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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、ヘパリンベンザルコニウム抗血
栓性コーティングを含む分析物センサー及び分析物セン
サーをコーティングする方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　細長部材；
　　血管中の分析物の濃度に関連したシグナルを発生することができる、前記細長部材の
遠位部分に沿って配置された分析物反応性指示薬；
　　少なくとも前記細長部材の前記遠位部分に沿った前記指示薬を覆う、多孔質膜；並び
に
　　前記多孔質膜の少なくとも一部に安定的に結合したヘパリン及びベンザルコニウムを
含むコーティング
　を含む、分析物センサー。
【請求項２】
　前記細長部材が、光路を含む光ファイバーを含む、請求項１に記載の分析物センサー。
【請求項３】
　前記分析物反応性指示薬が、分析物結合部分に作動可能に連結されたフルオロフォアを
含み、分析物の結合により前記フルオロフォアの発光強度が変化し、前記分析物反応性指
示薬が、前記光ファイバーの前記光路内に配置されている、請求項２に記載の分析物セン
サー。
【請求項４】
　前記フルオロフォアがＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、前記結合部分が３，３’－ｏ
ＢＢＶである、請求項３に記載の分析物センサー。
【請求項５】
　前記多孔質膜がマイクロ多孔質膜である、請求項１に記載の分析物センサー。
【請求項６】
　前記マイクロ多孔質膜が、ポリオレフィン、フルオロポリマー、ポリカーボナート、及
びポリスルホンからなる群から選択される１又は複数のポリマーを含む、請求項５に記載
の分析物センサー。
【請求項７】
　前記マイクロ多孔質膜が、少なくとも１つのフルオロポリマーを含む、請求項６に記載
の分析物センサー。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのフルオロポリマーが、ポリテトラフルオロエチレン、パーフルオ
ロアルコキシポリマー、フッ化エチレン－プロピレン、ポリエチレンテトラフルオロエチ
レン、ポリフッ化ビニル、ポリエチレンクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリ
デン、ポリクロロトリフルオロエチレン、パーフルオロポリエーテル、パーフルオロエラ
ストマー、及びフルオロエラストマーからなる群から選択される、請求項７に記載の分析
物センサー。
【請求項９】
　前記マイクロ多孔質膜が、少なくとも１つのポリオレフィンを含む、請求項５に記載の
分析物センサー。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのポリオレフィンがポリエチレンである、請求項９に記載の分析物
センサー。
【請求項１１】
　前記分析物反応性指示薬が、ヘパリンを含むヒドロゲル内に固定されている、請求項３
に記載の分析物センサー。
【請求項１２】
　　血管内に配置されるように構成され、且つ光路及び外表面を含む、光ファイバー；
　　分析物結合部分に作動可能に連結されたフルオロフォアを含む化学指示薬系であって
、前記フルオロフォア及び分析物結合部分が非水溶性有機ポリマー内に固定されており、
前記化学指示薬系が前記光ファイバーの遠位部分に沿った光路内に配置されている、化学
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指示薬系；及び
　　中に配置された前記化学指示薬系を覆い、前記光ファイバーの前記外表面の少なくと
も一部の上にあり、前記外表面に共有結合的に架橋されたヘパリンを含む、抗血栓性の分
析物透過コーティング
　を含む、平衡血管内分析物センサー。
【請求項１３】
　前記フルオロフォアがＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、前記結合部分が３，３’－ｏ
ＢＢＶである、請求項１２に記載の分析物センサー。
【請求項１４】
　前記化学指示薬系と前記抗血栓性コーティングの間に配置された多孔質の分析物透過膜
を更に含む、請求項１２に記載の分析物センサー。
【請求項１５】
　分析物センサーの血栓形成性を低減する方法であって、
　　光路を規定する細長光ファイバーと、ヒドロゲル内に固定されて前記光ファイバーの
遠位領域に沿って前記光路内に配置された平衡蛍光化学指示薬系と、前記遠位領域の少な
くとも一部の外層を形成する分析物透過性の多孔質膜とを含み、前記指示薬系が前記多孔
質膜によって覆われている、分析物センサーを用意する工程；
　　前記分析物センサーを、ヘパリンとベンザルコニウムの混合物を含む単一溶液又は別
個のヘパリンを含む第１の溶液及びベンザルコニウムを含む第２の溶液に接触させる工程
；及び
　　前記分析物センサーを乾燥させる工程
　を含む、方法。
【請求項１６】
　前記接触工程及び乾燥工程が２～１０回繰り返される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記分析物センサーをヘパリンを含む溶液に前記ヘパリンが前記ヒドロゲルを飽和する
のに十分な時間浸漬する工程を更に含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記平衡蛍光化学指示薬系が、フルオロフォア及び分析物結合部分を含む、請求項１５
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記フルオロフォアがＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、前記結合部分が３，３’－ｏ
ＢＢＶであり、前記ヒドロゲルがＤＭＡＡ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド）ヒドロゲ
ルマトリックスである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記多孔質膜がマイクロ多孔質ポリエチレンを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　分析物センサーの血栓形成性を低減する方法であって、
　　分析物センサーを用意する工程であって、前記分析物センサーが、光路を規定する細
長光ファイバーと、前記光ファイバーの遠位領域に沿って前記光路内に配置された平衡蛍
光化学指示薬系と、前記遠位領域の少なくとも一部を覆う外表面を形成する分析物透過性
の多孔質膜とを含み、前記指示薬系が前記多孔質膜で覆われている分析物センサーである
、工程；
　　光活性化可能な化学的連結剤及び抗血栓性分子を用意する工程であって、前記連結剤
が、活性化後に前記外表面及び前記抗血栓性分子に共有結合でき、前記連結剤が、２以上
の光反応性基及び１以上の荷電基を含む荷電された二官能性以上である光活性化可能な非
ポリマー化合物を含む、工程；及び
　　前記２以上の光反応性基を活性化させることより、前記抗血栓性分子を前記外表面に
架橋する工程
　を含む、方法。
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【請求項２２】
　前記平衡蛍光化学指示薬系が、非水溶性有機ポリマー内に固定されたフルオロフォア及
び分析物結合部分を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記フルオロフォアがＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、前記結合部分が３，３’－ｏ
ＢＢＶであり、前記非水溶性有機ポリマーがＤＭＡＡ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド
）ヒドロゲルマトリックスである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記多孔質膜が、マイクロ多孔質ポリエチレンを含む、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、参照によりその開示が明示的に本明細書に組み込まれ、かつ明示的に本願の一
部となる２００９年９月３０日付で提出された米国仮特許出願第６１／２４７，５００号
の優先権を主張する。
【０００２】
技術分野
　本発明の実施形態は、広義には、血管内グルコースセンサー等の血液に接触する表面を
有する医療機器（ｍｅｄｉｃａｌ　ｄｅｖｉｃｅ）用の抗血栓性コーティング、そのよう
なコーティングの形成方法、及びそのようにして形成された医療機器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　患者の血糖値を連続的又はほぼ連続的にモニタリングすることによって血糖コントロー
ルの実現が容易になる。そのようなモニタリングを実現する方法の１つでは、植え込まれ
たグルコースセンサーを使用する。例えば、光学グルコースセンサー、例えば特許文献１
～１３及び同時係属中の特許文献１４～１８（それぞれの全体を参照により本明細書に援
用する）に開示されているものを患者の脈管系の中に配置して、グルコースを連続的に又
は必要に応じて記録することができる。当然ながら、あらゆる留置血管内グルコースセン
サーが、血糖コントロールを実現するためのグルコースのモニタリングに潜在的に使用可
能である。
【０００４】
　患者の脈管系中に血管内グルコースセンサー等の異物が存在すると、センサー周辺で血
餅（ｂｌｏｏｄ　ｃｌｏｔ）又は血栓（ｔｈｒｏｍｂｕｓ）が形成され得る。場合によっ
ては、血栓により血管の血流が制限され、センサーの機能性及び／又は患者の健康が損な
われることがある。場合によっては、血栓が離れて、血流を介して心臓、脳等の体の別の
部分に移動することがあり、それにより重度の健康上の問題が生じ得る。したがって、セ
ンサー上又はセンサーの近くでの血栓形成を最小限に抑えることが望ましい。
【０００５】
　手術中及び介入手技中における血栓形成の防止及び凝固障害の処置のための静脈内抗凝
固剤として、数十年前からヘパリンが臨床的に使用されている。ステント、プロステーシ
ス、カテーテル、管、血液保存容器等の医療機器の外表面をヘパリン又はヘパリン含有複
合体（例えばShah, et al．に付与された特許文献１９参照）でコーティングすると、（
１）フィブリン（これは血栓を保持する）形成に必須の酵素の阻害、（２）デバイス表面
上での望ましくない反応の原因となり得る血液タンパク質の吸着低減、並びに（３）血栓
形成において重要な役割を果たす血小板の接着及び活性化の低減、により、デバイスが血
液に接触した時のデバイスの血栓形成性（ｔｈｒｏｍｂｏｇｅｎｅｃｉｔｙ）が低減し得
る。理想的には、ヘパリンコーティングがその下の医療機器の表面から血液を実質的に遮
蔽し、その結果、血液成分がデバイス表面ではなくヘパリンコーティングに接触するため
、血栓又は塞栓（放出されて下流に移動する血餅）の形成が低減する。
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【０００６】
　残念ながら、デバイスの表面材料によっては、ヘパリンでは持続的及び／又は連続的な
抗血栓性コーティングが得られないことがある。ヘパリンコーティングの完全性を向上さ
せるために種々の戦略が採られてきた。例えば、ヘパリンをデバイス表面に共有結合させ
てコーティングの有効寿命を延長させるために光活性化カップリング法（ｐｈｏｔｏ－ａ
ｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ）を用いることができる（例えば非
特許文献１のＳｕｒｍｏｄｉｃｓのＰＨＯＴＯＬＩＮＫ（登録商標）プロセス参照）。あ
るいは、特定の材料、例えばＰＶＣには、ＰＶＣ表面から離間してヘパリン分子を配置す
るために、とりわけトリドデシルメチル塩化アンモニウム（ＴＤＭＡＣ）及びＰＥＯ－ポ
リエチレンオキシド等のリンカーが用いられてきた（例えばCrouther et al.に付与され
た特許文献２０参照）。ヘパリンをポリペプチドに架橋して、ペプチド特異的機能を有す
る抗血栓性ヒドロゲルを作製することができる（例えば、創傷治癒機能を開示しているLa
mberti, et al.に付与された特許文献２１参照）。ヘパリンの誘導体又は複合体、例えば
ヘパリン塩化ベンザルコニウム（以降、「ＨＢＡＣ」）も医療機器の抗血栓性コーティン
グとして応用されてきた。しかし、ＨＢＡＣの使用は、血中分析物がコーティングを介し
て通過する必要がある血管内分析物センサー等のデバイスでは成功していない。更に、Hs
u（特許文献２２）は、血液ガスセンサーをコーティングするための種々のヘパリン複合
体の使用を開示しており、ベンザルコニウムヘパリン複合体がそのような血管内センサー
には不適であると記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，１３７，０３３号
【特許文献２】米国特許第５，５１２，２４６号
【特許文献３】米国特許第５，５０３，７７０号
【特許文献４】米国特許第６，６２７，１７７号
【特許文献５】米国特許第７，４１７，１６４号
【特許文献６】米国特許第７，４７０，４２０号
【特許文献７】米国特許公開第２００６／００８３６８８号
【特許文献８】米国特許公開第２００８／０１８８７２２号
【特許文献９】米国特許公開第２００８／０１８８７２５号
【特許文献１０】米国特許公開第２００８／０１８７６５５号
【特許文献１１】米国特許公開第２００８／０３０５００９号
【特許文献１２】米国特許公開第２００９／００１８４２６号
【特許文献１３】米国特許公開第２００９／００１８４１８号
【特許文献１４】米国特許出願第１１／２９６，８９８号
【特許文献１５】米国特許出願第１２／１８７，２４８号
【特許文献１６】米国特許出願第１２／１７２，０５９号
【特許文献１７】米国特許出願第１２／２７４，６１７号
【特許文献１８】米国特許出願第６１／０４５，８８７号
【特許文献１９】米国再発行特許第ＲＥ３９，４３８号
【特許文献２０】米国特許第５，４４１，７５９号
【特許文献２１】米国特許第７，３０３，８１４号
【特許文献２２】米国特許第５，０４７，０２０号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】www.surmodics.com/technologies-surface-biocompatibility-heparin.
html
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　したがって、抗血栓性コーティング及び血管内分析物センサー、特にグルコースセンサ
ーにそのようなコーティングを施すための方法に対する満たされていない重要なニーズが
存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態は、細長部材（ｅｌｏｎｇａｔｅ　ｍｅｍｂｅｒ）；細長部材の遠位
部分に沿って配置された分析物反応性指示薬であって、血管中の分析物の濃度に関連した
シグナルを発生できる、指示薬；細長部材の遠位部分に沿った少なくとも指示薬を覆う多
孔質膜；並びに多孔質膜の少なくとも一部に安定的に結合したヘパリン及びベンザルコニ
ウムを含むコーティング、を含む、分析物センサーに関する。
【００１１】
　分析物センサーの好ましい実施形態では、細長部材は、光路を含む光ファイバーを含む
。分析物反応性指示薬は、好ましくは、分析物結合部分に作動可能に連結されたフルオロ
フォアを含み、分析物の結合によってフルオロフォアの発光強度が変化し、分析物反応性
指示薬は光ファイバーの光路内に配置されている。より好ましくは、フルオロフォアはＨ
ＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、結合部分は３，３’－ｏＢＢＶである。
【００１２】
　特定の実施形態では、多孔質膜はマイクロ多孔質膜である。マイクロ多孔質膜には、ポ
リオレフィン、フルオロポリマー、ポリカーボナート、及びポリスルホンからなる群から
選択される１又は複数のポリマーが含まれ得る。より好ましくは、マイクロ多孔質膜には
少なくとも１つのフルオロポリマーが含まれる。少なくとも１つのフルオロポリマーは、
ポリテトラフルオロエチレン、パーフルオロアルコキシポリマー、フッ化エチレン－プロ
ピレン、ポリエチレンテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニル、ポリエチレンクロロ
トリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリクロロトリフルオロエチレン、パー
フルオロポリエーテル、パーフルオロエラストマー、及びフルオロエラストマーからなる
群から選択され得る。
【００１３】
　分析物センサーの別の実施形態では、マイクロ多孔質膜は少なくとも１つのポリオレフ
ィンを含む。ポリオレフィンは好ましくはポリエチレンである。
【００１４】
　本発明の別の実施形態に係る平衡血管内分析物センサーを開示する。平衡血管内分析物
センサーは以下を含む：血管内に配置されるように構成され、且つ光路及び外表面を含む
光ファイバー；分析物結合部分に作動可能に連結されたフルオロフォアを含み、フルオロ
フォア及び分析物結合部分が非水溶性有機ポリマー内に固定されており、光ファイバーの
遠位部分に沿った光路内に配置されている、化学指示薬系；並びに中に配置された化学指
示薬系を覆い、光ファイバーの外表面の少なくとも一部上にあり、外表面に共有結合で架
橋されたヘパリンを含む、抗血栓性の分析物透過コーティング。
【００１５】
　フルオロフォアは好ましくはＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、結合部分は好ましくは
３，３’－ｏＢＢＶである。
【００１６】
　平衡血管内分析物センサーは、化学指示薬系と抗血栓性コーティングとの間に配置され
た多孔質の分析物透過膜を更に含んでもよい。
【００１７】
　本発明の別の実施形態に係る、分析物センサーの血栓形成性を低減する方法を開示する
。方法は以下の工程を含む：光路を規定する細長光ファイバーと、光路内で光ファイバー
の遠位領域に沿って配置された平衡蛍光化学指示薬系と、遠位領域の少なくとも一部の外
層を形成する分析物透過多孔質膜と、を含み、指示薬系が多孔質膜によって覆われている
、分析物センサーを用意する工程；分析物センサーを、ヘパリンとベンザルコニウムとの
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混合物を含む単一溶液に又は別個のヘパリンを含む第１の溶液及びベンザルコニウムを含
む第２の溶液に接触させる工程；分析物センサーを乾燥させる工程；並びに接触工程及び
乾燥工程を２～１０回繰り返す工程。
【００１８】
　方法の好ましい実施形態では、平衡蛍光化学指示薬系は、非水溶性有機ポリマー内に固
定されたフルオロフォア及び分析物結合部分を含む。フルオロフォアはＨＰＴＳ－トリＣ
ｙｓＭＡであってよく、結合部分は３，３’－ｏＢＢＶであってよく、非水溶性有機ポリ
マーはＤＭＡＡ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド）ヒドロゲルマトリックスであってよ
い。
【００１９】
　本発明の別の実施形態では、分析物センサーの血栓形成性を低減する方法が開示される
。方法は以下の工程を含む：分析物センサーを用意する工程であって、分析物センサーが
、光路を規定する細長光ファイバーと、光路内で光ファイバーの遠位領域に沿って配置さ
れた平衡蛍光化学指示薬系と、遠位領域の少なくとも一部を覆う外表面を形成する分析物
透過性多孔質膜とを含み、指示薬系が多孔質膜で覆われている分析物センサーである、工
程；光活性化可能な化学的連結剤（ｌｉｎｋｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）及び抗血栓性分子を用
意する工程であって、連結剤が、活性化後に、外表面及び抗血栓性分子に共有結合でき、
連結剤が、２以上の光反応性基及び１以上の荷電基を含む荷電された２官能性以上の光活
性化可能な非ポリマー性化合物を含む、工程；及び２以上の光反応性基を活性化すること
により抗血栓性分子を外表面に架橋する工程。
【００２０】
　平衡蛍光化学指示薬系は、非水溶性有機ポリマー内に固定されたフルオロフォア及び分
析物結合部分を含むことが好ましい。方法の特定の好ましい実施形態では、フルオロフォ
アはＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡであり、結合部分は３，３’－ｏＢＢＶであり、及び非水
溶性有機ポリマーはＤＭＡＡ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド）ヒドロゲルマトリック
スである。
【００２１】
　方法の特定の好ましい実施形態では、多孔質膜はマイクロ多孔質ポリエチレンを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】多孔質膜の下の光ファイバー及びヒドロゲルが見えるように多孔質膜のシースを
切り取った、センサーの破断図である。
【図２】光ファイバーの遠位にヒドロゲルが配置されているセンサーの長手軸に沿った断
面図である。
【図３Ａ】螺旋状の（ｈｅｌｉｃａｌ）形態を形成する一連の孔を有するグルコースセン
サーを示す図である。
【図３Ｂ】角度をもって開けられた又は形成された一連の孔を有するグルコースセンサー
を示す図である。
【図３Ｃ】つる巻状の（ｓｐｉｒａｌ）溝を少なくとも１つ有するグルコースセンサーを
示す図である。
【図３Ｄ】一連の三角形くさび形切抜きを有するグルコースセンサーを示す図である。
【図４】センサーの遠位部分に空洞を有するグルコースセンサーの一実施形態の断面図で
ある。
【図５】２個の励起光源並びにマイクロ分光計及び／又は分光計を含むグルコース測定系
を示す図である。
【図６Ａ】光学グルコースセンサーの代替的実施形態を示す図であり、光学センサーが管
状メッシュ（図６Ａ）又はコイル（図６Ｂ）で囲まれており、これが開口窓を有するポリ
マー材料で更に囲まれている。
【図６Ｂ】光学グルコースセンサーの代替的実施形態を示す図であり、光学センサーが管
状メッシュ（図６Ａ）又はコイル（図６Ｂ）で囲まれており、これが開口窓を有するポリ



