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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経皮的な検体のモニタリングシステムのためのセンサアセンブリであって、
　患者の浸透性にされた皮膚と接面し、前記皮膚を通して検体を受け取るように適合され
たポリエチレングリコールジアクリレートマクロマーベースのヒドロゲルであって、前記
ポリエチレングリコールジアクリレートマクロマーは、２０００～８０００ダルトンの分
子量を有し、且つ酵素の存在で架橋されて少なくともその酵素の一部を封入する架橋マク
ロマーのネットワークを形成し、
　少なくとも第一の電極と第二の電極とを含む電極アセンブリであって、前記第一の電極
と前記第二の電極は、センサ本体の表面上で相互に隣接して配置され、ヒドロゲルに隣接
して位置決めされた電極アセンブリとを含み、
　操作中、患者の皮膚を通して受けとられた検体と前記酵素が連続的に反応するように、
前記電極アセンブリは、患者の浸透性をされた皮膚と隣接して位置決めされ、
　前記検体の値と相関する電気信号が前記電極アセンブリによって電気信号が検出される
ことを特徴とするセンサアセンブリ。
【請求項２】
　前記検体の値は前記生体膜を通る前記検体の流量であることを特徴とする請求項１に記
載のセンサアセンブリ。
【請求項３】
　前記検体の値が患者の体液中の前記検体の濃度であることを特徴とする請求項１に記載



(2) JP 5502279 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

のセンサアセンブリ。
【請求項４】
　前記電極アセンブリおよび前記ヒドロゲルを支持するセンサ本体をさらに含むことを特
徴とする請求項１に記載のセンサアセンブリ。
【請求項５】
　前記検体がグルコースを含むことを特徴とする請求項１に記載のセンサアセンブリ。
【請求項６】
　前記ヒドロゲルがグルコースオキシダーゼを含むことを特徴とする請求項５に記載のセ
ンサアセンブリ。
【請求項７】
　前記ヒドロゲルに濃度１～１０％のグルコースオキシダーゼが添加されていることを特
徴とする請求項１に記載のセンサアセンブリ。
【請求項８】
　前記ヒドロゲルが約３４，００の分子量を有することを特徴とする請求項１に記載のセ
ンサアセンブリ。
【請求項９】
　前記ヒドロゲルが約２００マイクロメーターの厚さを有することを特徴とする請求項１
に記載のセンサアセンブリ。
【請求項１０】
　前記ヒドロゲルがグルコースオキシダーゼに予め浸漬されたことを特徴とする請求項１
に記載のセンサアセンブリ。
【請求項１１】
　前記ヒドロゲルがグルコースオキシダーゼを予め添加されたことを特徴とする請求項１
に記載のセンサアセンブリ。
【請求項１２】
　媒体が生体膜から検体を受け取ることができるように前記媒体を前記生体膜に関して配
置し、前記媒体が、ポリエチレングリコールジアクリレートマクロマーベースのヒドロゲ
ルを含み、前記ヒドロゲルは、酵素の存在で架橋されて少なくともその酵素の一部を封入
する架橋マクロマーのネットワークである２０００～８０００ダルトンの分子量を有する
ポリエチレングリコールジアクリレートマクロマーから形成されている、前記ヒドロゲル
に電極アセンブリが接続されているステップと、
　前記検体を前記ヒドロゲルと連続的に反応させるステップと、
　前記電極アセンブリで電気信号を検出するステップとを含み、
　前記電気信号が検体の値とリアルタイムで相関することを特徴とする検体をモニタリン
グするための方法。
【請求項１３】
　前記生体膜の浸透性を増加させるために前記生体膜を予め処理することをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記予め処理するステップが、前記生体膜に低周波数の超音波を適用することを特徴と
する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ヒドロゲルに濃度１～１０％のグルコースオキシダーゼが添加されていることを特
徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記マクロマーが約３，４００の分子量を有することを特徴とする請求項１２に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記ヒドロゲルが約２００マイクロメーターの厚さを有することを特徴とする請求項１
２に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年１０月２８日に出願された米国特許出願第１０／９７４，９６３
号の継続出願である、２００５年８月１１日に出願された米国特許出願第１１／２０１，
３３４号の分割出願であり、その両方を参照によって全体的に援用する。本出願は以下の
特許および特許出願に関連し、それぞれを参照によってその全体を本明細書に援用する：
２００１年３月１６日に出願された米国特許出願第０９／９７９，０９６号；１９９９年
１２月１７日に出願された米国特許出願第０９／８６８，４４２号；１９９８年１２月１
８日に出願された米国特許仮出願第６０／１１２，９５３号；１９９９年７月１２日に出
願された米国特許仮出願第６０／１４２，９４１号；１９９９年７月１２日に出願された
米国特許仮出願第６０／１４２，９５０号；１９９９年７月１２日に出願された米国特許
仮出願第６０／１４２，９５１号；１９９９年７月１２日に出願された米国特許仮出願第
６０／１４２，９７５号；米国特許第６，１９０，３１５号；および１９９８年１月８日
に出願された米国特許仮出願第６０／０７０，８１３号。
【０００２】
　本発明は非侵襲的な体液のサンプリングに関し、より詳細には、非侵襲的な体液のサン
プリングおよび分析のためのシステム、方法およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　糖尿病患者は、自分の血中グルコース濃度をモニタリングするために、指または腕を穿
刺して血液を採取することが多い。血液を使用して頻繁にモニタリングを行うこの慣習は
、痛みを伴い、不便である。新しい、痛みの少ない体液のサンプリング方法が、企図され
開示されている。例えば、これらの痛みの少ない方法には、血液および細胞間液などの体
液をサンプリングするための極小針の使用、イオントフォレーシスの使用および超音波の
使用を含む。
【０００４】
　超音波の適用によって皮膚の浸透性を高めることができることが示されている。このよ
うな例は特許文献１、２、３に開示されており、参照によってその開示の全体を援用する
。キャビテーション作用およびその生体音響効果によって脂質二重層を分離するために、
伝達媒体を介して超音波を角質層に適用することができる。輸送の障壁である角質層を分
離することによって、グルコースまたは薬物などの検体が、皮膚を通り、皮膚に入り、お
よび皮膚から出る拡散を促進することができる。
【０００５】
　検体および体液の輸送は、駆動力の作用によってさらに促進することができる。このよ
うな駆動力には、とりわけ、ソノフォレーシス、イオントフォレーシス、起電力、圧力、
真空力、電磁駆動力、熱力、磁力、化学駆動力、毛管作用および浸透力が挙げられる。能
動的な力の使用によって、その後の分析のために流体を採取するための手段がもたらされ
る。
【０００６】
　皮膚を浸透性にする前、間および後に駆動力を適用することが特許文献２、３、４、５
、６に開示されており、参照によってそれらの開示を全体的に援用する。駆動力を使用す
る目的は、体液およびその含有物を分析のために皮膚から能動的に抽出することである。
上述のように、真空力、ソノフォレーシスおよび電気浸透力などの能動的な力によって、
角質を通過する対流を形成することができる。これらの力を使用して体液を抽出すること
ができるが、力をヒトの皮膚に加えるときには、ある種の制限が適用されることがある。
例えば、主な制限には、角質を通して輸送することのできる体液の流量および容量がある
。一般に、浸透性が増加された角質の領域を通して流体を輸送するためには、高い圧力が
必要である。皮膚に真空力を長時間適用すると、表皮が真皮から物理的に分離することが
あり、青あざおよび膨れが生じることになる。
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【０００７】
　制限の別の例は、対流を形成するために皮膚に適用することのできるエネルギーの量で
ある。使用可能な容量の体液を抽出するには、超音波への長時間の曝露を伴い、痛みおよ
び皮膚への損傷を生じる可能性がある。同様に、角質を通して体液の電気浸透力を抽出す
ることは、高い電流密度を使用する必要があることにより、皮膚に損傷を与える可能性が
ある。上述の抽出方法の使用は、ヒトの皮膚に適用するときには制限があることは明らか
である。
【０００８】
【特許文献１】米国特許第４，７６７，４０２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，９４７，９２１号明細書
【特許文献３】米国特許第６，００２，９６１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，２７９，５４３号明細書
【特許文献５】米国特許第５，７２２，３９７号明細書
【特許文献６】米国特許第６，００９，３４３号明細書
【特許文献７】米国特許第６，１９０，３１５号明細書
【特許文献８】米国特許第６，０４１，２５３号明細書
【特許文献９】ＰＣＴ国際出願ＰＣＴ／ＵＳ９９／３００６７号明細書
【特許文献１０】米国特許出願第０９／８６８，４４２号明細書
【非特許文献１】Ｃｈｕａｎｇ　Ｈ，　Ｔａｙｌｏｒ　Ｅ，　ａｎｄ　Ｄａｖｉｓｏｎ　
Ｔ．，　“Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ
　Ｍｉｎｉｍａｌｌｙ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｆｌｕｘ　Ｓｅｎｓｏｒ　
Ｐｌａｃｅｄ　Ｏｖｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｐｅｒｍｅａｔｅｄ　Ｓｋｉ
ｎ，”　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　＆　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，　
６：２１－３０　（２００４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、関連する技術分野のこれらおよび他の欠点を克服する、非侵襲的な体液の
サンプリングおよび分析のためのシステム、方法およびデバイスが必要とされている。
【００１０】
　したがって、長時間にわたって皮膚、頬および爪などの生体膜の浸透性を増加させる方
法、ならびに体液を抽出して血液、細胞間液、リンパ液または他の体液検体のモニタリン
グを個別または連続的に実施する、非侵襲的かつ実用的な方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施形態によれば、本発明は、生体膜と接面し生体膜から検体を受け取るように適合
された媒体を含む経皮的な検体のモニタリングシステムであって、媒体が酢酸ビニルベー
スのヒドロゲル、アガロースベースのヒドロゲル、ポリエチレングリコールジアクリレー
ト（ＰＥＧ－ＤＡ）ベースのヒドロゲルおよびそれらの混合物からなる群から選択される
ヒドロゲルならびに電極アセンブリを含み、媒体が検体と連続的に反応するように適合さ
れ、電気信号が電極アセンブリによって検出され、電気信号が検体の値と相関する、経皮
的な検体のモニタリングシステムに関する。
【００１２】
　別の実施形態によれば、本発明は、生体膜と接面し生体膜から検体を受け取るように適
合された媒体、および複数の電極を含む電極アセンブリを含む経皮的な検体のモニタリン
グシステムであって、少なくとも１つの電極の表面領域が実質的に純白金からなり、媒体
が検体と連続的に反応するように適合され、電気信号が電極アセンブリによって検出され
、電気信号が検体の値と相関する、経皮的な検体のモニタリングシステムに関する。
【００１３】
　別の実施形態によれば、本発明は、生体膜と接面し生体膜から検体を受け取るように適
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合された媒体、電極アセンブリ、および経皮的な検体のモニタリングシステムの標的でな
い生体部分からの干渉を低減するために生体膜と電極アセンブリの間に置かれる干渉フィ
ルタを含む、経皮的な検体のモニタリングシステムに関する。
【００１４】
　別の実施形態によれば、本発明は、生体膜と接面し生体膜から検体を受け取るように適
合された媒体、電極アセンブリを含むセンサ（電極アセンブリは複数の電極を含む）、お
よびセンサの変動を訂正するエラー訂正法を実行するようにプログラムされたプロセッサ
を含む経皮的な検体のモニタリングシステムであって、媒体が検体と連続的に反応するよ
うに適合され、電気信号が電極アセンブリによって検出され、電気信号が検体の値と相関
する、経皮的な検体のモニタリングシステムに関する。
【００１５】
　非侵襲的な体液のサンプリングおよび分析のための方法が開示される。本発明の一実施
形態によれば、本方法は、（１）浸透度を有する生体膜の領域を識別するステップ、（２
）この生体膜の領域の浸透度を増加するステップ、（３）この生体膜の領域をレシーバと
接触させるステップ、（４）この生体膜の領域を通る、および生体膜の領域から出る体液
を抽出するステップ、（５）この体液の抽出を増加させるように外力を提供するステップ
、（６）このレシーバにおける体液を収集するステップ、（７）収集された体液を、少な
くとも１つの検体の存在に関して分析するステップ、および（８）この体液を分析するス
テップの結果を提供するステップを含む。
【００１６】
　生体膜の領域は、制御下の線量測定法で超音波を使用して、浸透性とすることができる
。超音波に曝露された領域で、浸透による輸送を使用して体液の抽出を行うことができる
。レシーバを使用して体液を収集することができる。レシーバを、パッチ、装着式レシー
バ、膜、吸収性ストリップ、ヒドロゲルまたは等価物の形で生体膜に取り付けることがで
きる。レシーバは、血液の検体を示す様々な検体の存在に関して分析することができる。
