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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル成分を測定する方法であって、
　サンプル成分を含む流体サンプルを提供すること；
　金属コロイドを提供すること；
　前記流体サンプルを、５００μｍ未満の極大断面寸法を有する微小流体チャネルの表面
を越えて通すこと；
　前記サンプル成分を、前記表面に配置される結合パートナーと結合させて、サンプル－
結合パートナー複合体を形成することであって、形成される前記サンプル－結合パートナ
ー複合体は前記金属コロイドと会合すること；
　金属前駆体溶液を、前記表面を越えて流して金属の層を形成すること；
　第一の流体、第二の流体および第三の流体を含む一連の流体プラグを、連続して前記微
小流体チャネル内に流すことであって、前記第一の流体および前記第二の流体は、該第一
の流体および該第二の流体の両方と非混和性である前記第三の流体によって隔離されてい
ること；ならびに
　前記金属の層および前記サンプル成分を測定することであって、該測定工程は、前記金
属の層を光に曝露させて該金属の層を通る光の透過率または吸光度を測定することを含む
、こと
　を含む、方法。
【請求項２】
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　表面を有する微小流体チャネルであって、５００μｍ未満の極大断面寸法を有する、微
小流体チャネルと；
　前記微小流体チャネルの表面の一部に配置される結合パートナーと；
　金属コロイドと；
　金属前駆体溶液と；
　第一の流体、第二の流体および第三の流体を含む一連の流体プラグを収容する共通の容
器であって、前記第一の流体および前記第二の流体は、該第一の流体および該第二の流体
の両方と非混和性である前記第三の流体によって隔離されている、容器と
　を含む、装置。
【請求項３】
　共通のシールされた容器において、前記第三の流体によって互いから隔離されて維持さ
れている、前記第一の流体および前記第二の流体を提供することを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記容器の下流側に減圧を適用することにより、前記第一の流体、前記第三の流体およ
び前記第２の流体を含む一連の流体プラグを、連続して前記微小流体チャネル内に流すこ
とを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一の流体、前記第二の流体および前記第三の流体が、使用前に、前記シールされ
た容器内で１日より長く貯蔵される、請求項３または４に記載の方法。
【請求項６】
　サンプル－結合パートナー複合体を形成するための前記表面が反応部位であり、前記容
器および該反応部位の両方が、微小流体デバイスに形成される、請求項３～５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記容器が、互いに流体連絡し且つ前記容器の残りの内部と流体連絡する少なくとも第
一および第二の枝部を備える、請求項３～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記容器が「Ｙ」字型の枝部を備え、前記「Ｙ」字型の枝部の各枝部は、他の枝部内の
流体と反応して別の流体を形成する流体を収容する、請求項３～７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項９】
　前記第一の流体および前記第二の流体の各々からの少なくとも１種の成分を、前記流体
が前記容器から送達された後に、他の流体と反応もしくは会合させること、または、前記
第一の流体および前記第二の流体の各々からの少なくとも１種の成分を、前記容器から送
達された後に、共通の成分と及び／若しくは共通の反応部位において、反応もしくは会合
させることを含む、請求項３～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記金属の層を測定することが、該金属の層を定量的に測定することを含む、請求項１
および３～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記金属の層が無電解析出により形成される、請求項１および３～１０のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１２】
　金属が、前記金属コロイド上に無電解析出する、請求項１および３～１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属コロイドが、金に結合した抗体を含む、請求項１および３～１２のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記第一の流体および前記第二の流体が液体であり、前記第三の流体が空気または気体
の混合物である、請求項１および３～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一の流体および／または前記第二の流体がリンス溶液である、請求項１および３
～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記金属前駆体溶液が銀溶液である、請求項１および３～１５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１７】
　光の透過率または吸光度を測定することが、１ｍｍ未満の長さを有するサンプル光路を
通して光を通過させることを含む、請求項１および３～１６のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１８】
　光の透過率または吸光度を測定することが、１００ミクロン未満の長さを有するサンプ
ル光路を通して光を通過させることを含む、請求項１および３～１７のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１９】
　光の透過率または吸光度を測定することが、１０ミクロン未満の長さを有するサンプル
光路を通して光を通過させることを含む、請求項１および３～１８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記金属の層が１００ミクロンより大きい水平方向の寸法を有する、請求項１および３
～１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記金属の層が、少なくとも１０ミクロンの寸法を有する領域にわたって析出される、
請求項１および３～２０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記金属の層が１０ナノメートルより大きい厚さを有する、請求項１および３～２１の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記微小流体チャネルが、１００ミクロン未満の少なくとも１つの断面寸法を有する、
請求項１および３～２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記金属の層が銀を含む、請求項１および３～２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記流体サンプルが全血を含む、請求項１および３～２４のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記サンプル成分が抗原および抗体の一方であり、前記結合パートナーが前記抗原およ
び前記抗体の他方である、請求項１および３～２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記流体サンプルが複数の表面を越えて通り、該複数の表面の各々は異なる結合パート
ナーと会合する、請求項１および３～２６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記金属前駆体溶液が銀塩溶液を含む、請求項１および３～２７のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記第一の流体および前記第二の流体の少なくとも一方が金属前駆体溶液を含む、請求
項１および３～２８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
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　連続的な流れを使用して前記サンプル成分を測定することを含む、請求項１および３～
２９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第一の流体の成分を前記微小流体チャネルの表面に会合させることを含む、請求項
１および３～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第二の流体の成分を前記第一の流体の成分と会合させることを含む、請求項３１に
記載の方法。
【請求項３３】
　前記結合パートナーが、前記微小流体チャネルの幅を横切って配置される、請求項１お
よび３～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記結合工程および前記形成工程は、前記微小流体チャネル内を流体が連続的に流れて
いる間に実施される、請求項１および３～３３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記工程の各々は、前記微小流体チャネル内の流体の連続的な流れの間に実施される、
請求項１および３～３４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記サンプル成分が前記微小流体チャネルの表面に配置される前記結合パートナーと結
合する前に、前記金属コロイドが前記サンプル成分と会合する、請求項１および３～３５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記サンプル成分が前記微小流体チャネルの表面に配置される前記結合パートナーと結
合した後に、前記金属コロイドが前記サンプル成分と会合する、請求項１および３～３５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３８】
　前記金属の層が連続的である、請求項１および３～３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　前記金属の層が不連続である、請求項１および３～３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記金属の層が、光が透過し得る通路を備える材料のウェブまたはハニカムである、請
求項１および３～３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記金属の層が、該金属の層を照射する光の５０％未満の透過率を可能にする、請求項
１および３～４０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記銀溶液が硝酸銀を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記金属の層の形成を、時間の関数として測定することを含む、請求項１および３～４
２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４４】
　前記金属の層の形成が、前記サンプル成分中の分析物の存在、非存在または量を示して
いる、請求項１および３～４３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４５】
　前記容器の下流側に位置する減圧源を含み、該減圧源は、前記第一の流体、前記第三の
流体および前記第二の流体を前記容器から前記微小流体チャネルへと輸送するように適合
および配置される、請求項２に記載の装置。
【請求項４６】
　前記金属コロイドが、金に結合した抗体を含む、請求項２に記載の装置。
【請求項４７】
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　前記第一の流体および前記第二の流体が液体であり、前記第三の流体が空気または気体
の混合物である、請求項２または４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記第一の流体および／または前記第二の流体がリンス溶液である、請求項２、４６お
よび４７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項４９】
　前記金属前駆体溶液が銀溶液である、請求項２および４６～４８のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項５０】
　前記第一の流体、前記第二の流体および前記第三の流体が、使用前に、前記容器内で１
ヶ月より長く貯蔵される、請求項２および４６～４９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５１】
　前記微小流体チャネルの、前記結合パートナーが配置される表面が反応部位であり、前
記容器および該反応部位の両方が、微小流体デバイスに形成される、請求項２および４６
