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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シース流装置であって、
　（ａ）シース流平面領域の上流側に位置する第１の層流形成面であって、前記シース流
平面領域内にシース流層流を形成するように構成される第１の層流形成面と、
　（ｂ）前記シース流平面領域に平行であり、サンプルシース流平面領域の上流側に位置
する第２の層流形成面であって、前記シース流平面領域内にサンプル層流を形成するよう
に構成される第２の層流形成面と、
　（ｃ）前記サンプル層流から前記シース流層流に標的種を偏向させるように構成される
粒子移動ステーションであって、前記粒子移動ステーションが前記サンプル層流と前記シ
ース流層流との境界を形成する略長方形の内部空間を有し、前記内部空間が前記サンプル
層流と交わる第１の横方向寸法と第２の横方向寸法とを有し、前記第２の横方向寸法を前
記第１の横方向寸法の少なくとも約２倍とすることにより、前記第１の横方向寸法と前記
第２の横方向寸法のうちより大きな寸法に沿って非特異的な結合を抑制する、ように構成
される粒子移動ステーションと、
　を備えるシース流装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のシース流装置であって、
　さらに、
　（ｄ）第２のシース流平面領域の上流側に位置する第３の層流形成面を備える
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　シース流装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のシース流装置であって、
　前記（ａ）、（ｂ）及び（ｄ）の前記層流形成面は、実質的に乱流を生じさせることの
ない個別のシース流平面を十分に維持可能である
　シース流装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のシース流装置であって、
　さらに、第１の表面と第２の表面とを有する構造部材を備え、
　前記第１の表面と前記第２の表面とは互いに対向し、前記第１の表面が前記（ｂ）の第
２の層流形成面を備えると共に、前記第２の表面が前記（ｄ）の第３の層流形成面を備え
る、
　シース流装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のシース流装置であって、
　前記粒子移動ステーションは、磁力、音響的な力、磁気泳動力及び光学的な力のうち少
なくとも１つを用いる
　シース流装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のシース流装置であって、
　標的種の磁気泳動粒子分離に適した
　シース流装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のシース流装置であって、
　さらに、試薬を収容する少なくとも１つの貯留部を備える
　シース流装置。
【請求項８】
　請求項６に記載のシース流装置であって、
　前記標的種は幹細胞であり、
　前記サンプル層流は全血を含む
　シース流装置。
【請求項９】
　請求項６に記載のシース流装置であって、
　マイクロ流体装置である
　シース流装置。
【請求項１０】
　請求項６に記載のシース流装置であって、
　さらに、試薬を収容する貯留部を備え、
　前記試薬が、バッファー（緩衝液）、多数の磁気ビーズ、幹細胞増殖剤、アプタマー、
タンパク質を含有する組成物、バクテリア細胞培養物及びバクテリオファージ集団を含有
する組成物のうち少なくとも１つを含有する
　シース流装置。
【請求項１１】
　シース流装置において流体サンプルから標的種を分離する方法であって、
　（ａ）請求項１に記載のシース流装置を準備する工程と、
　（ｂ）前記シース流装置の平面に沿ってバッファー・シース層流を形成する工程と、
　（ｃ）前記バッファー・シース層流に隣接して流体サンプル層流を形成する工程と、
　（ｄ）前記流体サンプル層流から前記バッファー・シース層流内に前記標的種を偏向さ
せる工程と、
　を備え、前記バッファー・シース層流と前記流体サンプル層流とが隣接する方法。



(3) JP 5337912 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、
　さらに、前記流体サンプルの層流に隣接して、第２のバッファー・シース層流を形成す
る工程を備え、
　前記工程（ｃ）は、前記第１のバッファー・シース層流と前記第２のバッファー・シー
ス層流との間に前記流体サンプル層流を形成することを備える
　方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記第１のバッファー・シース層流及び前記第２のバッファー・シース層流並びに前記
流体サンプル層流を形成することにより、実質的に乱流を生じさせることのない個別の流
れ平面を十分に維持可能である方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、
　前記流体サンプル層流から前記バッファー・シース層流内に前記標的種を偏向させる工
程は、磁力、音響的な力、磁気泳動力及び光学的な力のうち少なくとも１つを用いること
を備える　方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記標的種は、細胞、バクテリア、ウィルス、タンパク質及び核酸のうち少なくとも１
つを含む方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記標的種は、前記バッファー・シース層流がその上を通過するトラップ・ステーショ
ン内に単離される方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記トラップ・ステーションは、磁力を用いて、磁性粒子で選択的に標識された標的種
を捕捉する方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、
　前記標的種は循環腫瘍細胞であり、前記流体サンプルは全血である方法。
【請求項１９】
　腫瘍細胞を分析する方法であって、
　（ａ）請求項１に記載のシース流装置を準備する工程と、
　（ｂ）患者からの腫瘍細胞を含むサンプルを入手する工程と、
　（ｃ）分離法により前記腫瘍細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記サンプルを標
識して、標識サンプルを生成することと、
　　（ｉｉ）前記標識サンプルから前記磁性粒子を偏向させ、及び／又は、捕捉して、こ
れにより、前記サンプルから前記腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領
域を備える前記シース流装置に、前記標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶
液のシース内に前記サンプルを流すことによって、前記流体装置への前記サンプルの非特
異的な結合を抑制する工程と、
　（ｄ）前記工程（ｃ）で前記サンプルから分離された前記腫瘍細胞の特性評価を行なう
工程と
　を備える方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記工程（ｄ）の特性評価を行なうことは、状態を診断する、臨床試験のためのスクリ
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ーニングを行なう、治療法の有効性を評価する、及び、手術の有効性を査定するための情
報を与えることである方法。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは、前記患者から採取した流体サンプルである方法。
【請求項２２】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは、前記患者の生検により採取されたものではない方法。
【請求項２３】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは血液サンプルである方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、
　前記腫瘍細胞は、非血液癌由来の循環腫瘍細胞である方法。
【請求項２５】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記腫瘍細胞の計数である方法。
【請求項２６】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記腫瘍細胞の分子特性評価を行なうことである方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法であって、
　前記分子特性評価は、前記腫瘍細胞における遺伝子変異である方法。
【請求項２８】
　患者の治療計画をモニタリングして、必要に応じて調整した結果を出力する方法であっ
て、
　（ａ）請求項１に記載のシース流装置を準備する工程と、
　（ｂ）一次治療計画を実施中の患者からの腫瘍細胞を含むサンプルを入手する工程と、
　（ｃ）分離法により前記腫瘍細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記サンプルを標
識して、標識サンプルを生成することと、
　　（ｉｉ）前記標識サンプルから前記磁性粒子を偏向させ、及び／又は、捕捉して、こ
れにより、前記サンプルから前記腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領
域を備える前記シース流装置に、前記標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶
液のシース内に前記サンプルを流すことによって、前記シース流装置への前記サンプルの
非特異的な結合を抑制する工程と、
　（ｄ）前記工程（ｃ）で前記サンプルから分離された前記腫瘍細胞の特性評価を行なっ
て、前記患者に対する今後の治療の提案を出力する工程と
　を備える方法。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の方法であって、
　前記一次治療計画は化学療法レジメンである方法。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の方法であって、
　前記今後の治療は異なる化学療法レジメンである方法。
【請求項３１】
　請求項２８に記載の方法であって、
　前記患者に対する今後の治療の提案を出力する工程は、前記一次治療計画の今後の有効
性を予測することを備える方法。
【請求項３２】
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　請求項２８に記載の方法であって、
　前記患者に対する今後の治療の提案を出力する工程は、前記患者に関して前にはわかっ
ていなかった前記腫瘍細胞の特徴を考慮した、前記一次治療計画とは異なる二次治療計画
を特定することを備える方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法であって、
　さらに、
　（ｅ）前記二次治療計画が実施された後の前記患者からの腫瘍細胞を含むサンプルを入
手する工程と、
　（ｆ）前記工程（ｅ）で採取された前記サンプルと腫瘍細胞に対して前記工程（ｃ）及
び前記工程（ｄ）を実施する工程と
　を備える方法。
【請求項３４】
　細胞由来生成物を提供する方法であって、
　（ａ）請求項１に記載のシース流装置を準備する工程と、
　（ｂ）標的細胞を含むサンプルを採取する工程と、
　（ｃ）分離法により前記標的細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記標的細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記標的細胞を標
識して、前記サンプル内に標識細胞集団を生成することと、
　　（ｉｉ）前記サンプルから前記標識細胞集団の少なくとも一部を偏向させ、及び／又
は、捕捉して、これにより、前記サンプルから前記標的細胞を分離するのに有効な傾斜磁
場を有する選別領域を備える前記シース流装置に、前記サンプルを通すことと、を備え、
バッファー溶液のシース内に前記サンプルを流すことによって、前記シース流装置への前
記サンプルの非特異的な結合を抑制する工程と、
　（ｄ）前記工程（ｃ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞から細胞由来生成物を
得る工程と
　を備える方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法であって、
　さらに、前記工程（ｃ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞を処理して、前記細
胞由来生成物を生成する工程を備える方法。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の方法であって、
　前記標的細胞は幹細胞であり、
　前記標的細胞を処理する工程は、前記幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることを備
える
　方法。
【請求項３７】
　請求項３６に記載の方法であって、
　前記幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることは、前記標的細胞を分化させて、より
特異的な細胞型を生成することを備える方法。
【請求項３８】
　請求項３４に記載の方法であって、
　前記サンプルは、患者から採取した流体サンプルである方法。
【請求項３９】
　請求項３８に記載の方法であって、
　前記流体サンプルは、血液サンプルである方法。
【請求項４０】
　請求項３４に記載の方法であって、
　さらに、前記工程（ｃ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞の特性評価を行なう
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工程を備える方法。
【請求項４１】
　請求項４０に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記標的細胞の計数である方法。
【請求項４２】
　請求項４０に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記標的細胞の分子特性評価を行なうことである方法。
【請求項４３】
　請求項４２に記載の方法であって、
　前記分子特性評価は、前記標的細胞の遺伝子配列である方法。
【請求項４４】
　流体分離装置であって、
　（ａ）前記流体分離装置内にサンプル流を形成するように構成される少なくとも１つの
サンプル流入チャネルと、
　（ｂ）前記流体分離装置内に１つ以上の流体シースを形成して、前記装置の表面から前
記サンプル流を離すことにより、前記装置に対する前記サンプルの成分の非特異的結合を
抑制するように構成される少なくとも１つのシース流流入チャネルと、
　（ｃ）前記サンプル流入チャネルと前記シース流流入チャネルとに流体連結されて、前
記サンプル流の流路に沿って配置される選別ステーションであって、
　前記選別ステーションが前記１つ以上の流体シースの境界を形成する略長方形の内部空
間を有し、前記内部空間が前記サンプル流の流れ方向と交わる第１の横方向寸法と第２の
横方向寸法とを有し、前記第２の横方向寸法を前記第１の横方向寸法の少なくとも約２倍
とすることにより、前記第１の横方向寸法と前記第２の横方向寸法のうちより大きな寸法
に沿って非特異的な結合を抑制するように構成され、前記サンプル流から磁性粒子を変更
させる、及び／又は、捕捉する傾斜磁場を作動中に発生させる選別ステーションと、
　を備える流体分離装置。
【請求項４５】
　請求項４４に記載の流体分離装置であって、
　前記選別ステーションは、前記選別ステーションを通って流れる流体の境界を形成する
実質的に長方形の内部空間を有し、
　前記内部空間は、前記サンプル流の流れ方向と交わる第１及び第２の横方向寸法を有し
、
　前記第２の横方向寸法は、前記第１の横方向寸法の少なくとも約２倍以上であり、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記第１の横方向寸法に沿った前記サ
ンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するように構成される
　流体分離装置。
【請求項４６】
　請求項４４に記載の流体分離装置であって、
　前記選別ステーションは、前記選別ステーションを通って流れる流体の境界を形成する
実質的に長方形の内部空間を有し、
　前記内部空間は、約２ミリメートル以下の距離だけ離れた、実質的に平行かつ実質的に
平面状の２つの表面により、部分的に規定され、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記平行で平面状の２つの表面に接し
て流れると共に、前記サンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するよう
に構成される
　流体分離装置。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の流体分離装置であって、
　前記実質的に平行で実質的に平面状の２つの表面は、約１ミリメートル以下の距離だけ
離れている流体分離装置。
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【請求項４８】
　請求項４６に記載の流体分離装置であって、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記選別ステーションの上流側に位置
し、前記内部空間の前記実質的に平面状の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的
に平面状の表面を有する第１のシース流流入チャネルを備える
　流体分離装置。
【請求項４９】
　請求項４８に記載の流体分離装置であって、
　さらに、前記選別ステーションの上流側に位置し、前記内部空間の前記実質的に平面状
の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表面を有する第２のシース流
流入チャネルを備える
　流体分離装置。
【請求項５０】
　請求項４９に記載の流体分離装置であって、
　前記少なくとも１つのサンプル流入チャネルは、前記内部空間の前記実質的に平面状の
２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表面を有する流体分離装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［クロスリファレンス］
　本出願は、２００９年６月１０日に出願された米国仮特許出願No.61/185,919、２０１
０年３月１２日に出願された米国仮特許出願No.61/313,625及び２０１０年６月１０日に
出願された米国特許出願No.12/813,285に基づく優先権を主張するものであり、前記各出
願の内容は、参照することにより、その全体があらゆる目的で本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願は、一般的に言えば流体処理に関するものであり、具体的な態様は、粒子部分（
moiety）の検出、選択又は選別を行なうための流体処理に関する。本発明の他の態様は、
細胞、タンパク質及び核酸の体液の処理、検出、選別又は選択に関する。他の態様に関し
ても本明細書中で開示する。
【背景技術】
【０００３】
　粒子選別法は、懸濁液に含まれる部分（moiety）を標的とする場合に広く用いられてい
るが、汚染という技術的な問題がある。たとえば、複合全血サンプルから比較的希少な細
胞を選別することが必要な場合がある。他の細胞型により汚染されていると、標的細胞を
濃縮する前処理や不要な非標的細胞を除去する後処理が必要になることがある。
【０００４】
　さらに、汚染部分（moiety）が、容器の側壁やその他表面に局在化している場合がある
。シリコーン系製品等の表面被覆との非特異的結合を最小限に抑える試みも不十分な場合
がある。水平な流体流れ平面があり、この平面に沿って懸濁液中の粒子が流れる場合、（
密度、粘度、及びその他の特性に応じて）粒子が底に沈む場合がある。この場合、粒子は
障壁を形成し、流路を閉塞させてしまう可能性がある。さらに、汚染粒子が、トラップ構
造を備えるマイクロ流体装置内で共局在化する可能性もある。特に標的粒子が非常に希少
である場合、非特異的結合は、標的種の選別や検出を妨害する可能性がある。
【０００５】
　粒子選別の特異性を向上させる方法が提案されている。マイクロ流体容量では、標的部
分（moiety）の輸送には流体力学が重要となる。従来の流体力学アプローチは、中央のサ
ンプル流の両側に２つの外側流体の流れを形成して、サンプル流を横方向に閉じ込めるも
のである。フローサイトメトリー及び流体シースの使用を主題にした重要な論文であるP.
