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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
検体中の選択された分析物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を検出領域に亙って
所定の分布状態にて生じさせる輸送マトリックスにおいて、
検体中の選択された分析物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を生じさせる捕獲試
薬を有する検出領域を備え、前記検出領域が前記物理的に検出可能な変化が試料採取され
る領域によって画定され、該検出領域が、検体に最初に出会う前縁境界と、検出領域を亙
って輸送された後、検体に出会う後縁境界とを有し、捕獲試薬が、検出領域の前縁境界か
ら後縁境界に変化した所定の分布状態にてマトリックス上にて固定され、
固定した捕獲試薬の所定の分布状態が、捕獲試薬の複数のストライプであり、該複数のス
トライプが、検体の輸送方向に対して垂直な検出領域の幅に亙って伸長し、その複数のス
トライプ中のストライプの頻度が検出領域の前縁境界から後縁境界まで増大し、
これによって、前記物理的に検出可能な変化が、前記検体の流れの方向に略均一な分布状
態を有し、固定された捕獲領域の前記所定の分布状態が前記捕獲領域の複数の付着物であ
り、前記複数の付着物の密度が、前記検出領域の前縁境界から後縁境界まで増大する、輸
送マトリックス。
【請求項２】
請求項１に記載のマトリックスにおいて、固定した捕獲試薬の所定の分布状態が、検出領
域の前縁境界から後縁境界まで捕獲試薬の濃度を増大させる、マトリックス。
【請求項３】
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請求項１に記載のマトリックスにおいて、固定した捕獲試薬の所定の分布状態が、検出領
域の前縁境界から後縁境界まで捕獲試薬の付与密度を増大させる、マトリックス。
【請求項４】
請求項１に記載のマトリックスにおいて、複数のストライプの各々のストライプが、前縁
境界から後縁境界までストライプ内の捕獲試薬の濃度を順次増大させる、マトリックス。
【請求項５】
請求項１に記載のマトリックスにおいて、複数のストライプが互いに重なり合って、前縁
境界から後縁境界まで捕獲試薬の濃度を順次増大させる領域の翼列を形成する、マトリッ
クス。
【請求項６】
請求項１に記載のマトリックスにおいて、検出領域が、かさを増すための試薬を更に含み
、捕獲試薬が、検出領域の前縁境界から後縁境界まで膨張タンパクに対して分布状態が増
す共役体を含む、マトリックス。
【請求項７】
請求項１に記載のマトリックスにおいて、検出領域が、捕獲試薬と反応して、捕獲試薬の
少なくとも一部分が更に反応するのを防止する遮断試薬を更に含み、該遮断試薬が、検出
領域に亙って不均一な所定の捕獲効率の分布状態とする、マトリックス。
【請求項８】
検体中に選択された分析物質が存在するか否かを判断する輸送マトリックスにおいて、
検体中の選択された分析物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を生じさせる捕獲試
薬を有する検出領域を備え、前記検出領域が、検体に最初に出会う前縁境界と、検出領域
を亙って輸送された後、検体に出会う後縁境界とを有し、前記物理的に検出可能な変化が
、前記検出領域に亙って変化した略均一な分布状態にて固定され、
固定した捕獲試薬の所定の分布状態が、捕獲試薬の複数のストライプであり、該複数のス
トライプが、検体の輸送方向に対して垂直な検出領域の幅に亙って伸長し、その複数のス
トライプ中のストライプの頻度が検出領域の前縁境界から後縁境界まで増大し、
これによって、前記検出領域の各領域において試料採取された前記物理的に検出可能な変
化が略均一であり、前記固定された捕獲試薬の分布状態が前記捕獲領域の複数の付着物で
あり、前記複数の付着物の密度が、前記検出領域の前縁境界から後縁境界まで増大する、
輸送マトリックス。
【発明の詳細な説明】
発明者：ジョエル・Ｍ・ブラット（Joel M.Blatt）、ミッチェル・Ｐ・アレン（Michael 
P.Allen）、及びポール・Ｊ・パッテル（Paul J.Patel）
関連する出願
本発明の主題は、ミッチェル・Ｐ・アレンが1993年8月24日付けで出願し、現在は放棄さ
れている「新規な使い捨て型電子式検定装置（Novel Disposable Electronic Assay Devi
ce）」という名称の米国特許出願第08／111,347号、ミッチェル・Ｐ・アレンが1995年5月
31日付けで出願した、「新規な使い捨て型の電子式検定装置（Novel Disposable Electro
nic Assay Device）」という名称の米国特許出願第08／455,236号、ジョエル・Ｍ・ブラ
ット及びミッチェル・Ｐ・アレンが1995年8月9日付けで出願した「乾燥試薬の粒子検定法
及び多数の試験領域を有する検定装置並びにその方法（Dry Reagent Particle Assay And
 Device Having Multiple Test Zones And Method Therefor）」という名称の米国特許出
願第08／512,844号、及びレイモンド・Ｔ・ヘバート（Raymond T.Hebert）及びその他の
者が1996年4月30日付けで出願した米国特許出願第　　　号に開示されたような、全ての
化学試薬を含む、完全に自己内蔵型である、使い捨て型、一回限り使用のデジタル電子式
器具に関する。上述した出願は、本発明の譲受人と同一人が譲受人となっており、その内
容の全体を引用して本明細書に含めてある。
発明の分野
本発明は、医療情報を表示する診断装置において、検体が露出された分析化学ストリップ
の表面における物理的変化を検出するため、ある領域に亙る捕獲効率を変化させる方法及
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び装置に関するものである。
発明の背景
過去、細かい方法及び高価な計測器を使用して実験施設内にて種々の化合物を定性的に且
つ定量的に測定するための免疫学的検定法が開発されている。免疫学的診断法における最
近の開発の結果、臨床的検体を迅速に分析するためのより簡単な方法を追求する傾向とな
っている。固体相の結合試薬の開発は、自由試薬から結合した試薬を分離させるときに析
出させることを不要にしている。固体相の免疫化学における更なる進歩の結果、計測器を
使用しない乾燥試薬のストリップの免疫学的検定法が得られている。この形態は、計測器
を使用せずに、患者の検体中の分析物質を視覚的に定性的又は半定量的に測定することを
可能にするものである。
計測器を使用しない（ｎｏｎ－ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｅｄ）、免疫学的検定法には２つの
基本的な型式の形態がある。第一の型式すなわち視覚的カラー領域型式のものにおいて、
ストリップ上の特定の領域にて信号が発生され、この信号は、分析物質の存在を表示し、
また、その信号の強さは、検体中の分析物質の濃度を表示する。この型式の検定法は、定
性試験におけるように、閾値以上の色が存在するか否か視覚的に色を解釈し、又は、半定
量性試験におけるように、色の強さをカラーチャートと比較することを必要とする。第二
の型式のものにおいて、この視覚的信号は、吸収性の検定ストリップの長さに沿って発生
される。吸い上げられる間に、この分析物質は、信号を発生する試験と反応し、支持体に
沿って可視信号を発生させる。ストリップの基端から信号が進む距離は、分析物質の濃度
の直接的な測定値となる。計測器を使用しない、この型式の移動高さ検定法は、妥当な性
能にて定量的結果を達成することができる。
こうした一回限り使用の温度計型であり且つ計測器を使用しない定量装置、及び定性測定
のために計測器を使用しない色比較装置は、十分な性能を発揮しているものの、信頼性及
び使い勝手に伴う幾つかの難点がある。これらの装置にて発生された色は、常に、均一で
且つ鮮明であるとは限らない。移動型検定法の場合、境界部の色は薄く、不鮮明で且つ読
み取りが困難であることがしばしばである。ユーザが色帯域の境界の位置に関して判断し
なければならないため、このことは、直接、ユーザの誤りにつながる。計測器を使用しな