～５０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５２】
　前記デバイスが複数の表面を備え、該複数の表面の各々は異なる結合パートナーと会合
する、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記容器が、互いに流体連絡し且つ前記容器の残りの内部と流体連絡する少なくとも第
一および第二の枝部を備える、請求項２および４６～５２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５４】
　前記微小流体チャネルが、１００ミクロン未満の少なくとも１つの断面寸法を有する、
請求項２および４６～５３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５５】
　前記サンプル成分が抗原および抗体の一方であり、前記結合パートナーが前記抗原およ
び前記抗体の他方である、請求項２および４６～５４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５６】
　前記第一の流体および前記第二の流体の少なくとも一方が金属前駆体溶液を含む、請求
項２および４６～５５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５７】
　前記容器が「Ｙ」字型の枝部を備え、前記「Ｙ」字型の枝部の各枝部は、他の枝部内の
流体と反応して別の流体を形成する流体を収容する、請求項２および４６～５６のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項５８】
　前記結合パートナーが、前記微小流体チャネルの幅を横切って配置される、請求項２お
よび４６～５７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５９】
　前記銀溶液が硝酸銀を含む、請求項４９に記載の装置。
【請求項６０】
　一連の流体プラグを収容する前記共通の容器がシールされる、請求項２および４６～５
９のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、米国特許法第１１９条第（ｅ）項の下で、米国仮出願番号６０／５３９，３５
８（２００４年１月２６日出願）、米国仮出願番号６０／５３９，４１６（２００４年１
月２６日出願）、および米国仮出願番号６０／５６５，８６６（２００４年４月２６日出
願）の利益を主張する。これらの３つの仮出願の全ては、本明細書中に参考として援用さ



(6) JP 5580186 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

れる。
【０００２】
　（発明の背景）
　（１．発明の分野）
　本発明は、１種以上の流体の送達および／または貯蔵のための方法および装置に関し、
そして特に、化学試薬および生物学試薬を貯蔵および送達するための方法および装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　（２．関連技術の説明）
　流体の送達は、化学、微生物学および生化学のような分野において、重要な役割を果た
す。これらの流体としては、液体または気体が挙げられ得、そして試薬、溶媒、反応物質
、またはリンス液を、化学プロセスまたは生物学プロセスに提供し得る。しばしば、１種
より多くの流体が、反応容器または反応部位に送達されて、これらの流体間、またはこれ
らの流体の成分間の相互作用を促進する。断続的なリンス流体もまた、所望でない反応物
質を除去するため、または反応器、反応部位もしくはアッセイ部位を準備するために、使
用され得る。
【０００４】
　種々の微小流体デバイスおよび方法（例えば、微小流体アッセイ）は、安価であり、高
感度であり、かつ精密な分析用プラットフォームを提供し得るが、このプラットフォーム
への流体の送達は、ある程度の費用および精巧さを追加し得、これらは、最も有用であり
得る野外でよりも、むしろ実験室内で、試験が実施されることを必要とし得る。
【０００５】
　化学プラットフォームおよび生化学プラットフォームが、微小流体のような領域におけ
る改良に起因して、より小さくなるにつれて、類似の数のアッセイまたは反応を行うため
に必要とされる試薬の量がより少なくなる。しかし、代表的に、より小さいサイズのプラ
ットフォームは、反応部位に複数の試薬およびリンス液を供給する必要性を、減少させな
い。例えば、いくつかの微小流体アッセイは、１マイクロリットル未満の試薬流体を必要
とし得るが、２種類、３種類、またはより多くの異なる流体が、精密な量で、適切な順序
で供給されることが必要であり得る。
【０００６】
　微小流体アッセイおよび反応器に関して、流体は、しばしば、マイクロピペットを使用
して、操作者によって供給される。流体は、微小流体システムの入口にピペットで入れら
れ得、そしてこの流体は、この微小流体システムの出口端部に減圧源を適用することによ
って、このシステムを通して引かれ得る。試薬はまた、例えば、必要とされる試薬で満た
された異なるシリンジポンプを使用することによって、ポンプ送達され得る。１つの流体
がこの微小流体デバイス内にポンプ送達された後に、第一のポンプからのラインを外し、
そして第二のポンプからのラインを接続することによって、第二の流体がポンプ送達され
得る。あるいは、１つのポンプ送達される流体から別のポンプ送達される流体へと切り替
えるために、弁手段が使用され得る。異なるポンプが、各流体について使用されて、交差
汚染を回避する。このことは、２つの流体が、互いに反応し得るか、または混合される場
合にアッセイもしくは反応の結果に影響を与え得る成分を含有する場合に、特に関連があ
り得る。
【０００７】
　連続フローシステムは、反応チャネルを連続して通る、連続した２つの異なる流体を使
用し得る。流体は、弁作用により、管に供給する流体源を切り替えることによって、連続
的な様式でチャネル内にポンプ送達され得る。これらの流体は、このシステムを通って連
続的に、一定して移動し、そしてチャネル内で反応させられる。例えば、ＰＣＲ反応は、
連続流れを使用して実施され得る。非特許文献１を参照のこと。
【０００８】
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　流体システムの有用性は、システムと共に使用されるべきあらゆる試薬の貯蔵時間（す
なわち、保存寿命）によって影響を受け得る。可搬性微小流体システムは、ほぼいかなる
位置へも運ばれ得るが、試薬が新たに調製されなければならない場合、このシステムの、
現場での有益性が減少し得る。このことは、特に、生物学に基づくシステムおよび生化学
に基づくシステムについて、事実であり得る。これらのシステムは、例えば、不安定な試
薬、短い保存寿命を有する試薬、または特別な条件下（例えば、冷蔵庫）で保存されなけ
ればならない試薬に依存し得る。
【０００９】
　初期および進行中の、疾患状態の正確な測定は、ヒトおよび動物の疾患の予防および処
置のために重要である。診断技術の１つのクラスは、免疫アッセイ反応を使用して、被験
体から採取されたサンプル中の抗原または抗体のいずれかの存在を検出する。これらの免
疫アッセイ方法としては、例えば、ＥＬＩＳＡ、免疫クロマトグラフィーアッセイ（スト
リップ試験、ディップスティックアッセイおよび側方流れアッセイ）、ならびにサンドイ
ッチアッセイが挙げられる。これらの型のアッセイの使用の制度、信頼性、および容易さ
は、改善されているが、しばしば、試験は、試験が臨まれるいくつかの領域において利用
不可能であり得る、実験室条件、電源、および訓練を必要とする。
【００１０】
　１つの型のサンドイッチアッセイは、金と結合した抗体を使用して、検出を増強する。
例えば、特許文献１を参照のこと。金コロイド信号の増強は、この金コロイドを銀で染色
することによって、達成され得る。最初に、抗原が、固体のポリスチレン基板上に固定さ
れる。次いで、ヒト抗ＨＩＶ抗体が、この抗体によって捕捉され、従って、この抗体自体
が、この基板上に固定される。次いで、この抗体は、コロイド金粒子で標識された抗ヒト
ＩｇＧに曝露され、これによって、標識されたＩｇＧは、この抗体に結合する。次いで、
この抗原－抗体－ＩｇＧ複合体は、銀イオンを含有する溶液に曝露され、そしてこれらの
銀イオンは、これらの金粒子の周りで、固体銀粒子（見た目に暗い色を有する）として核
形成する。
【００１１】
　微小流体および微小流体技術の開発は、化学的および生物学的研究ツール（化学反応を
実施するため、流体を混合および分離するため、サンプルを希釈するため、ならびに勾配
を発生させるためのプラットフォームが挙げられる）を開発してきた。例えば、特許文献
２（本明細書中に参考として援用される）を参照のこと。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】国際公開第９１／０１００３号パンフレット
【特許文献２】米国特許第６，６４５，４３２号明細書
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｏｂｅｉｄら、「Ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　
ｆｏｒ　ＤＮＡ　ａｎｄ　ＲＮＡ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｃｏｎｔｉｎｕ
ｏｕｓ－Ｆｌｏｗ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｃｈａｉｎ　Ｒｅａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒ
ｅｖｅｒｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ－Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｃｈａｉｎ　Ｒｅ
ａｃｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｃｙｃｌｅ　Ｎｕｍｂｅｒ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」、Ａｎａｌ
ｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００３年、第７５巻、ｐ．２８８－２９５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記従来技術の課題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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　（発明の要旨）
　流体送達装置、ならびに製造および使用の方法が提供される。この装置は、多数の分析
アッセイで使用され得る。
【００１６】
　１つの局面において、方法が提供され、この方法は、共通の容器内で互いから隔離され
て維持されている、第一の流体および第二の流体を提供する工程、これらの第一の流体お
よび第二の流体を、この容器から、所定の化学反応または生化学反応を実施するための反
応部位へと連続的に移動させる工程、および第一の流体と第二の流体との間の接触を、少
なくともこれらの流体がこの反応部位に適用された後まで、回避する工程を包含する。
【００１７】
　別の局面において、装置が提供され、この装置は、シールされた容器、この容器内に配
置された第一の静止流体、この容器内に配置された第二の静止流体、およびこの容器内に
配置された第三の静止流体を備え、この第三の流体は、これらの第一の流体と第二の流体
とを隔離し、そして少なくともこれらの第一の流体と第二の流体とは、所定の化学反応ま
たは生化学反応において、所定の順序で使用されるために選択される。
【００１８】
　別の局面において、方法が提供され、この方法は、第一の流体を容器内に流す工程、第
二の流体（この第二の流体は、この第一の流体と実質的に非混和性である）をこの容器内
に流す工程、第三の流体（この第三の流体は、この第二の流体と実質的に非混和性であり
、そしてこの第三の流体は、この第一の流体とは接触しない）をこの容器内に流す工程、
およびこの容器内にこれらの流体を封じ込める工程を包含する。
【００１９】
　別の局面において、装置が提供され、この装置は、チャンバを備えるシールされた容器
を備え、このチャンバは、連続的な間隙を規定し、第一の流体および第二の流体を含み、
これらの第一の流体および第二の流体は、所定の化学反応または生化学反応において連続
して使用するために、この容器から別々に送達可能であるように構成および配置されてお
り、このシールされた容器は、第一の流体および第二の流体を選択された化学反応または
生化学反応において使用する前の少なくとも１時間にわたって、これらの第一の流体およ
び第二の流体を貯蔵するために構成および配置される。
【００２０】
　別の局面において、キットが提供され、このキットは、微小流体チャネルを備える表面
、この微小流体チャネルの一部と会合した抗体または抗原のうちの少なくとも１種、容器
、この容器内に配置された第一の静止流体（この第一の静止流体は、抗体または抗原と会
合した金属コロイドを含有する）、この容器内に配置された第二の静止流体（この第二の
静止流体は、金属前駆体を含有する）、この容器内に配置された第三の静止流体（この第
三の流体は、これらの第一の流体と第二の流体とを隔離する）、およびこのアッセイを実