 Crosland-Taylor、“A device for counting small particles suspended in fluid thr
ough a tube,” （チューブを流れる流体に懸濁された小さな粒子の計数装置）Nature 17
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1:37-38 (1953) doi: 10.1038/171037b0を参照のこと。
【０００６】
　一般に、シース流は、特殊な型の層流である。シース流は、流体の流れを囲む外側流「
管」として、あるいは、流体の流れを全面的に又は部分的に囲む流体流路として、形成さ
れるが、シース流は、隣接する平行な流体流路に対する層流流体流路を備える。このため
、固体表面上の層流平面は、（隣接する平行な流体流路等の）流体「面」上にある場合に
、シース流平面として働くと考えられる。過度な乱流は流体の流路を混ぜる（そして、流
体層流面層が「シース」として機能しない）結果となるため、シース流は、実質的に乱流
が存在しない状態を意味する。このように、シース流の形成には、乱流ではなく、層流が
必要である。
【０００７】
　構造や流体特性に応じて、シース流は、（混ざることなくサンプル流路を囲むことによ
り）流体力学的に流体サンプルを集める機能がある。あるいは、層（又は流体の流れを不
完全に囲むシース）が存在する場合には、層流平面内の流体は、装置壁部の流体延長部と
して作用する。すなわち、流体サンプルとそれを囲む固体表塩との間の流体障壁として作
用する。
【０００８】
　シース流は、懸濁液の粒子がマイクロ流体回路を妨害又は阻害する可能性があるマイク
ロ流体において特に有用である。したがって、シース流に着目した流体力学により、サン
プル流を高速化して、スループットを向上させることができる。
【０００９】
　しかしながら、マイクロ流体装置（又はより大きなスケールの流体装置）で有用なシー
ス層流の形成には問題があった。従来のフローサイトメーター等の従来装置では、特殊な
構成要素を用いた複雑な計装や非常にきめ細かな製造が必要であった。特別な構造や配置
によりマイクロ流体シース流が形成されると考えられているが、マクロ流体スケール及び
ミクロ流体スケールのいずれにおいても有用であり、特に、標的部分の選別感度を向上で
き、表面への非特異的な結合を抑制することができる予測可能なシース流装置を製造する
ことが求められている。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明は、シース流に基づく装置、製造及び計装システム、使用方法、製造方法及び関
連する態様を提供する。
【００１１】
　本発明は、固体表面上に形成される層流の下流側でシース流が得られる、という研究結
果に基づくものである。固体表面がなくなっても、層流は基本的には形成された状態で連
続するが、流れ平面が隣接する平行な流体流れ平面内で流体流れに当接するように構成さ
れた部分では、「シース流」として作用する。本発明の多くの態様や適用は、この知見に
基づくものであり、複雑な計装を必要とすることなく、多くの流体工学分野で有益なシー
ス流を容易に形成することができる。
【００１２】
　具体的な態様において、本発明は、以下に限定されるものではないが、血液及び血液分
画、細胞、核酸及びタンパク質、並びに、生体機能で見られる、又は、関与する他の被分
析物を含む体液及び生体粒子の処理に関する。本明細書の開示内容を考慮することにより
、当業者であれば、他の態様も容易に理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】４枚のコンポーネントプレートを用いてサンプル層流の上と下とにバッファー層
流を形成するシース流装置を示す概略図。
【００１４】
【図２Ａ】磁気泳動粒子分離を行なうように構成された装置を示す断面側面図。
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【図２Ｂ】磁気泳動粒子分離を行なうように構成された装置を示す上面図。
【００１５】
【図２Ｃ】本発明のシース流装置に適した様々な構造の磁気トラップを示す図。
【００１６】
【図３Ａ】着脱可能な磁気トラップステーションを示す断面側面図。
【図３Ｂ】着脱可能な磁気トラップステーションを示す上面図。
【００１７】
【図４】装置内の固体マイクロ流体チャネル面上に血液細胞が非特異的に結合される様子
を、シース流が形成されていない状態（左パネル）とシース流を形成後の状態（右パネル
）とで比較した画像を示す説明図。
【００１８】
【図５Ａ】本発明のシース流装置を用いた場合の、全血からの希少細胞の純度を示すグラ
フ。
【図５Ｂ】本発明のシース流装置を用いた場合の、全血からの希少細胞の回収率を示すグ
ラフ。
【００１９】
【図６Ａ】シース流装置の部品を示す分解斜視図。
【００２０】
【図６Ｂ】図６Ａに示すシース流装置を組み立てた状態を画像により示す説明図。
【００２１】
【図６Ｃ】図６Ａ及び図６Ｂに示すシース流装置の詳細を示す断面斜視図。
【００２２】
【図７Ａ】シース流装置の部品を示す分解斜視図。
【００２３】
【図７Ｂ】図７Ａに示すシース流装置を組み立てた状態を示す斜視図。
【００２４】
【図８】さまざまな実施形態においてサンプルを選別する方法を示す処理工程図。
【００２５】
【図９Ａ】本発明のシース流装置を用いて臍帯血から単離した造血細胞の純度を示すグラ
フ。
【図９Ｂ】本発明のシース流装置を用いて臍帯血から単離した造血細胞の回収率を示すグ
ラフ。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　上述したように、本発明は、固体表面上に層流の流路が形成されると、隣接する平行な
層流の流路平面に当接するシース流として層流の流路が持続するという研究結果に基づく
ものである。すなわち、層流の形成に最初に用いられた固体表面がない状態でも、１つ以
上の平行流体層流平面に隣接して、流路及び流れ平面内で流体の流れが形成された状態を
持続する。一部の実施形態において、サンプル層流の流路は、１つ又は２つのバッファー
流路に隣接して形成される。このようにして、シース流が形成されることにより、サンプ
ル流路がシース流装置の内部表面に接触するのを防ぐことができる。
【００２７】
　図１は、本発明のシース流装置１００を示す分解斜視図である。シース流装置１００は
、４枚の平行なプレート１０５、１１０、１１５及び１２０を備え、これらの平行なプレ
ートを接合することによりシース流装置１００が形成される。サンプル流体は、点線矢印
１２５で示すように、プレート１０５のアクセスポートを通ってｚ軸方向に導入される。
サンプル流体は、たとえば、プレート１１５の凹凸面に突き当たって、偏向する。拡孔に
よって、サンプル流体は固体表面に沿って進むため、層流の流路が形成される。（流体が
固体表面の端部を通過した、又は、固体表面との接触が断たれた等により）層流の流路平
面内における固体表面がなくなっても、流体の流れは層流として持続する。バッファー流
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体は、点線矢印１３０及び１３５で示すように、プレート１２０及び１０５の流入口を通
って導入される。バッファーの流れは、各々、同じように、プレート１１５及び１１０の
表面に突き当たり、サンプル層流に隣接する層流を形成する。これらの層流は、別々の層
流の層として持続し、シース流を形成する。すなわち、サンプル層流がバッファー層流に
よりシースされて、たとえば、シース流装置の内部表面にサンプル流が接触するのを防ぐ
ことができる。
【００２８】
　したがって、本発明の１つの態様は、（ａ）シース流平面領域の上流側に位置する第１
の層流形成固体表面と、（ｂ）シース流平面領域に平行なサンプル層流領域と、さらに、
必要に応じて、（ｃ）第２のシース流平面領域の上流側に位置する第２の層流形成固体表
面と、を備えるシース流装置を提供する。
【００２９】
　図１に示すように、対応シース流平面の上流側に位置する対応固体表面上に１つ以上の
平行層流平面を形成するように構成される本発明の装置を用いて、シース流を形成するこ
とができる。本明細書に記載される実施形態は、磁気的に標識されたサンプル成分を偏向
させて、必要に応じて、捕捉する磁気分離ステーションを備えるシース流装置である。磁
気トラップステーションの例は、たとえば、参照することにより、あらゆる目的で本明細
書に組み込まれる「標的種を捕捉するためのトラップ型磁気選別システム（Trapping Mag
netic Sorting System for Target Species）」という名称の米国特許公報2009/0053799A
1に記載されている。シース流装置が非磁気的な力を利用して分離を行なうような実施形
態でもよい。非磁気的な力の例としては、音響的な力、光学的な力及び誘電力が挙げられ
る。
【００３０】
　図２Ａ及び図２Ｂに、磁気泳動粒子分離を行なうように構成された本発明のシース流装
置２００の断面側面図と上面図とを、それぞれ示す。装置２００は、上部プレート２０５
と、下部プレート２１０と、を備える。標的部分（moiety）（図示した例では細胞）を含
有する複合サンプルは、上部流体層と下部流体層との間で層流層を形成する。粒子選択構
造体、ここでは、強磁性ニッケル構造体２３０を上部プレート２０５の内側表面上に設置
することにより、サンプル層流が上部バッファーシース流直接接触するのを防ぐ。一つの
実施形態において、生存細胞等、採取した標的種が（有毒な可能性のある）ニッケルに直
接接触しないように、所定の物質を被覆する等の方法でニッケル構造体を隔離するように
してもよい。磁気泳動で選別された選択粒子（図示した例では、磁性粒子２１５で選択的
に標識された細胞であり、磁気選別に応答する細胞）に、制御可能な外力（ここでは、磁
力）を印加する。図２Ｂの上面図に、排出物は、磁気泳動構造により偏向又は捕捉されず
、サンプル流体の流れを通過する様子を示す。本実施形態のさらなる態様を以下で説明す
る。
【００３１】
　図２Ｃに、本発明のシース流装置で利用可能な９種類の磁気トラップグリッド又はパタ
ーンを示す。これらのグリッド又はパターンは、傾斜磁場（magnetic field gradient：
ＭＦＧ）生成構造として機能する。一つの実施形態において、磁性材料から、磁気トラッ
プグリッド又はパターンを形成するものでもよい。別の実施形態において、高度に局在化
した強磁場を磁気トラップグリッド又はパターン内で誘導することにより、サンプル流か
らバッファーシース流を通して磁気トラップグリッド又はパターン上に、磁性粒子で標識
した標的種を引っ張るための外部磁石と共に用いられる材料から、マイクロマシン加工や
スクリーン印刷等の方法で、磁気トラップグリッド又はパターンを形成するものでもよい
。
【００３２】
　一般的に言えば、本発明の装置及び関連する方法並びにシステムは、流体層を別々のま
ま維持するように、実質的に乱流を生じさせることのない、又は、原則として乱流を生じ
させることのない個別の流体層流層を形成する。本明細書においてシース層流を説明する
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際に用いる「実質的に乱流を生じさせることのない」という用語は、乱流が一部生じるか
もしれないが、それでもシース流が形成されることを意味する。同様に用いられる「原則
として生じさせることのない」という用語は、避けられない乱流が一部生じるかもしれな
いが、上述したように、所望のシース層流層は形成されることを意味する。
【００３３】
　一部の態様において、シース流は、（標的部分（moiety）の分離又は検出の対象となる
）サンプル流体と固体表面との間に流体障壁を形成して、固体表面に対する隔離障壁とし
て機能させる。たとえば、シース流を用いて、固体表面への非標的部分（moiety）の非特
異的結合を抑制する。本発明は、したがって、サンプル流体の成分と装置の固体表面との
不要な相互作用を防ぐ手段を提供する。所望の相互作用、たとえば、流体成分の選択的採
取には、サンプル流体と固体表面との間の不要な相互作用が伴う。たとえば、本発明の装
置を用いて、サンプル流体と、側壁、上面又は底面の固体表面や（上述した）トラップス
テーション等の固体表面との接触を実質的に防ぐシース流障壁を形成することにより、サ
ンプル流体の層流平面内における非標的部分（moiety）の不要な非特異的結合を防ぐこと
ができる。
【００３４】
　さらに、シース流を用いて、サンプルの流れを「圧迫する」又は他の方法で横方向に狭
くすることにより、サンプル中の細胞の計数等の目的に用いることができるような狭いサ
ンプル流を形成するようにしてもよい。ある実施形態において、シース層流により、検出
対象である細胞やその他標的種の大きさに相当する幅を有するサンプル層流の境界を形成
する。本明細書の開示内容を考慮することにより、当業者であれば、他の態様も容易に理
解できるであろう。
【００３５】
用語：
　他に規定しない限り、本発明に関連して用いられる科学用語や専門用語は、当業者が一
般的に理解している意味で用いられるものとする。
【００３６】
一般的な用語：
　本出願において、「単数」で表わすものは、特に明記しない限り、「複数」も含むもの
とする。本出願において、　１つを意味する単語「a」又は「an」は特に明記しない限り
「少なくとも１つ」を意味する。あるリストを挙げた後に「のうちの少なくとも１つ」と
記載した場合には、リストの中の１つ以上の項目を意味し、リストにあるすべての項目が
存在する必要があることを意味するものではない。単語「又は」は、特に明記しない限り
「及び／又は」を意味する。多項従属クレームの場合、「又は」という表現は、２つ以上
の先行する独立項又は従属項を選択肢として言及するものである。さらに、「備える」「
有する」「含む」等を意味する単語「comprising」及びその変化形である「comprises」
「comprised」は、非限定的な用語である。また、「（構成）要素」や「成分」を意味す
る単語である「element」や「component」は、特に明記しない限り、１つのユニットを含
む要素や成分と複数のユニットを含む要素や成分との両方を包含する。「当業者（skille
d practitioner）」という用語を用いる場合、特に明記しない限り、対象となる内容に関
係する分野の通常の技術者を意味する。
【００３７】
流体力学に関する用語：
　（マイクロ流体工学を含む）流体力学を説明する様々な用語は、通常の専門用語の意味
で用いられる。
【００３８】
　「流体」及び「液体」という用語は、本明細書では同義的に用いられ、「流れ」て、場
合に応じて「容器の形状を取る」物質を意味する。状況によっては、「流れ」る気体状物
質や固体状物質の場合もある。たとえば、細かい顆粒状物質は「流れ」ることができる。
【００３９】
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　「流体回路」という用語は、本発明のシース流装置内に配置される流体的に相互接続さ
れる機能領域の構成を意味する。後に詳述するように、機能領域には、貯留部又は区画及
び流体が流れるチャネルが含まれる。チャネルは、たとえば、対隣壁によって２つの区画
が直接流体接続される場合に、必要に応じて設けられる。２つの貯留部やチャンバを、た
とえば、対隣壁を介して、可逆的に流体接続することができ、対隣壁は、密閉されたもの
でも開放されたものでもよいし、あるいは、所定の大きさの粒子だけを通過させるような
多孔質のものでもよい。当業者であれば、本発明の流体回路を様々に構成可能であること
が理解できよう。構成以外にも、本明細書で説明する流れ制御構造要素等、流体回路を統
合するために広範囲な選択肢が考えられる。
【００４０】
粒子選別に関する用語：
　本明細書で時に応じて用いる「部分（moiety）」は「部分（portion）」を意味するが
、１つの粒子に言及する時にも用いる。「粒子」は輸送及び特性に関してユニット全体と
して作用する小さな物体を意味する。「被分析物」という用語は、「部分（moiety）」で
も「粒子」でもよく、通常用いられる意味で用いられ、分析過程において、存在するか否
かの検出対象又は特性の測定対象となる物質を意味する。
【００４１】
生物学及び生化学用語：
　核酸やタンパク質等、特定の範疇の分子を議論する場合には、自然に発生する分子の類
似型や異性体型等の合成型も含まれる。特に明記しない限り、所望の機能特性が維持され
ている限り、変性型も同様に包含される。たとえば、CD34細胞表面たんぱく質に選択的な
アプタマーには、化学誘導体（たとえば、ペグ化、プロフォーム（pro-form）の形成、酵
素やリボゾーム等の別の活性部分（moiety）を用いた誘導体化）が含まれる。
【００４２】
　「体液」という用語は、流体源を意味し、（以下に限定されるものではないが）羊水、
房水、血液および血漿（特に他に明記しない限り、本明細書では、血液は血漿成分を意味
する）、耳垢、カウパー腺液、消化粥、間質液、リンパ液、哺乳類の母乳、粘液、胸膜液
、膿、唾液、皮脂、精液、血清、汗、涙、尿、膣分泌物、嘔吐物及び（外傷や病変からの
）漏出液が含まれる。
【００４３】
　「選択的結合分子」という用語は、特定の標的部分（moiety）に必ずしも特異的でなく
てもよいが、選択的に結合する分子を意味する。結合はランダムに生じるものではない。
選択的結合分子は、種々の抗体又は置換体（ポリクロナール、モノクロナール、ペプチボ
ディ、ヒト化、短縮化、類似型やその他当該分野で利用可能なもの）やアプタマー（ＤＮ
Ａ、ＲＮＡ又は様々なタンパク質型でもよいし、酵素部分（moiety）や測色部分（moiety
）等、別の機能部分（moiety）により変性させたものでもよい）から選択されるものでも
よく、特定の生体系に特有のものでもよい。タンパク質は、Hisタグ等の特定のタグを用
いて発現させたものでもよく、当業者であれば、適当な種類の選択的結合分子や適当な検
出可能な標識を決定することができるであろう。上記の一欄は何ら包括的なものではない
。
【００４４】
　当然のことながら、本発明の実施形態は、生体サンプルや有機サンプルに限定されるも
のではなく、非生体物質や無機物にも及ぶ。したがって、本明細書で説明する装置や方法
を、液体中の広範囲な生体物質や非生体物質のスクリーニング、分析、変性又はその他処
理に用いることができる。標的種及び／又は非標的種には、化合物、超分子集合、タンパ
ク質、オルガネラ（細胞小器官）、フラグメント（断片）、ガラス、セラミック等、小さ
な又は大きな天然起源又は合成した化学物質が含まれる。ある実施形態において、標的種
及び／又は非標的種は、任意の分岐度のモノマー、オリゴマー及び／又はポリマーである
。これらは、細胞又はウィルス上で発現させたものでもよいし、独立した物質でもよい。
また、完全な細胞やウィルス自体でもよい。
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【００４５】
全般的考察：
　本発明の実施及び利用を目的として、全体的な装置の構成、材料、製造システム、計装
システム及び用途に関する考察を行なう。実施例を含む所定の実施形態を説明し、理論的
実験例に関しても説明する。
【００４６】
　圧縮性流か非圧縮性流か、粘性流か非粘性流か、定常流か非定常流か、層流か乱流か、
ニュートン流体か非ニュートン流体か、亜音速流、遷音速流、超音速流及び極超音速流の
いずれか、非相対論的流れか相対論的流れか、磁気流体力学（その他、粒子選別の要件）
を含む流体力学の原理を考慮して、本発明の実施又は利用を行なう。この一欄は完全なも
のではなく、当業者であれば、流体、粒子、装置及び選別方法をすべて組み込むべきであ
ることは理解できよう。
【００４７】
　したがって、特に、本発明を用いて、血液サンプルから循環腫瘍細胞等の希少細胞を選
別すると共に、誤った結果を与える可能性がある非選択的な結合を最小限に抑制すること
ができる。細胞の大きさの粒子に関しては、流体力学的な流れは毎秒数メートルの速度を
必要とする、という物理的制約条件が考えられる。この速度ならば、通常の細胞は、数マ
イクロ秒以内に自分自身の直径と同じ距離を移動できる。
【００４８】
　さらなる機能を持つように、本発明の装置を構成するようにしてもよい。たとえば、ま
ず細胞を単離した後、in situ（その場）で培養する場合には、本発明の装置をさらにバ
イオリアクターとして用いることができるように構成するようにしてもよい。さらに、ま
ず細胞を培養して、又は、予め成長させた細胞を用いて、本発明のシース流装置上でタン
パク質（又はその他の標的部分（moiety））を得るようにしてもよい。標的タンパク質（
又は部分（moiety））を検出可能に標識して流体内に懸濁させて、本発明のシース流装置
内で選別するようにしてもよい。本発明を用いて、アプタマーライブラリーからタンパク
質用のアプタマーを選択する等、化学物質ライブラリーの選別またはスクリーニングを行
なうようにしてもよい。
【００４９】
　本発明のシース流装置は、従来の流体取扱装置と同様に用いることができる。所望の製
造方法やシステム、所望の用途及び（必要に応じて）所望の関連計装を全般的に考慮すれ
ばよい。サンプルの大きさや適用要件、流体の流れ方向、流路及び流速の制御手段、（必
要に応じて）粒子物質の選択又は選別を行なう手段や必要な計装に伴う適応に関連して、
装置形状を考える必要がある。
【００５０】
　本発明のシース流装置、関連する方法及びシステムは、マクロ流体サンプルとマイクロ
流体サンプルの両方に対して、産業上利用可能であり、詳細には後述するように、広範囲
な目的に応じて構成及び適合可能である。マイクロ流体装置は、サンプル内のタンパク質
精製、希少細胞分離及び希少分子（たとえば、タンパク質やアプタマー）のスクリーニン
グ等の目的に利用可能である。本発明の層流形成面を備えるようにマイクロ流体装置を構
成して、本明細書に記載するように、流体層内にシース流を形成するようにしてもよい。
たとえば、参照することにより本明細書にすべて組み込まれるQian, X. Lou, Y.　Zhang,
 Y. Xiao, H. T. Soh, "Rapid Generation of Highly Specific Aptamers via Micromagn
etic Selection" （マイクロ磁気選別による非常に特異性の高いアプタマーの高速生成）
Analytical Chemistry (2009)、 U. Kim and H. T. Soh, "Simultaneous Sorting of Mul
tiple Bacterial Targets Using Integrated Dielectrophoretic-Magnetic Activated Ce
ll Sorter" （集積型誘導泳動磁気活性化セルソーターを用いた複数のバクテリア標的の