(8) JP 2013-506503 A 2013.2.28

10

20

30

40

50

マー材料で更に囲まれている。
【図７Ａ】センサーのマイクロ多孔質膜部分へのヘパリンベンザルコニウムコーティング
の接着を示す図である。
【図７Ｂ】センサーの非多孔質前駆体部分へのヘパリンベンザルコニウムコーティングの
接着を示す図である。
【図８】ヘパリン浸漬を行ったグルコースセンサーのヘパリン活性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明及び例は本発明の好ましい実施形態を詳細に記載するものである。当業者に
は、この範囲内に含まれる本発明の多数のバリエーション及び改変例があることが理解さ
れるであろう。したがって、好ましい実施形態の説明は、本発明の範囲を限定するものと
見なされるべきではない。
【００２４】
　本明細書に開示されている種々の実施形態は、全般的には、生体内配置用に構成された
分析物センサー（例えば血管内、組織内等）、好ましくはグルコースセンサーに関し、セ
ンサーは抗血栓性の外表面、好ましくはコーティングを更に含む。センサーをコーティン
グして抗血栓性外表面を作製する方法も開示される。当然、グルコースに加えて他の分析
物を検出するための血管内センサーにも、例えばセンサー周辺での血餅又は血栓の形成を
低減、阻害、及び／又は防止する本発明の態様は有用であり得る。
【００２５】
定義
　特に断りのない限り、本明細書中で使用される科学技術用語は、本発明が属する分野の
当業者に一般的に理解されているのと同じ意味で使用される。本発明のために、以下の用
語を定義する。
【００２６】
　本発明において、「多孔質（Ｐｏｒｏｕｓ）」とは、材料中を化学種が透過可能な細孔
（ｐｏｒｅ）を中に有する材料を指して使用される。材料は、材料の平均細孔径が約２ｎ
ｍ未満であることを意味する「ナノ多孔質」であり得る。材料は、材料の平均細孔径が約
２ｎｍ～約５０ｎｍであることを意味する「マイクロ多孔質」であり得る。材料は、材料
の平均細孔径が約５０ｎｍを超えることを意味する「メソ多孔質」であり得る。更に、材
料は、一部の化学種だけを通過させ、他の材料の通過は防止又は阻害する、半透性であっ
てもよい。
【００２７】
　本発明において、「ポリオレフィン」とは、オレフィンから作製されるポリマーを指し
、コポリマーを含む。２つの主な例はポリエチレン及びポリプロピレンである。これらは
多くの異なるグレードで入手可能であり、グレードは分子量又は密度で記載されることが
多い。炭素が２個又は３個より長い鎖のモノマーに由来するポリマーも含まれる。
【００２８】
　本発明において、「フルオロポリマー」とは、塩素原子及び／又はフッ素原子を含有す
るポリマーを指す。例としては、ポリテトラフルオロエチレン、パーフルオロアルコキシ
ポリマー、フッ化エチレン－プロピレン、ポリエチレンテトラフルオロエチレン、ポリフ
ッ化ビニル、ポリエチレンクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリク
ロロトリフルオロエチレン、パーフルオロポリエーテル、パーフルオロエラストマー、及
びフルオロエラストマーが含まれる。これらの材料は剛性（ｒｉｇｉｄ）であってもよく
、弾性（ｅｌａｓｔｏｍｅｒｉｃ）であってもよい。商標としては、ＴＥＦＬＯＮ、ＴＥ
ＦＺＥＬ、ＦＬＵＯＮ、ＴＥＤＬＡＲ、ＨＡＬＡＲ、ＫＹＮＡＲ、ＫＥＬ－Ｆ、ＣＴＦＥ
、ＫＡＬＲＥＺ、ＴＥＣＮＯＦＬＯＮ、ＦＦＫＭ、ＶＩＴＯＮ、ＦＯＭＢＬＩＮ、及びＧ
ＡＬＤＥＮが含まれる。
【００２９】
　本発明において、「ポリカーボナート」とは、炭酸基で連結された官能基を有するポリ
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マーを指す。商標としては、ＬＥＸＡＮ、ＣＡＬＩＢＲＥ、ＭＡＫＲＯＬＯＮ、ＰＡＮＬ
ＩＴＥ、及びＭＡＫＲＯＬＩＦＥが含まれる。
【００３０】
　本発明において、「ポリスルホン」とは、スルホン又はスルホニル基を含有するポリマ
ーを指し、このポリマーは多くの場合サブユニット（アリール１）－ＳＯ2－（アリール
２）から構成される。
【００３１】
　本発明において、「ヘパリン」とは、抗凝固特性及び／又は抗血栓特性を有する多糖材
料を含み、多くの場合、グリコシド結合により結合されたＤ－グリコシアミン（Ｄ－ｇｌ
ｙｃｏｃｙａｍｉｎｅ）（Ｎ－硫酸化又はＮ－アセチル化）及びウラン酸（硫酸基の異な
るＬ－イズロン酸又はＤ－グルクロン酸）の交互誘導体を含むもの又はＤ－グルコサミン
とＬ－イズロン酸又はＤ－グルクロン酸との反復単位で構成される硫酸化の程度が様々な
多糖鎖の異種混合物を含むものを意味する。ヘパリンは、ウシ又はブタの粘膜組織（例え
ば肺又は腸）等の天然源（ｎａｔｕｒａｌ　ｓｏｕｒｃｅ）に由来し得、種々の分子量を
有し得る。
【００３２】
　本発明において、「塩化ベンザルコニウム」とは、以下の構造で表されるような、窒素
に結合したベンジル及び３個のＲ基を主に有する第四級アンモニウム化合物並びに第四級
アンモニウム化合物の混合物のハロゲン塩を指す。
【００３３】
【化１】

