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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 研究開発代表者による報告の場合 

 
竹内昌治教授(東京大学 生産技術研究所)らのグループは、異物反応による細胞やタンパク質の吸着

を抑制することで知られているポリエチレングリコール(PEG)の均質ネットワークで形成されるグル

コース応答性蛍光ゲルの開発に成功した。当該ゲルは、従来のポリアクリルアミド(PAAm)から構成さ

れるゲルよりも、細胞やタンパク質の吸着を抑制できる事を明らかにした。さらに、当該ゲルは低血糖

領域における精度が高く、長期間連続稼働可能な高精度な連続グルコース計測システムのグルコースセ

ンサーとしての応用が期待される。 
 
英文 

We developed a glucose responsive fluorescent hydrogel formed by a homogeneous network of 
polyethylene glycol (PEG), which is known to suppress adsorption of cells and proteins. It was 
revealed that the gel can inhibit adsorption of cells and proteins more than a hydrogel composed of 
polyacrylamide (PAAm). Furthermore, it is expected to be applied as a glucose sensor of a high-
precision continuous glucose monitoring system. 
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