い妊娠試験の場合、着色箇所の強さ（特に、カットオフ感度に近いＨＣＧ濃度）を視覚的
に解釈することが困難である場合があり、その結果の解釈が問題となる場合がある。未熟
練の操作者が視覚的，に判断し又は解釈しなければならないとき、誤りが生じ、また、不
回的である場合もある。
検定法の結果の正確さ及び信頼性を高めるため、分析化学ストリップにおける検出部分の
ような試験要素から反射した光線を測定するため反射率計を利用する幾つかの定性的及び
定量的診断試験が開発されている。反射率計は、レンズ、フィルタ、開口、光線源、及び
検出器を光学的に配置することを特徴とする構造とされている。その例は、米国特許第4,
219,529号、同第4,224,032号、同第3,536,927号に記載されている。
検体採取領域すなわち検出領域内にて検定ストリップの表面から拡散して反射した光線の
正確で且つ精密な測定値を得ることに関して問題が生ずることがしばしばである。その原
因の１つは、測定される、物理的に検出可能な変化が試験領域の全体に亙って均一に生じ
ないためである。側方向流動検定ストリップは、固定された捕獲試薬を内蔵する検出領域
を通じて信号試薬を通す。この信号試薬は、最初に、検出領域の前縁境界にて拘束試薬の
全量ではないにしても、その相当な部分と出会い且つその部分と直ちに、結合し始める。
その結果、前縁境界の狭小領域内にて著しく高強度の信号となり、その強さは、検出領域
の後縁境界に向けて急激に低下する。全体として、信号の強さは、検出領域に亙って不均
一な勾配の分布状態となる。
不正確な測定の別の可能な原因は、分析物質が高濃度である結果、信号の強さが低下し、
すなわち「フック効果」が生じるためである。分析物質の濃度が捕獲試薬の濃度よりも著
しく高いとき、信号の強さは、実際上、低下し、許容可能な検定法の結果であると誤って
表示する可能性がある。
捕獲試薬又はその他の信号発生試薬を使用して、検出領域に亙って物理的に検出可能な変
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化が略均一に分布するようにする必要がある。また、検定ストリップの検出領域内にて物
理的に検出可能な変化が所定の分布状態となるようにする必要もある。これらの必要性は
、従来技術によっては満たされてはいない。
このように、検体が露出された分析化学ストリップの表面における物理的な変化を検出す
べくある領域に亙って捕獲効率を変化させる方法及びその装置が診断分野にて必要とされ
ている。均一な又は所定の分布状態は、診断装置にて使用するのに十分に経済的、適宜で
、効率的、耐久性且つ信頼性がある必要があり、また、この診断装置は、家庭、医療の緊
急現場、又は病院以外の場所のような場所にて未熟練者が応急処置を施すことを可能にす
るものでなければならない。
発明の概要
本発明は、ある検体中における選択された分析物質の量と相関する物理的に検出可能な変
化を検出領域に亙って所定の分布状態に生じさせる輸送マトリックスを提供するものであ
る。このマトリックスは、検定中の選択された分析物質の量と相関する物理的に検出可能
な変化を生じさせる捕獲試薬を有する検出領域を含む。この検出領域は、検体に最初に出
会う前縁境界と、検出領域に亙って搬送された後、検体に出会う後縁境界とを有している
。この捕獲試薬は、検出領域の前縁境界から後縁境界まで所定の分布状態にてマトリック
ス上に固定される。
また、本発明は、検体中に選択された分析物質が存在するか否かを判断するため輸送マト
リックスをも提供するものである。このマトリックスは、検体中の選択された分析物質の
量と相関する物理的に検出可能な変化を生じさせる捕獲試薬を有する検出領域を含む。こ
の物理的に検出可能な変化は、検出領域に亙って略均一な分布状態にて固定される。
本発明の１つの実施の形態は、検体中の選択された分析物質の量と相関する物理的に検出
可能な変化を信号発生共役体により、検出領域に亙って所定の分布状態にて生じさせる輸
送マトリックスを提供する。このマトリックスは、検体中の選択された分析物質の量と相
関する物理的に検出可能な変化を生じさせる捕獲試薬を有する検出領域を含む。この検出
領域は、検体に最初に出会う前縁境界と、検出領域を亙って搬送された後、検体に出会う
後縁境界とを有している。この捕獲試薬は、検出領域の前縁境界から後縁境界まで略均一
な所定の分布状態にて固定される。領域は、その内部にて拡散状に固定された遮断試薬を
有する検出領域の前縁の前に配置される。この遮断試薬は、検出領域に亙って拡散し且つ
捕獲試薬が略均一な分布状態とするように捕獲効率を修正して、検出領域に亙って略均一
な捕獲効率となるようにする。
本発明の別の実施の形態は、検出領域内にて分配された拡散制御材料を含む、上述の輸送
マトリックスを提供する。この分拡散御材料は、検体が検出領域を亙って搬送される速度
を遅くし、また、前縁から後縁までの捕獲試薬の捕獲効率を高めるものである。
本発明の一つの好適な実施の形態は、検体中の選択された分析物質の量と相関する物理的
に検出可能な変化を複数の検出領域に亙って所定の分布パターンにて生じさせる輸送マト
リックスを提供する。このマトリックスは、第一及び第二の検出領域を有する。検出領域
の各々は、検体中の選択された分析物質の量と相関する物理的に検出可能な変化を生じさ
せる、非拡散状に固定された捕獲試薬を有している。検出領域の各々は、検体に最初に出
会う前縁境界と、検出領域の各々に亙って搬送された後、検体に出会う後縁境界とを有し
ている。この捕獲試薬は、検出領域の各々の前縁境界から後縁境界まで所定の分布状態に
て固定される。
本発明のもう１つの好適な実施の形態は、検体中に選択された分析物質が存在するか否か
を判断する診断装置である。該装置は、外面を有し且つ内部領域を密封するハウジングを
備えている。受容部は、選択された分析物質が存在するか否かを判断すべくその分析物質
を含む検体を受け入れ得る形態とされている。該受容部は、ハウジングの外面に設けられ
ている。少なくとも１つの輸送マトリックスが検体を捕獲試薬と反応させ、検体中の選択
された分析物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を検出領域内にて発生させる。こ
の検出領域は、検体に最初に出会う前縁境界と、検出領域を亙って搬送された後、検体に
出会う後縁境界とを有している。捕獲試薬は、検出領域の前縁境界から後縁境界まで所定
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の分布状態にて固定されている。
また、本発明は、選択された分析物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を輸送マト
リックス上における検出領域に亙って所定のパターンにて分布させるステップを含む、検
体中の選択された分析物質の濃度を測定する方法をも提供する。
有利な点、実施の形態及び変形例は、添付図面及び添付した請求の範囲と共に本明細書か
ら当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
この開示内容の一部分を構成する図面において、
図１は、本発明の照射光学素子及び検出光学素子を示すべく一部分切欠いた診断装置の部
分平面図である。
図２は、図１の線２－２に沿って示した診断装置の部分断面図である。
図３は、本発明を使用する、計測器無しの診断装置の平面図である。
図４は、本発明を利用する２つの検出領域を有する輸送マトリックスの独立的な図である
。
図５は、本発明にて捕獲試薬の均一な分布状態をドットを利用して示す検出領域の独立的
な図である。
図６は、本発明において捕獲試薬のストライプの増大する頻度を利用する検出領域の独立
的な図である。
図７は、本発明において捕獲試薬のストライプの不均一な分布状態を利用する検出領域の
独立的な図である。
図８は、本発明において重なり合う捕獲試薬のストライプを利用する検出領域の独立的な
図である。
図９は、本発明を利用する２つの検出領域を有する輸送マトリックスの独立的な図である
。
図１０は、本発明の吸収材料及び捕獲試薬がその上に配置された輸送マトリックスの断面
側面図である。
図１１は、本発明を使用する輸送マトリックス及び反射率計の積み重ね形態の側面図であ
る。
図１２は、本発明の輸送マトリックスを包み込む毛管の断面図である。
好適な実施の形態の説明
本発明は、計測器使用型又は計測器不使用型の何れかの検定装置にて利用することができ
る。計測器使用型装置の例には、引用して本明細書に含めた上述した関連する出願に詳細
