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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物学的物質を保存する方法であって、該方法は、
　（ａ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または懸
濁液を、生物学的サンプルを含み得る生物学的サンプル保存デバイスの１または複数のサ
ンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾燥サンプルの水和または再水
和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可能にするステップと、
　（ｂ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形成
するステップと、
　により形成されたマトリックス上に生物学的サンプルまたは生物学的物質を載せる工程
を含む方法。
【請求項２】
　前記載せる工程の後に、前記マトリックスを乾燥させる工程をさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記マトリックスを冷蔵することなく保存する工程をさらに含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記生物学的物質が、ゲノムＤＮＡ、プラスミドＤＮＡ、ＤＮＡフラグメント、クロー
ン化ＤＮＡ、ＰＣＲ産物、ＲＮＡ、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ぺプチド、蛍光原
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基質、細胞、細菌、ウイルス、および化学化合物から選択される、請求項１、２、または
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記マトリックスがポリビニルアルコールまたはポリビニルピロリドンを含有する、請
求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記マトリックスが安定剤をさらに含有する、請求項１、２、または３に記載の方法。
【請求項７】
　前記マトリックスが、少なくとも１種のインヒビターをさらに含有し、該インヒビター
が、生物学的インヒビターまたは生化学的インヒビターである、請求項１、２、または３
に記載の方法。
【請求項８】
　前記インヒビターがトレハロースのインヒビターである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記インヒビターがバリダマイシンＡである、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　トレハロースが含まれる、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記マトリックスが、少なくとも１つの検出可能な指標をさらに備える、請求項１、２
または３に記載の方法。
【請求項１２】
　１つまたは複数のサンプルウェルを含む生物学的サンプルのための保存容器であって、
該サンプルウェルは、それぞれが生物学的サンプルを含むことができ、かつ、それぞれが
、
　（ａ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または懸
濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾燥
サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可能
にするステップと、
　（ｂ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形成
するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、容器。
【請求項１３】
　ゲノムＤＮＡ、プラスミドＤＮＡ、ＤＮＡフラグメント、クローン化ＤＮＡ、ＰＣＲ産
物、ＲＮＡ、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ぺプチド、蛍光原基質、細胞、細菌、ウ
イルス、および化学化合物から選択された生物学的物質をさらに含む、請求項１２に記載
の保存容器。
【請求項１４】
　前記マトリックスがポリビニルアルコールまたはポリビニルピロリドンを含有する、請
求項１２または１３に記載の保存容器。
【請求項１５】
　前記マトリックスが安定剤をさらに含有する、請求項１２または１３に記載の保存容器
。
【請求項１６】
　前記マトリックスが、少なくとも１種のインヒビターをさらに含有し、該インヒビター
が、生物学的インヒビターまたは生化学的インヒビターである、請求項１２または１３記
載の保存容器。
【請求項１７】
　前記インヒビターがトレハロースのインヒビターである、請求項１６に記載の保存容器
。
【請求項１８】
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　前記インヒビターがバリダマイシンＡである、請求項１６または１７に記載の保存容器
。
【請求項１９】
　トレハロースが含まれる、請求項１７または１８に記載の保存容器。
【請求項２０】
　前記マトリックスが、少なくとも１つの検出可能な指標をさらに備える、請求項１２ま
たは１３に記載の保存容器。
【請求項２１】
　１つまたは複数の生物学的サンプルのための、生物学的サンプル保存デバイスであって
、以下：
（ａ）蓋；
（ｂ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを含み得る１つまたは複数のサンプ
ルウェルを備え、該ウェルの１つまたは複数が、
　（ｉ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または懸
濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾燥
サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可能
にするステップと、
　（ｉｉ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形
成するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、サンプルプレート；および
（ｃ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス
を備える、デバイス。
【請求項２２】
　前記蓋を前記サンプルプレート上で閉めるための閉鎖手段を備える、請求項２１に記載
の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項２３】
　前記閉鎖手段が、磁気的閉鎖を包含する、請求項２２に記載の生物学的サンプル保存デ
バイス。
【請求項２４】
　気密閉鎖接続部を備える、請求項２２に記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項２５】
　各ウェルの周囲に気密閉鎖接続部を備える、請求項２２に記載の生物学的サンプル保存
デバイス。
【請求項２６】
　各ウェルの周囲に、磁気的閉鎖部および気密閉鎖接続部を備える、請求項２２に記載の
生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項２７】
　前記マトリックス材料は、冷蔵することなくサンプルを乾燥保存し得る、請求項２２に
記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項２８】
　少なくとも１つのウェルが、少なくとも１つの検出可能な指標を備える、請求項２２に
記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項２９】
　前記検出可能な指標が、比色定量性の指標を包含する、請求項２８に記載の生物学的サ
ンプル保存デバイス。
【請求項３０】
　前記検出可能な指標が、蛍光指標、発光指標、リン光指標、放射性指標、色素、酵素、
酵素基質、エネルギー転移分子、および親和性標識からなる群より選択される、請求項２
８に記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項３１】
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　前記検出可能な指標が、アミン、アルコール、アルデヒド、水、チオール、硫化物、亜
硝酸塩、アビジン、ビオチン、免疫グロブリン、オリゴ糖、核酸、ポリペプチド、酵素、
細胞骨格タンパク質、活性酸素種、金属イオン、ｐＨ、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｃｌ－、シアニド
、リン酸、およびセレンのうち少なくとも１つの存在を、検出可能に示し得る、請求項２
８に記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項３２】
　前記検出可能な指標が、フェノールレッド、臭化エチジウム、ＤＮＡポリメラーゼ、制
限エンドヌクレアーゼ、塩化コバルト、Ｒｅｉｃｈａｒｄｔ色素、および蛍光原プロテア
ーゼ基質からなる群より選択される、請求項２８に記載の生物学的サンプル保存デバイス
。
【請求項３３】
　少なくとも１つのウェルが、少なくとも１種のインヒビターを含有し、該インヒビター
が、生物学的インヒビターまたは生化学的インヒビターである、請求項２１に記載の生物
学的サンプル保存デバイス。
【請求項３４】
　前記インヒビターが、バリダマイシンＡ、ＴＬ－３、オルソバナジン酸ナトリウム、フ
ッ化ナトリウム、Ｎ－α－トシル－Ｐｈｅ－クロロメチルケトン、Ｎ－α－トシル－Ｌｙ
ｓ－クロロメチルケトン、アプロチニン、フッ化フェニルメチルスルホニル、およびジイ
ソプロピルフルオロホスフェートからなる群より選択される、請求項３３に記載の生物学
的サンプル保存デバイス。
【請求項３５】
　前記インヒビターが、キナーゼインヒビター、ホスファターゼインヒビター、カスパー
ゼインヒビター、グランザイムインヒビター、細胞接着インヒビター、細胞分裂インヒビ
ター、細胞周期インヒビター、脂質シグナル伝達インヒビター、およびプロテアーゼイン
ヒビターからなる群より選択される、請求項３３に記載の生物学的サンプル保存デバイス
。
【請求項３６】
　前記インヒビターが、還元剤、アルキル化剤、および抗微生物剤からなる群より選択さ
れる、請求項３３に記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項３７】
　前記マトリックス材料が、ポリビニルアルコールを含む、請求項２１に記載の生物学的
サンプル保存デバイス。
【請求項３８】
　前記マトリックス材料が、以下：ポリエチレングリコール、アガロース、ポリ－Ｎ－ビ
ニルアセトアミド、ポリビニルピロリドン、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリフェニレ
ンオキシド、架橋アクリルアミド、ポリメタクリレート、カーボンナノチューブ、ポリラ
クチド、ラクチド／グリコリドコポリマー、ヒドロキシメタクリレートコポリマー、カル
シウムペクチネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートスクシネート、硫
酸ヘパリンプロテオグリカン、ヒアルロン酸、グルクロン酸、トロンボスポンジン－１　
Ｎ－末端ヘパリン結合ドメイン、フィブロネクチン、ペプチド／水溶解性ポリマー改質剤
結合体、およびコラーゲンからなる群より選択される少なくとも１つの材料を含む、請求
項２１に記載の生物学的サンプル保存デバイス。
【請求項３９】
　前記マトリックス材料が、ヒドロキシエクトイン、ポリスチレン、およびトレハロース
からなる群より選択される少なくとも１つの材料を含む、請求項２１に記載の生物学的サ
ンプル保存デバイス。
【請求項４０】
　キットであって、以下：
（Ｉ）以下を備える、１つまたは複数の生物学的サンプルのための、生物学的サンプル保
存デバイス：
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　（ａ）蓋；
　（ｂ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサ
ンプルウェルを備え、該ウェルの１つまたは複数が、
　　（ｉ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または
懸濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾
燥サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にするステップと、
　　（ｉｉ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを
形成するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、サンプルプレート；および
　（ｃ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス；ならびに
（ＩＩ）１種以上の補助試薬
を備える、キット。
【請求項４１】
　１つまたは複数の生物学的サンプルを保存する方法であって、以下：
１つまたは複数の生物学的サンプルを生物学的サンプル保存デバイスと接触させる工程で
あって、該生物学的サンプル保存デバイスは、以下：
　（ｉ）蓋、
　（ｉｉ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを含み得る１つまたは複数のサ
ンプルウェルを備え、該ウェルの１つまたは複数が、
　　（ａ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または
懸濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾
燥サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にするステップと、
　　（ｂ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形
成するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、サンプルプレートを備える、工程を包含する、
方法。
【請求項４２】
　前記接触させる工程の後に、冷蔵することなく前記生物学的サンプル保存デバイスを維
持する工程を包含する、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記接触させる工程の後に、１つまたは複数のサンプルウェルを乾燥させる工程をさら
に含み、それにより前記生物学的サンプルを保存する、請求項４１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記接触させる工程および乾燥させる工程の後に、冷蔵することなく前記生物学的サン
プル保存デバイスを維持する工程を包含する、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記維持する工程後の前記サンプルの生物活性が、前記接触させる工程前の該サンプル
の生物活性と実質的に同じである、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記生物学的サンプルの分解が、前記マトリックス材料の非存在下で冷蔵することなく
維持されるコントロールの生物学的サンプルの分解に対して、低減される、請求項４４に
記載の方法。
【請求項４７】
　前記接触させる工程が、前記マトリックス材料を溶媒中で溶解または分離する工程を同
時に包含し、前記接触させる工程が、前記マトリックス材料を溶媒中で溶解または分離す
る工程に先行されるか、または前記接触させる工程に、前記マトリックス材料を溶媒中で
溶解または分離する工程が続く、請求項４３に記載の方法。
【請求項４８】
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　１つまたは複数の生物学的サンプルのための生物学的サンプル保存デバイスを調製する
方法であって、以下：
（ａ）（ｉ）水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にする溶媒中で溶解または分離するマトリックス材料、および（ｉｉ）溶媒、を含む溶
液または懸濁液を、生物学的サンプル保存デバイスの１つまたは複数のサンプルウェルに
付与する工程であって、該生物学的サンプル保存デバイスは、以下：
　（ｉ）蓋、
　（ｉｉ）１つまたは複数のサンプルウェルを備えるサンプルプレート、および
　（ｉｉｉ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス
　を備える、工程；ならびに
（ｂ）該サンプルウェルの１つ以上を乾燥させ、これによって該生物学的サンプル保存デ
バイスを調製する工程
により、生物学的サンプルを含み得る１または複数のサンプルウェルを含むサンプルプレ
ート中にマトリックスを形成する工程を包含する、方法。
【請求項４９】
　少なくとも１つのウェルが、少なくとも１つの検出可能な指標および／または少なくと
も１種のインヒビターを含有し、該インヒビターが、生物学的インヒビターまたは生化学
的インヒビターである、請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　保存される生物学的サンプルを回収する方法であって、以下：
（ａ）生物学的サンプルを含み得る１または複数のサンプルウェルを含む生物学的サンプ
ル保存デバイス中で、１つまたは複数の生物学的サンプルとマトリックスとを、同時に、
または連続的かついずれかの順序で、接触させる工程であって、該マトリックスが、
　　（ｉ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または
懸濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾
燥サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にするステップと、
　　（ｉｉ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを
形成するステップと、
　により形成される、工程；
（ｂ）該サンプルウェルの１つ以上を乾燥させる工程；
（ｃ）該生物学的サンプル保存デバイスを、該接触させる工程および乾燥させる工程の後
に、冷蔵することなく維持する工程；ならびに
（ｄ）該生物学的サンプルを、第２の溶媒中で再度懸濁または溶解し、そこから該保存さ
れる生物学的サンプルを回収する工程
を包含する、方法。
【請求項５１】
　前記維持する工程後の前記サンプルの生物活性が、前記接触させる工程前の該サンプル
の生物活性と実質的に同じである、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記第２の溶媒が、（ｉ）前記第１の溶媒と同じ溶媒、および（ｉｉ）該第１の溶媒と
異なる溶媒、からなる群より選択される、請求項５０に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第１の溶媒および前記第２の溶媒のうちの少なくとも１つが、活性緩衝液である、
請求項５０に記載の方法。
【請求項５４】
　生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関するデータを処理するた
めのシステムであって、該システムは、以下：
　（１）（ｉ）生物学的サンプルを含み得る１つまたは複数のサンプルウェルを含むサン
プルプレートであって、該ウェルの１つまたは複数が、
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　　（ａ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または
懸濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾
燥サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にするステップと、
　　（ｂ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形
成するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、サンプルプレートと、（ｉｉ）少なくとも１つ
の高周波トランスポンダーデバイスと、を含む、生物学的サンプルデバイス；
　（２）該サンプルデバイスに関するデータを受信および送信するためのコンピュータ実
行システム；ならびに
　（３）該サンプルデバイスと該コンピュータ実行システムとの間の高周波インターフェ
ースであって、該コンピュータ実行システムと該サンプルデバイスとの間に通信リンクを
提供するための、インターフェース
を備える、システム。
【請求項５５】
　前記コンピュータ実行システムが、前記サンプルデバイスに付随する、生物学的サンプ
ルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関するデータを維持するためのデータ構造を
備える、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記高周波インターフェースが、前記コンピュータ実行システムに結合される高周波イ
ンターロゲーター、および該インターロゲーターとの高周波連絡のために前記サンプルデ
バイスに付随する少なくとも１つのトランスポンダーデバイスを備える、請求項５４に記
載のシステム。
【請求項５７】
　生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関するデータを処理するた
めの方法であって、該方法は、以下：
　１つ以上の生物学的サンプルを保存するためのサンプルデバイスであって、該サンプル
デバイスは、生物学的サンプルを含み得る１つまたは複数のサンプルウェルを含むサンプ
ルプレートを含み、該サンプルウェルの１つまたは複数が、
　　（ａ）溶媒および該溶媒中で溶解または分解するマトリックス材料を含む溶液または
懸濁液を、１または複数のサンプルウェルに付与するステップであって、前記溶媒は、乾
燥サンプルの水和または再水和の後、乾燥サンプルの完全な回収または実質的な回収を可
能にするステップと、
　　（ｂ）前記１または複数のサンプルウェルを乾燥させ、それによりマトリックスを形
成するステップと、
　により形成されたマトリックスを含む、サンプルデバイスを提供する工程；
　該サンプルデバイスまたは該生物学的サンプルまたは両方に関するデータを受信、保存
および送信するためのコンピュータ実行システムを提供する工程；
　該サンプルデバイスと該コンピュータ実行システムとの間に高周波連絡インターフェー
スを提供する工程
を包含する、方法。
【請求項５８】
　前記コンピュータ実行システムから制御シグナルを発生して、前記高周波インターフェ
ースに前記サンプルデバイスからデータを検索させる工程を包含する、請求項５７に記載
の方法。
【請求項５９】
　前記コンピュータ実行システムによって制御シグナルを発生し、前記高周波インターフ
ェースを介して前記サンプルデバイスにデータを送信する工程を包含する、請求項５７に
記載の方法。
【請求項６０】
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　前記コンピュータ実行システムが、ウェブブラウザ、ウェブサーバプログラム、および
データベースサーバを有する３層アーキテクチャ、および前記高周波インターフェースの
動作を制御するクライアント側アプリケーションを備える、請求項５４に記載のシステム
。
【請求項６１】
　前記ウェブブラウザとＲＦＩＤリーダとの間にＵＳＢインターフェースをさらに備える
、請求項６０に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記コンピュータ実行システムが、クライアント側におけるエクセル（登録商標）マク
ロプログラム、およびデータベースサーバを有する２層アーキテクチャを備える、請求項
５４に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記コンピュータ実行システムが、スタンドアロン型クライアントアプリケーション、
および該クライアントアプリケーションと連絡するデータベースサーバを有する２層アー
キテクチャを備える、請求項５４に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記クライアントアプリケーションが、コンパイルされたアプリケーションである、請
求項６３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願への相互参照）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／５６０，８２９号（２００４年４月８日出願）の利
益を主張する。上記仮特許出願は、その全体が本明細書において参考として援用される。
（技術分野）
　本発明は、一般的に、生物学的物質およびサンプルが、本発明のシステムに受容されて
、収められるプロセスに関する。本発明はまた、このような生物学的物質およびサンプル
の使用、組織化、保存、追跡、検索および分析、ならびにこれらのプロセスの自動化に関
する。
【背景技術】
【０００２】
（発明の背景）
　ライフサイエンス分野における研究は、生物学的物質およびサンプル（例えば、ＤＮＡ
、ＲＮＡ、血液、尿、口腔スワブ、細菌、ウイルス、ＰＣＲ産物、クローニングされたＤ
ＮＡ、タンパク質、細胞および組織）、ならびに無機物もしくは化学物質の分析に基づく