施するための指示書を備える。
【００２１】
　別の局面において、方法が提供され、この方法は、共通の容器内で１分間より長時間、
互いから隔離されて静止して維持された、第一の流体および第二の流体を提供する工程、
これらの第一の流体および第二の流体を、反応部位に連続して適用する工程、ならびに少
なくともこれらの流体がこの反応部位に適用された後まで第一の流体と第二の流体との間
の接触を回避する工程を包含する。
【００２２】
　別の局面において、方法が提供され、この方法は、共通の容器内で互いから隔離して維
持された第一の流体および第二の流体を提供する工程、これらの第一の流体および第二の
流体を、連続して、この容器から、所定の化学反応または生化学反応を実施するための反
応部位へと移動させる工程、この第一の流体の成分をこの反応部位と会合させる工程、な
らびにこの第二の流体の成分をこの第一の流体の成分と会合させる工程を包含する。
【００２３】
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　本願の主題は、いくつかの場合には、相互に関係する製品、特定の問題に対する代替の
解決策、および／または単一のシステムもしくは物品に対する複数の異なる用途を包含し
得る。
【００２４】
　本発明の他の利点、特徴および用途は、添付の図面と一緒に考慮される場合に、以下の
本発明の非限定的な実施形態の詳細な説明から、明らかになる。図面は、概略的であり、
そして同一縮尺で描かれることを意図されない。図において、様々な図に示される各同一
の構成要素またはほぼ同一の成分は、代表的に、１つの番号で表される。明瞭にする目的
で、当業者が本発明を理解するために説明が必要ではない場合には、全ての構成要素が全
ての図において標識を付けられているわけではなく、本発明の各実施形態の全ての構成要
素が標識されているわけではない。本明細書と、参考によって援用される文献とが、矛盾
する開示を含む場合には、本明細書が支配するべきである。
　より特定すれば、本願発明は以下の項目に関し得る。
（項目１）
方法であって、以下：
　共通の容器内で互いから隔離されて維持されている、第一の流体および第二の流体を提
供する工程；
　上記第一の流体および上記第二の流体を、連続して、上記容器から、所定の化学反応ま
たは生化学反応を実施するための反応部位に移動させる工程；ならびに
　少なくとも、上記第一の流体および上記第二の流体が上記反応部位に適用されるまで、
上記第一の流体と上記第二の流体との間の接触を回避する工程、
を包含する、方法。
（項目２）
上記容器を、上記反応部位を備えるデバイスに接続する工程をさらに包含する、項目１に
記載の方法。
（項目３）
上記容器と上記反応部位とが、流体連絡している、項目１に記載の方法。
（項目４）
上記容器および上記反応部位が、共通のプラットフォーム上にある、項目３に記載の方法
。
（項目５）
上記容器と上記反応部位とが、一体的に接続される、項目３に記載の方法。
（項目６）
上記容器が管を備える、項目１に記載の方法。
（項目７）
上記反応部位にわたって圧力差を適用する工程をさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目８）
上記圧力差が、上記反応部位の下流側を吸引することによって提供される、項目７に記載
の方法。
（項目９）
上記圧力差が、上記反応部位の上流側をポンプでくみ上げることによって提供される、項
目１に記載の方法。
（項目１０）
上記第一の流体および上記第二の流体が、弁を作動させることなく上記反応部位へと連続
して移動される、項目１に記載の方法。
（項目１１）
上記第一の流体および上記第二の流体が、上記第一の流体と上記第二の流体とのいずれか
の、上記反応部位への導入の互いに対する速度、順序、またはタイミングを制御するいず
れのデバイスも作動させずに、上記反応部位へと連続して移動される、項目１に記載の方
法。
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（項目１２）
上記方法が、電力を使用しない、項目１に記載の方法。
（項目１３）
上記デバイスが、微小流体デバイスである、項目１に記載の方法。
（項目１４）
上記容器が、ポリエチレン、ポリプロピレンまたはＰＴＦＥから構成される、項目１に記
載の方法。
（項目１５）
抗体または抗原のうちの少なくとも一方が、上記反応部位に会合している、項目１に記載
の方法。
（項目１６）
上記第一の流体および上記第二の流体が、第三の流体によって隔離されている、項目１に
記載の方法。
（項目１７）
上記第三の流体が、気体または気体の混合物である、項目１２に記載の方法。
（項目１８）
上記第二の流体が、リンス溶液である、項目１３に記載の方法。
（項目１９）
上記第一の流体および上記第二の流体を上記反応部位に適用する前に、サンプルを上記デ
バイス中に配置する工程をさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目２０）
サンプルを上記容器内に配置する工程をさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目２１）
上記容器を上記デバイスに接続する前に、上記サンプルが上記容器内に配置される、項目
１６に記載の方法。
（項目２２）
上記第二の流体が、第三の流体と第四の流体とを混合することによって生成される、項目
１に記載の方法。
（項目２３）
上記第四の流体が、上記第三の流体と反応する、項目１８に記載の方法。
（項目２４）
上記第三の流体と上記第四の流体とが、上記容器を上記デバイスに接続した後に混合され
る、項目１９に記載の方法。
（項目２５）
上記容器が、シールを備える、項目１に記載の方法。
（項目２６）
上記シールが、上記容器の開口部を溶融すること、キャップすること、または収縮させる
ことによって作製される、項目２５に記載の方法。
（項目２７）
上記シールが、上記容器の開口部に不揮発性流体を挿入することによって作製される、項
目２５に記載の方法。
（項目２８）
上記管が、少なくとも１０：１の、長さ対内径比を有する、項目５に記載の方法。
（項目２９）
上記管が、５ミリメートルより小さい内径を有する、項目５に記載の方法。
（項目３０）
上記管が、１ミリメートルより小さい内径を有する、項目５に記載の方法。
（項目３１）
上記管が、５００ミクロンより小さい内径を有する、項目５に記載の方法。
（項目３２）
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上記管が、２００ミクロンより小さい内径を有する、項目５に記載の方法。
（項目３３）
上記管が、１００ミクロンより小さい内径を有する、項目５に記載の方法。
（項目３４）
上記流体のうちの１つが、金に結合した抗体を含む、項目１に記載の方法。
（項目３５）
上記流体のうちの１つが、金属前駆体を含む、項目１に記載の方法。
（項目３６）
上記反応部位に金属を無電解析出させて、不透明な材料を生成する工程をさらに包含する
、項目３５に記載の方法。
（項目３７）
上記不透明な材料の吸光度または光の透過率を決定する工程をさらに包含する、項目３６
に記載の方法。
（項目３８）
金属を無電解析出させる工程、および上記金属の電気的特性を決定する工程をさらに包含
する、項目３５に記載の方法。
（項目３９）
装置であって、以下：
　シールされた容器；
　上記容器内に配置された第一の静止流体；
　上記容器内に配置された第二の静止流体；および
　上記容器内に配置された第三の静止流体であって、上記第三の流体は、上記第一の流体
と上記第二の流体とを隔離しており、そして少なくとも上記第一の流体および上記第二の
流体は、所定の順序で所定の化学反応または生化学反応において使用するために選択され
、そして上記容器、ならびに上記第一の流体、上記第二の流体、および上記第三の流体は
、上記流体が上記容器内で互いに対して所定の位置を維持しながら、上記流体が上記所定
の化学反応または生化学反応に関与する能力を損なわずに、上記容器および上記容器内に
配置される流体が少なくとも１日間貯蔵され得るように、かつ通常の梱包条件および搬送
条件下で取り扱われ得るように選択される、装置。
（項目４０）
上記第一の流体および上記第二の流体が、液体である、項目３９に記載の装置。
（項目４１）
上記第三の流体が、気体または気体の混合物である、項目３９に記載の装置。
（項目４２）
上記第三の流体が、空気である、項目４１に記載の装置。
（項目４３）
上記第三の流体が、窒素である、項目４１に記載の装置。
（項目４４）
さらなる異なる流体をさらに備える、項目３９に記載の装置。
（項目４５）
上記さらなる異なる流体が、上記第一の流体または上記第二の流体のいずれかと同じ型の
流体である、項目４４に記載の装置。
（項目４６）
上記第一の流体または上記第二の流体のうちの少なくとも一方が、化学薬剤または生化学
薬剤を含有する、項目３９に記載の装置。
（項目４７）
上記第一の流体または上記第二の流体のうちの少なくとも一方が、リンス溶液を含有する
、項目３９に記載の装置。
（項目４９）
上記第一の流体、上記第二の流体、および上記第三の流体が、上記容器および上記容器内
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に配置される流体が、少なくとも１週間にわたって貯蔵され得るように選択される、項目
４８に記載の装置。
（項目５０）
上記第一の流体、上記第二の流体、および上記第三の流体が、上記容器および上記容器内
に配置される流体が、少なくとも１ヶ月間にわたって貯蔵され得るように選択される、項
目４８に記載の装置。
（項目５１）
上記第一の流体、上記第二の流体、および上記第三の流体が、上記容器および上記容器内
に配置される流体が、少なくとも１年間にわたって貯蔵され得るように選択される、項目
４８に記載の装置。
（項目５２）
上記容器が、ポリマー材料から構成されている、項目３９に記載の装置。
（項目５３）
上記ポリマー材料が、ポリエチレン、ポリプロピレン、およびＰＴＦＥから選択される、
項目５２に記載の装置。
（項目５４）
上記第一の流体および上記第二の流体のうちの少なくとも一方が、生物学的アッセイまた
は化学アッセイに関与し得る種を含有する、項目３９に記載の装置。
（項目５５）
上記第一の流体および上記第二の流体のうちの少なくとも一方が、生物学的アッセイに関
与し得る種を含有し、そして上記第三の流体が、上記アッセイに対して不活性であり、そ
して上記第一の流体と上記第二の流体とを隔離し、そして上記第一の流体と上記第二の流
体とが混合することを防止するように選択される、項目３９に記載の装置。
（項目５６）
上記容器が、少なくとも１０：１の長さ対内径比を有する管である、項目３９に記載の装
置。
（項目５７）
上記管が、旋回する、項目５６に記載の装置。
（項目５８）
上記容器が、熱シール可能である、項目３９に記載の装置。
（項目５９）
方法であって、以下：
　第一の流体を容器内に流す工程；
　第二の流体を上記容器内に流す工程であって、上記第二の流体が、上記第一の流体と実
質的に非混和性である、工程；
　第三の流体を上記容器内に流す工程であって、上記第三の流体は、上記第二の流体と実
質的に非混和性であり、そして上記第三の流体は、上記第一の流体と接触しない、工程；
　上記流体を上記容器に封じ込める工程；および
　上記シールされた容器を、１日間より長時間貯蔵する工程、
を包含する、方法。
（項目６０）
上記容器が、管を備える、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
上記第一の流体および上記第三の流体の各々が、上記容器内で流体プラグを形成する、項
目５９に記載の方法。
（項目６２）
上記容器内にさらなる流体プラグを形成する工程をさらに包含する、項目６１に記載の方
法。
（項目６３）
上記第一の流体および上記第三の流体が、液体であり、そして上記第二の流体が、気体ま
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たは気体の混合物である、項目５９に記載の方法。
（項目６４）
上記第一の流体および上記第三の流体のうちの少なくとも一方が、化学薬剤または生化学
薬剤を含有する、項目６３に記載の方法。
（項目６５）
上記第一の流体および上記第三の流体のうちの少なくとも一方が、生化学薬剤である、項
目６４に記載の方法。
（項目６７）
上記管が、ポリマーから構成されている、項目６０に記載の方法。
（項目６８）
上記管の長さ対上記管の内径の比が、少なくとも１０：１である、項目６７に記載の方法
。（項目６９）
上記管が、旋回する、項目６７に記載の方法。
（項目７０）
装置であって、以下：
　チャンバを備えるシールされた容器であって、上記チャンバは、連続的な間隙を規定し
、上記連続的な間隙は、第一の流体および第二の流体を収容し、上記第一の流体および上
記第二の流体は、所定の化学反応または生化学反応において連続的に使用するために、上
記容器から別々に送達可能であるように構成および配置されており、上記シールされた容
器は、上記第一の流体および上記第二の流体を上記所定の化学反応または生化学反応にお
いて使用する前に少なくとも１時間、上記第一の流体および上記第二の流体を貯蔵するた
めに構成および配置されている、容器、
を備える、装置。
（項目７１）
上記シールされた容器が、上記第一の流体および上記第二の流体を上記所定の化学反応ま
たは生化学反応において使用する前に少なくとも１日間、上記第一の流体および上記第二
の流体を貯蔵するために構成および配置されている、項目７０に記載の装置。