に記載された使い捨て型の一回限り使用及び多数回使用のデジタル電子式計測器及び検定
装置が含まれる。本発明は、検定法の１つ以上の検出領域内にて選択された分析物質の量
に対応する、物理的に検出可能な変化を視覚的な観察又は計測器によってより正確に測定
することを可能にするものである。
本発明の分析化学ストリップ又は輸送マトリックスを有する計測器使用型の診断装置１０
の一例が図１及び図２に示されている。該装置１０は、入口ポート１４のような受容部を
有するハウジング１２を備えている。この入口ポート１４は、測定すべき１以上の分析物
質を保持する検体２０を受け取るため、ハウジングの表面１６からその内部１８まで伸長
している。該入口ポート１４は、検体２０中に１つ以上の選択された分析物質が存在する
か否かを判断するための化学試薬を保持する第一の輸送マトリックス２２及び第二の輸送
マトリックス２４に検体２０を導入することを可能にする。
検体２０が入口ポート１４を通じて第一の輸送マトリックス２２及び第二の輸送マトリッ
クス２４の双方に導入されたならば、該検体２０は、輸送マトリックス２２、２４の各々
の表面にある少なくとも１つの試薬と化学的に反応し、該試薬に対応する反応生成物の混
合体を形成する。反応生成物の混合体の一部分は、輸送マトリックス２２、２４の各々に
おける少なくとも１つの検出領域に輸送され、検体２０内の対応する選択された分析物質
の量に相関する物理的に検出可能な変化を生じさせる。
図１に具体的に示すように、第一の輸送マトリックス２２及び第二の輸送マトリックス２
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４の各々は、それぞれ、２つの検出領域２６、２８及び３０、３２を有している。検出器
３４は、第一の輸送マトリックス上の検出領域２６、２８から反射した光線を測定し得る
位置に配置されている。検出器３６は、第二の輸送マトリックス上の検出領域３０、３２
から反射した光線を測定し得る位置に配置されている。品質制御領域４２は、検出領域の
各々にて測定された、物理的に検出可能な変化を示さない。検出領域及び品質制御領域の
各々は、反射した光線を試料採取し且つ１つの検出器によって測定する、輸送マトリック
ス上の試料採取領域の異なる型式のものの例である。
発光ダイオード（ＬＥＤ）４４は、複数の全内部反射要素（ＴＩＲ）４６により検出領域
２６、２８、３０、３２の各々に及び品質制御領域４２に向けられる放射線源を提供する
。全内部反射要素４６はミラーとして機能し、該要素を製造する透明な材料の屈折率の結
果として、反射性被覆が不要である。
ＬＥＤ４４からの照射光は、４方向に分割される。照射光の一部分は、反射要素４８から
基準検出器４０に向けられる。照射光の別の部分は、一連の反射要素５０、５２から検出
領域２６、２８に向けられる。また、照射光は、一連の反射要素５４、５６から検出領域
３０、３２にも向けられる。該反射要素４６は、品質制御検出器３８に対して第二の検定
ストリップ２４上の別の試料採取領域を照射する。
図２には、ハウジングの内部１８内に配置された光学素子組立体５８及びプリント回路板
（ＰＣＢ）６０を有する装置の別の図が特に示してある。入口ポート１４は、光学素子組
立体５８上に支持された第一の検定ストリップ２２及び第二の検定ストリップ２４に達し
ている。検出器３４、３６、３８、４０の各々及びＬＥＤ４４は、ＰＣＢ６０に直接、取
り付けられている。また、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）６２もＰＣＢ６０上に配置されて
おり、また、ハウジング１２の外側部分に形成された窓部６４又は開口部を通じてその表
示物を向ける位置に配置されている。ＬＥＤ４４、検出器３６の各々、及びＬＣＤ６２は
、ＰＣＢ６０を通じて接続されている。水分が装置１０の貯蔵寿命の安定性又は作動に影
響を与えるのを防止するため、乾燥剤の収納部６６を設けることができる。
本発明の分析化学ストリップすなわち輸送マトリックスを有する、計測器不使用型の診断
装置７０の１つの実施の形態が図３に示してある。該装置７０は、入口ポート７４のよう
な受容部を有するハウジング７２を備えている。該入口ポート７４は、測定すべき１つ以
上の分析物質を保持する検体２０を受け取り得るように、ハウジングの表面７６からその
内部まで伸長している。また、該入口ポート７４は、検体２０内に１つ以上の選択した分
析物質が存在するか否かを判断する化学試薬を保持する検定ストリップ７８に検体２０を
導入することを可能にする。
検体２０が入口ポート７４を通じて検定ストリップ７８に導入されたならば、試薬検体２
０は、検定ストリップ７８上の少なくとも１つの試薬と化学的に反応して、その試薬に対
応する反応生成物の混合体を生じさせる。その反応生成物の混合体の一部は、検定ストリ
ップ上の少なくとも１つの検出領域８０に搬送され、検体２０中の選択した対応する分析
物質の量に相関する物理的に検出可能な変化を生じさせる。次に、検出領域８０内にて生
じた色をカラーバー８２又はその他の基準と比較して、選択した分析物質が存在するか否
か及びその濃度を視覚的に判断することができる。
本発明は、輸送マトリックス上にて検体の流動方向に向けて検出領域に亙る捕獲効率を変
化させ、物理的に検出可能な変化の均一な分布状態にし、又は変化したが、依然として所
定の分布状態を実現する。特段の説明が無い限り、検出領域を亙るという語は、検体の流
動方向を意味するものとする。検出領域という語は、物理的に検出可能な変化を知るため
に視覚的な観察により又は計測器により測定した領域を意味するものとする。
本明細書にて使用する所定の分布状態という語は、検出領域を亙る均一な又は変化した任
意の選択されたパターンを含めることができる。また、所定の分布状態という語は、具体
的に、分布状態が検出領域に亙って略均一である例を含む。物理的に検出可能な変化の分
布状態を検出領域に亙ってに変化させることが望ましいことがある。これを行う理由の１
つは、変化し又は不均一な試料採取領域を有する反射率計の光学素子を補正し又は相関さ
せるためである。
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物理的に検出可能な変化の分布状態は、捕獲試薬の分布状態によって制御される。捕獲試
薬は、信号発生試薬と組み合わさり、この信号発生試薬は、分析物質又はその他の選択さ
れた試薬との反応を通じて物理的に検出可能な変化を提供することができる。捕獲試薬の
分布状態は、輸送マトリックス上における捕獲試薬の濃度又は付与（付着）密度によって
変化させることができる。捕獲マトリックスを輸送マトリックス上にて所定の分布状態に
することは、以下に説明する物理的又は化学的方法を通じて実現することができる。
本発明は、特定の結合要素を使用することのできる検定法を提供するものである。本明細
書にて使用する特定の結合要素又は捕獲試薬は、特定の対の結合要素である。すなわち、
分子の一方が化学的又は物理的手段を通じて第二の分子に特に結合する、２つの異なる分
子である。このため、一般的な免疫学的検定法の抗原又は抗体の特定の結合対に加えて、
その他の特定の結合対は、ビオチン（ｂｉｏｔｉｎ）及びアビジン（ａｖｉｄｉｎ）、カ
ルボヒドラーゼ及びレクチン、相補的ヌクレチオド・シーケンス、エフェクタ及び受容体
分子、共同因子及び酵素、酵素阻害剤及び酵素等を含むことができる。更に、特定の結合
対は、例えば、分析物質の類似体のような当初の特定の結合要素の類似体である要素を含
むことができる。免疫学的反応性のある特定の結合要素は、単クローン及び多クローン双
方の抗原、抗原分画体（ａｎｔｉｂｏｄｙ　ｆｒａｇｍｅｎｔｓ）、抗体、抗体分画体及
びその錯体を含み、該錯体は、組換えＤＮＡ分子によって形成されるものを含む。本明細
書にて使用するハプテンという語は、抗体に結合することができるが、担体タンパクに結
合しない限り、抗体の形成を顕在化させることのできない、部分的抗原又は非タンパクの
結合要素を意味するものとする。
本発明は、各試験領域内にて、検体中の分析物質の濃度に関連した物理的に検出可能な変
化又は検出可能な応答に対して粒子検出法を使用することが好ましい。試験領域中に物理
的に検出可能な変化を生じさせる、その他の手段も本発明にて使用するのに適している。
例えば、非限定的ではあるが、電気的コンダクタンス、又は特定の光の波長の反射及び吸
収を測定するため指示薬にて分析物質を同定することができる。本明細書にて使用するよ