。このようなサンプルは、代表的に、適切な供給源から収集されるかまたは獲得されて、
さらなる処理および分析のために、貯蔵庫および保管庫に置かれる。
【０００３】
　このようなサンプルのための保存容器としては、ボトル、チューブ、バイアル、バッグ
、ボックス、ラック、マルチウェルディッシュ、およびマルチウェルプレートが挙げられ
る。これらの容器は、代表的には、個別のネジ付きキャップまたは止め（ｓｎａｐ）キャ
ップ、止め閉鎖部もしくはシール閉鎖部、蓋、接着ストリップもしくは接着テープ、また
はマルチキャップストリップによってシールされている。ハイスループットのサンプル保
存、処理、および生物学的処置の自動化用の媒体のための標準的な容器の様式は、９６ウ
ェル、３８４ウェル、もしくは１５３６ウェルのプレートまたはアレイである。この容器
およびその中に収容されるサンプルは、種々の温度（例えば、周囲温度、または４℃、ま
たは０℃より低い温度、代表的には、約－２０℃もしくは－７０～－８０℃）で保存され
る。このデバイスに入れられ、保存されるサンプルは、最も頻繁には、液体媒体または緩
衝溶液中に含まれ、そして０℃より低い温度（例えば、－２０°Ｃまたは－７０～－８０
°Ｃ）での保存を必要とする。いくつかの場合、サンプルは、まず乾燥させられ、次いで
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周囲温度、または４℃、－２０℃もしくは－７０～－８０°Ｃで保存される。
【０００４】
　例えば、現在、核酸は、低温において液体形態で保存される。短期保存に関しては、核
酸は、４℃で保存され得る。長期保存に関しては、この温度は、一般的に、－２０℃～－
７０℃に下げられて、遺伝物質の分解を防止する（特に、ゲノムＤＮＡおよびＲＮＡの場
合）。核酸はまた、固体マトリックス（例えば、セルロース膜）上で室温保存される。ど
ちらの保存システムも、欠点を伴う。低温保存は、費用のかかる機器（例えば、低温室、
フリーザー、発電器バックアップシステム）を必要とする。このような機器は、予期され
ない電力供給停止の場合に信頼できない可能性があるか、または電源の準備のない範囲ま
たは信頼できる電気系統を有さない地域においては、使用が困難である可能性がある。セ
ルロース繊維上での核酸の保存はまた、再水和プロセスの間に物質の実質的な損失を生じ
る。なぜなら、核酸は、セルロース繊維によって捕捉されてとどまっており（そしてこれ
によって会合しており）、定量的に回収可能ではないからである。セルロース上での核酸
乾燥保存はまた、生物学的物質からのセルロースの分離を必要とする。なぜなら、そうし
ない限り、このセルロース繊維が生物学的サンプルを汚染するからである。セルロースフ
ィルターからの生物学的サンプルの分離は、さらなる処理（ピペッティング、新しいチュ
ーブもしくは容器へのサンプルの移送、および遠心分離が挙げられる）を必要とする。こ
れらの処理の全ては、回収率を減少させ得、かつ所望されない汚染物の導入もしくはサン
プル分解を促進する条件への暴露の機会を増加させ得、そしてこれらにはまた、費用およ
び労力がかかる。
【０００５】
　タンパク質は、現在では、最初に、冷却環境もしくは冷凍環境（代表的には、－２０℃
～液体窒素中での保存）において、液体段階で扱われる。いくつかの例外において、タン
パク質は、凍結乾燥されるか、室温においてトレハロースの存在下で乾燥されて、未処理
表面に直接的に適用される（非特許文献１；非特許文献２）。タンパク質は、多くの場合
、冷却されて（４℃）、冷凍されて（－２０℃もしくは－８０℃）保存される場合でさえ
、分解し、かつ／または活性を失う。タンパク質に対する凍結－融解のストレスは、特に
、タンパク質サンプルのアリコートを繰り返し凍結－融解することが必要な場合、生物活
性（例えば、酵素活性、同系のリガンドへの特異的結合など）を低下させる。結果として
起こる生物学的アッセイにとって必要であり得るタンパク質活性の損失により、代表的に
は、匹敵するアッセイ結果を得るためにタンパク質濃度を再調整すること、または新しい
ロットを選んで、費用をかけて問題のあるタンパク質試薬を廃棄することが必要となる。
研究室に保存されている酵素試薬を複数回使用する一般的な実施は、特に、異なる使用者
によって何回も、標準的でない取扱い手順によって利用されることにより、このような試
薬によって生じる実験データの信頼性は、さらに低下する。結果として、タンパク質の半
減期は低下し、したがって高価な試薬を、頻繁に交換しなければならない。このことは結
局、使用者に多大な金銭的費用をかける。タンパク質の供給元にとっても、最初の低温室
作業から始まる、輸送、サンプルの冷凍保存、そして製造から使用者の場所へのタンパク
質の冷凍輸送のための、分解させずに冷凍状態での供給の連鎖を維持するために、高額な
費用を必要とする。例えば、輸送の間の遅れは、タンパク質の不活性化をもたらし得、次
いでこれは、供給元が多大きな費用をかけて交換しなければならない。また、不活性製品
を受け取ることで、消費者に不満が生じる可能性がある。
【０００６】
　タンパク質および核酸の乾燥は、研究科学、医生物学、バイオテクノロジーおよび他の
産業ビジネスの社会で、まだ広く採用されていない。なぜなら、標準的に確立され、かつ
信頼性のあるプロセスの欠如、定量的かつ機能的特性の回復の困難さ、種々の緩衝液およ
び溶媒への適合性および耐性、ならびに核酸およびタンパク質を扱うことへの要求から生
じる他の困難さのためである。同じ問題は、他の生物学的物質（例えば、ウイルス、ファ
ージ、細菌、細胞および多細胞生物）の取扱い、保存および使用にあてはまる。
【０００７】
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　現行のサンプル保存容器は、多数のプラットホームを代表し、これらは、サンプル調製
、サンプル保存、サンプル保管、サンプル追跡、サンプル検索およびサンプル分析に対す
る一元化されたアプローチを備えていない。現行のサンプル処理様式およびサンプル保存
様式のいずれも、個々の保存容器、不適切な閉鎖および閉じ込め補助物、サンプル汚染、
不適切な組織化、多様な標識システム、広い空間および貯蔵庫の必要性、ならびに温度の
制約から生じる問題を解決しないことは明らかである。
【０００８】
　ヒトおよび多くの他のゲノム、プロテオーム、トランスクリプトームなどのゲノムの熟
成および最近の解読は、ライフサイエンス研究の産業化をもたらした。科学的知見を進歩
させ、そして製品を開発するために、多数の生物由来の遺伝子および／または遺伝子産物
を含む数百万の生物学的サンプルが、分析されている。ハイスループット技術の開発は、
情報およびサンプルの広大なプールをもたらした。したがって、サンプル保存、データ編
成およびデータ分析を統合する必要性が存在する。無数の生物学的サンプルおよびデータ
の生成は、結果として、小さな研究室と大きな研究室とに対して、重大な組織的な課題を
突きつけている。ライフサイエンスサンプルにとってのこれまでに利用可能なデータ管理
の選択肢（例えば、ＬＩＭＳ（研究室情報管理システム（Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）））は、特定のサンプルに
関する情報とサンプル保存デバイスとを統合し得ず、そして代表的に、サンプルデータを
、そのサンプル保存デバイスと物理的にも電子的にも接続されていない中央サーバに保存
する。さらに、これまでに利用可能なシステムは、不便な保存ラック構成を必要とする。
この保存ラック構成は、代表的には、面倒な低温保存、および／または費用のかかる複雑
なソフトウェアを含み、この複雑なソフトウェアは、大規模な事業ソフトウェアシステム
が購入されて特定の使用者の要求に対して構成されるべきであるか、または代わりに特注
のプログラムが独立に開発されるべきかに関わらず、専任のフルタイムの情報技術サポー
ト専門家を必要とする。
【非特許文献１】Ｇａｒｃｉａ　ｄｅ　Ｃａｓｔｒｏら、Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌ．、２０００年、６６：４１４２
【非特許文献２】Ｍａｎｚａｎｅｒａら、Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏ
ｌ．、２００２年、６８：４３２８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　明らかに、一般のライフサイエンスサンプルの保存、検索、分析、ならびに情報照合用
デバイスおよびシステムに対する、産業上の必要性が存在する。本開示は、複数のライフ
サイエンスサンプル保存アプリケーションとデータアプリケーションとを提供することに
よって、このような必要性に対処し、そして他の関連する利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（発明の要旨）
　生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関するデータを処理するた
めのシステムを提供することは、本発明の一局面である。このシステムは、以下を備える
：生物学的サンプルデバイス；上記サンプルデバイスに関するデータを受信、保存、処理
および連絡するためのコンピュータ実行システム；ならびに、上記サンプルデバイスと上
記コンピュータ実行システムとの間の高周波インターフェースであって、このコンピュー
タ実行システムとこのサンプルデバイスとの間に通信リンクを提供するための、インター
フェース。
【００１１】
　本発明のいくつかの実施形態に従って、以下が提供される：１つまたは複数の生物学的
サンプルのための、生物学的サンプル保存デバイスであって、以下を備える、デバイス：
（ａ）蓋；（ｂ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを収容し得る１つまたは
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複数のサンプルウェルを備え、このウェルの１つ以上は、マトリックス材料を備える、サ
ンプルプレート；および、（ｃ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス。関
連する生物学的サンプル保存デバイスであって、このデバイスにおいて、上記マトリック
ス材料は、溶媒中で溶解もしくは分離するか、またはこのデバイスは、上記蓋を上記サン
プルプレート上で閉めるための閉鎖手段を備える。必要に応じて、さらにこの閉鎖手段は
、磁気的閉鎖を含む。関連する生物学的サンプル保存デバイスは、気密閉鎖接続部を備え
るか、または各ウェルの周囲に気密閉鎖接続部を備えるか、または各ウェルの周囲に、磁
気的閉鎖部および気密閉鎖接続部を備える。特定の実施形態において、関連する生物学的
サンプル保存デバイスが提供され、このデバイスにおいて、前記マトリックス材料は、冷
蔵することなくサンプルを乾燥保存し得る。
【００１２】
　他の実施形態において、本発明は、１つまたは複数の生物学的サンプルのための、生物
学的サンプル保存デバイスを提供する。このデバイスは、以下を備える：（ａ）蓋；（ｂ
）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを含み得る１つまたは複数のサンプルウ
ェルを備え、このウェルの１つ以上は、溶媒中で溶解または分離するマトリックス材料を
備える、サンプルプレート；および（ｃ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバ
イス。上記の生物学的サンプル保存デバイスの特定のさらなる実施形態において、少なく
とも１つのウェルは、少なくとも１つの検出可能な指標を備える。ここで、特定のさらな
る実施形態においては、比色定量性の指標が包含される。この実施形態の特定の他の実施
形態においては、蛍光指標、発光指標、リン光指標、放射性指標、色素、酵素、酵素基質
、エネルギー輸送分子、および親和性標識が包含される。特定の他のさらなる実施形態に
おいて、上記検出可能な標識は、以下のうちの少なくとも１つの存在を、検出可能に示し
得る：アミン、アルコール、アルデヒド、水、チオール、硫化物、亜硝酸塩、アビジン、
ビオチン、免疫グロブリン、オリゴ糖、核酸、ポリペプチド、酵素、細胞骨格タンパク質
、反応性酸素種、金属イオン、ｐＨ、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｃｌ－、シアニド、リン酸、および
セレン。特定の他のさらなる実施形態において、上記検出可能な指標は、以下からなる群
より選択される：フェノールレッド、臭化エチジウム、ＤＮＡポリメラーゼ、制限エンド
ヌクレアーゼ、塩化コバルト、Ｒｅｉｃｈａｒｄｔ色素、および蛍光原プロテアーゼ基質
。
【００１３】
　特定の他の関連する実施形態に従って、生物学的サンプル保存デバイスは、少なくとも
１つのウェルが、少なくとも１種のインヒビターを含有し、このインヒビターは、生物学
的インヒビターまたは生化学的インヒビターである。このインヒビターは、以下であり得
る：バリダマイシンＡ、ＴＬ－３、オルソバナジン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、Ｎ
－α－トシル－Ｐｈｅ－クロロメチルケトン、Ｎ－α－トシル－Ｌｙｓ－クロロメチルケ
トン、アプロチニン、フッ化フェニルメチルスルホニル、ジイソプロピルフルオロホスフ
ェート、キナーゼインヒビター、ホスファターゼインヒビター、カスパーゼインヒビター
、グランザイムインヒビター、細胞接着インヒビター、細胞分裂インヒビター、細胞周期
インヒビター、脂質シグナル伝達インヒビター、およびプロテアーゼインヒビター、還元
剤、アルキル化剤、および抗微生物剤。特定の実施形態において、上記マトリックス材料
は、冷蔵することなくサンプルを乾燥保存し得る。特定の実施形態において、上記マトリ
ックス材料は、ポリビニルアルコールを含む。そして特定の他の実施形態において、上記
マトリックス材料は、以下からなる群より選択される少なくとも１つの材料を含む：ポリ
エチレングリコール、アガロース、ポリ－Ｎ－ビニルアセトアミド、ポリビニルピロリド
ン、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリフェニレンオキシド、架橋アクリルアミド、ポリ
メタクリレート、カーボンナノチューブ、ポリラクチド、ラクチド／グリコリドコポリマ
ー、ヒドロキシメタクリレートコポリマー、カルシウムペクチネート、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロースアセテートスクシネート、硫酸ヘパリンプロテオグリカン、ヒアルロ
ン酸、グルクロン酸、トロンボスポンジン－１　Ｎ－末端ヘパリン結合ドメイン、フィブ
ロネクチン、ペプチド／水溶解性ポリマー改質剤結合体、コラーゲン、ヒドロキシエクト
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イン、ポリスチレン、またはトレハロース。別の実施形態において、本発明は、キットを
提供する。このキットは、以下を備える：（Ｉ）以下を備える、１つまたは複数の生物学
的サンプルのための、生物学的サンプル保存デバイス：（ａ）蓋；（ｂ）サンプルプレー
トであって、生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサンプルウェルを備え、こ
のウェルの１つ以上は、マトリックス材料を備える、サンプルプレート；および（ｃ）少
なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス；ならびに（ＩＩ）１種以上の補助試薬
。特定のさらなる実施形態において、上記マトリックス材料は、溶媒中で溶解または分離
する。
【００１４】
　本発明の別の実施形態をみると、１つまたは複数の生物学的サンプルを保存する方法が
提供される。この方法は、以下を包含する：１つまたは複数の生物学的サンプルを生物学
的サンプル保存デバイスと接触させる工程であって、この生物学的サンプル保存デバイス
は、以下：（ｉ）蓋、（ｉｉ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを含み得る
１つまたは複数のサンプルウェルを備え、このウェルの１つ以上は、マトリックス材料を
備える、サンプルプレート、および（ｉｉｉ）少なくとも１つの高周波トランスポンダー
デバイス、を備える工程、ならびに、上記工程によって上記生物学的サンプルを保存する
工程。特定のさらなる実施形態において、この方法は、上記接触させる工程の後に、冷蔵
することなく上記生物学的サンプル保存デバイスを維持する工程を包含する。別の発明の
実施形態は、１つまたは複数の生物学的サンプルを保存する方法を提供する。この方法は
、以下を包含する：（ａ）１つまたは複数の生物学的サンプルを生物学的サンプル保存デ
バイスと接触させる工程であって、この生物学的サンプル保存デバイスは、以下：（ｉ）
蓋、（ｉｉ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数
のサンプルウェルを備え、このウェルの１つ以上は、溶媒中で溶解または分離するマトリ
ックス材料を備える、サンプルプレート、および（ｉｉｉ）少なくとも１つの高周波トラ
ンスポンダーデバイス、を備える、工程；ならびに、（ｂ）上記サンプルウェルの１つ以
上を乾燥させ、これによって上記生物学的サンプルを保存する工程。特定のさらなる実施
形態において、この方法は、上記接触させる工程および乾燥させる工程の後に、冷蔵する
ことなく上記生物学的サンプル保存デバイスを維持する工程を包含する。ここで、特定の
なおさらなる実施形態において、上記維持する工程後の上記サンプルの生物活性は、上記
接触させる工程前のそのサンプルの生物活性と実質的に同じであり、そして特定の他のな
おさらなる実施形態において、上記生物学的サンプルの分解は、上記マトリックス材料の
非存在下で冷蔵することなく維持されるコントロールの生物学的サンプルの分解に対して
、低減される。特定の関連する実施形態において、上記接触させる工程は、上記マトリッ
クス材料を溶媒中で溶解または分離する工程を同時に包含する。一方特定の他の関連する
実施形態において、上記接触させる工程が、上記マトリックス材料を溶媒中で溶解または
分離する工程に先行され、一方特定の他の関連する実施形態において、上記接触させる工
程が、上記マトリックス材料を溶媒中で溶解または分離する工程に続く。
【００１５】
　別の実施形態において、本発明は、１つまたは複数の生物学的サンプルのための生物学
的サンプル保存デバイスを調製する方法を提供する。この方法は、以下を包含する：（ａ
）溶媒中で溶解または分離するマトリックス材料を、生物学的サンプル保存デバイスの１
つまたは複数のサンプルウェルに付与する工程であって、この生物学的サンプル保存デバ
イスは、以下：（ｉ）蓋、（ｉｉ）生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサン
プルウェルを備える、サンプルプレート、および（ｉｉｉ）少なくとも１つの高周波トラ
ンスポンダーデバイス、を備える、工程；ならびに、（ｂ）上記サンプルウェルの１つ以
上を乾燥させ、これによって上記生物学的サンプル保存デバイスを調製する工程。特定の
さらなる実施形態において、上記付与する工程は、上記マトリックス材料と上記溶媒とを
含有する溶液または懸濁液を付与する工程を包含する。一方、特定の他のさらなる実施形
態において、少なくとも１つのウェルは、少なくとも１つの検出可能な指標を含有し、一
方、特定の他のさらなる実施形態において、少なくとも１つのウェルは、少なくとも１種
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のインヒビターを含有し、このインヒビターは、生物学的インヒビターまたは生化学的イ
ンヒビターである。
【００１６】
　別の実施形態において、保存される生物学的サンプルを回収する方法が提供される。こ
の方法は、以下を提供する：（ａ）生物学的サンプル保存デバイス中で、１つまたは複数
の生物学的サンプルとマトリックス材料とを、同時に、または連続的かついずれかの順序
で、接触させる工程であって、上記生物学的サンプル保存デバイスが、以下：（ｉ）蓋、
（ｉｉ）サンプルプレートであって、生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサ
ンプルウェルを備え、このウェルの１つ以上は、マトリックス材料を備え、このマトリッ
クス材料は、第１の溶媒中で溶解または分離される、サンプルプレート、および（ｉｉｉ
）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス、を備える、工程；（ｂ）上記サン
プルウェルの１つ以上を乾燥させる工程；（ｃ）上記生物学的サンプル保存デバイスを、
上記接触させる工程および乾燥させる工程の後に、冷蔵することなく維持する工程；なら
びに、（ｄ）上記生物学的サンプルを、第２の溶媒中で懸濁または溶解し、そこから上記
保存される生物学的サンプルを回収する工程。ここで、特定のさらなる実施形態において
、上記維持する工程後の上記サンプルの生物活性は、上記接触させる工程前のそのサンプ
ルの生物活性と実質的に同じである。一方異なるさらなる実施形態において、上記第２の
溶媒は、（ｉ）上記第１の溶媒と同じ溶媒、および（ｉｉ）上記第１の溶媒と異なる溶媒
、から選択される。特定の関連する実施形態において、上記第１の溶媒および上記第２の
溶媒のうちの少なくとも１つは、活性緩衝液である。
【００１７】
　別に実施形態において、本発明は、生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索およ
び分析に関するデータを処理するためのシステムを提供する。このシステムは、以下を備
える：生物学的サンプルデバイス；上記サンプルデバイスに関するデータを受信および送
信するためのコンピュータ実行システム；ならびに、上記サンプルデバイスと上記コンピ
ュータ実行システムとの間の高周波インターフェースであって、上記コンピュータ実行シ
ステムと上記サンプルデバイスとの間に通信リンクを提供するための、インターフェース
。さらなる実施形態において、上記コンピュータ実行システムは、上記サンプルデバイス
に付随する生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関するデータを維
持するためのデータ構造を備える。関連する実施形態において、上記高周波インターフェ
ースは、上記コンピュータ実行システムに結合される高周波インターロゲーター、および
上記インターロゲーター器との高周波連絡のために上記サンプルデバイスに付随する少な
くとも１つのトランスポンダーデバイスを備える。
【００１８】
　別の実施形態において、生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索および分析に関
するデータを処理するための方法が提供される。この方法は、以下を包含する：１つ以上
の生物学的サンプルを保存するためのサンプルデバイスを提供する工程；上記サンプルデ
バイスまたは上記生物学的サンプルまたは両方に関するデータを受信、保存および送信す
るためのコンピュータ実行システムを提供する工程；上記サンプルデバイスと上記コンピ
ュータ実行システムとの間に高周波連絡インターフェースを提供する工程。さらなる実施
形態において、上記方法は、上記コンピュータ実行システムから制御シグナルを発生して
、上記高周波インターフェースに上記サンプルデバイスからのデータを検索させる工程を
包含する。別のさらなる実施形態において、上記方法は、上記コンピュータ実行システム
によって制御シグナルを発生し、上記高周波インターフェースを介して上記サンプルデバ
イスにデータを送信する工程を包含する。
【００１９】
　別の実施形態に従って、本発明は、生物学的サンプルの保存、組織化、追跡、検索およ
び分析に関するデータを処理するためのシステムを提供する。このシステムは、以下を備
える：生物学的サンプル保存デバイスであって、このサンプル保存デバイスは、以下：蓋
；生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサンプルウェルを備える、サンプルプ
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レート；および、少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス、を備える、デバイ
ス；上記サンプル保存デバイスに関するデータを受信および送信するためのコンピュータ
実行システム；ならびに、上記サンプルデバイスと上記コンピュータ実行システムとの間
の高周波インターフェースであって、上記コンピュータ実行システムと上記サンプルデバ
イスとの間に通信リンクを提供するための、インターフェース。特定のさらなる実施形態
において、上記コンピュータ実行システムは、ウェブブラウザ、ウェブサーバプログラム
、およびデータベースサーバを有する３層アーキテクチャ、ならびに前記高周波インター
フェースの動作を制御するクライアント側アプリケーションを備える。そして特定のなお
さらなる実施形態において、上記システムは、上記ウェブブラウザとＲＦＩＤリーダとの
間にＵＳＢインターフェースを備える。別の関連する実施形態において、上記コンピュー
タ実行システムは、クライアント側におけるエクセル（登録商標）マクロプログラム、お
よびデータベースサーバを有する、２層アーキテクチャを備える。別の関連する実施形態
において、上記コンピュータ実行システムは、スタンドアロン型クライアントアプリケー
ション、およびこのクライアントアプリケーションと連絡するデータベースサーバを有す
る、２層アーキテクチャを備える。特定のさらなる実施形態において、上記クライアント
アプリケーションは、コンパイルされたアプリケーションである。
【００２０】
　別の実施形態において、本発明は、１つまたは複数の生物学的サンプルのための、生物
学的サンプル保存デバイスを提供する。このデバイスは、以下を備える：（ａ）蓋；（ｂ
）生物学的サンプルを収容し得る１つまたは複数のサンプルウェルを備える、サンプルプ