検体は、電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、反射、Ｒａｍａｎ、磁気、質量分析、
ＩＲ分光測定法の使用、およびそれらの組合せを含むことができる。レシーバを第２のレ
シーバに取り付けることもでき、体液と第２のレシーバの間の化学的濃度の起動力が最大
になるように、第２のレシーバ内の検体の濃度は体液より実質的に低く連続的に維持され
る。これは化学反応または希釈の量または同様の手段によって達成される。一実施形態で
は、レシーバおよび第２のレシーバは異なる原理（例えば、浸透、希釈等）で動作するこ
とができる。別の実施形態では、レシーバは同一の原理で動作することができる。
【００１７】
　非侵襲的な体液のサンプリングおよび分析のためのシステムが開示される。本発明の一
実施形態によれば、システムは、超音波の生成を制御する制御装置、超音波を生体膜の領
域に適用する超音波アプリケータ、生体膜の領域に接触し、生体膜の領域を通る、および
生体膜の領域から出る体液を受けるレシーバ、レシーバと相互作用し、レシーバ内の体液
に少なくとも１つの検体の存在を検出するメータを含む。レシーバは、膜と、膜内部に収
容されるヒドロゲル、流体または液体などの媒体とを含むことができる。
【００１８】
　非侵襲的な体液のサンプリングおよび分析のための方法が開示される。本発明の一実施
形態によれば、本方法は、（１）生体膜の領域の浸透度を増加させるステップ、（２）レ
シーバをこの生体膜の領域に取り付けるステップ、（３）この生体膜の領域を通る、およ
び生体膜の領域から出る検体を抽出するステップ、（４）このレシーバ内に体液を収集す
るステップ、（５）この体液中の少なくとも１つの検体の濃度を測定するステップを含む
。
【００１９】
　非侵襲的な体液のサンプリングおよび分析のためのデバイスが開示される。本発明の一
実施形態によれば、デバイスは、浸透性が増加された生体膜の領域に取り付けられ、生体
膜の領域を通る、および生体膜の領域から出る体液を受けるレシーバ、および受け取った
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体液中に少なくとも１つの検体の存在を検出し、その検体の濃度を示す装着式メータを含
む。レシーバは、膜と、膜内部に収容されるヒドロゲル、流体または液体などの媒体とを
含むことができる。メータはプロセッサと、検体の存在を検出するデバイスとを含むこと
ができる。検出デバイスは、電気化学的検出器、生物化学検出器、蛍光検出器、吸光検出
器、反射検出器、Ｒａｍａｎ検出器、磁気検出器、質量分析検出器、ＩＲ分光検出器、お
よびそれらの組合せを含むことができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、浸透力を要求時に使用して、生体膜からおよび生体膜を
通して体液をサンプリングすることができる。診断およびモニタリングのために検体の濃
度を測定する必要がある場合はいつでも、薄い液体リザーバなどのレシーバを使用して、
溶液、ゲル、ヒドロゲル、または他の形態の浸透剤を、超音波処理する生体膜に適用する
ことができる。レシーバは、接着剤を使用して生体膜に取り付けることができる。レシー
バは、短時間の間、生体膜に取り付けることができる。その後、レシーバ内の溶液を除去
し、検体の存在を分析することができる。一実施形態では、レシーバはパッチの形に作製
することができる。レシーバはヒドロゲルおよび浸透剤を含むことができる。レシーバは
、検体の存在を検出するために浸透剤と化学試薬を組み合わせることができる。試薬は、
電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、反射、Ｒａｍａｎ、磁気、質量分析、ＩＲ分光
測定法、およびそれらの組合せなどの使用をレシーバで実施することができる。
【００２１】
　別の実施形態では、定期的または連続的に、生体膜からまたは生体膜を通して、体液を
サンプリングするために浸透力を使用することができる。診断およびモニタリングのため
に検体の濃度を測定する必要がある場合はいつでも、薄い液体リザーバなどの薄いレシー
バを使用して、溶液形態中の浸透剤を、超音波処理する生体膜に適用することができる。
レシーバは、接着剤を使用して生体膜に取り付けることができる。一実施形態では、レシ
ーバはパッチの形に作製することができる。レシーバは、浸透剤を含むヒドロゲルを含む
ことができる。レシーバは、浸透力の強度および期間を操作するための手段を含む。電気
力、磁力、電磁力、生化学的反応、化学薬品、モル濃度調整、溶液調整、ｐＨ調整、超音
波力、電気浸透力、イオントフォレーシス力、電気穿孔力、およびそれらの組合せを使用
して、浸透力の強度を操作することができる。電気力、磁力、電磁力、生化学的反応、化
学薬品、モル濃度調整、溶液調整、ｐＨ調整、超音波力、電気浸透力、イオントフォレー
シス力、電気穿孔力、およびそれらの組合せを使用して、浸透力の期間を操作することが
できる。レシーバは、検体の存在を検出するように、浸透剤と生化学試薬を組み合わせる
ことができる。試薬は、電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、反射、Ｒａｍａｎ、磁
気、質量分析、ＩＲ分光測定法、およびそれらの組合せなどの使用をレシーバで実施する
ことができる。レシーバは、検出のために定期的に除去することができる。　一実施形態
では、超音波に曝露された生体膜と接触する浸透剤の濃度を変化させる電流を使用するこ
とによって、浸透力に対する生体膜の曝露の強度、期間、および頻度を操作することがで
きる。浸透剤はいくつかの電荷種へと解離することのできる複数の電荷剤を使用すること
ができる。これらの電荷種は電気力を使用して輸送することができる。電荷種を単離する
ために膜を使用することができる。電荷種は自由に拡散し、電気力が除去されるとすぐに
結合する。
【００２２】
　一実施形態では、超音波に曝露された生体膜と接触する浸透剤の濃度を変化させる能動
的な力を使用することによって、浸透力に対する生体膜の曝露の強度、期間、頻度を操作
することができる。浸透剤は、中性電荷剤とすることができる。様々な場の力を使用して
、薬剤を輸送することができる。場の力は、選択された薬剤の本質的および束一的特性に
依存する。場の力は、生体膜表面に向かっておよび離れて浸透剤を移動させるのに必要な
力を生成する。浸透剤の移動によって、角質を通る体液の定期的および連続的な抽出を調
整する。
【００２３】
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　一実施形態では、超音波に曝露された生体膜と接触する浸透剤の濃度を変化させること
によって、浸透力に対する生体膜の曝露の強度、期間、および頻度を操作することができ
る。溶剤の容量と、浸透剤を含むヒドロゲルの容量とを操作することによって、浸透剤は
、浸透剤の濃度を変化させてもよい。ヒドロゲルの容量は、ゲル内へ拡散できる分子の濃
度により変動するヒドロゲルを作製することによって変化させることができる。一例では
、ヒドロゲルを、グルコース分子に反応するように作製する。ヒドロゲルの容量は、その
温度を操作することによって、およびゲルのｐＨを変えることによって、変化させること
ができる。
【００２４】
　浸透性を増加させた生体膜の領域に取り付けられ、生体膜の領域を通る、および生体膜
の領域から出る体液を受けるレシーバが開示される。本発明の一実施形態によれば、レシ
ーバは、第１のグリッド、少なくとも１つの薬剤を含む媒体層、少なくとも１つの薬剤に
関して濃度勾配の障壁を誘導する膜、対グリッド、オキシダーゼ層、検出層、および第１
のグリッドと対グリッドの間に電位差をもたらす電圧源を含む。血液、細胞間液、検体、
およびリンパ液を含みうる体液は、生体膜から外へ、または生体膜を通過して、第１のグ
リッド、対グリッド、およびオキシダーゼ層を介して検出層へと流れてもよい。
【００２５】
　非侵襲的な体液のサンプリングおよび分析のためのシステム、方法およびデバイスが開
示されることは、本発明の技術的利点である。検体の濃度を連続的または定期的に測定で
きることは、本発明の別の技術的利点である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明、その目的および利点をより詳細に理解するために、以下の説明を添付の図面と
併せて参照する。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態およびその利点は、様々な図面の同様なおよび対応する部品
に同様の番号を使用する、図１から２８の図面の参照によって最も良く理解できる。
【００２８】
　本明細書で使用される「体液」という用語は、血液、細胞間液、リンパ液および／また
は検体を含むことができる。さらに、本明細書で使用される「生体膜」という用語は、組
織、粘膜、ならびに皮膚、頬および爪を含む角質化した組織を含むことができる。さらに
、本明細書で使用される「力」という用語は、力の勾配を含むこともできる。
【００２９】
　本発明はヒトへの適用に関連して説明することができるが、獣医学への適用も企図され
ており、本発明の範囲内である。
【００３０】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態による非侵襲の体液サンプリングおよび分析の
ための方法を示すフローチャートが示されている。ステップ１０２では、生体膜の領域の
浸透性は増加する。一実施形態では、生体膜の領域は哺乳類の患者の掌側の前腕に定める
ことができる。別の実施形態では、生体膜の領域は哺乳類の患者の大腿部に定めることが
できる。さらに別の実施形態では、生体膜の領域は腹部に定めることができる。さらに別
の実施形態では、生体膜の領域は背部に定めることができる。他の体の部位を使用するこ
ともできる。
【００３１】
　一般に、物理的な微小孔の形成、脂質二重層の物理的な分断、脂質二重層の化学的な修
飾、角質の物理的な分断、および角質の化学的な修飾など、生体膜の浸透性を増加するた
めにいくつかの方法を使用することができる。微小孔の形成またはその分断は、針、微小
針、シリコン微小針、レーザー、レーザーと色素吸収の併用、熱源、超音波針、超音波変
換器、低温アブレーション、高周波アブレーション、光音響アブレーション、およびそれ
らの組合せを使用した物理的穿孔によって、達成することができる。
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【００３２】
　好ましい実施形態では、生体膜の浸透性を増加する領域に超音波を適用することができ
る。超音波は一般に約２０ｋＨｚより高い周波数の音と定義される。治療用超音波は、一
般に２０ｋＨｚから５ＭＨｚの間である。一般に、約１０ｋＨｚから約２０ｋＨｚは近超
音波である。本発明の実施形態では、超音波のほかに近超音波を使用することもできるこ
とを理解できる。
【００３３】
　一般に、キャビテーションを生じさせ生体膜の浸透性を増加させるのに十分な周波数で
、生体膜の領域に超音波または近超音波を適用することが好ましい。一実施形態では、超
音波を約１０ｋＨｚから約５００ｋＨｚの周波数で適用することができる。別の実施形態
では、超音波を約２０ｋＨｚから約１５０ｋＨｚの周波数で適用することができる。さら
に別の実施形態では、超音波を約５０ｋＨｚで適用することができる。他の周波数の超音
波を適用して、生体膜の浸透度を高めることもできる。
【００３４】
　一実施形態では、超音波の強度は約０～約１００ｗａｔｔ／ｃｍ2の範囲することがで
き、好ましくは約０～約２０ｗａｔｔ／ｃｍ2の範囲である。所望に応じて他の適切な強
度を使用することもできる。
【００３５】
　生体膜の浸透性を増加させるための方法はＫｏｓｔらの特許文献７に開示されており、
参照によってその全体を援用する。
【００３６】
　ステップ１０４では、生体膜の領域を通る、または生体膜の領域から出る体液を抽出す
る。一実施形態では、浸透力などの外力によって抽出を補助する。一実施形態では、生体
膜の浸透性を増加する前、間および後に浸透力を制御することができる。
【００３７】
　一実施形態では、生体膜の領域に浸透剤を適用することによって浸透力を発生させるこ
とができる。浸透剤は元素、分子、高分子、化学化合物、またはそれらの組合せの形とす
ることができる。浸透剤は溶液、ヒドロゲル、ゲル、または同様の機能を有する薬剤と組
合せることもできる。
【００３８】
　ステップ１０６では、少なくとも１つの追加の第１のエネルギーおよび／または力によ
って、外力の大きさ、強度、および期間を調整することができる。一実施形態では、生体
膜を通る、および生体膜から出る体液を抽出するための浸透剤の移動および機能を、制御
および調整するように第１の追加のエネルギーおよび／または力を適用することができる
。第１の追加のエネルギーおよび／または力を、熱、温度力、圧力、起電力、機械的振動
、超音波、イオントフォレーシス、電磁力、磁力、光熱力、光音響力、およびそれらの組
合せの形で提供することができる。経皮的薬物輸送における電界および超音波の作用は特
許文献８に開示されており、参照によってその全体を援用する。
【００３９】
　一実施形態では、第１の追加のエネルギーおよび／または力が超音波によって提供され
る場合、超音波の周波数を、生体膜の浸透性を増加するために使用される周波数とは異な
る周波数で提供することができる。一実施形態では、第１の追加のエネルギー／力の超音
波の周波数を、浸透性を増加させる超音波の周波数より高くすることができる。
【００４０】
　ステップ１０８では、体液をレシーバに収集することができる。一実施形態では、レシ
ーバをパッチ、装着式リザーバ、膜、吸収ストリップ、ヒドロゲルの形態または同等の機
能を発揮する構造で生体膜と接触させることができる。他のタイプおよび他の構造のレシ
ーバを使用することもできる。
【００４１】
　一実施形態では、レシーバは、体液と第２のレシーバの間の化学的濃度の起動力が最大
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になるように、体液の検体の濃度より実質的に低く継続的に維持される検体濃度を有する
、第２のレシーバを備えることができる。これは化学反応または希釈の量または同様の手
段によって行われる。
【００４２】
　一実施形態では、第１のレシーバと第２のレシーバの間に第２の外部エネルギー／力を