同時選別）Lab on a Chip (2009)、Y.　Liu, J. D. Adams, K. Turner, F.V. Cochran, S
. Gambhir,　and H.T. Soh, Controlling the Selection Stringency of Phage Display 
Using a Microfluidic. （マイクロ流体を用いたファージ・ディスプレイの選択厳密性制
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御） Lab on a Chip (2009)、及び X. Lou, J. Qian, Y. Xiao, L. Viel, A. E. Gerdon,
 E. T. Lagally, P. Atzberger, T. M.Tarasow, A. J. Heeger, and H. T. Soh, “Micro
magnetic Selection of Aptamers in Microfluidic Channels,”（マイクロ流体チャネル
におけるアプタマーのマイクロ磁気選別） Proceedings of the National Academy of Sc
iences, USA, 106 (9) 2989-2994 (2009)を参照のこと。
【００５１】
シース流装置の一般的構成：
　本発明のシース流装置は、（本明細書で説明するように、固体表面との接触がなくなっ
ても）１つの流体層が別の流体層に接触すればシース流として持続する層流を固体表面上
に形成するという原理に従って構成される。本発明のシース流装置は、平行な層流の流路
平面内で隣接する流体と流体接触する上流側に層流を形成することに利用可能な固体表面
を有するものであれば、いかなる構成や構造でもよい。
【００５２】
　一般的に、本発明は、流体サンプル流路と装置表面との間で障壁として作用するシース
流を形成するように構成される装置を提供する。この障壁は、サンプル流体と装置表面と
の相互作用を阻害又は妨害する。たとえば、この障壁は、対象となる流体サンプル部分（
moiety）の固体表面への非特異的結合を実質的に防ぐものである。非特異的結合を実質的
に防ぐことにより、部分（moiety）の堆積による流路の破壊や選択された希少部分（moie
ty）の汚染等の悪影響を避けることができる。
【００５３】
　空間的には、シース流装置を（水平軸に対して）水平方向に配置する場合には、流路は
、互いに鉛直方向に配列される（互いに積み重なるように層状に重ねて形成される）。こ
の構成を、図１及び図６Ａないし図６Ｃに示す。図示するように、上部シース流と下部シ
ース流とは、サンプル流面の両側に、平行に隣接するように形成される。流れ平面が水平
方向であるのに対して、上部シースは「上面」に下部シースは「底面」に、鉛直方向に積
み重なるように形成される。
【００５４】
　本発明の装置を縦型（水平軸に対して垂直な）で構成することもできる。縦型構成の場
合、流路は水平方向に（互いに左右方向に）層状に重ねて形成される。
【００５５】
　流体回路に応じて、流路は平面内に形成されるものでもよいし、そうでなくてもよい。
流路を半円形チャネル、円管又は同様のチャネル構造の形状に構成する場合、流路は（３
次元曲面平面形状に関するユークリッド幾何学に従って、交わることなく）実質的に平行
になる。
【００５６】
　所定の状況下では、流体シースとして、実質的に静止した流体「プール」が形成される
。厳密に言えば、流体プールは流れていないが、特に粘性の高い液体（たとえば、容器に
入れた場合に、容器の形状を取る物質）の場合には、極めてゆっくりではあるが、流体運
動特性を示す。このように、（後述する）下部流体層等の「プール」領域を備え、その上
に、粘性の低い流体サンプル流が形成されるように、本発明の装置を構成してもよい。
【００５７】
サイズ：
　本発明の装置は、流体力学及び流体の特性を考量して、任意のサイズにスケーリング可
能である。一つの実施形態において、本発明の装置を、マイクロ流体回路に合わせてスケ
ーリングしてもよい。他の実施形態において、本発明の装置を１リットルスケール又は数
リットルスケールでの使用に適した構成としてもよい。
【００５８】
　層流形成領域に関しては、流体特性を考慮して、層流を形成するのに必要な表面積を考
える。
【００５９】
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　当業者には自明のことであるが、流体特性には、粘度、粒子状物質の特性（流体力学等
）、粒子状物質の濃度、及び、隣接する場内の流体に対する流体の混和性（又は反応性）
が含まれる。
【００６０】
　サイズに関しては、所望の流量／流速を得るための圧力量を、圧縮性流か非圧縮性流か
、粘性流か非粘性流か、定常流か非定常流か、層流か乱流か、ニュートン流体か非ニュー
トン流体か、亜音速流、遷音速流、超音速流及び極超音速流のいずれか、非相対論的流れ
か相対論的流れか、磁気流体力学及びその他当該分野で周知の方法に従う近似等の流体力
学に基づいて、計算することができる。当業者であれば、装置材料を含むシステム全体を
考慮して流体力学を考えることができるであろう。
【００６１】
　シース流装置では、サンプル流平面からシース流平面に標的種を偏向させる方向に、分
離力が作用する。一般的に、この方向は、流れ方向に垂直であり、シース流及びサンプル
流は、この方向に沿って互いに積み重なる隣接する平行な層を形成する。この方向におけ
る装置の寸法（装置の「高さ」）は、比較的小さく、多くの場合、装置の中で最も小さな
寸法であり、分離力が作用可能な距離に相当する大きさである。この力は、多くの場合、
短距離力であり、この方向における装置の寸法は、多くの場合、約１ミリメートル以下の
オーダーである。これに対して、装置の横方向の寸法、すなわち、流れ方向と分離力の方
向の両方に垂直な方向の寸法は、比較的大きい。これにより、装置を比較的大きなサイズ
にスケーリング可能であり、これに応じて、たとえば、マイクロ流体構成において、１時
間当たり約数百ミリメートルオーダーに、スループットを増大させることができる。この
ような装置の横方向の寸法は、たとえば、少なくとも約１０センチメートルで、少なくと
も約２０センチメートルでもよい。具体的な実施形態において、装置の高さは約７００マ
イクロメートルで、横方向の寸法は約２０センチメートルである。ここで挙げた寸法は、
本明細書の別の部分で詳述するものを含む磁気泳動分離機構と共に用いるのに適した大き
さである。
【００６２】
　後述する実施例は、（実施例に後述するように、一般的には１ｍｍ以下の流体チャネル
直径を有する）マイクロ流体サイズに関するものである。実施可能な用途に関する制限は
さておき、サイズの下限は、主に製造方法によって決まる。たとえば、ナノエレクトロニ
クス部品が必要な場合には、マイクロリソグラフィー法で各部品を集積させることも考え
られる。マイクロ流体用途では、流体の流れに乱流が生じるのを抑制すると共に、所望の
流路内で層流を最適化するような比率が必要とされる。本発明のシース流装置を、たとえ
ば、１～１０μｌ、１０～１００μｌ、１００～１０００μｌ、１０００μｌ～１００ｍ
ｌのサンプル容量に対して利用可能なように構成してもよい。
【００６３】
　本発明のシース流装置は、流体力学の原理及び所望の用途等、実用を考慮して、実質的
にどのような大きさにでもスケーリング可能である。シース流の上流側に層流を形成する
ための一般的な原理は、マイクロ流体用途用の装置より大きな装置には広く適用可能であ
り、当業者であれば、スケールアップを可能にする一般的な流体力学の原理を理解できる
であろう。たとえば、一部の実施形態において、本発明の装置を、１００ｍｌから１リッ
トル、及び、場合によっては数リットルという、より大きなサンプル流量に用いられるよ
うに構成するようにしてもよい。
【００６４】
流体層の数及び特性：
　本明細書で用いられる「流体層」という用語は、実質的に乱流を生じさせることのない
個別の流体流路平面を意味する。「流体層」は、固体表面上の層流でもよいし、平行な平
面内で隣接する又は当接する流体層に関するシース流でもよい。
【００６５】
　本発明を、２次元の平面配向ではなく、サンプル流体を全体的に囲むシースを形成する
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装置に適用することもできる。層流形成面を組み合わせることにより、サンプルを囲む流
体層を形成し、３次元の流体力学を容易に実現可能である。このようにして、水平方向と
鉛直方向の両方に対して、（装置の流体回路内の）チャネル壁からサンプル流を離すこと
ができる。
【００６６】
流体層の数：
　一般的態様において、本発明は、少なくとも３つの個別の、順次境界を接する流体層流
層を含む装置（及び関連する方法及びシステム）を提供する。層流の流路は、互いに隣接
し、互いに平行になるように、順次配置される。各層流の流路は、他の層流の流路と平行
で、かつ、流路に対して垂直な方向に層状に重ねて形成される。
【００６７】
　サンプル層流平面を（たとえば）上層と下層とで挟んだ（後述する実施例のように）３
つの層を用いるようにしてもよい。固体支持面なしに層流（シース流）平面を連続させる
ことができる範囲は主に流体力学要件に基づいて決まるが、別の流体層を加えるようにし
てもよい。幾何学的構成、チャネル壁組成及び摩擦力等の流体回路の特性を考慮するよう
にしてもよい。また、流速や流れ力、流れ平面の寸法、各流れ平面層における流体容量、
及び、当業者に自明の他の流体力学要件を考慮するようにしてもよい。
【００６８】
流体層の厚み：
　流体層の数に関連して、各流体層の厚み（又は深さ）も重要である。当業者であれば、
装置の構成及び用途に加えて、流体特性により流体層の厚みが決まることが理解されよう
。
【００６９】
　たとえば、シース流装置を磁気泳動用に構成する場合には、シース流を形成する流体層
による抵抗よりも大きな磁力をかける必要がある。すなわち、磁気的に標識した標的粒子
をサンプルから分離するのに印加する磁力は、流体層を通して、所望の領域（たとえば、
上述したトラップステーション）に粒子を引っ張るのに十分な大きさでなければならない
。
【００７０】
　したがって、たとえば、上面にトラップステーションを有し、水平面内で装置の上面に
磁力をかける磁気泳動装置を用いる場合には、本発明のシース流装置は、（サンプルの粘
性に対して）相対的に粘性が高く、動きがゆっくりの（又は動かない）第１の（たとえば
、下部）流体層と、（下部層に対して）相対的に粘性が低いサンプル層と、原則として粘
性を持たない上部層とを備えるようにしてもよい。このようにすれば、上部層のシース流
により、磁気的に標識された標的粒子が層を通って移動し捕捉されることを妨げることな
く、（上面に配置される）磁気トラップステーションにおける非特異的結合を実質的に防
ぐことができる。
【００７１】
構造要素：
　一般的に、本発明のシース流装置は、単純に流体を収容したり貯蔵したりする以上の特
定の用途が達成されるように流体を移動させる機能を果たす。
【００７２】
　構造的な特徴により、流体回路が規定される。本発明のシース流装置は、１つ以上のア
クセスポートと、１つ以上の貯留部と、アクセスポート及び貯留部間を流体連結する１つ
以上のチャネルと、を備える。他の構造要素に関しても以下で説明する。
【００７３】
アクセスポート：
　一般的に、全体の構成と材料とに基づき、本発明のシース流装置は、物質の流入及び流
出を可能にする少なくとも１つのアクセスポートと、流体を収容する少なくとも１つの貯
留部と、を備える。流体（や他の物質の）流入や流出に用いられるアクセスポートを、シ
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ステム全体の一部として、他の装置や機器と共に作動するように構成してもよい。
【００７４】
　アクセスポートは、流体供給口や流体流出口を提供し、外部環境に接続されるものでも
よい。流体供給の場合には、シリンジやピペットを介して流体が供給されるようにアクセ
スポートを構成してもよいし、あるいは、自動供給機器により流体が供給されるようにア
クセスポートを構成してもよい。図６Ｂにシリンジに適したアダプターを嵌めたアクセス
ポートの例を示す。流体流出は、たとえば、排出物の除去を目的としたものでもよいし、
懸濁液中の粒子状物質を選択的に捕捉する正の選別スキームの一部として行なわれるもの
でもよい。チューブスタッド、ホースバーブ接続、Ｏリング接続やその他の外部接続部等
、様々な外部接続部をアクセスポートに用いることができる。
【００７５】
　外部接続部を用いる代わりに、アクセスポートを、独立に封入された貯留部等、装置の
他の部分と流体連結するようにしてもよい。機能的には、流体供給や流体分離（流体流出
）と同じ機能を果たす。
【００７６】
　本発明の装置は、複数の異なる流体を導入する、又は、別々の部分（moiety）を流出さ
せる等、様々な機能のために１つ以上のアクセスポートを備えるものでもよく、各アクセ
スポートが外部環境や装置の他の部分に接続されるものでもよい。
【００７７】
貯留部：
　本発明の装置は、さらに、流体を収容し、流体上で所定の機能を果たす少なくとも１つ
の貯留部を備える。貯留部は、機能的な役割を果たすものでもよいく、この機能を果たす
ためにさらなる構造要素を備えるものでもよい。たとえば、培養された細胞が必要な場合
には、（以下に限定されるものではないが）たとえば、エアレーション装置、ミキサー、
温度制御装置等、適当な細胞培養装置を貯留部と一体化させたものでもよい。これらの装
置を、本発明のシース流装置の一部として形成してもよいし、（シース流を機器に操作可
能に接続した場合に）装置を一時的に取り付けて、関連処理機器の一部としてもよい。機
能を果たすシステム内で操作可能なように、貯留部を適合させるようにしてもよい。
【００７８】
装置の機能要素：
　一定量の供給及び測定用に、あるいは、連続フロー用に、本発明の装置を構成する又は
適合させるようにしてもよい。本発明の装置を、（細胞溶解とタンパク質単離等）多重機
能用に構成してもよい。本発明の装置を、一段又は多段処理又はアッセイ用に構成しても
よいし、試薬貯蔵用に構成してもよい。本発明の装置を、ろ過機能を持つように構成する
又は適合させるようにしてもよい。
【００７９】
　たとえば、本発明のシース流装置が、さらに、たとえば、粒子選別の一形態として、標
的部分（moiety）を捕捉する構造を備えるようにしてもよい。たとえば、後述するように
、磁気的に結合された標的種の「トラップステーション」として機能する、磁気泳動粒子
選別用の強磁気グリッドを備えるようにしてもよい。本発明のシース流装置では、懸濁液
からの粒子の分離が特に効果的に実行可能である。たとえば、複合混合物から特定の部分
（moiety）を磁気泳動分離させる場合には、先に引用した米国特許公報2009/0053799A1に
記載されるような強磁気構造等の適当な磁気泳動トラップ構造を適当な位置に備えるよう
にしてもよい。上部層上に強磁気トラップステーションを備える例を図６Ｂに示す。
【００８０】
　本明細書のあちらこちらに記載するように、様々な粒子選別／検出／分析機能部を備え
ることができる。
【００８１】
　シース流流体工学装置内で磁気トラップソーターと統合可能な操作モジュールの例とし
ては、（ａ）蛍光活性化セルソーター等の追加濃縮モジュール及び洗浄モジュール、（ｂ
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）サンプル増幅（たとえば、ＰＣＲ）モジュール等の反応モジュール、制限酵素反応モジ
ュール、核酸シークエンシングモジュール、標的標識モジュール、クロマチン免疫沈降モ
ジュール、架橋モジュール及び細胞培養モジュール、（ｃ）核酸、抗体又は他の特異性が
高い結合剤のマイクロアレイ等の検出モジュール及び蛍光分子認識モジュール、及び（ｄ
）細胞を溶解させる、ウィルスタンパク膜の破壊又はその他小さな生体の成分を放出させ
る溶解モジュールが挙げられる。これらのモジュールは、各々、磁気ソーターの前段に備
えるようにしてもよいし、又は、後段に備えるようにしてもよい。単一の流体工学システ
ムにおいて、複数の同一種類の又は異なる種類の操作モジュールを磁気ソーターと統合す
るようにしてもよい。さらに、１つ以上の磁気ソーターを、種々の他の操作モジュールに
対して、並列に配置するようにしてもよいし、直列に配置するようにしてもよい。これら
の操作モジュールの一部を、サンプル中の標的種を定常状態で保持するような、又は、一
般的に所定容量内に閉じ込めるようなトラップとして設計又は構成するようにしてもよい
。
【００８２】
　上述したモジュールの例から明らかなように、集積流体工学装置のモジュールにおいて
標的種及び／又は非標的種上で実施可能な操作には、選別、磁性粒子への結合（本明細書
では「標識」とも称する）、結合、洗浄、捕捉、増幅、不要な種の除去、沈降、切断、希
釈、結紮、シークエンシング、合成、標識（細胞の染色等）、架橋、培養、検出、撮像、
定量、溶解等が含まれる。
【００８３】
　集積流体装置の磁気選別モジュールにおいて実施可能な生化学的操作の具体例としては
、プラスミド、アプタマー、タンパク質及びペプチドの合成、精製、及び／又はスクリー
ニング、酵素活性の評価及びタンパク質と炭水化物の誘導体化が挙げられる。広範囲に及
ぶ生化学的及び電気生理学的アッセイを実施可能であり、これには、（１）ＤＮＡ及びＲ
ＮＡオリゴマーのゲノム解析（シークエンシング、ハイブリダイゼーション）、ＰＣＲ及
び／又はその他の検出及び増幅スキーム、（２）遺伝子発現、（３）酵素活性アッセイ、
（４）受容体結合アッセイ、及び（５）ＥＬＩＳＡアッセイが含まれる。前述のアッセイ
は、均一系、ビーズベース、及び表面結合等様々なフォーマットで実施可能である。さら
に、本明細書で説明する装置を利用して、特定の酵素又は触媒を用いる生体分子の連続生
産、及び、治療薬等、生体系で活性な生体分子又は分子の生産と送達を実施することも可
能である。本明細書に記載する流体装置を用いて、ペプチド、タンパク質並びにＤＮＡ及
びＲＮＡオリゴマーのコンビナトリアル合成を実行することもできる。
【００８４】
集積及び流体回路：
　機能要素の集積は、様々な方法で実施可能である。一般に、すべての組み合わせで、流
れチャネルを介して、アクセスポートと貯留部とを流体的に接続可能である。流れチャネ
ルは、所望の種類の流れに適合するように、また、所望の流体の動きを可能にするような
任意の寸法で、形成可能である。
【００８５】
　流れ制御構造要素は、多種多様な中から選択可能である。これには、バルブ、多孔質膜
、ミキサー、ポンプ及びその他従来の流れ制御構造要素が含まれる。in situで凝固して
流れを遮断する物質の適応等、従来用いられていない流れ制御を用いることもできる。
【００８６】
　流体回路の集積に関連して、層流形成面を考慮する必要がある。たとえば、シース流の
上流側で層流が形成される場合、シース流は、逆方向適合性（上流側）を持たず、妨害し
ないようなものでなければならない。
【００８７】
　熱、太陽光、水等の存在下で非毒性成分の部分（moiety）に分解する高分子材料を用い
る等、本発明の装置の全体又は一部を生分解性のものとしてもよい。
【００８８】
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　さらに、在庫管理のために、バーコード、ＲＦＩＤ又はその他、装置を識別する手段等
で製品識別を行なうようにしてもよい。本発明の装置を、さらに、関連試薬と共にパッケ
ージングするようにしてもよい。たとえば、生物剤と共に用いられるように、本発明の装
置を適当な緩衝液（バッファー）、媒体、検出可能な標識部分（moiety）、（流体供給用
のシリンジ等の）装置、又はその他の商品と共にパッケージングするようにしてもよい。
【００８９】
洗浄又はキャリア流体：
　たとえば、（洗浄剤を含有する又は含有しない）水性緩衝液、アルコール（メタノール
、エタノール、イソプロピルアルコール等）、有機溶剤（ヘキサン、フッ化炭素、芳香族
化合物等）又はこれらの組み合わせと共に用いるように、本発明の装置を構成する又は適
合させるようにしてもよい。ある実施形態において、これらの流体は、シース流流体とし
て機能するものでもよい。
【００９０】
電気化学／電気活性：
　本発明の装置は、１つ以上のプリント基板、互いに噛み合う電極、スパッタ又はスクリ
ーン印刷電極、又はキャパシタンス・アレイを備えるものでもよい。たとえば、高分子材
料状に回路基板を予め準備して、本発明のシース流装置の製造に用いるようにしてもよい
。これらの構成要素を、トラップステーション及び／又は様々な前処理及び後処理モジュ
ール又はステーションの駆動を指示する関連論理回路で制御するようにしてもよい。
【００９１】
粒子捕捉又は選別に力を用いる場合の操作性：
　本発明の装置の最も有望な用途の１つは、粒子選別であり、多くの方法で、粒子選別を
行なうことができる。磁力、音響的な力、磁気泳動力又は光学的な力等の制御可能な力を
用いて、流体に懸濁されている応答粒子を動かすことができる。
【００９２】
　たとえば、（細胞選別等の）磁気活性化粒子選別を用いるようにしてもよい。実行可能
な例としては、選択的結合分子が付着した磁気ビーズを用いることができる。選択的結合
分子が所望の標的に結合すると、磁石が付着する。次に、磁力を用いて、また、必要に応
じて、強磁性トラップステーションを用いて、所望の標的を捕捉又は選別するようにして
もよい。磁性領域を印刷する、あるいは、（たとえば、特定領域に適用する等）強磁性微
粒子を製造原料内に取り込むことにより、シース流装置の材料に強磁性物質を埋め込むよ
うにしてもよい。また、音響的な力、磁気泳動力やその他の力等、当該分野で利用される
制御可能な力を用いるようにしてもよい。当業者であれば、本発明のシステムを収容可能
な適当な装置構成を理解することができるであろう。
【００９３】
光学検出：
　光学検出が可能になるように、本発明の装置を構成してもよい。実際に適用する場合に
は、たとえば、測色であれば、蛍光検出可能な又は発光検出可能なマーカーが望ましい。
他の光インターフェースとしては、光ファイバー、表面プラズモン共鳴、減衰全反射やそ
の他の光学インターフェースが挙げられる。
【００９４】
他の特徴／特別要件：
　（オートクレーブ等他の滅菌法に対する選択された材料の耐久性を考えて、たとえば、
酸化エチレンを用いて）本発明の装置を滅菌するようにしてもよい。細胞培養要件に対す
る表面適合性や、選択された材料や構成にさらなる表面エネルギーを有するものでもよい
。本発明の装置は、たとえば、ガス透過性のあるものでもよい。表面への非特異的結合を
最小限に抑えるために、ケイ素等で内側を被覆するようにしてもよい。
【００９５】
磁気泳動及び磁気トラップの実施形態：
　上述の原理に基づいて、シース流と磁場選別の両方を可能にする様々な構造を考えるこ
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とができる。ある実施形態において、磁場選別は、トラップモードで、外部磁場を印加し