うに、信号発生試薬及び指示薬という語は、分析物質又はその共役体を同定することがで
き且つ検体中の分析物質の濃度を示す検出可能な応答又は信号を発生させることのできる
全ての化合物を含む意味であるものとする。
本明細書にて使用する分析物質は、試験検体中に存在するであろう、検出すべき物質であ
る。この分析物質は、自然に生じる特定の結合要素（抗体のような）又は特定の結合要素
を形成するすることのできる任意の物質とすることができる。このように、分析物質は、
検定法にて１つ以上の特定の結合要素に結合することのできる物質である。また、分析物
質は、任意の抗原性物質、ハプテン、抗体、巨大分子及びその組み合わせ体を含むことも
できる。ビタミンＢ１２を測定するため、特定の結合対の要素として内性因子のタンパク
を使用するといった、自然に生じる、特定の結合対の同類体を使用することにより、又は
カルボヒドラーゼを測定するため、特定の結合対の１つの要素としてレクチンを使用する
ことにより、特定の結合対の１つの要素として、分析物質を検出することができる。該分
析物質は、タンパク、ペクチド、アミノ酸、ホルモン、ステロイド、ビタミン、治療目的
のために投与される薬及び不法な目的のために投与される薬を含む薬剤、細菌、ウィルス
及び上述した任意の物質の代謝産物又は抗体を含むことができる。特に、かかる分析物質
は、次のものを含むが、これらにのみ限定されるものではない。すなわち、フェリチン、
クレアチニン、キナーゼＭＢ（ＣＫ－ＭＢ）、ジゴキシン、フェニトイン、フェノバルビ
タール、カルバマゼピン、バンコマイシン、ゲンタマイシン、テオフィリン、バルブロエ
ック酸、キニジン、黄体形成ホルモン（ＬＨ）、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、エストラ
ジオール、プロゲステロン、ＩｇＥ抗体、ビタミンＢ２マイクログロブリン、糖化ヘモグ
ロビン（Ｇｌｙ．Ｈｂ）、コルチゾル、ジギトキシン、Ｎ－アセチルプロカインアミド（
ＮＡＰＡ）、プロカインアミド、ＩｇＧ風疹、ＩｇＥ風疹のような風疹に対する抗体、Ｉ
ｇＧトキソプラズマ（Ｔｏｘｏ－ＩｇＧ）及びＩｇＭトキソプラズマ（Ｔｏｘｏ－ＩｇＭ
）のようなトキソプラズマに対する抗体、テストステロン、サリチル酸塩、アセトアミノ
フェン、抗Ｂ型肝炎コア抗原ＩｇＧ及びＩｇＭ（抗－ＨＢＣ）のようなＢ型肝炎コア抗原
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、ヒト免疫欠乏症ウィルス１、２（ＨＩＶ１及び２）、ヒトＴ細胞白血病ウィルス１及び
２（ＨＴＬＶ）、Ｂ型肝炎抗原（ＨＢＡｇ）、Ｂ型肝炎抗原に対する抗体（Ａｎｔｉ－Ｈ
Ｂ）、甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）、サイロキシン（Ｔ４）、総トリヨードサイロニン
（Total Ｔ３）、自由総トリヨードサイロニン（Free Ｔ３）、胎児癌抗原（ＣＥＡ）及
びアルファ胎児タンパク（ＡＦＰ）である。麻薬及び基準物質は、次のものを含むが、こ
れらにのみ限定されるものではない。すなわち、アンフェタミン、メタンフェタミン、ア
モバルビタール、セコプ（secp）バルビタール、ベントバルビタール、フェノバルビター
ル及びバルビタールのようなバルビタール酸塩、リブリウム及びバリウムのようなベンゾ
ジアゼピン、ハシシュ及びマリファナのようなカンナビノイド、コカイン、フェンタニー
ル、ＬＳＤ、メタクアロン、ヘロイン、モルヒネ、コディン、ヒドロモルホン、ヒドロコ
ドン、メサドン、オキシコドン、オキシモルホン及びアヘンのようなアヘン剤、フェニル
シクリジン、及びプロポキシフェンである。かかる抗体の形成及び特定の結合要素として
使用することの適格性に関する詳細は、当業者に周知である。
試験すべき検体は、次のものを含む生理学的流体のような任意の生物学的発生源から得る
ことができる。すなわち、全血又は赤血球細胞、白血球細胞、血小板、血清及び血漿を含
む全血成分、腹水、尿、汗、乳、滑液流体、腹膜流体、羊膜流体及び対象とする分析物質
を含む可能性のある身体のその他の成分である。試験検体は、血液から血漿を形成し、粘
性流体を希釈する等とて、使用前に予め処理することができる。この処理方法は、ろ過、
蒸留、濃縮化、干渉化合物の不活性化、及び試薬の添加を含むことができる。生理学的流
体以外に、環境学的又は食品製造検定法を行うために、水、食品製品等のようなその他の
液体試料を使用することもできる。更に、試験検体として、分析物質を含むことが疑われ
る固体材料を使用することができる。ある場合には、液体媒体を形成し、又は分析物質を
解放するために固体の試験検体を改質することが有利なこともある。この分析物質は、検
出し又は測定すべき任意の化合物又は組成物として、又は少なくとも１つのエピトープ又
は結合部分を有することができる。
一般に、本発明は、検体が流動するための経路内に領域を提供する固体相の支持体、すな
わち輸送マトリックス上にて捕獲試薬を非拡散状態に固定するものである。この輸送マト
リックスは、捕獲試薬を固定することのできる任意の固体材料とすることができ、ビード
、磁気粒子、常磁性粒子、ミクロ粒子又はマクロ粒子、ガラス又はその他の透明な材料で
出来たスライド、毛管及び試験管、織り又は成形した織地又はメッシュ、及び微量滴定レ
ートを含むが、これらにのみ限定されるものではない。かかる固体相支持体は、合成材料
、天然材料又は合成的に改質した天然材料で形成することができ、また、次のものを含む
が、これらにのみ限定されるものではない。すなわち、紙、セルロース及びセルロースア
セテート及びニトロセルロースのようなセルロース誘導体、繊維ガラス、綿のような天然
の布地、ナイロンのような合成布地、シリカ、アガロースデキストラン及びゼラチンのよ
うな多孔質ゲル、多孔質の繊維状材料、架橋結合したデキストラン鎖のような澱粉系材料
、セラミック材料、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリビニルアセテート、ポリアミド
、ポリカーボネート、ポリスチレン、ビニルアセテート及び塩化ビニルの共重合体、塩化
ポリビニル－シリカの組み合わせ体等を含むオレフィン又は熱可塑性材料である。
本発明の検定装置は、多数の形態が可能であり、その幾つかは、本明細書に具体的に記載
してある。これらの検定装置は、多孔質材料又は吸上げ部材である輸送マトリックスを使
用する。多孔質という語により、試験検体が容易に通過することができ、また、試験検体
に露呈させ得るように捕獲試薬を支持する材料を意味するものとする。この輸送マトリッ
クスは、吸水性及び非吸水性の固体相材料の双方を含むが、これらにのみ限定されない。
本発明において、輸送マトリックスは、多数の検体試薬用の多数の層を有する注入及びフ
ロースルー検定装置内にて使用するための繊維ガラス、セルロース又はナイロンパッドと
、吸い上がるため、又は薄層のクロマトグラフィ毛管作用（例えば、ニトロセルロース）
技術用の試験ストリップとを含み、又は当業者に周知の多孔質又は開放孔材料（例えば、
焼結ポリエチレンシート材料）を含むことができる。
本発明は、定性的又は定量的結果を発生させるために計測器不使用型又は計測器使用型の



(9) JP 4225576 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

検定法用にて検定試験部分を亙って検体を搬送するために使用されるマトリックスを提供
する。図４を参照すると、本発明の好適な実施の形態は、図１の側方フロー検定ストリッ
プ２２を提供する。この検定ストリップ２２は、３つの領域を有しており、その２つの検
出領域２６、２８は、試験領域であり、その試験領域の一方は基準領域である。第一の領
域２５は、検体を化学試薬で処理する。第一の検出領域２６は、分析物質の濃度と逆比例
する強さの信号を発生させ、第二の検出領域２８は、１つの基準として作用し、分析物質
の濃度に直比例する信号を発生させる。第一の検出領域２６及び第二の検出領域２８から
の信号の合計値は、分析物質の全ての濃度にて略等しい。第一の検出領域２６、第二の検
出領域２８又は第一及び第二の検出領域２６、２８の双方における色の強さを計測器で読
み取ることにより、定量的又は定性的な結果が得られる。また、任意の１つの検定部分領
域により表現される結果は、双方の検出領域により表された実際の結果の合計値の割合と
して求めることもできる。双方の検出領域を計測器で読み取ることにより、品質の基準値