レート；および（ｃ）少なくとも１つの高周波トランスポンダーデバイス。さらなる実施
形態において、上記生物学的サンプル保存デバイスは、上記蓋を上記サンプルプレート上
で閉めるための閉鎖手段を備え、そして特定のさらなる実施形態において、上記閉鎖手段
は、磁気的閉鎖を含む。別の実施形態において、上記生物学的サンプル保存デバイス、こ
れは気密閉鎖接続部を備え、そして別の実施形態において、上記保存デバイスは、各ウェ
ルの周囲に気密閉鎖接続部を備える。別の実施形態において、上記生物学的サンプル保存
デバイスは、各ウェルの周囲に、磁気的閉鎖部および気密閉鎖接続部を備える。
【００２１】
　本発明のこれらの局面および他の局面は、以下の詳細な説明および添付の図面への参照
によって明らかになる。本明細書において開示される全ての参照は、あたかも各々が個別
に参照されているように、それらの全体が本明細書によって参考として援用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　（発明の詳細な説明）
　本発明は、本明細書において記載されるような、生物学的サンプルおよび生物学的物質
、鉱物および化学物質の、単離、精製、保存（ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ）、保存（ｓｔ
ｏｒａｇｅ）、追跡、検索、データ照合、モニタリング、および／または分析のための、
複数構成要素のシステムおよび方法に関する。本発明は、乾燥サンプルの保存のためおよ
び周囲温度での保存のために使用され得、そしてまた、多様な生物学的物質および生物学
的サンプルの保存のための用途を有し得る。これらの生物学的物質および生物学的サンプ
ルとは、例えば、限定ではないが、ＤＮＡ、ＲＮＡ、血液、尿、他の生物学的流体（例え
ば、血清、漿膜液、血漿、リンパ、脳脊髄液、唾液、分泌組織および分泌器官の粘膜分泌
物、膣分泌物、腹水液、胸膜、心膜、腹膜、腹部および他の体腔の流体、細胞培地および
組織培地（細胞もしくは組織の馴化培地を含む）、洗浄液など）、口腔スワブ、細菌、ウ
イルス、ＰＣＲ産物、クローニングされたＤＮＡ、タンパク質、細胞および組織、または
他の生物学的サンプルである。したがって、生物学的サンプルとしては、被験体または生
物学的供給源由来の、血液サンプル、生検標本、組織外植片、器官培養物、生物学的流体
、または任意の他の組織調製物もしくは細胞調製物、またはそれらの画分および誘導体も
しくはそれらから単離された画分および誘導物が挙げられ得る。被験体または生物学的供
給源は、ヒトまたは非ヒト動物、初代細胞培養物もしくは培養に適応した細胞株であり得
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、これらの細胞株としては、染色体に組み込まれているかまたはエピソームの組換え核酸
配列を含み得る、遺伝子操作された細胞株、不死化されているかまたは不死化可能な細胞
株、体細胞ハイブリッド細胞株、分化しているかまたは分化可能な細胞株、形質転換され
た細胞株などが挙げられるが、これらに限定されない。
【００２３】
　したがって特定の実施形態において、本発明は、生物学的物質、化学的物質、および生
化学的物質の、乾燥条件下における、水和後（例えば、再水和により）すぐに使用できる
様式での長期保存に関する。本明細書において記載されるように、以下を包含する実施形
態が提供される：ａ）特別な溶解可能（もしくは分離可能）な保存マトリックス、ｂ）長
期保存条件の耐久性を高める、化学物質による保存マトリックスの調製および最適化、ｃ
）水和後に物質をすぐに活性かつ有用にさせる、乾燥プロセス前での、種々の生物学的物
質の調製、ならびにｄ）乾燥保存された生物学的に活性な物質の使用を介して、複雑な生
化学的プロセスを単純化するプロセス。したがって、これらの実施形態および関連する実
施形態は、生物学的物質の冷蔵されない乾燥保存に関係する驚くべき利点を提供する。こ
れらの利点としては、以下が挙げられる：生物学的サンプルの生物学的活性の安定化およ
び保存の改善、室温における乾燥形態での保存の間の、（そして特に、保護マトリックス
の使用を介する）生物学的サンプルの分解の低減、ならびにこのようなサンプルの、時間
のかかる再較正およびアリコート化の必要性を低下もしくは除外することによる、さらな
る使用のために生物学的サンプルを調製するためのプロセスの単純化。
【００２４】
　本発明は、ＤＮＡ、ＲＮＡ、細胞、細胞成分および他の生物学的物質、鉱物、化学物質
、または生物学的サンプルもしくは他のライフサイエンス関連サンプルに由来する組成物
の、精製およびサイズ分画化を可能にする。したがって、本発明は、例えば、１つまたは
複数の生物学的物質および／または生物学的サンプルの、１つの一元化され、統合され、
かつ使用が容易なプラットホームにおける、分子生物学的手順の実施での使用を容易に可
能にする。上記手順としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：ＰＣＲ、バ
イオポリマー（例えば、ポリヌクレオチド、ポリペプチドもしくは他のバイオポリマー）
の配列決定、オリゴヌクレオチドプライマー伸長、ハプロタイプ決定（例えば、ＤＮＡハ
プロタイプ決定）、および制限酵素マッピング。本発明はまた、例えば、そして特定の実
施形態において、タンパク質結晶学の実施のための、１つまたは複数の生物学的サンプル
および／または生物学的物質の使用を容易に可能にする。他の実施形態において、以下の
使用、試験または検出（診断用途を含む）のためのプラットホームが提供される：抗体ま
たは小分子（天然に存在するものもしくは人工のもの）あるいは他の生物学的分子（例え
ば、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド、アミノ酸、もしくはそれらの誘導体；脂質、
脂肪酸など、もしくはそれらの誘導体；炭水化物、糖など、もしくはそれらの誘導体；核
酸、ヌクレオチド、ヌクレオシド、プリン、ピリミジンもしくは関連分子、またはそれら
の誘導体など；または生物学的サンプルの構成要素である別の生物学的分子）。
【００２５】
　（生物学的サンプル保存デバイス）
　本発明の生物学的サンプル保存デバイス（「保存デバイス」）は、サンプルプレートお
よび蓋から構成される。保存デバイスの寸法は、高さ約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さ約８０
ｍｍ～約２００ｍｍ、そして幅約６０ｍｍ～約１５０ｍｍであり得る。好ましくは、この
保存デバイスは、約３ｍｍ～約１５ｍｍの高さ、約１００ｍｍ～約１４０ｍｍの長さ、そ
して約６０ｍｍ～約１００ｍｍの幅を有する。この保存デバイスは、多彩なポリプロピレ
ンから作製され得、そして９６ウェル、３８４ウェル、１５３６ウェルもしくはそれより
多くの程度のサンプル保管（ｄｅｐｏｓｉｔ）ウェルを保持し得る。各保存デバイスは、
それ自身の密封蓋を有する。この保存デバイスは、射出成形によって製造され得、そして
一体にまたは複数の部品に作製され得る。
【００２６】
　好ましい実施形態において、そして本明細書において記載されるように、生物学的サン



(16) JP 4896006 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

プル保存デバイスは、サンプルデータを処理するためのシステムにおける使用のために構
成される。このシステムは、保存デバイスとコンピュータ実行システムとの間に、データ
を受信、保存および／もしくは送信するための高周波インターフェースを備える。このデ
ータは、保存デバイスおよび／またはその中に含まれる１つ以上の生物学的サンプルに関
係し得る。したがって、特定の関連する実施形態において、生物学的サンプル保存デバイ
スは、少なくとも１つの本明細書において記載されるような高周波トランスポンダーデバ
イスを備える。このデバイスは、この保存デバイスの不可欠な構成要素であり得、そして
／またはこの保存デバイスの内面もしくは外面に取り付けられ得る。さらに、またはある
いは、この保存デバイスは、バーコード標識され得、そして／または必要に応じて、消す
ことのできないマーカーペンを使用してコード付けするための、１つ以上の領域を含み得
、そして／または必要に応じて、刷り込まれた取り扱いプロトコールを含み得る。サンプ
ルプレートのプラスチック材料は、約１／１０ｍｍ～約２ｍｍ厚であり得、熱を即座に伝
達し、そして約１００°Ｃまでの耐熱性がある。
【００２７】
　サンプルプレートは、保持領域またはウェルを含む。この保持領域またはウェルは、好
ましくは円形の形状であるが、正方形、長方形、長円形または任意の他の形状でもあり得
る。このウェルの底部は、平坦な形状、円錐形、円筒形もしくは丸い形状、または任意の
他の形状であり得る。このウェルの縁は、円筒形、円錐形、または他の形状であり得る。
ウェルの数は、サンプルプレートあたり１ウェル程度の少なさであってよく、そして数千
程度の多さであってもよい。最も好ましくは、サンプルプレートに、約９６～約３８４ウ
ェルが配置されている。サンプルウェルはまた、本明細書に記載される標準的なサンプル
プレートに適合し得る、１ウェル、４ウェルおよび８ウェルの群に分けられ得る。このウ
ェルは、プレート上に列を成して配置される。９６ウェルを備えるプレートについては、
一列は８ウェルを含む。独特な局面は、サンプルプレートが、種々の複数のウェルを有す
る多数の個別のサンプルスライドを受容するトレイであり得ることである。各々のスライ
ドは、このトレイにはまり、単一のプレートでの種々の数のウェルの保存を可能にする。
ウェルの下面は薄く、好ましくは、約１／１０ｍｍ～約２ｍｍの厚さを有する。
【００２８】
　本発明が、ハイスループットスクリーニング（すなわち、多数の生物学的サンプルの、
自動化された試験またはスクリーニング）に主な価値を有するということが企図される。
これは、例えば、合成生成物または天然生成物のライブラリを、活性化合物についてスク
リーニングすることにおいて、特に価値を有する。したがって、本発明の装置および方法
は、自動化された、費用効率のよい、ハイスループットな生物学的サンプル試験または薬
物スクリーニングを受け入れることができ、そして広範囲の薬学的薬物開発プログラムに
おける即時的用途を有する。本発明の好ましい実施形態において、ウェルは、ハイスルー
プットスクリーニング形式（例えば、９６ウェルプレート形式または他の規定の２次元ア
レイ（例えば、１５３６ウェル形式もしくは３８４ウェル形式））に組織化される。した
がって、ハイスループットスクリーニングのために、この形式は、好ましくは自動化を受
け入れることができる、好ましくは、例えば、本発明のハイスループットスクリーニング
実施形態に従う使用のための自動化された装置は、コンピュータまたは他のプログラム可
能なコントローラの制御下にある。このコントローラは、プロセスの各工程の結果を継続
的にモニタリングし得、そしてそれらの結果に応じて試験プログラムを自動的に変更し得
る。
【００２９】
　代表的に、そして特定の好ましい実施形態（例えば、ハイスループット薬物スクリーニ
ング）において、候補薬剤は、化合物、組成物、または分子の「ライブラリ」または集合
として提供される。このような分子は、代表的に、「小分子」として当該分野で公知の化
合物を含み、そして１０５ダルトン未満（好ましくは、１０４ダルトン未満、そしてさら
により好ましくは、１０３ダルトン未満）の分子量を有する。候補薬剤は、コンビナトリ
アルライブラリのメンバーとしてさらに提供され得る。このライブラリは、好ましくは、
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本開示に従う保存デバイス中のウェルとして提供される複数の反応容器中で行われる、複
数の所定の化学反応に従って調製される合成薬剤を含む。例えば、種々の開始化合物は、
所与の構成要素が、追跡可能に、反応条件の複数の順列および／もしくは組み合わせを受
けることを可能にする、固相合成、記録される無作為混合法（ｒｅｃｏｒｄｅｄ　ｒａｎ
ｄｏｍ　ｍｉｘ　ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ）および記録される反応分割技術（ｒｅｃｏｒ
ｄｅｄ　ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｓｐｌｉｔ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）の１つ以上を利用して調
製され得る。得られる生成物は、ライブラリを含み、このライブラリは、スクリーニング
され得、次いで選択手順および合成手順が繰り返され得る（例えば、ペプチドの合成コン
ビナトリアルライブラリ（例えば、ＰＣＴ／ＵＳ９１／０８６９４およびＰＣＴ／ＵＳ９
１／０４６６６を参照のこと）、または本明細書において提供されるような小分子を含み
得る他の組成物の合成コンビナトリアルライブラリ（例えば、ＰＣＴ／ＵＳ９４／０８５
４２、ＥＰ０７７４４６４、米国特許第５，７９８，０３５号、同第５，７８９，１７２
号、同第５，７５１，６２９号を参照のこと）。当業者は、本明細書において記載される
ような保存デバイスを使用する確立された手順に従って調製され得る、および／または本
開示に従うデバイスおよび方法を使用して試験され得る、このようなライブラリの多様な
取り合わせが調製され得ることを理解する。例えば、試験化合物のライブラリのメンバー
は、本明細書において提供されるようなハイスループットスクリーニングアレイとして使
用される、サンプル保存デバイス中の複数のウェルの各々の中の、複数の生物学的サンプ
ルに付与され得る
　このウェルは、液体物質または乾燥物質または両方のいずれかの形態である生物学的サ
ンプルまたは生物学的物質に適応し得る。固体マトリックス材料（例えば、限定ではなく
、スポンジ様材料、シリカ、シリカ粉末、シリカ濾紙、粉末吸着剤、もしくは濾紙）、ま
たは本明細書において記載される他のマトリックス材料が、限定的な理論に従うことなく
、吸収、吸着、特異的もしくは非特異的な結合、または他の結合機構（非共有もしくは／
および共有化学結合、およびまたは分子間会合性相互作用（例えば、疎水性相互作用およ
び／もしくは親水性相互作用、水素結合形成、静電相互作用など）の形成に関与する機構
が挙げられる）によって、このウェルに添加され得、生物学的物質の導入を可能にする。
マトリックス材料は、サンプルプレートユニットの生成プロセス中に組み込まれ得るか、
または接着性相互作用もしくはウェルへの詰め込まれ（ｗｅｄｇｅ）得るか、または後で
、１種以上の生物学的サンプルを１つ以上のウェルに導入する前、導入と同時、もしくは
導入後に、ウェルに導入される。ウェルの縁は、真っ直ぐであっても、突出した縁を含ん
でいてもよい。突出した縁は、特定の実施形態において、接着性相互作用によるか、それ
によらないで、ウェル内部に材料マトリックスを保持し得る。液体保存は、底部プレート
の表面上に小さな開口部を有する逆円錐形のウェルを介して達成され得る。逆円錐形は、
溢流を防ぐ（ｓｐｉｌｌ－ｐｒｏｏｆ）様式で、液体をウェル内部に保持する。
【００３０】
　蓋は、平坦であるか、または底部サンプルプレートのウェルに嵌める突出を有するかの
いずれかであり得る。蓋およびサンプルプレートは、サンプルプレートおよび蓋のすべり
ばめを介して閉じられるか、または気密閉鎖接合部もしくは圧縮可能な材料のクッション
が提供されるかのいずれかである。この接合部は、サンプルプレートと蓋との周縁の周り
に配置され得るか、または単一のウェル各々の周りに配置され得るかのいずれかである。
この接合部は、サンプルプレートまたは蓋に取り付けられ得る。好ましくは、この接合部
は、縁に配置されるか、または接着材料を使用して蓋に接着される。気密性のはめ合いは
、蓋からの突出を、精密なシールとしてサンプルプレートウェルに挿入することによって
達成され得る。
【００３１】
　サンプルプレートは、保存ユニットの一方に配置されるヒンジシステム（これはしかし
、２つの向かい合う側に配置されてもよい）を介して、蓋に接続され得る。このヒンジは
、２つのユニットを接続し、保存ユニットの開閉を可能にする。デバイスは、プラスチッ
ク材料から作製され得るが、このプラスチックの型は、その用途に依存して決定され得る
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。ヒンジは、サンプルプレートからの蓋の取り外しを可能にする。
【００３２】
　生物学的物質の長期保存のための蓋およびサンプルプレートの閉鎖は、特定の好ましい
実施形態において、磁気的接着を介して達成され得るが、プレート上で蓋を閉めるための
他の手段もまた、本開示に従って企図される他の実施形態において利用され得る。上記他
の手段としては、非限定的な例として以下が挙げられる：スナップ、シール、接着剤、フ
ックとループ、ねじ切り閉鎖、ソレノイド、切頭円錐閉鎖（ｆｒｕｓｔｒｏｃｏｎｉｃａ
ｌ　ｃｌｏｓｕｒｅ）、バヨネット、ピンチ閉鎖、止め金など、または他の閉鎖手段。し
たがって、保存ユニットのサンプルプレートおよび蓋は、好ましい実施形態において、磁
石を備える。この磁石は、保存デバイスのサンプルプレートおよび蓋の内部に位置する、
磁気シートの形態であっても、小さな磁石の形態であってもよい。サンプルプレートと蓋
との間の磁気引力は、保存プレートの密閉を可能にするに十分に強いが、蓋を開く場合の
サンプルプレートの簡便な開放、ねじりもしくは変形を妨げるほどには強くない。磁気的
閉鎖は、生物学的物質の処理を、保存ユニットへの沈積の前に可能にする他のデバイスを
保存ユニットに取り付けるために使用され得る。保存ユニットの磁気引力は、保存デバイ
スを、そのユニットの下のさらなるデバイスに取り付けるために使用され得る。磁性は、
基本ユニットの、他のデバイスもしくはユニットへの接続機構である。
【００３３】
　保存デバイスは、好ましくは、本明細書において記載される生物学的サンプル保存デバ
イスとコンピュータ実行システムとの間の高周波連絡インターフェースの一部として使用
するための、少なくとも１つの識別用タグおよびデータ保存用タグ（例えば、高周波トラ
ンスポンダーデバイスまたは「ＲＦタグ」）を備える。特定の実施形態により、保存デバ
イス内部または保存デバイス上に複数のＲＦタグを含むことが企図される。保存デバイス
はまた、特定の実施形態に従って、視認部分を備え得る。種々の壁は、例えば、サンプル
プレート上への数字および文字の彫り込みを介してか、または印刷プロセスの適用を介し
て番号付けされ、印を付けられ得る。必要に応じて、サンプルプレートの少なくとも一側
は、その表面に取り付けられているかまたは彫り込まれている、バーコードを有し得る。
保存デバイスの蓋は、任意の種類の注記またはコメントの記載のための領域を有し得る。
さらに、蓋の上面はまたバーコードを有し得、サンプルプレートのバーコードの複製であ
る。二重のバーコード付けは、生物学的物質の固有の識別、およびサンプルプレートと蓋
との関連付けを可能にする。複数のＲＦタグおよび／または複数のバーコード付け部位は
、これらの識別／データ保存デバイスのうちの１つが剥がれる場合、破損する場合、また
は他の方法で読み取り不可能になる場合の、安全機構を提供し得る。
【００３４】
　（乾燥保存デバイス）
　乾燥保存デバイスは、本発明において記載されるような保存デバイスの適用であり、こ
れは、生物学的サンプルまたは生物学的物質（例えば、血液、細菌、細胞、ウイルス、化
学化合物（天然に存在するにせよ人工的に作製されるにせよ）、プラスミドＤＮＡ、ＤＮ
Ａフラグメント、オリゴヌクレオチド、ペプチド、蛍光原基質、ゲノムＤＮＡ、ＰＣＲ産
物、クローン化ＤＮＡ、タンパク質、ＲＮＡ、ミネラルまたは化学物質であるが、これら
に限定されない）の長期保存のため、乾燥保存マトリックス物質としての使用のための、
処理されたマトリックス物質（例えば、スポンジ様物質、シリカ、シリカ粉末、シリカ濾
紙、吸収性粉末、綿、羊毛、リネン、ポリエステルまたは濾紙であるがこれらに限定され
ない）を含み、そしてまた、本明細書中に記載されるように溶解または分離するマトリッ
クス物質を含む。生物学的サンプルまたは生物学的物質の安定した長期の乾燥保存は、そ
れらサンプルまたは物質が適切なマトリックス物質（例えば、本明細書中に記載されるも
のであって、溶解可能なマトリックス物質（または分離可能なマトリックス物質）上に載
せられる場合に冷却なしに達成され得ることという驚くべき観察から、これらの実施形態
および関係する実施形態が得られた。従って、本発明は、本明細書中に記載されるサンプ
ルデータ処理方法およびサンプルデータ処理システムにおける使用のため、一般の屋内周
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囲室温（例えば、代表的に、２０～２７℃であるが、地理、季節および物理的プラントの
関数として、約１５～１９℃から約２８～３２℃まで変動する）における、生物学的サン
プルの安定な長期乾燥保存のためのデバイスを提供する。
【００３５】
　乾燥保存デバイスを使用する好ましい実施形態において、サンプルの積載は乾燥保存を
生じ、例えば、これによって液体サンプルが、マトリックス物質によって吸収されるか、
マトリックス物質に対して吸収されるか、またはそれ以外にマトリックス物質によって取
り込まれ（ｅｎｔｒａｐ）、その結果、積載後、遊離の液体は、そのマトリックス物質中
もしくはそのマトリックス物質上で容易に識別できないか、またはそのマトリックス物質
から容易に取り出せない。そしてそのマトリックス物質は、特定の他の実施形態において
、溶解可能なマトリックス物質または分離可能なマトリックス物質であり得、その溶解可
能または分離可能なマトリックス物質は、乾燥保存を提供するためにサンプルと接触され
る前、接触される間、または接触された後に乾燥され得る。従って、関連する好ましい実
施形態は、本明細書中に記載されるようなサンプル保存デバイスの使用を包含し、このデ
バイスは、マトリックス物質を備え、このマトリックス物質は、冷却なしに、例えば、周
囲温度で生物学的サンプルまたは生物学的物質の乾燥保存を可能にする。特定の関連する
実施形態において、乾燥工程は、例えば、風乾によるか、高温における乾燥によるか、ま
たはサンプルが積載されたマトリックス物質の、減圧した大気圧もしくは窒素のような適
合性ガスの穏やかな流動に対する曝露を介した溶媒の揮発（例えば、凍結乾燥、または他
の減圧乾燥方法）による、乾燥保存のためのマトリックス物質へのサンプルの効果的な積
載へと達成され得る。これらのサンプルは、好ましくは、そのサンプルを安定化させる条
件下で乾燥保存される。すなわち、保存されるサンプルの性質の要因として変動し、そし
ていずれにせよ当業者に周知の基準に従って、分解、またはそのサンプルの所望されない
化学的改変もしくは物理的改変がほとんど検出されないか（例えば、統計上有意には）全
く検出されない。
【００３６】
　特定の実施形態は、生物学的物質（ゲノムＤＮＡ、プラスミドＤＮＡ、ＤＮＡフラグメ
ント、ＲＮＡ、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ペプチド、蛍光発生基質、細胞、ウイ
ルス、化学化合物、など）をマトリックス上で保管するための、組成物および方法を提供
し、このマトリックスは、溶媒中で溶解または分離する物質から構成され、その溶媒は、
そのサンプルの水和、再水和または他の溶媒再構築の後、乾燥サンプル物質の完全な回収
または実質的な回収（例えば、少なくとも５０％の回収率、好ましくは少なくとも６０％
の回収率、より好ましくは少なくとも７０％の回収率、より好ましくは少なくとも８０％
の回収率、そして代表的にはより好ましい実施形態において少なくとも８５％の回収率、
より好ましくは少なくとも９０％の回収率、より好ましくは少なくとも９５％の回収率、
さらにより好ましくは９７％、９８％または９９％を超える回収率）を可能にする。例え
ば、溶解可能なマトリックスは、適切な溶媒中で溶解されることが可能であり得、この適
切な溶媒は、使用される特定の方法論に依存して、そしてサンプルの１つ以上の所望の構
造特性または機能特性（例えば、生物学的活性）の回復を可能にする様式で、マトリック
ス物質の特性および／またはサンプルの特性に基づき選択され得る。同様に、別の例とし
て、マトリックス物質は溶媒中で分離し得、そして、必要でないが、完全に溶解されるよ
うになり得、その結果、分散物、懸濁物、コロイド、ゲル、サップ（ｓａｐ）、スラリー
、シロップ、などが得られ得る。
【００３７】
　これらの実施形態および関連する実施形態において、乾燥サンプル保存のための乾燥工
程前にマトリックス物質および／または生物学的サンプルを生物学的サンプル保存デバイ
スに導入するために使用される第１の溶媒は、続いて、この乾燥サンプル／マトリックス
の組合せを水和、再水和、再構築または再懸濁するために使用される第２の溶媒と同じで
あり得る。そして他の実施形態において、第２の溶媒は第１の溶媒と異なり得る。マトリ
ックス物質および／または生物学的サンプルを溶解または分離するための適切な溶媒の選
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択のための基準は、例えば、使用される特定のマトリックス物質の物理化学的特性および
特定のサンプルの物理化学的特性、ならびに望ましくは乾燥保存およびその後の再構築の
間に保持される構造機能特性（例えば、生物活性）、ならびに他の要因（例えば、他の保
存デバイス物質との適合性、または液体操作用装備、安全性、など）に基づいて、当業者
に公知である。溶媒は、例えば、溶媒極性／分極率（ＳＰＰ）スケール値に基づき、Ｃａ
ｔａｌａｎら（例えば、１９９５　Ｌｉｅｂｉｇｓ　Ａｎｎ．２４１；またＣａｔａｌａ
ｎ，２００１：　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｏｌｖｅｎｔｓ，Ｗｙｐｙｃｈ（編），Ａ
ｎｄｒｅｗ　Ｐｕｂｌ．，ＮＹおよびこれに記載される参考文献）も参照のこと）の系を
使用して選択され得、例えばこれに従うと、水は０．９６２のＳＰＰ値、トルエンは０．
６５５のＳＰＰ値、そして２－プロパノールは０．８４８のＳＰＰ値を有する。２－Ｎ，
Ｎ－ジメチル－７－ニトロフルオレン／２－フルオロ－７－ニトロフルオレンのプローブ