（項目７２）
上記シールされた容器が、上記第一の流体および上記第二の流体を上記所定の化学反応ま
たは生化学反応において使用する前に少なくとも１週間、上記第一の流体および上記第二
の流体を貯蔵するために構成および配置されている、項目７０に記載の装置。
（項目７３）
上記シールされた容器が、上記第一の流体および上記第二の流体を上記所定の化学反応ま
たは生化学反応において使用する前に少なくとも１年間、上記第一の流体および上記第二
の流体を貯蔵するために構成および配置されている、項目７０に記載の装置。
（項目７４）
上記シールされた容器が、第一の位置から第二の位置へと輸送されるように構成および配
置されている、項目７０に記載の装置。
（項目７５）
項目７０に記載の装置を提供する工程、および上記装置を１日間より長く貯蔵する工程を
包含する、方法。
（項目７６）
上記装置が、４℃以下の温度で貯蔵される、項目７５に記載の方法。
（項目７７）
上記流体のうちの少なくとも１つが、凍結している、項目７５に記載の方法。
（項目７８）
アッセイキットであって、以下：
　微小流体チャネルを備える表面；
　上記微小流体チャネルの一部に会合している、抗体または抗原のうちの少なくとも１種
；
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　容器；
　上記容器内に配置された第一の静止流体であって、上記第一の静止流体は、抗体または
抗原に会合した金属コロイドを含有する、第一の静止流体；
　上記容器内に配置された第二の静止流体であって、上記第二の静止流体は、金属前駆体
を含有する、第二の静止流体；
　上記容器内の第三の静止流体であって、上記第三の流体は、上記第一の流体と上記第二
の流体とを隔離している、第三の静止流体；および
　上記アッセイを実施するための指示書、
を備える、アッセイキット。
（項目７９）
上記容器が、上記表面上に配置されている、項目７８に記載のアッセイキット。
（項目８０）
上記容器が、上記微小流体チャネルと流体連絡して配置され得るように構成および配置さ
れている、項目７８に記載のアッセイキット。
（項目８１）
方法であって、以下：
　第一の流体および第二の流体を提供する工程であって、上記第一の流体および上記第二
の流体は、共通の容器内で互いから隔離されて、１分間より長時間静止して維持される、
工程；
　上記第一の流体および上記第二の流体を、反応部位に連続的に適用する工程；ならびに
　少なくとも、上記第一の流体および上記第二の流体が上記反応部位に適用される後まで
、上記第一の流体と上記第二の流体との間の接触を回避する工程、
を包含する、方法。
（項目８２）
上記第一の流体および上記第二の流体が、１日間より長時間静止して維持される、項目８
１に記載の方法。
（項目８３）
上記第一の流体および上記第二の流体が、隔離されている、項目８１に記載の方法。
（項目８４）
上記第一の流体の成分が、上記反応部位と会合し、そして上記第二の流体の成分が、上記
第一の流体の成分と会合する、項目８１に記載の方法。
（項目８５）
方法であって、以下：
　第一の流体および第二の流体を提供する工程であって、上記第一の流体および上記第二
の流体は、共通の容器内で、互いから隔離されて維持されている、工程；
　上記第一の流体および上記第二の流体を、上記容器から、所定の化学反応または生化学
反応を実施するための反応部位へと連続的に移動させる工程；
　少なくとも、上記第一の流体および上記第二の流体が上記反応部位に適用される後まで
、上記第一の流体と上記第二の流体との間の接触を回避する工程；
　上記第一の流体の成分を、上記反応部位と会合させる工程；ならびに
　上記第二の流体の成分を、上記第一の流体の成分と会合させる工程、
を包含する、方法。
（項目８６）
上記第一の流体および上記第二の流体を、上記共通の容器内で静止させて維持する工程を
さらに包含する、項目８５に記載の方法。
（項目８７）
上記第一の流体および上記第二の流体が、少なくとも第三の流体によって隔離されている
、項目８５に記載の方法。
（項目８８）
上記第一の流体が、抗体または抗原のうちの一方を含有し、そして上記第二の流体が、抗
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体または抗原のうちの他方を含有する、項目８５に記載の方法。
（項目８９）
上記第一の流体が、金に結合した抗体を含有し、そして上記第二の流体が、金属前駆体を
含有する、項目８５に記載の方法。
（項目９０）
上記第一の流体が、抗体を含有し、そして上記第二の流体が、信号発生実体を含有する、
項目８５に記載の方法。
（項目９１）
上記第一の流体および上記第二の流体を、上記容器から上記反応部位へと、上記容器の構
成要素の作用なしに適用する工程を包含する、項目８１に記載の方法。
（項目９２）
上記第一の流体および上記第二の流体を、上記容器から上記反応部位へと、上記容器への
ガス圧の付与および／または上記反応部位のハウジングへの減圧の付与を介して適用する
工程を包含する、項目８１に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明のアッセイの１つの実施形態の図示である。
【図２】図２は、検出器を備えるアッセイの図示である。
【図３】図３は、光学検出器の概略図である。
【図４】図４は、吸光度対分析物濃度を図示するグラフである。
【図５】図５は、高い分析物濃度および低い分析物濃度で存在する不透明物質の量を、グ
ラフおよび顕微鏡写真で図示する。
【図６】図６は、種々の分析物濃度での不透明物質の形成を示す、顕微鏡写真を提供する
。
【図７】図７は、４つの異なるアッセイ技術に関するグラフデータを提供する。
【図８】図８は、吸光度対曝露時間を示すグラフデータを提供し、そして不透明物質を示
す顕微鏡写真を提供する。
【図９】図９は、アッセイ検出システムの側面図を提供する。
【図１０】図１０は、２つの異なる技術による見かけの吸光度を比較するグラフデータを
提供する。
【図１１】図１１は、２つの異なる技術による吸光度を比較する、さらなるグラフデータ
を提供する。
【図１２】図１２は、流体プラグを備える容器の概略図である。
【図１３】図１３は、容器を満たすための技術を図示する。
【図１４】図１４は、容器を満たすための別の技術を図示する。
【図１５】図１５は、一連の流体をアッセイデバイスに送達するための１つの実施形態を
図示する。
【図１６ａ】図１６ａは、連続的に適用される一連の流体プラグに応答する蛍光をグラフ
で図示する。
【図１６ｂ】図１６ｂは、連続的に適用される一連の流体プラグに応答する蛍光をグラフ
で図示する。
【図１６ｃ】図１６ｃは、連続的に適用される一連の流体プラグに応答する蛍光をグラフ
で図示する。
【図１７】図１７は、容器内の種々の流体試薬プラグの概略図を提供する。
【図１８】図１８は、微小流体アッセイデバイスを作製するための方法を図示する。
【図１９】図１９は、図１７の容器の試薬流体から会合した成分の概略図を提供する。
【図２０】図２０は、図１８のデバイスで完了したアッセイの蛍光顕微鏡写真である。
【図２１】図２１は、容器内の種々の流体試薬プラグの別の図示を提供する。
【図２２】図２２は、抗体濃度の変化と共に変動する応答の変化を示す実施形態を図示す
る。
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【図２３】図２３は、カートリッジの貯蔵時間に対する蛍光の変化をグラフで図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　（詳細な説明）
　本発明は、その用途が、以下の説明に記載されるかまたは図面に図示される構成要素の
構成および配置の詳細に限定されない。本発明は、他の実施形態が可能であり、そして種
々の様式で実施され得る。また、本明細書中で使用される語法および専門用語は、説明の
目的のためであり、そして限定としてみなされるべきではない。本明細書中の、「含む」
、「備える」、または「有する」、「収容する」、「包含する」、およびその活用形は、
その前に列挙される項目、およびその均等物、ならびにさらなる項目を含むことを意味す
る。
【００２７】
　本発明は、流体の送達のための方法および装置に関する。用語「流体」は、本明細書中
において、当業者によって通常であるように、液体と気体（気体の混合物を含む）との両
方を包含するように使用される。水性および非水性の溶媒、溶液および懸濁液もまた、包
含される。
【００２８】
　「反応部位」とは、化学プロセス、物理プロセス、または生化学プロセスが起こる位置
である。これらのプロセスとしては、例えば、化学反応、電気化学光化学反応、化学アッ
セイおよび生物アッセイ（例えば、疾患状態の評価、免疫アッセイ、核酸の結合および／
または同定、ならびにタンパク質の結合および／または同定）が挙げられ得る。仕上げプ
ロセス、表面処理、および相変化反応もまた、包含される。
【００２９】
　本明細書中で使用される場合、「非混和性」は、当該分野におけるその通常の意味に従
って使用される。具体的には、第一の流体が第二の流体中に実質的に可溶性ではない場合
に、この第一の流体は、この第二の流体中に非混和性である。いくつかの例において、第
一の流体は、流体が貯蔵または使用される環境条件下で、第二の流体中に０．１％未満、
１％未満、１０％未満、または５０％未満可溶性である場合に、この第一の流体は、第二
の流体中に非混和性であり得る。
【００３０】
　「一体的な物品」とは、単一片の材料、または互いに一体的に接続された構成要素のア
センブリを意味する。本明細書中で使用される場合、用語「一体的に接続された」とは、
２つ以上の物体を言及する場合、通常の使用の経過の間、互いから分離されない物体（接
着剤、道具などを介して一緒に固着された別々の構成要素）を意味する。例えば、手では
分離され得ず；分離が、少なくとも道具の使用を必要とし、そして／または構成要素の少
なくとも１つに対する損傷（例えば、破壊、剥離などによる）を引き起こすことによる。
【００３１】
　「指示書」は、宣伝商品の構成要素を規定し得、そしてしばしば規定し、そして代表的
に、本発明の組成物のパッケージ上またはパッケージに付随した、文書による指示書を、
必要に応じてキットの一部として、含む。指示書はまた、任意の様式で提供される、任意
の口頭による指示または電子的指示を含み得る。「キット」は、代表的に、そして好まし
くは、本発明の構成要素またはデバイスのいずれか１つまたは組み合わせと、指示書との
両方を含む、パッケージを規定するが、本発明の構成要素またはデバイスと、この構成要
素またはデバイスに関連して、指示書がこの構成要素またはデバイスに関することを臨床
専門家が明白に認識するような様式で提供される、任意の形態の指示書とをまた含み得る
。
【００３２】
　全てではないがいくつかの実施形態において、本明細書中に記載されるシステムおよび
方法の全てまたはいくつかの構成要素は、微小流体構成要素である。「微小流体」とは、
本明細書中で使用される場合、１ｍｍ未満の断面寸法および少なくとも３：１の長さ対最
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大断面寸法の比を有する少なくとも１つの流体チャネルを備える、デバイス、装置または
システムをいう。「微小流体チャネル」とは、本明細書中で使用される場合、これらの基
準に合うチャネルである。
【００３３】
　チャネルの「断面寸法」は、流体流れの方向に対して垂直に測定される。本発明の構成
要素におけるほとんどの流体チャネルは、２ｍｍ未満、そしていくつかの場合には、１ｍ
ｍ未満の極大断面寸法を有する。１セットの実施形態において、本発明の実施形態を含む
全ての流体チャネルは、微小流体チャネルであるか、または２ｍｍ以下もしくは１ｍｍ以
下の最大断面寸法を有する。別の実施形態において、流体チャネルは、単一の構成要素（
例えば、エッチングされた基板または成型されたユニット）によって、部分的に形成され
得る。もちろん、より大きなチャネル、管、チャンバ、レザバなどが、大量の流体を貯蔵
するため、または本発明の構成要素に流体を送達するために、使用され得る。１セットの
実施形態において、本発明の実施形態を含むチャネルの極大断面寸法は、５００ミクロン
未満、２００ミクロン未満、１００ミクロン未満、５０ミクロン未満、または２５ミクロ
ン未満である。
【００３４】
　「チャネル」とは、本明細書中で使用される場合、流体の流れを少なくとも部分的に方
向付ける、物品（基板）の表面または内部の特徴を意味する。チャネルは、任意の断面形
状（円形、楕円形、三角形、不規則、正方形または矩形など）を有し得、そして覆われて
いても覆われていなくてもよい。チャネルが完全に覆われている実施形態において、この
チャネルの少なくとも一部分は、完全に閉じた断面を有し得るか、またはこのチャネル全
体が、その全長に沿って（その入口および出口を除く）、完全に閉じていることが可能で
ある。チャネルはまた、少なくとも２：１、より代表的には、少なくとも３：１，５：１
、または１０：１、あるいはそれより大きいアスペクト比を有し得る。開いたチャネルは
、一般に、流体の輸送に対する制御を容易にする特徴（例えば、構造的特徴（細長い刻み
目）、および／または物理的特徴もしくは化学的特徴（疎水性対親水性）または流体に力
（例えば、閉じ込め力）を付与し得る他の特徴）を含む。チャネル内の流体は、このチャ
ネルを、部分的に満たしてもよく、完全に満たしてもよい。開いたチャネルが使用される
いくつかの場合において、流体は、例えば、表面張力（すなわち、凹状または凸状の液面