【００３４】
　式中、Ｒ１は、炭素数約１～約５のアルキル基であり、Ｒ２は、炭素数約１～約５のア
ルキル基であり、Ｒ３は、炭素数約６～約２２のアルキル基であり、Ｘ-は、ハロゲン対
イオンである。「塩化（物）（ｃｈｌｏｒｉｄｅ）」という語の使用は原子番号１７の特
定のハロゲン対イオンを指すが、フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物等の任意のハロゲ
ン対イオンが本発明の態様で使用され得、最も一般的に使用される対イオンは塩化物であ
る。更に、本発明において、「ベンザルコニウム」は、第四級アンモニウム化合物自体を
指す。したがって、ハロゲン塩「塩化ベンザルコニウム」は、「ベンザルコニウム」及び
塩化物対イオンを含む。本発明において、「ＨＢＡＣ」とは、ヘパリンと塩化ベンザルコ
ニウムの複合体を指す。種々のグレード及び分子量のヘパリンが使用され得る。種々のグ
レードの塩化ベンザルコニウム及びＲ基の鎖長が様々なベンザルコニウムイオンの別の塩
も使用することができ、これらは、精製された形態であってもよく、混合物の形態であっ
てもよく、あるいは別の関連する化合物又は無関係の化合物と組み合わされてもよい。
【００３５】
分析物センサー
　抗血栓性表面を有するコーティングに適した分析物センサーとしては、センサーの少な
くとも一部にポリマー外面を有する分析物センサーが含まれる。好ましくは、センサーの
この部分は、生体内配置、より好ましくは血管内配置用に構成されている。外面の一部と
して用いることができるポリマー材料としては、ポリオレフィン（例えばポリエチレン及
びポリプロピレン）、ポリカーボナート、ポリスルホン、フルオロカーボン等の疎水性ポ
リマーが含まれる。いくつかの実施形態では、ポリマー材料はナノ多孔質であり得る。い
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くつかの実施形態では、ポリマー材料はマイクロ多孔質であり得る。特定のそのような実
施形態では、平均細孔径は約２ｎｍ～約１０ｎｍ、約１０ｎｍ～約２０ｎｍ、約２０ｎｍ
～３０ｎｍ、約３０ｎｍ～約４０ｎｍ、又は約４０ｎｍ～約５０ｎｍであり得、上記範囲
の組合せも含まれる。したがって、例えば特定の実施形態では、平均細孔径は、約１０ｎ
ｍ～約３０ｎｍ又は約２０ｎｍ～約４０ｎｍであり得る。別の実施形態では、ポリマー材
料はメソ多孔質であり得る。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、多孔質ポリマー表面は、センサー本体の少なくとも一部の被
覆又はシースとなり得る。ポリマー表面が被覆又はシースである場合、これは任意の好適
な方法により作製及び／又は塗布され得る。センサーは、センサーに用いる感知化学／技
術に適するようにさまざまに構築され得る。一実施形態では、分析物濃度に関連した蛍光
反応を生じるセンサー等の光センサーが、センサーアセンブリーの少なくとも一部に多孔
質ポリマー外表面を有し得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、センサーは、不溶性ポリマーマトリックスを含み得、これは
分析物感受性の化学指示薬系を固定し、目的の分析物に十分に透過性である。好適なポリ
マーマトリックス材料としてはアクリルポリマーに関連するものが含まれる。いくつかの
実施形態では、フルオロフォア及び／又はバインダー／クエンチャーをポリマーマトリッ
クス中に含めてもよい（例えば、米国特許第６，６２７，１７７号、同第７，４７０，４
２０号、及び同第７，４１７，１６４号参照；これらぞれぞれの全体を参照により本明細
書に援用する）。
【００３８】
　例えば米国特許公開第２００８／０１１９７０４号、同第２００８／０１９７０２４号
、同第２００８／０２００７８８号、同第２００８／０２００７８９号、及び同第２００
８／０２００７９１号に開示されている電気化学的センサー等の任意のその他の血管内グ
ルコースセンサーが本発明の実施形態に従って用いられ得る。
【００３９】
　グルコースセンサーの好ましい実施形態は、患者の体内に植え込むための構成をしてい
る。例えば、センサーの植込みは、血中グルコースレベルを直接調べるために動脈系又は
静脈系になされ得る。植込み部位は、センサーの特定の形状、構成要素、及び構成に影響
し得る。いくつかの実施形態では、センサーは間質（ｉｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ）配置用
の構成であり得る。
【００４０】
　血管内グルコースモニタリングのための、グルコースを感知する化学指示薬系及びグル
コースセンサー構成の例としては、米国特許第５，１３７，０３３号、同第５，５１２，
２４６号、同第５，５０３，７７０号、同第６，６２７，１７７号、同第７，４１７，１
６４号、及び同第７，４７０，４２０号、及び米国特許公開第２００８／０１８８７２２
号、同第２００８／０１８８７２５号、同第２００８／０１８７６５５号、同第２００８
／０３０５００９号、同第２００９／００１８４２６号、同第２００９／００１８４１８
号、及び同時係属中の米国特許出願第１１／２９６，８９８号、同第１２／１８７，２４
８号、同第１２／１７２，０５９号、同第１２／２７４，６１７号、及び同第１２／４２
４，９０２号（これらそれぞれの全体を参照により本明細書に援用する）に開示されてい
る光センサーが含まれる。
【００４１】
　血管内配置用に構成された他のグルコースセンサーとしては、電気化学的センサー、例
えば米国特許公開第２００８／０１１９７０４号、同第２００８／０１９７０２４号、同
第２００８／０２００７８８号、同第２００８／０２００７８９号、及び同第２００８／
０２００７９１号（これらそれぞれの全体を参照により本明細書に援用する）に開示され
ているものが含まれる。
【００４２】
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　本発明の好ましい実施形態に係る光学グルコースセンサーは、化学指示薬系を含む。い
くつかの有用な指示薬系は、分析物結合部分に作動可能に結合されたフルオロフォアを含
み、分析物の結合によりフルオロフォア濃度の目に見える光学的変化（例えば発光強度）
が生じる。例えば、ＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡ等の蛍光色素に作動可能に結合された３，
３’－ｏＢＢＶ等のグルコース結合部分は、蛍光色素の発光強度をクエンチングし、クエ
ンチングの程度は、グルコースの結合で弱まり、その結果、グルコース濃度に関連する発
光強度が増加する。別の好ましい実施形態では、指示薬系は更に、感知部分（例えば色素
クエンチャー）を固定する手段を含み、その結果、それらは互いに反応（クエンチング）
するのに十分な物理的近接が維持される。そのような固定手段は、好ましくは、水性環境
（例えば血管内）で不溶性であり、標的分析物に対して透過性であり、感知部分に対して
不透過性である。典型的には、固定手段は、非水溶性有機ポリマーマトリックスを含む。
例えば、ＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡ色素及び３，３’－ｏＢＢＶクエンチャーは、ＤＭＡ
Ａ（Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド）ヒドロゲルマトリックス内に効果的に固定され得
る。
【００４３】
　いくつかの好ましいフルオロフォア（例えば、ＨＰＴＳ－トリＣｙｓＭＡ）、クエンチ
ャー／分析物結合部分（例えば、３，３’－ｏＢＢＶ）、及び固定手段（例えば、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアクリルアミド）、並びにそのような指示薬系を合成及び構築する方法の更に
詳細な説明は、米国特許第６，６２７，１７７号、同第７，４１７，１６４号、及び同第
７，４７０，４２０号、並びに米国特許公開第２００８／０１８８７２２号、同第２００
８／０１８８７２５号、同第２００８／０１８７６５５号、同第２００８／０３０５００
９号、同第２００９／００１８４２６号、同第２００９／００１８４１８号、並びに同時
係属中の米国特許出願第１２／１８７，２４８号、同第１２／１７２，０５９号、同第１
２／２７４，６１７号、及び同第１２／４２４，９０２号に記載されている。
【００４４】
　その他の指示薬化学物質、例えばGray et al.に付与された米国特許第５，１７６，８
８２号及びRussellに付与された同第５，１３７，８３３号に開示されているものも、本
発明の実施形態に従って使用することができる（両方の文献の全体を参照により本明細書
に援用する）。いくつかの実施形態では、指示薬系は、米国特許第６，１９７，５３４号
、同第６，２２７，６２７号、同第６，５２１，４４７号、同第６，８５５，５５６号、
同第７，０６４，１０３号、同第７，３１６，９０９号、同第７，３２６，５３８号、同
第７，３４５，１６０号、及び同第７，４９６，３９２号、米国特許出願公開第２００３
／０２３２３８３号、同第２００５／００５９０９７号、同第２００５／０２８２２２５
号、同第２００９／０１０４７１４号、同第２００８／０３１１６７５号、同第２００８
／０２６１２５５号、同第２００７／０１３６８２５号、同第２００７／０２０７４９８
号、及び同第２００９／００４８４３０号、並びにＰＣＴ国際公開第２００９／０２１０
５２号、同第２００９／０３６０７０号、同第２００９／０２１０２６号、同第２００９
／０２１０３９号、同第２００３／０６０４６４号、及び同第２００８／０７２３３８号
（これらの全体を参照により本明細書に援用する）に開示されている指示薬系やグルコー
ス結合タンパク質等のフルオロフォアに作動可能に結合した分析物結合タンパク質を含み
得る。
【００４５】
　図１は、本発明の実施形態に係るセンサー２を示す図である。センサーは、多孔質膜シ
ース１４中に配置された遠位端１２を有する光ファイバー１０を含む。光ファイバー１０
は、光ファイバー壁中に孔６Ａ等の空洞を有し、これは例えば穴開け（ｄｒｉｌｌｉｎｇ
）又は切断（ｃｕｔｔｉｎｇ）等の機械的手段により形成することができる。光ファイバ
ー１０中の孔６Ａにはポリマー等の好適な化合物が充填されている。いくつかの実施形態
では、ポリマーはヒドロゲル８である。センサー２の別の実施形態では、図２に示すよう
に、光ファイバー１０は、孔６Ａを有さず、代わりに、光ファイバー１０の遠位端１２の
遠位側及びミラー２３の近位側の空間にヒドロゲル８が配置されている。いくつかの実施
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形態では、センサー２はグルコースセンサーである。いくつかの実施形態では、グルコー
スセンサーは血管内グルコースセンサーである。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、多孔質膜シース１４は、ポリエチレン、ポリカーボナート、
ポリスルホン、ポリプロピレン等のポリマー材料から作製され得る。他の材料、例えばゼ
オライト、セラミックス、金属、又はこれらの材料の組合せを用いて多孔質膜シース１４
を作製することもできる。いくつかの実施形態では、多孔質膜シース１４はナノ多孔質で
あり得る。別の実施形態では、多孔質膜シース１４はマイクロ多孔質であり得る。更に別
の実施形態では、多孔質膜シース１４はメソ多孔質であり得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、図２に示すように、多孔質膜シース１４はコネクター１６に
よって光ファイバー１０に取り付けられている。例えば、コネクター１６は、図２に示す
ように、光ファイバー１０に圧縮力を印加することにより多孔質膜シース１４を所定の位
置に保持する弾性カラー（ｃｏｌｌａｒ）であり得る。別の実施形態では、コネクター１
６は接着剤（ａｄｈｅｓｉｖｅ）又は熱溶接物である。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、図１に示すように、光ファイバー１０の遠位端１２の遠位側
の多孔質膜シース１４内にミラー２３及びサーミスター２５が配置され得る。光ファイバ
ー１０と多孔質膜シース１４の間の空間にサーミスターリード２７を通すことができる。
サーミスター２５を示しているが、例えば電熱対、圧力トランスデューサー、酸素センサ
ー、二酸化炭素センサー、ｐＨセンサー等の他のデバイスを代わりに使用することもでき
る。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、図２に示すように、多孔質膜シース１４の遠位端１８は開い
ており、例えば接着剤２０で密封（ｓｅａｌ）することができる。いくつかの実施形態で
は、接着剤２０は、遠位端１８を満たした後に重合させて栓にすることができる重合可能
材料を含み得る。あるいは、別の実施形態では、遠位端１８は、遠位端１８上でポリマー
材料の一部を溶融させ、開口部を閉じ、溶融ポリマー材料を再度固化させることにより、
熱溶接され得る。図１に示すように、別の実施形態では、ポリマー栓２１を遠位端１８に
挿入し、加熱して、多孔質膜シース１４に栓を溶接することができる。ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリカーボナート、ポリスルホン等の熱可塑性ポリマー材料が特に熱溶接
に適している。別の実施形態では、多孔質膜シース１４の遠位端１８は光ファイバー１０
に対して密封されてもよい。
【００５０】
　多孔質膜シース１４を光ファイバー１０に取り付け、多孔質膜シース１４の遠位端１８
を密封した後、センサー２に、モノマーと、架橋剤と、第１の開始剤とを含む第１の溶液
を真空充填してよい。センサー中の空洞中への多孔質膜を介した重合可能溶液の真空充填
の詳細は、その全体を参照により本明細書に援用するMarkle et al.に付与された米国特
許第５，６１８，５８７号に記載されている。第１の溶液で光ファイバー１０内の空洞６
を満たすことができる。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、第１の溶液は水性であり、モノマー、架橋剤、及び第１の開
始剤は水溶性である。例えば、いくつかの実施形態では、モノマーはアクリルアミドであ
り、架橋剤はビスアクリルアミドであり、第１の開始剤は過硫酸アンモニウムである。別
の実施形態では、モノマーは、ジメチルアクリルアミド又はＮ－ヒドロキシメチルアクリ
ルアミドである。モノマー及び／又は架橋剤の濃度を高くすることで、得られるゲルの多
孔度を下げることができる。逆に、モノマー及び／又は架橋剤の濃度を低くすることで、
得られるゲルの多孔度を上げることができる。他の種類のモノマー及び架橋剤も想定され
る。別の実施形態では、第１の溶液は更に、フルオロフォアと分析物結合部分とを含む分
析物指示薬系を含み、分析物結合部分は、分析物の濃度に関連した量だけフルオロフォア
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の蛍光発光をクエンチングするように機能する。いくつかの実施形態では、フルオロフォ
ア及び分析物結合部分は、重合中に固定され、その結果、フルオロフォアと分析物結合部
分が作動可能に連結される。別の実施形態では、フルオロフォア及び分析物結合部分は共
有結合している。指示薬系化学物質はポリマーマトリックスにも共有結合されていてよい
。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、センサー２に第１の溶液を充填した後、光ファイバー１０並
びに第１の溶液が充填された多孔質膜シース１４及び空洞６を、第２の開始剤を含む第２
の溶液へと移し、浸漬する。いくつかの実施形態では、第２の溶液は水性であり、第２の
開始剤はテトラメチルエチレンジアミン（ＴＥＭＥＤ）である。いくつかの実施形態では
、第２の溶液は更に、第１の溶液と同じ蛍光色素及び／又はクエンチャーをほぼ同じ濃度
で含む。第１の溶液及び第２の溶液で蛍光色素及びクエンチャーを同じにすることで、第
１の溶液から第２の溶液への蛍光色素及びクエンチャーの拡散を低減することができる。
第２の溶液を用いるいくつかの実施形態では、第２の溶液は更に、第１の溶液とほぼ同じ
濃度のモノマーを含む。これにより、第１の溶液と第２の溶液の間のモノマー勾配が低減
されることにより、第１の溶液からのモノマーの拡散が低減される。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、第１の溶液と第２の溶液の間の界面で、又はほぼ界面で、第
１の開始剤及び第２の開始剤が一緒に反応してラジカルが生成し得る。いくつかの実施形
態では、第１の開始剤及び第２の開始剤は酸化還元反応中で一緒に反応する。別の実施形
態では、熱分解、光分解による開始（ｐｈｏｔｏｌｙｔｉｃ　ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ）、
又は電離放射線による開始によりラジカルが生成し得る。これらの別の実施形態では、第
１の溶液中のどこかでラジカルが生成し得る。ラジカルが生成すると、その後、ラジカル
が第１の溶液中のモノマーと架橋剤の重合を開始させ得る。
【００５４】
　本明細書に記載されているように、酸化還元反応を介してラジカルが生成する場合、通
常、第１の溶液と第２の溶液の間の界面から多孔質膜シース１４の内側へ、そして光ファ
イバー１０中の空洞に向かって、重合が進行する。重合を急速に開始させることは、第１
の溶液から第２の溶液へと拡散し得る第１の開始剤の量を減らす助けとなり得る。第１の
溶液から拡散する第１の開始剤の量を減らすことで、多孔質膜シース１４の外側でのモノ
マー重合の低減が促進され、滑らかな外面形成が促進される。モノマー及び架橋剤の重合
によりヒドロゲル８が得られ、これがいくつかの実施形態では指示薬系を実質的に固定し
、センサー２が形成される。重合の方法論の更なるバリエーションは、その全体を参照に
より本明細書に援用する米国特許公開第２００８／０１８７６５５号に開示されている。
【００５５】
　図３Ａに関して、特定の実施形態では、グルコースセンサー２は、光ファイバーの側部
にまっすぐ貫通して開けられた一連の孔６Ａを有する中実の光ファイバーである。特定の
実施形態では、孔６Ａにヒドロゲル８が充填されている。特定の実施形態では、グルコー
スセンサー２を貫通して開けられた一連の孔６Ａは、水平方向に均等に配置され、グルコ
ースセンサー２の側面の周りを等間隔で周回しており、つる巻状又は螺旋状の（ｓｐｉｒ
ａｌ又はｈｅｌｉｃａｌ）形態を形成している。特定の実施形態では、一連の孔６Ａは、
グルコースセンサー２の直径を通して開けられている。図３Ｂに関して、特定の実施形態
では、グルコースセンサー２は、ファイバーの側面に角度をもって貫通して開けられた一
連の孔６Ａを有する中実の光ファイバーである。特定の実施形態では、角度をもって開け
られた一連の孔６Ａは、ヒドロゲル８が充填されており、水平方向に均等に配置され、グ
ルコースセンサー２の側面の周りを等間隔で周回している。図３Ｃに関して、特定の実施
形態では、光ファイバーは、光ファイバーの長手方向に沿った溝６Ｂを含み、溝６Ｂには
ヒドロゲル８が充填されている。特定の実施形態では、溝６Ｂの深さは光ファイバーの中
心まで及ぶ。特定の実施形態では、溝６Ｂは光ファイバーの周りにつる巻状になる。特定
の実施形態では、溝６Ｂは光ファイバーの周りにつる巻状になり、少なくとも１回、周回