た後、非標的種と標的種とを順次溶出させる。すなわち、磁性粒子が付着した種を適当な
位置に保持すると共に、付着していない種を溶出させる。この最初の溶出ステップが完了
後、磁場にとらえられ、溶出されなかった種を、溶出及び回収できるように、何らかの方
法で放出させる。
【００９６】
　一部の実施形態において、ＭＡＣＳシステムのトラップモジュールは、磁性粒子が付着
した種及び付着していない種を含むサンプルが流れるチャネルを備える。チャネルの一方
側は、外部源から磁場を印加することにより傾斜磁場を発生させる傾斜磁場発生構造を備
える。この傾斜磁場は、磁性粒子を磁性粒子が付着した種と共に引き寄せて、捕獲する。
サンプルがトラップモジュールを通過後に、印加される磁場を変化させることにより、又
は、磁性粒子と磁性粒子が付着した種との間の結合を切断することにより、捕獲された粒
子を放出させるようにしてもよい。
【００９７】
　たとえば、ある実施形態において、流体分離装置は、以下の特性を備えるものでもよい
。（ａ）流体分離装置内にサンプル流を形成するように構成される少なくとも１つのサン
プル流入口又はアクセスチャネル、（ｂ）流体分離装置内でサンプル流の周囲にシースを
形成する１つ以上の流体の流れを形成するように構成される少なくとも１つのシース流流
入チャネル、（ｃ）サンプル流入口及びシース流流入チャネルに流体連結され、サンプル
流の流路に沿って配置される選別ステーション、及び（ｄ）外部磁場との相互作用により
、線べスステーション内で傾斜磁場を変化させて、サンプル流から磁性粒子を偏向させる
及び／又は捕捉する傾斜磁場発生部。
【００９８】
　選別ステーションが、選別ステーションを通って流れる流体の境界を形成する実質的に
長方形の内部空間を備えるものでもよい。このような場合、内部空間は、サンプル流の流
れ方向と交わる（たとえば、垂直な）第１の横方向寸法と第２の横方向寸法とを備える。
種々の実施形態において、第２の横方向寸法（多くの場合、水平面上の幅）は、第１の横
方向寸法（多くの場合、鉛直方向の長さ）の少なくとも約２倍以上である。この装置は、
少なくとも１つのシース流流入チャネルが、第１の横方向寸法に沿ったサンプル流により
互いに分離された２つのシース流を形成するように構成されるものでもよい。
【００９９】
　さらに、長方形の内部空間を用いる実施形態において、内部空間は、約２ミリメートル
以下の距離だけ離れた、あるいは場合によっては、約１ミリメートル以下の距離だけ離れ
た、実質的に平行かつ実質的に平面状の２つの表面により、部分的に規定される。このよ
うな実施形態において、少なくとも１つのシース流流入チャネルは、平行で平面状の２つ
の表面に接して流れると共に、サンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成
するように構成される。第１のシース流流入チャネルは、選別ステーションの上流側に位
置し、内部空間の実質的に平面状の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面
状の表面を有するものでもよい。さらに、装置が、選別ステーションの上流側に位置し、
内部空間の実質的に平面状の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表
面を有する第２のシース流流入チャネルを備えるものでもよい。サンプル流入チャネルは
、内部空間の実質的に平行で実質的に平面状の２つの表面に平行な実質的に平面状の表面
を有するものでもよい。シース流流入チャネルに平面状の表面を形成する平面構造上にこ
れらの表面を形成するものでもよい。図１、図２及び図６Ａないし図６Ｃにこのような構
造の例を示す。
【０１００】
　流体分離装置の傾斜磁場発生部は、分離装置上でパターンを形成する複数の強磁性素子
を、選別ステーションの近傍に備えるものでもよく、また、複数の強磁性素子の近傍に永
久磁石を備えるものでもよい。複数の強磁性素子は、選別ステーションの流体通路内に配
置されて、強磁性素子とサンプル流とを流体接触させるものでもよい。強磁性素子がシー
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ス流及びサンプル流と直接接触しないように、強磁性素子上に保護層や保護膜を形成する
ことが望ましい。このような層を形成することにより、細胞等のサンプル成分の被毒や汚
染等を防ぐことができる。好適な保護層の例としては、酸化ケイ素、窒化ケイ素、又はそ
の他適当な不活性バリア材の薄層（たとえば、１０ｎｍ～１μｍ）が挙げられる。ある実
施形態において、強磁性素子は、マイクロパターン化された素子等のニッケル素子を含む
。図８Ａないし図８Ｈに例を示す。図示するように、強磁性構造は、平行線、直交グリッ
ド、及び規則的な又は不規則な幾何学形状の長方形アレイ等、系統的なパターンで形成さ
れるものでも、ランダムなパターンで形成されるものでもよい。図示するように、この構
造は、規則的又は網目状でもよい。具体的な例では、ニッケル強磁性素子を薄いシリカ保
護層で被覆する。種々の実施形態において、傾斜磁場発生部は、一時的に磁性粒子を捕捉
し、その後、磁性粒子を放出するように構成される。
【０１０１】
　図２Ａ及び図２Ｂを参照して上述したように、流れチャネルの下部壁の内側表面上に強
磁性構造が形成される。この構造は、傾斜磁場発生（magnetic field gradient：ＭＦＧ
）構造として機能する。外部磁場が、通常、流体媒体の中を流れる磁性粒子を捕捉する駆
動力として用いられる。ＭＦＧ構造は、流れる磁性粒子の捕捉に役立つ局在的に高い傾斜
磁場が発生させるように外部磁場を形成してもよい。図２Ａに示す実施形態において、交
互極性の永久磁石アレイにより外部磁場が与えられる。一般には、１つ以上の永久磁石及
び／又は電磁石により外部磁場を発生させることができる。一部の実施形態において、図
２Ａに示すような磁石群は、個別に又はユニットとして移動可能であり、トラップ領域に
印加される磁場を動的に変動させる。
【０１０２】
　ある実施形態において、電磁石を用いて磁場を制御する。他の実施形態において、選別
ステーションの近傍に機械的に出入り可能な永久磁石を用いて、磁性粒子を順次捕捉して
、その後、放出するのが容易になるように、選別領域内の傾斜磁場を局所的に増大又は減
少させるようにしてもよい。電磁石を用いる場合には、処理工程の前半で（磁性粒子の捕
捉時）強い傾斜磁場が形成され、処理工程の後半で（磁性粒子の放出時）傾斜磁場が弱め
られる、あるいは、消失するように、磁場を制御する。
【０１０３】
　一つの実施形態において、装置のトラップ領域は取り外し可能である。別の実施形態に
おいて、取り外し可能なトラップ領域は使い捨てである。具体的な実施形態において、ト
ラップ領域、たとえば、ニッケルグリッドを組み込んだプレートが使い捨てであり、トラ
ップ処理後に洗浄を行なって不要物を除去した後、トラップ領域を組み込んだプレートか
らトラップ領域を「ワンタッチで」取り外せるように切り込み線を形成する外周囲でトラ
ップ領域を規定する。これを、図３Ａの側面図と図３Ｂの上面図とに示す。プレート３０
０は、ニッケルグリッドのトラップ領域３１０と切り込み線３１５とを備える。たとえば
、吸着カップ装置を用いて、プレート内の切り込み線に沿って破断するのに十分な引っ張
り力を印加することにより、プレートから取り外し可能なトラップ領域を引き離すことが
できる。必要に応じて、磁場を印加して、又は、磁場を印加することなく、取り外し可能
なトラップ領域を取り外すことができる。取り外した後、オングリッドで標的細胞を分析
及び操作するようにしてもよいし、オフグリッドで標的細胞を分析及び操作するようにし
てもよい。
【０１０４】
　図２Ａの例に示すように、磁性粒子は、捕捉対象の標的細胞又はその他の種のマーカー
に特異的な１つ以上の分子認識成分（たとえば、抗体）により被覆される。したがって、
１つ以上の磁性粒子は、これと結合した細胞又はその他の標的種と共に、結合ユニットの
形で、トラップモジュール内に流入する。多くの露出結合部分（ｍｏｉｅｔｙ）を有する
大きな標的種（たとえば、哺乳類の細胞）の場合には、複数の磁性粒子が付着することが
多い。
【０１０５】
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　一部の実施形態において、トラップ領域は、厚みは比較的薄いが、比較的高いスループ
ットを与えるように、かなり幅が広く形成されている。すなわち、チャネルの高さ又は深
さは比較的小さいが、チャネル自体の断面積は比較的大きい。流体媒体内のトラップ領域
を通って流れる磁性粒子を引き付けるために用いられる磁場の有効距離により、チャネル
の薄さを規定するようにしてもよい。一部の実施形態において、したがって、トラップ領
域の断面高さは、約２ミリメートル以下であり、場合によっては、約１．５ミリメートル
以下、あるいは、約１ミリメートル以下、さらには、約０．８ミリメートル以下である。
トラップ領域の内部空間の幅は、スループット要件と製造限界との組み合わせにより決定
される。一部の実施形態における幅は１ミリメートル未満であるが、幅を３０ｃｍ以上と
することもできる。具体的な例では、高さは約０．５～１ミリメートルで、幅は約１５～
２５センチメートルである。さらに、複数のシース流トラップ装置を並列に接続すること
により、スループットを向上させることができる。一部の実施形態において、１つのサン
プル供給部から、複数の並列装置の各々にサンプルが供給される。同様に、１つのバッフ
ァー（緩衝液）又はその他のシース流を形成する流体の供給部から、複数の装置に供給さ
れる。並列に駆動されるこのような装置の数は、２、３、４、５又はそれ以上でもよい。
【０１０６】
　本発明と共に用いるのに適した流体工学システムの詳細に関しては、引用することによ
りあらゆる目的で本明細書に組み込まれる、「マイクロ流体磁気泳動装置及びこの装置を
用いる方法（Microfluidic magnetophoretic device and methods for using the same）
」という名称でSang-Hyun Ohらを発明者として２００６年１０月１８日に出願され、US20
08/0124779A1として公開された米国特許出願11/583,989における流れモジュールの説明に
記載されている。記載されている詳細としては、たとえば、緩衝液（バッファー）の組成
、磁性粒子の特性、外部磁石の特性、ＭＦＧを発生させるための強磁性材料、流れ条件、
サンプル型、他のモジュールとの統合、流体光学及び磁気素子の制御システム、標的種と
磁性粒子との間の結合機構等が挙げられる。一般に、磁気トラップモジュールにおいて印
加される外部磁場は、（上述の）米国特許出願11/583,989に記載されるような連続フロー
型磁気流ソーターにおいて用いられる磁場と比べて、比較的高い（モジュール全体の構造
を考えた場合）。いずれの場合でも、標的種に加えられる磁力は、流動流体に対して（磁
性粒子に結合されている）標的種を捕獲して適当な位置に保持することができるように、
流体力学的なけん引力よりも十分に大きなものでなければならない。
【０１０７】
　図８に例示する正の選択を行なう典型的な例では、磁気トラップ処理８００が以下のよ
うに進む。まず、ステップ８０１で、標的細胞を含有すると考えられる生物試料等のサン
プルを、標的細胞の表面マーカーに特異的な捕獲部分（ｍｏｉｅｔｙ）（たとえば、抗体
）で被覆された小さな磁性粒子で、標識する。この標識処理は、マイクロ流体選別装置上
で行なうようにしてもよいし、あるいは、マイクロ流体選別装置外で行なうようにしても
よい。標識を行なった後、ステップ８０３で、同時にバッファー溶液（緩衝溶液）を流し
ながら、又は、バッファー溶液を流さないで、サンプルを（トラップ領域を含む）選別ス
テーション内に流入させる。ステップ８０５に示すように、１つ以上のシース流流入口か
らバッファーを供給すると共に、サンプルを１つ以上の別の流入口から供給するようにし
てもよい。具体的な実施形態において、１つ又は２つのバッファー層流のシース流を形成
するようにバッファーを流す。１つのバッファー層流により、選別ステーション近傍の装
置の内表面に対する非特異的な結合を防ぐことができる。２つのバッファー層流を用いる
場合には、１つのバッファー層流をこの目的で用いる一方で、もう１つのバッファー層流
により、装置の他の内表面に対する非特異的な結合を防ぐ。この場合、サンプル層流は、
２つのバッファー層流の間に形成される。ステップ８０７で外部磁場を選別ステーション
に加え、ステップ８０９で流動流体によって与えられる流体力学的けん引力に抗して、磁
気的に標識された標的細胞又は他の主を適当な位置に保持する。この一方で、ステップ８
１１で、標識されていない非標的種を連続的に溶出させる。上述したように、磁場は、通
常、選別ステーションの近傍に配置される外部磁石により印加される。選別ステーション
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から大部分又はすべてのサンプル溶液が流出した後、ステップ８１３で、傾斜磁場を変更
する、及び／又は、流体力学的な力を増大させる等、様々な機構のいずれかにより、磁気
成分を放出するようにしてもよい。たとえば、チャンバ内の磁場を弱め、消失させ、又は
、再配向させると同時に、サンプル流を、（捕獲されている種を放出させるための）放出
剤流及び／又はバッファー流に置き換えるようにしてもよい。固定化されていた磁気成分
又は磁気成分により捕獲された（精製）種が、最終的にバッファー溶液内で、チャンバか
ら流出する。ステップ８１５で、構成によってはトラップチャンバのすぐ下流側に配置さ
れる、選別チャンバの出口で、標的種を含む精製サンプル成分を採取するようにしてもよ
い。場合によっては、精製標的種を１つ以上の後処理ステーションに供給する。これで処
理フローが終了する。
【０１０８】
　一部の実施形態において、捕獲した標的物質をトラップ領域から直接取り出すようにし
てもよい。取り出した物質は、分析したり、細胞生成物の製造に用いたり、その他の目的
で処理したりすればよい。たとえば、装置のトラップ領域を、捕獲した物質が付着された
状態のままで、装置の残りの部分から剥がせるように、設計してもよい。この場合、傾斜
磁場発生領域の周囲に薄肉周縁部又は脆弱領域が形成されるように、装置を設計してもよ
い。この構成では、トラップ領域を取り外すことにより、サンプルを装置に通過させた後
に捕獲された物質を外から取り出すことができる。取り外し処理を容易にするように、タ
ブ、切り欠き、又は隆起部等の機械的構造を備えるように、装置を設計するようにしても
よい。
【０１０９】
　トラップ型磁気分離システムの例を説明する。このシステムでは、各々磁気トラップモ
ジュールを内蔵する流体光学素子が収容されている使い捨ての流体工学チップ又はカート
リッジが用いられる。１つの動作モード（正の選択）において、少量の血液等のサンプル
をカートリッジの受容ポートに供給して、サンプルを入れたカートリッジを処理／分析機
器に挿入する。チップ内の磁気トラップモジュールで、サンプルから磁性粒子及び（存在
する場合には）標的種を選別して、濃縮する。このようにしてサンプルを処理後、捕獲し
た種を放出させて、出力管に採取する。トラップモジュールに印加される外部磁場を弱め
る又は消失させる、又は、捕獲された種を磁性粒子から放出させる試薬を用いる等、様々
な手段で、捕獲した種を放出させることができる。これの代わりに、又は、これと共に、
磁性粒子に加えられる流体力学的な力を増大させるようにしてもよい。ある実施形態にお
いて、トラップモジュール内にサンプルを流す主な駆動力を与える（シリンジポンプ及び
圧力制御装置等の）加圧システムを備えるシステム構成要素が筺体に収容される。当然の
ことながら、連続式ポンプや空気圧システム等、他の駆動力を用いる構造を採用すること
もできる。また、バッファーポンプ及び流れ制御モジュールによる制御下で、バッファー
貯留部からカートリッジに、バッファー（緩衝液）が供給される。
【０１１０】
シース流装置製造システム：
　一般に、層流形成面を備える構成を実現可能な方法により、本発明の装置及び関連機器
を製造することができる。
【０１１１】
　リソグラフィー及びエッチング法を用いて、所望のマイクロ流体の流れを形成するため
の精密な構造を作るようにしてもよい。コスト削減のために、射出成形により、特定の構
成を備える剛体基部を形成するようにしてもよい。基部のみを形成する場合には、チャン
バや（液体が流れる）チャネルは開いた状態のまま残される。ラミネート加工、熱処理、
音波処理又はレーザー処理を用いて、同様の剛体材料で形成される上部層で密封して（密
閉する装置に上部層を接着して）、装置を密閉するようにしてもよい。
【０１１２】
　ガラス、ビニルやその他周知のプラスチックポリマー等の材料を、「ラボオンチップ（
lab on a chip）」やその他の装置に用いるようにしてもよい。カートリッジ構造（チャ
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ネル、流入口、区画及びその他の流体流路または収容領域）を構成するようにしてもよい
。流入及び流出用のポートや加圧流導入／停止用のポート等の相互接続部を、（たとえば
）射出成型した構造に取り付ける、又は、射出成型した構造の一部として形成するように
してもよい。電気的なセンサー、機械的なセンサー、その他様々なセンサー等、他の構成
要素も同様に専用の位置に配置するようにしてもよい。
【０１１３】
　本発明のシース流装置製造システムは、流体供給、組立、分離、（バーコード等の）コ
ーディング、滅菌、及び包装用の装置を備える。
【０１１４】
　本発明の製造システムには、食品及び医薬品に関する要件（ＦＤＡ、ＦＭＥＡ等）、品
質管理機構（たとえば、国際標準化機構）、及び特定の目的における品質を保証するため
に設定された他のレジーム等、様々な政府及び産業界のレジームに準拠するシステムが含
まれる。
【０１１５】
シース流装置計装システム：
　本発明の装置及び方法を、ホスト機器と連動して働くように、又は、システム要件を満
たすように、適合させる、又は、構成するようにしてもよい。このような適合又は構成の
例としては、（以下に示すものに限定されるものではないが）、１つ以上の真空供給、ポ
ンプ及びバルブの自動制御、圧力流、サンプル充填用の注入ループ、温度制御、電気浸透
流、容積型ポンプ機能、予想体積流量、遠心力処理、湿度制御及びガス交換制御等が挙げ
られる。
【０１１６】
　自動計装により流体の流れを制御するようにしてもよいが、装置によっては、手動制御
が用いられる。本発明の装置は、たとえば、空気圧又は大気圧を用いて、自動計装と操作
可能に結合されている統合ポートを介した流れを形成することができる。
【０１１７】
捕捉前の処理：
　シース流装置において、選別の「上流側」すなわち、選別の前に、さまざまな処理を実
施するようにしてもよい。このような処理の例として、標的の標識化、細胞の溶解及びデ
ィプリーションが挙げられる。標識化は、後述するように、特異的な結合部分（ｍｏｉｅ
ｔｙ）を有する磁性粒子をサンプルの標的成分又は非標的成分に結合させることを意味す
る。溶解は、細胞膜又は細胞壁を破壊して、サンプル内に細胞成分（オルガネラ（細胞小
器官）、生体分子等）を放出させることを意味する。ディプリーションは、分離前に、サ
ンプル内の特定の１つ又は複数の成分を除去することを意味する。ディプリーションの例
としては、音波等の手段でサンプルから赤血球を除去する処理が挙げられる。オンチップ
又はオフチップで実行可能な他の前処理操作には、染色、固定化、又は、細胞内への外来
物質の導入を行なうための様々な化学手段が含まれる。
【０１１８】
　多くの場合、サンプルの標的成分又は非標的成分が必要に応じて磁気ビーズで「標識化
された」ことを確認する必要がある。この標識化処理は、磁性粒子が捕獲され、流動流体
媒体内で固定化されるトラップ／分離段の上流側で（前に）実施される。
【０１１９】
　磁性粒子は、標的種又は非標的種に対して特異的な親和性を有する表面官能基を備える
ものでもよい。したがって、磁性粒子は、関連種にさらされると、この種に結合して、複
合体を形成する。本発明は、サンプルに含まれる適当な種又は成分への磁性粒子の結合を
容易にする機構に関する。
【０１２０】
　必要不可欠ではないが、通常、このような選別前処理は、トラップ領域と流体連結して
配置される１つ以上の個別のチャンバ又は貯留部内で実施される。このようなチャンバ又
は貯留部は、トラップ領域と同じ装置（チップ）上に備えられるものでもよいし、別の装
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置又はチップ上に備えられるものでもよい。また、このようなチャンバ又は貯留部は、マ
イクロ流体に適した寸法でもよいし、必要に応じて、少し大きな寸法でもよい。たとえば
、１つ以上の前処理貯留部が、各々、約５ミリリットルの容積を有する。貯留部の容積は
、０．５ｍｌから１０ｍｌの範囲でもよい。
【０１２１】
　磁気ビーズやサンプル及び結合を容易にするために用いられる試薬は、各々、１つ又は
複数の貯留部に供給される。磁性粒子は機能化した形で供給されるものでもよく、この場
合には、他の試薬を供給する必要はない。貯留部内で、他の成分に対して磁性粒子を移動
させることにより、標識化が容易になる。ある実施形態において、２つの別々のチャンバ
に順次空気圧を加えることにより、磁性粒子を移動させることができる。別の実施形態に
おいて、磁性粒子の放出に関連して後述するような種類の磁気混合機構により、磁性粒子
を移動させるようにしてもよい。たとえば、磁場を振動させることにより磁場を移動させ
る等、混合が容易になるような同様の機構を用いるようにしてもよい。混合機構の他の例
としては、超音波攪拌や攪拌が挙げられる。磁性粒子の流体混合を行ない、サンプル種の
標識化及び／又は放出を可能にするシステム及び方法の例が、参照することにより本明細
書にあらゆる目的で組み込まれる、２００９年４月１６日出願のＰＣＴ特許出願No. PCT/
US2009/040866（ＰＣＴ公報No. WO2009/129415）に詳述されている。
【０１２２】
捕捉後の処理：
　シース流装置において、選別後に様々な処理を実行するようにしてもよい。これらの処
理は、選別ステーション内で実施するものでもよいし、選別ステーションの下流側で実施
するものでもよい。このような処理には、一般的に、標的種の定量（たとえば、細胞の計
数処理）、標的種に関する分子情報の抽出（たとえば、特定のＳＮＰの存在／不存在）、
及び／又は、細胞由来生成物の抽出（たとえば、捕捉された幹細胞の分化型）が含まれる
。好適な処理の例としては、光学的な方法による標的種の直接的検出、アッセイ、捕捉し
た細胞又はウィルスの成長、標的種の形質転換（たとえば、捕捉した幹細胞の分化）、発