）を使用して、このチャネル内に保持され得る。
【００３５】
　チャネルは、任意の大きさであり得、例えば、流体の流れに対して垂直に、約５ｍｍま
たは２ｍｍ未満または約１ｍｍ未満、または約５００ミクロン未満、約２００ミクロン未
満、約１００ミクロン未満、約６０ミクロン未満、約５０ミクロン未満、約４０ミクロン
未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未満、約１０ミクロン未満、約３ミクロン未
満、約１ミクロン未満、約３００ｎｍ未満、約１００ｎｍ未満、約３０ｎｍ未満、または
約１０ｎｍ未満の最大寸法を有する。いくつかの場合において、チャネルの寸法は、流体
が物品または基板を通って自由に流れ得るように選択され得る。チャネルの寸法はまた、
例えば、チャネル内での流体の特定の容量流量または直線流量を可能にするように、選択
され得る。もちろん、チャネルの数およびチャネルの形状は、当業者に公知の任意の方法
によって、変更され得る。いくつかの場合において、１つより多くのチャネルまたは毛管
が使用され得る。例えば、２つ以上のチャネルが使用され得、この場合、これらのチャネ
ルは、互いに内部に位置するか、互いに隣接して位置するか、互いに交差して位置するか
、などである。
【００３６】
　「プラグ」とは、本明細書中で、第一の流体の連続的な体積であって、その境界が、容
器の１つ条の壁と、第二の流体（第二の流体は、第一の流体と実質的に非混和性である）
との１つ以上の界面とによって規定されるものとして定義される。プラグの例は、１マイ
クロリットルの体積の両端において空気と接している、毛管内の１マイクロリットルの体
積の水溶液である。プラグの別の例は、管の密封された長さの内部の１ミリリットルの体
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積の非水性の液体であり、この非水性の流体は、一端がこの管の密封された端部と接して
おり、そして反対側の端部は、水性の液体と接している。
【００３７】
　流体が容器内で「静止して維持される」場合、この流体は、この容器に対するその位置
を変化させないが、この流体は、例えば、その静止して維持される位置で膨張、収縮、ま
たは振動し得る。この流体を収容する容器は、この流体が静止して維持されている間に、
移動され得、または再配向され得る。
【００３８】
　流体が第二の流体と同じ「型」である場合、このことは、これらの２つの流体が、アッ
セイまたは反応において同じ目的で働くことを意味するが、これらの流体は、異なる体積
であり得る。例えば、２つの異なるリンス溶液は、同じ型の溶液とみなされるが、試薬を
含有する溶液は、リンス溶液と同じ型の溶液ではない。
【００３９】
　２つの流体が互いに「異なる」場合、これらの流体は、混合せず、そして区別可能な体
積を別々に満たす。例えば、２つの流体は、これらが非混和性である場合、または分離流
体などによって物理的に隔離される場合に、これらの流体は、異なり得る。
【００４０】
　用語「結合（する）」とは、相互の親和性または結合能力を示す、対応する対の分子の
間での相互作用をいい、代表的には、特異的または非特異的な結合または相互作用であり
、生化学的相互作用、物理的相互作用、および／または薬学的相互作用が挙げられる。生
物学的結合とは、タンパク質、核酸、糖タンパク質、炭水化物、ホルモンなどが挙げられ
る分子の対の間で起こる型の相互作用を定義する。具体的な例としては、抗体／抗原、抗
体／ハプテン、酵素／基質、酵素／インヒビター、酵素／補因子、結合タンパク質／基質
、キャリアタンパク質／基質、レクチン／炭水化物、レセプター／ホルモン、レセプター
／エフェクター、核酸の相補鎖、タンパク質／核酸レセプター／インデューサー、リガン
ド／細胞表面レセプター、ウイルス／リガンドなどが挙げられる。
【００４１】
　「不透明な材料」とは、１つ以上の波長の光の透過率を妨害する物質である。不透明な
材料は、光を単に屈折させるのみでなく、例えば、光を吸収または反射することによって
、この材料を通る透過の量を低下させる。異なる不透明な材料または異なる量の不透明な
材料は、この不透明な材料を照射する光の９０％未満、８０％未満、７０％未満、６０％
未満、５０％未満、４０％未満、３０％未満、２０％未満、１０％未満、または１％未満
の透過率を可能にし得る。不透明な材料の例としては、金属元素の分子層またはポリマー
層が挙げられる。
【００４２】
　用語「結合パートナー」とは、特定の分子との結合を起こし得る分子をいう。生物学的
結合パートナーが、例である。例えば、プロテインＡは、生物学的分子ＩｇＧの結合パー
トナーであり、そしてその逆もいえる。同様に、抗体は、その抗原の結合パートナーであ
り、そしてその逆もいえる。
【００４３】
　「コロイド」とは、本明細書中で使用される場合、ナノ粒子（すなわち、非常に小さい
、自己懸濁可能であるかまたは流体に懸濁可能な粒子）を意味し、例えば、無機材料また
は有機材料、ポリマー材料、セラミック材料、半導体材料、金属（例えば、金）材料、非
金属材料、結晶性材料、非晶質材料、あるいはこれらの組み合わせの材料から作製される
ものが挙げられる。代表的に、本発明に従って使用されるコロイド粒子は、２５０ｎｍ未
満の任意の次元での断面、より代表的には、１００ｎｍ未満の任意の次元での断面、そし
てほとんどの場合には、約２ｎｍ～３０ｎｍの断面を有する。本発明において使用するた
めに適切な１つのクラスのコロイドは、断面が１０ｎｍ～３０ｎｍであり、そして別のク
ラスのコロイドは、断面が約２ｎｍ～１０ｎｍである。コロイドは、結合パートナー（例
えば、抗体）と会合し得る。本明細書中で使用される場合、この用語は、生化学の分野に
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おいて通常使用される定義を包含する。
【００４４】
　本明細書中で使用される場合、別の構成要素「に対して固定された」構成要素は、他の
構成要素に固着されているか、または他の構成要素に間接的に（例えば、他の構成要素が
同様に固着されているか、もしくは他の構成要素と過渡的に会合する第三の構成要素に固
着されることによって）固着されているかのいずれかである。例えば、信号発生実体は、
この信号発生実体が結合種に固着されるか、この結合種が固着されるコロイド粒子に固着
されるか、この結合種が固着されるデンドリマーもしくはポリマーに固着される場合など
に、この結合種に対して固定される。
【００４５】
　「信号発生実体」とは、特定のサンプル中または特定の位置におけるその存在を示し得
る実体を意味する。本発明の信号発生実体は、支援されないヒトの眼によって同定可能で
ある実体、単離中には不可視であり得るが充分な量である場合には支援されないヒトの眼
によって検出可能であり得る実体（例えば、コロイド粒子）、視覚的にか（支援なしでか
、もしくは電子顕微鏡などが挙げられる顕微鏡を用いて）、光学的にか、または分光学的
に、容易に検出され得るようなレベルもしくは波長範囲内で、電磁放射線を吸収もしくは
放出する実体、電子的または電気化学的に検出され得る実体（例えば、適切な活性化エネ
ルギーへの曝露の際に特徴的な酸化／還元パターンを示すレドックス活性分子）（「電子
的信号発生実体」）などであり得る。例としては、色素、顔料、電気活性分子（例えば、
レドックス活性分子）、蛍光性部分（定義により、リン光性部分を含む）、アップレギュ
レーティングリン光体、化学発光実体、電気化学発光実体、または酵素に結合した信号発
生部分（西洋ワサビペルオキシダーゼおよびアルカリホスファターゼが挙げられる）が挙
げられる。「信号発生実体の前駆体」とは、それ自体は信号発生能力を有さないかもしれ
ないが、別の種との化学的相互作用、電気化学的相互作用、電気的相互作用、磁気的相互
作用、または物理的相互作用の際に、信号発生実体になる実体である。例としては、別の
分子との化学的相互作用の際に、特定の検出可能な波長のみにおいて放射線を発生させる
能力を有する、発色団が挙げられる。信号発生実体の前駆体は、本明細書中で使用される
ような「信号発生実体」と区別可能であるが、この定義に含まれる。
【００４６】
　１つの局面において、本発明は、微小流体デバイスのようなデバイスに一連の流体を提
供するために使用され得る。この微小流体デバイスは、本明細書中に記載されるものの１
つであり得るか、または他の任意の微小流体デバイスであり得る。このような微小流体デ
バイスの例は、Ｓａｍｕｅｌ　Ｓｉａら、ＰＣＴ出願（発明の名称「Ａｓｓａｙ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」、２００４年１２月２９日出願、代理人事件番号Ｈ０４
９８．７０２１１、本明細書中に参考として援用される）に記載されている。流体は、微
小流体アッセイの反応部位に、連続して流され得る。これらの流体は、気体、水性の液体
、または非水性の液体であり得る。流体および流体成分としては、例えば、試薬、リンス
液、予備リンス液、固定液、および染色液が挙げられ得る。これらの流体は、異なる試薬
の間での混合がほとんどまたは全くない状態で、１つ以上の反応部位に流され得る。一連
のリンス溶液は、分離プラグによって分離され得、第一のリンス溶液が、反応部位を完全
に越えて通った後に、第二のリンス溶液がその部位に適用されるようにする。
【００４７】
　１つの局面において、容器は、２種以上の流体を収容し、貯蔵し、保護し、そして／ま
たは搬送するために、提供される。本明細書中において使用される場合、容器は、カート
リッジおよび管を備える。容器は、両方の流体と非混和性である第三の流体によって隔離
された、２つ以上の異なる流体を収容し得る。任意の数の異なる流体が、容器内に収容さ
れ得る。例えば、図１２は、容器が管１０（この管は、試薬溶液プラグ２０を備え、これ
に空気プラグ３０が続き、次にリンス溶液プラグ４０が続く）である実施形態の、長手軸
方向断面を図示する。さらなる空気プラグ５０は、第一のリンス溶液プラグ４０を、第二
のリンス溶液プラグ６０から隔離し得る。管の端部７０および７２は、例えば、これらの
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プラグを保持するため、そして外部供給源からの汚染を防止するために、密封され得る。
これらの液体プラグは、この管内で、それぞれの相対位置を保持し得、そしてこれらの間
にある空気プラグによって、互いに接触することを防止され得る。この管の寸法および構
築材料は、流体プラグがそれらの位置を維持し、そして混合されないままになることを補
助するように、選択され得る。
【００４８】
　試薬および他の流体は、この容器内で、延長した時間にわたって貯蔵され得る。例えば
、試薬は、１日より長く、１週間より長く、１ヶ月より長く、または１年間より長く、貯
蔵され得る。流体の間での接触を防止することによって、代表的に互いに反応するかまた
は結合する成分を含有する流体が、反応または結合することを防止され、一方で、連続的
なチャンバ内に維持される。
【００４９】
　流体は、プロセス（例えば、反応またはアッセイに関与する）において使用されるべき
容器から移動され得る。流体は、端部７０および７２からシールを除去するか、またはこ
のシールに穿孔した後に、圧力または減圧を付与することによって、この容器から移動さ
れ得る。他の実施形態において、この容器は、シールされる必要がなく、そして流体の流
れは、外力（例えば、圧力差）を適用することによって、開始され得る。この容器の一端
（たとえば、端部７０）は、この容器から流体を受容する別のデバイス内にあり得るか、
またはこのデバイスと流体連絡して配置され得る。このようなデバイスとしては、例えば
、反応器またはアッセイの反応部位が挙げられ得る。
【００５０】
　流体プラグを収容する容器は、反応部位と流体連絡して置かれ得、そして流体は、この
容器からこの反応部位へと流され得る。例えば、これらの流体は、微小流体免疫アッセイ
に流され得、これのいくつかの実施形態が、本明細書中に記載される。流体プラグを収容
する容器は、この反応部位を備えるデバイスとは別個であり得るか、または同じプラット
フォームの一部であり得る。流体は、例えば、この容器に通してこの流体を押すことまた
は非区ことによって、この反応部位に流され得る。流体は、例えば、ポンプ、注射器、加
圧された容器、または他の任意の圧力源を使用して、この反応部位に押され得る。あるい
は、流体は、この反応部位の下流側に真空または減圧を適用することによって、この反応
部位に引かれ得る。減圧は、この反応部位の上流に存在する条件よりも低い圧力条件を提
供し得る任意の供給源によって、提供され得る。このような供給源としては、減圧ポンプ
、ベンチュリ、注射器および排気されたコンテナが挙げられ得る。
【００５１】
　１セットの実施形態において、容器は、線状の順序で流体プラグを収容し得、その結果
、流体がこの容器から反応部位へと流れるにつれて、これらの流体は、所定の順序で送達
される。例えば、アッセイは、連続して、抗体流体、リンス流体、標識された抗体流体、
およびリンス流体を受容し得る。非混和性の流体（隔離流体）を、これらのアッセイ流体
の各々の間に維持することによって、これらのアッセイ流体は、これらのアッセイ流体の
いずれのものの間での接触も回避しながら、単一の容器から順番に送達され得る。アッセ
イ流体を隔離している任意の非混和性流体が、反応部位の状態を変化させずに、この反応
部位に適用され得る。例えば、抗体－抗原結合が反応部位において起こった場合、起こっ
たいずれの結合にも最小の影響で、または影響なしで、この部位に空気が適用され得る。
