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体内モニタリング用バイオセンサの開発 
（超低侵襲タイプ・マルチチャンネルタイプ） 

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究
部 

     准教授 安澤 幹人  
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糖尿病患者のQOLの向上を目指した 
グルコースモニタリング用センサの開発 

マイクロテーパー管の先端内部をセンシング部位 
とする低侵襲型センサ 

1 : 

センサ針の体内への挿入長さが極めて短い（パッチタイプ） 

センサ針を刺す感覚から貼る感覚で装着できる持続血糖測定システム 

超弾性材料を用いた微細針状フレキシブルセンサ 
（マルチチャンネルバイオセンサ） 

2 : 

マルチチャンネルバイオセンサ作製のための 
特定微小Pt電極への高選択性酵素固定 
（電気化学マスキング法＆電解析出法） 

3 : 
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糖尿病が強く疑われ
る人や可能性を否定
できない「予備群」が、
合わせて2210万人

と推計されることが、
厚生労働省の「2007
年国民健康・栄養調
査」で分かった。糖
尿病が疑われる人
は、10年前の1997
年と比べ約1.3倍に

増え、増加ペースが
加速している。 

【2007年国民健康・栄養調査】 糖尿病が強く疑われる人
や「予備群」は2210万人 
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糖 尿 病 再検査 
（血糖検査は必須） 

再検査 

血糖値とHbA1c 
ともに糖尿病型 

血糖値のみ 
糖尿病型 

HbA1cのみ 
糖尿病型 

・ 糖尿病の典型的症状 
・ 確実な糖尿病網膜症 
  のいずれか 

＊HbA1c ≧ 6.5%, (HbA1c (JDS) ≧ 6.1% 

血糖値（空腹時≧126 mg/dL, OGTT 2時間値≧200 mg/dL, 随時≧200 mg/dLのいずれか） 糖尿病型： 

有り 無し 

なるべく1ヶ月以内に 

血糖値とHbA1c 
ともに糖尿病型 

血糖値のみ 
糖尿病型 

HbA1cのみ 
糖尿病型 

いずれも 
糖尿病型でない 

血糖値とHbA1c 
ともに糖尿病型 

血糖値のみ 
糖尿病型 

HbA1cのみ 
糖尿病型 

いずれも 
糖尿病型でない 

糖 尿 病 糖 尿 病 

糖尿病疑い 糖尿病疑い 

3〜6ヶ月以内に血糖値とHbA1cを再検査 
＊ HbA1cはJDS値に0.4%を加えた値で表記する． 
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糖尿病 
インスリンの分泌、作用の低下などにより、血糖コントロールが困難になる病気 

網膜症、腎症、神経症（糖尿病三大合併症） 
といった重大な病気を引き起こす 

・インスリン過剰投与 
・内服薬の服用過多 
・極度な食事制限 

低血糖状態 

大脳のエネルギー代謝が維持できず、意識
障害を引き起こし、最悪の場合死にいたる 

糖尿病患者 

糖尿病患者には血糖管理 → 血糖測定が重要 

血糖自己測定（SMBG） 
（採血による血糖測定） 

・一日数回の血糖測定（煩わしい） 
・夜間睡眠中や明け方、多忙な 
  仕事中等では、測定が困難 
・採血に伴う疼痛 
・特に幼児や子供には大きな負担 

患者への負担が少ない検査法の開発 
肉体的にも，精神的にも 

高血糖状態の持続 

測定の頻度が限られているため、
一日を通しての血糖変動傾向を的
確に把握することは困難 
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血糖値の日内変動 

合併症の発症および進行を抑制するには、血糖値を正常値に近
づけるだけではなく、血糖値の変動も小さくすることも重要である。 

薬物療法等で血糖値を低く抑えようとすると低血糖症のリスクが高くなる。 

糖尿病患者 

健常者 
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インスリン注射 

インスリン製剤は作用時間により主に 
  ①速効型、 ②超速効型、 ③中間型、 ④混合型、 ⑤持効型溶解 
                                                     の5種類に分けられる。 