が得られる。その双方の検出領域の読み取り値の合計は、特定の範囲内にて略一定でなけ
ればならない。
図４の実施の形態は、拮抗的形態及び阻害形態を含む２つの好適な形態の例である。本発
明は、これらの実施例にのみ限定されるものではなく、例えば、サンドイッチ型の免疫学
的検定法のようなその他の免疫学的検定に使用するために適している。
拮抗的型式の形態を使用する場合、第一の領域２５は、拡散状に固定した粒子連結の抗原
を含む吸水性材料を備えている。第一の検出領域２６は、第一の領域２５と独立的で且つ
離れており、また、輸送マトリックス２２の末端２９に向けてある距離の位置に配置され
ている。第一の検出領域２６は、非拡散状に固定した抗体を含む吸水性材料を有しており
、この抗体は、粒子連結した抗原及び自由な検体抗原を結合させることができる。
第二の検出領域２８は、第一の検出領域２６と独立的で且つ離れており、また、第一の検
出領域２６から輸送マトリックス２２の末端２９に向けてある距離の位置に配置されてい
る。第二の検出領域２８は、特定の結合対の非拡散状に固定した第一の要素を含む吸水性
材料を有している。この第一の要素は、粒子連結した抗原の表面における特定の結合対の
第二の要素である、その特定の結合相手に特定的に結合することができる。特定結合対の
この第二の要素は、検体の抗原に抗原的に関係しておらず、このため、この第二の部材は
、抗抗原の単クローン抗体に結合すべく抗原と効果的に拮抗しない。
検体は、付与箇所すなわち第一の領域２５にて輸送マトリックス２２に付与される。粒子
連結した抗原は、その付与箇所に、又はその付近に配置される。検体抗原を含む検体は、
共役体を溶融又は分散させることにより、乾燥した粒子抗原の共役体を再構成する。共役
結合し且つ自由な分析物質の混合体は、吸水性の吸上げ作用を介して移動し、第一の検出
領域２６に達し、この第一の検出領域２６にて自由な抗原及び粒子共役結合した抗原は、
この領域における非拡散状に固定した抗体となるように拮抗する。非拡散状に固定した抗
体に結合する粒子－共役結合した抗原の部分（例えば、０％乃至100％）は、第一の検出
領域２６に保持される。第一の検出領域２６に結合しない抗原－粒子共役体は、第二の検
出領域２８に移行する。この第二の検出領域において、第一の検出領域２６内に保持され
なかった粒子－共役結合した抗原の略全ての部分は、第二の検出領域２８内にて特定の結
合対の非拡散状に固定した第一の部材により結合される。
阻害型の形態を使用する場合、第一の領域２５は、検体の抗原を結合させることのできる
、拡散状に固定し且つ粒子連結した抗体を含む吸水性材料を有している。この第一の検出
領域２６は、第一の領域２５から分離し且つ遠方にあり、吸水性ストリップの末端２９に
向けてある距離の位置に配置されている。該第一の検出領域２６は、粒子連結した抗体が
結合することのできる非拡散状に固定した抗原を含む吸水性材料を有する。
第二の検出領域２８は、第一の検出領域２６から分離し且つ遠方にあり、吸水性ストリッ
プの末端２９に向けてある距離の位置に配置されている。この第二の検出領域２８は、そ
の特定の結合相手に特に結合することのできる特定の結合対の非拡散状に固定した第一の
要素を含んでいる。上記の特定の結合相手は、粒子連結した抗原の表面における特定の結
合対の第二の要素である。特定の結合対のこの第二の要素は、検体の抗原に対して抗原的



(10) JP 4225576 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

に関係しておらず、このため、該結合対は、抗抗原単クローン抗体に結合するように抗原
と効果的に拮抗することはない。
流体検体は、粒子連結した抗体が配置される箇所である第一の領域２５に隣接して輸送マ
トリックス２２に付与される。この検体中に存在するであろう検体抗原は、粒子－抗原の
共役体を再構成し、この共役体により結合される。結合した抗原：抗体－粒子錯体及び非
結合状態の抗体－粒子錯体は、毛管作用、すなわち吸上げ作用を介して第一の検出領域２
６に輸送され又は移行し、この第一の検出領域において、自由抗体－粒子共役体の略全て
が非拡散状に固定した抗原により結合される。結合した検体の抗原：抗体－粒子錯体は、
第一の検出領域２６を通じて第二の検出領域２８に移行し、この第二の検出領域にて、そ
の略全ては特定の結合対の非拡散状態に固定した第一の部材によって結合される。
上述した形態において、第一の検出領域２６に存在する物理的に検出可能な変化の程度は
、検体の分析物質の濃度の逆数であり、第二の検出領域２８における物理的に検出可能な
変化の程度は、検体の分析物質の濃度の直接的な測定値である。第一の検出領域２６及び
第二の検出領域２８から組み合わさった物理的に検出可能な変化は、検体の分析物質の濃
度の全範囲に亙って略一定である。この全体的な検出可能な応答性すなわち信号は、検定
法及び試薬の品質の双方に対する基準メカニズムとして機能する。このため、その全体的
な信号が特定の範囲以下であるならば、ユーザは誤りであることが分かる。更に、不正確
な検定法の具体的な理由を明らかにすることができる。例えば、この誤りは、特定の温度
／又は湿度範囲外にて作動すること、検体の量が不十分であること、試薬の使用期間が経
過していること等として明らかにすることができる。
検定法の定量化は、第一の検出領域２６、第二の検出領域２８又は第一及び第二の検出領
域２６、２８の双方を読み取ることにより、判断することができる。検体の濃度の出力は
、第一の検出領域２６単独、第二の検出領域２８単独、又は第一の検出領域２６及び第二
の検出領域２８の双方に関連した較正アルゴリズムの結果である。この結果、定量的な分
析物質の濃度のより信頼性の高い結果を得ることができる。分析物質の濃度に関係なく、
略一定の全体的な信号を発生し得るように、第一の検出領域２６及び第二の検出領域２８
からの検出可能な応答、すなわち信号を合算することにより、正確な検定法を行うための
基準メカニズムが得られる。
１つの好適な実施の形態において、輸送マトリックスの形態は、所望の数の領域を提供し
、また、（ａ）所望の結合反応が再現可能な方法にて終了すること、（ｂ）物理的に検出
可能な変化又は反応の表示物を検出することを可能にする任意の寸法とすることができる
。本発明の輸送マトリックスは、全長が約100ｍｍ以内、幅約６ｍｍであることが好まし
く、長さが約10ｍｍ乃至約40ｍｍで、幅が約１ｍｍ乃至約５ｍｍであることがより好まし
い。この輸送マトリックスは、任意の反射光系計測器内に一体化することが都合良く、ま
た、引用してその内容を本明細書に含めた、上述の関連出願に記載されたような使い捨て
型の電子式検定装置に一体化することがより好ましい。本発明の化学的作用及び形態は、
一体化した検定装置に使用することができるが、本発明は、置換可能な試薬として任意の
その他の計測器使用の反射計又は透過計にて使用することができる。
該輸送マトリックスは、その長さに沿って複数の領域を備えることができる。該領域は、
拡散状に又は非拡散状に結合した試薬を保持することができる。領域の各々は、約0.1ｍ
ｍ乃至約10ｍｍの幅とすることができ、約0.25ｍｍ乃至約５ｍｍの幅とすることがより好
ましい。１つの輸送マトリックスにて行われる検定の数に対応して、少なくとも２つの領
域、最大で約10以上の領域があるようにする。
輸送マトリックスは、吸水性材料から成る１つの連続的な部分とし、又は、１、２、３又
はそれ以上の部分で構成することもできる。領域の各々は、独立的な吸水性材料とするこ
とができ、この場合、領域の各々は、隣接する領域と流体連通しており、又は隣接する２
つ以上の領域が共通の材料を使用し、その他の領域が異なる材料から成るようにしてもよ
い。領域の各々を含む輸送マトリックスは、同一又は異なる吸水性材料で形成することが
できる。この吸水性材料は、流体検体を付与したとき、吸上げ作用、すなわち毛管作用に
より、種々の領域、スペーサ（存在するならば）、及び検体の付与箇所の間を流体連通さ
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せることを可能にする。
好適な実施の形態において、該輸送マトリックスは、吸水性基層を有しており、同定する
ことのできる捕獲試薬をこの吸水性基層に対して拡散状又は非拡散状に固定される。非拡
散状の固定は、捕獲試薬を吸水性基層に吸収、吸着、架橋結合又は共有結合させることに
より行うことができる。