／同形対の紫外測定に基づき溶媒のＳＰＰ値を決定するための方法が、記載されている（
Ｃａｔａｌａｎら、１９９５）。特定のマトリックス物質の溶解特性に基づく、所望のＳ
ＰＰ値を有する溶媒（純粋な単独成分の溶媒としてにせよ、または２種、３種、４種もし
くはそれ以上の溶媒の溶媒混合物としてにせよ；溶媒混和性に関しては、例えば、Ｇｏｄ
ｆｒｅｙ　１９７２　Ｃｈｅｍ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．２：３５９を参照のこと）は、本開示
の参照により、当業者によって容易に識別され得る。
【００３８】
　従って、非限定的な理論に従い、溶解可能または分離可能なマトリックス物質は、マト
リックスを形成することにより三次元空間を創出するポリマー構造であり得、この三次元
空間は、生物学的サンプルの生物学的物質がこのマトリックスと会合するのを可能にする
。溶解可能または分離可能なマトリックス物質は、安脱水された条件（例えば、乾燥され
た条件または実質的に溶媒の除かれた条件）の下で、定化剤（例えば、塩、および緩衝剤
）を導入するために使用され得る。マトリックスはまた、任意の乾燥または保存条件のた
めにｐＨまたは他のパラメータの調整を可能にし、そして本明細書中に提供される１つま
たは複数の検出可能な指示薬（例えば、色素ベースのｐＨ指示薬、および／または色素ベ
ースの湿度指示薬）を含み得る。特定の好ましい実施形態において、マトリックス物質は
、溶解可能なマトリックス物質であるポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を含む。
【００３９】
　特定の他の実施形態に従って、溶解可能または分離可能なマトリックス物質は、所望の
構造特性および／または機能特性を満足ゆくように維持する様式で、特定の型の生物学的
サンプルを保存するすることに関して適合性の特徴を有する任意の適切な物質であり得、
この特徴としては、マトリックスの隙間内で目的の生物学的サンプルが沈着されるマトリ
ックスを形成する様式で乾燥する能力が挙げられ、そしてまた、適切な溶媒（例えば、生
物学的緩衝剤）適合性が挙げられ、そのマトリックス分子がサンプル中の１つ以上の目的
の生物学的活性を妨害しない様式で乾燥保存に続いて再溶解されるかまたは再懸濁される
能力がさらに挙げられる。溶媒中で溶解または分離するマトリックス物質のさらなる非限
定的な例としては、ポリエチレングリコール、アガロース、ポリ－Ｎ－ビニルアセトアミ
ド、ポリビニルピロリドン、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリフェニレンオキシド、可
逆的に架橋されたアクリルアミド、ポリメタクリレート、カーボンナノチューブ（例えば
、Ｄｙｋｅら，２００３　ＪＡＣＳ　１２５：１１５６；Ｍｉｔｃｈｅｌｌら，２００２
　Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　３５：８８２５；Ｄａｇａｎｉ，２００３　Ｃ＆ＥＮ
　８１：５）、ポリ乳酸、乳酸／グリコリドコポリマー、ヒドロキシメタクリレートコポ
リマー、カルシウムペクチネート（ｃａｌｃｉｕｍ　ｐｅｃｔｉｎａｔｅ）、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロースアセテートスクシネート（例えば、Ｌａｎｇｅｒ，１９９０　
Ｓｃｉｅｎｃｅ　２４９：１５２７；Ｌａｎｇｅｒ，１９９３　Ａｃｃｏｕｎｔｓ　Ｃｈ
ｅｍ．Ｒｅｓ．２６：５３７－５４２）、ヘパリン硫酸プロテオグリカン、ヒアルロン酸
、グルクロン酸（例えば、Ｋｉｒｎ－Ｓａｆｒａｎら，２００４　Ｂｉｒｔｈ　Ｄｅｆｅ
ｃｔｓ　Ｒｅｓ．Ｃ．Ｅｍｂｒｙｏ　Ｔｏｄａｙ　７２：６９－８８）、トロンボスポン
ジン－１　Ｎ末端ヘパリン結合ドメイン（例えば、Ｅｌｚｉｅら，２００４　Ｉｎｔ．Ｊ
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．Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌ．３６：１０９０；Ｐａｖｌｏｖら，２００４　
Ｂｉｒｔｈ　Ｄｅｆｅｃｔｓ　Ｒｅｓ．Ｃ．Ｅｍｂｒｙｏ　Ｔｏｄａｙ　７２：１２－２
４）、フィブロネクチン（例えば、Ｗｉｅｒｚｂｉｃｋａ－Ｐａｔｙｎｏｗｓｋｉら，２
００３　Ｊ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｉ．１１６（Ｐｔ　１６）：３２６９－７６）、ペプチド／
水溶性ポリマーモディファイアー結合体（例えば、Ｙａｍａｍｏｔｏら，２００２　Ｃｕ
ｒｒ　Ｄｒｕｇ　Ｔａｒｇｅｔｓ　３（２）：１２３－３０）、および基底膜コラーゲン
ペプチドを含むコラーゲンまたはコラーゲンフラグメント（例えば、Ｏｒｔｅｇａら，２
００２　Ｊ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｉ．１１５（Ｐｔ　２２）：４２０１－１４）が挙げられる
。
【００４０】
　他の検出可能な指示薬としては、生物学的サンプルにおける、条件、プロセス、経路、
誘導、活性化、阻害、調節、動的構造、状態、汚染、分解、または他の活性変化もしくは
機能変化もしくは構造変化に直接的に関係する任意の検出可能なパラメータの検出（適切
なコントロールに対して統計上有意であり、当業者に公知であるようなもの）または同様
の決定を可能にする組成物が挙げられ、生物学的サンプルにおける改変された酵素活性（
タンパク質分解活性および／または核酸分解活性が挙げられる）、呼吸活性、代謝活性、
異化活性、結合活性、触媒活性、アロステリック活性、構造活性、または他の生物学的活
性もしくは生物物理学的活性を含み、そしてまた、このような活性の結果として形成され
得る中間体（代謝物、異化産物、基質、前駆体、補因子などを含む）の間の相互作用を含
む。
【００４１】
　広範な種々の検出可能な指示薬は、当該分野で公知であり、そして特定のサンプル保存
用途における特定の生物学的サンプルに対して有益であり得る特定のパラメータ（単数ま
たは複数）に依存して、現在開示される組成物および方法に包含するために、選択され得
る。このような検出可能な指示薬によって検出され得るパラメータの非限定的な例として
は、１つ以上のアミン、アルコール、アルデヒド、水、チオール、硫化物、亜硝酸物、ア
ビジン、ビオチン、免疫グロブリン、オリゴ糖、核酸、ポリペプチド、酵素、細胞骨格タ
ンパク質、活性酸素種、金属イオン、ｐＨ、Ｎａ＋、Ｋ＋、Ｃｌ－、シアン化物、リン酸
化物、セレン、プロテアーゼ、ヌクレアーゼ、キナーゼ、ホスファターゼ、グリコシダー
ゼ、および微生物汚染、など他のもの存在の検出が挙げられる。
【００４２】
　特定の目的のために選択され得る広範な検出可能な指示薬（比色定量試薬を含む）の例
としては、Ｈａｕｇｌａｎｄ，２００２　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅ
ｎｔ　Ｐｒｏｂｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ－第９版，Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｅｕｇｅｎｅ，ＯＲ；Ｍｏｈｒ，１９９９　Ｊ．Ｍａｔｅｒ
．Ｃｈｅｍ．，９：２２５９－２２６４；Ｓｕｓｌｉｃｋら，２００４　Ｔｅｔｒａｈｅ
ｄｒｏｎ　６０：１１１３３－１１１３８；および米国特許第６，３２３，０３９号に記
載される。（例えば、Ｆｌｕｋａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃａｔａ
ｌｏｇ，２００１　Ｆｌｕｋａ，Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，ＷＩ；およびＳｉｇｍａ　Ｌｉｆ
ｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｃａｔａｌｏｇ，２０００，Ｓｉｇｍａ，Ｓ
ｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯもまた参照のこと）。検出可能な指示薬は、蛍光指示薬、発光指示
薬、リン光指示薬、放射性指示薬、色素、酵素、酵素の基質、エネルギー転移分子、また
はアフィニティー標識であり得る。特定の好ましい実施形態において、検出可能な指示薬
は、フェノールレッド、臭化エチジウム、ＤＮＡポリメラーゼ、制限エンドヌクレアーゼ
（例えば、部位特異的または配列特異的制限エンドヌクレアーゼのような制限ヌクレアー
ゼとして使用される制限酵素）、塩化コバルト（水分存在時の青色から乾燥時のピンクま
で変化する湿度指示薬）、Ｒｅｉｃｈａｒｄｔ’ｓ色素、（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ）、および蛍光原プロテアーゼ基質のうちの１つ以上であり得る。
【００４３】
　特定の実施形態における検出可能な指示薬は、ポリヌクレオチドポリメラーゼおよび／
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または適切なオリゴヌクレオチドを含み得、それらの一方または両方が指示薬として使用
され得るか、または特定の他の実施形態において、本明細書中に記載される組成物および
方法の他の核酸ベースの用途の成分として、それらの一方または両方が使用され得る。本
発明の特定の実施形態に従って有用であるポリメラーゼ（ＤＮＡポリメラーゼおよびＲＮ
Ａポリメラーゼを含む）としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：Ｔｈｅ
ｒｍｕｓ　ｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ（Ｔｔｈ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　
ａｑｕａｔｉｃｕｓ（Ｔａｑ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｌｏｇａ　ｎｅｏｐｏ
ｌｉｔａｎａ（Ｔｎｅ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ　ｍａｒｉｔｉｍａ
（Ｔｍａ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｃｏｃｃｕｓ　ｌｉｔｏｒａｌｉｓ（Ｔｌ
ｉまたはＶＥＮＴＴＭ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｆｕｒｉｏｓｕｓ
（Ｐｆｕ）ＤＮＡポリメラーゼ、ＤＥＥＰＶＥＮＴＴＭＤＮＡポリメラーゼ、Ｐｙｒｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ｗｏｏｓｉｉ（Ｐｗｏ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅｒ
ｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｕｓ（Ｂｓｔ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃａｌ
ｄｏｐｈｉｌｕｓ（Ｂｃａ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｓｕｌｆｏｌｏｂｕｓ　ａｃｉｄｏｃ
ａｌｄａｒｉｕｓ（Ｓａｃ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｍａ　ａｃｉｄ
ｏｐｈｉｌｕｍ（Ｔａｃ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｆｌａｖｕｓ（Ｔｆｌ
／Ｔｕｂ）ＤＮＡポリメラーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｒｕｂｅｒ（Ｔｒｕ）ＤＮＡポリメラ
ーゼ、Ｔｈｅｒｍｕｓ　ｂｒｏｃｋｉａｎｕｓ（ＤＹＮＡＺＹＭＥ．ＴＭ．）ＤＮＡポリ
メラーゼ、Ｍｅｔｈａｎｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏａｕｔｏｔｒｏｐｈｉｃｕ
ｍ（Ｍｔｈ）ＤＮＡポリメラーゼ、ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ＤＮＡ　ポリメラーゼ
（Ｍｔｂ、Ｍｌｅｐ）、ならびにこれらの変異体、改変体および誘導体。ＲＮＡポリメラ
ーゼ（例えば、Ｔ３、Ｔ５およびＳＰ６、ならびにこれらの変異体、改変体および誘導体
）もまた、本発明に従って使用され得る。
【００４４】
　本発明に従って使用されるポリメラーゼは、核酸テンプレート（代表的には５’から３
’の方向）から核酸を合成し得る、任意の酵素であり得る。本発明において使用される核
酸ポリメラーゼは、好中温性または好熱性であり得、そして好ましくは好熱性である。好
ましい好中温性ｃＤＮＡポリメラーゼとしては、Ｔ７　ＤＮＡ　ポリメラーゼ、Ｔ５　Ｄ
ＮＡポリメラーゼ、クレノウフラグメントＤＮＡポリメラーゼ、ＤＮＡ　ポリメラーゼＩ
ＩＩなどが挙げられる。本発明の方法において使用され得る好ましい熱安定性ＤＮＡポリ
メラーゼとしては、Ｔａｑ、Ｔｎｅ、Ｔｍａ、Ｐｆｕ、Ｔｆｌ、Ｔｔｈ、Ｓｔｏｆｆｅｌ
フラグメント、ＶＥＮＴＴＭ　ＤＮＡポリメラーゼおよびＤＥＥＰＶＥＮＴＴＭ　ＤＮＡ
ポリメラーゼ、ならびにそれらの変異体、改変体および誘導体（米国特許第５，４３６，
１４９号；同第４，８８９，８１８号；同第４，９６５，１８８号；同第５，０７９，３
５２号；同第５，６１４，３６５号；同第５，３７４，５５３号；同第５，２７０，１７
９号；同第５，０４７，３４２号；同第５，５１２，４６２；ＷＯ９２／０６１８８；Ｗ
Ｏ９２／０６２００；ＷＯ９６／１０６４０；Ｂａｒｎｅｓ，Ｗ．Ｍ．，Ｇｅｎｅ　１１
２：２９－３５（１９９２）；Ｌａｗｙｅｒら、ＰＣＲ　Ｍｅｔｈ．Ａｐｐｌ．２：２７
５－２８７（１９９３）；Ｆｌａｍａｎら，Ｎｕｃｌ．Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．２２（１５
）：３２５９－３２６０（１９９４））が挙げられる。
【００４５】
　本明細書中で企図される特定の実施形態における使用のための他の検出可能な指示薬と
しては、抗体、レクチン、免疫グロブリンＦｃレセプタータンパク質（例えば、Ｓｔａｐ
ｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅａｓのプロテインＡ、プロテインＧまたは他のＦｃレセ
プター）、アビジン、ビオチン、他のリガンド、レセプターもしくは対応物、またはそれ
らのアナログ、模倣物、などのような、親和性試薬が挙げられる。このような親和性方法
論のために、免疫計量（ｉｍｍｕｎｏｍｅｔｒｉｃ）測定のための試薬（例えば、適切に
標識した抗体またはレクチン）が調製され得、これら試薬としては例えば、放射性核種で
標識されたもの、フルオロフォアで標識されたもの、親和性タグで標識されたもの、ビオ
チン配列またはビオチン模倣配列で標識されたもの、または抗体－酵素結合体として調製
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されたもの（例えば、Ｗｅｉｒ，Ｄ．Ｍ．，Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅ
ｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，１９８６，Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ，Ｂｏｓｔｏｎ；Ｓｃｏｕｔｅｎ，Ｗ．Ｈ．，Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎｚｙｍｏｌ
ｏｇｙ　１３５：３０－６５，１９８７；ＨａｒｌｏｗおよびＬａｎｅ，Ａｎｔｉｂｏｄ
ｉｅｓ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂ
ｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，１９８８；Ｈａｕｇｌａｎｄ，２００２　Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ　ｏｆ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｐｒｏｂｅｓ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ－第９版，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ，Ｅｕｇｅｎｅ，ＯＲ；Ｓｃｏ
ｐｅｓ，Ｒ．Ｋ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ
　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，１９８７，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，ＮＹ；Ｈｅ
ｒｍａｎｓｏｎ，Ｇ．Ｔ．ら，Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ　Ａｆｆｉｎｉｔｙ　Ｌｉｇａｎ
ｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，１９９２，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，ＮＹ
；Ｌｕｏら，１９９８　Ｊ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．６５：２２５およびこれらに引用さ
れる参考文献を参照のこと）が挙げられる。
【００４６】
　溶解可能（または分離可能）なマトリックスは、例えば、本明細書中に記載されるよう
に、溶媒中に溶解または分離されるマトリックス物質を保存デバイスの１つまたは複数の
サンプルウェルに接触させるかまたは与えることによって、生物学的サンプルの容器を保
存するために適用され得る。例えば、溶解可能なマトリックス物質は、ガラス製またはプ
ラスチック（例えば、ポリプロピレン、ポリスチレン、または他の物質）製のチューブま
たはプレートに容易に接着し得る。この溶解可能な物質は乾燥され、非限定的な例として
、これは周囲温度（代表的に、２０℃～３０℃の範囲内、例えば２２℃、２３℃、２４℃
、２５℃）の下および／または適切な高温の下、および／または減圧雰囲気下（例えば、
部分的真空または完全真空）および／または適切なガス流（例えば、濾過空気の流れ、Ｃ
Ｏ２の流れまたは窒素もしくは他の適切な乾燥性ガスのような不活性ガスの流れ）の下、
または他の乾燥手段による、風乾によって達成され得る。乾燥工程（この工程は完全に乾
燥していてよい（例えば、統計上有意な、全ての検出可能な溶媒または実質的に全ての検
出可能な溶媒が除去されている）し、部分的に乾燥していてもよい）の後、溶解可能／分
離可能なマトリックス物質は、保存されるべき生物学的サンプルを容易に受容する。
【００４７】
　生物学的サンプルにおいて提供されるかまたは生物学的サンプルに由来する生物学的物
質もまた、液体形態において保存マトリックスと組合わせてウェルまたはチューブに添加
されて（例えば、このサンプルウェルとそのサンプルおよび溶媒中に溶解または分離され
たマトリックスとを接触させることにより）、その生物学的物質およびそのマトリックス
物質の乾燥を同時に進ませ得る。好ましい実施形態において、溶解可能なマトリックスは
、生物学的反応を妨害せず、その結果、精製工程は、その生物学的サンプルのさらなる処
理の前（例えば、アッセイなどのような生化学反応を実施する前）に、そのサンプル保存
デバイスのウェル中で、そのサンプルからマトリックスを分離することを必要としなくて
よい。
【００４８】
　溶解可能なマトリックスにおける緩衝剤条件は、少なくとも９０％より大きく、好まし
くは９５％より大きく、より好ましくは９６％、９７％、９８％または９９％より大きい
、生物学的サンプルの生物学的活性（例えば、酵素的活性または親和性活性、または構造
の完全性または本明細書中に記載されそして当該分野に公知の他の生物学的活性）が、溶
媒再構築（例えば、水による再水和）の際に維持されて、実験室的にサンプルを保存容器
から取り出し、そしてそれを別の容器中の反応緩衝剤に移す必要性を排除する。同様に、
このような発明の特定の実施形態は、個別のアリコート作製する（ａｌｉｑｕｏｔ）必要
性、および／または保存されたサンプルがアッセイされるべき各々の時間で特定の生物学
的試薬を較正する必要性を排除する、予想外の利点を提供する。
【００４９】
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　溶解可能／分離可能なマトリックスはまた、１つ以上のウェルが少なくとも１つのイン
ヒビター（すなわち、生物学的インヒビターまたは生化学的インヒビター）を含むような
様式で、サンプル保存デバイスにおいて調製され得る。ここで、このようなインヒビター
としては、望ましくは、生物学的サンプルの生物学的サンプル保存デバイスからの回収率
を保存するか、安定化するか、維持するか、保護するかまたはそれ以外にに貢献するため
に含まれ得る、任意の試薬が挙げられ、その生物学的サンプルは、そのサンプルとサンプ
ル保存デバイスとの接触工程の前に存在した生物学的活性と同じ生物学的活性を実質的に
有する。従って、特定の好ましい実施形態において、この生物学的サンプル保存デバイス
は、少なくとも１つのインヒビター（例えば、抗微生物剤（例えば、細菌または真菌の増
殖を抑制して長期保存の間のウェルおよび保存サンプルの微生物汚染を防止し得る、抗真
菌剤および／または抗細菌剤（しかし、これに限定されない））を含む。
【００５０】
　特定の関連する実施形態において、インヒビターは還元剤、アルキル化剤、抗微生物剤
、キナーゼインヒビター、ホスファターゼインヒビター、カスパーゼインヒビター、グラ
ンザイムインヒビター、細胞接着インヒビター、細胞分裂インヒビター、細胞周期インヒ
ビター、脂質シグナルインヒビター、および／またはプロテアーゼインヒビターであり得
る。当業者は、生物学的サンプルの性質および目的の特定の生物活性に依存して選択され
得る、容易に利用可能な広範なインヒビターを知っている。例えば、Ｃａｌｂｉｏｃｈｅ
ｍ（登録商標）Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ　ＳｏｕｒｃｅＢｏｏｋO　（２００４，ＥＭＤ　Ｂ
ｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｌａ　Ｊｏｌｌａ，ＣＡ）を参照のこと。抗微生物剤に関しては
、例えば、Ｐｉｃｋｅｒｉｎｇ，ＬＫ編　２００３　Ｒｅｄ　Ｂｏｏｋ：Ｒｅｐｏｒｔ　
ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ　Ｄｉｓｅａｓｅｓ，
第２６版　Ｅｌｋ　Ｇｒｏｖｅ　Ｖｉｌｌａｇｅ，ＩＬ，ｐｐ．６９５－９７；Ａｍｅｒ
ｉｃａｎ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｐｅｄｉａｔｒｉｃｓ，１９９８，Ｐｅｄｉａｔｒｉ
ｃｓ，１０１（１），補遺；Ｄｉｓｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　Ｓｔｅｒｉｌｉｚａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ，Ｓｅｙｍｏｕｒ　Ｓ．Ｂｌｏｃｋ（編）２００１　
Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈ
ｉａ；Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ，Ａ．Ｉ．Ｌａｓｋｉｎおよ
びＨ．Ａ．Ｌｅｃｈｅｖａｌｉｅｒ（編）１９８８　ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｂｏｃａ　Ｒ
ａｔｏｎ，ＦＬ；Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｄｉｓｉｎ
ｆｅｃｔｉｏｎ，Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｒｉｌｉｚａｔｉｏｎ，Ａ
．Ｄ．Ｒｕｓｓｅｌｌら、編、１９９９，Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｍａｌ
ｄｅｎ，ＭＡ；Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ／ａｎｔｉ－ｉｎｆｅｃｔｉｖｅ　ｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ，Ｓ．Ｐ．Ｓａｗａｎら、編、２０００　Ｔｅｃｈｎｏｍｉｃ　Ｐｕｂ．Ｃｏ
．，Ｌａｎｃａｓｔｅｒ，ＰＡ；Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｎｏｖｅｌ　ａｎｔｉ
ｍｉｃｒｏｂｉａｌ　ａｇｅｎｔｓ：ｅｍｅｒｇｉｎｇ　ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ，Ｋ．Ｌ
ｏｈｎｅｒ，（編），２００１　Ｗｙｍｏｎｄｈａｍ，Ｎｏｒｆｏｌｋ，ＵＫ；Ｃｏｎｔ
ｅ，Ｊ．Ｅ．Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｉｎｆｅｃｔｉｏ
ｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅｓ（第９版），２００１，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ　Ｗｉｌｌｉａｍ
ｓ　＆　Ｗｉｌｋｉｎｓ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａを参照のこと。
【００５１】
　特定の実施形態において、インヒビターは、殺真菌性（ｆｕｎｇｉｚｉｄｅ）バリダマ