現パターンのプロファイリング及び遺伝的特性評価が挙げられる。発現プロファイル及び
／又は遺伝子配列の特性評価を行なうために利用可能な所定のツールとして、ｍＲＮＡア
レイ等のマイクロアレイや、ハイスループット・シークエンシング・ツールがある。詳細
に関しては、（上述の）ＰＣＴ特許出願No. PCT/US2009/040866に記載されている。
【０１２３】
　分離後処理において、トラップステーション内で捕捉された又は選別ステーションで分
離された磁性粒子から標的種を放出させる処理が行なわれることが多い。典型的な状態で
は、捕捉処理終了後、トラップ領域に残っているサンプル種のみが磁性粒子に結合されて
いる。多くの用途において、以降の処理を行なう前に、磁性粒子から捕捉された種を分離
させることが重要となる。
【０１２４】
　本明細書に記載する分離後処理では、磁性粒子から結合した種を放出させる機構が用い
られる。種々の結合及び放出システムを利用することができる。たとえば、（１）捕獲し
た種に磁力ビーズを化学的に結合させている結合を消化する、（２）捕獲した種に結合す
る化学結合又は生化学結合機構と競争する、及び（３）二次抗体との結合を切断するよう
な放出試薬を用いるようにしてもよい。捕捉された標的種を、単に濃縮し、精製し、及び
／又は、放出するようにしてもよいし、さらに分析、及び／又は処理を行なってもよい。
【０１２５】
　一部の実施形態において、上述したようにトラップ内で捕捉され、洗浄され、必要に応
じて放出された粒子を、サンプルに含まれる標的種に対する１つ以上のマーカー（たとえ
ば、標識化した抗体）にさらすようにしてもよい。検出対象の所定の腫瘍細胞は、たとえ
ば、２種類以上の特異的表面抗原を発現させる。このような腫瘍を検出する際には、２種
類以上のマーカーを用いるようにしてもよい。このような抗原の組み合わせは、特定の腫
瘍でのみ生じる。１種類以上の標識を十分な長さの時間トラップに流した後、捕獲した粒
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子／細胞を洗浄するようにしてもよい。その後、粒子／細胞を、トラップから取り出した
後で分析するようにしてもよいし、in situで分析するようにしてもよい。たとえば、第
１の標識と第２の標識がフルオロフォア（蛍光色素分子）である場合には、トラップの中
身をスキャンするために、これらの標識をプローブビームで励起して、第１の標識と第２
の標識に特徴的な周波数で放射光を検出するようにしてもよい。ある実施形態において、
個々の細胞又は粒子を撮像して、トラップ３０１の中身の特性評価を行なって、標的腫瘍
細胞の存在（又は量）を検出するようにしてもよい。当然のことながら、腫瘍細胞以外の
様々な標的成分も検出対象となるが、このような例として、特定のバクテリアやウィルス
等の病原体が挙げられる。
【０１２６】
　別の実施形態において、サンプルに含まれる核酸を適当な機構で捕獲するようにしても
よい。このような核酸は、増幅させることなく、たとえば、マイクロアレイを用いて、直
接検出及びプロファイリングを行なうようにしてもよい。あるいは、ＰＣＲ試薬（ヌクレ
オチド、ポリメラーゼ及びプライマーを含有する適当なバッファー溶液）をトラップに導
入して、適当なＰＣＲ熱サイクルプログラムを実行するようにしてもよい。適当な増幅レ
ベルになるまで熱サイクルが続けられる。その後、遺伝子型決定や特定の変異株の検出等
、増幅された標的核酸の検出をin situで行なうようにしてもよい。あるいは、核酸マイ
クロアレイ又は電気泳動媒体を含有する別のチャンバ等を用いて、トラップの下流側で検
出を行なうようにしてもよい。別の実施形態において、標的配列に対して、適当に標識さ
れたインターカレーション・プローブ又は供与体消光プローブ等を導入して、トラップ内
でリアルタイムでＰＣＲを行なうようにしてもよい。プローブを、他のＰＣＲ試薬（たと
えば、プライマー、ポリメラーゼ及びヌクレオチド）と共に導入するようにしてもよい。
in situのリアルタイムＰＣＲは、発現レベルを分析するような分析に適している。一部
の実施形態において、リアルタイムＰＣＲの場合でも終点ＰＣＲの場合でも、トラップ領
域に焦点を合わせた蛍光顕微鏡等の適当な検出装置を用いて、増幅された配列の検出をト
ラップ内で実施することができる。
【０１２７】
　一部の実施形態において、in situでサンプルから反応チャンバに細胞を捕獲して収容
するようにしてもよい。その後、（塩や洗浄剤等の）溶解剤をチャンバに供給する。溶解
剤を、溶液プラグで供給し、チャンバ内で拡散させて、固定化した細胞を溶解させるよう
にしてもよい。これにより、細胞の遺伝物質を抽出して、後段で増幅させることができる
。ある実施形態において、溶解剤をＰＣＲ試薬と共に供給して、溶解剤により細胞を溶解
させて核酸を取り出すのに十分な時間が経過した後に、熱サイクルプログラムを開始して
、標的核酸を検出するようにしてもよい。
【０１２８】
　別の実施形態において、核酸試料を、サンプルとして供給し、適当なハイブリダイゼー
ション配列を含有する磁性粒子に結合させるようにしてもよい。その後、磁性粒子をトラ
ップ内で選別して、固定化する。ＰＣＲ試薬をチャンバに供給して、すべてのバルブを閉
じた後、熱サイクルによりＰＣＲを開始するようにしてもよい。最初の温度逸脱の間に、
捕獲された核酸試料を、磁性粒子から放出させることができる。
【０１２９】
　ここで説明する核酸増幅法は、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）であるが、実施形態に
おいて、リアルタイム鎖（ストランド）置換増幅（ＳＤＡ）、ローリングサークル増幅（
ＲＣＡ）及び多重置換増幅（ＭＤＡ）等、様々な等温核酸増幅法などの非ＰＣＲ増幅法を
用いるようにしてもよい。これらの増幅法は、適当なバルブ及び流路系を備える装置内の
チャンバ等のトラップで実施可能である。
【０１３０】
　核酸の抽出と分析とに加えて、捕獲した細胞自体を直接処理生成物として用いることも
できるし、さらに処理を行ない、所望の生成物を製造することもできる。たとえば、装置
を用いて、細胞由来生成物として、血液または組織から幹細胞を単離することができる。
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あるいは、捕獲した細胞を成長因子、ケモカインや抗体等の試薬で処理し、所望の細胞由
来又は分子由来の生成物を製造するようにしてもよい。装置内で所望の生成物を得るため
に、多段階の精製及び処理工程を行なうようにしてもよい。
【０１３１】
　本発明の装置及び方法を用いる作業の一例として、特に細胞培養によりタンパク質が発
現されるため、自動タンパク質精製工程が挙げられる。タンパク質精製は手動で行なうこ
ともできるが、本発明の装置及び方法を適用することにより、時間と労力の節約になる自
動化が可能になり、低コストで高純度の生成物を供給できる。
【０１３２】
　たとえば、ウィルス、バクテリア、昆虫又は哺乳動物の細胞等の生命体内で所望のタン
パク質が発現する場合、発現タンパク質を選択的にバッググラウンド物質から単離可能な
ように、発現タンパク質の設計を行なうようにしてもよい。このような設計としては、た
とえば、１つ以上の選択可能なアミノ酸タグを用いて、タンパク質にアミノ酸配列を加え
るようにしてもよい。このようなタグの例としてHisタグ、FLAGタグやその他のエピトー
プタグ（Ｅタグ）が挙げられる。（たとえば）細胞を、上述したサンプル貯留部の１つに
導入すると共に、同じ貯留部又は１つ以上の他の貯留部に磁性粒子及び溶解剤を導入する
。磁性粒子は、ＮＴＡアガロースや他の樹脂等ニッケルに対する親和性の高い媒体で被覆
した磁気ビーズでもよい。空気圧混合、水圧混合、又は磁力混合等、上述した１つ又は複
数の方法で、サンプル貯留部間の混合を促進するようにしてもよい。溶解剤により細胞が
破壊されて、適当な条件下で、磁性粒子が溶解物内の標的タンパク質に結合する。その後
溶解物を磁気分離チャンバに流すと、チャネル表面上にビーズが捕捉される。洗浄用バッ
ファー（緩衝液）を加えて、タグ化されていない非結合タンパク質やその他の細胞フラグ
メント（断片）を溶出させる。様々な実施形態において、磁気分離チャンバを、磁気的に
、又は、その他の手段で攪拌して、さらに、捕獲された粒子の間にくっついた非結合タン
パク質を取り除くようにしてもよい。高ストリンジェント洗浄用バッファーを用いて、不
要な粒子をさらに溶出させるようにしてもよい。この時点で、チャンバ内には、非常に高
い選択性で、標的タンパク質及びこれに結合した磁性粒子のみが残っている。さらに処理
を行なう場合には、必要に応じて、少量のビーズ放出剤を用いて、標的タンパク質を放出
させるようにしてもよい。最後に、磁性粒子を放出させるようにしてもよい。これら様々
な処理は装置内の単一又は使い捨てカートリッジ内で行なわれるので、時間とコストを節
約するために、この手順を予めプログラミングして、自動化するようにしてもよい。この
ような構成により、ＲＮＡ等、他の核酸関連生成物を、上述のように選択可能にするため
に標識化して、選択的に捕捉することもできる。
【０１３３】
一般的な適用：
　上述したように、本発明のシース流装置は、広範囲に適用可能である。磁性粒子で標識
した様々な種類の標的種の捕獲及び分離に用いることができる。したがって、本発明のシ
ース流流体装置を、たとえば、体液サンプルの調製及び分析、希少分子又は細胞の分離、
化学物質ライブラリーのスクリーニング、臨床検査室におけるポイントオブケア（ＰＯＣ
）診断、環境試験及びモニタリング、消費者製品及び食物の品質管理等、さまざまな用途
に用いることができる。本発明は、学術分野、産業分野及び臨床分野で特に有用である。
学術、産業及び臨床分野において、本発明のシース流装置は、特に、試験や特性評価に加
えて、細胞株、タンパク質及びｍＲＮＡの増幅、遺伝子コード、分子署名プロテオミクス
等、その他処理を行なうための細胞株、タンパク質、遺伝物質等の単離に有用である。シ
ース流装置及び方法を、たとえば、血液サンプルからのＣＴＣ単離による癌の診断等、病
気の早期発見及び診断に用いることができる。臨床分野での用途としては、臨床試験候補
を選出するための潜在患者集団のスクリーニング、及び／又は、治療効果の情報及び／又
は今後の治療計画を策定するための情報を得るために行なう、既に臨床試験に登録してい
る患者の体液の検査、補助療法や最新補助療法の有効性の測定などがある。具体的な例を
、以下で説明する。
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【０１３４】
シース流研究ツール：
　本発明のシース流装置を、これに限定されるものではないが、たとえば、分子ライブラ
リーのスクリーニング等、科学研究に広範囲に用いることができる。たとえば、本発明の
装置をアプタマーライブラリーのスクリーニングに用いることができる。具体的には、本
発明の装置でタンパク質の生成及び単離を行なった後、同じ１つの装置内で、タンパク質
をアプタマーライブラリーと照合する。本明細書で用いる「アプタマー」という用語は、
最も広い意味で用いられ、特定の標的分子に結合するオリゴ核酸又はペプチド分子及び模
倣分子等の関連合成分子を意味する。本発明のシース流装置を、アプタマーライブラリー
、リボゾームライブラリー、ファージ・ディスプレイ、バクテリアペプチド・ディスプレ
イ、酵母菌ディスプレイ等の分子又は細胞ライブラリー選別を利用するバイオマーカー（
生体指標）／創薬プラットフォームに用いることもできる。さらに、本発明のシース流装
置を、細胞の計数、分類、増幅、分化等を含む様々な評価を行なう目的で標的細胞を単離
するために用いることもできる。
【０１３５】
シース流生物学的／化学的モニタリング、合成又は分析：
　化学物質の危険性モニタリングや、核酸分析（及び、たとえば、ポリメラーゼ連鎖反応
を用いた増幅）や、閉鎖環境モニタリング、個人レベルのゲノミクス及び診断、生理環境
に供給するのに適したウィルス外被やその他ナノケージ内に包含したアプタマー治療薬の
合成やその他の化学物質合成等の化学合成など、特定条件の連続モニタリング等、様々な
生物学的又は化学的モニタリング、合成又は分析を目的として、本発明を構成する、又は
、適合させるようにしてもよい。家庭用の用途としては、たとえば、ｐＨ指示薬、金属指
示薬やその他の水質指示薬を用いて、プールや飲料水の水質モニタリングを行なうように
してもよい。生物医薬品生産工程におけるバイオリアクターのモニタリング等の生産工程
管理や食品産業に適するように、本発明の装置を構成する、又は、適合させるようにして
もよい。また、流体制御や分析、ガス制御や分析に適するように、本発明の装置を構成す
る、又は、適合させるようにしてもよい。たとえば、連続フロー用に本発明の装置を適合
させることにより、細胞を選別する速度のモニタリングを行なうことができる。さらに、
供給連鎖モニタリング等、生産品質管理に適するように、本発明の装置を構成するように
してもよい。本発明のシース流装置は、高い選択性で液体サンプルから標的種を捕捉でき
るため、たとえば、複数種の高度な複合混合物の流体生体サンプルから標的種を高い純度
で単離する必要がある治療薬分野等では、多くの従来システムに比べて大きな利点がある
。
【０１３６】
構成：
プレフィル式オンチップキット
　本発明の一つの態様は、製造の容易さや使い勝手を考えて、特定の目的に有用な試薬を
予め充填した（プレフィル式）シース流装置である。たとえば、生体サンプルの調製に有
用な試薬を装置に予め充填する（プレフィルする）ようにしてもよい。この「オンチップ
キット」型の態様のシース流装置を、上述した様々な用途に適合させることができる。
【０１３７】
　このような「オンチップキット型」の実施形態では、様々な試薬を用いることができ、
体液サンプルの調製及び分析、希少分子又は細胞の分離、化学物質ライブラリーのスクリ
ーニング、臨床検査室におけるポイントオブケア（ＰＯＣ）診断、環境試験及びモニタリ
ング、消費者製品及び食物の品質管理等、さまざまな分野で適用可能である。本発明では
、このような使用に適したプレフィル型装置を単一で用いることもできるし、複数で用い
ることもできる。このような構成は特に限定されるものではなく、関係機器や方法を考慮
した構成であればよい。
【０１３８】
　使い勝手を考えて、試薬を、所定量の貯蔵部に収容する等、シース流装置内に収容する
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ようにしてもよい。たとえば、細胞を培養して所望のタンパク質を発現させることにより
、実質的に精製されたタンパク質製剤を得ることができる。対象となる貯蔵部を細胞の培
養に用いる場合には、制御された条件下で流体連結されるアクセスポートを介して適当な
試薬を供給するようにしてもよい。たとえば、細胞を溶解させる、細胞を洗浄する、及び
、細胞の部分（ｍｏｉｅｔｙ）に選択的に結合されたビーズを除去するためのバッファー
を試薬として用いることができる。また、抗体、アプタマー、及び標的分子に（必ずしも
特異的である必要はないが）選択的に結合する他の分子等、選択的結合分子を試薬として
用いることもできる。さらに、磁気ビーズ、音波ビーズ、及び、その他同様の機能を与え
るビーズ等、選択分子を捕捉できる様々な部分（ｍｏｉｅｔｙ）を試薬として用いること
も可能である。また、複合混合物から特定の核酸を選別するのに適したプライマー等の核
酸を試薬として用いることもできる。たとえば、本発明の装置を用いて、装置内部で、ゲ
ノムＤＮＡをスクリーニングしたり、ポリメラーゼ連鎖反応により選択配列を増幅したり
することができる。
【０１３９】
集積システム：
　オンチップキット型の構成を独立して用いることもできるし、本発明のシース流装置を
含む集積システムの少なくとも一部として用いることもできる。本発明のシース流装置の
「上流側」又は「下流側」に別の処理モジュールやチャンバを加えるようにしてもよい。
たとえば、誘導体化や他の反応を行なうための所望の高分子物質やその他の物質を収容す
る貯蔵部を設ける等、適当な発現後修飾流体回路を設けるようにしてもよい。具体的な例
としては、本発明のシース流装置を、培養した細胞からタンパク質を発現させる流体回路
を備える構成として、必要に応じて、対象タンパク質を誘導体化できるペグ化モジュール
等、発現したたんぱく質を誘導体化するための追加モジュールを備えるようにしてもよい
。
【０１４０】
　流体工学装置内で磁気トラップソーターと統合可能な操作モジュールの例としては、（
ａ）蛍光活性化セルソーター等の追加濃縮モジュール及び洗浄モジュール、（ｂ）サンプ
ル増幅（たとえば、ＰＣＲ）モジュール等の反応モジュール、制限酵素反応モジュール、
核酸シークエンシングモジュール、標的標識モジュール、クロマチン免疫沈降モジュール
、架橋モジュール及び細胞培養モジュール、（ｃ）核酸、抗体又は他の特異性が高い結合
剤のマイクロアレイ等の検出モジュール及び蛍光分子認識モジュール、及び（ｄ）細胞を
溶解させる、ウィルスタンパク膜の破壊又はその他小さな生体の成分を放出させる溶解モ
ジュールが挙げられる。これらのモジュールは、各々、磁気ソーターの前段に備えるよう
にしてもよいし、又は、後段に備えるようにしてもよい。単一の流体工学システムにおい
て、複数の同一種類の又は異なる種類の操作モジュールを磁気ソーターと統合するように
してもよい。さらに、１つ以上の磁気ソーターを、種々の他の操作モジュールに対して、
並列に配置するようにしてもよいし、直列に配置するようにしてもよい。これらの操作モ
ジュールの一部を、サンプル中の標的種を定常状態で保持するような、又は、一般的に所
定容量内に閉じ込めるようなトラップとして設計又は構成するようにしてもよい。操作モ
ジュールの特性は、所望の反応の種類に応じて決まり、温度管理システム、マイクロミキ
サー、触媒構造及び検知システムを備えるものでもよい。温度管理システムは、ヒーター
、温度センサー、及びマイクロ熱交換器を備えるものでもよい。これらの構成要素をすべ
て集積して、正確な温度管理を行なうようにしてもよい。このような温度管理は、たとえ
ば、ＤＮＡ増幅にＰＣＲを用いる際には、極めて重要となる。
【０１４１】
　上述したモジュールの例から明らかなように、集積流体工学装置のモジュールにおいて
標的種及び／又は非標的種上で実施可能な操作には、選別、磁性粒子への結合（本明細書
では「標識」とも称する）、結合、洗浄、捕捉、増幅、不要な種の除去、沈降、切断、希
釈、結紮、シークエンシング、合成、標識（細胞の染色等）、架橋、培養、検出、撮像、
定量、溶解等が含まれる。本発明の装置を、１つの同じ装置内で１つ以上の機能を果たす
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ように構成してもよい。
【０１４２】
　集積シース流流体装置の磁気選別モジュールにおいて実施可能な生化学的操作の例とし
ては、プラスミド、アプタマー、タンパク質及びペプチドの合成及び／又はスクリーニン
グ、酵素活性の評価及びタンパク質と炭水化物の誘導体化が挙げられる。広範囲に及ぶ生
化学的及び電気生理学的アッセイを実施可能であり、これには、（１）ＤＮＡ及びＲＮＡ
オリゴマーのゲノム解析（シークエンシング、ハイブリダイゼーション）、ＰＣＲ及び／
又はその他の検出及び増幅スキーム、（２）遺伝子発現、（３）酵素活性アッセイ、（４
）受容体結合アッセイ、及び（５）ＥＬＩＳＡアッセイが含まれる。前述のアッセイは、
均一系、ビーズベース、及び表面結合等様々なフォーマットで実施可能である。さらに、
本明細書で説明する装置を利用して、特定の酵素又は触媒を用いる生体分子の連続生産、
及び、治療薬等、生体系で活性な生体分子又は分子の生産と送達を実施することも可能で
ある。本明細書に記載するシース流装置を用いて、マクロ流体容量で従来行なわれている
ようなペプチド、タンパク質並びにＤＮＡ及びＲＮＡオリゴマーのコンビナトリアル合成
を実行することもできる。
【０１４３】
特定の用途：
細胞捕獲及び処理
　上述したように、本発明のシース流装置は、様々な生体物質の成分の培養、精製若しく
は単離又は様々な生体物質の解析に特に有用である。特定の態様において、細胞溶解、ビ
ーズを用いた置換アッセイ、かん流、ろ過、サンプル調製、走化性、全血分離及び様々な
他の処理に適するように、本発明の装置を構成する又は適合させるようにしてもよい。
【０１４４】
　複合生体サンプルから特定の細胞型を単離することは特に有用である。たとえば、生体
サンプルは、１つ以上の幹細胞、バクテリア、ヒト細胞、生体膜材料、哺乳類細胞、酵母
菌、藻類、原発腫瘍細胞、不死化細胞株、組織又は器官培養、単細胞又は多細胞生命体、
カビ、及び、培養物などの、その他サンプルから単離可能な生命体を含むものでもよい。
従来、このような複合混合物からの細胞株単離は非常に手間がかかるだけではなく、収率
が低い、純度が低い、処理工程が多いことから単離した細胞が死んでしまう等、満足な結
果が得られないことが多かった。上述したように、本発明のシース流装置は、細胞選別を
行なうための流体回路を備えるだけではなく、特性評価や治療等に用いるために後で増殖
や分化を行なうことができる様々な細胞型の単離を可能にするものである。本発明のシー
ス流装置は、ex situ（その場以外）及び／又はin situ（その場）での増殖や分化等、単
離後処理にも利用できる。
【０１４５】
　たとえば、標的細胞に選択的な抗体や化学反応基等の結合剤を含有する磁性粒子で細胞
を標識化することにより、標的細胞型を単離することができる。サンプルを磁性粒子にさ
らすと、磁性粒子に結合させた選択的結合剤を介して、標的細胞が選択的に磁性粒子に結
合する。本発明のシース流装置の用途として、２種類の細胞型である幹細胞と循環腫瘍細
胞（ＣＴＣ）とを例示する。シース流装置及び方法を幹細胞とＣＴＣとに適用した実施形
態の詳細を以下に記載する。
【０１４６】
幹細胞：
　幹細胞処理は、ヒト疾患の様相を変化させて、苦痛を軽減する可能性があるものと医学
研究者たちは考えている。自己再生を行なって新しい幹細胞集団を形成するという幹細胞
の特性により、拒絶や副作用のリスクなしに、体内の疾患組織や損傷組織の修復及び／又
は交換（標的細胞集団に分化させることにより）を実現するという大きな可能性がある。
医学研究者たちは、成体幹細胞及び胚性幹細胞技術を用いた、癌、代謝異常、心不全、筋
損傷及び神経疾患の治療に期待をかけている。幹細胞治療が有望であると考えられている
具体的な疾患には、脳損傷、癌、脊髄損傷、心臓障害、造血、はげ頭、歯の欠損、難聴、
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失明及び視覚障害、筋委縮性側索硬化症、移植片体宿主拒絶反応、クローン病、神経及び
行動の先天性異常、糖尿病、整形外科的障害、傷治療及び不妊症が挙げられる（The Lead
ing Edge of Stem Cell Therapeutics（最先端の幹細胞治療） Singec Iら、Annu. Rev. 