【００５２】
　１つの実施形態において、少なくとも２種の流体が、連続して、共通の容器から流され
得、そして各流体の成分は、共通の反応に関与し得る。本明細書中において使用される場
合、「共通の反応」とは、各流体からの少なくとも１種の成分が、この流体が容器から送
達された後に、他の成分と反応すること、または各流体からの少なくとも１種の成分が、
この容器から送達された後に、共通の成分と、そして／もしくは共通の反応部位で反応す
ることを意味する。例えば、第一の流体の成分は、この容器の下流にある化学的実体また
は生物学的実体と反応し得る。化学的実体または生物学的実体は、反応部位を形成し得、
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そして例えば、サンプル、生物学的化合物または化学的化合物、細胞、細胞のタンパク質
、表面もしくは基質であり得る。この化学的実体または生物学的実体は、所定の位置に固
定され得るか、または可動であり得る。次いで、第二の流体からの成分は、下流の化学的
実体または生物学的実体と反応した、第一の流体からの成分と反応および／もしくは会合
し得るか、あるいは第二の流体からの成分は、この化学的実体または生物学的実体自体と
反応または会合し得る。次いで、さらなる流体が、連続して、この生物学的実体または化
学的実体に適用されて、さらなる反応または結合事象を起こし得るか、あるいは指示薬ま
たは信号増強剤として適用され得る。
【００５３】
　この容器を試薬で予備充填した後に、これらの試薬を、下流プロセスのために、所定の
順序で分配し得る。試薬への曝露の所定の時間が望まれる場合、この容器内の各流体の量
は、この試薬が下流の反応部位に曝露される時間の量に比例し得る。例えば、第一の試薬
についての所望の曝露時間が、第二の試薬についての所望の曝露時間の２倍である場合、
この容器内の第一の試薬の体積は、この容器内の第二の試薬の体積の２倍であり得る。一
定の圧力差が、これらの試薬を容器から反応部位へと流す際に適用される場合、そしてこ
れらの流体の粘度が同じかまたは類似である場合、特定の地点（例えば、反応部位）にお
ける各流体の曝露時間は、この流体の相対的な堆積に比例し得る。容器の幾何学的形状、
圧力または粘度のような要因はまた、容器からの特定の流体の流量を変化させるために、
変更され得る。
【００５４】
　本発明の別の局面は、容器を流体プラグで満たすことを中心とする。１つの実施形態に
おいて、この容器は、管であり、そしてこの管は、非混和性の隔離流体のプラグによって
隔離された、一連の流体プラグで順番に満たされる。流体は、２つ以上の流体プラグが１
つ以上の隔離流体プラグによって分離されることを可能にする任意の様式で、この管内に
配置され得る。例えば、流体は、圧力下でこの管にポンプ送達され得るか、または減圧に
よってこの管に引き込まれ得る。
【００５５】
　１つの実施形態において、この管の第一の端部は、減圧源に接続され得る。この管は、
流体（例えば、緩衝液）で予め満たされ得、この緩衝液は、空気より高い粘度を示し、そ
してこの管が単に空気で満たされている場合よりも正確な充填速度の制御を可能にし得る
。この管を予備充填するために使用される任意の流体のいくつかまたは全ては、充填プロ
セスの間に、この管から排出され得る。充填されるべき管の部分と減圧源との間に、弁が
配置され得、この弁は、減圧をこの管に提供するために、開閉し得る。この管の反対側の
端部は、例えば、９６ウェルプレート内のバイアルまたはウェルであり得るレザバ内に配
置され得る。このレザバは、緩衝液、試薬流体、リンス溶液、前駆体または隔離溶液のよ
うな流体を収容し得る。この弁は、所望の量の流体をこのレザバから引き込むために十分
に長い時間にわたって、開かれ得る。この弁は、手動でか、またはコンピュータのような
制御器によって、制御され得る。この弁が閉じられた後に、この管の反対側の端部は、流
体レザバから取り外され得、そして第二の流体プラグが、この管に引き込まれ得る。空気
が第二の流体である場合、この弁は、この管の端部が空気中にあり、レザバ内にはない間
に、起動され得る。適切な長さの空気のプラグが管内に吸引されると、弁が閉じられ、そ
してこの管の反対側の端部が、流体レザバ（これは、第一のレザバと同じであっても異な
っていてもよい）に中に配置され得る。次いで、この弁は、所望のプラグサイズを吸引す
るために適切な時間にわたって、再度開かれる。これに続いて、別の隔離流体プラグ（こ
れは、第一のプラグと同じであっても異なっていてもよい）が吸引され得る。この手順は
、所定の順序および量の流体が管内に吸引されるまで、繰り返され得る。いくつかの場合
において、この管は、次いで、一端または両端において、シールされ得る。複数の管が、
共通の制御器（例えば、コンピュータ）を使用して、並行して吸引され得る。流体は、１
つ以上の管が充填される場合、共通の容器から引き込まれても別々の容器から引き込まれ
てもよい。
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【００５６】
　別の実施形態において、管のような容器は、減圧ポンプなしで、または電力の供給源な
しで、充填され得る。例えば、手で操作される注射器が、流体を吸引するための減圧供給
源を提供し得る。この注射器のプランジャーは、特定の量の流体を、管の反対側の端部に
吸引するために、特定の距離だけ引き込まれ得る。弁作用は、必要ではないかもしれない
。複数の管が、並行して充填され得る。
【００５７】
　１つの局面において、容器から連続して送達され得る２種以上の流体を保持するために
、この容器が使用され得る。この容器は、任意の形状およびサイズであり得、そして任意
の保持されるように指定される流体を保持するために適切な任意の材料から作製され得る
。これらの流体に依存して、この材料は、例えば、ガラス、金属、またはポリマーであり
得る。ポリマーとしては、例えば、熱可塑性物質（例えば、ポリエチレンおよびポリプロ
ピレン）、ポリカーボネート、ポリスチレン、ＰＴＦＥ、ＰＥＴ、および当業者に公知の
他のものが挙げられ得る。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、容器は、管である。管は、異なる直径、長さおよび材料
で容易に入手可能であるので、好ましくあり得る。管は、可撓性であり得、そして半透明
であっても透明であってもよい。管内の流体プラグは、このプラグの体積の指標として、
線状に測定され得る。この管は、一定または可変の内径を有し得、そして１０：１より大
きいか、５０：１より大きいか、または１００：１より大きい長さ対内径比を有し得る。
用途に依存して、任意の直径の管が使用され得、そして多くの用途において、この管は、
１ｃｍ未満、５ｍｍ未満、１ｍｍ未満、５００ミクロン未満、２００ミクロン未満、１０
０ミクロン未満、または５０ミクロン未満の内径を有し得る。より大きい長さ対内径比を
有する管は、この管内に収容される各流体の量を目視により示す際に、有用であり得る。
例えば、既知の内径の管内の流体プラグの線状の測定は、この流体の体積または相対体積
の正確な指標を与え得る。
【００５９】
　容器は、管または別の形状である場合、２つ以上の枝部またはセクションを備え得、こ
れらの枝部またはセクションは、互いに、そしてこの容器の残りの内部と、流体連絡し得
る。いくつかの実施形態において、管は、相互接続され得る、２つ、３つ、４つ、または
より多くの枝部を有し得る。これらの枝部および枝の接合部は、弁を備えても備えなくて
もよい。弁は、１つ以上の枝部、およびその中に収容されるあらゆる液体を、管の残りの
部分から一時的に隔離するために使用され得る。
【００６０】
　１つの実施形態において、管は、一端（例えば、上流端部）において、「Ｙ」字型の分
枝を備え得る。このＹ字の各枝部は、他の枝部内の流体と反応して第三の流体を形成する
流体を収容し得る。各流体を各枝部から共通の管に引き込むことにより、これらの２つの
流体が反応することを可能にするための環境が提供され得る。これらの２つの枝部は、あ
るセクションにおいて接合し得るか、またはあるセクションに通じ得、このセクションは
、乱流を促進し、従って、これらの２つの流体の混合を促進するために十分な寸法のもの
である。異なる幾何学的形状の例については、米国特許第６，７０５，３５７号を参照の
こと。これは、その全体が、本明細書中に参考として援用される。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、容器のために使用される材料は、非常に濡れ性であり得
る。しかし、他の実施形態において、容器のために使用される材料、および特に、この容
器の内側表面のために使用される材料は、低い濡れ性を示し得る。例えば、水溶液がこの
容器に収容される場合、この容器の内側表面は、水溶液に対して低い濡れ性を示し得る。
この容器の内部表面の濡れ性が低い場合、流体は、その表面に沿って流れにくくなり得る
。濡れ性が高い表面では、水溶液は、この容器の壁に沿って流れ得、そしてこの容器に収
容される他の流体と、より接触しやすくなり得る。濡れ性が低い表面は、管、カートリッ
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ジまたは他の容器について、高い内径対長さ比の使用を可能にし得、一方で、貯蔵、輸送
および／または使用の間、異なる流体プラグを維持する。表面エネルギーは、表面の濡れ
性の指標であり、そして容器またはこの容器の内側表面が、４０ダイン／ｃｍ未満、３５
ダイン／ｃｍ未満、３２ダイン／ｃｍ未満、または３０ダイン／ｃｍ未満の表面エネルギ
ーを有することが、好ましくあり得る。これらの範囲内の表面エネルギーを示し得るいく
つかのポリマーとしては、ポリプロピレン、ポリエチレンおよびＰＴＦＥが挙げられる。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、より親水性の内側表面が、好ましくあり得る。例えば、
いくつかのシステムにおいて、流体プラグが特定の特性を有するか、または有さない場合
、流体プラグの一定の流れは、隔離流体によって妨害され得る。例えば、流体が、隔離流
体と比較して、この容器の内側表面に対して十分に高い親和性を有さない場合、流体の流
れは、影響を受け得る。これの１つの例は、液体／気体系の場合であり得る。流体が水溶
液であり、そして隔離流体が気体（例えば、空気）である場合、この隔離流体は、表面に
付着し得、そしてこの流体が容器を通って進められるにつれて、この流体の流れの破壊ま
たは他の非一貫性を引き起こし得る。
【００６３】
　表面に対する流体の相対的親和性を増加させることは、性能を改善するため（例えば、
非一貫性の流れの傾向を減少させることによる）の１つの方法であり得る。これは、いく
つかの実施形態において、流体、隔離流体、表面、またはこれらの任意の組み合わせの特
性を変更することによって、なされ得る。容器の内側表面の特性を変更する１つの方法は
、この表面、またはこの表面の一部の親水性を増加させることである。これは、例えば、
この表面を、界面活性剤（例えば、ＴＷＥＥＮ　２０）で処理すること、あるいはこの表
面を、プラズマ酸化または気体もしくは液体の酸化剤（例えば、オゾンまたは過マンガン
酸塩）で酸化することによって、なされ得る。これらの界面活性剤または酸化剤は、この
容器を通して流されて、この容器の内側表面の少なくとも一部の特性を変更し得る。他の
技術としては、シラン化、あるいは例えば、共有結合または物理吸着によって、この表面
に親水性ポリマーまたは両親媒性ポリマーを結合させることが挙げられる。
【００６４】
　　親水性の増加は、より高い表面エネルギーによって反映される、より濡れ性の高い表
面を生じ得る。例えば、内側表面は、３２ダイン／ｃｍより大きいか、３５ダイン／ｃｍ
より大きいか、４０ダイン／ｃｍより大きいか、または４５ダイン／ｃｍより大きい表面
エネルギーを示し得るか、または示すように処理され得る。
【００６５】
　この容器は、この容器内に保持され得る流体成分についての低い吸光度特徴を有する材
料から作製され得る。例えば、容器が、タンパク質を含有する流体を保持する場合、タン
パク質を吸着しない材料から作成された容器を使用することが、好ましくあり得る。この
容器の内側表面が、流体の成分を吸着する傾向を示す場合、この表面は、その傾向を低下
させるために、前処理され得る。例えば、ポリマー表面は、Ｔｗｅｅｎ　２０のような界
面活性剤またはアルブミンおよび／もしくはカゼインのようなブロッキングタンパク質で
処理されて、そのタンパク質を吸着する傾向を低下され得る。表面を処理する他の例につ
いては、米国特許出願番号０９／９０７，５５１（公開番号２００２０１０２４０５、そ
の全体が、本明細書中に参考として援用される）を参照のこと。
【００６６】
　この容器は、使い捨てであっても、再使用可能であってもよく、そして管の形態である
場合には、例えば、蛇行したパターンで渦巻き状にされて、所定の空間に嵌り得る長さを
伸ばされ得る。
【００６７】
　この容器の１つ以上の端部は、その内部に保存され得るあらゆる液体を保護および保持
する目的で、シールされ得る。いくつかの材料、特に、熱可塑性物質およびガラスは、こ
れらの端部を融解することによって、シールされ得る。端部はまた、圧着、キャップ、栓
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、または任意の材料をこの端部に固定することによってシールされ、この容器からの流体
の流れまたは蒸発を防止し得る。１つの実施形態において、低い揮発性を有する流体（例