また、速効型と中間型を混ぜ、基礎分泌と追加分泌の両方を補う
インスリン製剤もある。 

薬物療法   「経口血糖降下薬」 「インスリン注射」 

運動療法 
食事療法 
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経口血糖降下薬 
スルホニル尿素薬 (SU薬) 
 膵臓のβ細胞に直接作用してインスリン分泌を促す薬 
 

ビグアナイト系（BG薬） 
 肝臓でグルコースが作られるのを防ぎ、筋肉でのグルコース利用を促進させるインスリン抵抗
性改善薬。また、腸から吸収される糖質の量を減らす。 
 

チアゾリジン誘導体 (TZD薬) 
 骨格筋および肝臓におけるインスリン抵抗性を改善し、インスリンの相対的な作用を高める薬 

α-グルコシダーゼ阻害薬 (αGI薬) 
   食事に含まれているでんぷんや糖質の分解を抑え、腸からのグルコース吸収を遅らせる薬 
 

速効型インスリン分泌促進薬 (グリニド薬) 
   SU薬同様、膵臓のβ細胞に作用し、インスリンの分泌を促す薬。ただし、作用時間はSU薬
より短い。 

食後高血糖を改善する薬 

DPP-4阻害薬 
   消化管内の糖濃度に依存してインスリン分泌を促するインクレチンを分解するジペプチジル
ペプチターゼ-4（DPP-4）の阻害することで、インクレチンの作用を促進する 
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持続血糖測定（CGM）システム 

・1日4回SMBGを行い、血糖値でCGMの値を補正する必要がある 
・血糖値異常に対する迅速な処置が可能 

患者の肉体的・精神的負担を軽減 

センサを体内に埋め込み、皮下組織の間質液中の糖濃度を継続的に測定 

日本 2009年10月 「メドトロニック ミニメド CGMS-Gold」 薬事承認   入院患者中心 
    2012年  2月 「メドトロニック iPro 2」 （小型化・操作の簡略化）   外来患者にも活用 

・血液中の糖濃度（血糖値）とは異なるが、血糖値と一定の相関関係があり、 
  血糖値の動きを反映する → 血糖日内変動の把握 
                      測定が困難な時間帯の大きな血糖変動 
                      食後高血糖 
                      自覚症状のない低血糖状態等 
 
                                    糖尿病の治療戦略の立案や評価が可能 
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持続血糖測定（CGM）システム 

インスリンポンプと連動して、自動血糖コントロール（人工臓器） 

高血糖 
低血糖 

リアルタイムモニタリング リアルタイムモニタリング 

インスリンポンプ 

フィードバック フィードバック 

リアルタイムコントロール リアルタイムコントロール 

血糖変動の把握 

インスリンポンプ ＋ 
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従来技術とその問題点 
 実用化されているCGMは、長さ 1 cm以上ある挿入針を

用い、センサを留置することから、挿入時に痛みを有する。

また、センサの長さも 8 mm以上あることから、違和感や留

置への恐怖を感じる場合がある。そのため、センサの微細

化・挿入長さの低減（低侵襲化）への取り組みも進められて

いる。しかし従来の側面にセンシング部位を有するセンサ

では、センシング面積の確保、及びセンサを皮下組織に安

定留置させる必要性から、大幅な低侵襲化は困難である。 
 

 近赤外分光法による非侵襲血糖値測定法も試みられて

いるが、測定精度の問題（個人差・日間差等）により、実用

化にはまだ時間が掛かる。 
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電極表面積が大きい 

グルコース 

酵素固定量が多い 

グルコース 

グルコース 
酵素固定量が少ない 

センシング部位 : 

針状デバイスの側面 

一般的なCGMS用センサ針 

センシング部位 : 

テーパー管の先端内部 

センサ針を刺す感覚から貼る感覚で装着するCGM* 
（センサ針の体内への挿入長さが従来型に比べて極めて短い） 

*CGMS：持続血糖モニタリング 

電極表面積が小さい 
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センシング部位 
酵素 

埋め込み長さが大きく、痛みを伴う 

低侵襲測定 

パッチタイプセンサ 
テーパー管の先端内部
に酵素固定 

センサ設置 
先端部のみの挿入で測定可能 

H2O2 

O2 

GOx 
H2O2 

O2 

管内部での電極、酵素反応 

・酸素再生サイクルの効率化 

・高濃度のグルコース測定 

微細化、微小化 

酵素固定量減少、感度の低下 

体内埋め込み 

酵素固定部位 

従来型（針型）センサ 
針状デバイスの側面に
酵素固定 
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Glucose 