イシン（ｖａｌｉｄａｍｙｃｉｎ）Ａ（Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐ．，Ｍｔ．Ｐｒｏｓｐｅｃｔ，ＩＬ，カタログ番号Ｖ２１
０２０）、プロテアーゼインヒビターＴＬ－３（Ｌｅｅら，１９９８　Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ
．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９５：９３９；Ｌｅｅら，１９９９　Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｓｏｃ．１２１：１１４５；Ｂｕｈｌｅｒら，２００１　Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．７５：
９５０２）、オルトバナジン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム、Ｎ－a－トシル－Ｐｈｅ
－クロロメチルケトン、Ｎ－a－トシル－Ｌｙｓ－クロロメチルケトン、アプロチニン、
フェニルメチルスルホニルフルオリド、またはフルオロリン酸ジイソプロピルであり得る
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。
【００５２】
　本明細書中に記載されるように、溶解可能なマトリックスのさらなる利点は、そのマト
リックスの溶解およびその物質の再水和の後、保存容器が反応チャンバとして直接使用さ
れ得ることである。液体形態におけるタンパク質の安定性および活性は、ｐＨ、塩濃度お
よび補因子のような活性要件に依存し得る。多くのタンパク質の安定性は、いくつかの場
合において、より高温では非常に不安定であり得、従って周囲温度（例えば、室温）にお
けるタンパク質の乾燥は、安定化環境を提供し得る。
【００５３】
　また、本明細書中の実施例において記載されるように、トレハロースの存在は、生物学
的サンプルの安定性に寄与すると考えられており（例えば、Ｇａｒｃｉａ　ｄｅ　Ｃａｓ
ｔｒｏら、２０００　Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．６６：４１４２
；Ｍａｎｚａｎｅｒａら，２００２　Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．
６８：４３２８）、このトレハロースの存在は特定の条件下では、乾燥保存後にタンパク
質における酵素活性の回復を支持するのに十分でない。簡潔な背景としては、トレハロー
スは、二糖類を切断する酵素であるトレハラーゼ天然の基質である。トレハロースは、タ
ンパク質のような有機物を安定化することが公知であるが、至適以下の条件で存在する場
合に、周囲温度におけるタンパク質の長期保存に不利であり得る。なぜなら、このトレハ
ロースは、真菌および細菌にとっての天然のエネルギー供給源であるからである。細菌ま
たは真菌による、至適より低い乾燥保存条件においてトレハロースの存在下で保存された
生物学的サンプルの汚染は、微生物の増殖を引き起こし、そして保存サンプルの所望され
ない微生物汚染が起こり得る。バリダマイシンは、トレハロースの化学構造とわずかに異
なる化学構造を有するトレハラーゼインヒビターである。バリダマイシンは、トレハラー
ゼの酵素活性をブロックすることにより真菌の増殖を阻害する、無毒性の殺真菌剤である
。驚くべきことに、そして本明細書中の実施例において開示されるように、バリダマイシ
ンＡは、周囲温度において生物学的物質を安定化し得る。生物学的物質の長期保存に関す
る保護効果に加え、バリダマイシンはまた、微生物由来の汚染から保存サンプルを保護す
る。
【００５４】
　従って、本発明の特定の実施形態は、サンプルウェルの構成成分またはマトリックス材
料の構成成分としてトレハロースを含まない生物学的サンプル保存デバイスを明示的に企
図し、そして同様に、特定の実施形態は、サンプルウェルまたはマトリックス材料からポ
リスチレンおよび／またはヒドロキシエクトインの存在を明示的に排除し得る。しかし、
本明細書中に開示される予想外の利点を考慮すると、それらが生物学的サンプル保存デバ
イスにおけるインヒビターとしてバリダマイシン（例えば、バリダマイシンＡ）の含有に
関連するように、本明細書中に企図される特定の他の実施形態は、トレハロース、ヒドロ
キシエクトイン、および／またはポリスチレンのいずれか１つ以上を含有し得る。非限定
的な理論によれば、殺真菌剤として農業技術分野には公知のトレハロースインヒビターで
あるバリダマイシンＡは、本明細書中に開示されるように、生物学的サンプル保存デバイ
スに溶解可能なマトリックスと組合せて使用される場合、驚くべき安定化効果を提供する
。あるいは、または本明細書中に開示される、溶解可能なマトリックスとともにバリダマ
イシンを使用することに加えて、トレハロースのインヒビターまたは活性化剤としての活
性を有する他の低分子は、インヒビターとして、またはマトリックス材料および／または
サンプルへの添加剤としてこの生物学的サンプル保存デバイスに有用に含有され得る。こ
のような低分子としては、天然の二糖類、カルバ糖としても公知の擬似糖および／または
トレハラーゼの他のインヒビター／活性化剤が挙げられる。さらに、バリダマイシンは、
それが真菌、細菌または他のタイプの汚染から長期の保存媒体を保護するという点で、本
明細書中に開示される特定の実施形態に従う利点を提供する。
【００５５】
　乾燥保存マトリックス材料として使用され得るマトリックス材料の他の非限定的な例と
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しては、ポリカーボネート、セルロース（例えば、ＦＴＡＴＭ紙、Ｗｈａｔｍａｎ　Ｃｏ
ｒｐ．，Ｆｌｏｒｈａｍ　Ｐａｒｋ，ＮＪのようなセルロース紙）、酢酸セルロース、硝
酸セルロース、ニトロセルロース、アガロース、架橋アガロース（例えば、２，３－ジブ
ロモプロパノール架橋アガロース）、３，６－無水－Ｌ－ガラクトース、デキストランお
よび他の多糖（エピクロロヒドリン架橋デキストランまたはＮ，Ｎ’－メチレンビスアク
リルアミド架橋デキストランのような、化学的に架橋された多糖を含む）、ケイホウ酸ガ
ラスミクロファイバー、ガラス繊維、アスベスト、ポリマーおよびプラスチック（例えば
、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ナイロン、ポリ
スルホン、ポリエーテルスルホン、ポリテトラフルオロエチレンおよびこれらの物質の誘
導体（例えば、米国特許第５，４９６，５６２号）、ならびに当該分野で公知であるか、
もしくは本開示に基づき本明細書中に開示されるデバイスおよび方法における使用に適し
ていることが容易に判定され得るような他の類似の材料が挙げられる。また、例えば、米
国特許第５，０８９，４０７号、同第４，８９１，３１９号、同第４，８０６，３４３号
および同第６，６１０，５３１号を参照のこと。
【００５６】
　上記マトリックス材料は、生物学的材料の保存（ｓｔｏｒａｇｅ）および保存（ｐｒｅ
ｓｅｒｖａｔｉｏｎ）のために処理され得る。緩衝条件の調整ならびに化学物質および酵
素および他の試薬の添加により、ＤＮＡおよびＲＮＡ（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら、１
９８９；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｈｅｍｉ
ｓｔｒｙ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，２０
０３）ならびにタンパク質および他の生物学的材料（例えば、血液、組織、体液）を、酵
素、プロテアーゼおよび環境因子（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｐｒ
ｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏ
ｎｓ，２００３）による分解に対して安定化させ得ることが十分に記載される。特定の化
学成分と恩恵的な効果を組合わせる方法が適用され得る。種々の化学成分としては、ドデ
シル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）、ジエチルピロカーボネート、Ｔｒｉｓ緩衝液、Ｔｒｉｓ
－ＥＤＴＡ緩衝液（ＴＥ）、塩化ナトリウム／クエン酸ナトリウム緩衝液（ＳＳＣ）、Ｍ
ＯＰＳ／酢酸ナトリウム／ＥＤＴＡ緩衝液（ＭＯＰＳ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤ
ＴＡ）、生理学的ｐＨにおける酢酸ナトリウム緩衝液、グアニジウムチオシアネート、エ
チレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ヒト胎盤リボヌクレアーゼインヒビター、ウシリボ
ヌクレアーゼインヒビター、ブタリボヌクレアーゼインヒビター、ジエチルピロカーボネ
ート、エタノール、ホルムアミド、グアニジウムチオシアネート、バナジル－リボヌクレ
オシド複合体、マカロイド（ｍａｃａｌｏｉｄ）、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）
、プロテイナーゼＫ、ヘパリン、ヒドロキシアミン－酸素－銅（ＩＩ）イオン、ベントナ
イト、硫酸アンモニウム、ジチオトレイトール（ＤＴＴ）、β－メルカプトエタノールま
たは特異的阻害性の抗体が挙げられ得るが、これらに限定されない。
【００５７】
　各ウェルは、約５μｌ～約１００μｌの液体サンプル材料、好ましくは約１０μｌ～約
３０μｌの液体サンプル物質を保持する。サンプル量は、約０．０１μｇ～約１０００μ
ｇのＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、血液、尿、ウイルス、細菌、細胞、組織、細胞抽出物
、組織抽出物、代謝産物、化学物質、または他の物質により変動し得る。サンプルの適用
は、直接スポッティングにより、自動化され得る。スポットを付けたウェルには、色を変
化させて占有されたウェルを示す色インジケーターが提供されてもよい。色変化は、着色
剤を添加することにより達成され得る。例えば、ｐｏｎｃｏレッド色素、ニトラジン（Ｎ
ｉｔｒａｚｉｎｅ）イエロー、ブロムチモールブルー、ブロモクレゾールグリーン、メチ
ルオレンジ、コンゴーレッド、ブロモクロロフェノールが、サンプル材料と一緒に、また
はその前に、またはその後に保管され得るか、あるいはサンプル材料をウェルに保管する
前か保管した後にこのマトリックス材料を処理することにより保管され得る。ウェル内の
マトリックス上に６．５～８．５の生理学的ｐＨを有するサンプルを置いた後に色を変化
させるｐＨ依存性着色試薬が適用され得る。スポットを付けたウェルは、周囲温度で約１
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～２０分以内に、または高温では約０．１～約１０分以内に乾燥する。ＤＮＡは、約５０
倍まで～約８０倍に対するウェルの再水和によって、回収され得る。再水和試薬は、６．
５～８．５の生理学的ｐＨを有する溶液またはサンプル緩衝液であり得る。Ｔｒｉｓ緩衝
液、Ｔｒｉｓ－ＥＤＴＡ緩衝液（ＴＥ）、塩化ナトリウム／クエン酸ナトリウム緩衝液（
ＳＳＣ）、ＭＯＰＳ／酢酸ナトリウム／ＥＤＴＡ緩衝液（ＭＯＰＳ）、酢酸ナトリウム緩
衝液。乾燥保存デバイス設計は、細菌由来、酵母由来、ヒト由来、動物由来、植物由来お
よび他の供給源由来の精製されたゲノムＤＮＡの保存のために、さらなる改変なしに、適
用可能である。さらなる改変（例えば、上記繊維をプロテアーゼについての変性剤でコー
ティングすることが挙げられるが、これに限定されない）を加えて、この乾燥保存デバイ
スはまた、細菌、頬スワブ、生検組織、精液、尿、血液、タンパク質および他のサンプル
に対して使用され得る。
【００５８】
　関連する実施形態は、所望の用途に対して選択され得る１つ以上の補助試薬とともに、
本明細書中に開示されるような生物学的サンプル保存デバイスを備えるキットに関する。
必要に応じて、このキットはまた、箱、ケース、ジャー、ドラム、引き出し、キャビネッ
ト、カートン、キャリア、ハンドル、ラック、トレイ、パン（ｐａｎ）、タンク、バッグ
、封筒、スリーブ、ハウジングなど、例えば任意の他の適切な容器を備え得る。補助試薬
としては、本明細書中に記載されかつ当該分野で公知の１種以上の溶媒または緩衝液が挙
げられ得、そして特定の実施形態では、活性緩衝液を含み得る。
【００５９】
　活性緩衝液は、溶媒または液体形態の溶液（濃縮物、または意図された用途のために適
切である場合に１種以上の適切な溶媒（例えば、代表的には水、あるいはメタノール、エ
タノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ブタノールなどのようなアルコール、
またはジメチルスルホキシド、アセトニトリル、フェノール、クロロホルムなどのような
有機溶媒、または他の溶媒）で再構成されるか、それらに溶解されるか、そして／または
それらで希釈されると、上記生物学的サンプルの所望の使用（例えば、そのサンプルの１
種以上の成分の機能的または構造的特徴付け）に適した液体を生じる１種以上の乾燥成分
を含む）を含み得る。
【００６０】
　このような使用の非限定的な例としては、１種以上の酵素活性を判定すること、分子間
結合性相互作用の判定、特異的ポリヌクレオチド配列またはアミノ酸配列の存在の検出、
あるいは免疫学的に定義されたエピトープの存在の検出あるいは明確なオリゴ糖構造の存
在の検出、特定のウイルスの検出、微生物細胞の検出、あるいはヒト細胞または動物細胞
の検出、特定の代謝産物および異化物質の判定などが挙げられ得、これらのすべては、定
義されかつ関連分野の当業者には公知の条件を使用して達成され得る。その条件としては
、上記サンプルを適切な活性緩衝液と接触させることを通して提供され得る適切な条件が
挙げられる。
【００６１】
　（湿式ストレージデバイス）
　ストレージデバイスは、ウェルの設計に対する１以上の変更を通じて、サンプルを湿式
保管するために改変され得る。ウェルを開いたり閉じたりする間に流出によってウェルを
超えて交差汚染することは、表面張力によってウェル中の液体を保持しながらウェルの上
部において小さな開口部を提供する設計によって回避される。
【００６２】
　ウェルの上部における小さな開口部は、逆円錐型の設計またはウェルの上部からオープ
ンスペースに突き出して各ウェルの全体の開口部を小さくする可塑性のフラップによって
提供され得る。湿式ストレージデバイスは、射出成形によって製造され、ストレージデバ
イスと同様に１つの部品または２つの部品で作製され得る。湿式ストレージデバイスは、
約－８０℃～約１００℃の範囲の温度に耐える。
【００６３】
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　（ストリップウェルモジュール）
　本発明において記載されるすべてのデバイスおよび適用は、１、４または８個のいずれ
かのウェルストリップを備えるストリップウェル形式で使用され得る。ストリップウェル
モジュールは、ストレージデバイスと同一かまたは同様の基礎フットプリントを有する。
これは、９６ウェルプレートユニットよりも少ないサンプル数の保管を可能にする。この
モジュール設計は、薄い基板プラットホームへのウェルストリップの取付けを可能にする
。１つのストリップは、１、４または８個のいずれかのウェルを備え得る。ストリップは
、磁気相互作用またはストリップの端部に存在するクリップのいずれかによって、薄い基
板に取付けられ得る。１つのストリップの高さは、基板の厚さを含めて、ユニットのふた
がデバイスを閉じることを可能にするように、通常の基本的なストレージユニットと等し
い。
【００６４】
　（加圧デバイス）
　本発明の加圧デバイスは、数個のモジュールからなり、これらのモジュールは、前に記
載されたサンプルストレージデバイス、フィルターユニット、加圧プレートユニット、お
よび加圧気体システムを備える。すべてのユニットは、寸法が等しく、標準的な９６ウェ
ル生物学的サンプルプレート、３８４ウェル生物学的サンプルプレートまたは１５３５ウ
ェル生物学的サンプルプレートと同等である。加圧デバイスの寸法は、高さが約２ｍｍ～
約２５ｍｍ、長さが約８０ｍｍ～２００ｍｍ、そして幅が約６０ｍｍ～約１５０ｍｍであ
る。好ましくは、加圧デバイスは、約３ｍｍ～約２０ｍｍの高さ、約１００ｍｍ～約１４
０ｍｍの長さ、そして約６０ｍｍ～約１００ｍｍの幅を有するが、少ないサンプル数また
はより小さいサンプルシステムに適応するためにより小さい寸法も有し得る。すべてのモ
ジュールは、サンプルストレージデバイスの寸法のサイズに依存して、寸法が変わり得る
が、ウェルの数は、１つのサンプルプレートあたり１個と少なかったり何千個と多かった
りし得る。最も好ましくは、９６個または３８４個のウェルがサンプルプレートに提供さ
れ、各々の加圧プレートユニットによって加工され得る。各加圧デバイスのサンプルウェ
ルの数はまた、１、４および８個のウェルのグループに分割され得、これらのウェルのグ
ループは、本明細書に記載される標準的なサンプルデバイスに適合され得る。加圧デバイ
スは、カラフルな可塑性材料または金属あるいは両方を組み合わせたもので作製される。
加圧デバイスの本体およびそのモジュールは、射出成形または工作機械あるいは両方の組
み合わせによって作製される。
【００６５】
　フィルターユニットは、磁力によって本明細書中に記載されるサンプルストレージデバ
イスおよび任意の他のデバイスに取付けられる。付加的なクラスプが、作動中に空気圧に
耐えるのを補助するために提供され得る。フィルターユニットは、ポリプロピレン、アク
リルのようなカラフルな固形材料で作製され得、濾過のために紙または固体マトリックス
を含む。好ましくは、フィルターユニットは、濾過に使用される基板に依存して、約１ｍ
ｍ～約１５ｍｍの厚さを有する。フィルターユニットは、サンプルストレージデバイスに
適合する適切な数の穴／スロットを有し、９６、３８４、または１５３６またはより多く
のサンプル貯蔵穴を保持する。各フィルターユニットは、それ自体のぴったりとした密閉
ふたを有する。穴のリムは、直線または突出した端部でのいずれかで有り得る。突出した
端部は、粘着性相互作用を介して、または粘着性相互作用を介さずにマトリックス材料を
穴の内部に保持し得る。
【００６６】
　フィルターユニット内の各穴は、マトリックス材料（例えば、スポンジ様材料、シリカ
、吸収性粉末であるが、これらに限定されない）、および生物学的物質（例えば、血液、
細菌、ゲノムＤＮＡ、ミトコンドリアＤＮＡ、ＰＣＲ産物、クローン化ＤＮＡ、タンパク
質、ＲＮＡ、タンパク質、鉱物または化学物質であるが、これらに限定されない）を含み
得る。マトリックスは、生物学的サンプルを処理（例えば、例示のためかつ限定せずに、
ＤＮＡ精製、ＰＶＲ増幅、サンプルサイズの分割（例えば、分子のサイズまたは細胞のサ
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イズに基づいて））、血清を処理、血液を処理、タンパク質精製および細胞の分類をする
のを補助するように選択され得る。マトリックス材料は、サンプルプレートユニットの製
造プロセスで組み込まれるか、あるいは接着性相互作用によって取付けられるか、または
穴に押し込まれる。マトリックスは、望ましくない生物学的画分を分解または保持するた
めに、サイズ分割フィルターを作製するのに必要な標準的な技術、または処理された材料
を用いて調製される（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，　Ｍｏｌｅｃｕｌ
ａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，　２００３）。マトリックス
材料はまた、抗体、レクチン、または他の親和性分子、電荷選択性分子、イオン選択性分
子、基選択性（例えば、アミノ基もしくはカルボキシル官能基）分子、疎水性分子、親水
性分子、または他の選択性分子などで処理されて、サンプル材料の画分を保持し得、そし
て／あるいは小さな化学物質で処理されて望ましい生物学的機能もしくは機能性または化
学的機能もしくは機能性が与えられる（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　
ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ
，　２００３；Ｓｃｏｐｅｓ，Ｒ．Ｋ．，Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ：
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ，１９８７，Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅ
ｒｌａｇ，ＮＹ；Ｗｅｉｒ，Ｄ．Ｍ．，Ｈａｎｄｂｏｏｋｏｆ　Ｅｘｐｗｒｉｍｅｎｔａ
ｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，１９８６，Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｂ
ｏｓｔｏｎ；およびＨｅｒｍａｎｓｏｎ，Ｇ．Ｔ．ら、Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ　Ａｆｆ
ｉｎｉｔｙ　Ｌｉｇａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，１９９２，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒ
ｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａを参照のこと）。マトリックス材料は、緩衝液
の条件の調節によって、および化学的添加剤、安定剤または分解試薬の改変によって生物
学的物質を保存するために前処理され得る（例えば、Ｓａｍｂｒｏｏｋら，１９８９；Ｃ
ｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，
Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｃｅｌｌ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，２００３）。各穴は、約５μｌ～約１０
００μｌのサンプル容積を処理し得る。サンプルの量は、約０．１μｇのＤＮＡ～約１０
００μｇのＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、血液、尿、ウイルス、細菌、細胞、組織、細胞
抽出物、組織抽出物、代謝産物、化学物質、または他の物質まで変化し得る。サンプルの
適用は、直接スポットすることにより、自動化され得る。
【００６７】
　加圧プレートユニットは、頂部からフィルターに空気圧を適用し、サンプルをマトリッ
クスを通して下に位置するストレージデバイスのウェルに押し進める。圧力は、加圧研究
室空気システムまたは加圧空気キャニスターから適用され得る。加圧ユニットは、頂部圧
力によって試薬をサンプルストレージデバイス、ＰＣＲデバイス、シークエンシングデバ
イス、制限分析デバイス、タンパク質結晶学デバイス、診断デバイス、およびストリップ
ウェルデバイスのウェルに導入するように適用され得る。加圧プレートユニットは、穴と
ともに提供され、この穴は、すべての穴を空気取り入れ口に接続させる。空気取り入れ口
は、バルブに取付けられ、このバルブは、加圧プレートユニットを加圧空気供給源に接続
する気密シールを有する。加圧ユニットは、バルブを回して固定することによって、空気
供給源に取付けられる。バルブはまた、圧力ゲージに取付けられ、この圧力ゲージは、各
々特定のフィルターユニットに必要とされる圧力を示す。
【００６８】
　本明細書中に記載される加圧デバイスのためのすべてのデバイスは、好ましくは、サン
プルをフィルターシステムを通してストレージウェルに押し進めるのに必要な圧力に耐え
るシールを達成するように気密である。各モジュールは、平坦であり得るか、または隣接
するモジュールに正確に適合する突出部を有する。気密適合は、圧縮性のジョイントまた
はクッションの使用によってなされる。ジョイントは、各ユニットの周囲に配置されるか
、または各単一のウェルの周りに配置されるかのいずれかである。好ましくは、ジョイン
トは、リムに位置づけられるか、または接着性材料を用いてふたに取付けられる。気密適
合は、精密なシールとして各ユニットからの突出部を、その下に取付けられるユニットに
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挿入することによって達成され得る。
【００６９】
　すべてのモジュール（加圧ユニット、フィルターユニットおよびストレージデバイスを
含む）の取付けは、好ましくは、磁気接着によって達成される（しかし、代替的に、これ
らのデバイスの実施形態および以下の他のデバイスの実施形態において、本明細書中に記
載されるような他の密閉手段を使用する）。各ユニットは、磁気シートの形態または小さ
な磁石の形態のいずれかの磁石を備える。各ユニット間の磁力は、サンプルストレージデ
バイスもしくは他のデバイスに蓄積される前に生物学的物質を処理するための密封を可能
にするのに十分に強い。３つの独立したモジュール（加圧ユニット、フィルターユニット
およびストレージデバイス）の磁力は、クラスプによってさらに確実にされ得る。クラス
プは、この３つのモジュールを一緒に押し込み磁力の機構を強化するように形成される金
属または可塑性材料で作製され得る。クラスプは、好ましくは、濾過ユニットの側面より
も小さい寸法を有する。クラスプは、クラスプを開く外圧の適用によって取付けられ得る
か、またはクラスプは、フィルターモジュールの外側にわたってスライドするように設計
され得る。２以上のクラスプが使用されて、フィルターユニットが固定され得る。
【００７０】
　各モジュールは、視覚的認識部位を有する。異なるウェルは、番号付けされ、サンプル
プレートの上に番号および文字を彫ることによってか、または印刷プロセスを適用するこ