Med. 58: 313-328, 2007年参照）。
【０１４７】
　幹細胞研究及び／又は治療でカギとなるのは、高純度の生存幹細胞を単離することであ
る。上述したように、本発明のシース流装置及び方法により、たとえば、血液、骨髄、臍
帯やその他のソースから特定の幹細胞を選別及び単離することができ、また、必要に応じ
て、たとえば、シース流装置で単離した細胞をin situ及び／又はex situで培養する等、
単離した細胞をさらに処理することも可能である。
【０１４８】
　したがって、本発明の特定の態様は、生体サンプルから幹細胞を単離するように構成さ
れるシース流装置及び方法である。シース流装置内で、たとえば、磁気泳動ビーズ、音波
ビーズ、又は、選択された分子（及び細胞）を捕獲可能なその他の部分（ｍｏｉｅｔｙ）
等、選別に適した様々な媒体に選択的結合分子を接続させることができる。一実施形態に
おいて、シース流装置は、幹細胞に選択的な部分（ｍｏｉｅｔｙ）、たとえば、ＣＤ３４
＋選択的結合分子、を含有する磁性粒子を用いる。特定の実施形態において、磁性粒子を
標的幹細胞に結合させることにより、幹細胞の捕獲と単離を行なうようにしてもよい。ま
た、装置のバッファーシース流によって囲まれたサンプル流にのせて磁性粒子を移動させ
ることにより、シース流を介してサンプル流から採取グリッドに磁性粒子を選択的に引っ
張る又は偏向させることができる。
【０１４９】
　採取グリッド上で、又は、採取グリッド外で、単離した幹細胞の特性評価及び／又は処
理を行なうことができる。上述したように、本発明のシース流装置は、幹細胞集団を増幅
する、及び／又は、幹細胞を分化させるための追加の単離後処理モジュール又は機能を備
えるものでもよいたとえば、細胞の捕捉に用いられる磁性粒子からの分離前又は分離後の
結合部分（ｍｏｉｅｔｙ）及び局所環境に応じて、単離後修飾を行なうことができる。当
業者には自明のことであるが、このような単離後モジュール及び機能が、さらに、培地、
酸素、温度、培地交換等、幹細胞を成長させるためのバイオリアクター機能を備えるもの
でもよい。
【０１５０】
　具体的な例では、血液から適当な幹細胞を選別して、幹細胞を培養して増殖させるよう
に、本発明のシース流装置を構成するようにしてもよい。選択培地、成長因子及びその他
の材料を、本発明のシース流装置に予め充填する（プレフィルする）ようにしてもよい。
たとえば、抗体やアプタマー等の造血幹細胞選択試薬を用いるようにしてもよい。このよ
うな試薬は、選択的に、たとえば、ＣＤ３４＋幹細胞に結合する。たとえば、ＣＤ３４＋
細胞に結合した磁性粒子又は非結合の磁性粒子を適当な位置に保持する一方で、他の物質
を洗浄除去する。ビーズ放出試薬、たとえば、市販のビーズ放出試薬を用いて、結合した
細胞を放出させる。磁力でビーズを捕獲する一方で、幹細胞を上澄み液に分離することが
できる。他の種類の幹細胞としては、胚性幹細胞、胎児幹細胞、羊膜幹細胞、成体幹細胞
又は人工多能性幹細胞が挙げられる。
【０１５１】
　上述したように、単離した細胞、この例では幹細胞を用いて、シース流装置内で、液体
サンプルから分離した幹細胞からの細胞由来生成物を得るようにしてもよい。細胞由来生
成物には、たとえば、増殖細胞集団、分化細胞、及び、遺伝子コード情報、ＲＮＡ、ＤＮ
Ａ、発がん性情報等、細胞の分子成分の分析により得られた生成物が含まれる。幹細胞の
場合、本発明のシース流装置のモジュールを用いて、幹細胞を培養し、幹細胞集団の増殖
及び／又は分化をin situで行なうことができる。あるいは、幹細胞を取り出して、別の
装置内で増幅及び／又は分化を行なうようにしてもよい。増殖した幹細胞集団を、患者の
、たとえば、腫瘍部位や神経組織や筋組織等の組織損傷部位に注入するようにしてもよい
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。また、幹細胞には、組織を修復する機能や、組織修復を助ける機能もある。腫瘍学にお
いて、幹細胞には、腫瘍破壊を助ける機能をある。さらに、癌幹細胞（ＣＳＣ）は、腫瘍
性増殖を妨害すると共にＣＳＣを殺す化学療法を無力化して、癌性増殖を再発させる成分
であると考えられている。本発明のシース流装置を用いて、本明細書で記載する他の幹細
胞と同様に、ＣＳＣの単離、特性評価、及び処理を行なうことができる。
【０１５２】
　本発明のシース流装置を、さらに、組織再生に用いることもできる。たとえば、前述し
たようにシース流装置を幹細胞増殖に用いる場合、試薬を用いて、単離した幹細胞を、細
胞由来生成物の別の例である異なる型の組織関連細胞に分化させるようにしてもよい。本
発明のシース流装置を、生体適合性のある骨格とex vivo（生体外）で組織を増殖するた
めに適した試薬と共に構成するようにしてもよい。一つの実施形態において、シース流装
置内で単離しin situ（その場）で増殖させた細胞を基にして、移植を目的とした肝臓組
織や他の器官の組織の培養を行なうように、シース流装置を構成するようにしてもよい。
本発明の装置を幹細胞の選別とin situでの増殖を行なうように構成する場合、さらに、
所望の標的組織への幹細胞の分化等、様々な用途にあわせて、予め充填させた（プレフィ
ル）試薬を備えるように装置を構成してもよい。シース流装置自体を生体適合性の材料か
ら形成するようにしてもよく、この場合には、幹細胞増殖組織（又は骨格上の細胞集団）
を患者に直接使用又は移植することも可能である。別の例において、本発明のシース流装
置を、幹細胞を単離して、角膜移植に適した角膜組織を生成するように構成することもで
きる。
【０１５３】
循環腫瘍細胞：
　癌による死亡の大部分は、血行性転移拡散及び全身の組織内での腫瘍細胞の増殖に起因
するものである。腫瘍由来の生存上皮細胞、循環腫瘍細胞すなわちＣＴＣは、癌患者の末
梢血内で同定され、難治性の転移性疾患の原因であると考えられる（Nagrath, S.ら、Iso
lation of Rare Circulating Tumour Cells in Cancer Patients （癌患者における希少
循環腫瘍細胞の単離）Microchip Technology, Nature, Vol 450: 20/27, 1235-1240, 200
7参照）。したがって、ＣＴＣの研究は、早期転移拡散の生物学（機構）と高い関連性が
あり、顕性転移のある患者において診断のための強力な情報源となる（Pantel, K.ら、 D
etection, Clinical Relevance and Specific Biological Properties of Disseminating
 Tumour Cells, （播種腫瘍細胞の検出、臨床的関連及び特定の生物学的特性）Nature Re
views, Vol. 8: 329-40, 2008参照）。さらに、癌患者の血液からのＣＴＣの分子解析を
行なうことにより、治療過程で腫瘍遺伝子型の変化をモニターすることが可能になる（De
tection of Mutations in EGFR in Circulating Lung-Cancer Cells（循環肺癌細胞にお
けるＥＧＦＲ変異株の検出）、Maheswaran, S.ら、N Engl J Med, 359:366-77, 2008参照
）。単純な採血等により得られた液体サンプルを用いる方法は、非血液癌の検出、特性評
価及びモニタリングの情報源として、侵襲的な生検と比べて大きな利点がある。
【０１５４】
　ＣＴＣ研究及び／又は治療でカギとなるのは、高純度のＣＴＣを単離することである。
本発明のシース流装置を用いることにより、固形腫瘍の生検を行なう必要がなく、採血等
によって得られた液体サンプルからＣＴＣを選別して、単離することができる。本発明の
装置及び方法を用いることにより、分析を目的として、癌のような細胞増殖異常と診断さ
れた及び／又はモニタリングされている患者の血液から特定の循環腫瘍細胞を選別するこ
とができる。本発明のシース流装置を用いたポイントオブケア（ＰＯＣ）診断は、癌型及
び／又は進行等の早期及び正確な診断を行なうための強力なツールである。また、単純な
採血等から得た系内ＣＴＣの迅速なターンアラウンド分析は、現在および将来の治療計画
の策定や、増殖した腫瘍を取り除く外科手術等の補助療法の有効性を比べることができる
ため、癌患者に有効である。
【０１５５】
　したがって、本発明の一つの態様は、患者の治療計画をモニタリングして、必要に応じ
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て調節する方法であって、（ａ）一次治療計画を実施中の患者から腫瘍細胞を含むサンプ
ルを採取する工程と、（ｂ）分離法により前記腫瘍細胞をサンプルから分離する工程であ
って、（ｉ）腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いてサンプルを標識して
、標識サンプルを生成することと、（ｉｉ）標識サンプルから磁性粒子を偏向させ、及び
／又は、捕捉して、これにより、サンプルから腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を
有する選別領域を備える流体装置に、標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶
液のシース内にサンプルを流すことによって、流体装置へのサンプルの非特異的な結合を
抑制する工程と、（ｃ）工程（ｂ）でサンプルから分離された腫瘍細胞の特性評価を行な
って、患者に対する今後の治療を提案する及び／又は既存の治療の有効性を評価する工程
と、を備える。一実施形態において、サンプルは、患者から採取した流体サンプルである
。具体的な実施形態において、サンプルは、血液サンプルである。他の実施形態において
、腫瘍細胞はＣＴＣである。一つの実施形態において、一次治療計画は化学療法レジメン
であり、さらに具体的な実施形態において、今後の治療は異なる化学療法レジメンである
。一実施例において、腫瘍細胞の特性評価は、計数であり、別の実施形態において、腫瘍
細胞の特性評価は、分子特性評価である。さらに具体的な実施形態において、分子特性評
価は、腫瘍細胞内の遺伝子変異である。
【０１５６】
　一実施形態において、患者に対する今後の治療を提案する工程は、一次治療計画の今後
の有効性を予測することを備える。別の実施形態において、患者に対する今後の治療を提
案する工程は、患者に関して前にはわかっていなかった腫瘍細胞の特徴を考慮した、一次
治療計画とは異なる二次治療計画を特定することを備える。別の実施形態において、方法
は、さらに、（ｄ）患者に二次治療計画を実施した後で、患者から腫瘍細胞を含むサンプ
ルを採取する工程と、（ｅ）工程（ｄ）で採取されたサンプルと腫瘍細胞に対して（先の
段落で説明した）工程（ｂ）及び工程（ｃ）を実施する工程と、を備える。
【０１５７】
　したがって、本発明の方法及び装置を用いて、臨床医は、たとえば、臨床試験に適した
候補を選出するための潜在患者集団のスクリーニングを行なうことができる。これにより
、対象となる治療計画に対して難治性の反応を示す癌遺伝情報を有するＣＴＣの患者に対
して、他の可能な治療を試すことができる。あるいは、特に、難治性の患者を、特定の新
しい治療計画のターゲットにすることも可能である。別の例として、患者のＣＴＣの計数
分析及び／又は分子成分分析を行なって、この情報から、現在の治療が有効であるか否か
、現在の治療を続けるべきか否か、又は、別の若しくは追加の治療を考慮するべきか否か
を判定することができる。別の実施形態において、患者のＣＴＣの計数分析及び／又は追
加の特性評価分析を行なって、補助療法が有効であったか否かの評価を行なうことができ
る。具体的な例において、患者のＣＴＣ計数から、補助療法が成功し、さらなる治療は現
在必要ではないこと、が示唆される。別の具体的な例において、患者のＣＴＣ計数から、
補助療法が成功したが、以前の患者ＣＴＣ特性評価と比較したＣＴＣの変異に基づいて、
他の治療が必要であること、が示唆される。さらに別の具体的な例において、患者のＣＴ
Ｃ計数から、補助療法が失敗し、他の補助療法が指示されていること、が示唆される。
【０１５８】
実施形態：
　本発明の一つの実施形態は、流体分離装置であって、（ａ）流体分離装置内にサンプル
流を形成するように構成される少なくとも１つのサンプル流入チャネルと、（ｂ）流体分
離装置内でサンプルの流れの周囲にシースを形成する１つ以上の流体の流れを与えること
により、装置に対するサンプルの成分の非特異的結合を抑制するように構成される少なく
とも１つのシース流流入チャネルと、（ｃ）サンプル流入チャネルとシース流流入チャネ
ルとに流体連結される選別ステーションであって、サンプル流の流路に沿って配置される
選別ステーションと、（ｄ）外部磁場と相互に作用して、選別ステーション内の傾斜磁場
を変化させることにより、サンプル流から磁性粒子を偏向させる、及び／又は、捕捉する
傾斜磁場発生部と、を備える。一つの実施形態において、磁性粒子は、選別ステーション
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により捕捉される。
【０１５９】
　一つの実施形態において、選別ステーションは、選別ステーションを通って流れる流体
の境界を形成する実質的に長方形の内部空間を有し、内部空間は、サンプル流の流れ方向
と交わる第１及び第２の横方向寸法を有し、第２の横方向寸法は、第１の横方向寸法の少
なくとも約２倍以上であり、少なくとも１つのシース流流入チャネルは、第１の横方向寸
法に沿ったサンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するように構成され
る。別の実施形態において、選別ステーションは、選別ステーションを通って流れる流体
の境界を形成する実質的に長方形の内部空間を有し、内部空間は、約２ミリメートル以下
の距離だけ離れた、実質的に平行かつ実質的に平面状の２つの表面により、部分的に規定
され、少なくとも１つのシース流流入チャネルは、平行で平面状の２つの表面に接して流
れると共に、サンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するように構成さ
れる。一つの実施形態において、実質的に平行で実質的に平面状の２つの表面は、約１ミ
リメートル以下の距離だけ離れている。一つの実施形態において、少なくとも１つのシー
ス流流入チャネルは、選別ステーションの上流側に位置し、内部空間の実質的に平面状の
２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表面を有する第１のシース流流
入チャネルを備える。
【０１６０】
　一つの実施形態において、流体分離装置は、さらに、選別ステーションの上流側に位置
し、内部空間の実質的に平面状の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状
の表面を有する第２のシース流流入チャネルを備える。一つの実施形態において、少なく
とも１つのサンプル流入チャネルは、内部空間の実質的に平面状の２つの表面に実質的に
平行に配置される実質的に平面状の表面を有する。
【０１６１】
　一つの実施形態において、傾斜磁場発生部は、分離装置上でパターンを形成する複数の
強磁性素子を、選別ステーションの近傍に備える。別の実施形態において、傾斜磁場発生
部は、複数の強磁性素子の近傍に永久磁石を備える。さらに別の実施形態において、複数
の強磁性素子は、選別ステーションの流体通路内に配置されて、強磁性素子とサンプル流
とを流体接触させる。強磁性素子は、マイクロパターン化されたニッケル素子を含むもの
でもよい。一つの実施形態において、傾斜磁場発生部は、一時的に磁性粒子を捕捉し、そ
の後、磁性粒子を放出するように構成される。
【０１６２】
　別の実施形態は、サンプルに含まれる標的種を捕捉する方法であって、（ａ）流体選別
装置の少なくとも第１の流入チャネルに、標的種に対する特異的親和性を有する磁性粒子
を含むサンプルを供給する工程と、（ｂ）流体選別装置にシース流を供給し、流体選別装
置内でサンプル流の周りにシースを形成する１つ以上のシースの流れを生じさせることに
より、装置へのサンプルの非特異的な結合を抑制する工程と、（ｃ）傾斜磁場発生部を磁
化して、磁性粒子の少なくとも一部を捕捉して、サンプルから捕捉した磁性粒子を分離す
る工程と、（ｄ）捕捉した磁性粒子に結合する又は結合した標的種を分析する工程と、を
備える。一つの実施形態において、傾斜磁場発生部は、複数の強磁性素子を備える。強磁
性素子は、流体装置上でマイクロパターン化された強磁性物質を含有するものでもよい。
一つの実施形態において、傾斜磁場発生器を磁化する工程は、永久磁石又は電磁石から外
部磁場を傾斜磁場発生器に印加することを備える。
【０１６３】
　方法は、さらに、１）捕捉した磁性粒子に結合する精製された標的種を検出することと
、２）流体選別装置内で標的種の核酸を増幅することと、３）流体選別装置内で、少なく
とも一部の細胞が標的種を含有するような細胞を溶解することと、４）流体選別装置内で
、少なくとも一部の細胞又はウィルスが標的種を含有するような細胞又はウィルスから遺
伝物質を分離することと、５）サンプル内に少なくとも５０％の標的種を含有する、精製
された標的種を回収することと、のいずれかの組み合わせを備えるものでもよい。



(35) JP 5337912 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

【０１６４】
　別の実施形態は、標的種に対する親和性を有する磁性粒子を含有するサンプルに含まれ
る標的種を精製する方法であって、（ａ）傾斜磁場発生部を有する流体選別装置にサンプ
ルを流し、サンプルの流れが、実質的にサンプルを含まない液体シースにより包含される
ように、又は、液体シース間に挟まれるようにして、少なくとも一部の磁性粒子を捕獲す
る工程と、（ｂ）傾斜磁場発生部に印加される磁場を消失させる又は弱めることにより、
捕獲された磁性粒子を放出させる工程と、（ｃ）傾斜磁場発生部の下流側で、少なくとも
一部の磁性粒子を用いて、精製された標的種を採取又は処理する工程と、を備える。
【０１６５】
　別の実施形態は、シース流装置であって、（ａ）シース流平面領域の上流側に位置する
第１の層流形成面と、（ｂ）シース流平面領域に平行であり、サンプルシース流平面領域
の上流側に位置するサンプル層流形成面と、必要に応じて、さらに、（ｃ）第２のシース
流平面領域の上流側に位置する第２の層流形成面と、を備える。一つの実施形態において
、シース流装置は、さらに、粒子トラップステーションを備える。このトラップステーシ
ョンは、たとえば、磁気トラップステーションでもよい。本明細書のシース流装置は、よ
り大きな流体回路の一部でもよい。
【０１６６】
　別の実施形態は、シース流装置であって、ａ）シース流平面領域の上流側に位置する第
１の層流形成面と、（ｂ）シース流平面領域に平行であり、サンプルシース流平面領域の
上流側に位置するサンプル層流形成面と、（ｃ）第２のシース流平面領域の上流側に位置
する第２の層流形成面と、を備える。一つの実施形態において、工程（ａ）、（ｂ）及び
（ｄ）の層流形成面は、実質的に乱流を生じさせることのない個別のシース流平面を十分
に維持可能である。一つの実施形態において、工程（ｂ）のサンプル層流形成面は、上面
と底面とを備え、工程（ｃ）の第２の層流形成面は、サンプル層流形成に用いられる面と
反対側の面上に位置する。シース流装置は、水平面に対して実質的に直交するように配置
されるものでもよい。シース流装置は、さらに、粒子トラップステーションを備えるもの
でもおい。一つの実施形態において、粒子トラップステーションは、強磁性成分を備える
。シース流装置は、磁気泳動粒子分離に適合させたものでもよい。
【０１６７】
　本発明のシース流装置は、さらに、試薬を収容する少なくとも１つの貯蔵部を備えるも
のでもよいし、全血からの幹細胞の単離に適合させたものでもよいし、及び／又は、マイ
クロ流体処理用に構成されるものでもよい。一つの実施形態において、シース流装置は、
試薬を収容する貯蔵部を備え、試薬は、バッファ―（緩衝液）、多数の磁気ビーズ、幹細
胞増殖剤、アプタマー、タンパク質含有組成物、バクテリア細胞培養物、及びバクテリオ
ファージ集団含有組成物の少なくとも一つを含有する。
【０１６８】
　他の実施形態は、シース流装置内で流体サンプルから標的種を分離する方法であって、
（ａ）標的種に選択的に結合する磁性粒子に結合された試薬を用いて、流体サンプルに含
まれる標的種を磁性粒子で予め標識する工程と、（ｂ）シース流装置の平面状の表面に沿
ってバッファー層流を形成する工程と、（ｃ）バッファー層流に隣接して流体サンプルの
層流を形成する工程と、（ｄ）バッファー層流を介して、流体サンプルの層流から標的種
を引き離す工程と、（ｅ）磁気トラップステーションで標的種を捕捉する工程と、を備え
る。一つの実施形態において、層流は、高さがミクロンオーダーで、幅がミリメートルオ
ーダーである。バッファー層流とサンプル層流とは、長さ方向と幅方向とが一致する領域
に沿って隣接する、すなわち、高さ方向に積層される。この方法により標的種を単離する
際のスループットを増大させる一つの方法は、層流の高さをミクロン（ミリメートル未満
）オーダーに保持する一方で、層流の幅を広くすることである。このためには、複数のシ
ース流装置を並列に運転する、及び／又は、シース流装置内の層流の幅を広くすればよい
。一つの実施形態において、方法は、さらに、流体サンプル層流を形成する前に、第１の
バッファー層流に隣接して第２のバッファー層流を形成し、第１のバッファー層流と第２
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のバッファー層流との間に流体サンプル層流を形成する工程を備える。一つの実施形態に
おいて、第１及び第２のバッファー層流並びに流体サンプル層流は、実質的に乱流を生じ
させることのない個別の流れ平面を十分に維持可能である。別の実施形態において、磁気