適用することができる。一実施形態では、第２の外部エネルギー／力は、第１の外部エネ
ルギー／力と異なるもの（例えば、異なる種類の外力など）とすることができる。別の実
施形態では、第２の外部エネルギー／力は、第１の外部エネルギー／力と同じもの（例え
ば、同じ種類の外力など）とすることができる。第１および第２の外部エネルギー／力は
、種類、時間および強度を変えることができ、異なる追加のエネルギーおよび／または力
によって制御することができる。
【００４３】
　ステップ１１０では、収集した体液を分析することができる。一実施形態では、分析は
電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、反射、Ｒａｍａｎ、磁気、質量分析、赤外線（
ＩＲ）分光測定、およびそれらの組合せなど、適切な方法の使用を含むことができる。
【００４４】
　一実施形態では、複数の検体を、同時に、並行してまたは連続して分析することができ
る。これらの複数の分析による結果を、アルゴリズムと組み合わせて使用して、例えば分
析および測定の正確度、精密度またはその両方を向上させることができる。
【００４５】
　一実施形態では、収集された体液を分析するために、レシーバを生体膜との接触から取
り外すことができる。別の実施形態では、収集された体液を分析する際、レシーバを生体
膜と接触したままとすることができる。
【００４６】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態に従って、生体膜の透過性を増加させるために
生体膜に超音波を制御下で適用するためのデバイスが示されている。デバイス２００は、
ケーブルなどの適切な手段によって、超音波アプリケータ２０４と連携する制御装置２０
２を含む。制御装置２０２は、生体膜の領域への超音波の適用を制御する。一実施形態で
は、制御装置２０２および超音波アプリケータ２０４によって、強度が約０～約２０ｗａ
ｔｔ／ｃｍ2の超音波または近超音波を生成することができる。一実施形態では、超音波
は約２０ｋＨｚから約１５０ｋＨｚの周波数を有することができる。別の実施形態では、
超音波は５０ｋＨｚの周波数を有することができる。他の超音波周波数を使用することも
できる。
【００４７】
　さらに、制御装置２０２は、必要に応じて情報をユーザに伝達するために、ＬＣＤまた
はＬＥＤディスプレイなどのディスプレイを含むことができる。また、制御装置２０２は
、当技術分野で既知であるようにユーザインターフェースを含むこともできる。
【００４８】
　超音波アプリケータ２０４は、超音波カップリング溶液２０８を含有するカートリッジ
２０６を備えることができる。カートリッジ２０６は、超音波カップリング溶液２０８を
封入できるプラスチックなどの材料から作製することができる。適切な超音波カップリン
グ溶液２０８は、限定されるものではないが、水、生理食塩水、エタノールおよびイソプ
ロパノールを含むアルコール（水溶液中の濃度が１０から１００％）、Ｔｒｉｔｏｎ　Ｘ
－１００、ＳＬＳ、またはＳＤＳなどの界面活性剤（好ましくは、水溶液中の濃度が０．
００１から１０％範囲）、ＤＭＳＯ（好ましくは、水溶液中の濃度が１０から１００％の
範囲）、リノール酸などの脂肪酸（好ましくは、エタノール－水（５０：５０）混合物中
の濃度が０．１から２％の間の範囲）、アゾン（azone）（好ましくは、エタノール－水
（５０：５０）混合物中の濃度が０．１から１０％の間の範囲）、好ましくは水溶液中の
濃度が０．１から５０％のポリエチレングリコール、好ましくは水溶液中の濃度が０．１
から１００ｍｇ／ｍｌのヒスタミン、好ましくは濃度が１から１００ｍＭのＥＤＴＡ、好
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ましくは濃度が１から１００ｍＭの水酸化ナトリウム、オクチル硫酸ナトリウム、Ｎ－タ
ウロイルサルコシン、オクチルトリメチル臭化アンモニウム、ドデシルトリメチル臭化ア
ンモニウム、テトラドデシルトリメチル臭化アンモニウム、ヘキサドデシルトリメチル臭
化アンモニウム、塩化ドデシルピリジン水和物、ＳＰＡＮ　２０、ＢＲＩＪ　３０、グリ
コール酸エトキシレート４－ｔｅｒ－ブチルフェニルエーテル、ＩＧＥＰＡＬ　ＣＯ－２
１０、およびそれらの組合せを含むことができる。
【００４９】
　一実施形態では、カップリング媒体は化学的促進剤を含むことができる。例えば、ヒス
タミンなどの毛管浸透性促進剤をカップリング媒体に添加することによって、輸送促進を
達成することができる。カップリング媒体中のヒスタミン濃度は、０．１から１００ｍｇ
／ｍｌの間とすることができる。これらの薬剤は超音波を適用する間に生体膜を通過して
輸送することができ、局所的な流体圧力を増加する局所的な浮腫を形成することができ、
生体膜を通過する検体の輸送を促進させることができる。さらに、浮腫による流体の貯留
が起きることによって局所的なキャビテーションが誘発され、生体膜を通過する検体の輸
送が促進されるようになる。
【００５０】
　一実施形態では、超音波アプリケータ２０４内に挿入するときにカートリッジ２０６を
穿孔することができ、超音波カップリング溶液２０８をチャンバ（図示せず）に移すこと
ができる。
【００５１】
　ターゲットリング２１０などのターゲット認識デバイスを、生体膜の浸透性を増加する
領域に取り付けることができる。ターゲットリング２１０は、経皮的な接着剤（図示せず
）によって生体膜の領域に取り付けることができる。一実施形態では、ターゲットリング
２１０は経皮的接着剤を予め塗布することができ、各使用の後に廃棄することができる。
別の実施形態では、ターゲットリング２１０は再使用可能である。
【００５２】
　ターゲットリング２１０は、プラスチック、セラミック、ゴム、発泡体等、適切な材料
から形成することができる。一般に、ターゲットリング２１０によって、生体膜の浸透性
を増加させ体液を抽出する領域を識別する。一実施形態では、ターゲットリング２１０を
使用して、生体膜の浸透性が増加した後もレシーバ２１４を保持して生体膜と接触させる
ことができる。
【００５３】
　一実施形態では、ターゲットリング２１０を使用して生体膜の浸透度をモニタリングす
ることができ、これは「Method and Apparatus for Enhancement of Transdermal Transp
ort」という名称の特許文献９に開示されており、参照によってその開示を全体的に援用
する。このような実施形態では、ターゲットリング２１０は超音波アプリケータ２０４と
連携することができる。　超音波アプリケータ２０４をターゲットリング２１０に適用し
、超音波カップリング溶液２０８を生体膜に曝露するよう起動することができる。制御装
置２０２は超音波カップリング溶液２０８を介して超音波を伝播させるように超音波アプ
リケータ２０４を制御する。超音波曝露中、制御装置２０２は生体膜の浸透性の変化をモ
ニターすることができ、またこの情報をユーザに表示することができる。
【００５４】
　制御装置２０２は、生体膜の所定の浸透度が達成されると超音波の適用を中止または中
断することができる。浸透度はあらかじめプログラムすることができ、または超音波を適
用しながらリアルタイムで測定することができる。所定の浸透度は、個体間の生体膜の違
いによって各個体に対してプログラムすることができる。
【００５５】
　所定の浸透度が達成された後、超音波カップリング溶液２０８をチャンバ（図示せず）
からカートリッジ２０６内へと空け、その後廃棄することができる。別の実施形態では、
超音波カップリング溶液２０８を超音波アプリケータ２０４の収容領域（図示せず）に空
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け、その後廃棄することができる。次いで、超音波アプリケータ２０４をターゲットリン
グ２１０から取り外すことができる。
【００５６】
　図３を参照すると、本発明の一実施形態による体液を分析するためのデバイスが示され
ている。生体膜を通しておよび／または生体膜から外へ、個別にまたは要求に応じて体液
の抽出を実行するように、レシーバ２１４をターゲットリング２１０内に置くことができ
る。レシーバ２１４は、浸透剤を含むヒドロゲル層などの媒体を含むことができる。一実
施形態では、ヒドロゲルは、生理食塩水が約０．０１Ｍから約１０Ｍの濃度の塩化ナトリ
ウムである、リン酸緩衝生理食塩水液（ＰＢＳ）を含むように配合することができる。ヒ
ドロゲルはｐＨ７で緩衝することができる。塩化ナトリウムの代わりに、またはそれに加
えて、他の浸透剤を使用することもできる。好ましくは、これらの浸透剤は非炎症性、非
汚染性、非免疫性である。このような浸透剤の例には、とりわけ、乳酸および硫酸マグネ
シウムが挙げられる。
【００５７】
　別の実施形態では、レシーバ２１４は、半浸透膜内に含まれる水または緩衝剤などの流
体または液体の媒体を含むことができる。レシーバ２１４は発泡剤などの海綿状材料を含
むこともできる。
【００５８】
　レシーバ２１４を、超音波に曝露された生体膜に接触するように生体膜に適用すること
ができる。一実施形態では、検出のために十分な量の体液を収集するのに十分な時間だけ
、レシーバ２１４を生体膜に適用することができる。別の一実施形態では、所定量の体液
を収集するのに十分な時間だけ、レシーバ２１４を生体膜に適用することができる。さら
に別の実施形態では、レシーバ２１４を所定の時間だけ生体膜に適用することもできる。
一実施形態では、レシーバ２１４と生体膜の接触を１５分以下とすることができる。別の
実施形態では、レシーバ２１４と生体膜の接触を５分以下とすることができる。さらに別
の実施形態では、レシーバ２１４と生体膜の接触を２分以下とすることができる。実際の
接触時間は、分析に使用する検出方法の感度に依存することができる。
【００５９】
　一実施形態では、生体膜からまたは生体膜を通して抽出された体液中に、ある種の検体
の存在を検出するために、レシーバ２１４の媒体は少なくとも１つの試薬（図示せず）を
含むことができる。一実施形態では、レシーバ２１４のヒドロゲル層は試薬を含むことが
でき、試薬はイオンおよび／または共有結合手段によってヒドロゲルに固定することがで
き、またはゲルの封入によって固定化することができる。試薬はまた、ヒドロゲルに隣接
する層に配置することもでき、ヒドロゲル内へと抽出された体液からの検体が拡散し反応
して副産物を生成することもできる。次いで、電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、
反射、Ｒａｍａｎ、磁気、質量分析、ＩＲ分光測定法、およびそれらの組合せなどを使用
して、副産物を検出することができる。　検出方法はメータ２１２によって実施すること
ができる。メータ２１２はプロセッサ（図示せず）およびＬＣＤディスプレイなどのディ
スプレイを含むことができる。他の適切なディスプレイを設けることもできる。
【００６０】
　一実施形態では、メータ２１２は、コンピュータなどの外部デバイスに情報をダウンロ
ードすることのできるインターフェースを設けることができる。このようなインターフェ
ースによってインターフェースケーブルの接続を可能にすることができ、またはワイヤレ
スインターフェースとすることもできる。
【００６１】
　メータ２１２は、レシーバ２１４の媒体にグルコースオキシダーゼを組み込むことによ
って、体液のグルコース濃度を決定するように構成することができる。一実施形態では、
抽出した体液からのグルコースをグルコースオキシダーゼと反応させて過酸化水素を生成
することができる。レシーバ２１４内に組み込まれた電極の表面で過酸化水素が酸化する
ことによって、過酸化水素を検出することができる。過酸化水素が酸化することによって
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電子が電極表面に移動して電流が発生し、これをメータ２１２に組み込むことのできるポ
テンショスタットを使用して定量化することができる。過酸化水素の濃度に比例するグル
コース濃度を計算することができ、その結果はディスプレイを介してユーザに報告するこ
とができる。グルコースおよび他の検体の検出および分析を実施するために、当業者には
既知の電極および試薬の様々な構成を組み込むことができる。
【００６２】
　メータ２１２は、体液の濃度が変動すると予想されるグルコースなどの検体の濃度と、
体液の濃度が数分間、数時間または数日間にわたって比較的安定すると予想されるクレア
チニンまたはカルシウムなどの検体を、同時に測定するように構成することもできる。変
動する検体とより安定的な検体の相対的濃度を考慮したアルゴリズムを使用して、測定す
ることのできる検体濃度を、ディスプレイを介してユーザに報告することができる。
【００６３】
　別の実施形態では、メータ２１２は複数の検体を同時に、並行して、または連続して分
析することができる。これらの複数の分析による結果を、アルゴリズムを組合せて使用し
て、例えば分析および測定の正確度、精密度またはその両方を向上させることができる。
【００６４】
　レシーバ２１４は、抽出および測定ステップの後、廃棄することができる。別の実施形
態では、レシーバ２１４を再使用することができる。一実施形態では、レシーバ２１４を
再使用する前に、清浄または滅菌等を行うことができる。グルコースおよび他の検体の検
出および分析を実施するために、当業者には既知の電極および試薬の様々な構成を組み込
むことができる。
【００６５】
　図４を参照すると、本発明の別の実施形態に従って、検体の濃度を推測するように体液
を連続して抽出および分析するためのデバイスが示されている。図に示されているように
、前腕、腹部または大腿部の生体膜部位を超音波に曝露することができ、背部などの他の
生体膜部位を使用することもできる。レシーバ２１４と同様にすることのできるレシーバ
４０２を、超音波に曝露された生体膜部位に接触させて、体液の連続抽出を実施すること
ができる。一実施形態では、レシーバ４０２は塩化ナトリウムなどの浸透剤を含むヒドロ
ゲル層などの媒体を含むことができる。ヒドロゲルは、生理食塩水が０．０１Ｍから１０
Ｍの濃度の塩化ナトリウムである、リン酸緩衝生理食塩水液（ＰＢＳ）を含むように配合
することができる。ヒドロゲルはｐＨ７で緩衝することができる。
【００６６】
　塩化ナトリウムの代わりに、またはそれに加えて、他の浸透剤を使用することもできる
。これらの浸透剤は、好ましくは、非炎症性、非汚染性、および非免疫性である。このよ