Gluconolactone 

H2O2 

O2 

GOx 

FAD 

FADH2 

GOx : Glucose oxidase 電極 

 2e- 

酵素反応 

特異性（選択性） 分子識別素子  酵素 

電気化学反応 

グルコースデヒドロゲナーゼ（GDH） 

グルコースオキシダーゼ（GOx） 

PQQ依存性GDH 酸素濃度の影響を受けない 
マルトース等の単糖とも反応する 

NAD依存性GDH 

FAD依存性GDH 
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表皮 

真皮 

皮下組織 

皮膚の構造 

表面から約0.2 mm （表皮下部）．毛細管が多く存在する 

血液中のグルコース濃度との相関 

従来のセンサ 

測定値は糖尿病患者の血糖値管理に有効 
表面から約2. 0 mm．間質液が存在し、血糖値と相関（ただし、一部反映しない） 

超低侵襲型
センサ 
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H2O2 

H2O2  

O2 
GOx 

O2 
電 
極 

電 
極 

真皮 
皮下組織 

先端部のみ体内に挿入 
（パッチタイプセンサ針） 超低侵襲 

グルコース 

表皮 

真皮 

皮下組織 

センシング部位をマイクロテーパー管の先端内部に配置 

センサ針を刺す感覚から貼る感覚で装着するCGMS* 
（センサ針の体内への挿入長さが従来型に比べて極めて短い） 

*CGMS：持続血糖モニタリング 
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真皮 
皮下組織 

Ag/AgCl 参照電極一体型パッチセンサチップ 

96 

Wireless potentiostat R.E. W.E. 

Wireless potentiostat R.E. W.E. 

センシング部位 

Ag/AgCl
電極 

Ag/AgCl電極 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
• 従来技術の課題であった、低侵襲化が可能。 
• 従来のセンサ装着時に強く接触するとセンサの
破損だけではなく、肉体への損傷も大きくなる
可能性があるため、装着時の活動は制限され
るが、低侵襲であるため肉体へのダメージも小
さいと思われる。 

• 本技術の適用により、装着操作も簡便で、スト
レスレスであることから、糖尿病患者だけでは
なく、「予備軍」や、「人間ドック」での診断への
活用（糖尿病の早期発見）に有用と思われる。 
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実用化に向けた課題 

• 現在、動物実験による評価を行っている。 
• グルコースに対するセンサ応答は得られてい
るが、血糖との相関については、更なるデータ
取得が必要である。 

• 今後、プラスチック材料を用いたセンサの作
製を行い、センサの低コスト化技術の確立を
行う。 
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想定される用途 

• 人間ドック （食後血糖変化：隠れ糖尿病診断） 
 

• 本技術は酵素等を変えることにより、乳酸セン
サやグルタミンセンサ等、様々なセンサへの応
用が可能である。 
 

• 乳酸モニタリングは、筋肉の疲労時に増加す
ることから、アスリートのトレーニング方法や競
技の実施プランに非常に有用である。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：生体用デバイス、生体用デバイス 
           の接触部構造および生体センサ 
• 特許番号 ：５１６２７５７ 

• 出願人  ：徳島大学 

• 発明者  ：安澤幹人、古川晋也 
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企業への期待 
• 皮下組織よりも浅い、真皮に留置したセンサ
（深さ約0.5mm）のグルコースモニタリングで得

られた情報が血糖コントロールに有用かの評
価は未解決であるが、従来のセンサと違い、著
しく低侵襲化が可能な技術と考えている。 

• 医療品や動物実験等に関する技術、および微
細デバイスの作製技術を持つ、企業との共同
研究を希望。 

• また、医療デバイス分野への展開を考えている
企業には、本技術の導入が有効と思われる。 
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お問い合わせ先 

株式会社テクノネットワーク四国（四国TLO） 
技術移転部   辻本 和敬 
 
ＴＥＬ ０８７－８１１ － ５０３９ 
ＦＡＸ ０８７－８１１－  ５０４０ 
e-mail tsujimoto＠s-tlo.co.jp 
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