拡散状の固定は、固定すべき検体試薬を調合すること（例えば、任意の所望の添加剤と共
に、水、Ｃ1－Ｃ4アルコール又はその混合体のような適当な溶媒中で溶融させることによ
り）、得られた調合物を所望の位置にて薄膜、フィルタ又は輸送層の吸水性材料に付与す
ること、その材料を乾燥させることとによって行うことができる。適当な添加剤は、洗浄
剤、タンパク、遮断剤、ポリマー、砂糖等を含めることができる。これと代替的に、添加
剤及び検定試薬は、「遮断剤」である、水溶性ポリマー、砂糖又は洗浄剤で予め被覆する
ことにより薄膜、フィルタ又は輸送層に付与し、その後、共役体又は共役調合剤を付着さ
せ、その材料を乾燥させてもよい。拡散状の固定化は、反応し、又は未反応であるかどう
かを問わずに、吸水性基層を通じて試薬を迅速に再構成し且つ移動させることを可能にす
る。非拡散状の固定化は、捕獲試薬を輸送マトリックスに対して共有結合させ、吸着又は
吸収させることにより行うことができる。
該領域は、抗体、抗原、酵素、基層、小分子、タンパク、組換えタンパク、ウィルス又は
バクテリアの溶解体、受容体、砂糖、炭水化物、ＰＶＡ及び洗浄剤のようなポリマーを含
むが、これらにのみ限定されない、拡散状に又は非拡散状に結合した試薬を保持すること
ができる。
図４に図示した輸送マトリックス２２の好適な実施の形態を参照すると、第一の検出領域
２６及び第二の検出領域２８は、前縁境界１００と、後縁境界１０２とを有している。検
出領域２６、２８の各々には、捕獲試薬のドット１０４のパターン１０６として所定の付
着部分の分布状態が示してある。プリントしたパターン１０６は、矢印１０８で示した検
体の流動方向に向けて前縁境界１００から後縁境界１０２まで検出領域２６、２８の各々
を亙ってドット１０４の密度を増大させる。検出領域の各々の一側部１１０から反対側の
側部１１２までのドット１０４の密度は、略均一であることが好ましい。図４に図示した
パターン１０６の捕獲効率は、検出領域２６、２８の各々を亙って略一定の率にて有効に
増大し、均一な勾配を提供する。
パターン１０６内のドット１０４は、従来のインクジェットプリンタを使用して輸送マト
リックス２２に機械的に又は物理的に付与される。本発明と共に使用するのに適したその
他の塗布具は、万年筆、パッドプリンタ、ピペット、エアブラシ、計測分配ポンプ及び注
出装置等を含むが、これらにのみ限定されるものではない。また、所定の分布の適当な領
域の上に試薬を正確に測定した供給するその他の塗布具も適している。ドット１０４は、
任意の形状又は寸法とすることができ、パターン１０６内にてこれらの寸法を変化させる
ことができる。
本発明の別の実施の形態は、図５に図示するように、捕獲試薬のドット１０４を検出領域
２６内にて均一なパターン１１４で所定の分布状態にて物理的に付与するためのものであ
る。プリントした均一なパターン１１４は、矢印１０８で示すように、検体の流動方向に
向けて前縁境界１００から後縁境界１０２まで検出領域２６を亙って各ドット１０４内の
捕獲試薬の濃度を増大させる。その結果、個々のドット１１６の捕獲試薬の濃度は、ドッ
ト１１８よりも低くなる。
図６に図示した別の好適な実施の形態は、検体の流動方向１０８に向けて前縁境界１００
から後縁境界１０２まで検出領域２６を横断して一連のストライプ１２０にて捕獲試薬を
輸送マトリックス２２に付着させて所定の分布状態のパターン１２２を形成する。ストラ
イプ１２０は、検体の流動方向に対して垂直な検出領域の幅を亙って伸長することが好ま
しい。一連のストライプ１２０は、検出領域２６を亙って頻度が変化する。この実施の形
態において、ストライプ１２０の各々における捕獲試薬の濃度は、略等しい。パターン１
２２の捕獲効率は、ストライプ１２０の頻度が増大するために増す。図６に図示したパタ
ーンの捕獲効率は、検出領域２６を亙って略一定の率にて効果的に増し、均一な勾配を提
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供する。
パターン１２２内のストライプ１２０は、プリンタ、エアブラシ、計測分配ポンプ及び注
出装置及びピペット等を使用して、輸送マトリックス２２に機械的に又は物理的に付与さ
れる。条１２０は、任意の幅とすることができ、また、パターン１２２内にて幅を変化さ
せることができる。これと代替的に、条１２０の各々における捕獲試薬の化学的含有量、
すなわち濃度は、パターン１２２に沿って変化するようにしてもよい。
本発明のもう１つの実施の形態は、一連のストライプ１２０の頻度及びその濃度を変化さ
せることを組み合わせ、図７に図示した所定の分布状態を有するパターン１２４を形成す
る。パターン１２４の捕獲効率は、前縁境界１００から検出領域２６の中間に向けて効果
的に増し、次に、後縁領域１０２に向けて効果的に低下し、不均一な勾配を開示する上で
の本発明の種々の形態を明らかにしている。
図８に図示した実施の形態は、検出領域２６を横断して前縁境界１００から後縁境界１０
２までパターン１２６を形成し得る捕獲試薬の濃度及び／又は密度が増す所定の分布状態
を提供する。第一のストライプ１２８は、検出領域２６を略覆う。第二のストライプ１３
０は、第一のストライプ１２８に部分的に重なり合うが、第一のストライプ１２８のみが
存在する１つの領域を残す。同様の方法にて、別のストライプ１３２が第一のストライプ
１２８及び第二のストライプ１３０に部分的に重なり合うが、第一のストライプ１２８の
み、及び第一のストライプ１２８及び第二のストライプ１３０のみが存在する１つの領域
を残す。その結果、形成されたパターン１２６は、重なり合うストライプの翼列となる。
捕獲試薬の濃度は、ストライプが順次重なり合う領域内にて増す。捕獲試薬の濃度がスト
ライプ１２８、１３０、１３２の各々にて等しいならば、重なり合う面積は、捕獲試薬の
濃度を２倍及び３倍にする。ストライプの各々における捕獲試薬の量を変化させることも
適当である。
輸送マトリックスに付与されるパターンの例が、図４乃至図８に図示されているが、本発
明は、ドット及びストライプのような図示した沈着の特定の形状にのみ限定されず、また
、その設計の特別な頻度又は寸法にも限定されないことを理解すべきである。
捕獲試薬を付与する本発明の好適な化学的方法の１つは、従来のプリンタを使用して、捕
獲試薬の所定の分布状態を表すパターンを輸送マトリックスに印刷することである。次に
、その印刷したパターンを処理して、捕獲試薬の効率を調整し、分析物質又はその共役体
と効果的に結合するようにすることで、捕獲試薬の効果を所定の分布状態にて改変させる
。例えば且つ非限定的に、捕獲試薬の捕獲効率は、遮断試薬を使用することにより調節す
ることができ、この遮断試薬は、捕獲試薬と又は分析物質と結合し、分析物質又はその共
役体と結合する捕獲試薬の機能を効果的に低下させることができる。
捕獲試薬の効率を化学的に調節する１つの好適な実施の形態の２つの形態が図９に示して
ある。１つの形態は、矢印１０８で示すように、検体の流動方向に沿って検出領域２６の
前方の領域１３６内にて遮断試薬１３４を付与するためのものである。遮断試薬を保持す
る領域１３６は、検出領域２６と別個とし、又は、前縁境界１００に重なり合うようにす
ることができる。次に、検体が検出領域２６を亙って流れるときに遮断試薬１３４が分配
される。これと代替的に、検体を輸送マトリックスに付与する前に、検出領域２６を亙っ
て遮断試薬１３４が分配されるようにしてもよい。輸送マトリックス２２を製造する間に
おけるように、検体に対して露呈させる前に、遮断試薬１３４を拡散させることのできる
溶液を輸送マトリックス２２を処理するために使用することができる。
捕獲試薬の効率を化学的に調節する１つの好適な実施の形態の第二の形態は、捕獲試薬の
パターン１３８の上方に亙って第二の所定の分布パターンにて遮断試薬１３４を付与する
ためのものである。パターン１３８で示した捕獲試薬の所定の分布状態は、均一な一連の
ストライプ１４０である。遮断試薬１３４の第二のパターンは、遮断試薬１３８の濃度及
び／又は密度が第二の検出領域２８の前縁境界１００から後縁境界１０２まで低下する所
定の分布状態である。遮断試薬１３４の型式は、分析物質と結合する捕獲試薬の効果を低
下させるために分析物質又は捕獲試薬の何れかと結合するように選択する。具体的に図示
するように、前縁境界１００から後縁境界１０２までの増大する捕獲効率の勾配は、遮断
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試薬１３４が捕獲試薬又は分析物質の何れか一方と相互作用することにより形成される。