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する。特定の実施形態では、溝６Ｂは光ファイバーの周りにつる巻状になり、光ファイバ
ーを複数回、周回する。
【００５６】
　図３Ｄに関して、特定の実施形態では、グルコースセンサー２は、ファイバーから切り
抜かれた三角形くさび形６Ｃを有する、中実の光ファイバーである。特定の実施形態では
、三角形くさび形領域６Ｃにヒドロゲル８が充填されている。特定の実施形態では、三角
形くさび形切抜き６Ｃは、水平方向及びグルコースセンサー２の側面の周りに等間隔に配
置されている。特定の実施形態では、グルコースセンサー２中を移動する全ての光が、ヒ
ドロゲル８を充填された少なくとも１つの孔６Ａ又は溝６Ｂを介して伝えられる。
【００５７】
　特定の実施形態では、図４に示すように、グルコースセンサー２は、遠位端１２を有す
る光ファイバー１０、近位端１３６及び遠位端１３８を有する非侵襲性先端部分１３４、
光ファイバー１０の遠位端１２と非侵襲性先端部分１３４の近位端１３６の間の空洞６、
並びに光ファイバー１０の遠位端１２を非侵襲性先端部分１３４の近位端１３６に接続す
るロッド１４０を含む。グルコース感知化学物質（例えばフルオロフォア及びクエンチャ
ー）を含むヒドロゲル８が空洞６を満たしている。ヒドロゲルが充填された空洞６の被覆
は、ヒドロゲル８の中へ及びヒドロゲル８の外へグルコースを通過させる、選択的透過膜
１４である。これらの実施形態はグルコースセンサー２を用いて説明されているが、当業
者には、例えば感知化学物質及び必要に応じて選択的透過膜１４を変えることによって、
他の分析物測定用にセンサー２を改変することができると理解されよう。センサー２の近
位部分は光ファイバー１０の近位部分を含む。いくつかの実施形態では、センサー２の遠
位部分の直径Ｄ１は、センサー２の近位部分の直径Ｄ２より大きい。例えば、センサー２
の遠位部分の直径Ｄ１は約０．００８０インチ～０．０２０インチであり得、一方、セン
サー２の近位部分の直径Ｄ２は約０．００５インチ～０．０１５インチであり得る。いく
つかの実施形態では、センサー２の遠位部分の直径Ｄ１は約０．０１２インチであり、セ
ンサー２の近位部分の直径Ｄ２は約０．０１０インチである。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、グルコースセンサー２は、熱電対、サーミスター等の温度セ
ンサー２５を含む。温度センサー２５は、ヒドロゲル８及びグルコース感知化学物質系の
温度を測定することができる。温度センサー２５は、フルオロフォア系等のグルコース感
知化学物質が温度変化の影響を受ける場合に特に重要である。例えば、いくつかの実施形
態では、フルオロフォア系が放出する蛍光強度はフルオロフォア系の温度に依存する。フ
ルオロフォア系の温度を測定することにより、温度によって生じるフルオロフォア蛍光強
度の変動を考慮することができ、以下に更に詳細に説明するように、グルコース濃度をよ
り正確に測定することができる。
【００５９】
　特定の実施形態では、ヒドロゲルは、複数のフルオロフォア系に会合している。特定の
実施形態では、フルオロフォア系はグルコースレセプター部位を有するクエンチャーを含
む。特定の実施形態では、グルコースレセプターに結合するグルコースが存在しない場合
、クエンチャーは、励起光によって色素が励起された時にフルオロフォア系の発光を防止
する。特定の実施形態では、グルコ－スレセプターに結合するグルコースが存在する場合
、クエンチャーは、励起光によって色素が励起された時にフルオロフォア系の発光ができ
るようにする。
【００６０】
　特定の実施形態では、フルオロフォア系によって生じる発光は溶液（例えば血液）のｐ
Ｈにより異なり、その結果、異なる励起波長（酸性型のフルオロフォアを励起する励起波
長及び塩基性型のフルオロフォアを励起する励起波長）によって異なる発光シグナルが生
じる。好ましい実施形態では、塩基性型のフルオロフォアからの発光シグナルに対する酸
性型のフルオロフォアからの発光シグナルの割合は血液のｐＨレベルに関連する。グルコ
ース及びｐＨの同時測定は米国特許公開第２００８／０１８８７２２号に詳細に記載され
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ている（その全体を参照により本明細書に援用する）。特定の実施形態では、干渉フィル
ターを用い、２つの励起光が一方の型（酸性型又は塩基性型）のフルオロフォアのみを励
起するようにする。
【００６１】
　光学的感知系、光源、ハードウェア、フィルター、及び検出系のバリエーションは、そ
の全体を参照により本明細書に援用する米国特許公開第２００８／０１８８７２５号に詳
細に記載されている。例えば、特定の実施形態が少なくとも２つの光源を含む図５を参照
されたい。特定の実施形態では、光源３０１Ａ、３０１Ｂは、コリメーターレンズ３０２
Ａ、３０２Ｂを通して送られる励起光を発する。特定の実施形態では、コリメーターレン
ズ３０２Ａ、３０２Ｂから得られる光は干渉フィルター３０３Ａ、３０３Ｂに送られる。
特定の実施形態では、干渉フィルター３０３Ａ、３０３Ｂから得られる光は、集束レンズ
３０４Ａ、３０４Ｂにより光ファイバー線３０５Ａ、３０５Ｂ中に集束される。特定の実
施形態では、光ファイバー線は単繊維であってもよく、繊維束であってもよい。特定の実
施形態では、光ファイバー線３０９は単繊維であってもよく、繊維束であってもよい。特
定の実施形態では、光ファイバー線３０５Ａ、３０５Ｂ、３０９はジャンクション３０６
で束ねられ、グルコースセンサー３０７で接続される。グルコースセンサー３０７はヒド
ロゲル８を含む。
【００６２】
　特定の実施形態では、発光及び励起光はミラー１３で光ファイバー線３０９へと反射さ
れる。特定の実施形態では、光ファイバー線３０９は、グルコース測定システム３００中
の光の全スペクトルを測定するマイクロ分光計３１０に接続されている。マイクロ分光計
３１０は、データ処理モジュール３１１、例えばセンサー制御部及び／又は受光／ディス
プレイ部に連結されてよい。特定の実施形態では、対応する励起光に対する発光の割合は
グルコース濃度に関連する。特定の実施形態では、第２の励起光により生じる発光（例え
ば塩基性型）に対する第１の励起光により生じる発光（例えば酸性型）の割合は試験溶液
（例えば血液）のｐＨレベルに関連する。
【００６３】
　特定の好ましい実施形態では、マイクロ分光計は、ベーリンガーインゲルハイム社（Ｂ
ｏｅｈｒｉｎｇｅｒ　Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ）製のＵＶ／ＶＩＳ　Ｍｉｃｒｏｓｐｅｃｔｒ
ｏｍｅｔｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅである。任意のマイクロ分光計を使用することができる。あ
るいは、マイクロ分光計の代わりに別の分光計、例えばオーシャンオプティック社（Ｏｃ
ｅａｎ　Ｏｐｔｉｃ　Ｉｎｃ．）製の分光計を使用することもできる。
【００６４】
　上記の特定の実施形態では、比率計算（ｒａｔｉｏｍｅｔｒｉｃ　ｃａｌｃｕｌａｔｉ
ｏｎ）のために種々の光強度を測定する必要がある。特定の実施形態では、これらの測定
値は、特定の波長又は波長域でのピーク振幅を測定することによって決定される。特定の
実施形態では、これらの測定値は、例えばマイクロ分光計の出力のように、２つの特定の
波長の間の曲線下面積を計算することによって決定される。
【００６５】
　図６Ａ及び６Ｂに、血管内光学グルコースセンサーの別の実施形態が図解されている。
このセンサー形態は、国際公開第２００９／０１９４７０号（その全体を参照により本明
細書に援用する）に更に詳細に開示されている。体に挿入されていることによる圧力に耐
えることができる、より強く、より堅牢なセンサーを提供しつつ、いくらかの柔軟性を維
持するために、図６Ａ及び６Ｂに示されているような内部強化壁を有するセンサーが開発
された。図６Ａは、メッシュ５０１Ａが高密度に詰められた管を示す図であり、メッシュ
５０１Ａは、第１の材料できており、第２の材料の外壁５０２でコーティングされている
。管の外壁５０２中に線状に配列された３つの四角形の切抜き５０３が図６Ａに見られる
が、実施形態に応じて、他の形状、他の配置の切り抜きが可能であることは明らかである
。図解されている実施形態では、メッシュ５０１Ａは高密度のフィラメント交差を示して
いる。したがって、この実施形態は強度が増大され、多孔度が低下している。管構造を柔
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軟にして感知位置を修正する操作を可能にしつつ、センサーに強度を与えるために、編ま
れた形状（ｂｒａｉｄ）も可能である。
【００６６】
　図６Ｂは、第１の材料が第２の材料の外壁５０２でコーティングされたコイル５０１Ｂ
の形態である実施形態を示している。図６Ａ同様、管の外壁５０２に線状に配置された３
つの四角形の切抜き５０３が図６Ｂに見られるが、実施形態に応じて、他の形状、他の配
置の切抜きが可能であることは明らかである。この実施形態では、コイル５０１Ｂが高密
度に詰められているので、図６Ａに示す実施形態と同様に、強度が増大されており、多孔
度が低下している。強化壁は、例えば、その全体を参照により本明細書に援用する国際公
開第２００４／０５４４３８号に記載されているように、感知装置を含む編まれた管構造
を提供する等の複数の方法で提供することができる。
【００６７】
　第１の材料はメッシュ５０１Ａの形態であり、得られる管の特性を調節するためにフィ
ラメント交差の密度は変えることができる。例えば高密度のメッシュは強度がより強くな
り得、低密度のメッシュは柔軟性がより大きくなり得る。メッシュ密度の変化はメッシュ
の多孔度も変化させる。このことは、メッシュの多孔度により、試験される材料の管中へ
の拡散速度が調節されるため、外壁開口部の位置において重要である。コイルの密さ（ｔ
ｉｇｈｔｎｅｓｓ）を変えても同様な影響が生じ得る。
【００６８】
　中空管の連続的な実質的に不透過性の外壁５０２を形成するために、第２の材料を用い
て第１の材料をコーティングする。本発明において、実質的に不透過性とは、第２の材料
が、管の外側から管の内側への材料の進入に対して不透過性である事実上閉じた管を形成
することを意味する。したがって、第２の材料の一部が除去されるまで、管は、いくつか
の実施形態では末端を除いて、長手方向に沿って事実上密封されている。
【００６９】
　第２の材料としての使用に適した材料には一般的にポリマー材料が含まれ、より具体的
にはポリエステル、ポリエチレン（ＰＥ）等のポリオレフィン、例えば低密度ポリエチレ
ン（ＬＤＰＥ）、フルオロポリマー、例えばフッ化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリ
テトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、及びパーフルオロアルコキシポリマー（ＰＦＡ）
；ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリアミド、例えばポリエーテルブロックアミド（ＰＥＢ
Ａ）、Ｐｅｂａｘ（登録商標）、ナイロン、及びポリウレタンが含まれる。ポリエステル
及びポリオレフィンがコイル５０１Ｂ又は管状メッシュ５０１Ａに対する押出に適してい
るため好ましい。ポリエステル又はポリオレフィンコーティングの一部の例えばレーザー
アブレーションによる選択的除去も簡単明瞭である。ポリオレフィンはレーザーによる除
去が容易であるので、特に好ましい。
【００７０】
　第２の材料の一部を選択的に除去する前に連続的な実質的に不透過性の管を形成するた
めに、第２の材料を用いて最初に、第１の材料で形成されたコイル又は管状メッシュをコ
ーティングする。第２の材料で第１の材料の外表面をコーティングし、第１の材料で形成
されたコイル又は管状メッシュの周りに連続的な実質的に不透過性の管を事実上形成して
もよく、あるいは、第２の材料で第１の材料を完全に封入し、第１の材料で形成されたコ
イル又は管状メッシュが埋め込まれた第２の材料の管を事実上形成してもよい。一実施形
態では、第１の材料で形成されたコイル又は管状メッシュをディップコーティングするこ
とによって第２の材料を第１の材料に塗布することができる。この実施形態では、第２の
材料はおそらくポリアミドであり、それにより非常に堅い管が得られる。別の実施形態で
は、第１の材料のコイル又は管状メッシュが周りに形成された第２の材料の管を提供する
ことができる。次いで、第２の材料の更なる層を第１の材料の上に塗布することにより、
第１の材料が第２の材料の２つの層で挟まれる。
【００７１】
　好ましい実施形態では、第１の材料は金属性であり、第２の材料はポリマー性である。
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第１及び第２の材料に加えて、更なる材料を本発明の管に含めることも可能である。例え
ば、いくつかの応用例では、管を含むセンサーを生体内で見ることができるように、放射
線不透過性の添加物を含めることも有用であり得る。例えば、放射線不透過性添加物、例
えば硫酸バリウム、次炭酸ビスマス、三酸化ビスマス、及びタングステンを添加すること
ができる。これらは、有する場合には、第２の材料内にドープされることが好ましい。
【００７２】
　特定のプロセスでは、外壁の領域に少なくとも１つの開口部を作製しつつその領域の第
１の材料を保持するために、第２の材料の一部を選択的に除去する。第１の材料はコイル
又は管状メッシュの形態で存在するので、第１の材料は完全に閉じた管を形成していない
。したがって、前記領域で第２の材料を除去する時、これは管の連続的な実質的に不透過
性の壁に切れ目（ｂｒｅａｋ）を事実上形成する。第２の材料が単に第１の材料をコーテ
ィングしている場合、単純に、開口部を形成しようとする領域でこの第２の材料により提
供されているコーティングを除去することが必要である。第２の材料が第１の材料を事実
上封入（ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅ）している場合、開口部を形成しようとしている領域の
第１の材料を囲んで封入している第２の材料を全て除去することが必要である。
【００７３】
　好ましくは、センサーの化学指示薬系は、第２の材料の選択的除去によって形成される
開口部に隣接して配置される。これにより、管壁上の開口部の領域の環境を感知すること
ができる。例えばセンサーがグルコースセンサーである場合、グルコースが、センサーが
挿入された場所の血管又は他の腔から、開口部を介して、プローブによってその存在を検
出及び測定できる管中へと、通過することができる。
【００７４】
　外壁中の開口部のサイズは一般的に１～４００ｍｍ2、例えば２５～２２５ｍｍ2となる
。開口部のサイズが小さすぎると、センサーが挿入される血液又は他の物質が開口部を通
過することができないか、正確な測定を行うための十分な量が通過しなくなるため、開口
部のサイズは小さ過ぎてはならない。また、開口部は、センサーを体内に挿入した時にプ
ローブがわずかに動いた場合でもプローブを開口部に隣接させるプローブ位置決定ができ
る十分な大きさでなくてはならない。
【００７５】
　一実施形態では、管壁中に１つだけ開口部が作製される。すなわち第２の材料の１つの
領域だけが選択的に除去される。好ましくは、開口部が及ぶのは管の外周の一部だけであ
る。一実施形態では、管の全長に沿って第２の材料のいくらかの連続性を保持することが
好ましく、したがって、開口部が管の外周に完全に及ばないことが好ましい。例えば、開
口部は管の外周の最大で７５％まで、より好ましくは５０％まで及ぶことが好ましいこと
がある。本発明の別の実施形態では、管壁に複数の開口部を作製してよく、すなわち、第
２の材料の２つ以上の領域を選択的に除去してよい。この実施形態では、管の長手方向に
沿って複数の箇所にプローブを配置することができ、複数の測定値を得ることができる。
したがって、複数のプローブを、各管（ｅａｃｈ　ｔｕｂｅ）が管壁内の異なる開口部に
隣接するように管内に配置することができる。あるいは、１個のプローブを管内に配置し
、１つの開口部から別の開口部へとプローブを動かす手段を備わらせることにより、管の
長手方向に沿って複数の箇所で測定値を得ることができる。
【００７６】
抗血栓性コーティング
　抗血栓性薬剤、例えばヘパリン、アルブミン、ストレプトキナーゼ、組織プラスミノー
ゲンアクチベーター（ＴＰＡ）、ウロキナーゼ等の生体適合性の薬剤分子を医療機器表面
に付着させることで生体適合性を向上させる。例えば、生体適合性薬剤は、アルブミン及
びヘパリンの両方の分子を含み得る。一実施形態では、生体適合性材料の分子は、互いに
結合されて、連結部分により固体表面に付着したフィルムを形成する。別の例では、光学
グルコースセンサーの種々の表面処理、例えば米国特許第４，７２２，９０６号、同第４
，９７３，４９３号、同第４，９７９，９５９号、同第５，００２，５８２号、同第５，
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０４９，４０３号、同第５，２１３，８９８号、同第５，２１７，４９２号、同第５，２
５８，０４１号、同第５，５１２，３２９号、同第５，５６３，０５６号、同第５，６３
７，４６０号、同第５，７１４，３６０号、同第５，８４０，１９０号、同第５，８５８
，６５３号、同第５，８９４，０７０号、同第５，９４２，５５５号、同第６，００７，
８３３号、同第６，０９０，９９５号、同第６，１２１，０２７号、同第６，２５４，６
３４号、同第６，２５４，９２１号、同第６，２７８，０１８号、同第６，４１０，０４
４号、同第６，４４４，３１８号、同第６，４６１，６６５号、同第６，４６５，１７８
号、同第６，４６５，５２５号、同第６，５０６，８９５号、同第６，５５９，１３２号
、同第６，６６９，９９４号、同第６，７６７，４０５号、同第７，３００，７５６号、
同第７，５５０，４４３号、同第７，５５０，４４４号、並びに米国特許公開第２００１
００１４４４８、同第２００３０１４８３６０号、及び同第２００９００４２７４２号（
これらそれぞれの全体を参照により本明細書に援用する）に開示されているものを利用す
ることができる。
【００７７】
　一実施形態では、化学的連結部分は、式Ａ－Ｘ－Ｂで表され、式中、Ａは、固体表面に
共有結合可能な光化学的反応性基を表し；Ｂは、望ましくは基Ａが反応性でない特異的活
性化に反応して、生体適合性薬剤と共有結合を形成できる、異なる反応性基を表し；Ｘは
、基「Ａ」及び「Ｂ」を連結する、水性の生理学的流体中での切断に抵抗性である比較的
不活性な非干渉骨格部分を表す。ここで、生理学的流体とは、Ｘが接触することになる流
体（例えば、血液、間質液等）である。本発明の方法では、連結部分の基「Ａ」は固体表
面に共有結合しており、これは、生体適合性薬剤分子が基「Ｂ」に共有結合した時に生体
適合性薬剤分子が固体表面を事実上遮蔽して生体適合性の有効な表面が得られるのに十分
な集団密度である。本発明の生体適合性デバイスは、以下の化学的連結部分を介して生体
適合性薬剤の分子が結合した固体表面を含む：固体表面－Ａ残基－Ｘ－Ｂ残基－生体適合
性薬剤分子。
【００７８】
　一実施形態では、生体適合性薬剤分子は、以下の式で表される化学的連結部分により、
生体適合性である有効な表面を得るのに十分な集団密度で固体表面に選択的に結合してい
る：