トラップステーションは、強磁性成分を備える。一つの実施形態において、標的種は、細
胞、バクテリア、ウィルス、タンパク質及び核酸のうち少なくとも１つを備える。一つの
実施形態において、標的種は循環腫瘍細胞であり、流体サンプルは全血である。
【０１６９】
　他の実施形態は、患者を分析する方法であって、（ａ）患者から腫瘍細胞を含むサンプ
ルを採取する工程と、（ｂ）分離法により腫瘍細胞をサンプルから分離する工程であって
、（ｉ）腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いてサンプルを標識して、標
識サンプルを生成することと、（ｉｉ）標識サンプルから磁性粒子を偏向させ、及び／又
は、捕捉して、これにより、サンプルから腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有す
る選別領域を備える流体装置に、標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶液の
シース内にサンプルを流すことによって、流体装置へのサンプルの非特異的な結合を抑制
する工程と、（ｃ）工程（ｂ）でサンプルから分離された腫瘍細胞の特性評価を行なう工
程と、を備える。一つの実施形態において、工程（ｃ）の特性評価を行なうことは、状態
を診断する、臨床試験のためのスクリーニングを行なう、治療法の有効性を評価する、及
び、手術の有効性を査定するための情報を与えることである。別の実施形態において、サ
ンプルは、患者から採取した流体サンプルである。一つの実施形態において、サンプルは
、患者の生検により採取されたものではなく、たとえば、サンプルは血液サンプルである
。一つの実施形態において、腫瘍細胞は、非血液癌由来の循環腫瘍細胞である。別の実施
形態において、特性評価を行なうことは、腫瘍細胞の計数である、及び／又は、腫瘍細胞
の分子特性評価を行なうことである。分子特性評価は、たとえば、腫瘍細胞における遺伝
子変異である。
【０１７０】
　別の実施形態は、患者の治療計画をモニタリングして、必要に応じて調整する方法であ
って、（ａ）一次治療計画を実施中の患者から腫瘍細胞を含むサンプルを採取する工程と
、（ｂ）分離法により腫瘍細胞を前記サンプルから分離する工程であって、（ｉ）腫瘍細
胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いてサンプルを標識して、標識サンプルを生
成することと、（ｉｉ）標識サンプルから磁性粒子を偏向させ、及び／又は、捕捉して、
これにより、サンプルから腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領域を備
える流体装置に、標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶液のシース内にサン
プルを流すことによって、流体装置へのサンプルの非特異的な結合を抑制する工程と、（
ｃ）工程（ｂ）でサンプルから分離された腫瘍細胞の特性評価を行なって、患者に対する
今後の治療を提案する工程と、を備える。一つの実施形態において、一次治療計画は化学
療法レジメンである。一つの実施形態において、今後の治療は異なる化学療法レジメンで
ある。一つの実施形態において、患者に対する今後の治療を提案する工程は、一次治療計
画の今後の有効性を予測することを備える。別の実施形態において、患者に対する今後の
治療を提案する工程は、患者に関して前にはわかっていなかった腫瘍細胞の特徴を考慮し
た、一次治療計画とは異なる二次治療計画を特定することを備える。
【０１７１】
　患者の治療計画をモニタリングして、必要に応じて調整する方法は、さらに、（ｄ）患
者に二次治療計画を実施した後で、患者から腫瘍細胞を含むサンプルを採取する工程と、
（ｅ）工程（ｄ）で採取されたサンプルと腫瘍細胞に対して工程（ｂ）及び工程（ｃ）を
実施する工程と、を備える。
【０１７２】
　別の実施形態は、細胞由来生成物を提供する方法であって、（ａ）標的細胞を含むサン
プルを採取する工程と、（ｂ）分離法により標的細胞をサンプルから分離する工程であっ
て、（ｉ）標的細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて標的細胞を標識して、
サンプル内に標識細胞集団を生成することと、　（ｉｉ）サンプルから標識細胞集団の少
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なくとも一部を偏向させ、及び／又は、捕捉して、これにより、サンプルから標的細胞を
分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領域を備える流体装置に、サンプルを通すこと
と、を備え、バッファー溶液のシース内にサンプルを流すことによって、流体装置へのサ
ンプルの非特異的な結合を抑制する工程と、（ｃ）工程（ｂ）でサンプルから分離した標
的細胞から細胞由来生成物を得る工程と、を備える。一つの実施形態において、方法は、
さらに、工程（ｂ）でサンプルから分離した標的細胞を処理して、細胞由来生成物を生成
する工程を備える。一つの実施形態において、標的細胞は幹細胞であり、標的細胞を処理
する工程は、幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることを備える。一つの実施形態にお
いて、幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることは、標的細胞を分化させて、より特異
的な細胞型を生成することを備える。上述した他の方法と同様に、サンプルは、患者から
採取した流体サンプルでもよく、たとえば、血液サンプルでもよい。
【０１７３】
　一つの実施形態において、方法は、さらに、工程（ｂ）でサンプルから分離した標的細
胞の特性評価を行なう工程を備える。特性評価を行なうことは、標的細胞の計数であって
もよく、及び／又は、標的細胞の分子特性評価を行なうことでもよい。分子特性評価は、
たとえば、標的細胞における遺伝子変異である。
【０１７４】
実施例：
　以下、実施例及び理論的実験例を説明する。実施例１は、複合血液サンプルから希少細
胞を磁気泳動選別する本発明の装置を示す。実施例２は、本発明のオンチップキットの実
施例を示す。実施例３ないし７は、サンプル流体の一部が生物製剤又は化学薬品である実
施例を示す。実施例８及び９は、本発明の装置を、モニタリング、具体的には、各々、環
境プロセス及び生物医薬品製造のモニタリングに用いた実施例を示す。実施例１０は、本
発明の装置をポイントオブケア（ＰＯＣ）診断に用いた実施例を示す。実施例１１は、ヒ
トの臍帯血サンプルから得た造血前駆細胞（ＨＰＣ）の濃縮比較を示す。
【０１７５】
実施例１：全血からの希少細胞の単離及びシース流が形成されない装置との比較
　この実施例は、本発明のシース流装置が、磁気泳動トラップステーションへの非標的血
液細胞の非特異的結合を実質的に防ぐ流体層を形成する様子を示す。
【０１７６】
　磁力を用いて、１０6 ＭＮＣ（単核細胞）及び全血に含まれる非常に希少な標的細胞を
濃縮するマイクロ流体分離を行なった。以下、マルチストリームマイクロ磁気分離装置（
Multi-stream Micro Magnetic Separator：Ｍ－ＭＭＳ又はＭＭＳ）と称する。
【０１７７】
　図６Ａに図示し、図６Ｂに画像として示す装置を用いた。図６Ａは、本発明のＭＭＳ装
置６００のシース流部品の一実施例を示す分解斜視図である。これは、装置の個々の部品
を互いに組み合わせたときに、どのようにシース流を形成するかを示すための斜視図であ
る。この実施例では、７枚のプレート６１５、６２０、６２５、６３０、６３５、６４０
、６４５が用いられており、各プレートは、アクセスポート及び／又はチャネルを備え、
互いに組み合わせてバッファー流とサンプル流とを装置内に導入したときにシース流を形
成するように構成される。
【０１７８】
　サンプル流路を示す点線の矢印６０２のように、サンプル流入ポート６０１から液体サ
ンプルが導入される。サンプルは、プレート６２０及び６２５の同様なポートから、プレ
ート６３０のチャネル端部を通った後、プレート６３５の（図では）上面の突き当り領域
６０６（サンプル層流形成面）に流れる。便宜上、サンプル流の矢印６０２は、互いに組
み合わせたときに流れが突き当り領域６０６で偏向し、プレート６３０の空隙内に空隙と
平行な方向に層流を形成するように図示した。同様に、一方のバッファー流路を示す点線
の矢印６０３のように、バッファー流入ポート６０４からバッファー溶液が導入される。
バッファーは、プレート６２０の同様なチャネル端部を通った後、プレート６２５の（図



(38) JP 5337912 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

では）上面の突き当り領域６０５（バッファー層流形成面）に流れる。便宜上、バッファ
ー流の矢印６０３は、流れが突き当り領域６０５で偏向し、プレート６２５の空隙内に空
隙と平行な方向に層流を形成するように図示した。さらに同様に、他方のバッファー流路
を示す点線の矢印６０９のように、バッファー流入ポート６０８からバッファー溶液が導
入される。バッファーは、プレート６４０の同様なチャネル端部を通った後、プレート６
３５の（図では）下面の突き当り領域６０７（バッファー層流形成面）に流れる。便宜上
、バッファー流の矢印６０９は、流れが突き当り領域６０７で偏向し、プレート６３５の
空隙内に空隙と平行な方向に層流を形成するように図示した。
【０１７９】
　矢印６１１は共通の排出流路を示す。流れ６０２、６０３及び６０９は、（互いに組み
合わせたときに）プレート６２０、６２５、６３０、６３５及び６４０のチャネルの遠位
端で合流し、点線の矢印６１１で示すように、流出ポート６１０を介して装置から排出さ
れる。
【０１８０】
　図６Ｂに示すように、チャネル上面にニッケルグリッドの薄層がパターン化されている
（図２Ａ及び図２Ｂを参照して上述した。また、図６Ｂではグリッドパターンは灰色の影
として示されている）。ニッケルグリッドは、外部磁石の存在により、強い傾斜磁場を生
じ、磁気ビーズで標識した標的検体を捕獲可能なように構成される。標識されていないバ
ックグラウンド細胞は、傾斜磁場の影響を受けないで、排出物として連続的に溶出される
。最初は、純粋なシース流のみが上面に接触するため、磁気的に捕獲される標的検体のみ
が上面に捕獲される一方で、表面への非特異的な結合が最小限に抑えられるため、非常に
純度の高いサンプルが得られる。図６Ｂに、ルアーロック等のサンプル流入口取付具６５
０と、上部及び下部バッファー流入口取付具６５５及び６６０と、排出物流出口取付具６
６５と、を示す。これらの取付具により、たとえば、シリンジを用いてサンプルを注入す
る一方で、専用流路を介して装置６００内にバッファーを連続的にポンプで注入すること
ができる。排出物は、たとえば、専用排出流路を介して、真ん中の貯蔵部に除去される。
単純に流路を外して新しい装置に再接続するだけで装置を切断することができる。
【０１８１】
　図６Ｃは、装置６００の一部（左上部）の断面Ａを示す。図６Ｃの下部の拡大断面図は
、サンプル流路とバッファー流路とを互いに隣接して形成して、シース流装置６００の上
部内側面と下部内側面とにサンプル流が接しないようにした様子を示す。サンプル層流の
上と下とにバッファー層流のシースが形成される様子を断面図の一番右側の部分に示す（
点線の矢印は、上部バッファー流、サンプル流及び下部バッファー流の各々の流れ方向を
示す）。
【０１８２】
　図７Ａは、同様のシース流装置７００の各部品を示す分解斜視図である。シース流装置
７００は、層７０５、７１０、７１５、７２０、７２５、７３０及び７３５を備え、図示
するように、各層を互いに隣接して組み合わせて積層させることにより、装置７００を形
成する。装置７００では、すべての流入口（下部バッファー流入口７４０、上部バッファ
ー流入口７４５及びサンプル流入口７５５）と流出口（排出物流出口７５０）とが最上部
プレート７０５上に形成されているという点で、装置６００と異なる（装置６００では、
下部バッファー流出口は底部プレートに形成されている）。装置７００は、操作の間、平
面上に置いておけるため、取扱いが簡便になる。この例では、最上部プレート７０５は、
ニッケルトラップグリッドを備えるガラスであり、層７１０、７２０及び７３０は、たと
えば約０．２ｍｍの厚さの接着層であり、層７１５及び７２５は、たとえば約０．１２５
ｍｍの厚さのポリカーボネートであり、層７３５はガラスである。図７Ｂに、図７Ａに示
すシース流装置７００を組み立てた状態の斜視図を示す。
【０１８３】
　本実施例のシース流装置は、血液の粘度と密度に合うように、下部流体層に５０％（ｗ
／ｗ）スクロース（ショ糖）を用いた。
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【０１８４】
　シース流が形成されるチップと、比較のために、シース流が形成されないチップとに、
（磁性粒子を含有しない）全血を同じ流速で注入して、シース流の有効性を調べた。図４
（の左側の画像）に示すように、シース流が形成されない場合には、ＲＢＣ（赤血球）及
び他の細胞が、表面に非特異的に付着した。図４（の右側の画像）に示すシース流装置で
は、表面に非標的細胞がほとんど存在せず、その有効性が立証された。
【０１８５】
　希少細胞を回収するＭ－ＭＭＳの能力を定量する目的で、ＭＣＦ－７乳癌細胞を、市販
のナノサイズ磁性粒子（BD Biosciences社の抗ＰＥ磁性粒子）で前標識した。前標識した
ＭＣＦ－７腫瘍細胞を、細胞５０個／ｍｌ、細胞３０個／ｍｌ又は細胞１０個／ｍｌの割
合で全血に混ぜた。結果を図５Ａ及び図５Ｂに示す。平均純度は、（それぞれ、細胞５０
個／ｍｌ、細胞３０個／ｍｌ又は細胞１０個／ｍｌに対して）６９％、５８％及び２０％
であった（図５Ａ）。これは、最初のサンプルの約１×１０7倍の濃縮に対応する。平均
細胞回収率は、（それぞれ、細胞５０個／ｍｌ、細胞３０個／ｍｌ又は細胞１０個／ｍｌ
に対して）８６％、９４％及び９２％であった（図５Ｂ）。
【０１８６】
　in situ（その場）標識を用いた場合の標的細胞の回収率は約９０％であった。また、
細胞の純度は、約１３％であり、これは、最初のサンプルの約２×１０6倍の濃縮に対応
する。in situの磁気標識の効率が悪いために、前標識選別ほど効率がよくなかったと考
えられる。
【０１８７】
　このように、本発明は、層流平面のサンプル流体層に隣接し、かつ、平行な平面におけ
るシース層流の第１流体層を備え、さらに、必要に応じて、層流平面のサンプル流体の第
２層に隣接するシース層流の第２流体層を備える、流体シース流装置を提供する。ここで
、シース流は、最初に、固体支持層状に形成される。
【０１８８】
実施例２：オンチップキット
　これは理論的実験例である。所定の流体回路に従って、本発明のシース流装置を製造す
る。所定の貯蔵部に所望の流体を予め充填する（プレフィルする）自動流体供給機器を用
いて、この装置を製造する。貯蔵部を密閉（シール）するが、ここで、プレフィル貯蔵部
の一部のシールが所定の張力によって破れて、内部の流体が別の貯蔵部と流体連結される
ように構成する。複数の貯蔵部を特定の目的に合わせてプレフィルし、流体回路により、
空気力等、適当な力を印加して、流体を所定の領域に流す。流体が貯蔵部から出て、図１
及び図２を参照して上述したように所定の流体回路の一部である本発明の装置に流入する
ことにより、本発明のシース流が形成される。一例において、自動機器は、空気ピストン
を用いて、装置の流体回路に合わせた所定の時間的パターンで力を印加して、シース流を
形成する。
【０１８９】
実施例３：バイオマーカー検出
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、個体から採取した体液からバイ
オマーカーを選別する流体回路を備えるように構成する。バイオマーカーの存在は、特定
の病態であることを示す。バイオマーカーは細胞、タンパク質、核酸又はこれらのいずれ
かの分解生成物から選択される。病態は、癌、神経疾患及び感染症の中から選択される。
癌バイオマーカーは、循環腫瘍細胞、タンパク質及び核酸の中から選択される。神経疾患
バイオマーカーは、細胞、これに限定されるものではないがＡβ（１－４２）（アミロイ
ドβペプチド４２）タンパク質又はそのフラグメント（断片）若しくはオリゴマーを含む
タンパク質、又は、アルツハイマー病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ又
はルー・ゲーリック病）、認知症、多発性硬化症及びプリオン病から選択される神経疾患
用の他のバイオマーカーから選択される。感染症用のバイオマーカーは、感染性病原体及
び二次病原体又は有害な効果のある検出可能なマーカーから選択され、以下に限定される
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ものではないが、ウィルス、バクテリア、真菌、プリオン及び他の感染性病原体を含む。
ウィルスは、たとえば、ＨＩＶウィルス、（あらゆる型の）肝炎ウィルス、（あらゆる型
の）インフルエンザウィルス、あらゆる型のパピローマウィルス（ＨＰＶ）、狂犬病ウィ
ルス又はその他のウィルス感染性病原体でもよい。バイオマーカーは、上記の生命体や感
染性病原体の一部でもよい。たとえば、バイオマーカーは、ウィルス外被に関係するたん
ぱく質でもよい。
【０１９０】
実施例４：アプタマーのスクリーニング
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、アプタマーを用いて流体サンプ
ルに含まれる希少分子を検出する流体回路を備えるように構成する。アプタマーは、検出
可能なマーカーと関連付けられたものでもよい。アプタマーを、アプタマーが標的種に結
合する条件下で、流体懸濁液にさらす。アプタマー及び標的種は、本発明のシース流装置
の貯蔵部内に設置されるトラップステーション内に捕捉される。非標的物質は、トラップ
ステーションからアプタマー／標的種を取り除くのには不十分な空気力（又は他の力）に
より流体（たとえば、バッファー）と共に洗浄除去される。この理論的実験例を用いて、
たとえば、尿、血液又は他の体液中の物質を検出することができる。たとえば、尿に含ま
れる微量のコカインやその他の不法に摂取された薬剤を検出することができる。たとえば
、参照することによりあらゆる目的で本明細書に組み込まれる、Swensen, J. S.ら、Cont
inuous, real-time monitoring of cocaine in undiluted blood serum via a microflui
dic, electrochemical aptamer-based sensor. （マイクロ流体電気化学アプタマーセン
サーを用いた不希釈血清中に含まれるコカインの連続的なリアルタイムモニタリング） J
. Am. Chem. Soc. doi:10.1021/ja806531z (2009)を参照のこと。
【０１９１】
実施例５：体液中の被分析物のテスト
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、薬物に関して、非合法か否かや
、その存在や用量を含めた（ヒトや動物等の）個体のモニタリングを行なう流体回路に合
わせて、構成する。本発明の装置を、医学的に処方された用量、薬物動態、体や脳の能力
向上、非合法（メタンフェタミン、コカイン、マリファナ（カンナビノイド））やグルコ
ース（インスリン）等の内分泌関連物質を検出又はモニタリングするように構成してもよ
い。たとえば、本発明のシース流装置を、血液や尿等の体液に含まれる医薬品又は医薬品
分解又は下流代謝製剤の検出に適した試薬を予め充填した（プレフィルした）貯蔵部（又
はチャンバ）を備えるように構成する。シース流装置を、血液（等の）サンプルを貯蔵部
に供給した後、適当な試薬をプレフィルした貯蔵部を手動張力等の力を印加して開放する
ように、構成する。体液と試薬とを結合させることにより、患者への投薬が適切であるか
否かを視覚的に検出することができる。
【０１９２】
実施例６：アプタマーを含む化学物質ライブラリーのスクリーニング
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、特定の目的に応じて化学物質ラ
イブラリーのスクリーニングを行なう流体回路を備えるように構成する。たとえば、ファ
ージディスプレイを用いることにより、標的タンパク質に対して、アプタマーライブラリ
ーをスクリーニングするようにしてもよい。アプタマー／タンパク質複合体を分析して、
結合しているアプタマー及びその結合特性を同定し、濃縮されたアプタマーを再びライブ
ラリーのスクリーニングにかけるようにしてもよい。たとえば、タンパク質部分（moiety
）上の特定のエピトープに対する結合親和性又は結合等、特定の特性を有するアプタマー
部分（moiety）を選択する反復処理により、このようなスクリーニングを行なうようにし
てもよい。この実施例のシース流装置は、所定のタンパク質のファージ・ディスプレイ集
団を保持し、必要に応じて培養する貯蔵部と、スクリーニング対象となるアプタマーライ
ブラリーの流入ポート又はアプタマーライブラリーをプレフィルしたチャンバと、を備え
る。あるいは、所望のタンパク質（又は他の選択用基質）が供給される、アプタマーライ
ブラリーを保持する貯蔵部を備えるものでもよい。アプタマーライブラリーとタンパク質
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（又は他の基質）とを混合する貯蔵部に力を加えて、結合反応を促進するようにしてもよ
い。
【０１９３】
実施例７：ゲノムスクリーニング：ＤＮＡ分析
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、マイクロ流体回路を備えるよう