うな他の浸透剤の例には、とりわけ、乳酸および硫酸マグネシウムが挙げられる。レシー
バ４０２を、超音波に曝露された生体膜に接触するように適用することができる。一実施
形態では、この接触時間は１２～２４時間、またはそれ以上とすることができる。別の実
施形態では、実質的により短時間、および実質的により長時間を含む他の接触時間を、所
望に応じて使用することができる。
【００６７】
　別の実施形態では、レシーバ４０２は、半浸透膜内に含まれる水または緩衝剤などの流
体または液体の媒体を含むことができる。レシーバ４０２は発泡剤などの海綿状材料を含
むこともできる。
【００６８】
　一実施形態では、レシーバ４０２の媒体は、生体膜を通してまたは生体膜から抽出され
た体液中に検体の存在を検出する、少なくとも１つの試薬（図示せず）を含むことができ
る。一実施形態では、レシーバ４０２のヒドロゲル層は試薬を含むことができ、試薬はイ
オンおよび／または共有結合手段によってヒドロゲルに固定することができ、またはゲル
の封入によって固定化することができる。試薬はまた、ヒドロゲルに隣接する層に配置す
ることもでき、ヒドロゲル内へと抽出された体液からの検体が拡散し、反応して副産物を
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生成することもできる。電気化学、生物化学、光学、蛍光、吸光、反射、Ｒａｍａｎ、磁
気、質量分析、ＩＲ分光測定法、およびそれらの組合せなどを使用して、副産物を検出す
ることができる。
【００６９】
　上述の通り、メータ２１２と同様の機能とすることができるメータ４０４によって、検
出方法を実施しユーザに結果を表示することができる。一実施形態では、メータ４０４は
装着式とすることができる。例えば、図に示すように、腕時計を装着するのと同様の方法
でメータ４０４を装着することができる。メータ４０４をベルト、ポケット等に装着する
こともできる。
【００７０】
　メータ４０４は、体液の定期的な抽出を制御し、検体を検出し、検体濃度を連続的に表
示するように、電力および電子機器を組み込むことができる。メータ４０４は、センサ信
号を取得するための電子機器およびソフトウェアを含むことができ、信号処理を実行する
ことができ、分析および傾向情報を保存することができる。
【００７１】
　一実施形態では、メータ４０４は、コンピュータなどの外部デバイスに情報をダウンロ
ードすることのできるインターフェースを設けることができる。このようなインターフェ
ースによってインターフェースケーブルの接続を可能にすることができ、またはワイヤレ
スインターフェースとすることもできる。
【００７２】
　メータ４０４は、媒体中にグルコースオキシダーゼを組み込むことによって、体液のグ
ルコース濃度を測定するように構成することができる。一実施形態では、抽出した体液か
らのグルコースをグルコースオキシダーゼと反応させて過酸化水素を生成することができ
る。レシーバ４０２内に組み込まれた電極の表面で過酸化水素が酸化することによって、
過酸化水素を検出することができる。過酸化水素が酸化することによって電子が電極表面
に移動して電流が発生し、これをメータ４０４に組み込むことのできるポテンショスタッ
トを使用して定量化することができる。過酸化水素の濃度に比例するグルコース濃度を計
算することができ、その結果はディスプレイを介してユーザに報告することができる。グ
ルコースおよび他の検体の検出および分析を実施するために、当業者には既知の電極およ
び試薬の様々な構成を組み込むことができる。
【００７３】
　一実施形態では、メータ４０４は、体液の濃度が変動すると予想されるグルコースなど
の検体の濃度と、体液の濃度が数分間、数時間または数日間にわたって比較的安定すると
予想されるクレアチニンまたはカルシウムなどの検体を、同時に測定するように構成する
こともできる。変動する検体とより安定的な検体の相対的濃度を考慮したアルゴリズムを
使用して、測定することのできる検体濃度を、ディスプレイを介してユーザに報告するこ
とができる。
【００７４】
　別の実施形態では、メータ４０４は複数の検体を同時に、並行して、または連続して分
析することができる。これらの複数の分析による結果を、アルゴリズムを組合せて使用し
て、例えば分析および測定の正確度、精密度またはその両方を向上させることができる。
【００７５】
　別の実施形態では、メータ４０４によって分析するためにレシーバ４０２を生体膜との
接触から取り外すことができる。そのような分析の後にレシーバ４０２を生体膜と接触さ
せることができる。
【００７６】
　メータ４０４によってユーザは定期的または連続的に検体を読み取ることができる。例
えば、一実施形態では、検体のグルコースの連続的なモニタリングにおいて、グルコース
濃度を３０分ごと、より好ましくは１５分ごと、最も好ましくは５分ごと、またはそれよ
りさらに頻繁に、ユーザに表示することができる。別の実施形態では、グルコース濃度を
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連続的に表示することができる。期間は、検体を検出する感度および方法に依存すること
ができる。連続的なグルコースのモニタリングにおいて、一実施形態では、レシーバ４０
２内に組み込まれた電極および試薬ならびにメータ４０４によって実施される検出および
分析を使用して、電気化学的方法によってグルコースの検出を実施することができる。測
定期間中、レシーバ４０２のヒドロゲル層によって、体液の浸透抽出を連続的に実施する
ことができる。レシーバ４０２のヒドロゲルに体液を蓄積することができる。体液中のグ
ルコースをグルコースオキシダーゼと反応するように拡散させ、過酸化水素に変化させる
。過酸化水素は、基準電極に対して作用電極の均衡を保つことによって消費される。過酸
化水素は休止期間中に蓄積し、測定期間前に消費され破壊される。過酸化水素の蓄積を迅
速に消費するように、作用電位の大きさを加えることができる。
【００７７】
　図５を参照すると、本発明の別の実施形態に従って、定期的な体液の浸透抽出を実施す
ることによって検体を定期的にモニタリングする方法が示されている。複数の電荷種へと
解離する浸透剤を使用することによって、浸透抽出の強度および頻度を操作することがで
き、電荷濃度が生体膜表面５５０に向かっておよび生体膜表面から離れて移動するように
電位を使用することができる。レシーバ５００は、グリッド、メッシュまたはスクリーン
５０４；ヒドロゲル層とすることのできる媒体５０６；膜５０８；対グリッド、メッシュ
またはスクリーン５１０；オキシダーゼ層５１２；および検出層５１４を含むことができ
る。グリッド５０４および対グリッド５１０は、電圧源５１６に接続することができる。
膜５０８は、媒体５０６に含まれる浸透剤の濃度勾配の障壁を誘発するために使用される
半浸透性膜であることができる。好ましい浸透剤は、負および正の種または対イオンを含
むことができる。超音波に曝露された生体膜の角質に隣接する境界面で、電荷種の濃度を
操作することによって、体液の定期的な抽出を行うことができる。
【００７８】
　一実施形態では、ヒドロゲルまたは他の適切な媒体とすることのできる接触媒体５０２
を介して、レシーバ５００を皮膚に接触させることができる。
【００７９】
　電圧源５１６を使用してグリッド５０４と対グリッド５１０の間に電位差を印加するこ
とによって、電荷種の濃度を操作することができる。一実施形態では、電位差は浸透剤を
操作するのに十分な大きさとすることができる。電荷が生体膜表面５５０に向かっておよ
び生体膜表面から離れて移動するように、グリッドの極性を変化させることもできる。グ
リッド５０４および対グリッド５１０は、体液および／または検体を、角質から外へ、グ
リッド５０４、グリッド５１０を通って、オキシダーゼ層５１２の中へ、かつ最終的に検
出層５１４内へ移動させるように、最適な多孔性に構成することができる。オキシダーゼ
層５１２は、検体の検出の特異性をもたらすように、適切な触媒、または酵素とともに使
用することができる。検出層５１４は、検出した所望の検体の濃度を定量化するように、
オキシダーゼ層５１２の副産物の検出を可能にする作用電極および基準電極（図示せず）
を含むことができる。
【実施例１】
【００８０】
　以下の実施例は本発明をどのようにも制限することはなく、本発明の実施形態を例示す
るものである。
【００８１】
　以下は、本発明の実施形態に従って、高浸透圧抽出流体を使用し、この状態を等浸透圧
抽出流体と比較することによって、ヒトでの体液のグルコース濃度を測定するように、体
液の無痛抽出、収集および分析を実施した実験の説明である。実施可能性を実証するため
に体液のグルコース濃度を一例として使用するが、他の検体も本発明の意図する範囲内で
ある。さらに複数の検体を、同時に、並行してまたは連続して測定および／または分析す
ることができ、これらの複数の測定値の結果をアルゴリズムと組合せて使用して、例えば
測定値の正確度、精密度またはその両方を向上させることができる。当業者であれば理解
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できるように、これらのステップを自動化し、上記のデバイスで実施することができる。
【００８２】
　被験者の掌側の前腕の４つの部位を、図２に示すデバイスを使用して超音波で治療した
。超音波変換器およびそのケースを被験者の掌側の前腕の上に置き、皮膚と変換器外部を
良好に接触させ、かつ漏洩が起きないように十分な圧力を加えた。次いで、変換器を取り
囲む領域をドデシル硫酸ナトリウムおよびリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）中のシリカ粒
子のカップリング媒体で充填した。超音波を短時間（５～３０秒）加え、変換器装置を生
体膜から取り外し、皮膚を水道水で流し、乾燥させた。
【００８３】
　図６は装着式抽出チャンバ６００の構成部品を示す。４つの抽出チャンバを被験者の超
音波処理部位にそれぞれ配置した。薄い円形の発泡剤チャンバ６０２を、発泡剤ＭＥＤ　
５６３６　Ａｖｅｒｙ　Ｄｅｎｎｉｓｏｎ（内径７／１６”×外径１１／８”）を使用し
て作製した。要素６０２の片面に取り付けた両面接着剤（Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ａｒｃａｄ
ｅ　８５７０、内径７／１６”×外径７／８”）を使用して、発泡剤チャンバ６０２を、
超音波処理される生体膜部位と同軸方向に取り付けた。発泡剤チャンバ６０２の他方の面
には、両面接着剤６０４（Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ａｒｃａｄｅ　８５７０、内径７／１６”
×外径７／８”）を同軸方向に取り付けた。薄い透明の蓋６０６を、３Ｍ　Ｐｏｌｙｅｓ
ｔｅｒ　１０１２（１１／８”×１１／８”）から作製した。生体膜に取り付け発泡剤チ
ャンバ６０２の内径内部に液体を入れた後、両面接着剤６０４によって薄い透明の蓋６０
６を発泡剤チャンバ６０２に取り付けた。薄い透明の蓋６０６は、液体が抽出チャンバか
ら漏れることを防ぎ、抽出チャンバを長時間装着可能にする蓋として作用した。
【００８４】
　各抽出チャンバを、抽出液１００μｌを１５分間と、水和液１００μｌを１０～４０分
間、交互に充填した。抽出液はＰＢＳとし、２つの部位のＰＢＳには、塩化ナトリウムの
全濃度が１Ｍになるように追加の塩化ナトリウムを含有した。すべての部位で水和液はＰ
ＢＳであった。
【００８５】
　溶液を収集し、高圧液体クロマトグラフィを使用してグルコース濃度を分析した。ＨＰ
ＬＣ濃度の結果を注射量および全溶液量に関して正規化し、単位面積あたり単位時間あた
りの、超音波処理部位と交差するグルコースの質量であるグルコース流量（Ｑg）として
報告した。Ｂａｙｅｒ　Ｇｌｕｃｏｍｅｔｅｒ　Ｅｌｉｔｅメータで穿刺した指から採取
した毛管血液を検査することによって体液グルコース濃度（Ｃbg）を得た。ＱgはＣbgに
直線的比例すると仮定した。図７はＱg対Ｃbgのグラフを示す。予想外に、１Ｍの塩化ナ
トリウムに曝露された超音波処理部位のＱgは、０．１５Ｍの塩化ナトリウムに曝露され
た超音波処理部位のＱgより、Ｃbgとの相関が大幅に強かった。
【００８６】
　本発明の別の態様によれば、皮膚の浸透度をフィードバックシステムによって調整する
装置および方法が提供される。装置および方法は、上述のものと同様であり皮膚の浸透度
のさらなる調整を追加することができる。皮膚の浸透度をモニタリングする方法としての
フィードバック制御は「Methods and Apparatus for Enhancement of Transdermal Trans
port」という名称の特許文献１０により詳細に記載されており、参照によって全体を本明
細書に援用する。この実施形態では、皮膚の伝導度を示すパラメータの所望の値が得られ
たとき、皮膚の浸透化デバイスの適用を終了する。図８に関連して考察が進むにつれて、
上記の説明をこの説明と関連させることができることに留意されたい。
【００８７】
　図８を参照すると、方法のフローチャートが示されている。ステップ８０２では、第１
またはソース電極が、浸透化が必要な皮膚の第１の領域と電気的に接触している。ソース
電極は皮膚と直接接触していない。その代わり、超音波を伝播するために使用されている
媒体を介して、皮膚に電気的に接続することができる。超音波発生デバイスを皮膚浸透化
デバイスとして使用する一実施形態では、超音波を適用するために使用される超音波変換
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器およびホーンをソース電極として、そこを介して皮膚の第１の領域の電気パラメータを
測定できるとともに、超音波媒体として使用される生理食塩水を介して皮膚と接続する。
別の実施形態では、別個の電極を皮膚の第１の領域に付着させてソース電極として使用す
ることができる。さらに別の実施形態では、皮膚の第１の領域に超音波を適用するために
使用されるデバイスのケースを、ソース電極として使用する。ソース電極は、例えば金属
および導電ポリマーなど、適切な導電材料によって作製することができる。
【００８８】
　次いでステップ８０４では、第２または対の電極を、別の選択された位置で皮膚の第２
の領域に電気的に接続させる。この皮膚の第２の領域は皮膚の第１の領域に近接すること
ができ、または皮膚の第１の領域から離すこともできる。対電極は、例えば金属および導