  式中、Ｒはセレクター基（ｓｅｌｅｃｔｏｒ　ｇｒｏｕｐ）を表し、特異的結合対の一
員であり、特異的結合対のもう一方の一員を形成する選択された生体適合性薬剤が有する
レセプターと結合を形成するよう反応性であり；Ａ及びＢは、上記でＡ及びＢとして説明
した基を表す。Ｘは、基「Ａ」、「Ｂ」、及び「Ｒ」を連結し且つ基「Ｂ」を基「Ｒ」か
ら立体的に少なくとも約１０Å離すことができる、比較的不活性な非干渉骨格ラジカルを
表す。
【００７９】
　基「Ｂ」及び「Ｒ」は、好ましくは、立体的に明確に識別できる基である。すなわち、
これらは、熱振動及び回転の過程で少なくとも約１０Åの距離離れ得る。特異的結合対の
一員を表す基Ｒ（「セレクター」基）は、生体適合性薬剤のエピトープ部位又は他の結合
部位（この部位は本発明の「レセプター」の典型例である）で生体適合性薬剤と結合、通
常は非共有結合を一般的に形成する。活性化されると生体適合性薬剤と共有結合できる基
「Ｂ」は、基「Ｒ」と立体的に間隔を置いてあってよく、それにより、レセプター部位と
間隔を置いた部位で共有結合を形成することが可能になる。セレクター・レセプター結合
は、例えば、セレクター基と化学的連結部分の間の脆弱な結合の切断及びその後の例えば
透析、環境変化（ｐＨ、イオン強度、温度、溶媒極性等）によるセレクターの除去により
、あるいは（生体適合性薬剤が酵素である場合のように）セレクター基の自然発生的な触
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媒修飾により、レセプター部位から解離し得る。したがって、レセプターは再活性化され
て、特異的結合対の一員とその後の反応が可能になる。
【００８０】
　本発明において、「特異的結合対」とは、互いに特異的な結合親和性を有する物質の対
を指す。そのような物質としては、抗原及びその抗体、ハプテン及びその抗体、酵素及び
その結合相手（例えば補因子、阻害剤、及びその酵素により反応が促進される化学的部分
）、ホルモン及びその受容体、特定の炭水化物基及びレクチン、ビタミン及びその受容体
、抗生物質及びその抗体、及び天然の結合タンパク質等が含まれる。分析化学において特
異的結合対を用いるというコンセプトは周知であり、更なる説明はほとんど必要ない。そ
の教示を参照により本明細書に援用するAdamsに付与された米国特許第４，０３９，６５
２号、Maggio, et alに付与された米国特許第４，２３３，４０２号、及びMurray, et al
に付与された米国特許第４，３０７，０７１号を引用する。
【００８１】
　特定の実施形態では、Ｘは、好ましくは、ポリメチレン等のＣ1－Ｃ10アルキル基、ポ
リメチロール等の炭水化物、ポリエチレングリコール等のポリオキシエチレン、又はポリ
リジン等のポリペプチドである。
【００８２】
　反応性基Ｂは、好ましくは、好適な活性化後にタンパク質性の又は他の生体適合性の薬
剤に共有結合する基である。そのような基の典型例としては、その教示を参照により本明
細書に援用するGuireに付与された米国特許第３，９５９，０７８号に記載及び例示され
ているような熱化学基及び光化学基が挙げられる。
【００８３】
　光化学的反応性基（Ａ）（化学線照射により共有結合が活性化される）の典型例として
は、アリール、アルキル、及びアシルアジド、オキサジジン（ｏｘａｚｉｄｉｎｅ）、イ
ソシアナート（ナイトレン発生剤）、アルキル及び２ケトジアゾ誘導体及びジアジリン（
カルベン発生剤）、芳香族ケトン（三重項酸素発生剤）、芳香族ジアゾニウム誘導体、並
びに多数のクラスのカルボニウムイオン及びラジカル発生剤を挙げることができる。光化
学的反応性基の更なる説明についてはFrederick J. Darfler and Andrew M. Tometsko, c
hapter 2 of Chemistry and Biochemistry of Amino Acids, Peptides and Proteins (Bo
ris Weinstein, ed) vol. 5, Marcel Dekker, Inc. New York, 1978を参照されたい。ア
ジドニトロフェニル、フルオロアジドニトロベンゼン、及び芳香族ケトンは、暗黒での化
学反応条件に対して安定であり、ほとんどの生体材料に無害な波長の光によって活性化さ
れやすく、生体材料上のほとんどの部位で共有結合を形成できる短寿命の反応性中間体を
有用な量形成するので、これらは好ましい基を形成する。
【００８４】
　大抵の場合に光化学的反応性基としての使用に適したニトロフェニルアジド誘導体（例
えばＸ基を含む）は、フルオロ－２－ニトロ－４－アジドベンゼンに由来し得、４－アジ
ド－２－ニトロフェニル（ＡＮＰ）－４－アミノブチリル、ＡＮＰ－６－アミノカプロイ
ル、ＡＮＰ－１１－アミノウンデカノイル、ＡＮＰ－グリシル、ＡＮＰ－アミノプロピル
、ＡＮＰ－メルカプトエチルアミノ、ＡＮＰ－ジアミノヘキシル、ＡＮＰ－ジアミノプロ
ピル、及びＡＮＰ－ポリエチレングリコールが含まれる。ＡＮＰ－６－アミノカプロイル
、ＡＮＰ－１１－アミノウンデカノイル、及びＡＮＰ－ポリエチレングリコールが好まし
い。光化学的反応性基としての使用に好ましい芳香族ケトンとしては、ベンジルベンゾイ
ル及びニトロベンジルベンゾイルが含まれる。
【００８５】
　熱化学的反応性基（熱エネルギーによって活性化される）の典型例としては、ニトロフ
ェニルハライド、アルキルアミノ、アルキルカルボキシル、アルキルチオール、アルキル
アルデヒド、アルキルメチルイミダート、アルキルイソシアナート、アルキルイソチオシ
アナート、及びハロゲン化アルキル基が含まれる。
【００８６】
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　熱化学的反応性基としての使用に適した基としては、カルボキシル基、ヒドロキシル基
、第一級アミノ基、チオール基、マレイミド、及びハライド基が含まれる。６－アミノヘ
キサン酸及びアミノウンデカン酸等の基のＮ－オキシスクシンイミドカルボキシルエステ
ル；メルカプト無水コハク酸及びベータ－メルカプトプロピオン酸等のアルキルチオール
基；ホモシステインチオラクトン、及びポリエテイレングリコール（ｐｏｌｙｅｔｈｅｙ
ｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ）誘導体が好ましい。
【００８７】
　参照により本明細書に援用する米国特許第６，０７７，６９８号に開示されているよう
なその他の連結剤も本開示の実施形態に使用することができる。例えば、二官能性以上の
光活性化可能な荷電化合物を含む化学的連結剤を使用することができる。連結剤は、好ま
しくは、水溶性を向上させるために、使用条件下で荷電されている少なくとも１つの基を
提供する。連結剤は更に、連結剤を水系で架橋剤として使用することができるように、２
以上の光活性化可能な基を提供してもよい。好ましい実施形態では、荷電は１又は複数の
第四級アンモニウムラジカルを含めることにより与えられ、光反応性基はベンゾフェノン
等のアリールケトンの２以上のラジカルにより提供される。
【００８８】
　抗血栓剤は、それに共有結合した１又は複数の潜在的反応性基を有し得る。潜在的反応
性基とは、外部から与えられた特定の刺激に反応して活性種を生成して隣接する支持体表
面に共有結合を形成する基である。潜在的反応性基は、分子中の、保存条件下では共有結
合が変化せずに保持されているが、活性化されると他の分子と共有結合を形成する原子の
基である。潜在的反応性基は、外部の電磁エネルギー又は運動（熱）エネルギー吸収する
と、活性種（ａｃｔｉｖｅ　ｓｐｅｃｉｅ）、例えばフリーラジカル、ナイトレン、カル
ベン、及び励起状態のケトンを生成する。潜在的反応性基は、電磁スペクトルの種々の部
分に反応性であるように選択することができ、スペクトルの紫外部、可視部、又は赤外部
に反応性である潜在的反応性基が好ましい。記載されているような潜在的反応性基は一般
的に周知である。
【００８９】
　アジドは潜在的反応性基の好ましいクラスを構成し、アジドには、アリールアジド、例
えば参照により本明細書に援用する米国特許第５，００２，５８２号に開示されているア
リールアジド、例えばフェニルアジド、特に４－フルオロ－３－ニトロフェニルアジド、
アシルアジド、例えばベンゾイルアジド及びｐ－メチルベンゾイルアジド；アジドホルマ
ート、例えばエチルアジドホルマート、フェニルアジドホルマート；スルホニルアジド、
例えばベンゼンスルホニルアジド；並びにホスホリルアジド、例えばジフェニルホスホリ
ルアジド及びジエチルホスホリルアジドが含まれる。ジアゾ化合物は潜在的反応性基の別
のクラスを構成し、これには、ジアゾアルカン（－ＣＨＮ2）、例えばジアゾメタン及び
ジフェニルジアゾメタン；ジアゾケトン、例えばジアゾアセトフェノン及び１－トリフル
オロメチル－１－ジアゾ－２－ペンタノン、例えばｔ－ブチルジアゾアセタート及びフェ
ニルジアゾアセタート；並びにベータ－ケトン－アルファ－ジアゾアセタート、例えばｔ
ブチルアルファジアゾアセトアセタートが含まれる。その他の潜在的反応性基としては、
脂肪族のアゾ化合物、例えばアゾビスイソブチロニトリル；ジアジリン、例えば３－トリ
フルオロメチル－３－フェニルジアジリン；ケテン（－ＣＨ＝Ｃ＝Ｏ）、例えばケテン及
びジフェニルケテン；並びに光活性化可能なケトン、例えばベンゾフェノン及びアセトフ
ェノンが含まれる。ペルオキシ化合物が潜在的反応性基の別のクラスと考えられ、これに
は、過酸化ジアルキル、例えば過酸化ジ－ｔ－ブチル及び過酸化ジシクロヘキシル；並び
にジアシル過酸化物、例えば過酸化ジベンゾイル及び過酸化ジアセチル；並びにペルオキ
シエステル（ｐｅｒｏｘｙｅｓｔｅｒ）、例えばエチルペルオキシベンゾアートが含まれ
る。ポリマー分子を結合させる表面への共有結合形成を引き起こす潜在的反応性基の活性
化後、ポリマー分子は潜在的反応性基の残基により表面に共有結合する。例示的な潜在的
反応性基は、参照により本明細書に援用する米国特許第５，００２，５８２号に記載され
ている。