とによって印が付けられ得る。
【００７１】
　（ポータブルＰＣＲデバイス）
　サンプルプレートは、磁力によってサーモサイクルユニット（ＰＣＲデバイス）に取付
けられ得る。サンプルプレートおよびＰＣＲデバイスは、磁気シートの形態かまたは小さ
い磁石の形態のいずれかの磁石を備え、この磁石は、サンプルプレートの内側に置かれる
。サンプルプレートとＰＣＲデバイスとの間の磁力は、ＰＣＲデバイスに対するサンプル
プレートの正確な配置および密着を可能にする。
【００７２】
　ＰＣＲデバイスは、ストレージデバイスのフットプリントを有する温度プラットホーム
を備える。ＰＣＲデバイスは、約４℃～約１００℃の範囲で温度を発生させる。ＰＣＲデ
バイスは、コンピュータ部品を備え、このコンピュータ部品は、繰り返しサイクルプロト
コル用にプログラム化され得、この繰り返しサイクルプロトコルは、複数の温度、変化さ
れた温度の保持時間、および複数の温度変化を含み、この複数の温度変化は、４℃から１
００℃の範囲であり得、かつ標準的なＰＣＲ増幅条件およびホットスタートＰＣＲ増幅条
件（例えば、Ｑｉａｇｅｎ「Ｔａｑ　ＰＣＲ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」、Ｑｉａｇｅｎ「Ｃｒ
ｉｔｉｃａｌ　Ｆａｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ　ＰＣＲ」）の要件に適
応する。ＰＣＲユニットは、一体型の加熱ふたまたはカバーを備え得、このふたまたはカ
バーは、恒温を約１００℃まで持続し、生じる。このふたまたはカバーは、金属または類
似の材料で作製され得、磁力を介してサンプルプレートの頂部に配置され、定位置に保持
される。このＰＣＲユニットに提供されるエネルギーは、標準的な１１０／２２０Ｖの電
気コンセント、バッテリーパック、または太陽駆動式エネルギー源に由来し得る。
【００７３】
　（ＰＣＲ試薬モジュール）
　ＰＣＲ試薬モジュールは、ＰＣＲ増幅に必要なすべての試薬を備える。このモジュール
は、限定はされないが緩衝液、プライマー、ポリメラーゼ酵素、およびデオキシヌクレオ
チドのような試薬を備える（例えば、Ｑｉａｇｅｎ「Ｔａｑ　ＰＣＲ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ
」、Ｑｉａｇｅｎ「Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｆａｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ
　ＰＣＲ」）。これらの試薬は、９６ウェル、３８４ウェルまたは１５３６ウェルあるい
はサンプルプレートの形式および寸法に適合するそれ以上の形式に提供される。ＰＣＲ試
薬モジュールの寸法は、高さが約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さが約８０ｍｍ～約２００ｍｍ
、そして幅が約６０ｍｍ～約１５０ｍｍである。好ましくは、ＰＣＲ試薬モジュールは、
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約３ｍｍ～約１５ｍｍの高さ、約１００ｍｍ～約１４０ｍｍの長さ、そして約６０ｍｍ～
約１００ｍｍの幅を有する。ＰＣＲ試薬モジュールは、カラフルなポリプロピレンで作製
され、９６個、３８４個、１５３６個またはそれ以上のサンプル保管ウェルを保持する。
ＰＣＲ試薬モジュールは、射出成形によって製造される。
【００７４】
　磁性は、ＰＣＲ試薬モジュールに対するサンプルプレートの接続機構である。サンプル
プレートおよびＰＣＲ試薬モジュールは、好ましくはサンプルプレートの内側に置かれる
磁気シートの形態または小さい磁石の形態で磁石を備える。サンプルプレートとＰＣＲ試
薬モジュールとの間の磁力は、ＰＣＲプレートに対するサンプルプレートの正確な配置お
よび密着を可能にする。
【００７５】
　ＰＣＲ試薬モジュールは、さまざまな設計を有し得る。各サンプルウェルは、サンプル
プレートのウェルに到達する突出した端部を有しても有さなくてもよい。試薬をＰＣＲ試
薬モジュールからサンプルプレートに移すために加圧デバイスによって適用される空気圧
の適用が必要とされる。
【００７６】
　（配列決定試薬モジュール）
　配列決定試薬モジュールは、ＤＮＡ配列決定またはＤＮＡサイクル配列決定のために必
要な全ての試薬を備える。このモジュールは、緩衝剤、プライマー、配列決定酵素、デオ
シキヌクレオチドおよびジデオキシヌクレオチド（例えば、Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏ
ｎｓ，２００３）のような試薬を含み得るが、これらに限定されない。これらの試薬は、
９６ウェル、３８４ウェルまたは１５３６ウェルの形式またはそれより大きい形式で提供
され、この形式は、サンプルプレートの形式および寸法に適合する。この配列決定試薬モ
ジュールの寸法は、高さ約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さ約８０ｍｍ～約２００ｍｍ、および
幅約６０ｍｍ～約１５０ｍｍである。好ましくは、この配列決定試薬モジュールは、高さ
約３ｍｍ～約１５ｍｍ、長さ約１００ｍｍ～約１４０ｍｍ、および幅約６０ｍｍ～約１０
０ｍｍを有する。この配列決定試薬モジュールは、色彩豊かなポリプロピレンから作製さ
れ、そして９６個、３８４個、１５３６個またはそれ以上のサンプル保管ウェルを有する
。この配列決定試薬モジュールは、射出成形によって製造され得る。
【００７７】
　磁気は、配列決定試薬モジュールに対するサンプルプレートの連絡機構である。このサ
ンプルプレートおよび配列決定試薬モジュールは磁石を備え、この磁石は、好ましくは磁
気シートの形態でかまたはそのサンプルプレートの内側に配置される小さな磁石の形態で
ある。サンプルプレートと配列決定試薬との間の磁気引力は、配列決定試薬モジュールに
対するサンプルプレートの正確な配置および密接な接着を可能にする。
【００７８】
　配列決定試薬モジュールは、異なる設計を有し得る。各々のサンプルウェルは、そのサ
ンプルプレートのウェルの中に届く突出端を有していてもよいし、有さなくてもよい。配
列決定試薬モジュールからサンプルプレートの中へと試薬を移送することは、圧力デバイ
スにより適用される空気圧の適用を必要とし得る。
【００７９】
　（プライマー伸長試薬モジュール）
　プライマー伸長試薬モジュールは、プライマー伸長のために必要とされる全ての試薬を
備え得る。これは、緩衝剤、プライマー、ポリメラーゼ酵素、デオキシヌクレオチドおよ
びジデオキシヌクレオチド（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｎｕｃｌｅ
ｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅ
ｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，２００３）のような試薬含み得るが、これに限定されない。これ
らの試薬は、９６ウェル、３８４ウェルまたは１５３６ウェルの形式またはそれ以上の形
式で提供され、サンプルプレートの形式および寸法に適合する。プライマー伸長試薬モジ



(32) JP 4896006 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

ュールの寸法は、高さ約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さ約８０ｍｍ～約２００ｍｍ、および幅
約６０ｍｍ～約１５０ｍｍである。好ましくは、このプライマー伸長試薬モジュールは、
高さ約３ｍｍ～約１５ｍｍ、長さ約１００ｍｍ～約１４０ｍｍ、および幅約６０ｍｍ～約
１００ｍｍを有する。このプライマー伸長試薬モジュールは、色彩豊かなポリプロピレン
から作製され、そして９６個、３８４個、１５３６個またはそれ以上のサンプル保管（ｄ
ｅｐｏｓｉｔ）ウェルを有する。このプライマー伸長試薬モジュールは、射出成形によっ
て製造され得る。
【００８０】
　磁気は、プライマー伸長試薬モジュールに対するサンプルプレートの連絡機構である。
サンプルプレートおよびプライマー伸長試薬モジュールは磁石を備え、この磁石は、好ま
しくは磁気シートの形態でかまたはそのサンプルプレートの内側に配置される小さな磁石
の形態である。サンプルプレートとプライマー伸長試薬モジュールとの間の磁気引力は、
このプライマー伸長試薬モジュールに対するサンプルプレートの正確な配置および密接な
接着を可能にする。
【００８１】
　プライマー伸長試薬モジュールは、異なる設計を有し得る。各々のサンプルウェルは、
そのサンプルプレートのウェルの中に届く突出端を有していてもよいし、有さなくてもよ
い。プライマー伸長試薬モジュールからサンプルプレートの中へと試薬を移送することは
、圧力デバイスにより適用される空気圧の適用を必要とし得る。
【００８２】
　（ハプロタイプ決定試薬モジュール）
　ハプロタイプ決定（ｈａｐｌｏｔｙｐｉｎｇ）試薬モジュールは、ＤＮＡハプロタイプ
決定に必要とされる全ての試薬を備える。この試薬は、緩衝剤、プライマー、配列決定酵
素、デオキシヌクレオチドおよびジデオキシヌクレオチドを含み得るが、これに限定され
ない（例えば、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ
，２００３）。これらの試薬は、９６ウェル、３８４ウェルまたは１５３６ウェルの形式
またはそれ以上の形式で提供され、サンプルプレートの形式および寸法に適合する。ハプ
ロタイプ決定試薬モジュールの寸法は、高さ約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さ約８０ｍｍ～約
２００ｍｍ、および幅約６０ｍｍ～約１５０ｍｍである。好ましくは、このハプロタイプ
決定試薬モジュールは、高さ約３ｍｍ～約１５ｍｍ、長さ約１００ｍｍ～約１４０ｍｍ、
および幅約６０ｍｍ～約１００ｍｍを有する。このハプロタイプ決定試薬モジュールは、
色彩豊かなポリプロピレンから作製され、そして９６個、３８４個、１５３６個またはそ
れ以上のサンプル保管ウェルを有する。このハプロタイプ決定試薬モジュールは、射出成
形によって製造され得る。
【００８３】
　磁気は、ハプロタイプ決定試薬モジュールに対するサンプルプレートの連絡機構である
。サンプルプレートおよびハプロタイプ決定試薬モジュールは磁石を備え、この磁石は、
好ましくは磁気シートの形態でかまたはそのサンプルプレートの内側に配置される小さな
磁石の形態である。サンプルプレートとハプロタイプ決定試薬モジュールとの間の磁気引
力は、このハプロタイプ決定試薬モジュールに対するサンプルプレートの正確な配置およ
び密接な接着を可能にする。
【００８４】
　ハプロタイプ決定試薬モジュールは、異なる設計を有し得る。各々のサンプルウェルは
、そのサンプルプレートのウェルの中に届く突出端を有していてもよいし、有さなくても
よい。ハプロタイプ決定試薬モジュールからサンプルプレートの中へと試薬を移送するこ
とは、圧力デバイスにより適用される空気圧の適用を必要とし得る。
【００８５】
　（制限分析試薬モジュール）
　制限分析試薬モジュールは、ＤＮＡ制限分析に必要とされる全ての試薬を備える。この
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試薬は、緩衝剤、制限酵素、および塩を含むが、これに限定されない（例えば、Ｓａｍｂ
ｒｏｏｋら、１９８９；Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉ
ｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　
Ｓｏｎｓ，２００３）。これらの試薬は、９６ウェル、３８４ウェルまたは１５３６ウェ
ルの形式またはそれ以上の形式で提供され、サンプルプレートの形式および寸法に適合す
る。制限分析試薬モジュールの寸法は、高さ約２ｍｍ～約２５ｍｍ、長さ約８０ｍｍ～約
２００ｍｍ、および幅約６０ｍｍ～約１５０ｍｍである。好ましくは、この制限分析試薬
モジュールは、高さ約３ｍｍ～約１５ｍｍ、長さ約１００ｍｍ～約１４０ｍｍ、および幅
約６０ｍｍ～約１００ｍｍを有する。この制限分析試薬モジュールは、色彩豊かなポリプ
ロピレンから作製され、そして９６個、３８４個、１５３６個またはそれ以上のサンプル
保管ウェルを有する。この制限分析試薬モジュールは、射出成形によって製造され得る。
【００８６】
　磁気は、制限分析試薬モジュールに対するサンプルプレートの連絡機構である。サンプ
ルプレートおよび制限分析試薬モジュールは磁石を備え、この磁石は、好ましくは磁気シ
ートの形態でかまたはそのサンプルプレートの内側に配置される小さな磁石の形態である
。サンプルプレートと制限分析試薬モジュールとの間の磁気引力は、この制限分析試薬モ
ジュールに対するサンプルプレートの正確な配置および密接な接着を可能にする。
【００８７】
　制限分析試薬モジュールは、異なる設計を有し得る。各々のサンプルウェルは、そのサ
ンプルプレートのウェルの中に届く突出端を有していてもよいし、有さなくてもよい。制
限分析試薬モジュールからサンプルプレートの中へと試薬を移送することは、圧力デバイ
スにより適用される空気圧の適用を必要とし得る。
【００８８】
　（診断デバイス）
　基本的なサンプル保存デバイスは、ホルモンレベル、生理学的状態、ヒトの疾患、動物
の疾患および植物の疾患についての検出において使用される分析デバイスとして機能する
ように、変更され得る。診断デバイスは、サンプル保存デバイスの上端における円筒形の
診断デバイスの配置を含み得る。この診断デバイスは、２つの方法で作製され得る：１）
独立した生産プロセスであり得、そしてサンプル保存デバイス中で完全なデバイスとして
加えられるか、または２）サンプル保存デバイスの各々のウェル内で独立した単位として
積層される。
【００８９】
　診断デバイスは、このデバイス内に、少なくとも１つの特異的抗体または特異的診断試
薬を有する区域を備える。これらの試薬は、抗体－抗原複合体が形成される場合、視覚上
検出可能な反応を生じ得る。
【００９０】
　（出荷用スリーブ）
　出荷用スリーブは、生物学的物質を安全に輸送するかまたは郵送するために使用される
。この出荷用スリーブは、サンプル保存デバイスおよび情報記憶媒体（例えば、その物質
に関する情報を含むコンパクトディスク（ＣＤ））を保持するように設計される。危険な
物質または感染性の物質が出荷される場合、ウェルはサンプル保存デバイスの封鎖の前に
、接着性フィルムによりシールされ得る。この出荷スリーブは、２つの部分、底部または
サンプル保存デバイスホルダ、およびエンクロージャーを有する。底部は、段ボール、プ
ラスチックまたは発泡体物質から作製され得、サンプル保存デバイスの正確なフットプリ
ントを有し、そしてソフトウェアＣＤまたは他の情報記憶媒体の正確なフットプリントを
有する。生物学的物質の出荷または移送のため、サンプルは、サンプル保存デバイスのウ
ェルにスポットされ、そして蓋が閉じられ、そして磁力によるリッドクロージャーを介し
て密封される。サンプル保存デバイスは出荷用スリーブ底部の密着ばめに入れられる。Ｃ
Ｄが加えられてもよい。
【００９１】
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　サンプル保存デバイスホルダの大きさは、サンプル保存デバイスのサイズによって決定
され得、このホルダはサンプル保存デバイスよりも小さくなく、１０個の重ねられたサン
プル保存デバイスよりも大きくてよい。周囲の詰め入れ物質は好ましくは、少なくとも約
５ｍｍであって約１０ｃｍまでのさらなる詰め物からなる。このサンプルデバイスホルダ
はまた、情報デバイスの固定ばめのための空間を備え得る。輸送スリーブ内の情報デバイ
スホルダの位置は、情報デバイスの型に依存する。これは、１つまたは複数のＣＤまたは
メモリカード／メモリスティックのためのとまりばめを提供するように設計される。サン
プル保存デバイスホルダは、好ましくは、成型可能な材料（例えば、段ボールまたは発泡
体ベースの材料）から作製される。詰め物物質を備えるサンプル保存デバイスホルダは、
外側エンクロージャーにより囲まれるか、または開口蓋を含む６面全てからサンプル保存
デバイスおよび情報保存デバイスを囲むかもしくは５面からそのサンプル保存デバイスホ
ルダを囲むエンクロージャーの中に組み込まれる。このサンプル保存デバイスホルダが開
口蓋を備える場合、この蓋はそのサンプル保存デバイスホルダのうちの１面に取り付けら
れ、そのサンプル保存デバイスの面のうちの１つを覆い、そして反対の面と接続し、そし
て輸送スリーブを密に閉鎖する。５面のサンプル保存デバイスホルダに関して、６つ目の
面の閉鎖を囲むホルダは、閉鎖ボックスを介して提供され、サンプル保存デバイスホルダ
全体にわたって滑り動く。このエンクロージャーは、そのサンプル保存デバイスホルダに
硬性を提供する包材であり得る。住所ラベルおよび郵便切手のための空間は、輸送スリー
ブの外側に提供される。
【００９２】
　（タンパク質結晶学モジュール）
　結晶学モジュールは、異なるタンパク質結晶化溶液で満たされ得、そして脱水され得る
ウェルを備える。基本的な保存デバイスは、明るい透明なプラスチックから作製され得、
そして個々のウェルは各々、約４．６～約９．４のｐＨ範囲にわたるタンパク質結晶化条
件を含む。各々のウェルは、異なる緩衝液（例えば、アセテート、タータラート、ホスフ
ェート、Ｔｒｉｓ、シトレート、ＨＥＰＥＳ、イミダゾール、ホルメート、カルコレート
、ＭＥＳ、Ｂｉｃｉｎｅ、Ｔｒｉｓ、シトレート、ＨＥＰＥＳ、アセテート）、および異
なる沈殿性塩（例えば、タータラート、ホスフェート、硫酸アンモニウムおよび硫酸リチ
ウム、塩化マグネシウムおよび塩化カルシウム、酢酸マグネシウム、酢酸アンモニウム、
酢酸ナトリウム、酢酸亜鉛および酢酸カルシウム、クエン酸ナトリウム、蟻酸ナトリウム
および蟻酸マグネシウム、塩化マグネシウムおよび塩化ナトリウム、酢酸ナトリウム、ク
エン酸ナトリウム、蟻酸アンモニウム、硫酸リチウムおよび硫酸アンモニウム、イミダゾ
ール、ＣＴＡＢ）、および沈殿性有機溶媒（ＭＰＤ、２－プロパノール、エチレングリコ
ール、ジオキサン、エタノール、１，６－ヘキサンジオール、など）を含み得るが、これ
らに限定されない。これらはまた、ＰＥＧ４００、ＰＥＧ６０００、ＰＥＧ１０００。Ｐ
ＥＧ８０００、ＰＥＧ１００００およびＰＥＧ２００００、ＰＥＧ　ＭＭＥ５５０、ＰＥ
Ｇ　ＭＭＥ２０００、ＰＥＧ　ＭＭＥ５０００およびＰＥＧ　ＭＭＥ２０００、Ｊｅｆｆ
ａｍｉｎｅ　Ｍ－６００または他の添加物（ｔｅｒｔ－ブタノール、グリセロール、Ｃｏ
２＋イオン、Ｃｄ２＋イオン、Ｆｅ３＋イオン、Ｎｉ２＋イオンおよびＺｎ２＋イオン、
ジオキサン、エチレングリコール、ポリエチレンイミンなど）を含み得る。ウェルは、異
なる濃度の上記の溶液で満たされ得る。ウェルは脱水され、そのウェルの壁上に物質を保
持する。このウエルは直ちに使用でき、水により再水和され得、そしてタンパク質が添加
され得る。
【００９３】
　（スタッキング棚）
　ここのサンプル保存ユニットは、特別に設計された保存ラックにおいて、室温または凍
結のいずれかで保存され得る。このラック（図を参照のこと）は、異なる量のサンプル保
存ユニットを保持し得、好ましくは、バーコードが視認可能であり、そしてそのユニット
はプラスチックのトラック上を容易にスライドされ得る。この保存ラックは、プラスチッ
クボックスにおいて、密封ドアによって開口であっても閉鎖されていてもよい。
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【００９４】
　スタッキングラックは、プラスチックまたは金属から作製され得る。これは、１０個、
２５個または５０個のサンプル保存デバイスを保持し得る。これらのサンプル保存デバイ
スは、トラック上をスタッキングラックの中へとスライドする。ロック化機構は、この積
み重ねラックからカードが欠落することを防止する。積み重ねラックは、開口であっても
、保護物質およびその積み重ねラックの前面におけるヒンジ付きドアによって完全に封鎖
されていても、いずれでもよい。
【００９５】
　（生体物質に関連するデータを保存、追跡、および検索するためのシステム）
　上述された様々な実施形態における前述の保存デバイスは、他の技術と組み合わされ得
、生命科学の応用にとっての、サンプル保存およびサンプル管理の統合を提供する。本発
明のこの実施形態によって、生物学的サンプル保存、位置、追跡、処理、およびサンプル
データ管理の統合を可能にする。サンプルに関するデータは、そのデータとサンプル保存
デバイスとの直接的な物理的関連を介して、サンプルの位置に関連付けられ得る。保存さ
れた情報は、在庫目録、ならびに、多段階の生物学的リサーチプロトコル、生産過程、ス
クリーニング、バイオアッセイ、患者履歴、臨床試験データ、および開発情報の他のソー
スと組み合わせたサンプルの追跡に由来する追加のデータを用いて更新され得る。サンプ
ルに関連するデータは、マルチユーザ、マルチサイト環境をインターフェースすることを
可能にする、安全な階層型ソフトウェアおよびネットワーク構築を解して送信および共有
され得る。
【００９６】
　理想的には、サンプルについての情報は、関連される電気的なインターフェースによっ
て、好適には、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）中継器などのワイヤレスインターフェースに
よって、サンプル保存デバイスと一体化される。従来、バーコードがサンプルを識別する
ために用いられる一方で、この技術は、本発明における使用に対して不適切にさせる制限
を有する。これらの制限は、情報を送信するためのバーコードへの必要とされる視野方向
（ｌｉｎｅ－ｏｆ－ｓｉｇｈｔ）のアクセス、限定された情報量、および、埃や湿気など
の環境的要因を介した障害を含む。無線周波数識別技術はこれらの不利益を克服する。
【００９７】
　リモート通信を利用したワイヤレス器具は、通常、多くの産業活動において用いられて
いる無線周波数（ＲＦ）技術に依存する。ＲＦ技術の一つの応用は、動物、在庫目録、お
よび車両などの対象物の位置を見出し、識別し、および追跡することである。ＲＦ識別タ
グシステムを開示する刊行物の例は、米国特許第６，６９６，０２８号明細書、同第６，
３８０，８５８号明細書、および同第５，３１５，５０５号明細書の開示を含む。
【００９８】
　遠隔にある対象物を監視することを容易にするＲＦ識別（ＲＦＩＤ）タグシステムが開
発されている。図９に示されるように、基本的なＲＦＩＤシステム１０は、インターロゲ
ーターまたは読取り装置１２、および中継器（通常、ＲＦタグと呼ばれる）１４の二つの
構成要素を含む。インターロゲーター１２およびＲＦタグ１４は、個々のアンテナ１６、
１８を含む。動作において、インターロゲーター１２は、無線周波数呼び掛け信号２０を
、そのアンテナ１６を介してＲＦタグ１４のアンテナ１８に送信する。その呼び掛け信号
２０を受信することに応答して、ＲＦタグ１４は、バックスキャッタとして知られるプロ
セスによって、タグアンテナ１８を介して、インターロゲーター１２に送信される、振幅
変調応答信号２２を生成する。
【００９９】
　従来のＲＦタグ１４は、ＭＯＳトランジスタなどのスイッチ２６を有する振幅変調器２
４を含み、タグアンテナ１８と接地との間において接続される。ＲＦタグ１４は呼び掛け
（インターロゲーション）信号２０によって稼動されると、ドライバ（図示されず）は、
ＲＦタグ１４の不揮発性メモリ（図示されず）に保存された情報コード、典型的には識別
コードに基づき、変調オン／オフ信号２７を作成する。変調信号２７はスイッチ２６の制
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御端末に適用され、スイッチ２６を交互に開閉させる。スイッチ２６が開いている場合、
タグアンテナ１８は、呼び掛け信号２０の一部を、その応答信号２２の一部２８としての
インターロゲーター１２に反射させる。スイッチ２６が閉じている場合、呼び掛け信号２
０は、反射されることなくスイッチ２６を介して接地に移動し、それによって、応答信号
２２の無効部分２９を作成する。すなわち、呼び掛け信号２０は、振幅変調され、保存さ
れた情報コードに特有の変調信号２７に従い、呼び掛け信号２０を交互に反射および吸収
することによって、応答信号２２を生成する。ＲＦタグ１４はまた、修正され得、呼び掛
け信号は、スイッチ２６が閉じられている場合には反射され、開いている場合には吸収さ
れる。応答信号２２を受信すると、インターロゲーター１２は応答信号２２を復調し、そ
の応答信号によって表される情報コードをデコードする。したがって、従来のＲＦＩＤシ
ステムは、ＲＦタグ１４がＲＦキャリア周波数を変調する単一の周波数発振器上において
動作し、ＲＦタグ１４が存在するという指示をインターロゲーター１２に提供する。
【０１００】
　ＲＦＩＤシステムの実質的な利点は、その技術の無接点、無視野方向（ｎｏｎ－ｌｉｎ
ｅ－ｏｆ－ｓｉｇｈｔ）性能である。インターロゲーター１２は、その出力および使用さ
れる無線周波数に依存し、１インチから１００フィートまたはそれ以上の範囲にて、呼び
掛け信号２０を発する。タグは、匂い、霧、氷、ペンキ、ほこりなどの様々な物質を貫い
て、ならびに、バーコードまたは他の光学的読出し技術が役に立たない他の視覚的および
環境的に困難な状況を介しても読み出され得る。ＲＦタグはまた、並外れたスピードにて
読み出され得、多くの場合、１００ミリ秒以下で応答する。
【０１０１】
　典型的なＲＦタグシステム１０は、しばしば複数のＲＦタグ１４およびインターロゲー
ター１２を含む。これらのカテゴリーは、ビーム出力の受動タグ、バッテリー電源の半受
動タグ、およびアクティブタグである。それぞれは、基本的に異なる方法において動作す
る。
【０１０２】
　ビーム出力のＲＦタグはしばしば受動素子と呼ばれる。というのは、その動作に必要と
されるエネルギーを、そこで発せられる呼び掛け信号から引き出すからである。そのタグ
は、フィールドを整流し、そのタグ自体の反射特性を変化させ、インターロゲーターにお
いて見られる反射率における変化を生成する。バッテリー電源の半受動ＲＦタグも同様の