えば、油またはグリコール）が、この管の端部に配置されて、内部に収容された他の流体
の蒸発および／または移動を防止することを補助し得る。
【００６８】
　種々の実施形態において、任意の型の流体が使用され得る。流体としては、液体（例え
ば、溶媒、溶液および懸濁液）が挙げられる。流体としてはまた、気体および気体の混合
物が挙げられる。複数の流体が容器（たとえば、管）内に収容される場合、これらの流体
は、別の流体によって隔離され得、この別の流体は、好ましくは、最初の２つの流体の各
々と非混和性である。例えば、管が、２つの異なる水溶液を収容する場合、第三の流体の
隔離プラグは、両方の水溶液と非混和性であり得る。水溶液が別々に維持されるべきであ
る場合、隔離物として使用され得る非混和性流体としては、空気もしくは窒素のような気
体、またはこれらの水溶液と実質的に非混和性である疎水性流体が挙げられ得る。流体は
また、隣接する流体との、その流体の反応性に基づいて選択され得る。例えば、窒素のよ
うな不活性ガスが、いくつかの実施形態において使用され得、そしてあらゆる隣接する流
体を保存および／または安定化することを補助し得る。水溶液を隔離するための非混和性
液体の例は、パーフルオロデカリンである。隔離流体の選択はまた、他の要因に基づいて
なされ得、これらの要因としては、隣接する流体プラグの表面張力に対して隔離流体が有
し得る任意の効果が挙げられる。任意の流体プラグ内の表面張力を最大にして、この流体
プラグを単一の連続的なユニットとして、様々な環境条件下（例えば、振動、衝撃および
温度の変動）で保持することを促進することが、好ましくあり得る。隔離流体はまた、こ
の流体が供給されるあらゆる反応部位に対して、不活性であり得る。例えば、反応性部位
が、生物学的結合パートナーを含む場合、隔離流体（例えば、空気または窒素）は、この
結合パートナーにほとんどまたは全く影響を有さない。隔離流体としての気体の使用はま
た、容器内に収容される液体が変化（例えば、温度（凍結を含む）または圧力変動）に起
因して膨張または収縮する場合、この容器内での膨張の余地を提供し得る。
【００６９】
　流体は、化学プロセスまたは生化学プロセスにおいて使用するために、容器から移動さ
れ得る。この容器に外力（たとえば、圧力、吸引、または重力）を適用することによって
、流体は、一定の流量または変動する流量で、容器から流れ得る。流体はまた、毛管作用
によって、容器から引き抜かれ得る。圧力が、容器から流れるべき流体の上流に適用され
得、そして圧力供給源としては、ポンプ（例えば、電気ポンプもしくは手動ポンプ）、注
射器、または加圧されたコンテナが挙げられ得る。吸引は、減圧または部分減圧供給源（
例えば、ポンプ、注射器、排気されたコンテナ、ベンチュリまたは他の減圧供給源）を使
用することによって、容器の下流に適用され得る。
【００７０】
　１つの実施形態において、減圧供給源は、液体を容器から流すために使用される。容器
からの液体の流れを制御するために、例えば、液体が特定の速度で反応部位を超えて流れ
るべきである場合、一定の部分減圧を、この容器の下流側に適用することが好ましくあり
得る。正確な減圧は、減圧ポンプによってか、可搬型バッテリ駆動ポンプによってか、ま
たは注射器によって、提供され得る。１．０気圧未満、０．９９気圧未満、０．９５気圧
未満、０．９気圧未満、０．８気圧未満、０．７気圧未満、０．６気圧未満、０．５気圧
未満、０．３気圧未満、０．２気圧未満、または０．１気圧未満の減圧が、使用され得る
。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、減圧または部分減圧は、電力を使用せずに、容器に適用
され得る。例えば、注射器バレルおよびプランジャーを備える注射器が、減圧の供給源を
提供するために使用され得る。この容器が反応部位（例えば、微小流体アッセイの反応部
位）と連絡している場合、減圧供給源（この場合には、注射器）が、この反応部位の下流
に取り付けられ得る。減圧は、このシリンジバレルの先端をこの流体を保持する容器の下



(25) JP 5580186 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

流側に流体連絡させて配置することによって、適用され得る。完全真空、または完全真空
の近くが望ましい場合、この注射器のプランジャーをそのバレルの底部に完全に押下し、
引き続いて、このバレルを容器に取り付けることによって、全ての空気が、この注射器か
ら排出され得る。完全ではない真空を提供するためには、注射器のバレルは、減圧を生じ
るためにプランジャーを引く前に部分的に空気で満たされ得る。例えば、１０ｃｃの注射
器が使用される場合、注射器バレルは、空気で５ｃｃが満たされ得、そしてプランジャー
は、０．５気圧に等しい減圧を提供するために、１０ｃｃの全体積まで引かれる。同様に
、０．７５気圧は、１０ｃｃの注射器に７．５ｃｃの空気を満たし、次いで、プランジャ
ーを１０ｃｃの印まで完全に引くことによって、適用され得る。保持デバイス（例えば、
クリップまたは注射器バレルの切り欠き）が、このプランジャーを引いた後に一定の位置
に保持するために、使用され得る。使用される注射器の容積が、容器内に引き込まれるべ
き流体の体積よりかなり大きい場合、この容器に適用される減圧は、引き抜きプロセスの
開始から終了まで実質的に一定であり得る。いくつかの実施形態において、使用される注
射器の体積は、引き抜かれるべき流体の体積の１０倍、１００倍、または１，０００倍よ
り大きくあり得る。
【００７２】
　注射器が、空気で特定の体積まで満たされる場合、注射器バレル内の空気は、そのプロ
セスがどこで実施されているかにかかわらず、大気圧であり得る。一定の絶対圧で部分減
圧を提供すること（例えば、排気されたコンテナを用いる）に比較して、この手動の注射
器の技術は、種々の周囲圧力（例えば、異なる海抜）の条件下で、有用であり得る。なぜ
なら、この方法は、周囲の空気の圧力にかかわらず、容器および／または反応部位にわた
る、より一定の圧力差を生じ得るからである。このことは、流体を所定の速度で引き抜く
際に補助し得、従って、反応部位を、各流体について、より正確な所定の滞留時間に供す
る。
【００７３】
　別の局面において、この容器は、流体を保存するために使用され得る。種々の実施形態
において、流体は、１０秒間より長時間、１分間より長時間、１時間より長時間、１日よ
り長時間、１週間より長時間、１ヶ月より長時間、または１年間より長時間にわたって、
この容器内で保存され得る。これらの流体が保存される間、流体は、非混和性の隔離流体
によって隔離されて維持され、その結果、接触すると互いに反応する流体が、共通の容器
内で、長期間にわたって保存され得る。これらの流体は、これらが静止して維持され、そ
して容器内でのそれらの位置に関して移動しないように、保存され得る。流体は、静止し
て維持されている間に、わずかに移動し得るか、または振動し得、そして膨張および収縮
し得る。共通の容器は、これらの流体を離して維持するための内壁または他のディバイダ
－を有さないかも知れず、そして流体は、隔離流体のみによって隔離され得る。静止状態
で保存される場合、これらの流体は、低温（例えば、４℃未満、０℃未満、または－１０
℃未満）で保存され得る。流体はまた、高温（例えば、２５℃より高温、３５℃より高温
、または５０℃より高温）に曝露され得る。流体は、１つの位置から他の位置へと、表面
または空気によって、容器内に収容される試薬流体を混合させることなく輸送され得る。
非混和性の隔離流体の量は、これらの流体が使用される最終プロセス、および容器が曝露
されると予測される条件に基づいて、選択され得る。例えば、この容器が、物理的な衝撃
または振動を受けることが予測される場合、非混和性隔離流体のより長いプラグが使用さ
れ得る。この様式で、容器内の異なる流体は、混合を回避され得る。
【００７４】
　別の実施形態において、流体を収容する容器は、反応部位を備えるデバイス（例えば、
アッセイデバイスもしくは化学反応器もしくは生化学反応器）と一緒に保存され得る。こ
の容器およびデバイスは、一体的に接続されても、一体的に接続されるように構築および
配置されてもよい。従って、完全な試薬セットが、この容器内に順番に並べられ得、そし
て例えば、圧力または減圧をこの容器またはデバイスの適切な端部に適用する際に、反応
部位への適用の準備ができている。
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【００７５】
　一連の流体プラグを収容する容器は、化学反応または生化学反応に関与するために、下
流のデバイスに接続され得る。この容器の端部（例えば、管またはカートリッジの端部）
は、デバイスと端部とが流体連絡するように、デバイスに接続され得る。これは、管の端
部をデバイスの入口に挿入することによって直接的になされ得るか、または中間コネクタ
（例えば、配管）を介して取り付けることによって間接的になされ得る。いくつかの場合
において、接続地点におけるデッドスペースは、例えば、遅延、混合、または乱流の形成
を減少させるために、最少にされ得る。この接続は、減圧に対して密であり得る。いくつ
かの実施形態において、コネクタの内径は、容器またはデバイスのいずれかの内径の、１
倍未満、３倍未満、または５倍未満であり得る。いくつかの柔軟なポリマーは、硬いポリ
マーよりも良好な接続を提供し得る。例えば、ＰＤＭＳから作製されるデバイスは、最小
の使用量を有する、堅固な接続を提供し得る。
【００７６】
　別の実施形態において、流体プラグを収容する容器は、反応部位を備えるデバイスに一
体的に接続され得る。例えば、この容器およびデバイスは、微小流体チップのような共通
のプラットフォーム上に形成され得る。このデバイスおよび容器は、減圧または部分減圧
が反応部位の下流に適用される場合に、流体プラグが容器から引き抜かれるように、流体
連絡し得る。同様に、流体プラグの上流に適用される圧力は、これらの流体をデバイスへ
と押し得、そしてこれらの流体を反応部位に適用し得る。
【００７７】
　１つより多くの容器は、反応部位を備えるデバイスに一体的に接続されても、一体的で
はなく接続可能であってもよい。例えば、２つの容器が、デバイスの上流側に接続される
場合、第一のデバイスの上流端部をシールせず、一方で、第二のデバイスの上流側のシー
ルを維持することによって、これらの容器のうちの１つの中の流体は、反応部位を越えて
通過し得る。このデバイスの下流側に適用される減圧は、第一の容器から試薬を引き出す
が、第二の容器からは引き出さない。類似の様式で、反応部位を備える２つ以上のデバイ
スが、流体を収容する単一の容器に接続され得、そしてこれらの流体は、例えば、このデ
バイスに減圧を提供しながら他のデバイスをシールしたままにしておくことによって、選
択されたデバイスを通して引き抜かれ得る。
【００７８】
　全ての型のサンプルが、異なる実施形態と組み合わせて使用され得る。サンプルとして
は、化学サンプル（例えば、水、溶媒、抽出液、および環境サンプル）が挙げられ得る。
サンプルとしてはまた、生物学的サンプル（例えば、全血、血清、結晶、涙液、尿および
唾液）が挙げられ得る。アッセイで試験されるサンプルまたは反応器内で反応するサンプ
ルは、反応デバイスまたは試薬流体を収容する容器のいずれかに、移動され得る。例えば
、全血のサンプルは、アッセイデバイスの入口に配置され得、そして減圧または圧力を使
用することによって、反応部位にわたって流され得る。これは、容器を接続する前、また
は容器から反応部位へと試薬を流す前に、行われ得る。あるいは、サンプルは、試薬流体
を収容する容器に入れられ得る。例えば、測定された体積の全血サンプルは、流体試薬を
収容する管の下流端部に注入され得る。次いで、この管は、アッセイデバイスに接続され
得、そして減圧または圧力の適用の際に、このサンプルは、試薬より前に反応部位に適用
され得、これらの試薬は、管から連続して流される。別の実施形態において、いくつかの
試薬が、反応部位に流され得、それに続いて、サンプルが流され得、その次に、さらなる
試薬が流され得る。なお他の実施形態において、サンプルは、最後に流され得る。
【００７９】
　１つの実施形態において、反応部位を備えるデバイスは、サンプリングデバイス（たと
えば、サンプリング管）に、一体的にかまたは一体的ではなく接続され得る。サンプリン
グ管は、反応部位を収容するチャネルまたはチャンバに関連する、１つの端部を有し得る
。この管の反対側の端部は、サンプル供給源（これは、容器または被験体であり得る）に
浸漬されて、分析または反応され得る。この反応部位の下流に減圧を適用することによっ
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て、サンプルがこのサンプル管内に引き抜かれ得、そしてこのサンプル管内に維持される
か、または反応部位に引き出されるかのいずれかであり得る。所定の量のサンプルが得ら
れたら、このサンプル管の端部は、サンプル供給源から取り出され得るか、または減圧が
停止され得る。いくつかの実施形態において、同じサンプル管が、次いで、デバイスと、
試薬流体を保持する容器との間のコネクタとして働き得る。サンプリング管の端部を、流
体を収容する容器の下流側と流体連絡させて配置することによって、これらの流体は、こ
のサンプルが引き抜かれる方法と類似の方法で、このデバイスのチャネルを通して引き抜
かれ得る。いくつかの場合には、容器内の第一の試薬流体は、サンプルを運ぶこと、サン
プルを処理すること、サンプルを希釈すること、またはサンプルを管からすすぎ出すこと