(21) JP 2013-506503 A 2013.2.28

10

20

30

40

50

【００９０】
　使用されるポリマー及びオリゴマーは１又は複数の潜在的反応性基を有し得る。特定の
実施形態では、ポリマーは、１分子当たり少なくとも１つの潜在的反応性基を有し、反応
性基と伸ばしたポリマーの長さの比率はオングストロームで約１／１０～約１／７００、
好ましくは約１／５０～１／４００である。上記の記述から分かるように、光反応性の潜
在的反応性基は、多くの場合、芳香族であり、したがって、通常、天然の状態で親水性で
はなく疎水性である。
【００９１】
　潜在的反応性基及びそれらが結合するポリマー分子は、実質的に異なる親溶媒性特性を
有し得る。例えば、潜在的反応性基は比較的疎水性であり得、一方、ポリマー分子は比較
的親水性であり得、比較的疎水性の表面に分子の溶液が接触した時、疎水性である潜在的
反応性基が表面のより近くに向きやすいために潜在的反応性基が活性化された時の結合効
率が向上すると考えられる。好ましい潜在的反応性基はベンゾフェノン、アセトフェノン
、及びアリールアジドである。
【００９２】
　潜在的反応性分子（潜在的反応性基を有する分子）を最初に表面に近接結合（ｃｌｏｓ
ｅ　ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）（溶媒溶液を用いて）させた後、表面に結合させるポリマ
ーを潜在的反応性分子の潜在的反応性基とは異なる反応性基に接触させて共有結合させる
プロセスにより、表面上へのポリマー充填密度（ｌｏａｄｉｎｇ　ｄｅｎｓｉｔｙ）を向
上させることができる。その後、潜在的反応性基を活性化させてそれらを表面に共有結合
させることにより、ポリマーを表面に連結することができる。
【００９３】
　別の実施形態では、最初に潜在的反応性基を介してモノマー、オリゴマー、又は他の反
応性化学単位を支持体に共有結合させることによってポリマー鎖を表面又は他の支持体上
に提供してもよい。このようにして結合させた反応性単位に、重合反応中でモノマー又は
オリゴマーを共有結合させるか、ポリマー鎖上への反応性単位の共有結合（グラフト化）
を介してポリマーを共有結合させる。
【００９４】
　本発明の反応性化学単位には、前処理されていない表面又は他の支持体への共有結合の
ために、本明細書に記載の潜在的反応性基が共有結合している。これらの分子は、所望の
性質を有するポリマーのポリマー分子に共有結合することができる反応性基又は添加され
たモノマー若しくはオリゴマーと共に重合反応に入って所望の性質を有するポリマー鎖を
生成することができる反応性基を有することを特徴とする。ポリマー分子に共有結合でき
る反応性化学分子としては、種々の種類のモノマー及びオリゴマーだけでなく、カルボキ
シル、ヒドロキシル、アミノ、及びＮ－オキシスクシンイミドのような官能基を有する分
子も含まれ、そのような基は、ポリマー鎖が有する反応性基と反応してポリマー鎖と結合
する。反応性化学分子は、好ましくはモノマー又はオリゴマーであり、最も好ましくは、
他のエチレン的不飽和モノマーとの付加重合反応に入ることができるエチレン的不飽和モ
ノマーである。特に好ましいのは、アクリル酸又はメタクリル酸とヒドロキシ官能性潜在
的反応性基とのエステル化生成物であるアクリラート及びメタクリラートモノマーである
。そのような分子の例としては、４－ベンゾイルベンゾイル－リジル－アクリラートが含
まれる。
【００９５】
　潜在的反応性基を有する反応性化学単位を用いて、そのような分子の溶媒溶液で表面又
は他の支持体を最初にコーティングしてもよい。溶媒除去後、紫外光等の適切な外部刺激
を与えると、潜在的反応性基を介して分子が支持体に共有結合する。その後、支持体を、
所望のポリマー、モノマー、又はオリゴマーの分子を含む溶液と適切に接触させることで
これらの分子に共有結合させてよい。例えば、反応性化学単位分子が、カルボキシル官能
性である場合、これは、ジヒドロキシポリエチレングリコール等の適切なヒドロキシル官
能性ポリマーと反応性であり得且つこれに共有結合し得る。反応性化学分子がモノマー又
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はオリゴマー、例えばメタクリラートモノマーである場合、分子が共有結合する支持体を
、付加重合条件下で、ヒドロキシエチルメタクリラート等の付加重合可能なモノマー及び
過酸化ジベンゾイル等のフリーラジカル付加重合開始剤の溶液と接触させ、支持体に共有
結合したモノマー分子からポリマー鎖を成長させてもよい。所望の重合が起こった後、支
持体を洗浄して、残留するモノマー、溶媒、及び形成された非結合ポリマーを除去してよ
い。
【００９６】
　別の実施形態では、平均分子量の大きいポリアミンの層を表面上に吸着させることによ
る医療機器の表面改質により、抗血栓性コーティングがより良く接着し得る。ポリアミン
は、アルデヒド官能基と共役したＣ－Ｃ二重結合を有するモノアルデヒドであるクロトン
アルデヒドを用いた架橋により安定化される。その後、アニオン性多糖及び架橋型ポリア
ミンの１又は複数の交互層、次いで架橋されていない前記ポリアミンの最終層を架橋型ポ
リアミンの最初の層上に吸着させてよく、これにより、遊離第一級アミノ基を有する表面
改質が実現される。
【００９７】
　特定の実施形態では、抗血栓性コーティングは、ｐＨ８～１０、例えばｐＨ９のポリア
ミン水溶液に支持体を接触させることによってなされてもよい。最初のポリアミン溶液の
濃度は１～１０重量％、特に５重量％であり、この溶液１ｍｌを最終体積５００～２００
０ｍｌ、特に１０００ｍｌに希釈してよい。この最終溶液は更に、１００～１０００μｌ
、特に３４０μｌのクロトンアルデヒドを含んでもよい。あるいは、支持体を、前記濃度
及びｐＨのポリアミン溶液で最初に処理した後、前記濃度及びｐＨのクロトンアルデヒド
溶液で処理してもよい。温度は重要ではないため、処理には室温が好ましい。
【００９８】
　水ですすいだ後、約１０～約５００ｍｇ、好ましくは約１００ｍｇの多糖を含むアニオ
ン性多糖の溶液１０００ｍｌで支持体を処理する。この工程は、４０～７０℃、好ましく
は約５５℃及びｐＨ１～５、好ましくは約ｐＨ３で行う。
【００９９】
　水でもう一度すすいだ後、これらの最初の工程を１又は複数回繰り返し、最後に、多糖
の層を吸着させた後、前記の温度及びｐＨで上記の１～２０倍、好ましくは１０倍の濃度
のポリアミン溶液で支持体を処理してよい。ポリアミンは好ましくは、ポリマー性脂肪族
アミン、特に平均分子量の大きいポリエチレンイミンであるが、平均分子量が大きく遊離
第一級アミノ基を有する任意のポリアミンが使用され得る。アニオン性多糖は好ましくは
硫酸化多糖である。アミノ化表面は、必要に応じて、シアノ水素化ホウ素ナトリウム等の
好適な還元剤を用いた還元によって更に安定化されてもよい。本発明に係る改質表面は、
遊離第一級アミノ基を有し、これによりイオン結合又は共有結合で化学物質（ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　ｅｎｔｉｔｙ）が結合し得る。また、シッフ塩基の形成によってアルデヒド含有
化学的実体を結合させ、その後、最終的にシッフ塩基を第二級アミンに変換する還元等の
安定化反応を続けてもよい。更なる例は、その全体を参照により本明細書に援用する米国
特許第５，０４９，４０３号に開示されている。
【０１００】
　特定の実施形態では、医療機器に抗血栓性コーティングを施すために、溶媒と、溶媒に
溶解させた相補的ポリマー（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｐｏｌｙｍｅｒ）の組合せと
、ポリマー／溶媒混合物中に分散された生物活性剤とを含むように組成物を調製する。溶
媒は、好ましくは、その中でポリマーが真溶液を形成する溶媒である。医薬品自体は、溶
媒に可溶性であってもよく、溶媒中に分散系を形成してもよい。
【０１０１】
　センサーの外表面にしばしば使用される材料の特性のため、センサーを従来の抗凝固剤
又は抗血栓薬（例えばヘパリン）でコーティングして、好ましい血管内への応用において
十分に安定であり、長期間持続し、活性であり、しかも目的の分析物への影響が十分小さ
く、センサーの化学に干渉せず、信頼でき、十分長期間の作動を可能にする、好適な抗凝
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固コーティングを得ることは困難であり得る。特定のコーティングの好適性に関して種々
の問題が生じ得、そのようなものとしては、例えば、センサーの製造及び取扱い中のコー
ティングの安定性；可溶化、反応等による使用中の除去に対するコーティングの抵抗性；
コーティングを介した目的の分析物の拡散に対する抵抗性；及びコーティング中の化学種
とセンサー技術の間の相互作用（コーティングに由来する検出可能化学種の加水分解によ
るものであれ、その他の手段によるものであれ）が含まれる。
【０１０２】
　ヘパリンを含むコーティング材料が好ましいが、他の多糖及び生体由来材料及びアナロ
グも、ヘパリンと一緒に又はヘパリンの代わりに使用することができる。好ましいコーテ
ィング塗布方法としては、真空下で、水又は水／界面活性剤で濡らしたセンサーへの、ヘ
パリン－第四級アンモニウム複合体を含むイソプロパノールの塗布が含まれるが、その他
の好適なコーティング塗布方法も使用することができ、例えば、非極性溶媒及び極性溶媒
等の溶媒の組合せからヘパリン－第四級アンモニウム複合体を塗布してもよく；例えばそ
の場でヘパリン－第四級アンモニウム複合体を形成させるために、第四級アンモニウム化
合物及びヘパリンを順に塗布してもよく；カルメダ（Ｃａｒｍｅｄａ）ＡＢ（スウェーデ
ンのウプランズバスビー（Ｕｐｐｌａｎｄｓ　Ｖａｓｂｙ））によって記載されているよ
うに表面に個々のヘパリン分子末端を結合させる方法等、センサー表面にヘパリン分子を
共有結合させてもよく；架橋された形態のヘパリン又はヘパリンと他の化合物を塗布して
もよい。
【０１０３】
　特定の実施形態では、血栓形成を限定又は防止するためにセンサー表面の少なくとも一
部にヘパリン又はヘパリン含有材料のコーティングが塗布され得る。しかし、場合によっ
ては、コーティングが表面に最初に適切に接着しないか使用後に表面から剥離又は溶解し
易いという接着の問題のため、そのようなコーティングの塗布が困難であり得る。使用に
よりコーティングが剥離する状況は、微粒子不純物が血流中に放出される可能性及びこれ
らが小さい血管を閉塞させる可能性があるため、特に問題であり得る。更に、ヘパリンコ
ーティング材料が剥離又は溶解することで、治療量又は治療量以下の抗凝固剤物質が患者
に投与されることになり得る。そのような接着問題は、特定の種類の材料、特にポリオレ
フィン、フルオロポリマー、ポリカーボナート、ポリスルホン等のプラスチックに塗布す
る時、特に顕著となり得る。例えば、ポリオレフィン及びフルオロポリマーは特に、これ
らのプラスチックを接着させた時に通常得られる限定的強度及び困難から明らかなように
、特に材料を接着させることが困難である。
【０１０４】
　本発明者らは、驚くべきことに、ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングが
、効果的に塗布可能であり且つ本明細書に開示されている分析物センサーのポリマー表面
（固定用のポリマーマトリックスを組み込んだセンサー上のポリオレフィン、フルオロポ
リマー、ポリカーボナート、ポリスルホン等のポリマー表面、多孔質ポリマー表面、及び
多孔質ポリマー表面を含む）上で許容可能な安定性及び活性を有するコーティングのまま
でありながら、許容可能な分析物センサーの機能性を維持していることを見出した。特定
の実施形態では、ヘパリン及びベンザルコニウムを含む許容可能な安定性及び活性を有す
るコーティングを維持することができる多孔質表面は、より具体的には、マイクロ多孔質
、ナノ多孔質、又はメソ多孔質として説明される。
【０１０５】
　好ましい実施形態では、ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングは、医薬品
グレードのヘパリン、例えば２００８年６月１８日に改正された米国薬局方に記載されて
いるヘパリンナトリウム又はヘパリンカルシウムを含み得るが、医薬品の規制が適用され
ない場合等の種々の応用において、他のグレード及び形態のヘパリンを使用することがで
きる。好ましいグレードのヘパリンは、平均分子量が約１２～約１５ｋＤａであり得るが
、個々の鎖の分子量は、約４０ｋＤａ又は５０ｋＤａと大きくてもよく、あるいはそれよ
り大きくてもよく、約５ｋＤａ又は３ｋＤａと小さくてもよく、あるいはそれより小さく
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てもよい。別の実施形態では、約１２～約１５ｋＤａより大きい又は小さい平均分子量の
ヘパリン、例えば約２０若しくは３０ｋＤａと大きいヘパリン又は約７若しくは１０ｋＤ
ａと小さいヘパリンをうまく用いることができる。
【０１０６】
　いくつかの好ましい実施形態では、ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティング
は、Ｒ基の２つに炭素数約１～約５のアルキル基、３番目のＲ基に炭素数約６～約２２の
アルキル基を有する、単一の純粋な化合物として又はＲ基が異なる化合物の組合せとして
の、塩化ベンザルコニウムの分子を含み得る。いくつかの実施形態では、塩化ベンザルコ
ニウムのグレードには、Ｒ基として主に２個のメチル基及び炭素数約６～約２２のアルキ
ル基、より好ましくは２個のメチル基及び炭素数約１０～約１８のアルキル基を有する化
合物及び化合物の混合物を有するものが含まれる。
【０１０７】
　特定の実施形態では、他のアンモニウム複合体、例えば、その全体を参照により本明細
書に援用するHsuに付与された米国特許第５，０４７，０２０号に開示されているように
、ヘパリンと一緒に高い充填濃度で使用してコーティングを形成できる特定のアルキルベ
ンジルジメチルアンモニウムのカチオン性塩を使用することができる。Hsuは、市販の塩
化ベンザルコニウムが一般式［Ｃ6Ｈ5ＣＨ2Ｎ（ＣＨ3）2Ｒ］Ｃｌ（式中、Ｒはアルキル
の混合物を表し、Ｃ８以上の基の全部又は一部を含み、Ｃ１２、Ｃ１４、及びＣ１６が大
部分を構成する）で表される塩化アルキルベンジルジメチルアンモニウムの混合物を含み
得ることを発見した。一般的に、この組成物は、２０％超のＣ１４、４０％超のＣ１２、
３０％未満のＣ８、Ｃ１０、及びＣ１６の混合物に分解される。逆に、Hsuは、好ましい
ヘパリン／第四級アンモニウム複合体が、少なくとも約５０重量パーセント、好ましくは
６０～７０重量パーセントの有機カチオン性塩を有することを発見した。Hsuは、セタル
コニウムヘパリン及び／又はステアリルコニウムヘパリン（ｓｔｅａｒｙｌｋｏｎｉｕｍ
　ｈｅｐａｒｉｎ）及びその混合物からなる複合体で最適な結果が得られることを見出し
た。実際、Hsuは、セタルコニウムヘパリン及び／又はステアリルコニウムヘパリン及び
はその混合物の複合体からなる医療機器用コーティングが「現在最も一般的に使用されて
いるヘパリンと塩化ベンザルコニウムの複合体よりも非常に優れた疎水性及び表面接着」
を示すことを教示している。したがって、本発明の別の態様では、ベンザルコニウムを含
むものに加えて他のヘパリン／第四級アンモニウム複合体、例えばHsuに開示されている
ものを使用して、本明細書に開示のグルコースセンサーをコーティングして抗血栓性を付
与してもよい。
【０１０８】
表面コーティング剤
　医療機器の抗血栓性コーティングのためのコーティング剤として、種々の化合物、例え
ば参照により本明細書に援用する米国特許第６，２７８，０１８号、同第６，６０３，０
４０号、同第６，９２４，３９０号、同第７，１３８，５４１号に開示されているものが
有用であり得る。一態様では、本発明は、芳香族基を含む非ポリマーコア分子であって直
接又は間接的にそこに結合したコア分子と、負に帯電した基を含む１又は複数の置換基と
、独立した光反応性基として提供される２以上の光反応性化学種とを含む化合物を提供す
る。本コーティング剤の第１及び第２の光反応性化学種は、独立して、同一であってもよ
く、異なってもよい。
【０１０９】
　特定の実施形態では、コアは、ポリヒドロキシベンゼン開始物質の残基として提供され
（例えば、ヒドロキノン、カテコール、又はレゾルシノールの誘導体として形成される）
、ヒドロキシ基が、対応する複数の光基（ｐｈｏｔｏｇｒｏｕｐｓ）と反応してエーテル
（又はエーテルカルボニル）結合を形成している。一実施形態では、本発明のコーティン
グ剤は、コア分子を対応する光反応性化学種に結合させる役割をする１又は複数の必要に
応じて用いるスペーサーを更に含み、スペーサーは、一般式（式中、ｎは、１以上、約５
未満の数であり、ｍは、１以上、約４以未満の数である）で表されるラジカルから選択さ
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れる。
【０１１０】
　別の実施形態では、そのようなコーティング剤は、４，５－ビス（４－ベンゾイルフェ
ニルメチレンオキシ）ベンゼン－１，３－ジスルホン酸ジ（カリウム及び／又はナトリウ
ム）塩、２，５－ビス（４－ベイゾイルフェニルメチレンオキシ）ベンゼン－１，４－ジ
スルホン酸ジ（カリウム及び／又はナトリウム）塩（2,5-bis(4-beizoylphenylmethylene
oxy)benzene-l,4-disulfonic acid di(potassium and/or sodium) salt）、２，５－ビス
（４－ベンゾイルフェニルメチレンオキシ）ベンゼン－１－スルホン酸一カリウム及び／
又は一ナトリウム塩の群から選択される。
【０１１１】
　本発明の好適なコア分子としては、低分子量（例えば１００～１０００ＭＷ）の非ポリ
マーラジカルが含まれる。好適なコア分子は、コーティング密度、構造安定性、製造し易
さ、コスト等の特性の組合せを向上させる。更に、コア分子は、水溶性領域、生分解性領
域、疎水性領域、及び重合可能領域と共に提供することができる。好適なコア分子の例と
しては、ベンゼン及びその誘導体等の環状炭化水素が含まれる。
【０１１２】
　好ましいコーティング剤中の荷電基の種類及び数は、コーティング剤に少なくとも約０
．１ｍｇ／ｍｌ、好ましくは少なくとも約０．５ｍｇ／ｍｌ、より好ましくは少なくとも
約１ｍｇ／ｍｌの水溶性（室温及び最適なｐＨで）を与えるのに十分である。表面コーテ
ィングプロセスの性質を考慮すると、表面上で標的分子（例えばポリマー層）の有用なコ
ーティングを得るためには少なくとも約０．１ｍｇ／ｍｌのコーティング剤溶解度レベル
で一般的に十分である。
【０１１３】
　したがって、このコーティング剤は、水に不溶性である（例えば、比較可能な水溶性が
約０．１ｍｇ／ｍｌ以下、より多くの場合約０．０１ｍｇ／ｍｌ以下）と通常見なされる
当該技術分野の多くのコーティング剤とは対照的である。このため、従来のコーティング
剤は、典型的には、水が無いか微量（例えば体積で約５０％未満）の成分として提供され
る溶媒系において提供及び使用される。
【０１１４】
　好適な荷電基の例としては、有機酸の塩（例えば、硫酸塩、リン酸塩、カルボキシル基
）及びその組合せが含まれる。本発明のコーティング剤の調製に好ましい荷電基は、スル
ホン酸塩、例えば、Ｉ属アルカリ金属（Ｎａ、Ｋ、Ｌｉイオン）の塩により対イオンが提
供されて好適な正に帯電した化学種を与える、ＳＯ3