に構成し、核酸選別に用いる。ＤＮＡのサンプル又はＤＮＡを含有する細胞を、特定のＤ
ＮＡ配列に結合する（さらに、必要に応じて、細胞を溶解して内部のＤＮＡを露出させる
）のに適した試薬を供給する貯蔵部及びチャネルと流体連結された装置内にセットする。
たとえば、ＤＮＡプライマーを用いて、特定の対応ＤＮＡ配列に結合させる。プライマー
を（ゲノムや法医学サンプル等の）対象ＤＮＡを含有する貯蔵部に加える。洗浄流体をチ
ャンバに加えて、結合していない部分（moiety）を洗浄除去する。プライマー／ＤＮＡを
適用試薬にさらして、ポリメラーゼ連鎖反応を複数回実施する。張力を加える自動機器を
用いて試薬を適切に混合する。
【０１９４】
実施例８：環境モニタリング
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、環境モニタリング又は環境分析
に適した材料と流体回路とを備えるように構成する。環境流体サンプルの処理は、（上述
した）体液から得られた水性流体処理とかなりの部分が共通するが、（温度、太陽光、塩
分や他の環境条件等、極端な条件に耐えさせられた）物質を対象とし、安定した電力が利
用できないような現場使用に合うような変更が施されている。たとえば、飲料水のモニタ
リングを住宅所有者が希望する場合、ある期間にわたって飲料水を採取して、一度に分析
する必要がある。あるいは、石油又はガスを含有する特定の地層に関係することが知られ
ている種である、石油やガスの掘削用の指標微生物のモニタリングに本発明のシース流装
置を用いることもできる。当業者であれば、このような条件下でのサンプル使用に耐えら
れる物質を選択することができるであろう。本発明のシース流装置を、さらに、シース流
路内の流体の流れに十分な圧力を手動で（手工具や携帯工具）加えるような構成にしても
よい。環境モニタリングには、たとえば、飲料水や環境水（塩水源や淡水源）、土壌（土
壌改善等）、ＰＣＢ又はスーパーファンド用地浄化モニタリング、環境放射線モニタリン
グ、（藻類やオキアミ等の）再生やその他の生態学的な目標、及び、居住環境モニタリン
グ（飲料水やプールの水を含む水、空気及び土壌モニタリング又は分析）が含まれる。水
銀、鉛、鉄等の重金属や（試掘用に）金や銀に選択的に結合するアプタマー（又は他の選
択的結合分子）を含有するプレフィル型装置を用いるようにしてもよい。また、ヒ素、過
度の薬剤環境汚染、ＭＢＥや他の有機溶剤等、環境有害物質をモニタリングすることも可
能である。大陸棚域等の海洋域の酸性化を、（比色分析片等の）酸性化指標を用いて調べ
ることもできる。
【０１９５】
実施例９：生物薬剤生産
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、生物製剤の生産において、生物
学的過程のモニタリングに用いることができる。たとえば、様々な段階で別々のバイオリ
アクターからタンパク質を採取して、タンパク質生産のロット間変動をモニタリングする
ようにしてもよい。同様に、ワクチン生産のモニタリングも可能である。本発明のシース
流装置を用いて、品質保証を目的として、さまざまな生物製剤や生物薬剤のモニタリング
を行なうことができる。
【０１９６】
実施例１０：ポイントオブケア（ＰＯＣ）診断
　これは理論的実験例である。本発明のシース流装置を、臨床検査室で通常実施される様
々なポイントオブケア（ＰＯＣ）血液分析に適するように、構成する。本発明のシース流
装置を、患者の血液を１つの貯蔵部に集めた後、張力をかけて、複数の貯蔵部に流して、
分割する。個々の貯蔵部に分割された血液サンプルを、染色剤若しくは染料又は抗体等、
臨床検査室での試験に用いられる部分（moiety）に各々さらす。あるいは、又は、これに
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加えて、分割した血液を、肝臓酵素、血糖、甲状腺、タンパク質Ｃやその他の血液部分（
moiety）等、用途により適した別の試薬にさらすようにしてもよい。
【０１９７】
実施例１１：ヒト臍帯血サンプルからの造血前駆細胞（ＨＰＣ）の濃縮比較
　上述の実施例１で説明した、シース流と磁気トラップとを用いる本発明の装置を、シー
ス流を形成することはできないが、磁性粒子で標識した細胞を磁気捕捉する細胞分離用装
置である（ドイツ、ベルギッシュ・グラッドバッハ、Miltenyi Biotec社から）市販のＭ
ＡＣＳ（登録商標）細胞分離カラムと、対照比較した。
【０１９８】
　冷凍臍帯血又は２日たった新鮮臍帯血多核細胞（ＭＮＣ）をろ過して、死んだ細胞を取
り除いた。次に、サンプルをMiltenyi CD34マイクロビーズ（ドイツ、ベルギッシュ・グ
ラッドバッハ、Miltenyi Biotec社から市販）で標識した。標識したサンプルを分割して
、一部を上述したMiltenyi分離カラムに通し、残りの部分を、実施例１で上述した本発明
のシース流磁気分離装置に通した。Miltenyiカラムを通したサンプルの一部を再び別のMi
ltenyiカラムに通し、Miltenyiカラムを１回通したもの（ＭＡＣＳ１ｘ）と２回通したも
の（ＭＡＣＳ２ｘ）を、本発明のシース流装置を１回通したもの（ＭＭＳ）と比較した。
当業者に周知の標準的な免疫蛍光染色及びＦＡＣＳ分析により、これら３種類の精製サン
プルを各々分析した。
【０１９９】
　図９Ａ及び図９Ｂに、上述の方法で単離したＨＰＣであるＭＡＣＳ１ｘ、ＭＡＣＳ２ｘ
及びＭＭＳのＦＡＣＳ分析の結果を示す。データは、上述したように、Ｎ＝６でコンパイ
ルし、エラーバーで標準偏差を示した。図９Ａから、ＭＭＳで分離したＨＰＣの純度が、
ＭＡＣＳ１ｘよりも高く、また、ＭＡＣＳ２ｘよりもわずかに高いが、少なくとも同等で
あることがわかる。この結果は、従来の非シース流形成装置と比べて、ＭＭＳ装置の性能
向上を示すものである。また、図９Ｂに、ＭＡＣＳ１ｘ、ＭＡＣＳ２ｘ及びＭＭＳのＨＰ
Ｃ回収率を示す。ＭＡＣＳ１ｘの回収率は高いが、その純度はＭＡＣＳ２ｘやＭＭＳより
も低い（図９Ａ参照）。この結果から、ＭＭＳの回収率（及び純度）は、ＭＡＣＳ２ｘと
同等であることがわかる。要するに、ＭＭＳ装置を１回だけ通したものと、従来のＭＡＣ
Ｓ装置に２回通したものとが、ほぼ同じ純度と回収率であった。
【０２００】
　本明細書の記載を参照すれば、当業者には自明のように、本発明は、様々な構成や適用
で実施可能であり、上述の実施形態や実施例に何ら限定されるものではない。例えば本発
明は、以下の適用例として実施可能である。
（適用例１）シース流装置であって、
　（ａ）シース流平面領域の上流側に位置する第１の層流形成面と、
　（ｂ）前記シース流平面領域に平行であり、サンプルシース流平面領域の上流側に位置
するサンプル層流形成面と、
　（ｃ）サンプル層流からシース流層流に標的種を偏向させるように構成される粒子移動
ステーションと、を備え、
　前記サンプル層流形成面により前記サンプル層流が形成され、前記シース流平面領域内
に前記シース流層流が形成される
　シース流装置。
（適用例２）適用例１に記載のシース流装置であって、
　さらに、
　（ｄ）第２のシース流平面領域の上流側に位置する第２の層流形成面を備える
　シース流装置。
（適用例３）適用例２に記載のシース流装置であって、
　前記工程（ａ）、（ｂ）及び（ｄ）の前記層流形成面は、実質的に乱流を生じさせるこ
とのない個別のシース流平面を十分に維持可能である
　シース流装置。
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（適用例４）適用例３に記載のシース流装置であって、
　前記工程（ｂ）の前記サンプル層流形成面は、上面と底面とを備え、
　前記工程（ｄ）の前記第２の層流形成面は、前記サンプル層流形成に用いられる面と反
対側の面上に位置する
　シース流装置。
（適用例５）適用例４に記載のシース流装置であって、
　前記粒子移動ステーションは、磁力、音響的な力、磁気泳動力及び光学的な力のうち少
なくとも１つを用いる
　シース流装置。
（適用例６）適用例５に記載のシース流装置であって、
　磁気泳動粒子分離に適した
　シース流装置。
（適用例７）適用例６に記載のシース流装置であって、
　さらに、試薬を収容する少なくとも１つの貯留部を備える
　シース流装置。
（適用例８）適用例６に記載のシース流装置であって、
　前記標的種は幹細胞であり、
　前記サンプル層流は全血を含む
　シース流装置。
（適用例９）適用例６に記載のシース流装置であって、
　マイクロ流体装置である
　シース流装置。
（適用例１０）適用例６に記載のシース流装置であって、
　さらに、試薬を収容する貯留部を備え、
　前記試薬が、バッファー（緩衝液）、多数の磁気ビーズ、幹細胞増殖剤、アプタマー、
タンパク質を含有する組成物、バクテリア細胞培養物及びバクテリオファージ集団を含有
する組成物のうち少なくとも１つを含有する
　シース流装置。
（適用例１１）シース流装置において流体サンプルから標的種を分離する方法であって、
　（ａ）前記シース流装置の平面に沿ってバッファー・シース層流を形成する工程と、
　（ｂ）前記バッファー・シース層流に隣接して流体サンプル層流を形成する工程と、
　（ｃ）前記流体サンプル層流から前記バッファー・シース層流内に前記標的種を偏向さ
せる工程と、を備え、
　前記バッファー・シース層流と前記流体サンプル層流とが隣接する方法。
（適用例１２）適用例１１に記載の方法であって、
　さらに、前記流体サンプルの層流に隣接して、第２のバッファー・シース層流を形成す
る工程を備え、
　前記工程（ｂ）は、前記第１のバッファー・シース層流と前記第２のバッファー・シー
ス層流との間に前記流体サンプル層流を形成することを備える
　方法。
（適用例１３）適用例１２に記載の方法であって、
　前記第１のバッファー・シース層流及び前記第２のバッファー・シース層流並びに前記
流体サンプル層流を形成することにより、実質的に乱流を生じさせることのない個別の流
れ平面を十分に維持可能である方法。
（適用例１４）適用例１３に記載の方法であって、
　前記流体サンプル層流から前記バッファー・シース層流内に前記標的種を偏向させる工
程は、磁力、音響的な力、磁気泳動力及び光学的な力のうち少なくとも１つを用いること
を備える　方法。
（適用例１５）適用例１４に記載の方法であって、
　前記標的種は、細胞、バクテリア、ウィルス、タンパク質及び核酸のうち少なくとも１
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つを含む方法。
（適用例１６）適用例１５に記載の方法であって、
　前記標的種は、前記バッファー・シース層流がその上を通過するトラップ・ステーショ
ン内に単離される方法。
（適用例１７）適用例１６に記載の方法であって、
　前記トラップ・ステーションは、磁力を用いて、磁性粒子で選択的に標識された標的種
を捕捉する方法。
（適用例１８）適用例１７に記載の方法であって、
　前記標的種は循環腫瘍細胞であり、前記流体サンプルは全血である方法。
（適用例１９）患者を分析する方法であって、
　（ａ）患者から腫瘍細胞を含むサンプルを採取する工程と、
　（ｂ）分離法により前記腫瘍細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記サンプルを標
識して、標識サンプルを生成することと、
　　（ｉｉ）前記標識サンプルから前記磁性粒子を偏向させ、及び／又は、捕捉して、こ
れにより、前記サンプルから前記腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領
域を備える流体装置に、前記標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶液のシー
ス内に前記サンプルを流すことによって、前記流体装置への前記サンプルの非特異的な結
合を抑制する工程と、
　（ｃ）前記工程（ｂ）で前記サンプルから分離された前記腫瘍細胞の特性評価を行なう
工程と
　を備える方法。
（適用例２０）適用例１９に記載の方法であって、
　前記工程（ｃ）の特性評価を行なうことは、状態を診断する、臨床試験のためのスクリ
ーニングを行なう、治療法の有効性を評価する、及び、手術の有効性を査定するための情
報を与えることである方法。
（適用例２１）適用例１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは、前記患者から採取した流体サンプルである方法。
（適用例２２）適用例１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは、前記患者の生検により採取されたものではない方法。
（適用例２３）適用例１９に記載の方法であって、
　前記サンプルは血液サンプルである方法。
（適用例２４）適用例２３に記載の方法であって、
　前記腫瘍細胞は、非血液癌由来の循環腫瘍細胞である方法。
（適用例２５）適用例１９に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記腫瘍細胞の計数である方法。
（適用例２６）適用例１９に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記腫瘍細胞の分子特性評価を行なうことである方法。
（適用例２７）適用例２６に記載の方法であって、
　前記分子特性評価は、前記腫瘍細胞における遺伝子変異である方法。
（適用例２８）患者の治療計画をモニタリングして、必要に応じて調整する方法であって
、
　（ａ）一次治療計画を実施中の患者から腫瘍細胞を含むサンプルを採取する工程と、
　（ｂ）分離法により前記腫瘍細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記腫瘍細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記サンプルを標
識して、標識サンプルを生成することと、
　　（ｉｉ）前記標識サンプルから前記磁性粒子を偏向させ、及び／又は、捕捉して、こ
れにより、前記サンプルから前記腫瘍細胞を分離するのに有効な傾斜磁場を有する選別領
域を備える流体装置に、前記標識サンプルを通すことと、を備え、バッファー溶液のシー
ス内に前記サンプルを流すことによって、前記流体装置への前記サンプルの非特異的な結



(45) JP 5337912 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

合を抑制する工程と、
　（ｃ）前記工程（ｂ）で前記サンプルから分離された前記腫瘍細胞の特性評価を行なっ
て、前記患者に対する今後の治療を提案する工程と
　備える方法。
（適用例２９）適用例２８に記載の方法であって、
　前記一次治療計画は化学療法レジメンである方法。
（適用例３０）適用例２９に記載の方法であって、
　前記今後の治療は異なる化学療法レジメンである方法。
（適用例３１）適用例２８に記載の方法であって、
　前記患者に対する今後の治療を提案する工程は、前記一次治療計画の今後の有効性を予
測することを備える方法。
（適用例３２）適用例２８に記載の方法であって、
　前記患者に対する今後の治療を提案する工程は、前記患者に関して前にはわかっていな
かった前記腫瘍細胞の特徴を考慮した、前記一次治療計画とは異なる二次治療計画を特定
することを備える方法。
（適用例３３）適用例３２に記載の方法であって、
　さらに、
　（ｄ）前記患者に前記二次治療計画を実施した後で、前記患者から腫瘍細胞を含むサン
プルを採取する工程と、
　（ｅ）前記工程（ｄ）で採取された前記サンプルと腫瘍細胞に対して前記工程（ｂ）及
び前記工程（ｃ）を実施する工程と
　を備える方法。
（適用例３４）細胞由来生成物を提供する方法であって、
　（ａ）標的細胞を含むサンプルを採取する工程と、
　（ｂ）分離法により前記標的細胞を前記サンプルから分離する工程であって、
　　（ｉ）前記標的細胞に対する特異親和性を有する磁性粒子を用いて前記標的細胞を標
識して、前記サンプル内に標識細胞集団を生成することと、
　　（ｉｉ）前記サンプルから前記標識細胞集団の少なくとも一部を偏向させ、及び／又
は、捕捉して、これにより、前記サンプルから前記標的細胞を分離するのに有効な傾斜磁
場を有する選別領域を備える流体装置に、前記サンプルを通すことと、を備え、バッファ
ー溶液のシース内に前記サンプルを流すことによって、前記流体装置への前記サンプルの
非特異的な結合を抑制する工程と、
　（ｃ）前記工程（ｂ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞から細胞由来生成物を
得る工程と
　を備える方法。
（適用例３５）適用例３４に記載の方法であって、
　さらに、前記工程（ｂ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞を処理して、前記細
胞由来生成物を生成する工程を備える方法。
（適用例３６）適用例３５に記載の方法であって、
　前記標的細胞は幹細胞であり、
　前記標的細胞を処理する工程は、前記幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることを備
える
　方法。
（適用例３７）適用例３６に記載の方法であって、
　前記幹細胞を処理して、有効な治療薬を得ることは、前記標的細胞を分化させて、より
特異的な細胞型を生成することを備える方法。
（適用例３８）適用例３４に記載の方法であって、
　前記サンプルは、患者から採取した流体サンプルである方法。
（適用例３９）適用例３８に記載の方法であって、
　前記流体サンプルは、血液サンプルである方法。



(46) JP 5337912 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

（適用例４０）適用例３４に記載の方法であって、
　さらに、前記工程（ｂ）で前記サンプルから分離した前記標的細胞の特性評価を行なう
工程を備える方法。
（適用例４１）適用例４０に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記標的細胞の計数である方法。
（適用例４２）適用例４０に記載の方法であって、
　前記特性評価を行なうことは、前記標的細胞の分子特性評価を行なうことである方法。
（適用例４３）適用例４２に記載の方法であって、
　前記分子特性評価は、前記標的細胞の遺伝子配列である方法。
（適用例４４）流体分離装置であって、
　（ａ）前記流体分離装置内にサンプル流を形成するように構成される少なくとも１つの
サンプル流入チャネルと、
　（ｂ）前記流体分離装置内に１つ以上の流体シースを形成して、前記装置の表面から前
記サンプル流を離すことにより、前記装置に対する前記サンプルの成分の非特異的結合を
抑制するように構成される少なくとも１つのシース流流入チャネルと、
　（ｃ）前記サンプル流入チャネルと前記シース流流入チャネルとに流体連結される選別
ステーションであって、前記サンプル流の流路に沿って配置される選別ステーションと、
　（ｄ）外部磁場と相互に作用して、前記選別ステーション内の傾斜磁場を変化させるこ
とにより、前記サンプル流から磁性粒子を偏向させる、及び／又は、捕捉する傾斜磁場発
生部と
　を備える流体分離装置。
（適用例４５）適用例４４に記載の流体分離装置であって、
　前記選別ステーションは、前記選別ステーションを通って流れる流体の境界を形成する
実質的に長方形の内部空間を有し、
　前記内部空間は、前記サンプル流の流れ方向と交わる第１及び第２の横方向寸法を有し
、
　前記第２の横方向寸法は、前記第１の横方向寸法の少なくとも約２倍以上であり、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記第１の横方向寸法に沿った前記サ
ンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するように構成される
　流体分離装置。
（適用例４６）適用例４４に記載の流体分離装置であって、
　前記選別ステーションは、前記選別ステーションを通って流れる流体の境界を形成する
実質的に長方形の内部空間を有し、
　前記内部空間は、約２ミリメートル以下の距離だけ離れた、実質的に平行かつ実質的に
平面状の２つの表面により、部分的に規定され、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記平行で平面状の２つの表面に接し
て流れると共に、前記サンプル流により互いに分離された２つのシース流を形成するよう
に構成される
　流体分離装置。
（適用例４７）適用例４６に記載の流体分離装置であって、
　前記実質的に平行で実質的に平面状の２つの表面は、約１ミリメートル以下の距離だけ
離れている流体分離装置。
（適用例４８）適用例４６に記載の流体分離装置であって、
　前記少なくとも１つのシース流流入チャネルは、前記選別ステーションの上流側に位置
し、前記内部空間の前記実質的に平面状の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的
に平面状の表面を有する第１のシース流流入チャネルを備える
　流体分離装置。
（適用例４９）適用例４８に記載の流体分離装置であって、
　さらに、前記選別ステーションの上流側に位置し、前記内部空間の前記実質的に平面状
の２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表面を有する第２のシース流
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流入チャネルを備える
　流体分離装置。
（適用例５０）適用例４９に記載の流体分離装置であって、
　前記少なくとも１つのサンプル流入チャネルは、前記内部空間の前記実質的に平面状の
２つの表面に実質的に平行に配置される実質的に平面状の表面を有する流体分離装置。
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