多様な方法を可能にする幾つかの非常に望ましい特性を有する。たとえばこうし
た方法では、哺乳類の体内に移植された分析物センサ装置は、１、２、３、４、５、また
は６ヶ月以上にわたり哺乳類の体内で分析物を感知するように機能する。典型的には、こ
のように哺乳類の体内に移植された分析物センサ装置は、１５、１０、５、または２分未
満の分析物とセンサの接触に応答して、電流の変化を感知する。こうした方法では、セン
サを、哺乳類の体内の様々な部位、たとえば血管腔と非血液腔の両方に移植することがで
きる。
【０１６２】
＜ＩＶ．本発明のキットおよびセンサセット＞
　本発明の他の実施形態では、上記のように、分析物を感知し、治療組成物を送達するの
に有用なキットおよび／またはセンサセットを提供する。キットおよび／またはセンサセ
ットは、典型的には、上記の容器、ラベル、および装置を含む。適当な容器には、たとえ
ば、金属箔、ボトル、バイアル、注射器、および試験管などの材料から作られた開けやす
いパッケージが含まれる。容器は、金属（たとえば箔）、紙製品、ガラス、またはプラス
チックなど様々な材料から形成することができる。容器上の、または容器に関連するラベ
ルは、センサが選択分析物のアッセイに使用されていることを示す。一部の実施形態では
、容器は、ベース、インスリンを注入するための注入素子、感知素子、または感知血糖、
および注入および感知素子を生体内に挿入するための穿孔部材を有する装置を保持する。
キットは、センサを分析物環境内に導入しやすくするように設計された素子またはデバイ
ス、他の緩衝剤、希釈剤、フィルタ、針、注射器、および使用説明書を有するパッケージ
挿入物を含む、商業上かつ使用者の立場から望ましい他の材料をさらに含むことができる
。
【０１６３】
　本明細書で様々な刊行物の引用が参照されている。また、本発明の様々な実施形態をよ
り明瞭に概説するために、関連技術からの幾つかの文章が本明細書に再現されている。本
明細書での全ての引用文の開示を明確に本願に引用して援用する。
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