電ポリマーなど、適切な導電材料から作製することができる。
【００８９】
　２つの電極が適正に配置されているとき、ステップ８０６で、２つの電極間の初期導電
率を測定する。これは、電極を介して皮膚のパッチに電気信号を適用することによって達
成される。一実施形態では、供給される電気信号は、皮膚の電気パラメータを測定するこ
とができるように十分な強度を有することができるが、皮膚に永久的な損傷または輸送さ
れている物質に重大な電気泳動作用が電気信号によって生じないように適切に低い強度を
有することができる。一実施形態では、１０ＨｚのＡＣ電源を使用してソース電極と対電
極の間に電圧差を生じさせる。供給される電圧は５００ｍＶを超えない、好ましくは１０
０ｍＶを超えないものとし、さもないと皮膚に損傷を与える恐れがある。別の実施形態で
は、ＡＣ電流源を使用する。電流源を適切に制限することができる。適切な回路を使用し
て電源を適用した後、初期導電率の測定を実行する。一実施形態では、抵抗センサを使用
して、１０Ｈｚで皮膚パッチのインピーダンスを測定する。別の実施形態では、１ｋＨｚ
の電源を使用する。他の周波数の電源を使用することもできる。
【００９０】
　ステップ８０８では、皮膚の浸透化デバイスを第１の部位で皮膚に適用する。皮膚の浸
透性を増加させる適切なデバイスを使用することができる。一実施形態では、超音波を第
１の部位で皮膚に適用する。一実施形態によれば、２０ｋＨｚの周波数および約１０Ｗ／
ｃｍ2の強度を有する超音波を使用して、経皮的輸送に使用される皮膚パッチの浸透性を
増加させる。
【００９１】
　ステップ８１０では、２つの部位間の導電率を測定する。導電率を定期的に測定するこ
とができ、または連続的に測定することができる。初期導電率測定の実行に使用されたも
のと同じ電極設定を使用して、モニタリング測定を実行する。
【００９２】
　ステップ８１２では、皮膚のコンダクタンス（電導性）データの時間変化に、数学的分
析および／または信号処理を実施することができる。超音波を浸透化の方法として使用し
て、上記の手順に従って被験者に実験を実施した。超音波は、被験者が痛みを報告するま
で適用した。超音波に曝露している間、１秒おきに皮膚の導電率を測定した。コンダクタ
ンスデータをグラフ化した後、グラフをシグモイド曲線に類似した。コンダクタンスデー
タは一般的なシグモイド曲線の式では以下の通りである。
【００９３】
　Ｃ＝Ｃi＋（Ｃf－Ｃi）／（１＋ｅS(t-f*)）
式中、
　Ｃは電流、
　Ｃiはｔ＝０の電流、
　Ｃfは最終電流、
　Ｓは感度定数、
　ｔ*は変曲点を達成するために必要な曝露時間、および
　ｔは曝露時間を表す。
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【００９４】
　再び図８を参照すると、ステップ８１４では、皮膚のコンダクタンス変化の動力学を表
すパラメータを計算する。これらのパラメータには、とりわけ、皮膚のインピーダンス、
皮膚のインピーダンスの経時的変動、最終的な皮膚インピーダンス、変曲点時間の皮膚の
インピーダンス、最終電流、変曲点時間を達成するための曝露時間等が挙げられる。
【００９５】
　ステップ８１６では、皮膚のコンダクタンスを表すパラメータの所望の値が達成された
とき、ステップ８０８で適用された皮膚浸透化デバイスを終了させる。例えば、皮膚のコ
ンダクタンスがある値まで増加したとき、浸透化デバイスを停止させることができる。代
わりに、皮膚のコンダクタンスの値の変化率が最大になったとき、浸透化デバイスを停止
させることができる。皮膚の浸透度を調整するための方法のさらなる詳細は特許文献１０
に開示されている。
【００９６】
　連続的にグルコースを経皮的にモニタリングするシステムおよび方法の好ましい実施形
態を、図９～１１と併せて説明する。上述のように、「体液」という用語は、血液、細胞
間液、リンパ液および／または検体を含むことができる。体液は、例えば完全な流体、な
らびにその分子および／またはイオン成分の両方を含む。本発明の好ましい実施形態は検
体のみの抽出および測定を含むことができる。
【００９７】
　図９は本発明の例示的な実施形態による、連続的なグルコースモニタリングシステムの
図である。この実施形態では、システムは、一般にセンサ本体９０１および裏当てプレー
ト９０２ならびに本明細書に記載されている他の構成部品を含む、センサアセンブリを含
む。センサ本体は、図１０に示すように、検体または検体を示唆する反応生成物を電気化
学的に検出するための面に電極を含むことができる。センサ本体９０１の形状に対応する
形状であるケース内に収容することができる熱変換器９０３が、センサ本体９０１と裏当
てプレート９０２の間に配置されている。過酸化水素センサなどの電気化学的センサは、
温度の変化に反応的とすることができる。熱変換器９０３を使用して、検体または検体指
示薬の変化に起因する変化のみを、正規化し報告することができる。センサ本体９０１の
熱変換器９０３に対面した側に、接着ディスク９０４を取り付けることができる。センサ
本体９０１の接着ディスク９０４の反対側に、接着リング９０５を取り付けることができ
る。接着リング９０５の切り取られた中央部分によって、好ましくはセンサ本体９０１上
のセンサ構成部品の一部または全部が露出する。接着リング９０５および接着ディスク９
０４は、図９に示すようにセンサ本体の形状に対応する形状を有することができる。ヒド
ロゲルのディスク９０６を、センサ本体９０１の表面に近接して、接着リング９０５の切
り取られた中央部分内に配置することができる。動作中、センサアセンブリを、図９の点
線で示すようにユーザの皮膚の浸透性領域９０７に近接して配置することができる。プリ
ント回路基板９１１を含むことのできるポテンショスタットレコーダ９０８に、センサア
センブリを可撓性の連結ケーブル９０９を使用して取り付けることができる。連結ケーブ
ル９０９は好ましくは、センサアセンブリの取外しと取付けを容易にするコネクタ９１０
を使用して、ポテンショスタットレコーダ９０８に取り付けられる。
【００９８】
　図９に示すシステムを使用して、以下のように、グルコースなどの検体の連続的モニタ
リングを実行することができる。まず、ユーザの皮膚のある領域を、例えば上述の超音波
処理を使用して浸透性にする。次いで、ヒドロゲルディスク９０６が浸透性の皮膚と流体
連通するように、図９に示すようなセンサアセンブリを皮膚の浸透性領域９０７に取り付
ける。ユーザの皮膚の浸透性領域９０７を通して検体を抽出することができ、それがセン
サアセンブリのヒドロゲルディスク９０６と接触するようにする。例えば、グルコースな
どの検体を拡散によってヒドロゲルディスク９０６内へと輸送し、そこでグルコースオキ
シダーゼと接触させることができる。次いで、グルコースをヒドロゲルディスク９０６内
にあるグルコースオキシダーゼと反応させてグルコン酸および過酸化水素を生成すること
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ができる。次いで、過酸化水素をセンサ本体９０１の電極表面へと輸送し、そこで電気化
学的に酸化させる。この酸化において発生した電流は、ヒドロゲル内で生成される過酸化
水素の割合を示し、これは皮膚を通過するグルコース流量の量（皮膚の一定領域を通るグ
ルコースフローの速度）に関連する。皮膚を通過するグルコース流量は、ユーザの血液中
のグルコースの濃度に比例する。したがって、センサアセンブリからの信号を使用して、
血中グルコース濃度をポテンショスタット９０８上に連続的にリアルタイムで表示するこ
とによって、ユーザの血中グルコース濃度を連続的にモニタリングすることができる。　
センサ本体９０１の好ましい実施形態の詳細図が、図１０に示されている。センサ本体９
０１は本体層１００７を含み、その上にリード１００４、１００５および１００６がパタ
ーン配線されている。リードは、例えば本体層１００７の上に所望の位置で金属を被覆す
ることによって、形成することができる。作用電極１００１は、一般にセンサ本体９０１
の中心に配置される。作用電極１００１は、例えば、純白金、白金炭素、ガラス状炭素、
炭素ナノチューブ、メソポーラス白金、白金ブラック、パラジウム、金またはプラチナイ
リジウムを含むことができる。作用電極１００１がリード１００６と電気的に接触するよ
うに、作用電極はリード１００６上にパターン配線されてもよい。好ましくは炭素を含む
対電極１００２を、図１０に示すように、作用電極１００１の一部の外縁の周りに配置す
ることができる。対電極１００２を、リード１００５と電気的に接触するように、リード
１００５上にパターン配線することができる。好ましくはＡｇ／ＡｇＣｌを含む基準電極
１００３を、図１０に示すように、作用電極１００１の別の部分の外縁の周りに配置する
ことができる。電極１００１、１００２および１００３を、デバイスの感応領域における
パターン配線された、それぞれの電気リード１００６、１００５、１００４のレイアウト
を概ね追跡するように形成することができる。電極１００１、１００２および１００３を
、それぞれ電気リード１００６、１００５、１００４の上にスクリーン印刷することがで
きる。スクリーン印刷または当技術分野で既知の他の方法を使用して、外部デバイスまた
は構成部品に電気接続させるように、リードをセンサ本体９０１の上にパターン配線する
ことができる。例えばリードは、図１０に示すように、センサ本体の延長領域の末端で、
リード１００４、１００５および１００６を含む３Ｘ接続ピンリードを形成することがで
きる。次いで、標準コネクタを使用してセンサ電極を外部デバイスまたはコンピュータに
接続することができる。
【００９９】
　電気化学的センサは作用電極１００１、対電極１００２および基準電極１００３を使用
してヒドロゲルで過酸化水素またはグルコースが生成される速度を測定する。電気化学的
センサは好ましくは、連続的グルコースモニタリング中はポテンショスタットモードで操
作される。ポテンショスタットモードでは、３電極電池の作用電極と基準電極の間の電位
を現在の値に維持する。作用電極と対電極の間の電流を測定する。センサは、必要な電池
電圧および電流がポテンショスタットの電流および電圧制限を超えない限り、このモード
で維持される。操作中のポテンショスタットモードでは、特定の検体または検体指示薬の
選択的な電気化学的測定を達成するように、作用電極と基準電極の間の電位を選択するこ
とができる。他の操作モードを使用して、作用電極面、または電気分析的用途で発生する
電極反応の動力学およびメカニズムを調査することができる。例えば、操作の電気化学的
電池モードによれば、基準電極に対して作用電極の電位を測定する間、作用電極と基準電
極の間に電流を流すことができる。当業者であれば、電気化学的センサの操作モードは用
途に応じて選択できることを理解するであろう。
【０１００】
　図１１では、図９に関して全体的に説明したセンサアセンブリの展開詳細図を別の角度
から示す。各面が接着ディスク９０４および接着リング９０５で覆われたセンサ本体９０
１が、裏当てプレート９０２に関して示されている。図９に示すように、ヒドロゲルディ
スク９０６を、裏当てプレート９０２の上に折畳んだ後、ユーザに向かって対面するよう
に配置することができる。ＳＬＩＭ／ＲＣＰＴコネクタ１３０１などの標準コネクタを、
裏当てプレート９０２上に設置された対応するコネクタインターフェースと対合するラッ
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チと一緒に使用して、センサ本体を裏当てプレート９０２に接続することができる。
【０１０１】
　図９～１１に示すセンサアセンブリを、多数の検出デバイスのいずれかに組み込むこと
ができる。例えば、個別および／または連続的グルコースモニタリングのために、このセ
ンサアセンブリを図４のレシーバ内に組み込むことができる。さらにセンサアセンブリを
、ケーブル９０９に加えてワイヤレス接続または他の電気接続的手段によってディスプレ
イまたは計算デバイスに接続することができる。
【０１０２】
　本明細書に記載された連続的グルコースモニタリングは、抽出された流体の濃度を測定
する前に、ある量の体液がリザーバ内に蓄積されなくても達成することができる。連続的
グルコースモニタリングは、体液をセンサデバイス内に蓄積することに依存せずにグルコ
ースの血中濃度を測定することができる。例えば、連続的グルコースモニタリングでは、
電気化学的センサで測定される電流が皮膚の浸透性領域を通るグルコース流量をリアルタ
イムで反映するように、ヒドロゲル中でのグルコースおよび過酸化水素の両方の蓄積を最
小限に抑えることができる。このことは連続的なリアルタイムの経皮的グルコースモニタ
リングを有利に可能にする。
【０１０３】
　本発明の別の態様によれば、（例えば超音波を適用することによって）皮膚の多孔性を
増加させる前またはそれと同時に皮膚を水和するステップを実施して、連続的な経皮的検
体モニタリングを向上させることができる。多孔性を増加させる前またはそれと同時に、
かつセンサを取り付ける前に皮膚を水和すると、皮膚とセンサの間の液体通路を形成また
は安定化し、センサと皮膚の接触面の水分バランスを向上させ、および／または酵素活性
を維持するようにヒドロゲルに十分な水分を維持し続けることによって、センサの性能を
向上させることができる。皮膚の水和手順は、例えば水和剤を標的の皮膚部位に適用する
ことによって実施することができる。水和剤は、脱脂剤または洗浄剤と組合せて適用する
こともできる。水和剤と洗浄剤の両方を使用する場合、単一の溶液を使用して単回の塗布
で適用することができる。代わりに、２つの異なる溶液を連続的に塗布して、洗浄剤およ
び水和剤を適用することもできる。一態様では、パッドアプリケータを使用して、一方ま
たは両方の溶液を適用することができる。別の態様では、液体と皮膚との接触を保持する
ように機能することのできる、超音波処理デバイスまたは別のデバイスのベローズ内に溶
液を配置することによって、皮膚との接触を保持することができる。
【０１０４】
　一実施形態では、グリセリン／水のプレップパッド溶液を皮膚の水和のために調合する
ことができる。以下の１回分の調合を使用して、グリセリン／水のプレップパッド溶液を
調合することができる。第１の容器に３００．００グラムのグリセリン９９％ＵＳＰを加
える。２．７０グラムのＮｉｐａｇｉｎ　Ｍ（メチルパラベン）、０．４５グラムのＮｉ
ｐａｓｏｌ　Ｍ（プロピルパラベン）、および３０．００グラムのベンジルアルコールＮ