-の誘導体である。
【０１１５】
　光反応性アリールケトン、例えばアセトフェノン、ベンゾフェノン、アントラキノン、
アントロン、及びアントロン様複素環（すなわち、１０位にＮ、Ｏ、又はＳを有するよう
なアントロンの複素環式アナログ）、又はその置換（例えば、環置換）誘導体の形態での
光反応性化学種の使用が好ましい。好ましいアリールケトンの例としては、アントロンの
複素環式誘導体、例えばアクリドン、キサントン、及びチオキサントン、並びにそれらの
環置換誘導体が含まれる。特に好ましいのは、約３６０ｎｍより大きい励起エネルギーを
有するチオキサントン及びその誘導体である。
【０１１６】
　そのようなケトンの官能基は本明細書に記載の活性化／不活化／再活性化サイクルを容
易に受けることができるため好ましい。ベンゾフェノンは、光化学的励起が可能であり、
三重項状態へと項間交差される励起一重項状態を最初に形成するため、特に好ましい光反
応性部分である。励起三重項状態は、（例えば支持体から）水素原子を引き抜くことで炭
素－水素結合中に挿入することができ、これによりラジカル対が形成される。その後、ラ
ジカル対が崩壊することで、新たな炭素－炭素結合が形成される。反応性結合（例えば炭
素－水素）が結合に利用可能でない場合、ベンゾフェノム（ｂｅｎｚｏｐｈｅｎｏｍｅ）
基の紫外（ｕｌｔｒａｖｉｅｏｌｅｔ）光誘導励起は可逆的であり、エネルギー源が取り



(26) JP 2013-506503 A 2013.2.28

10

20

30

40

50

除かれると分子は基底状態のエネルギーレベルに戻る。ベンゾフェノン、アセトフェノン
等の光活性化可能なアリールケトンは、水中で複数回の再活性化を受け、したがって、コ
ーティング効率を向上させるため、特に重要である。
【０１１７】
コーティング方法論
　本明細書に開示されているコーティングプロセスは、１）ディップコーティングの場合
のような、直接塗布によるヘパリン複合体の直接コーティング、及び２）第四級アンモニ
ウム塩及び界面活性剤とイオン性ヘパリンを順次塗布する場合のような、間接的コーティ
ングを含む。ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングを塗布するための好適な
方法は、多段階積層技術及びヘパリン複合体の一段階塗布を含み得る。別の実施形態では
、センサーをナトリウムヘパリン溶液に浸漬する等の前処理方法が用いられる。
【０１１８】
　特定のポリマー材料に対して不活性な表面に抗血栓性コーティングを塗布することが望
まれる場合、その表面上又は表面近くにヒドロキシル基を提供するために表面を化学的に
処理することによって、接着を容易化することができる。この点に関する例示的な化学的
表面処理としては、化学エッチング、界面活性剤吸着、共押出成形、プラズマ放電、表面
の酸化又は還元、放射線活性化及び酸化、ポリビニルアルコール、ポリ（２－ヒドロキシ
エチルメタクリラート）等の材料を用いた表面グラフト化等の公知の手法が含まれる。活
性水素を提供するために支持体表面のバルク改質を行ってもよい。この種の従来の改質の
例としては、活性水素を有するポリマーとのブレンド、ポリマーの部分的分解、末端基改
質、モノマー官能化、酸化、還元、共重合等が含まれる。
【０１１９】
　特定の実施形態では、アミノシランを含有する３次元の高度に架橋されたマトリックス
を医療機器表面上に形成する。アミノシランは、抗血栓性を付与すべき表面上で硬化、架
橋、又は重合される。これは、３次元マトリックスが形成されるような方法で行われる。
マトリックスは、アミノシランホモポリマー又はアミノシランとアミノシラン以外の別の
シランとのコポリマー（例えばグラフトコポリマー）のいずれであってもよい。代表的な
アミノシランとしては、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルト
リエトキシシラン、２－アミノウンデシルトリメトキシシラン、アミノフェニルトリメト
キシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル－３－アミノプロピル）トリメトキシシラン、及び
トリメトキシシリルプロピルジエチレントリアミンが含まれる。
【０１２０】
　この種のアミノシランは、ホモポリマーマトリックスを形成するために単独で使用する
ことができる。例えば、特定のアミノシランは、三官能性であり、高度に架橋されたマト
リックスを提供する。所望であれば、親水性のアミノシランをアミノシランでない親水性
のより低いシランと組み合わせることで親水性を低減させることができる。一実施形態で
は、マトリックスは、マトリックスの親水性を調整するために、これらのアミノシランの
１つとアミノシランより親水性が低いアミノシランでない別のシラン分子とのコポリマー
である。参照により本明細書に援用する米国特許第５，０５３，０４８号、同第４，９７
３，４９３号、同第５，０４９，４０３号を含むその他の方法及びコーティング剤も当該
技術分野で公知である。
【０１２１】
　好ましい実施形態では、ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングは、最初に
センサー表面を水又は水と界面活性剤の組合せで濡らすことにより塗布される。好ましい
界面活性剤としては陰イオン界面活性剤が含まれるが、いくつかの実施形態では陽イオン
界面活性剤又は非イオン界面活性剤等のその他の界面活性剤も使用することができる。特
に、好適な界面活性剤としては、ラウレル硫酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、ラ
ウリル硫酸アンモニウム、ラウレス硫酸ナトリウムが含まれる。次いで、濡れたセンサー
を、ヘパリン－第四級アンモニウム複合体のアルコール溶液で処理する。特定の実施形態
では、アルコール溶液はイソプロパノールを含むが、実施形態に応じて他のアルコールに
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基づく溶液を使用してもよい。好ましいイソプロパノールの溶液は、イソプロパノール中
にヘパリン－ベンザルコニウム複合体を約１～約９９％（ｗｔ）、例えば５％、１０％、
２５％、５０％、７５％、９０％、９５％（これらの重量百分率を両端とする重量百分率
範囲も含む）含み得る。好ましいヘパリン－ベンザルコニウムを含むイソプロパノール溶
液の１つは、４５２４１、オハイオ州シンシナティ、ベスト・プレイス１２１５０のセル
スス・ラボラトリーズ社（Ｃｅｌｓｕｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｉｎｃ．）から、
製品番号ＢＹ－３１８９（ベンザルコニウムヘパリンのイソプロピルアルコール溶液、８
８７Ｕ／ｍＬとして記載されている）で製造されている。濡れたセンサーをヘパリン－ベ
ンザルコニウム溶液に浸漬してもよく、センサーの表面上にスプレーしてもよく、別の好
適な技術で塗布してもよい。次いで、コーティング溶液が塗布されたセンサーを乾燥させ
る。コーティングの均一性を向上させるため又はコーティングを厚くするため等の更なる
コーティング材料を浸漬、スプレー、又は他の好適な手段により塗布することができる。
材料を塗布する場合、好ましい方法としては、センサーをヘパリン－ベンザルコニウム溶
液に限定的な時間、例えば１分未満、約３０秒未満、約１０秒間、又は約１若しくは２秒
、例えばセンサーを溶液に約１秒だけ浸漬することにより、さらすことが含まれる（列挙
した期間を上端及び下端とする期間、例えば１０～３０秒間センサーを溶液に浸漬するこ
とを含む）。いくつかの実施形態では、短時間にすることで望ましくない結果、例えばセ
ンサー表面からの材料の過剰な可溶化又はセンサーの過剰な脱水を防止することができる
。しかし、いくつかの実施形態では、例えば溶液のヘパリン－ベンザルコニウム濃度を高
くするか溶液に更なるベンザルコニウム材料又はヘパリン材料を添加するか、溶液のｐＨ
又はイオン強度を調整することにより、より長期間にすることが可能である。いくつかの
実施形態では、コーティングプロセス中、必要に応じて又は所望により、水又は水及び界
面活性剤及び／又は溶媒の組合せを塗布することによってセンサーを再度水和することが
できる。
【０１２２】
　しかし、ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングを塗布する別の方法を用い
ることも可能である。好適な多段階積層技術としては、好適な形態及びグレードの塩化ベ
ンザルコニウムを塗布し、その後好適な形態及びグレードのヘパリンを塗布することを含
むプロセスによりヘパリン及びベンザルコニウムを塗布する技術が含まれる。任意の好適
な溶媒又は溶媒の組合せ、例えばヘパリンに対して水又は水性アルコールを、塩化ベンザ
ルコニウムに対して非極性有機溶媒（例えば、トルエン、石油エーテル等）を使用するこ
とができる。好ましいヘパリン溶液としては、ヘパリンを重量百分率で約０．０５％、１
％、５％、１０％、２５％、５０％、７５％、９０％、９５％含む溶液が含まれる（列挙
した重量百分率を両端とする重量百分率範囲も含まれる）。特定のそのような実施形態で
は、好ましいヘパリン溶液は、０．０５～約１％の重量パーセントのヘパリンを含む。好
ましい塩化ベンザルコニウム溶液としては、重量百分率で約０．０５％、１％、５％、１
０％、２０％、２５％、５０％、７５％、９０％、９５％のベンザルコニウムを含む溶液
が含まれる（列挙した重量百分率を両端とする重量百分率範囲も含まれる）。特定のその
ような実施形態では、好ましい塩化ベンザルコニウム溶液は約１．０～約２０％の重量パ
ーセントの塩化ベンザルコニウムを含む。
【０１２３】
　その他の好適なコーティング技術は、例えば、参照によりその全体を本明細書に援用す
るGrottaに付与された米国特許第３，８４６，３５３号及びHsuに付与された米国特許第
５，０４７，０２０号に記載されている。
【０１２４】
　ヘパリン複合体の一段階塗布は、Hsuに付与された米国特許第５，０４７，０２０号に
記載されているように好適なグレード及び形態のヘパリン及びベンザルコニウムを含む溶
液をセンサーに塗布することを含み得る。特定の実施形態では、溶液は塩化ベンザルコニ
ウムを含み得る。ヘパリン及びベンザルコニウムに好適な溶媒としては、アルコール（例
えばイソプロパノール）、ハロゲン化溶媒（例えばトリフルオロ－トリクロロエタン）等
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の極性有機溶媒（単独又は混合物として）を含むものが含まれる。いくつかの実施形態で
は、ポリマー表面に塗布される溶液は、溶液の全重量に対して、合わせた重量百分率が０
．１％、１％、５％、１０％、２５％、５０％、７５％、又は約９０％のヘパリン及びベ
ンザルコニウムを含み得る（列挙した重量百分率を両端とする重量百分率範囲も含まれる
）。特定のそのような実施形態では、溶液は、重量で約０．１％～約７５％のヘパリン／
ベンザルコニウムを含み得る。いくつかの実施形態では、例えば所望の厚さ及び／又は耐
久性を有するコーティングを構築するために、センサー表面にヘパリン／ベンザルコニウ
ム複合体の連続層を塗布してよい。
【０１２５】
　特定の実施形態では、予め濡らしたセンサーの遠位部分をヘパリン及びベンザルコニウ
ムのイソプロパノール溶液に好ましくは約０．１～約３０秒間、より好ましくは約１～約
１０秒間、更により好ましくは約１秒間浸漬する。特定の実施形態では、浸漬したセンサ
ーを、その後、好ましくは少なくとも約１０秒間、より好ましくは約０．５分間～約１０
分間、更により好ましくは約１分間風乾する。ヘパリン／ベンザルコニウムコーティング
及び乾燥工程は、種々の実施形態に従って、好ましくは約１～約２０回、より好ましくは
約２～約１０回、更により好ましくは約３～約８回、更により好ましくは約４～約６回繰
り返される。
【０１２６】
　特定の実施形態では、センサーを浸漬することにより、センサー表面から周囲の血管へ
のヘパリンの持続放出が実現される。一実施形態では、必要に応じて用いるマイクロ多孔
質膜の下にヒドロゲルを含んでいてもよいセンサーを、膨張したヒドロゲル中にへパリン
を注入するためにヘパリン溶液に浸漬する。一実施形態では、少なくとも約１０％のナト
リウムヘパリン水溶液を使用する。より好ましい実施形態では、少なくとも約２０％のナ
トリウムヘパリン水溶液を使用する。非常に好ましい実施形態では、少なくとも約３０％
のナトリウムヘパリン水溶液を使用する。別の実施形態では、他の有機溶媒及び他の形態
のヘパリンを使用してもよい。一実施形態では、ナトリウムヘパリン溶液は、ｐＨ約５の
リン酸緩衝生理食塩水の形態である。ヒドロゲルを飽和させるのに十分な時間浸漬した後
、センサーを溶液から取り出して乾燥させる。一実施形態では、センサーを少なくとも約
１時間浸漬する。好ましい実施形態では、センサーを約２時間浸漬する。一実施形態では
、センサーを少なくとも約３時間浸漬する。その後センサーを生体内に配置した時、ヒド
ロゲルは、血流中で再度膨張し、時間を掛けて徐々にヘパリンを放出する。
【０１２７】
　必要に応じて、例えば、溶媒、界面活性剤等の好適な薬剤を用いてセンサー表面を洗浄
する工程及び／又は気流、熱、加熱気流、又は１若しくは複数の脱水剤を等用いてコーテ
ィングを乾燥させる工程等の更なる工程を用いることができる。いくつかの実施形態では
、コーティング後にセンサーの表面が幾分粘着性になり得、微粒子状物質を捕捉すること
があるので、いくつかの実施形態では、コーティング後、センサーを可能な限り早く包装
することが望ましい。
【０１２８】
　ヘパリンベースのコーティングをセンサーに塗布するその他の方法としては、センサー
表面又はセンサー表面に塗布された中間材料へのヘパリン又はヘパリン誘導体の共有結合
が含まれる。好適な技術としては、例えばカルメダＡＢ（スウェーデンのウプランズバス
ビー）が用いている技術等の、センサー表面又は中間体にヘパリン分子の末端を共有結合
させる技術が含まれる。その他の好適な方法としては、例えば本明細書及びサーモディッ
クス社（Ｓｕｒｍｏｄｉｃｓ）（ミネソタ州イーデンプレーリー）が記載しているような
、センサー表面又はセンサー表面に塗布された中間材料にヘパリン又はヘパリン誘導体を
光固定化によって結合させる技術、並びにRoorda, et al.の米国特許第６，８３３，２５
３号に記載されているような、極性及び非極性溶媒を用いてヘパリン複合体を析出させる
技術も含まれる。
【実施例】
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【０１２９】
実施例１．抗血栓性コーティングの塗布
　ベンザルコニウム／ヘパリンでのコーティングに対する前述した光学グルコースセンサ
ーの準備として、ｐＨ３のリン酸緩衝生理食塩水溶液（多くの種類の緩衝水溶液又は単な
る水をも使用することができる）中にセンサーのコーティングする部分を浸漬した（例え
ば図１～４参照）。
【０１３０】
　１．５％（重量）のベンザルコニウムヘパリンを含むイソプロパノールのコーティング
溶液（４５２４１、オハイオ州シンシナティのベストプレイス１２１５０のセルスス・ラ
ボラトリーズ社から、ベンザルコニウムヘパリンのイソプロピルアルコール溶液（８８７
Ｕ／ｍＬ）、製品番号ＢＹ－３１８９として流通している）を試験管に添加した。緩衝生
理食塩水溶液中で平衡化させた後、センサーの感知末端の遠位端部分をベンザルコニウム
ヘパリン溶液に浸漬させ、すぐに取り出した（ベンザルコニウムヘパリン溶液に浸漬させ
た時間は約１秒間であった）。濡れたセンサーを約１分間風乾させ、センサー表面上にベ
ンザルコニウムヘパリンのコーティングを得た。
【０１３１】
　ベンザルコニウム／ヘパリン溶液へのセンサーの浸漬及びその後の風乾を４回繰り返し
てセンサー表面上に更にコーティング材料を重ねた。
【０１３２】
実施例２．ブランクセンサーの作製
　ポリ（メチルメタクリラート）光ファイバー（直径０．０１０インチ）を囲むポリエチ
レンマイクロ多孔質膜（外径０．０１７インチ）からブランクセンサー（ｓｅｎｓｏｒ　
ｂｌａｎｋ）を用意した。ポリエチレンマイクロ多孔質膜は９２１２１－２９１１、カリ
フォルニア州サンディエゴ、メサ・リム・ロード（Ｍｅｓａ　Ｒｉｍ　Ｒｏａｄ）９９２
５のバイオジェネラル社（Ｂｉｏｇｅｎｅｒａｌ）から入手した。ブランクセンサーの遠
位端（コーティングされる末端）を丸みのあるポリエチレン製の栓に加熱溶接する。他端
をシリコーン裏込材（ｓｉｌｉｃｏｎｅ　ｂａｃｋｆｉｌｌ）で密封する。次いで、遠位
端を実施例１の緩衝生理食塩水溶液に１８時間（但し、これより短い期間でも好適であっ
た）浸漬した。最後に、実施例１と同様に、ブランクセンサーの遠位端を実施例１のコー
ティング溶液に浸漬し、その後、風乾した。コーティング溶液に浸漬して風乾する工程を
４回繰り返した。
【０１３３】
実施例３．コーティングされたセンサー及びコーティングされたブランクセンサーの比較
　ヘパリン／ベンザルコニウムのコーティングをそれぞれ５回ディップコーティングによ
り塗布された、実施例１及び２に記載されているようにして作製したコーティングされた
センサー及びコーティングされたブランクセンサーを以下のように取扱い試験に供した。
【０１３４】
　センサーは、長さ１．０インチの滑らかな（非多孔質）ＨＤＰＥ管に突き合わせ溶接さ
れた長さ１．３インチの中空マイクロ多孔質ＨＤＰＥ膜（外径０．０１７インチ、９２１
２１－２９１１カリフォルニア州サンディエゴ、メサ・リム・ロード９９２５のバイオジ
ェネラル社製；これは特注部分である）からなる。マイクロ多孔質末端を、丸みのあるポ
リエチレン製の栓に加熱溶接した。中空アセンブリーの内側に０．０１０インチのＰＭＭ
Ａ光ファイバーを通した。滑らかなＨＤＰＥ末端にシリコーン裏込材をマイクロ多孔質ま
で（但しマイクロ多孔質は含まない）充填した。ＰＭＭＡ光ファイバーと中空マイクロ多
孔質膜の間の領域には、共有結合された蛍光色素及びクエンチャーも含むジメチルアクリ
ルアミドゲルを充填した。ヘパリン及びベンザルコニウムを含むコーティングを塗布する
ためのセンサーの準備として、実施例１と同様にリン酸緩衝生理食塩水の水溶液に遠位（
「センサー」）端を約１８時間（但し、この時間でなくてもよい）浸漬した。次いで、実
施例１に記載されているようにセンサーをヘパリン／ベンザルコニウム溶液に浸漬して風
乾した。浸漬及び乾燥工程を４回繰り返した。
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【０１３５】
　コーティング溶液への浸漬及び乾燥を繰り返した後、取扱い試験への準備としてセンサ
ー及びブランクセンサーをトルイジンブルーで染色した。具体的には、センサー及びブラ
ンクセンサーをシリコーンゴム封止材に通し、その後、０．０４％のトルイジンブルー水
溶液に１分間浸漬し、水ですすぎ、３０分間風乾した。
【０１３６】
　トルイジンブルーはヘパリンを紫色に染色するので、より濃い紫色は、より薄い紫色又
は紫色なしよりも高濃度のヘパリンを示す傾向がある。したがって、ヘパリンコーティン
グの耐久性を評価するために、染色されたセンサー及びブランクセンサーを以下の取扱い
試験に供し、その後、２０倍拡大下で視覚的に検査して、トルイジン染色が薄くなること
によって示されるヘパリンコーティング中の空隙及び薄さを見分けた。結果は以下にも示
す。
【０１３７】
リン酸緩衝生理食塩水溶液中での保存
　センサーをｐＨ７．４のリン酸緩衝生理食塩水中に３７℃で４８時間まで浸漬した。マ
イクロ多孔質膜部分が４８時間後でも均一な紫色を保持していることが観察された。非多
孔質ポリエチレン部分上の染色は、たった２時間後には、より薄く、より不均一になった
。
【０１３８】
センサーハウジングアセンブリー中での保存
　コーティングされたセンサーを、ポリウレタン管からなるセンサーハウジングアセンブ
リー中に置き、パリレンコーティングされたシリコーンゴム封止材で密封した。ハウジン
グアセンブリーにｐＨ７．４のリン酸緩衝生理食塩水を充填し、ハウジング中にセンサー
を室温で１時間浸漬した。その後、非多孔質ポリエチレン部分は、（拡大下で）ヘパリン
コーティングへの明らかなダメージの跡を示し、紫色の染色中に明らかなすり傷（ｓｃｒ
ａｐｅ）及び空隙があった。対照的に、マイクロ多孔質部分には影響が見られず、染色は
均一で滑らかな紫色であった。
摩耗：センサーをｐＨ７．４のリン酸緩衝生理食塩水に室温で１時浸漬し、その後、濡れ
たニトリル製手袋で１分間激しくこすった。その後、これをトルイジンブルーで染色した
。拡大下で、非多孔質ポリエチレン部分は紫色の染色がほとんど完全になく、このことは
、ヘパリンコーティングが完全に失われたことを示している。マイクロ多孔質膜部分は、
小さくなっており且つ幾分斑状（ｐａｃｈｙ）であるように見えたが、依然として全長に
わたって強く紫色であった。この試験部分での取扱いは非常に極端であることに留意すべ
きである。
【０１３９】
イソプロパノールを用いた超音波処理
　１個のセンサーを、一連の２５ｍＬイソプロパノールバイアル中で３回、それぞれ５分
間、超音波処理した。その後、これをトルイジンブルーで染色した。拡大下で、図７Ａに
示されるように、非多孔質前駆体ポリエチレン部分では、紫色の染色がほとんど完全にな
く、このことはヘパリンコーティングの完全な消失を示している。マイクロ多孔質膜部分
は、図７Ｂに示されるように、強く均一な紫色を維持したままであり、このことは均一な
ヘパリンコーティングが保持されていることを示している。
【０１４０】
　上記条件にセンサー及びブランクを供した結果を以下の表に要約する。
【０１４１】
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【表１】