遮断試薬は、捕獲試薬又は分析物質に対するその遮断効果の点で特定的か又は非特定的の
何れかとすることができる。非特定的な遮断試薬の例には、ポリマー及び粒子が含まれる
。特定的な遮断試薬は、抗体及びポリマー又は粒子との抗体共役体を含み、この場合、粒
子の寸法が大きければ大きい程、その拡散速度は遅くなる。その他の特定的な遮断試薬に
は、抗原、及び種々の寸法のポリマー又は粒子との抗原共役体が含まれる。
膨張材料は、捕獲試薬の濃度を変化させ、従って、所定の分布状態にて検出領域の捕獲効
率を変更する別の方法として使用することができる。捕獲試薬を輸送マトリックスに付着
させる前に、膨張材料を最初のマトリックスの一部として捕獲試薬と組み合わせることが
できる。遮断材料を捕獲試薬と共に、輸送マトリックス上に付着させたとき、該膨張材料
は、捕獲試薬に対する非特定的な遮断試薬として機能する。
図１０に示すように、簡略図には、輸送マトリックス２２に付着させる前に、捕獲試薬１
４６と混合させたかさを増すための材料１４４が示してある。かさを増すための材料１４
８も示してあり、このかさを増すための材料１４８は、個々の捕獲試薬の結合箇所上にお
ける特定の遮断試薬１５０と比較して、捕獲試薬１４６の結合箇所における非特定的な遮
断試薬として使用される。
物理的に検出可能な変化の所定の分布状態を形成するために検出領域の捕獲効率を変更す
る別の方法も図９に示されている。この実施の形態において、検出領域２８は、検出領域
２８を亙る検体の流れ１０８を変更する拡散制御材料で被覆するか、又はその拡散制御材
料を含浸させることができる。検出領域２８に亙る検体の拡散速度を調節すれば、捕獲試
薬との結合時間がより長く又は短くなるから、これに対応して捕獲試薬の捕獲効率も調節
される。一例であって、限定的ではなく、本発明と共に使用するのに適した拡散制御材料
は、デクストラン（dextran）である。その他の適当な拡散制御材料には、検体マトリッ
クス中にて可溶なポリエチレングリコール及びその他の重合系材料が含まれるが、これら
にのみ限定されるものではない。
ＮＴｘ（登録商標名）（オステックス・インターナショナル（Ostex International））
のような特定型式の検定法の場合、捕獲試薬と拮抗結合する遮断試薬を検出領域２６の前
にて領域１２８に追加することができる。拮抗的な遮断試薬は、検体と共に拡散し、捕獲
効率を低下させる傾向がある。拮抗的な遮断試薬が検出領域２６を亙って拡散するとき、
その濃度は低下し、捕獲試薬の捕獲効率が増して、逆の勾配を生じさせる。この方法の実
施の形態は、その他の検定法と共に使用するのに適しており、適当な拮抗的な遮断試薬は
、塩化ナトリウム、尿素及びチャオトロペス（chaotropes）のような塩を含むが、これら
にのみ限定されるものではない。
ＮＴｘ（登録商標名）のような分析物質は、検出領域２６の前にて輸送マトリックス２２
に合成ペプチド類似体又はその他の分析物質を追加することにより不感性にすることがで
きる。このことは、検出領域の前縁境界にて捕獲効率を低下させることになる。次に、分
析物質がペプチド類似体から受ける拮抗が少なくなり、捕獲試薬と結合することに対して
より感性的となるに伴って、捕獲効率は増大する。分析物質が低濃度であるとき、最初の
感性は、特定の検定法に対する化学的反応の較正曲線の下端にて低い。検体の前に、又は
検体と同時に、輸送マトリックスに沿って拡散するように、所定の少量量の分析物質を追
加すれば、検定法の感性は、較正曲線に沿って更に調節されて較正曲線のより高感度の部
分となる。
本発明は、また、２つ以上の領域に亙って物理的に検出可能な変化を測定する合計値を利
用して、この実施の形態中にて「フック効果」を生じさせることに関して分析物質の高濃
度が有害な影響を与えるのを最小にする方法をも提供する。図９を再度、参照すると、捕
集領域すなわちストライプ１４２が輸送マトリックス２２に選択随意的に追加される。こ
の捕集領域１４２は、その内部にて固定された捕集試薬を含んでおり、この捕集試薬は、
第一の検出領域２６の捕獲効率を超える余剰な分析物質を結合させる。この捕集試薬はラ
テックスに結合する。このラテックスは、さもなければ第二の検出領域２８内にて結合し
、第一の検出領域２６及び第二の検出領域２８内における物理的に検出可能な変化の測定
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値の合計値を不正確なものとするものである。本発明のこの実施の形態を使用すれば、分
析物質の濃度が装置で測定しようとする範囲以上となる結果として、所定の最小値以下で
ある測定値の合計値を識別する。
輸送マトリックスに対する上述の実施の形態以外の異なる形態を使用する本発明の別の実
施の形態が図１１に分解図で示してある。輸送マトリックス１５２は、層状の積み重ねた
形態にて配置される。１つ以上の選択された分析物質に対して分析すべき検体１５４は、
吸水性材料の第一の層１５６に付与され、この吸水性材料は、未処理のままとするか、又
は図４の第一の領域２５により行われたように、検体を処理するための試薬を含めること
ができる。次に、検体１５４は、矢印１５８の方向に層１６０まで流れる。この層１６０
は、検出領域１６２の前縁境界である。該層１６０は、その内部に非拡散状に固定された
捕獲試薬を保持している。同様に、層１６４、１６６、１６８の各々は、独立的に、その
内部に非拡散状に固定された、捕獲試薬を保持しており、この捕獲試薬の量は、益々、増
大する。このため、捕獲試薬の濃度及び／又は密度は、検出領域１６２に亙って層１６０
から層１６８まで増大する。作動時、検体は、検出領域１６２を亙って層１６０から層１
６８まで側方向に吸い上がる。層１６０、１６４、１６６、１６８の側部１７２は、従来
の反射率計から光源１７０によって照射され、光線を検出器１７４に拡散状に反射させる
。吸水性材料の層の数を増すことにより、より多くの検出領域を輸送マトリックス１５２
に追加することができる。
輸送マトリックスに対して、上述した実施例以外の異なる形態を使用する本発明の別の実
施の形態が図１２に示してある。輸送マトリックス１８０は、毛管のような囲い物１８２
内に保持されている。該輸送マトリックス１８０は、この囲い物内に、充填された固体層
の支持体１８４を有している。第一の検出領域１８６及び第二の検出領域１８８内にて固
体層の支持体１８４は、その上に固定した捕獲試薬１９０を有している。検体は、入口ポ
ート１９２を通じて囲い物１８２内に導入され、矢印１９４の方向に向けて囲い物１８２
を亙って流れ又は吸い上がる。検出領域１８６、１８８内における物理的に検出可能な変
化は、囲い物の壁の透明部分２０２を通じて光源２００によって照射される。拡散して反
射した光線は、検出器２０４によって測定される。
図１２の１つの形態において、捕獲試薬１９０の量は、検出領域１８６、１８８に亙って
均一に分配される。囲い物１８２は、遮断試薬を保持する領域１９６、１９８を含んでお
り、この遮断試薬は、検体が流れる前に、それぞれの検出領域１８６、１８８を亙って輸
送されるとき、捕獲試薬の効率の分布状態を所定のものにする。
図１２で示した１つの代替的な形態において、捕獲試薬１９０は、囲い物１８２内に充填
されて、各検出領域１８６、１８８を亙る捕獲試薬の量を変化させることにより、所望通
りの所定の分布状態を直ちに形成する。その結果、領域１９６、１９８は、不要となる。
本明細書に示し且つ説明した輸送マトリックスの形態は、幾つかの組み立て方法により形
成することができる。試薬を含む溶液中に輸送マトリックスを浸漬し、その後に、乾燥さ
せる従来の方法は、本発明の一部分に使用するのに適している。かかる複合的な方法にお
いて、試薬の略均一な層又は被覆を最初に、輸送マトリックスに付着させる。次に、第一
の試薬の上方に亙って、又は第一の試薬の前方にて輸送マトリックス上の領域内で第二の
試薬のパターンを付着させることにより、均一な付着状態を変更する。この方法は、第一
の試薬として、捕獲試薬及び拡散制御試薬と共に使用することができる。第二の試薬とし
て遮断試薬を使用することができる。以下の実験例は、これらの方法の詳細を具体的に示
すものである。
本発明の全体を説明したが、本明細書において更に一例の目的のためにのみ掲げ、本発明
を限定することを意図するものではない以下の特定の実施例を参照することにより、更な
る理解が可能である。
実験例１
本発明を実施する際、以下のストリップ組立体及び捕獲試薬の固定化方法をに使用した。