方法において動作し、デルタをインターロゲーターに反射させるためにそのＲＦのクロス
セクションを変調し、通信リンクを生じさせる。ここで、バッテリーはタグの動作電力源
である。最後に、アクティブＲＦタグにおいて、送信器は、そのバッテリーによって電力
供給されるそれ自体の無線周波数エネルギーを生成するために使用される。
【０１０３】
　本発明の好適な実施形態において、システムは、消耗品のハードウェアデバイス、在庫
目録および管理ソフトウェア、ならびにハードウェアデバイスとソフトウェアとの間のＲ
ＦＩＤインターフェースの３つの部分からなる。図１０を参照すると、本発明の一実施形
態に従って形成されたシステム１００が示され、システム１００は、上述の保存デバイス
１０２、在庫目録および管理ソフトウェア構成要素１０４（好適には、コンピュータシス
テム１０６において実施される）、および保存デバイス１０２とソフトウェア１０６とを
結合させる無線周波数識別インターフェース１０８を含む。好適には、ＲＦＩＤインター
フェース１０８は、保存デバイス１０２およびインターロゲーター１１２に繋がれた中継
器１００を含み、インターロゲーター１１２はコンピュータに実施されたシステム１０６
に結合される。
【０１０４】
　この実施形態において、中継器１１０は、その中継器１１０を保存デバイス１０２の外
部表面に固定することなどによって、サンプル保存デバイス１０２に繋がれる。しかしな
がら、中継器１１０は、管、プレート、ラック、または保存デバイス１０２が保持されて
いる部屋に添付または関連付けられ得ることが理解される。信号中継器１１０は単一の保
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存デバイス１０２に関連付けられることが好適である一方で、その保存デバイス１０２に
保存されたそれぞれの特定のサンプルが、それに繋げられた中継器１１０を有し得ること
も可能である。
【０１０５】
　繋がりは、中継器１１０が保存デバイス１０２に組み込まれるという保存デバイス１０
２の製造過程、または保存デバイス１０２への接着剤による固定を介してなどの保存デバ
イス１０２が製造された後のいずれかにおいて達成され得る。様々な実施形態におけるサ
ンプル保存デバイス１０２において使用される好適な接続メカニズムが磁気であるので、
適切な遮蔽が、中継器１１０に保存された情報の意図されていない変更を防ぎ、中継器１
１０とインターロゲーター１１２との間における無線周波数通信における障害を防ぐため
に必要とされ得ることは当業者によって理解される。
【０１０６】
　中継器１１０は、所有者情報、位置情報、分析情報、生産過程、臨床実験の実施、合成
過程、サンプル収集、およびサンプルを管理する上で価値のある、当業者にとって公知で
ある他の情報を含む、保存デバイス１０２とその保存デバイス１０２に保存されたサンプ
ルとについてのデータで事前にプログラムされ得る。そのようなデータを事前にプログラ
ムすることに付け加えて、中継器１１０は、メモリ内にてそのデータを修正および更新す
ることを可能にするように構成され得る。さらに、中継器１１０はデータのタイプに従っ
た正確なアクセス条件を規定するセキュリティ構造を含み、それによって、読出し、書込
み、および更新を制限する。例えば、ＲＦＩＤインターフェース１０８の構成要素は、以
下に記載されるソフトウェアアプリケーションなどの、特定のコンピュータに実装された
データ処理システムから制御信号を受信し、および、そのデータ処理システムに応答する
ように構成され得る。さらに、中継器１１０へ書き込まれたデータは、認証およびセキュ
リティ目的のために暗号化され得る。
【０１０７】
　ＲＦＩＤ中継器またはチップの使用は、機能性を損失することなく、広範な温度範囲（
－２５℃～８５℃）の利点を提供する。さらに、警告し、中継器１１０に関連される対象
物の位置を見出すための信号灯または可聴音生成器などのように、中継器１１０は、リモ
ートデバイスを制御するために用いられ得る。中継器１１０における情報の保存はまた、
コンピュータに実装されたシステム１０６におけるデータが損傷するかまたは損失した場
合の追加のバックアップを提供する。
【０１０８】
　インターロゲーター１１２はコンピュータに実装されたシステム１０６に結合される従
来の無線周波数識別読取り装置である。コマンドおよび制御信号はシステム１０６によっ
て生成され、一つ以上の中継器１１０の呼び掛けを開始し、コンピュータによって実施さ
れるシステム１０６におけるソフトウェア１０４によって処理される、中継器１１０から
の応答を受信する。一つの構成において、中継器１１０はインターロゲーター１１２から
の通信を介して事前にプログラムされ得、インターロゲーター１１２に保存されたデータ
を置き換えまたは更新する。
【０１０９】
　一つの実施において、一つ以上のインターロゲーター１１２は、マイクロ波信号などの
無線周波数信号を介して中継器１１０と通信するのに十分な範囲の設備内に配置される。
多数のインターロゲーター１１２は、中継器１１０の多数のクラスに対して、または個々
の中継器１１０とともに使用され得る。あるいは、公知技術を利用する一つのインターロ
ゲーターは、連続的な方法または同時に、多数の周波数上において多数の中継器１１０と
通信することができる。サンプル保存デバイス１０２または個々のサンプルが処理される
応用において、建造物内、あるいは、貨物線、列車などの運搬システムまたは輸送システ
ムなどの移動経路に沿って、様々な位置において配置された多数のインターロゲーターは
、サンプルの位置および状態を追跡するために用いられ得る。これは、標本または保存デ
バイス１０２が位置される場所の温度、湿度、気圧などの環境的な要因をチェックするこ
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とを含む。
【０１１０】
　したがって、ＲＦＩＤインターフェース１０８は、生物学的な生産過程または実験段階
の実行などの間に、研究室内に配置され、研究室ロボットによって操作される、サンプル
または保存デバイス１０２の移動および分析に関連されたデータを監視および処理するよ
うに拡張され得る。これはまた、品質管理、および自動または半自動のリサーチプロトコ
ルを介した生物学的サンプルを処理するのに役立つ。
【０１１１】
　上述したように、サンプル保存および追跡は、本明細書において記載されたサンプル保
存デバイス上のＲＦ中継器とコンピュータによ実装されたシステムとの間におけるＲＦイ
ンターフェースの使用を介してサンプルを配置することによって容易にされ、保存ラック
、保存部屋、冷蔵庫、実験台の椅子、机、または本棚などの、保存位置のタグ付けおよび
監視を通して達成される。
【０１１２】
　特定の保存デバイス１０２またはサンプルを追跡するために、中継器１１０は、保存デ
バイス上に配置される点滅ライト、保存デバイスに関連される可聴デバイス、人間によっ
て、または自動化されたシステムによって認識され得る保存デバイスの色の変化など、リ
モートデバイスを起動するように構成され、サンプルの迅速な検索を可能にする。さらに
、中継器１１０は、環境的条件が所定の環境的領域（温度、気圧、および湿度を含むがそ
れらに限定されるわけではない）を超える場合、リモートアラームを起動するように構成
される。一実施形態において、中継器１１０は、呼び掛け信号によって起動される受動デ
バイスであり、中継器１１０は、この呼び掛け信号から動作電力を引き出す。中継器１１
０がリモートデバイスを稼動させるか、または通信領域を増加させるために使用される場
合、中継器１１０は上述されたように、半能動であり得る。あるいは、大量のデータが所
望の増加された領域から読み出され、またはそこに書き込まれる場合に、アクティブな中
継器は使用され得る。領域はまた、当該分野で公知のように、周波数によって影響を受け
、当業者は、その環境および機能的目的に従って、適切な周波数領域を選択する。例えば
、特定の標本は、無線信号の特定の周波数に対して敏感であり、そのような周波数は避け
る必要があり、またはその標本はシステム１００を設計する場合に、適切にシールドされ
る。
【０１１３】
　在庫目録および管理ソフトウェア１０４は、ワイヤレス通信システムおよび生命科学に
関連するデータの処理の使用のために調整される。一実施形態においては、カスタマイズ
されたユーザインターフェースおよび所定のデータベーステーブルのセットからなる。ユ
ーザは、外部ソースからサンプル関連のデータまたはインポート情報を入力することがで
きる。所定のテーブルはシステムのセットアップを容易にするために、データベースにお
いて提供されるが、ユーザはそのテーブル内の領域をカスタマイズするためのオプション
を有し得る。リレーショナルデータベースは、ＤＮＡサンプル、クローン、オリゴヌクレ
オチド、ＰＣＲフラグメント、ｃＤＮＡ、化学物質、タンパク質、代謝物、脂質、細胞画
分、ウィルス、バクテリア、または多細胞組織などの異なる有機体からの生物学的サンプ
ル、血液、尿、および口腔綿棒などの患者サンプルのテーブルを含むことができる。詳細
なサンプル情報およびサンプル関連データは、そのテーブルにプログラムされる。サンプ
ル情報は、例えば、サンプルソース、クローン名、遺伝子挿人物名、挿入サイズ、挿入配
列、改変、ベクター名、ベクターサイズ、抗生物質選択、誘導、ターミネータ、クローニ
ング部位、５’－タグ、３’－タグ、精製タグ、オリゴヌクレオチド名、精製、品質管理
、順方向プライマー、逆方向プライマー、Ｔｍ値、およびサイズ選択を含み得る。臨床患
者情報は、例えば、年齢、性別、居住区、民族、ボディーマス指数、家系、処方、症状の
発病のデータ、疾患の期間、および医療試験などであり得る。サンプル関連データは、例
えば、ＤＮＡシーケンサーの配列情報、マイクロアレイチップからの転写プロファイリン
グ情報、ウエスタンブロット法またはインサイチュハイブリダイゼーションからのタンパ
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ク質データ、創薬のためのバイオアッセイデータ、高スループット薬物スクリーニングデ
ータ、化学ライブラリー合成データなど、様々なソースからのリサーチデータからなり得
る。データは、テキスト、数字、表、または画像の形式において供給され得る。
【０１１４】
　ソフトウェアはまた、他のデータソースへとリンクすることができ、Ｇｅｎｂａｎｋ、
ＳｗｉｓｓＰｒｏｔ、および他の類似するドメインなどの、パブリックドメインまたは私
設ソースからの情報を統合することができる。理想的には、ソフトウェアは、プロセス内
におけるサンプルを追跡するためのロボット装置とインターフェースすることが可能であ
り、そのプロセスの追跡は、サンプルデバイスおよびＲＦＩＤ中継器１１０における保存
などのデータベース内の保存のための累計的なサンプル履歴として表示され得る。
【０１１５】
　ソフトウェアは、インフォマティクスのインフラストラクチャーを作成するように設計
されており、ここで、単独のユーザはそれらのデータおよび情報のセットを生成し、その
セットはまず、ローカルデータベースフォーマットにおいて、ローカルワークステーショ
ンにおいて保存される。しかしながら、ソフトウェアは階層的環境において、複数のユー
ザをリンクすることが可能である。単独のユーザによって蓄積された情報は、サーバ上の
集中型データベースに首尾良くアップロードされ得る。ネットワーク環境の遣り取りはま
た、ウェブブラウザインターフェースでもあり得る。マルチユーザ環境はマルチサイト環
境に拡張され得、ソフトウェアおよびデータベースは、パーソナルコンピュータ上、イン
トラネット内のサーバ上、またはｅコマースサイトなどのインターネット上に配置され得
る。アクセス制御およびログ制御システムもまたソフトウェアにおいて提供される。
【０１１６】
　図１１において、一つ以上のリモートＲＦＩＤタグ１２２と通信する一つ以上のインタ
ーロゲーター１２０を用いて、アプリケーションプロセッサ１１８とインターフェースす
るローカルエリアネットワーク１１６を利用する、コンピュータによって実施されるシス
テム構造１１４が示される。アプリケーションプロセッサ１１８は、データベース１２４
に結合される。ローカルエリアネットワークは、代わりに、インターネットなどのグロー
バルネットワークでもあり得、その場合、ウェブベースのアプリケーションが用いられる
ことが理解されるべきである。
【０１１７】
　理想的には、一実施形態において、在庫管理および管理ソフトウェア１０４は、フロン
トエンドソフトウェア構成要素、ミドルウェア構成要素、およびバックエンドソフトウェ
ア構成要素の３つの構成要素を有する。
【０１１８】
　フロンドエンドソフトウェアは「ユーザインターフェース」を作成するために利用され
ることが構想される。これは、例えば、ウェブブラウザまたはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘ
ｃｅｌ（登録商標）であり得る。ウェブブラウザソフトウェアはウェブベースシステム１
００に対して用いられ、これに対して、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ（登録商標）ソ
フトウェアはデスクトップシステムに対して用いられる。ウェブベースのオプションは、
複数のユーザにネットワーキングを提供し、何千ものユーザを収容するように拡張され得
る。デスクトップオプションは、データの共有およびネットワークを介したサンプル情報
を望まない単独のユーザにとっては十分である。
【０１１９】
　ミドルウェアは、デスクトップオプションとしての使用のために開発されたＭｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌマクロ、およびＰＨＰなどのウェブベースシステムを用いた使用に
適切なプログラミング言語によって作成されるカスタムソフトウェアを含み得る。ミドル
ウェアは、ユーザの入力やクエリを受信し、プリンタ、ディスプレイ、または可聴出力な
どの既知の出力を介してユーザにデータベース情報を戻すことが可能である、プログラム
の集合体として構成される。
【０１２０】
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　バックエンドソフトウェアは、好ましくはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｃｅｓｓ（登録商
標）であり、それは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって提供され、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ（登録商標）によってホストされる、私設のデータベー
スソフトウェアである。この特定のプログラムは、５０，０００件の記録をサポートする
のに十分なデータベース容量を提供し、最大１００，０００件をサポートするが、性能の
低下のレベルを増加させる。別のオプションはＭｙＳＱＬであり、それは共同にて開発さ
れたフリーウェアのデータベースソフトウェアであり、無料で利用可能であり、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）およびＬｉｎｕｘ（登録商標）のプラットフォームに基づくものを含
め、あらゆる主だったサーバ上にて実行される。このデータベースは数百万の記録を扱う
ことができ、例えば、政府機関、大学、および多国籍団体などの、大きな施設におけるユ
ーザに適している。
【０１２１】
　ソフトウェア１０４は、制御信号をＲＦＩＤインターフェース１０８に提供し、そのイ
ンターフェース１０８からデータおよび情報を受信するように構成される。さらに、情報
が中継器に供給される場合、ソフトウェア１０４は、技術的に公知であり、容易に商業的
に利用可能である方法および装置を用いて、インターロゲーター１１２を介して中継器１
１０へデータの書込みを開始するように構成される。
【０１２２】
　図１２は、データベース１３０がウェブサーバ１３４を介して複数のデスクトップコン
ピュータ１３２にリンクされる別のシステム構造１２８を示す。ユーザと、データベース
１３０と、デスクトップコンピュータ１３２上に常駐するデスクトップソフトウェア１３
６との間の通信層を提供するソフトウェアはサーバ１３４上に常駐する。ウェブブラウザ
インターフェース１３８を用いて、ユーザは標準のＵＳＢ接続１４０を介してＲＦＩＤ読
出し器１４２に接続することができる。そのユーザは次いで、無線周波数通信によって提
供されるワイヤレス接続１４６を用いて、ＲＦＩＤ読出し器１４２およびリモートＲＦＩ
Ｄタグ１４４の読出し動作および書込み動作を制御することができる。
【０１２３】
　図１３を次に参照すると、ウェブサーバ１５２上のウェブサーバミドルウェア１５６を
介してバックエンドデータベース１５４にリンクされたフロントエンドウェブブラウザ１
５８を用いたデスクトップコンピュータ１５０を有する、３層（ｔｉｅｒ）構造１４８を
利用する発明のさらなる実施形態が示される。そのミドルウェアは、検索、情報の引出し
、および表示性能をユーザに提供する。より具体的には、ビジネスロジックはウェブサー
バ１５２上のミドルウェアプログラム１５６に含まれる。さらに、ＵＳＢ接続１６２を介
して、デスクトップコンピュータ１５０上のクライアント側プログラム１６４に結合され
るＲＦＩＤ読出し器１６０が存在する（必要に応じて）。クライアント側アプリケーショ
ン（読出し器１６０を介してＲＦＩＤタグ１６６へ読み出し、書き込む）は、ウェブブラ
ウザ１５８から始められる。
【０１２４】
　この構造１４８の代替的な２段階配置において、バックエンドにおけるデータベース１
５４と直接に通信するデスクトップコンピュータ１５０上のＥｘｃｅｌフロントエンドプ
ログラムが存在する。ここでのビジネスロジックは、Ｅｘｃｅｌマクロプログラムにおい
て実体化される。この方法は特に、例えば、コピー、ドラッグなどのＥｘｃｅｌ機能を利
用するために、データ（例えば、プレート内の各ウェルに対応するデータの９６行）をデ
ータベースにロードするのに効果的である。
【０１２５】
　構造１４８のさらなる代替の２層配置において、フロントエンドにおける独立型クライ
アントアプリケーション１７０は、バックエンドにおけるデータベース１５４と直接に通
信する。ビジネスロジックは、独立型クライアントアプリケーション内に含まれ、ＲＦＩ
Ｄタグ１６６からの読出しおよびＲＦＩＤタグ１６６への書込みのためのモジュールはま
た、このアプリケーション１７０内に含まれ得る。ここで、その利点は、そのアプリケー
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ションがコンパイルされ（ソースコードは不可視である）、サードパーティのソフトウェ
ア（Ｅｘｃｅｌ、ウェブサーバ）を必要としないことである。不利な点は、上述の３段階
構造とネットワーク互換がないことである。
【０１２６】
　以下の実施例は例示のためであって限定のためではない。
【実施例】
【０１２７】
　（実施例１）
　（生物学的サンプル保存デバイスのためのマトリックスの調製）
　本実施例は、溶解可能なマトリックス材料を使用する生物学的サンプル保存デバイスの
調製を説明する。特定の例において保存される生物学的物質に依存して、異なる保存緩衝
剤を用いてこのマトリックスを調製した。これらの実施例において、全ての試薬は、他に
記されない限り、Ｓｉｇｍａ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）製であった。核酸の乾燥保存の
ためには、２０ｍＭのＴｒｉｓ　ｐＨ６．５を、１％のポリビニルアルコール（ＰＶＡ、
Ｓｉｇｍａ　ｎｏ．Ｐ８１３６）基本の保存マトリックスの調製のために使用した。この
ポリマーの濃度を、０．１～１０％（ｖ／ｗ）の範囲内で試験した。このマトリックスの
ｐＨを、ｐＨ５～ｐＨ８の範囲内で試験した。生物学的サンプルの簡便な検出のために、
０．０００２％（ｗ／ｖ）のフェノールレッドを、液体マトリックスに加えた。
【０１２８】
　液体形態のマトリックスを、９６ウェルプレートのサンプルウェルに適用し、減圧槽中
で標準気圧下または減圧下のいずれかにおいて、室温で完全に乾燥させた。容積５０μｌ
のマトリックスのための乾燥時間は一晩であり、減圧下においては、必要とされる時間は
より短かった。次いで、これらのプレートを、生物学的物質の保存のために準備した。
【０１２９】
　さらなる保存添加物（例えば、以下の一種以上：ＥＤＴＡ、ＮａＣｌ、ＭｇＣｌ２、Ｋ
Ｃｌ、（ＮＨ４）ＳＯ４、ＭｇＳＯ４、ＣａＣｌ２、Ｚｎ－アセテート、Ｎａ－アセテー
ト、システイン、ジチオトレイトール（ＤＴＴ、Ｃｌｅｌａｎｄ製試薬）、酢酸カリウム
、Ｔｒｉｓ－アセテート、酢酸マグネシウム、ＫＰＯ４、グリセロール、Ｔｒｉｔｏｎ　
Ｘ－１００（登録商標）、ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）、アジ化ナトリウム、プロ
テアーゼインヒビター（ＰＭＳＦ、フッ化アミノエチルベンゼンスルホニル、ペプスタチ
ン、Ｅ６４、ベスタチン、ロイペプチン、アプロチニン）、２－メルカプトエタノール、
ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、ニコチン性アデニ
ンジヌクレオチド（ＮＡＤ）、ＡＴＰ）を、試験されるべき生物活性に依存して、再水和
後の安定化および活性化のために、保存マトリックス中に直接的に加えてもよい。生物学
的活性を伴う生物学的物質（例えば、酵素）のためには、反応条件を、この保存マトリッ
クス中で直接的に調整してもよい。いくつかの場合において、活性反応の前に水和のため
に加えられるべき唯一の物質は、水である。このマトリックスはまた、一種以上のインヒ
ビター（例えば、抗菌剤／抗真菌剤）を含んでもよい。このマトリックスを個々の保存ウ
ェルに等分する前に、滅菌濾過またはオートクレーブによって滅菌してもよい。オートク
レーブしたマトリックスを、単独のチューブ中またはマルチウェルプレート中の保存ウェ
ルに、９６ウェルプレートの場合は１ウェル当たり１０μｌ～１００μｌの液量で、等分
で付与する。
【０１３０】
　（実施例２）
　（核酸の乾燥保存）
　生物学的サンプル保存デバイスを、実施例１に記載されるように調製した。記載される
ように、一般的な分子生物学的物質および分子生物学的方法を使用した（Ｓａｍｂｒｏｏ
ｋら、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ
，Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｃｏｌｄ　Ｓｐ
ｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，ＮＹ，２００１；Ａｕｓｕｂｅｌら、１９９３年、Ｃｕｒｒｅ
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ｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｇｒｅｅｎｅ
　Ｐｕｂｌ．Ａｓｓｏｃ．Ｉｎｃ．＆　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．
，Ｂｏｓｔｏｎ，ＭＡ）。プラスミド、オリゴヌクレオチド、１ｋＢラダーの形態のＤＮ
Ａフラグメント、ＰＣＲ生成物、（ネコおよびヒトの）ゲノムＤＮＡ、およびＲＮＡにつ
いて、安定性試験を行った。ゲルベースの分析、ＰＣＲ分析、および形質転換率分析を使
用して、回収試験および安定性試験を行った。
【０１３１】
　（Ａ．プラスミド保存）
　二回蒸留水（ｄｄＨ２Ｏ）中１０ｎｇ／μｌの濃度での、全体で５０ｎｇの環状プラス
ミド（ｐｕｃ１９）（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ　Ｉｎｃ．，Ｂｅｖｅｒ
ｌｙ，ＭＡ）を、９６ウェルポリプロピレンプレートの各々のウェル中の乾燥した溶解可
能マトリックス上に滴下（ｓｐｏｔ）した。このサンプルを、室温で乾燥させて保存した
。コントロールプラスミドを、液体形態で－２０℃の冷凍庫中で保存した。
【０１３２】
　回収のために、５０μｌのｄｄＨ２Ｏを、上記の乾燥サンプルウェルに付与した。この
サンプルを、１５分間再水和し、１０μｌのアリコートを使用し、ＤＨ５－αコンピテン
ト細菌細胞を形質転換させた。形質転換された細胞を、ＬＢ寒天プレート上に平板培養し
、一晩３７℃でインキュベートした。各々のプレート上の細胞を、計数した。ＤＮＡ回収
率を、コントロールＤＮＡ（－２０℃で保存された１０ｎｇのｐｕｃ１９）の形質転換に
基づいて算出した。８ヶ月を超える保存の後で、５％のＰＶＡマトリックス上で、ＤＮＡ
回収は５０％より高かった。１％のＰＶＡマトリックスを、１ヶ月の時点で試験し、冷凍
庫保存されたＤＮＡより高いかまたは等価の回収を得た。
【０１３３】
　長期保存についてのトランスフェクション率は安定であり、回収は、５％のＰＶＡマト
リックスについては６０％、１％のマトリックスについては１００％であった。６ヶ月間
の保存の後で、回収の低下が観察されなかった。５％のＰＶＡは、完全には溶液にならな
かった。
【０１３４】
　再水和サンプルのＰＣＲ分析によって、記載される条件下においてサンプルの安定性の
持続を実証した。ｐｕｃ１９プラスミドの４８０ｂｐの伸長物を増幅する、２種のＰＣＲ
プライマー（順方向および逆方向）を設計した。５ｎｇの再水和サンプルを、５ｎｇのコ
ントロールプラスミドと比較して、増幅反応のために使用した。このＰＣＲ反応を、少な
いサイクル数で、不飽和条件下において行った。検出可能な増幅効率の損失なしに、乾燥
保存された材料を８ヶ月後に増幅することが出来た。
【０１３５】
　（Ｂ．オリゴヌクレオチド保存）
　ｐｕｃ１９の増幅のための２種のオリゴヌクレオチド（順方向および逆方向のＰＣＲプ
ライマー）を、１０μｌの容量で、各々１０μＭおよび２０μＭの総濃度で、９６ウェル
プレートの各々のウェル中の１％のＰＶＡ乾燥保存マトリックス上に滴下した。これらの
オリゴヌクレオチドを、一晩室温で乾燥させ、このプレートを、室温で保存した。コント
ロールオリゴヌクレオチドを、液体形態で－２０℃の冷蔵庫中で保存した。
【０１３６】
　回収のために、両方のオリゴヌクレオチド（ＰＣＲプライマー）を含有するウェルを、