Ｆを第２の容器内で溶解し、第１の容器に加える。次いで、グリセリンとベンジルアルコ
ール溶液を第１の容器内で溶液が透明になるまで混ぜる。次いで、１１３３．８５グラム
の脱イオン水を第１の容器の溶液に加え、均一になるまで混ぜる。１．５０グラムのソル
ビン酸カリウムＮＦを第１の容器の溶液に加え、均一になるまで混ぜる。次いで、１．５
０グラムのＧｌｙｄａｎｔ　２０００を第１の容器の溶液に加え、均一になるまで混ぜる
。最後に、３０．００グラムの脱イオン水を第１の容器の溶液に加え、均一になるまで混
ぜる。
【０１０５】
　一実施形態では、１　３／１６”プレップパッドを使用する。好ましくは、プレップパ
ッドは７０％のポリプロピレンおよび３０％のセルロースから構成される。一実施形態で
は、プレップパッドの幅は１　１／１６”から１　５／１６”である。一実施形態では、
プレップパッドの厚さは２１～２９ミルである。別の実施形態では、プレップパッドの厚
さは２６～３４ミルである。一実施形態では、プレップパッドの基本重量はＡＴＭ＃１０
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２を使用して１．４３～１．８７ｇ／ｙｄである。別の実施形態では、プレップパッドの
基本重量はＡＴＭ＃１０２を使用して１．７２～２．２４ｇ／ｙｄである。好ましくは、
プレップパッドを上述のプレップパッド溶液などのプレップパッド溶液とともに使用して
、多孔性を増加させる前に生体膜を水和させる。
【０１０６】
　本発明の別の態様によれば、図１０の作用電極１００１は純白金の表面層を含むことが
できる。純白金の作用電極１００１はリード１００６の表面上にスクリーン印刷され、ま
たは他の方法で被覆されることができる。作用電極として純白金を使用することにより、
過酸化水素の感度を高め、転換速度を増加させることができる。過酸化水素の転換はそれ
を蓄積させないよう早いことが好ましく、蓄積により実際のセンサの変動および／または
酵素の不活性化を起こすことがあるので、上記によって連続的な経皮的グルコースモニタ
リングに利点がもたらされる。経皮的グルコース感知の適用では、従来の白金炭素材料に
対して純白金は利点をもたらしうる。
【０１０７】
　白金炭素と比較して純白金がもたらしうる１つの利点は、グルコース濃度に対する感度
の増加である。図１３は純白金および白金炭素の両方のグルコース感度を示す。この比較
によって示されるように、純白金のグルコース感度は白金炭素の感度の約２．９倍である
。図１３のデータを生成するために使用したグルコース試料のサイズは、２マイクロリッ
トルであった。
【０１０８】
　白金炭素と比較して純白金がもたらしうる別の利点は、過酸化水素に対する感度の増加
である。図１４は純白金および白金炭素の両方の過酸化水素感度を示す。具体的には、図
１４は、作用電極として白金と白金炭素を使用した、過酸化水素の追加（過酸化水素の「
添加（ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）」という場合もある）に反応するグルコースセンサの電流－
時間プロファイルを示す。この比較によって示されるように、純白金の過酸化水素感度は
白金炭素の感度の約５倍である。
【０１０９】
　白金炭素と比較して純白金がもたらすことのできる別の利点は、グルコースモニタリン
グの高い成功率である。純白金を使用したグルコースモニタリングの成功率は８３％であ
るのに対し、白金炭素では６０％であった（合格基準としての相関係数はＲ2＞＝０．５
）。Ｒは、従来の全血グルコース測定値と図９のシステムを使用した血中グルコース測定
値の相関を表す。Ｒは、図９のシステムからの連続的データを個別の全血測定値（２０分
ごとに採取）と比較することによって、計算する。２つのデータセットで線形回帰分析を
実行して、Ｒの値を算出する。純白金を使用したセンサ信号と血中グルコース濃度の相関
はＲ2＝０．８７であったのに対し、白金炭素ではＲ2＝０．７１であった。
【０１１０】
　本発明の別の態様によると、望まない電気化学的酸化および／または生物汚染による干
渉の影響を減少させ、さらにはそれを排除するように、保護干渉フィルタを設けることが
できる。例えば、干渉の一形態では、グルコースモニタリングで適用される電圧値ですべ
て電気化学的に酸化する可能性がある、アスコルビン酸、尿酸、および／またはアセトア
ミノフェンの電気化学的酸化による望まない陽極信号の生成を伴う。干渉の別の形態では
、生物種がセンサ表面に沈着するときに生じうる生物汚染を伴い、それによりセンサの検
体への自由なアクセスが制限され、または電極と反応することによってセンサの機能が停
止する。これらの種の多くはグルコースモニタリング中に体液中に存在しうるので、干渉
フィルタの使用によって干渉種の影響を減少または排除させることが一般に有利である。
【０１１１】
　本発明の例示的な実施形態によれば、干渉フィルタはセンサアセンブリの１つまたは複
数の面に被覆されたＮａｆｉｏｎフィルムを含む。（３－メルカプトプロピル）トリメチ
ルシラン、アセチル化セルロース、１，８－ジアミノナフタリンおよびフェニレンジアミ
ン、などの電解重合膜、ＰＴＦＥまたは他の疎水性膜、ナイロンまたは他の親水性膜など
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、他の干渉フィルタ材料を使用することもできる。Ｎａｆｉｏｎは、例えば、疎水性、電
荷の選択およびサイズの除外などに基づいて、生理学的干渉および生物汚染に対する保護
層としてセンサ表面で被覆することのできる生体適合性アニオンフッ素重合体である。Ｎ
ａｆｉｏｎは、ウィスコンシン州、ＭｉｌｗａｕｋｅｅのＡｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌから販売されている。Ｎａｆｉｏｎ膜は、センサ本体９０１の少なくとも作用電極１
００１の表面に直接被覆することができる。代わりに、Ｎａｆｉｏｎ膜は、ヒドロゲル層
９０６などのセンサアセンブリの外面に被覆することができる。一般に、作用電極表面と
他の層の間、または操作時にユーザの皮膚に接触するセンサアセンブリの最外面に、１つ
または複数の干渉フィルタ層を設けることができる。
【０１１２】
　Ｎａｆｉｏｎ層を、例えばマイクロピペットを使用して、またはセンサを水性または有
機性Ｎａｆｉｏｎ溶液に浸漬被覆し、その後、使用前に数時間空気乾燥することによって
、センサ表面に簡便に被覆することができる。図１５は、アセトアミノフェンおよび尿酸
の干渉物に相関してグルコース反応センサ上のＮａｆｉｏｎ被覆の効果を示す。プロット
は、０．５Ｖの電圧を印加したリン酸緩衝生理食塩水中のアセトアミノフェン（ＡＭ）お
よび尿酸（ＵＡ）に対して、０．２９４ｍＭの過酸化水素（ＨＰ）に対する流体力学セン
サの反応を示す。アセトアミノフェンおよび尿酸で生成されたアンペア計電流は、Ｎａｆ
ｉｏｎで被覆したセンサでは、被覆していないセンサに比べて大きく減少した。したがっ
て、Ｎａｆｉｏｎは検体／干渉物の信号比率を大きく向上させることができる。
【０１１３】
　本明細書に記載された本発明の様々な実施形態では、ヒドロゲルを検体モニタリングシ
ステムの一部として使用することができる。ヒドロゲルは、コンタクトレンズ、バイオセ
ンサ、人工インプラントの内張りおよび薬物輸送デバイスなどの医学的および生物工学的
用途に使用される、重要な種類の生物材料を構成する。図９および１１は、センサアセン
ブリに関して、好ましいヒドロゲルディスク９０６を示す。ヒドロゲルディスク９０６は
、センサアセンブリの接着リング９０５の切り抜かれた中心部分内で、センサ本体９０１
の上に置くことができる。連続的な経皮的検体モニタリングシステムは、以下に述べる１
つまたは複数の好ましいヒドロゲル材料を使用することができる。本発明の例示的な実施
形態で使用することのできるヒドロゲル材料の種類は、例えば、アガロースベースのヒド
ロゲル、ポリエチレングリコールジアクリレート（ＰＥＧ－ＤＡ）ベースのヒドロゲルお
よび酢酸ビニルベースのヒドロゲルを含む。これらのゲルの以下の一般的な説明は、様々
なヒドロゲルを生成および／または特徴付けるために使用される方法を詳述する例である
。
【０１１４】
　アガロースベースのヒドロゲルは、連続的な経皮的検体モニタリングに利点をもたらす
。例えば、アガロースは以下の特徴の１つまたは複数をもたらすことができる：高い水分
含有量によるグルコースおよび過酸化水素への良好な反応、酵素の高い添加量、良好な生
体適合性、ならびに優れた浸透性および拡散特性。さらに、アガロースハイドロゲルは、
清潔性、低費用および／または調合しやすさをもたらすことができる。
【０１１５】
　アガロースゲルは、例えば、０～１Ｍのリン酸ナトリウムまたはカリウム、０～１Ｍの
塩化ナトリウム、０～１Ｍの塩化カリウム、０～２Ｍの乳酸、０～１ＭのＴｒｉｔｏｎ　
Ｘ－１００、Ｔｗｅｅｎ　８０またはラウリル硫酸ナトリウムなどの界面活性剤、および
他の生体適合性成分を含む緩衝液中の１～２０％のアガロースから形成することができる
。例えば固体のヒドロゲルを濃縮グルコースオキシダーゼ溶液に浸漬することによって、
代わりに濃縮グルコースオキシダーゼ粉末または溶液をアガロース溶液と溶解段階（１５
～６５℃）で混合し、その後、低温（４０℃以下）で冷却しゲル化することによって、グ
ルコースオキシダーゼをアガロースヒドロゲルに０～２０％（重量）まで添加することが
できる。
【０１１６】
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　ＰＥＧベースのヒドロゲルは、連続的な経皮的検体モニタリングにいくつかの利点をも
たらす。構造的には、ＰＥＧは親水性が高く、水溶液中で高い溶媒和を示す。ＰＥＧ分子
の好ましい溶媒和は、ＰＥＧ鎖の容量からタンパク質を効果的に除外することができ、そ
れにより表面をタンパク質による生物汚染から保護する。化学架橋したＰＥＧベースのヒ
ドロゲルにより提供されうる利点は、ＰＥＧ鎖の分子量を変化させることによって、およ
び開始剤の濃度を変化させることによって、それらの物理的および化学的特性を調整でき
ることである。例えば、ポリエチレンオキシド骨格の分子量を増加させることによって、
ネットワークメッシュサイズが増加する。ネットワーク密度を制御することによって、酵
素などの生物活性分子の放出を制御することができる。したがって、分子量８０００ダル
トンのＰＥＧから構成されるヒドロゲルは、分子量３．３ＫのＰＥＧから構成されるヒド
ロゲルより、封入された薬物の放出率が高い。さらに、生体接着性等の追加機能をもたら
すように、イオン部分をヒドロゲルに組み込むことができる。例えば、架橋の前にヒアル
ロン酸またはポリアクリル酸をＰＥＧマクロマーに追加して生体接着性ヒドロゲルを形成
することができる。別の実施例では、マトリックスからの薬物の放出速度を遅延させる、
封入された薬物との相互作用を分子にもたらすように、架橋されたヒドロゲルにイオン特
性を付与することができる。
【０１１７】
　バイオセンサで使用されるＰＥＧヒドロゲルは、以下の特徴の１つまたは複数をもたら
すことができる：（ａ）センサの機能を損なうことなく、生物学的流体に長期間曝露され
るのに適切な、生体適合性で非生物汚染性の表面、（ｂ）グルコースオキシダーゼ用のリ
ザーバ、（ｃ）グルコースオキシダーゼの封入を強化するようにイオン部分に組み込むこ
とのできるマトリックス、（ｄ）主鎖の分子量を変化させることによって物理的および化
学的特性（ネットワーク密度、膨潤性）を調整することができるマトリックス、および（
ｅ）キトサングリコナーゼ、ポリアクリル酸、ポリ（アミドアミン）、ポリ（エチレンイ
ミン）およびヒアルロン酸などのイオン添加剤を追加することによって、生体接着性をも
たらすことのできるマトリックス。
【０１１８】
　ｎ－ビニルピロリドン／酢酸ビニルコポリマーなど、酢酸ビニルベースのヒドロゲルは
、透明性、粘着性、非毒性、可撓性および／または疎水性などの特徴を示すことができる
。酢酸ビニルベースのヒドロゲルは一般に、水分を維持しグルコースオキシダーゼなどの
酵素を封入する十分な能力、生体適合性、皮膚への粘着性を有し、皮膚とセンサの結合を
向上させる。ｎ－ビニルピロリドン／酢酸ビニルコポリマーをヒドロゲル材料として使用
するグルコース流量センサは、グルコースクランプ検査中において糖尿病患者の血漿グル
コース値の追跡に関して良好な性能を示す。
【０１１９】
　以下の実施例では、本発明の実施形態による経皮的検体モニタリングで使用することの
できる、例示的なヒドロゲルを記載する。
【実施例２】
【０１２０】
　グルコースモニタリングで使用する酢酸ビニルベースのヒドロゲルを、以下の通り調合
することができる。ｎ－ビニルピロリドンと酢酸ビニルの１：１混合物を、光開始剤とし
て０～０．５％のＩｒｇａｃｕｒｅを使用して、紫外線によって重合させることができる
。不織プラスチックスクリム（Ｄｅｌｓｔａｒ製品番号ＲＢ０７０７－５０Ｐなど）は、
機械的支持をもたらすために使用される。ヒドロゲルの平衡水分含有量は、例えば、０～
１Ｍのリン酸ナトリウムまたはカリウム、０～１Ｍの塩化ナトリウム、０～１Ｍの塩化カ
リウム、０～２Ｍの乳酸、０～１ＭのＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、Ｔｗｅｅｎ　８０また
はラウリル硫酸ナトリウムなどの界面活性剤、および他の生体適合性成分を含む水溶液組
成で２０～９５％である。グルコースオキシダーゼは、濃縮グルコースオキシダーゼ溶液
に固体のヒドロゲル層を、ある期間浸漬することによって添加することができる。
【０１２１】
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　酢酸ビニルベースヒドロゲルの特定の例を、以下の組成物から作製した。ｎ－ビニルピ
ロリドン１５％、酢酸ビニル１５％、Ｉｒｇａｃｕｒｅ０．０５％、リン酸カリウム０．
０５Ｍ、塩化ナトリウム０．３０Ｍ、塩化カリウム０．０２５Ｍ、乳酸０．５Ｍ、Ｔｒｉ
ｔｏｎ　Ｘ－１００　０．１％、ＧＯｘ　０．５％、および残りの成分は約６５％の水で
ある。
【０１２２】
　本発明の例示的な実施形態による、連続的な経皮的な検体のモニタリングシステムを使
用して、酢酸ビニルヒドロゲルを用いて低血糖症（血糖値＜７０ｍｇ／ｄｌ）を特異性９
６％および感度７７％で確実に予測した。試験では、１型または２型糖尿病の１２人の成
人の皮膚に、３６のグルコース流量バイオセンサ（患者あたり３つ）を配置した。試験参