実施例の検定ストリップは、両面接着剤又は移し接着剤を使用して、吸水性材料をポリビ
ニルアセテートのシート（厚さ0.254ｍｍ（0.01インチ））に接続することによって輸送



(15) JP 4225576 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

マトリックスをプラスチック裏当て材に積層することで作製した。
ポリビニルアセテートのシートのカード（厚さ0.254ｍｍ（0.01インチ））を約2.3ｃｍ×
10ｃｍに切断した。このカードの寸法は、所望の検定カードの寸法に対応して変更した。
ポリビニルアセテート裏当て材は、種々の検定ストリップの領域の位置を示す適当な位置
にて長さに沿って鉛筆の線で標識した。３Ｍ４６５のような両面接着剤をポリビニルアセ
テートに付与し、表面を鉛筆の線で覆うようにし、ローラ組立体によって強固な圧力を付
与し、気泡が確実に発生しないようにした。両面接着剤の剥離ライナーを除去し、鉛筆の
線で案内して、輸送マトリックス又は紙の検定部分を正確な位置に付与し、ローラ組立体
により強固な圧力を付与して気泡が確実に生じないようにした。吸水性の検定マトリック
スの各部分は、その隣接する部分と確実に流体連通するように注意した。最後に、個々の
検定ストリップをカードの長さに沿って各々0.03ｃｍの幅となるように切断し、長さ2.3
ｃｍ×幅0.3ｃｍの検定ストリップとなるようにした。このことは、ダイカッター、又は
標準的なペーパーカッターを使用して行った。
表１に掲げた遮断試薬の場合、該遮断試薬は、約0.1μｍ乃至約20μｍの所望の寸法範囲
を有するラテックス微小球粒子に共有結合し、これらの粒子は、毛管作用により輸送マト
リックス内に吸引した。この微小球粒子方法は、最初に、次のように、カルボキシル官能
基を有する微小球に対して所望の遮断試薬を共有結合するように固定化することで行った
。すなわち、0.4μｍの微小球－ＣＯＯＨの懸濁液（例えば、バーンズ・ラボラトリーズ
（Bangs Laboratories））に対して、ｐＨ６、50ｍＭ２－（Ｎ－モルヒネ）エタンスルホ
ン基の酸緩衝剤（ＭＥＳ、シグマＭ－5287）中にて１－エチル－３－（ジメチルアミノプ
ロピル）カルボジミド（ＥＤＡＣ、シグマＥ0388）の1.1モル等価物及びＮ－ハイドロキ
シトクジイミド（ＮＨＳ、ピアス24500）の1.1モル等価物を室温にて添加し、30分間撹拌
した。次に、この懸濁液は遠心分離し、ＭＥＳ内にて洗浄して、余剰なＮＨＳ及びＥＤＡ
Ｃを除去した。その後、所望の遮断試薬を50ｍＭホウ酸塩ナトリウム、ｐＨ8.5と共に添
加した（このタンパクは、ビード表面にてＣＯＯＨ感応群よりも10倍のモル余剰である）
、室温にて２時間反応させ、次に、遠心分離により精製し、その後、洗浄及び再度の遠心
分離を行った。この時、微小球粒子は、共有結合して固定化した所望の遮断試薬を有して
いた。この遮断試薬－粒子の懸濁液を混合し、ピペットを使用して２－10μＬの検体を取
り上げ、直ちにその検体を捕獲試薬の前にて輸送マトリックスの上に載せた。
捕獲試薬に対する抗原共役体を作製するため、ｐＨ7.2の50ｍＭリン酸塩（ＰＢＳ）中に
てマウスＩｇＧ又はウシＩｇＧ（ＢｇＧ）を50：１のモル比にて0.15Ｍ・ＮａＣｌ、及び
サクシニミジル－４－（Ｎ－マレイミドメチル）サイクロヘキサン－１－カルボキシレー
ト（ＳＭＣＣ、ピアスNo.22320）で、室温にて約60分間反応させることにより、活性化さ
せた。マレイミドを加えたＩｇＧを50ｍＭのリン酸ナトリウム及び１ｍＭのＥＤＴＡ、ｐ
Ｈ7.0と共に平衡状態としたセパデックスＧ１５（10ｍｌ）カラムを通じて下方に流れる
ようにした。Ｃ－ペプチド（オステックス・インターナショナルから得られた合成抗原）
を50ｍＭのリン酸ナトリウム及び１ｍＭＥＤＡ、ｐＨ7.0中にて50：１のモル比（ｃ－ペ
プチド：ＩｇＧ）でマレイミドを加えたＩｇＧに液滴状に加え、室温にて約２時間反応さ
せた。その後、その混合体はｐＨ7.2のＰＢＳにて平衡状態としたセパデックスＧ２５カ
ラムを通じて下方に流し、未反応の合成抗原を除去した。ｃ－ペプチド：ＩｇＧの比は、
表１に掲げた材料が得られるように変更した。
抗－ＮＴｘ（Ｍａｂ１Ｈ１１）、ＢＳＡ又はＢｇＧにて輸送マトリックスを処理するため
、検出領域を亙って幅約1.5ｍｍの単一のストライプとなるように配置した。このとき、
カリフォルニア州、カールスバードのＩＳＭＥＣＡ・グループが製造したバイオ・ライン
（Bio-line）（登録商標名）プログラム化可能な分配装置であるストライパを使用した。
このストライパには、ＶＴのノーススプリングフィールドのＩＶＥＫ・コーポレーション
が製造した２つのデジペンス（Digipense）2000ポンプが取り付けられている。Ｃ－Ｉｇ
Ｇで処理するため、同一のストライパを使用して、各々の幅が約0.75ｍｍである２つの別
個のストライプとして表１に掲げた２つの比を検出領域を亙るように付着させた。そのス
トライプの反射光の密度を検出領域（領域）の前縁境界（Ｌ）及び後縁境界（Ｔ）にて測
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定した。

表１に掲げた反射密度は、約１ｍｍ直径の測定領域を使用する、グレターグ（Gretag）製
造による携帯型の反射濃度計で測定した。対照以外、検出領域を亙って物理的に検出可能
な変化のより均一な分布状態を提供する、本発明の機能を明らかにするため、１つの分析
物質としてＮＴｘ（登録商標名）の３つの異なる濃度を有する捕獲試薬の６つの異なる分
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布状態を使用した。検出領域の前縁境界及び後縁境界にて測定した反射密度により明らか
にされるように、その比は著しく小さく、物理的に検出可能な変化のより均一な分布状態
であることを示す。
実験例２
実験例１にて使用したものと同一のストリップ組立て方法に従って、勾配線の対照線及び
３つの異なる組み合わせを形成した。ＮＨのウェスト・レバノンのシナジー・リサーチ（
Snaergy Research）が製造したインキ・ジェット・プリンタシリーズ810の分配装置及び
コーレルドロー（CorelDraw）ソフトウェアを使用して非拡散状の固定化を行い、輸送マ
トリックスの適当な検出領域上に表２に掲げた種々の捕獲試薬及びその濃度を正確に測定
した。この場合、捕獲試薬の溶液は、ｐＨ7.2の50ｍＭのリン酸（ＰＢＳ）中にて0.15Ｍ
・ＮａＣｌにより0.01ｍｇ／ｍＬ乃至10ｍｇ／ｍＬの範囲に希釈し、付与装置内に導入し
た。次に、この付与装置を適当な検出領域上に配置し、単一のストライプとして、又は検
出領域に亙ってドットの分布頻度が増す、一連の別個のストライプとして固定材料を印刷
した。別個のストライプの幅は、約0.25ｍｍ乃至約５ｍｍとし、好ましくは約0.5乃至約1
.5ｍｍとした。次に、輸送マトリックスを乾燥する迄、45℃にて10分間乾燥させた。輸送
マトリックスを洗浄し且つ１％のポリビニル・プロリジンを付与し、その後、再度、乾燥
させた。
表２には、ＮＴｘ（登録商標名）の３つの異なる濃度におけるドットマトリックスの勾配
の各パターンについて、検出領域の前縁境界及び後縁境界での反射密度の測定結果が示し
てある。表２の最初の２つの勾配パターンは、ドット密度を連続的な勾配にて付着させる
プリンタによって形成したものである。最後の処理は、４つの別個のストライプから成る
不連続的なドット密度の勾配とした。表２には、例えば、０％乃至100％対20％乃至100％
のドット密度のような、勾配の急峻さの程度の僅かな差の効果も示してある。
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表２に掲げた反対密度は、検出領域に亙って物理的に検出可能な変化をより均一に分布さ
せる本発明の機能を明らかにするものである。検出領域の前縁境界及び後縁境界にて測定
した反射密度により明らかにされるように、その比は著しく小さくなり、物理的に検出可
能な変化がより均一に分布した状態であることを示す。
上記の教示に鑑みて、本発明の多数の改変例及び変形例が可能である。このため、添付し
た請求の範囲内において、本発明は、本明細書に特に記載した以外の形態にて実施するこ
とができることを理解すべきである。
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