【０１４２】
　これらの結果は、ポリマー表面のみの上のベンザルコニウムヘパリンコーティングと比
べた、多孔質ポリマー表面及び親水性ポリマーマトリックスを有するグルコースセンサー
上のベンザルコニウムヘパリンコーティングの優れた耐久性を示している。
【０１４３】
実施例４．抗血栓性コーティングの有効性の実証
　ベンザルコニウム／ヘパリンコーティングを有する１２個のＧＬＵＣＡＴＨ（登録商標
）センサー及びコーティングを有さない対照としての１２個のＢＤ　Ｌ－Ｃａｔｈ　ＰＩ
ＣＣライン（外径０．０３７ｃｍ（０．０１４５インチ）；ポリウレタン）を用意し、４
頭のヒツジの心血管系に挿入した。コーティングされたＧｌｕＣａｔｈセンサーは、米国
特許出願第１２／０２６，３９６号に記載されているように、親水性アクリルマトリック
ス中に埋め込まれたフルオロフォア／クエンチャー指示薬系から構成される。ベンザルコ
ニウムヘパリンコーティングは実施例３と同様に塗布した。
【０１４４】
　センサー及び対照カテーテルを左右の頸静脈及び左右の橈側皮静脈に、同じヒツジの一
方の側にセンサー、他方の側に対照カテーテルで挿入した。２５時間後、２頭のヒツジを
安楽死させ、試験対象と静脈とを覆う周囲組織及び皮膚を切開して反転させた後、試験対
象上若しくは静脈中の細胞蓄積物若しくは細胞片又はセンサー若しくはカテーテルを乱さ
ないように注意しながら静脈を長手方向に開くことにより、外科的にセンサー及び対照を
露出させて調べた。更に２２時間後（経過時間４７時間）、更に２頭のヒツジを安楽死さ
せ、外科的にセンサーを露出させて上記と同様に調べた。
【０１４５】
　各センサー又はカテーテルのデジタル写真をその位置（ｉｎ　ｐｌａｃｅ）で撮った。
検査後、各センサー又はカテーテルを静脈から取り出し、メチレンブルーで染色し、１０
～２０倍の一次対物レンズ倍率を用いて顕微鏡的に調べ、フィブリン若しくは細胞材料の
蓄積又は表面の異常を観察した低解像度の写真。試験対象の２つは静脈の外側の周囲組織
中に配置されていたことが判明し、評価に含めなかった。
【０１４６】
　更に静脈から組織切片を得、試験対象近くの血管の状態について特徴解析した。これら
の評価の結果を以下の表に示す。
【０１４７】
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【表２】

【０１４８】



(33) JP 2013-506503 A 2013.2.28

10

20

30

40

50

　上記表中、「ＲＣ」は「右橈側皮（Ｒｉｇｈｔ　Ｃｅｐｈａｌｉｃ）」を意味し、「Ｌ
ＪＳ」は「左上頸静脈（Ｌｅｆｔ　Ｊｕｇｕｌａｒ　Ｖｅｉｎ　Ｓｕｐｅｒｉｏｒ）」を
意味し、「ＬＪＩ」は「左下頸静脈（Ｌｅｆｔ　Ｊｕｇｕｌａｒ　Ｖｅｉｎ　Ｉｎｆｅｒ
ｉｏｒ）」を意味し、「ＲＪＳ」は「右上頸静脈（Ｒｉｇｈｔ　Ｊｕｇｕｌａｒ　Ｖｅｉ
ｎ　Ｓｕｐｅｒｉｏｒ）」を意味し、「ＲＪＩ」は「右下頸静脈（Ｒｉｇｈｔ　Ｊｕｇｕ
ｌａｒ　Ｖｅｉｎ　Ｉｎｆｅｒｉｏｒ）」を意味し、「ＮＧＨＬ」は「肉眼的又は組織学
的病変なし」を意味する。更に、上記表中で肉眼及び顕微鏡によるセンサー上のフィブリ
ン蓄積に関する数値による記述は以下の略記である：
「０」は、なし又は静脈穿刺部位のみの止血血栓に限定されていることを表し、
「１」は、わずかな非連続的又は顕微鏡的沈着のみであることを表し、
「２」は、厚さ１ｍｍ未満であることを表し、
「３」は、厚さ１ｍｍ超を表し、
「４」は、完全な血管閉塞（血栓症）を表す。
【０１４９】
　これらの評価は、肉眼的フィブリン沈着が少なく顕微鏡的フィブリン沈着が少ない点で
、ヘパリン／ベンザルコニウムコーティングを有するＧｌｕＣａｔｈセンサーが対照のカ
テーテルより優れていることを実証している。
【０１５０】
実施例５．持続放出ヘパリン
　ＧｌｕＣａｔｈセンサーを３０％のナトリウムヘパリンのリン酸緩衝生理食塩水溶液（
ｐＨ５）に２時間浸漬してヒドロゲルを飽和させた。センサーを浸漬液から取り出した後
、ヘパリンベンザルコニウムを含むイソプロピルアルコールを用いてセンサーをディップ
コーティングして外表面をコーティングした。対照とするために、ナトリウムヘパリン浸
漬工程を行わなかった別のセンサーもヘパリンベンザルコニウムでディップコーティング
した。一晩風乾後、センサーを、バッファー流（ｐＨ７．４、３７℃のリン酸緩衝生理食
塩水）に４８時間までさらした。２．５、２４、及び４８時間後において、バッファーか
らセンサーを取り出し、発色性抗ＦＸａ活性アッセイを用いてヘパリン活性について試験
した。図８に示す結果から、各時点において、ヘパリンに浸漬したセンサーが対照センサ
ーよりも高いレベルの活性を保持していることを示された。
【０１５１】
　本明細書に引用した全ての参照文献、例えば、限定されるものではないが公開及び非公
開の出願、特許、及び引用文献、並びに添付書類に列記されている参照文献の全体を参照
により本明細書に援用し、本明細書の一部とする。参照により組み込んだ公開物及び特許
又は特許出願が本明細書中の開示と矛盾する範囲で、そのような相反する全ての事項につ
いて本明細書が優先される。
【０１５２】
　本発明において、「含む」という用語は、「含有する」又は「特徴とする」と同義であ
り、記載されていない更なる要素又は方法の工程に対して開放されており（ｏｐｅｎ－ｅ
ｎｄｅｄ）、それらを排除しない。
【０１５３】
　本明細書中で使用される材料、反応条件等の量を表す全数字は、あらゆる場合において
「約」という用語で修飾されているものと理解されるべきである。したがって、特に断り
の無い限り、本明細書中に記載されている数値パラメーターは、得ようとする所望の特性
によって変わり得る概数である。少なくとも、均等論の適用を本願に優先権を主張する出
願の請求項の範囲に限定しようとするものではないが、各数値パラメーターは、有効数字
及び通常の丸め手法に鑑みて解釈されるべきである。
【０１５４】
　上記の説明は、本発明の複数の方法及び材料を開示している。本発明は、方法及び材料
の改変並びに製造方法及び設備の変更の余地がある。そのような改変は、本開示の検討又
は本明細書に開示されている発明の実施から当業者に明らかになる。したがって、本発明
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囲及び精神に含まれる改変例及び代替物を全て含むことが意図される。
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