加者の患者データを図２４に示す。血中グルコース測定値を８時間にわたって収集した。
これらの測定値は、本明細書に記載するように連続的な経皮的な検体のモニタリングシス
テムを使用する患者から電流対時間のデータの収集も含むものであった。各患者の血中グ
ルコースは、インスリンまたはグルコースを制御下で静注投与することによって、糖尿病
患者が通常経験するものの２倍の大きさの変化率で、急激に増加または低下した。具体的
には、検査した血中グルコースの範囲は３５～３７２ｍｇ／ｄｌであり、グルコース濃度
減少率は２１ｍｇ／（ｄｌ＊分）、グルコース濃度増加率は１１ｍｇ／（ｄｌ＊分）であ
った。対照として、血中グルコース測定値を静脈内カテーテルから収集した。２９のデー
タセットから、合計２０３９のセンサ－血中グルコースデータ対が作成された。データセ
ットのうち５つは図２５に示すように大きなノイズを有していた。しかし一般的なデータ
セットでは、例えば図２６に示すように、ノイズは過剰なレベルを下回っていた。データ
セットを個別に最適化したアルゴリズムおよび独立のアルゴリズムの両方で分析し、結果
をそれぞれ図２７および２８に示す。個別に最適化したアルゴリズムを、各データセット
の最適なラグタイムおよびデータ分析のためのベースラインに使用した。独立したアルゴ
リズムは、別個のグルコースクランプ試験から作成し、そこから単一のラグタイムの値お
よび単一のベースラインの値を見出し、次いでそれらをデータ分析のためのアルゴリズム
で使用した。以下で図１７と併せて説明するように、温度変化およびセンサの変動を補償
するために追加のアルゴリズムを使用することもできる。グルコースバイオセンサからの
完全なデータセットは、８時間にわたって静脈カテーテルから取得された血中グルコース
測定値に、９０パーセント（Ｒ＝０．９）の相関を示した。センサ－血中グルコース対の
９６パーセントが、Ｃｌａｒｋ　Ｅｒｒｏｒ　ＧｒｉｄのＡ＋Ｂ領域内にある。７７パー
セント（２１２のうち１６４）の低血糖イベント（ＢＧ＜７０ｍｇ／ｄＬ）の予測に成功
した。超音波処理（Ｓｏｎｏｐｒｅｐを使用）は平均１５秒であり、グルコースセンサは
ブレークイン（break in）に平均８９＋／－６分しか必要としなかった。超音波処理の間
、痛みまたは炎症は報告されなかった。したがって、グルコースバイオセンサは低血糖症
（血糖値＜７０ｍｇ／ｄｌ）を特異性９６％および感度７７％で確実に予測することがで
きた。
【実施例３】
【０１２３】
　グルコースモニタリングで使用するアガロースベースのヒドロゲルを、以下の通り調合
した。塩化ナトリウム０．０１１６ｇ、塩化カリウム０．０１５ｇ、リン酸水素二カリウ
ム０．０３４８ｇおよびＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００　０．００２ｇを水１０ｍＬ中に溶解
した。溶液のｐＨは、ｐＨメータを補助に用いて、０．５Ｍ塩酸を使用して７．０に調整
した。溶液を水で２０ｍＬに希釈した。これを溶液Ａとした。アガロース粉末０．２ｇを
溶液Ａに混合し分散させた。アガロースを水槽内で沸騰するまで加熱し溶解した。これを
溶液Ｂとした。溶液Ｂを３５℃まで冷却した。グルコースオキシダーゼ粉末０．０１ｇを
溶液Ｂに完全に混合し溶解させた。これを溶液Ｃとした。溶液Ｃを温めたフラットな金型
表面上に流し充填した。金型を室温以下に移し、ゲルを形成した。
【０１２４】
　図１２は、ポリエチレンオキシドポリマー、およびｎ－ビニルピロリドン／酢酸ビニル
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コポリマーに対して、２種類のアガロースヒドロゲルのグルコース濃度の関数としてセン
サ信号の反応を示す。図１２から、ポリエチレンオキシドポリマーおよびｎ－ビニルピロ
リドン／酢酸ビニルコポリマーに対して、アガロースの信号反応がよいことが分かるであ
ろう。
【実施例４】
【０１２５】
　グルコースモニタリングで使用するアガロースベースのヒドロゲルは、以下の通り調合
することもできる。アガロース粉末０．２ｇを水に混合し分散させた。アガロースを水槽
中で沸騰するまで加熱し溶解した。温めたフラットな金型表面上に、溶液を流し充填した
。金型を室温以下に移し、ゲルを形成した。グルコースオキシダーゼ粉末０．０１ｇを溶
液Ａに溶解し、溶液Ｄを作製した。溶液Ｄにゲルを一晩以上浸漬し、ゲルにグルコースオ
キシダーゼが十分に添加されるようにした。
【実施例５】
【０１２６】
　グルコースモニタリングで使用するＰＥＧ－ジアクリレート（ＰＥＧＤＡ）ヒドロゲル
を、以下の手順に従って調合した。
【０１２７】
　ＰＥＧ２Ｋ－ジアクリレート、ＰＥＧ３．４Ｋ－ジアクリレートおよびＰＥＧ８Ｋ－ジ
アクリレート（ＳｕｎＢｉｏ、韓国）の１０％（重量／容量（「ｗ／ｖ」）溶液（１００
ｍｇ／ｍｌ）を、０．０１Ｍリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）、ｐＨ７．４（ｕｌｔｒａ
ｐｕｒｅ、Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｇａｒｄｅｎａ、カリフォルニア州
）に調合した。溶液はすべて、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２９５９（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌ
ｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｔａｒｒｙｔｏｗｎ、ニューヨーク州）を光開始剤として含
有した。Ｉｒｇａｃｕｒｅ濃度を変化させて、ゲル強度に対する光開始剤濃度の影響を測
定した。同様に、ポリマー分子の重量を変化させて（２Ｋ、３．４Ｋ、８Ｋ）、ゲル状ネ
ットワークの強度に対する分子量の影響を決定した。本明細書で使用する「ＰＥＧ２Ｋ］
という記号は分子量２０００を有するＰＥＧ等のことをいう。
【０１２８】
　乾燥ポリマー１００ｍｇをシンチレーションバイアルに入れ重量測定をした。５００ｐ
ｐｍのＩｒｇａｃｕｒｅ　２９５９を含むリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）９００μｌを
バイアルに加え、溶液の最終重量を記録した。バイアルを密栓し、バイアルを穏やかに回
転してＰＥＧＤＡを溶解した。ゲル溶液を引き出し（暗所）で５分間保存し、均一になる
ようにした。９００μｌのゲル溶液を２枚のガラス板の間（２５０μスペーサ）に置き、
クランプで固定した。ポリマー溶液を含むガラスアセンブリを１５～２０ｍＷ／ｃｍ2の
強度でＵＶ　Ｂｌａｋ－Ｒａｙランプ下に置き、５～３０分間、光架橋した。ゲルを慎重
にガラスから取り除き、重量を測定してからプラスチック製ペトリ皿のＰＢＳ１０ｍｌに
移した。ガラス板から取り除いた後、ヒドロゲルを約１０ｍｌのＰＢＳ中に配置した。次
いで、分子量と開始剤濃度の関数として、脆性、ゲル強度および光による黄変などのバル
クゲル特性について、ヒドロゲルを定量的に評価した。
【０１２９】
　以下の手順を使用して、ゲルの平衡水和を測定した。硬化が完了した後、ゲルの重量を
測定した。Ｋｉｍ－ｗｉｐｅで穏やかに拭いた後、ゲルの初期重量を測定した。ゲルを含
むペトリ皿にＰＢＳ１０ｍｌを加えた。ペトリ皿をオービタルシェーカー上に置いた。緩
衝液は所定の時間間隔で取り替えた。回収した緩衝液は残留Ｉｒｇａｃｕｒｅを分析する
ために保存した。時間間隔ごとに、ゲルをＫｉｍ　Ｗｉｐｅで拭き取り、重量を測定した
。ゲルの初期重量と比較した全体重量の変化によって、膨潤のパーセント（水和％）を計
算した。
【０１３０】
　定性的評価によって、ゲルは以下の順（最も強いゲルから最も弱いゲル）でゲル強度が
変化した：ＰＥＧ８Ｋ＞ＰＥＧ３．４Ｋ＞ＰＥＧ２Ｋ。ゲル強度は、柔軟度、扱いやすさ
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および脆性によって確認した。また、ゲル強度は光開始剤の濃度とともに変化することも
示し、濃度が高いほど硬く脆いヒドロゲルが得られた。ヒドロゲルには、Ｉｒｇａｃｕｒ
ｅ光開始剤での光による黄変が以下の順（光による黄変が最も大きいものから最も小さい
もの）で見られた：５０００ｐｐｍ＞２５００ｐｐｍ＞１５００ｐｐｍ＞５００ｐｐｍ。
光開始剤の濃度が５００ｐｐｍおよびＰＥＧＤＡの分子量８Ｋがである場合に、最も高い
ゲル強度が得られた。
【０１３１】
　グルコースオキシダーゼ（ＧＯｘ）をゲルに組み込むために以下の手順を実施した。ま
ず、ゲルの残留Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２９５９を調べた。次にグルコースオキシダーゼ溶液
を調合した。次にグルコースオキシダーゼをＰＥＧＤＡヒドロゲルに添加した。ゲル中の
グルコースオキシダーゼ濃度を測定した。最後に、ゲルの生物活性を測定した。これらの
ステップを以下で詳細に説明する。
【０１３２】
　ヒドロゲルから抽出された検出可能な残留Ｉｒｇａｃｕｒｅがなくなるまで、ヒドロゲ
ルを緩衝液で２回洗浄した。洗浄液は、Ｉｒｇａｃｕｒｅ　２９５９の存在を確認するた
め、２００～４００ｎｍのＵＶ－Ｖｉｓでスキャンした。２８０ｎｍで吸光度１．８であ
る２５ｐｐｍのＩｒｇａｃｕｒｅ溶液と比較して、２８０ｎｍで吸光度０．０１０未満（
０．１３ｐｐｍに相当）であるとＩｒｇａｃｕｒｅは検出不能と測定された。
【０１３３】
　５％ｗ／ｖのグルコースオキシダーゼを、０．２５Ｍの乳酸および０．０５％のＴｒｉ
ｔｏｎ　Ｘ－１００とともにＰＢＳ溶液に混合することによって、ＬＰＴ緩衝液を調合し
た。このことは、ＰＢＳ中に溶解された０．２５Ｍの乳酸および０．０５％のＴｒｉｔｏ
ｎ　Ｘ－１００で構成される保存液の全容量１０ｍｌに０．５グラムのＧＯｘを添加する
ことによって達成された。溶液は４℃で保管した。
【０１３４】
　様々なＰＥＧ分子量（２Ｋ、３．４Ｋ、８Ｋ）で構成されるＰＥＧＤＡヒドロゲルを、
グルコースオキシダーゼ溶液に浸漬した。ゲルを４℃で一晩以上、７日間を超えずに浸漬
させた。
【０１３５】
　グルコースオキシダーゼ濃度は、可溶化したタンパク質の濃度の決定に一般的に使用さ
れる方法であるＢｒａｄｆｏｒｄ　Ａｓｓａｙによって測定した。この方法は、酸性青色
色素（Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｂｌｕｅ　Ｇ－２５０）をタンパク質
溶液に添加することを含む。この色素は主に塩基性および芳香族アミノ酸残基、特にアル
ギニンと結合し、最大吸光度は色素とタンパク質の完全結合で４６５ｎｍから５９５ｎｍ
へと変化する。色素－タンパク質複合体のモル吸光係数は、１０倍濃度範囲を超えると一
定であると決定されている。したがって、タンパク質濃度を正確に決定するためにＢｅｅ
ｒ－Ｌａｍｂｅｒｔ’ｓ　Ｌａｗを使用することができる。０．１２５％、０．２５％、
０．３７５％、０．５％および２．５％ｗ／ｖの濃度でのグルコースオキシダーゼ溶液の
標準曲線は、標準溶液およびゲルフラグメントを標準的なＢｒａｄｆｏｒｄタンパク質ア
ッセイ色素法で処理した後、５９５ｎｍでＵＶ－Ｖｉｓ分光光度計によって得た。Ｂｉｏ
Ｒａｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ社のカタログ、Ｂｒａｄｆｏｒｄ　Ａｓｓａｙを参照
。標準曲線に０．９９９の直線的相関関係が得られた。ヒドロゲルへのＧＯｘの組み込み
は、以下の方法で測定した。（ａ）タンパク質アッセイ色素濃縮物１ｍｌを含むＬＰＴ溶
液４ｍｌにゲル片を浸漬し、（ｂ）ＧＯｘに浸漬し、次いで染色（Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ色
素）したヒドロゲル片を２つのガラスキュベットの間に挟み、（ｃ）基準セルにはＧＯｘ
に浸漬せずに染色したヒドロゲルを使用し、（ｄ）ゲルを４００～８００ｎｍでスキャン
し、（ｅ）ヒドロゲルに組み込まれたＧＯｘの濃度を、Ｂｅｅｒ－Ｌａｍｂｅｒｔ’ｓ　
Ｌａｗ：Ａ＝εｂｃにより計算した。式中、Ａ＝吸光度、ε＝モル吸光度係数、ｂ＝光路
長、およびｃ＝検体濃度である。２Ｋ、３．４Ｋおよび８Ｋの分子量のＰＥＧヒドロゲル
に組み込まれたグルコースオキシダーゼの濃度を決定した。図１８（ａ）は標準グルコー
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スオキシダーゼ溶液のＵＶ－Ｖｉｓスペクトルである。図１８（ｂ）はＣｏｏｍａｓｓｉ
ｅと結合したグルコースオキシダーゼのＵＶ－Ｖｉｓスペクトルである。ゲル中の濃度は
約０．６％である。
【０１３６】
　電気化学的センサを使用して、ヒドロゲルに組み込まれたＧＯｘの酵素活性を調べた。
センサに配置する前に、ＰＥＧＤＡヒドロゲルをセンサ表面の直径に切断し、表面の残留
ＧＯｘを除去するためにＬＰＴ中でしばらくの間洗浄した。標準試験溶液としてＰＢＳの
グルコース溶液（０．２５および０．５０ｍｇ／ｄｌ）を使用し、ＰＢＳの過酸化水素溶
液（２０および５５μＭ）を陽性対照として使用した。グルコースとＧＯｘの反応生成物
である過酸化水素は測定電流を発生させ、これをセンサに接続されたポテンショスタット
によって記録した。したがって、グルコース添加（グルコースの追加）に反応して正のセ
ンサ信号が生じると、組み込まれた酵素が生物活性であることを示し、一方、過酸化水素
添加（過酸化水素の追加）に反応して正のセンサ信号が生じると、電気化学的センサが機
能していることを示す。ＧＯｘが組み込まれたＰＥＧＤＡヒドロゲルを、ピーク信号強度
およびベースライン安定性について試験した。これらの試験では、すべてのヒドロゲル（
２Ｋ、３．４Ｋ、８Ｋ）が生物活性ＧＯｘを含み、２Ｋおよび３．４Ｋは信号強度および
ベースライン安定性に関して有利であることが示された（図１９～２０参照）。図１９は
、グルコースオキシダーゼを添加した様々な分子量のＰＥＧゲルのグルコースに対する信
号反応を示す。図１９は、ＰＥＧゲルが生物活性ＧＯｘを含み、２Ｋおよび３．４Ｋ分子
量のＰＥＧヒドロゲルが信号強度およびベースライン安定性に関して有利であることを示
す。図２０は、ＧＯｘを様々な濃度でゲル中に添加したＰＥＧ３．４Ｋ－ジアクリレート
ヒドロゲル、ならびにセンサ表面で固定化したＧＯｘの、グルコースに対する信号反応を
示す。図１９～２０のラベル「ｎ」は、各試験条件で収集されたデータセットの数に対応
する。図２１は、光架橋前にＧＯｘがゲル配合に組み込まれたＰＥＧＤＡヒドロゲルから