１×ＰＣＲ緩衝剤、５ｎｇのｐｕｃ１９プラスミド、およびｄＮＴＰを含有するＰＣＲ試
薬を使用して、１５分間再水和した。この再水和された反応混合物を、ＰＣＲチューブ中
に移して、Ｔａｑポリメラーゼを加えた。反応を２５サイクルにわたり繰り返し（ｃｙｃ
ｌｅ）、１％のアガロースゲル上で、電気泳動によって分析した。
【０１３７】
　このゲル分析によって、予測されたサイズのＰＣＲ生成物の増幅を明らかにした。コン
トロールと比較して、同じ量の増幅物を得るために、液体保存されたプライマーに比較し
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て２倍の量のプライマーが必要であった。１％のＰＶＡマトリックスからの回収率は、液
体保存コントロールより低かった。マトリックス中のＰＶＡの濃度を下げることによって
、回収率は改善された。
【０１３８】
　（Ｃ．ＤＮＡフラグメント保存）
　１ｋｂのＤＮＡラダーのサイズ標準の形態のＤＮＡフラグメント（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ）（０．５μｇ）を、フェノールレッドまたは他の発色剤と５０％のグリセロールとを
含有するＤＮＡローディング緩衝液の存在下において、１％のＰＶＡベースの乾燥保存マ
トリックス上に滴下した。電気泳動のアガロースゲルの一つのウェル中のラダーの可視化
のために使用される新たなＤＮＡラダーの容量と等価になるように、各々のウェルに、１
０μｌのＤＮＡラダーと色素とを滴下した。ローディング色素を含んだＤＮＡフラグメン
トを、一晩再水和し、室温で保存した。
【０１３９】
　回収のために、１ｋＢのＤＮＡのラダーサイズ標準およびローディング緩衝液を含むセ
ルを、１０μｌのｄｄＨ２Ｏで再水和した。電気泳動ゲル上への１０μｌの１ｋＢラダー
のローディングの前の再水和時間は、各々５分間および１０分間であった。
【０１４０】
　分析のために、液体形態でローディング緩衝液の存在下において－２０℃で保存された
１０μｌのコントロールラダーを、５分間および１０分間再水和された乾燥保存サイズ標
準と、臭化エチジウム染色を使用して蛍光強度で比較した。種々のサイズのＤＮＡのバン
ドに蛍光強度の差異は観察されなかった。室温での乾燥保存によるＤＮＡ分解を示したバ
ンドはなかった。
【０１４１】
　（Ｄ．ゲノムＤＮＡ保存）
　ａ）ネコのゲノムＤＮＡ
　１０μｌのＴＥ　ｐＨ８緩衝液中の、全体で２０ｎｇの量のネコの全ゲノムＤＮＡを、
９６ウェルプレートの１ウェルごとに、５％のＰＶＡベースの乾燥保存マトリックス上に
滴下した。このゲノムＤＮＡを、室温で一晩乾燥させて保存した。コントロールＤＮＡを
、－２０℃で凍結して保存した。
【０１４２】
　回収のために、ネコのゲノムＤＮＡを含有するウェルを、１×ＰＣＲ緩衝剤、２種の１
０μＭの濃度のネコ特異的プライマー、およびｄＮＴＰを含有するＰＣＲ試薬を使用して
、１５分間再水和した。これらのプライマーは、ネコＤＮＡの６００ｂｐのフラグメント
を増幅した。この再水和反応混合物を、ＰＣＲチューブへ移し、Ｔａｑポリメラーゼを加
えた。反応を３５サイクルにわたって繰り返し、１％のアガロースゲル上で分析した。
【０１４３】
　ＰＣＲ分析を、乾燥保存の１週間後および３．５ヶ月後に行った。両方の時点で、凍結
保存されたゲノムＤＮＡと比較して、増幅率の減少なしに予測されたサイズのＤＮＡフラ
グメントを増幅することが出来た。
【０１４４】
　ｂ）ヒトのゲノムＤＮＡ
　１０μｌのＴＥ　ｐＨ８緩衝液中の、全体で２０ｎｇの量のヒトの全ゲノムＤＮＡを、
９６ウェルプレートの各々のウェルに、１％のＰＶＡベースの乾燥保存マトリックス上に
滴下した。このゲノムＤＮＡを、室温で一晩乾燥させて保存した。コントロールＤＮＡを
、－２０℃で凍結して保存した。
【０１４５】
　ヒトのゲノムＤＮＡを含有するウェルを、１×ＰＣＲ緩衝剤、２種の１０μＭの濃度の
ヒト成長因子１３（ｈＦＧＦ１３）特異的プライマー、およびｄＮＴＰを含有するＰＣＲ
試薬を使用して、１５分間再水和した。この再水和反応混合物を、ＰＣＲチューブへ移し
、Ｔａｑポリメラーゼを加えた。反応を３５サイクルにわたって繰り返し、１％のアガロ
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ースゲル上で分析した。
【０１４６】
　ＰＣＲ分析を、乾燥保存の１ヵ月後に行った。凍結保存されたゲノムＤＮＡと比較して
、増幅率を低下させることなく、予測されたサイズのヒト成長因子のフラグメントを増幅
した。
【０１４７】
　（実施例３）
　（タンパク質の乾燥保存）
　生物学的サンプル保存デバイスを、実施例１において記載されるように調製した。本実
施例は、活性の完全な回復を伴う環境温度でのタンパク質の乾燥保存が、液体サンプルと
して凍結されてのタンパク質の保存と比較して、非常に大きな利点を提供することを示す
。
【０１４８】
　種々のシークエンシング酵素（ｓｅｑｕｅｎａｓｅ）、熱安定性ポリメラーゼ、制限酵
素、リガーゼ、プロテアーゼについての安定性試験および活性試験を行い、溶解可能マト
リックスの保護的性質を実証した。活性分子としてのタンパク質の安定化およびそれらの
タンパク質の回収を、上記の長期溶解可能マトリックスを使用して達成した。このマトリ
ックスを、ＴＲＩＳ　ｐＨ５～８、ｐＨ指示薬としてのフェノールレッド、および１％の
ＰＶＡの存在下において調製した。このマトリックスを、脱水によって固体化し、上記の
タンパク質を、液体形態のトレハロース（Ｆｌｕｋａ、カタログ番号９０２１０）または
バリダマイシンＡ（Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｃｏｒｐ．、カタログ番号Ｖ２１０２０）の存在下または非存在下において、この乾燥
マトリックス上にスポットした。このタンパク質溶液中の水が、ＰＶＡを水和して可溶化
した。このタンパク質混合物を、可溶化されたマトリックス中へ浸漬させ、周囲温度で乾
燥させた。バリダマイシンＡを、０．５～１０％（ｗ／ｖ）の濃度で、生物学的物質に加
えた。バリダマイシンＡの存在する生物学的サンプルの混合物を、溶解可能ＰＶＡサンプ
ルマトリックスに付与した。
【０１４９】
　（実施例４）
　（溶解可能ＰＶＡマトリックスを使用したタンパク質の長期保存）
　本実施例は、先の実施例において記載されるように調製される溶解可能ＰＶＡマトリッ
クス上での長期乾燥保存後の活性タンパク質の回収を説明する。
【０１５０】
　（Ａ．ポリメラーゼ）
　１）ＳＥＱＵＥＮＡＳＥＴＭ－－ＳｅｑｕｅｎａｓｅＴＭ（ＵＳＢ，Ｃｌｅｖｅｌａｎ
ｄ，ＯＨ）は、通常－２０℃で保存され、繰り返される凍結融解によって冷凍庫中にある
時間とともに活性を失い、読み取りの長さの短縮およびシークエンシング反応の質の低下
を生じる。最終濃度５％のトレハロースまたはバリダマイシンＡの存在下において、Ｓｅ
ｑｕｅｎａｓｅＴＭを、１×シークエンシング緩衝液中の溶解可能マトリックスに付与し
た。ＵＳＢ　ＳｅｑｕｅｎａｓｅＴＭ　バージョン２．０、ＤＮＡシークエンシングキッ
ト（製品番号７０７７０）を、供給者のプロトコルに従って使用した。９６ウェルプレー
ト中のウェルごとの濃度は、一回のシークエンシング反応のために使用される凍結保存Ｓ
ｅｑｕｅｎａｓｅＴＭの濃度と等価であった。コントロールのＳｅｑｕｅｎａｓｅＴＭを
、従来的に、－２０℃の冷凍庫中で保存した。回収のために、完成したウェルを、２０μ
ｌの１×シークエンシング緩衝液で、５～４５分間水和した。
【０１５１】
　活性分析のために、Ｓ３５標識を使用してシークエンシング反応物を調製し、この反応
物を、アクリルアミドのシークエンシングゲル上で電気泳動した。凍結保存されたシーク
エンシング酵素の配列と乾燥保存されたシークエンシング酵素の配列とを、シークエンス
ラダーを読むことによって比較した。両方の配列は、同じ読み取り品質を有していた。



(45) JP 4896006 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

【０１５２】
　２）ＴＡＱ　ＰＯＬＹＭＥＲＡＳＥ－－ＰＣＲ反応のためのＴａｑポリメラーゼを、－
２０℃で保存すると、繰り返される凍結融解によって時間とともに活性を失い、より低い
増幅効率を生じる。Ｔａｑポリメラーゼ（ウェル当たり５Ｕ）を、最終濃度５％のトレハ
ロースまたはバリダマイシンＡの存在下において、１×ＰＣＲ緩衝液中の溶解可能マトリ
ックスに付与した。９６ウェルプレート中の１ウェルごとの濃度は、一回のＰＣＲ反応の
ために使用される凍結保存されたＴａｑポリメラーゼの濃度と等価であった。コントロー
ルのＴａｑポリメラーゼを、従来どおりに－２０℃の冷凍庫中で保存した。回収のために
、完成したウェルを、２０μｌの１×ＰＣＲ緩衝液で５～４５分間水和した。
【０１５３】
　活性分析のために、ＰＣＲ反応物を、標準ＰＣＲプロトコルを使用して調製し、そして
そのＰＣＲ生成物を、アガロースゲル上で電気泳動した。上記の凍結保存されたポリメラ
ーゼのＰＣＲ生成物と乾燥保存されたポリメラーゼのＰＣＲ生成物とを、目視検査によっ
て比較した。両方のＰＣＲ生成物の強度は等価であった。
【０１５４】
　３）ＤＥＥＰ　ＶＥＮＴＴＭ　ＨＩＧＨ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＰＯＬＹＭＥＲＡＳＥ（
Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ　Ｉｎｃ，Ｂｅｖｅｒｌｙ，ＭＡ．）。ＰＣＲ
反応のためのＤｅｅｐ　ＶｅｎｔＴＭポリメラーゼは、ドライアイスに載せて出荷されて
、－２０℃で保存された。輸送の凍結の連鎖が中断された場合、この酵素は活性を失った
。このタンパク質は、繰り返される凍結融解によって、時間と共に活性を失い、酵素活性
の低下を生じた。完全に活性なＤｅｅｐ　ＶｅｎｔＴＭポリメラーゼを、最終濃度５％の
バリダマイシンＡの存在下において、１×ＰＣＲ緩衝液中の溶解可能ＰＶＡマトリックス
に適用した。９６ウェルプレート中の１ウェルごとの濃度は（ウェルあたり５Ｕ）、一回
のＰＣＲ反応のために使用される凍結保存されたＤｅｅｐ　ＶｅｎｔＴＭポリメラーゼの
濃度と等価であった。コントロールのＤｅｅｐ　ＶｅｎｔＴＭポリメラーゼを、－２０℃
の冷凍庫中で保存した。完成したウェルを、２０μｌの１×ＰＣＲ緩衝液で５～４５分間
水和した。ＰＣＲ反応物を、標準的なＰＣＲプロトコルを使用して調製し、そしてこのＰ
ＣＲ生成物を、アガロースゲル上で電気泳動した。図１４に示すように、これらの凍結保
存シークエンシング酵素のＰＣＲ生成物と乾燥保存シークエンシング酵素のＰＣＲ生成物
とを、目視検査によって比較した。両方のＰＣＲ生成物の臭化エチジウム強度は等価であ
った。５分間の再水和時間と６０分間の再水和時間との間に、量的な差異は検出できなか
った。
【０１５５】
　（Ｂ．制限酵素）
　ＨｉｎｄＩＩＩを、最終濃度５％のトレハロースまたはバリダマイシンＡの存在下にお
いて、１ウェルあたり２０Ｕおよび４０Ｕで、１×消化緩衝液中の溶解可能マトリックス
に付与した。９６ウェルプレート中の１ウェルごとの濃度は、一回のＰＣＲ反応のために
使用される凍結保存されたＴａｑポリメラーゼの濃度と等価であった。コントロールのＨ
ｉｎｄＩＩＩを、従来どおりに－２０℃の冷凍庫中で保存した。完成したウェルを、２０
μｌの１×制限酵素緩衝液中で、５～４５分間水和した。１ｕｇのｐｕｃ１９プラスミド
を、再水和された制限酵素で消化し、消化されたプラスミドを、アガロースゲル上で電気
泳動した。凍結保存されたＨｉｎｄＩＩＩおよび乾燥保存されたＨｉｎｄＩＩＩのＤＮＡ
バンド形成パターンを、目視検査によって、未消化のプラスミドと比較した。凍結保存さ
れた酵素および乾燥保存された酵素は、等価の活性を示した。
【０１５６】
　（Ｃ．ＢＩＧ　ＤＹＥＴＭ　ＣＹＣＬＥ　ＳＥＱＵＥＮＣＩＮＧ）
　サイクルシークエンシングのためのＡＢＩ　Ｂｉｇ　ＤｙｅＴＭ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂ
ｉｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃ．，Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，ＣＡ）酵素は、繰り返される
凍結融解プロセスの後で時間とともに活性を失い、シークエンシング反応の読み取りの長
さの短縮および読み取りの質の低下を生じた。
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【０１５７】
　新たな、適切に保存された活性Ｂｉｇ　ＤｙｅＴＭ（ＡＢＩ）を、最終濃度５％のトレ
ハロース（Ｆｌｕｋａ＃９０２１０）の存在下において、１×反応緩衝液中の溶解可能Ｐ
ＶＡマトリックスに付与した。Ｂｉｇ　ＤｙｅＴＭ酵素を、プラスミドおよびシークエン
シング用プライマーの存在下において活性を失うことなしに脱水できるか否かを試験する
ために、Ｂｉｇ　ＤｙｅＴＭを、Ｍ１３順方向プライマーおよびｐｕｃ１９の存在下にお
いて滴下した。９６ウェルプレート中の１ウェルごとの濃度は、一回のシークエンシング
反応のために使用される凍結保存されたＳｅｑｕｅｎａｓｅＴＭ（ＵＳＢ）の濃度と等価
であった。コントロールのＳｅｑｕｅｎａｓｅＴＭを、従来どおりに－２０℃の冷凍庫中
で保存した。完成したウェルを、２０μｌの１×反応緩衝液で３０分間水和した。ＰＣＲ
反応を、３５サイクルについての供給者の推奨に従って行った。このサイクルシークエン
シング反応のＰＣＲ生成物を、精製し、そして、製造者の指示書に従ってＡＢＩキャピラ
リーシークエンシング装置を使用して分析した。プラスミドおよびシークエンシングプラ
イマーの存在下および非存在下における凍結乾燥保存されたＢｉｇ　ＤｙｅＴＭの配列と
乾燥保存されたＢｉｇ　ＤｙｅＴＭの配列とを、Ｍａｃ　Ｖｅｃｔｏｒシークエンス分析
プログラムを使用して比較した。このシークエンスの質は、最初の７００塩基において同
一であった。図１５に示すように、乾燥Ｂｉｇ　Ｄｙｅ試薬を使用して、より長い読み取
りを得た。
【０１５８】
　（Ｄ．プロテアーゼ）
　プロテアーゼは、主要な薬物標的である。近年、プロテアーゼは、ウイルス疾患(たと
えば、ＨＩＶ）に対する新規薬物を開発するための小分子のスクリーニングのために使用
されている。プロテアーゼアッセイは、しばしば、行うことが難しい。なぜならば、プロ
テアーゼ活性は、精緻な酵素反応であって、保存されるプロテアーゼの基底の活性は、各
々のアッセイの前に調節されなければならないからである。この反応の動態は、各々の凍
結－融解の後のプロテアーゼ活性の変化に基づいて変化する。本節は、溶解可能マトリッ
クスの存在下において乾燥されたプロテアーゼが、どのくらい失活から保護され、再水和
後に活性プロフィールの変化なしに活性化され得、酵素の任意の用途(例えば、低分子ス
クリーニングプロジェクト）のための時間の著しい節約をもたらすかを実証する。
【０１５９】
　１）ＨＩＶプロテアーゼ－－ＨＩＶプロテアーゼを、トレハロースまたはバリダマイシ
ンＡを２．５～１０％（ｗ／ｖ）の最終濃度で含有する活性緩衝液（０．５Ｍ　ＭＥＳ、
２５％グリセロール、１Ｍ　ＮａＣｌ、ｐＨ５．２５）の存在下において、溶解可能ＰＶ
Ａマトリックスとともに予熱された９６ウェルプレートの１ウェル当たり２５ｎＭ濃度で
滴下した。コントロールとして、トレハロースまたはバリダマイシンの存在下において、
ＰＶＡマトリックスの非存在下において、ＨＩＶプロテアーゼをポリプロピレンプレート
のウェルに滴下した。乾燥されたＨＩＶプロテアーゼを、１５０ｍＭの塩酸グアニジンの
存在下において、１×活性緩衝液中で回収した。再水和の一時間後に、完全な回収を達成
した。２０分間の時間経過にわたるＦＲＥＴアッセイにおいて２種の蛍光分子を含有する
蛍光原性ペプチドを使用する速度論研究において、酵素反応活性を追跡した。この反応物
を、製造者の指示書に従って、Ｐａｃｋａｒｄ　Ｆｕｓｉｏｎマイクロタイタープレート
蛍光計で分析した。
【０１６０】
　溶解可能ＰＶＡマトリックスの非存在下においてトレハロースまたはバリダマイシンＡ
単独とともに滴下されたＨＩＶプロテアーゼを使用して、酵素活性を回復することはでき
なかった。対照的に、トレハロースの存在下においてＰＶＡマトリックス上に滴下された
酵素を使用して、１００％のＨＩＶプロテアーゼ活性を回復し、付加的な安定剤なしに溶
解可能マトリックス単独（ＰＶＡ）を使用して乾燥された酵素から、７０％の活性を回復
した。
【０１６１】
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　２）ＦＩＶプロテアーゼ－－ＦＩＶ（ネコ免疫不全ウイルス）は、ＨＩＶに近縁のレン
チウイルスである。ＦＩＶプロテアーゼを、ペプチドベースのインヒビターであるＴＬ－
３（Ｌｅｅら、１９９８年、ＰＮＡＳ　９５：９３９）の存在下または非存在下において
、１ウェル当たり０．５μｇの濃度で、乾燥された溶解可能マトリックスで前処理された
ウェルに滴下した。これらのマトリックス、プロテアーゼ、およびインヒビターＴＬ－３
を含有するウェルを、室温で完全に乾燥させて保存した。乾燥されたＨＩＶプロテアーゼ
を、１×活性緩衝液中で、１５０ｍＭの塩酸グアニジンの存在下において、１時間再水和
した。２０分間の時間経過にわたるＦＲＥＴアッセイにおいて２種の蛍光分子を含有する
蛍光原性ペプチドを使用する動態研究において、酵素反応活性を追跡した。この反応を、
Ｐａｃｋａｒｄ　Ｆｕｓｉｏｎマイクロタイタープレート蛍光計で分析した。ＦＩＶプロ
テアーゼ活性を、再水和プロセス後に完全に回復させた。この酵素活性は、ＴＬ－３によ
って遮断され、このプロテアーゼおよびそのインヒビターは、周囲温度での乾燥保存後に
、完全に活性であることを実証した。
【０１６２】
　トレハロースおよびバリダマイシンをまた、上記のように、しかし、溶解可能保存マト
リックス上での環境温度におけるこのプロテアーゼの長期乾燥マトリックス保存の間の酵
素活性の保護についてのプロテアーゼアッセイにおいて、ＦＩＶプロテアーゼに対するこ
れらの影響について、比較した。どちらの添加物も、この酵素を保護的に安定化し、この
酵素の保護について差異は検出できなかった（図１７）。
【０１６３】
　Ｅ．リガーゼ
　Ｔ４　ＤＮＡリガーゼ(Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ，Ｂｅｖｅｒｌｙ，
ＭＡ，＃Ｍ０２０２Ｌ）を１ウェル当たり４００Ｕで、１×ライゲーション緩衝液中で最
終濃度５％のバリダマイシンＡの存在下において、上記のように調製された溶解可能ＰＶ
Ａマトリックスに付与した。コントロールのリガーゼを、－２０℃の冷凍庫中で保存した
。完成したウェルを、２０μｌの１×ライゲーション緩衝液で５～４５分間再水和した。
５０ｎｇの、ＳａｌＩで分解されて仔ウシ腸ホスファターゼで脱リン酸化されたｐｕｃ１
９プラスミドを、再水和したリガーゼを用いて一晩ライゲーションさせ、並行して、凍結
保存されたリガーゼを用いて一晩ライゲーションさせた。ライゲーション反応物の半分を
、ＤＨ５αコンピテント細菌細胞内で形質変換させた。これらの細胞を、ＬＢ寒天プレー
ト上で平板培養し、形質転換率をコロニー計数によって分析した。再ライゲーションした
プラスミドのみが、これらの条件下においてコロニーを形成できた。乾燥保存されたリガ
ーゼは、凍結保存されたリガーゼより５倍高いコロニー数を有した。
【０１６４】
　Ｆ．再構成可能ＨＩＶプロテアーゼアッセイ
　現行では、ＨＩＶプロテアーゼアッセイは、プロテアーゼの解凍、活性緩衝液中での再
懸濁、その緩衝液系中での蛍光原性基質の再懸濁、溶液の混合、および、解凍された酵素
の活性を前もって試験するための特別な蛍光９６ウェルプレートへの混合物の付与を必要
とする。プロテアーゼ活性の決定の後阻害性化合物のスクリーニングのためのアッセイを
開始することが出来、このアッセイは、通常は９６ウェルフォーマットにおいて行われる
。上記のピペッティングの工程を包含する同じ手順を繰り返さねばならない。本節は、本
願の組成物および方法に従って供給されるプロテアーゼを乾燥形態の溶解可能マトリック
ス上で使用して、前もって試験を行う必要のない方法を示す。これは、ＨＩＶプロテアー
ゼ活性は乾燥条件下で安定であり続けるからである。
【０１６５】
　上記のように調製された溶解可能ＰＶＡマトリックスを使用して、ＨＩＶプロテアーゼ
およびＦＩＶプロテアーゼを、それらの各々の活性緩衝液中で適切な反応濃度で、滴下し
て乾燥させた。蛍光原性プロテアーゼ基質ウェル、およびプロテアーゼインヒビターを含
有する陰性のコントロールウェルをまた、それらの緩衝液中に、乾燥形態で、９６ウェル
プレート上に供給した。このスクリーニングの操作者は、水のみまたは試験インヒビター
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スクリーニング化合物を含有する水を加えてプロテアーゼ含有ウェルを再水和し、蛍光基
質ウェルに水を加えて再水和するだけでよい。従って、数種のＦＩＶプロテアーゼウェル
を再水和するためには、上記のＴＬ－３インヒビターを含める。このアッセイの処理時間
は、１０分の１未満に短縮された。代表的な結果を、図１８に示す。他の生化学的アッセ
イ、スクリーニング、または実験プロトコルについて、同様の時間の節約を得ることがで
きる。
【０１６６】
　（実施例５）
　（溶解可能ＰＶＡマトリックスを使用する細胞の長期保存）
　本実施例は、溶解可能マトリックス材料上でのＥ．ｃｏｌｉ細胞の周囲温度での長期乾
燥保存を説明する。
【０１６７】
　等しい数のＥｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ（ＤＨ５α）細菌を、ＬＢ増殖培地中で
再懸濁し、９６ウェルプレートのウェル中に滴下した：ａ）増殖培地中に溶解可能マトリ
ックスが含有されていない、ｂ）乾燥された溶解可能ＰＶＡマトリックスが含有されてい
る、およびｃ）５％のバリダマイシンＡと混合し、乾燥された溶解可能マトリックス上に
滴下する。これらのプレートを、一晩乾燥させ、周囲温度で保存した。３種の異なる条件
を有するウェルを、増殖培地で一時間再水和し、ウェルの内容物を、細菌培養ＬＢプレー
ト上へ平板培養した。これらのプレートを、３７℃で一晩インキュベートした。Ｅ．ｃｏ
ｌｉ回収率を、図１９に示すように、細菌のコロニーの計数によって分析した。
【０１６８】
　上記の溶解可能マトリックスはまた、細胞（他の細菌細胞、植物細胞、動物細胞または
ヒトの細胞が挙げられる）の乾燥長期保存のため、およびファージ、ウイルス（例えば、
レンチウイルス、バキュロウイルスなど）の乾燥保存のためにも調製されて使用される。
【０１６９】
　本発明の乾燥マトリックス保存用の組成物および方法の実施形態はまた、抗体、ＲＮＡ
、酵素、および本明細書において提供されるような他の生物学的サンプルとともに使用す
るために企図される。
【０１７０】
　上記から、本発明の特定の実施形態が説明の目的のために本明細書において記載される
が、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、種々の変更がなされ得ることが理解
される。従って、本発明は、添付の特許請求の範囲による場合を除いて、限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】図１は、生物学的物質の乾燥保存のためのサンプルプレートの模式図である。
【図２】図２は、空気圧ユニットおよびその連結モジュールの模式図である。
【図３】図３は、空気圧ユニットの空気チャネルの模式図である。
【図４】図４は、空気圧ユニットおよびその空気調節弁の模式図である。
【図５】図５は、サンプルプレートに試薬を提供するための携帯型ＰＣＲデバイスの模式
図である。
【図６】図６は、輸送用スリーブの模式図である。
【図７】図７は、積み重ねラックの模式図である。
【図８】図８は、サンプル保存ストリップウェルプレートの模式図である。
【図９】図９は、公知の高周波連絡システムの模式図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に従って形成されたシステムの模式図である。
【図１１】図１１は、本発明の別の局面に従って形成された、コンピュータ実行システム
アーキテクチャのブロック図である。
【図１２】図１２は、特定の発明の実施形態に従う、コンピュータ実行システムアーキテ
クチャを示す。
【図１３】図１３は、特定の発明の実施形態に従う、コンピュータ実行システムアーキテ
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クチャを示す。
【図１４】図１４は、Ｄｅｅｐ　ＶｅｎｔOポリメラーゼのＰＣＲ産物を有するゲルを示
す。Ｄｅｅｐ　ＶｅｎｔOポリメラーゼを、周囲温度で保存し（Ｄ）、そして反応緩衝液
、テンプレート、ｄＮＴＰおよびプライマーの存在下で、６０分間（Ｄ６０’）もしくは
５分間（Ｄ５’）のいずれかの間、水和した。凍結保存されたＤｅｅｐ　ＶｅｎｔOポリ
メラーゼ（Ｆ）をコントロールとして使用した。矢印は、ＰＣＲ産物の予測サイズを示す
。
【図１５Ａ】図１５Ａは、凍結保存Ｂｉｇ　ＤｙｅO酵素、および周囲温度にて溶解可能
なマトリックスにおいて乾燥保存されたＢｉｇ　ＤｙｅO酵素を使用して増幅された、Ｐ
ＣＲ反応産物についての読みの長さ（塩基数）を示す。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、凍結保存Ｂｉｇ　ＤｙｅO酵素、および周囲温度にて溶解可能
なマトリックスにおいて乾燥保存されたＢｉｇ　ＤｙｅO酵素を使用したサイクルシーク
エンシング結果を示す。
【図１６】図１６は、溶解可能なマトリックスにおける乾燥保存後の、ＨＩＶプロテアー
ゼの反応速度を示す。
【図１７】図１７は、溶解可能なマトリックスにおける乾燥保存後の、ＦＩＶプロテアー
ゼ活性を示す。
【図１８】図１８は、乾燥保存後のＨＩＶプロテアーゼ活性を示す。
【図１９】図１９は、溶解可能なマトリックスにおける乾燥保存後の、Ｅ．ｃｏｌｉ形質
転換速度を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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