得られたポテンショメータ信号の生データを示す。図２１のデータでは、厚さ４００μｍ
のヒドロゲルが２００μｍのゲルに対して顕著な非ガウス型ピーク形状およびテーリング
を有し、これはグルコースおよび過酸化水素がヒドロゲル中にゆっくりと拡散しているこ
とを示す。図２２は、様々なゲル厚さおよびゲル組成で、ＧＯｘをあらかじめ浸漬させた
ヒドロゲルと、予め組み込んだ、即ち予め添加したヒドロゲルの間での信号の変化を示す
図である（ＰＥＧＤＡ－ｎＶＰ、ＰＥＧＤＡ）。試験した様々なゲルには、様々な厚さ（
２００μｍ、４００μｍ）のＰＥＧＤＡヒドロゲルおよび２００μｍのＰＥＧＤＡ－ｎＶ
Ｐがある。図２２のデータでは、ヒドロゲルに組み込まれたＧＯｘは生物活性であること
を示す。ベースライン安定性はすべての配合で許容可能であり、信号は損なわれなかった
。
【０１３７】
　以下の説明は、完全なセンサアセンブリで、ＧＯｘを添加したＰＥＧＤＡヒドロゲルを
使用して糖尿病患者で実施したｅｘ　ｖｉｖｏでのグルコース試験を示す。臨床試験での
超音波皮膚浸透法、センシング機構、センサ構成およびプロトコルが、非特許文献１に記
載されている。この臨床試験では、ヒドロゲルとしてＰＥＧＤＡ３．４Ｋを、センサ材料
として純白金をそれぞれ使用した。
【０１３８】
　ＰＥＧＤＡヒドロゲルを使用したグルコースセンサ関数を図２３（ａ）～（ｂ）に示す
。図２３（ａ）は、７時間にわたるグルコースクランプ臨床試験において、血中グルコー
ス（ＢＧ）値の変化に連続的に反応するセンサ信号（ｎＡ）の例を示す。図２３ｂに示す
、対応するｎＡ－ＢＧ相関グラフはＰｅｒａｓｏｎの相関係数Ｒ＝０．９４７６（Ｒ2＝
０．８９７９）であり、センサのＢＧ値モニタリング機能が優れていることを示す。ＧＯ
ｘを添加したＰＥＧＤＡヒドロゲルの使用により、継続的な経皮的グルコースモニタリン
グの成功が可能になった。
【実施例６】
【０１３９】
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　グルコースモニタリングに使用するＰＥＧ－ジアクリレート－ｎ－ビニルピロリドン－
ＧＯｘヒドロゲル（ＰＥＧＤＡ－ＮＶＰ）を以下の手順に従って調合した。ＰＥＧＤＡ－
ＮＶＰはわずかに陽イオン性であり、イオンの相互作用によりＧＯｘを維持する。光架橋
前にＧＯｘをヒドロゲルに組み込むことは、ＧＯｘをマトリックス中に物理的に封入する
ことにも寄与する。ＰＥＧＤａ－ＮＶＰヒドロゲルを以下の手順に従って調合し、特徴付
けた。
【０１４０】
　風袋を計ったシンチレーションバイアルに乾燥ポリマー１００ｍｇを入れ重量を測定し
た。１０００ｐｐｍのＩｒｇａｃｕｒｅ　２９５９を含むＰＢＳ５００μｌ、２０％のＧ
Ｏｘを含むＰＢＳ２５０μｌ、２％のｎ－ビニルピロリドン（「ｎ－ＶＰ」）１５０μｌ
をバイアルに加え、溶液の最終重量を記録した。バイアルを密栓し、バイアルを穏やかに
回転させてＰＥＧＤＡを溶解した。ゲル溶液を引き出し（暗所）で５分間保存し、均一に
なるようにした。９００μｌのゲル溶液を２枚のガラス板の間（２００μスペーサ）に配
置し、クランプで固定した。ポリマー溶液を含むガラスアセンブリを１５～２０ｍＷ／ｃ
ｍ2の強度でＵＶ　Ｂｌａｋ－Ｒａｙランプ下に配置し置き、５分間硬化させた。ゲルを
慎重にガラスから取り除き、重量を測定してからプラスチック製ペトリ皿のＬＰＴ１０ｍ
ｌに移した。
【０１４１】
　２００ミクロンのヒドロゲルは透明であり、扱いやすく、柔軟性があり、定性的な評価
で高いゲル強度が得られた。ヒドロゲルの水分含有量は約９０％であった。ＧＯｘは架橋
前にヒドロゲルに組み込まれ、半相互浸透性ネットワークを形成する。ヒドロゲルは水和
後もその黄色（ＧＯｘによる）を維持した。このことはヒドロゲル内での酵素の維持が高
いことを示す。
【０１４２】
　組み込まれた酵素の生物活性をポテンショメータで測定した。この実験では、ＰＥＧジ
アクリレート－ｎ－ビニルピロリドンのヒドロゲルに組み込まれたグルコースオキシダー
ゼが生物活性であり、ヒドロゲル輸送システムと化学的適合性があることが示された。図
２１～２２のデータは、ヒドロゲル内に組み込まれたＧＯｘが生体活性であり機能的であ
ることを示す。
【実施例７】
【０１４３】
　グルコースモニタリングに使用するＰＥＧ－ジアクリレート／ポリエチレンイミン（Ｐ
ＥＧＤＡ－ＰＥＩ）ヒドロゲルを以下の手順に従って調合することができる。ＰＥＧＤＡ
－ＰＥＩは陽イオン性ヒドロゲルである。ポリエチレンイミン（分枝状または樹枝状、Ｓ
ｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）をＰＥＧジアクリレートヒドロゲルに組み込んで、陽イ
オン性の性質を与えることができる。陽イオン性ヒドロゲルは、わずかに陰イオン性のグ
ルコースオキシダーゼとイオン相互作用することができ、酵素を制御しながら放出するリ
ザーバとなる。０．３～０．５％のＰＥＩ、１０％のＰＥＧＤＡ、５００ｐｐｍのＩｒｇ
ａｃｕｒｅ　２９５９および５％のグルコースオキシダーゼから構成される溶液を、上記
の項で述べたように、ＢｌａｋＲａｙ　ＵＶ光で光架橋することができる。陽イオン性が
高いＰＥＩを組み込むことによってＧＯｘに対する高い結合性の基質を形成することがで
き、マトリックス中の酵素の維持が強化される。さらに、ヒドロゲルが高い陽イオン性の
性質を持つことによって、皮膚への生体接着性という機能が追加されうる。ＰＥＧＤＡヒ
ドロゲルに組み込むことのできる他の陽イオン性の生体接着性高分子は、キトサン、ポリ
アミドアミン、ポリ（ｎ－ビニルピロリドン）等である。
【０１４４】
　本発明の別の態様によれば、時間関数として測定された血中グルコース値におけるセン
サの変動を訂正するために、エラー訂正法を使用することができる。図１６は、センサの
変動の訂正にエラー訂正法を使用しない、Ｃｌａｒｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｇｒｉｄを示す。図
１６のデータは、臨床試験の糖尿病患者に行った１０件のｅｘ　ｖｉｖｏ試験から取得し
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た。異なるデータラベルは、異なる患者からのデータであることを示す。図１７は、セン
サの変動の訂正にエラー訂正法を使用した後のＣｌａｒｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｇｒｉｄを示す
。図１７のデータは、臨床試験の糖尿病患者に行った１０件のｅｘ　ｖｉｖｏ試験から取
得した。エラー訂正法を以下で説明する。
【０１４５】
　時間関数としてのセンサ信号Ｙは、以下の直線的関係に従って、センサ感度ｍ、血中グ
ルコース値Ｘ、および一定のオフセット値ｂと関連する。
【０１４６】
　Ｙ＝ｍＸ（ｔ）＋ｂ
　上記の式を再整理することができ、以下の通り一つの時点の較正プロトコルを使用して
血中グルコース値を簡便に予測することができる：
　Ｘ（ｔ）＝（Ｙ－ｂ）／ｍ、およびｍ＝（Ｙｃ－ｂ）／Ｘｒｃ（ｔ）
　センサ感度ｍの値は、センサの較正時点でのセンサの電流読取値Ｙｃおよび標準的な基
準血中グルコース値Ｘｒｃ（ｔ）を使用して、各ｅｘ　ｖｉｖｏ試験から得ることができ
る。その後の血中グルコース値Ｘ（ｔ）を、対応する標準的な基準血中グルコース値Ｘｒ
（ｔ）と比較すると、様々な時点での変動因子Ｄ（ｔ）を算出できることが明らかである
：
　Ｄ（ｔ）＝Ｘｒ（ｔ）／Ｘ（ｔ）
　多数の成功したｅｘ　ｖｉｖｏ試験からＤ（ｔ）対時間ｔをグラフ化することによって
、Ｄ（ｔ）対ｔのグラフの最良の組合せは、次の通り表すことのできる三次多項式関数と
なった：
　Ｄ（ｔ）＝ｃ＊ｔ3＋ｄ＊ｔ2＋ｅ＊ｔ＋ｆ
式中、ｃ、ｄ、ｅ、ｆは、上記の三次多項式にＤ（ｔ）対ｔのデータの最良の組合せを得
るように計算された数値係数である。しかし、三次多項式の使用は例示的であり、変動デ
ータを指数関数に合わせる、またはダイレクトルックアップテーブル法を使用するアルゴ
リズムなどの変動因子を表す他の方法を使用することもできる。
【０１４７】
　時間ｔでの変動を訂正する血中グルコース値Ｘｐ（ｔ）を予測するには、以下のように
単にＸ（ｔ）をＤ（ｔ）で乗じることができる：
　Ｘｐ（ｔ）＝Ｘ（ｔ）＊Ｄ（ｔ）＝Ｘ（ｔ）＊（ｃ＊ｔ3＋ｄ＊ｔ2＋ｅ＊ｔ＋ｆ）
　この式はエラー訂正法を表し、その有用性は、アルゴリズムを適用しない場合（図１６
）に対して適用した場合（図１７）のＣｌａｒｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｇｒｉｄを比較すること
によって理解することができる。図１６中のデータ対の負のバイアスおよび広い分散は効
果的に訂正され、結果として図１７に示すように、すべてのデータ点はＣｌａｒｋ　Ｅｒ
ｒｏｒ　Ｇｒｉｄ内で臨床的に関連するＡおよびＢ領域に入る。このエラー訂正法は、本
発明の例示的な実施形態による、連続的な経皮的検体モニタリングシステムを使用して生
成されるデータに適用することができる。
【０１４８】
　本発明の他の実施形態および使用は、本明細書に開示された本発明の明細書および実施
を考慮することによって当業者には明らかとなろう。米国および外国の特許および特許出
願すべてを含む、本明細書に引用されたすべての参照文献を、参照によって本明細書に詳
細かつ完全に援用する。明細書および実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の真の範囲
および精神は、以下の特許請求の範囲によって示されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の一実施形態に従って、非侵襲的に体液をサンプリングするための方法を
示すフローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態に従って、生体膜の透過性を増加させるために生体膜に超音
波を制御下で適用するためデバイスを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に従って、体液を個別に抽出および測定して検体の濃度を推
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測する構成部品を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に従って、体液を連続的に抽出および測定して検体の濃度を
推測する構成部品を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に従って、体液の定期的な浸透抽出の実施によって検体を定
期的にモニタリングする方法を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、装着式抽出チャンバの構成部品を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による、グルコース流量に対する血中グルコース濃度を示す
グラフである。
【図８】本発明の一実施形態に従って、経皮的な輸送を制御下で増加させるための方法を
示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に従って、経皮的な検体のモニタリングを連続的に実施する
ための装置を示す図である。
【図１０】図９に示すセンサ本体を第１の視点から見た図である。
【図１１】図９に示す装置を第２の視点から見た図である。
【図１２】様々なヒドロゲルでの信号反応に対するグルコース濃度を示す図である。
【図１３】作用電極として純白金と白金炭素を使用した、信号反応に対するグルコース濃
度を示す図である。
【図１４】作用電極として白金と白金炭素を使用した、過酸化水素の追加に反応するグル
コースセンサの電流－時間プロファイルを示す図である。
【図１５】Ｎａｆｉｏｎ干渉フィルタを使用した、または使用しないセンサで、アセトア
ミノフェン（ＡＭ）に対する過酸化水素、および尿酸（ＵＡ）に対する過酸化水素のセン
サ反応を示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態による、エラー訂正法を適用しないＣｌａｒｋ　Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｇｒｉｄを示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態による、エラー訂正法を適用した後のＣｌａｒｋ　Ｅｒｒ
ｏｒ　Ｇｒｉｄを示す図である。
【図１８Ａ】ＰＥＧＤＡ３．４Ｋゲルに組み込む前および後の標準グルコースオキシダー
ゼ溶液の吸収スペクトルを示す図である。
【図１８Ｂ】ＰＥＧＤＡ３．４Ｋゲルに組み込む前および後の標準グルコースオキシダー
ゼ溶液の吸収スペクトルを示す図である。
【図１９】グルコースオキシダーゼ（ＧＯｘ）を添加した様々な分子量のＰＥＧゲル
【図１９】グルコースオキシダーゼ（ＧＯｘ）を添加した様々な分子量のＰＥＧゲルのグ
ルコースの信号反応を示す図である。
【図２０】様々な濃度のＧＯｘを添加した３．４ＫのＰＥＧヒドロゲルのグルコースの信
号反応を示す図である。
【図２１】光架橋前にＧＯｘがゲル配合に組み込まれたＰＥＧＤＡヒドロゲルから得られ
たポテンショメータ信号の生データを示す図である。
【図２２】様々な厚さおよび組成でＧＯｘを予め浸漬させたヒドロゲルとＧＯｘが予め組
み込まれたヒドロゲルの間での信号の変化を示す図である（ＰＥＧＤＡ－ｎＶＰ、ＰＥＧ
ＤＡ）。
【図２３ａ】検体を経皮的に連続的にモニタリングするシステムの実施形態を利用して、
血中グルコースに対する時間を示す図である。
【図２３ｂ】本発明の実施形態で、ナノアンペアの電極信号に対する血中グルコースの相
関グラフを示す図である。
【図２４】臨床試験の参加者の患者データを示す図である。
【図２５】臨床試験からのノイズ入りデータセットを示す図である。
【図２６】臨床試験からの別のデータセットを示す図である。
【図２７】本発明の一実施形態による、臨床試験からのセンサデータのＣｌａｒｋ　Ｅｒ
ｒｏｒ　Ｇｒｉｄを示す図である。
【図２８】本発明の別の実施形態による、臨床試験からのセンサデータのＣｌａｒｋ　Ｅ
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【図１７】 【図１８Ａ】
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