を補助するように、選択され得る。
【００８０】
　本発明は、サンプル中の成分の存在を、定性的または定量的に決定するための方法およ
び装置を提供する。この成分は、疾患状態を示し得る結合パートナー（例えば、抗体また
は抗原）であり得る。
【００８１】
　１つの局面において、被験体由来のサンプルが、サンプルをほとんどまたは全く分離せ
ずに、分析され得る。このサンプルはまた、非侵襲的に得られ得、従って、より安全かつ
より患者にやさしい分析手順を提供する。
【００８２】
　別の局面において、高い感度および低い検出限界（最も感受性のあるＥＬＩＳＡ試験に
匹敵する）を提供するアッセイが、提供される。このアッセイは、迅速に実施され得、そ
して結果は永続的であり得、試験を実施した後の任意の時点でアッセイを読み取ることを
可能にする。
【００８３】
　別の局面において、サンプルは、サンプル成分の、光感受性の結合パートナーと会合す
る表面にわたって流される。このアッセイは、チャネルまたは微小流体デバイスにおいて
実施され得、このサンプルが、結合パートナー（例えば、抗原）にわたって流されること
を可能にする。形成される任意の抗原－抗体複合体は、金属コロイドと会合し得、これは
、不透明な材料（例えば、金属の層）の析出のための触媒表面を提供する。従って、抗体
－抗原結合が、微小流体チャネル内で起こる場合、このチャネルを通る金属前駆体の流れ
は、抗体－抗原複合体と会合した触媒性金属コロイドの存在に起因して、不透明な層（例
えば、銀層）の形成を生じ得る。微小流体チャネル内で形成される任意の不透明層は、例
えば、抗体も抗原も含まないチャネルの部分と比較した、この微小流体チャネルを通る光
透過率の低下を測定することによって、光学的に検出され得る。この不透明な層は、不透
明な層を形成しない技術と比較すると、アッセイ感度の増加を提供し得る。
【００８４】
　本明細書中において使用される場合、「固定されるかまたは固定されるように適合され
る」とは、別の種または物品の表面に対するある種の文脈において、この種が、共有結合
特異的な生物学的結合（例えば、ビオチン／ストレプトアビジン）を介する付着、キレー
ト／金属結合のような配位結合などを介して、化学的にかまたは生化学的に連結されるこ
とを意味する。例えば、この文脈において「固着される」とは、複数の化学結合、複数の
化学／生物学結合などを包含し、ポリスチレンビーズ上で合成されたペプチドのような結
合種、プロテインＡのようなタンパク質に結合する抗体に特異的に生物学的に結合した結
合種（これは、ビーズに結合される）、ＧＳＴまたはファージのような分子の一部を（遺
伝子操作を介して）形成する結合種（これは次に、表面に共有結合した結合パートナー（
例えば、ＧＳＴの場合にはグルタチオン）に特異的に生物学的に結合する）などが挙げら
れるが、これらに限定されない。別の例として、チオールに共有結合した部分は、金表面
に固着されるように適合される。なぜなら、チオールは、金に共有結合するからである。
同様に、金属結合タグを有する種は、表面に共有結合した分子（例えば、チオール／金結
合）を有する表面に固着されるように適合され、この分子はまた、金属を配位するキレー
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トを提示する。種はまた、表面が特定のヌクレオチド配列を有する場合には、この表面に
固着されるように適合され、そしてこの種としては、相補的なヌクレオチド配列が挙げら
れる。
【００８５】
　本発明の微小流体デバイスは、ポリマー（例えば、ポリ（ジメチルシロキサン）ＰＤＭ
Ｓ）のようなエラストマー材料）から、迅速な原型作製およびソフトリソグラフィを使用
して、製造され得る。例えば、高解像度レーザープリンターが、ＣＡＤファイルからマス
クを作製するために、使用され得る。好ましくは、流体ネットワークを構築するチャネル
を表す。好ましくは、透明であり得、フォトレジスト（例えば、ＳＵ－８フォトレジスト
（ＭｉｃｒｏＣｈｅｍ））と接触されて、このフォトレジストの陰刻マスターを、シリコ
ンウエハ上に製造し得る。ＰＤＭＳの陽刻レプリカは、ＰＤＭＳをマスターに対して成型
することによって作製され得る。これは、当業者に公知の技術である。流体ネットワーク
を完成させるために、平坦な基板（例えば、スライドガラス、シリコンウエハ、またはポ
リスチレン表面）が、ＰＤＭＳ表面に対して配置され得、そしてファンデルワールス力に
よって適所に保持され得るか、または接着剤を使用して、ＰＤＭＳに固定され得る。ネッ
トワークへの流体の導入、およびネットワークからの流体の受容を可能にするために、穴
（例えば、直径１ミリメートル）が、適切なサイズの針を使用することによって、ＰＤＭ
Ｓに形成され得る。流体ネットワークが流体供給源と連絡することを可能にするために、
配管（例えば、ポリエチレン）が、これらの穴と連絡してシールされ、流体接続を形成し
得る。漏出を防止するために、この接続は、封止剤または接着剤（例えば、エポキシ膠）
を用いてシールされ得る。
【００８６】
　１つの実施形態において、図１に示されるように、微小流体デバイス１１０は、アッセ
イを実施するための基板を提供するために使用され得る。このような微小流体デバイスを
製造する方法は、米国特許第６，６４５，４３２号（その全体が、本明細書中に参考とし
て援用される）に提供されている。
【００８７】
　一連の微小流体チャネル１２０、１２２、および１２４は、サンプルおよび金属前駆体
を、この微小流体デバイスの表面１３０にわたって流すために使用され得る。結合パート
ナー（例えば、抗原または抗体）が、部分１４０において、表面１３０に配置され得る。
部分１４０は、示されるように、２つ以上のチャネルを横切って、結合パートナーのスト
ライプを備え得る。あるいは、結合パートナーは、単一のチャネルに限られた部分に配置
され得る。複数の結合パートナーが、単一のチャネル内に配置され得、そして互いに重な
ったり隔たったりし得る。
【００８８】
　領域または領域の一部に固定された結合パートナーは、本質的に任意の様式で固定され
得、そして本発明と共に使用するために適切な多くの固定技術が、当該分野において公知
である。米国特許出願番号１０／６５４，５８７（公開番号２００４０１２１０６６）お
よび米国特許第６，６８６，１８４号を参照のこと。これらは、その全体が、本明細書中
に参考として援用される。固定は、種が表面に対して無作為に配向するような様式で（す
なわち、各固定される種が、表面に対して無作為に配向し得る）なされ得るか、または表
面に対する種の配向のより大きな制御が提供され得る。例えば、タンパク質が表面に固定
される場合、これらのタンパク質は、アッセイのためのそれらの結合部位がこの表面から
ほぼ離れる方に配向して、その結合能力または利用可能性を最大にするように、配向され
得る。このようにするための１つの技術は、米国特許第５，６２０，８５０号（本明細書
中に参考として援用される）に記載されており、ポリアミノ酸タグ（例えば、６ヒスチジ
ンの配列）をこのタンパク質の関連する結合部位とほぼ対向する位置に有するタンパク質
を合成し、金属キレート（例えば、ニトリロ三酢酸）を提供し、ニッケルのような金属イ
オンを、ニッケル上の少なくとも２つの配位部位がポリアミノ酸タグに自由に結合するよ
うな様式でキレートし、そしてこのタグをニッケルイオンに配位させることを包含し、こ
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れによって、このタンパク質を、領域または領域の一部に、有利な配向で固定する。この
ような金属キレートは、多数の様式のいずれかで、この領域に固定され得る。１つの方法
は、上で参照された米国特許第５，６２０，８５０号に記載されるように、この領域に、
金属キレートを末端として自己組み立てされる単層（ＳＡＭ）を形成することを包含する
。例えば、薄い、本質的に透明な金の薄層が、この領域に析出し得、そしてＳＡＭを形成
するアルキルチオール（金属キレートを末端とする）が、ＳＡＭとして、この金の層の上
に析出し得る。他の化学（米国特許第５，６２０，８５０号および他の参考文献に記載さ
れ、当業者に公知である）が、種々の基部材料によって規定される領域上にこのようなＳ
ＡＭを形成するために使用され得る。
【００８９】
　アッセイを実施するために、サンプル（例えば、被験体から採取した生物学的サンプル
）が、１つ以上の微小チャネル１２０、１２２または１２４を通して、矢印によって示さ
れる方向に流される。このサンプルは、液体サンプルであり得るが、いくつかの実施形態
においては、分析前に、希釈も精製も処理も必要としない。このサンプルは、このサンプ
ルの成分が部分１４０に固定された結合パートナーと結合することを可能にするために十
分な速度で、微小チャネルを通して流され得る。このチャネルに通してサンプルを能動的
に流すことによって、反応性部分１４０は、このサンプルの成分に繰り返し曝露され、反
応動力学を改善し、そして任意の結合対の形成の増加を生じる。微小チャネル１２０を通
って十分な量のサンプルが流れた後に（例えば、検出可能な結合対が形成されると）、こ
のサンプル成分の第二の結合パートナーと会合した金属コロイドを含有する流体が、この
微小チャネルに流され、この金属コロイドが、微小チャネルの部分１４０に会合した任意
のサンプル成分と結合することを可能にする。
【００９０】
　金属コロイドが、部分１４０における任意の結合パートナーと結合する機会を与えられ
た後に、金属前駆体が、金属コロイドと類似の様式で、チャネル１２０を通して流され得
る。この金属前駆体は、この表面に会合した金属コロイドの閾値数がいくつであれ、不透
明な層が形成されることを可能にする濃度および速度で、微小チャネルを通して流される
。従って、金に結合した抗体が金属コロイドとして使用される場合、硝酸銀溶液が、この
金と結合した抗体と会合したチャネルの部分に銀の層を無電解析出させるために、使用さ
れ得る。アッセイのこの部分の完了時に、微小流体ネットワークの表面１３０は、連続し
た層で、ＨＩＶ抗原のような抗原、被験体から得られたＨＩＶ抗原のサンプル成分、金で
標識された抗ヒトＩｇＧのような金属コロイド、および銀のような金属の不透明な層（こ
の層は、金属コロイド上に無電解析出した）を備え得る。リンス溶液が、各工程の前また
は後に、このチャネルを通して流され得る。
【００９１】
　微小チャネル１２０の部分１４０と会合し得る任意の金属コロイドに金属を析出させる
ことに加えて、金属前駆体はまた、金と結合した抗体に先に無電解析出した金属上に析出
し得る。この様式で、不透明な材料が、部分１４０のいくらかまたは全てを覆って形成さ
れ得、例えば、補助されない眼または光学検出デバイスによる検出を可能にする。この不
透明な材料は、例えば、独立した粒子よりむしろ、連続的な材料であり得、そして表面１
３０と実質的に同じ面で測定される寸法において、１ミクロンより大きいか、１０ミクロ
ンより大きいか、または１００ミクロンより大きい、水平方向の寸法を備え得る。
【００９２】
　いくつかの場合において、不透明な層は、材料のウェブまたはハニカムを形成し得、こ
れは、光の通過を可能にする通路を備える。さらなる材料が析出する場合、これらの通路
は、より小さくなり得、この材料を透過する光を次第に少なくする。この通路が消失する
と、光の透過率の量は、０まで低下し得、完全に不透明な材料を提供する。
【００９３】
　不透明な層が形成された後に、この不透明な層の検出、および従って、結合パートナー
の存在の決定が、この微小流体デバイスを目視試験することによって、または光学検出器
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のような検出器を使用することによって、決定され得る。光学検出器の１つの実施形態は
、図２、図３、および図９に示されている。図２は、図１に示されるような微小流体デバ
イス１１０を図示する。光源２１０（ここでは、発振器で調節されるレーザーダイオード
）および検出器２２０（例えば、光学ＩＣ）もまた、備えられる。図３の概略図に図示さ
れるように、検出器信号は、増幅され得、そして光源を制御する発振器と同じ周波数を中
心とする帯域フィルタを通過し得る。次いで、その出力は、Ａ／Ｄ変換器を通過し得、こ
の変換器は、次に、読み出し（例えば、ＬＣＤディスプレイ）に出力を提供し得る。光源
と検出器との両方が、９ボルトのバッテリによって電力を供給され得る。
【００９４】
　１つの局面において、本発明は、連続的な流れを使用してサンプルを分析するための、
装置および方法を提供する。代表的に、ＥＬＩＳＡおよび他のサンドイッチアッセイのよ
うな既存の方法は、免疫アッセイ用のサンプルを収容するために、９６ウェルプレートま
たはより小さいプレートを使用する。これらの方法は、抗体または光源を、流体中のサン
プル成分に曝露し得るが、この流体は、この抗体または光源を通って流されず、そして結
合パートナーを互いに接近させるために、拡散に依存する。本発明は、サンプル成分が、
潜在的な結合パートナーに、以前の方法と類似かまたはそれより低いサンプル濃度で結合
させるための、増加した機会を可能にし得る。一方の結合パートナーを含有するサンプル
を、他方の結合パートナーを提示する表面に通して流すことによって、単純拡散を介して
起こるよりもより多くの数の潜在的な結合パートナーが、互いに接近する。１つの実施形
態において、このサンプルは、微小チャネルを通して流され、これは、一方の結合パート
ナーを、第二の結合パートナーを通過して流し、一方で、少量のサンプル（例えば、１０
マイクロリットル未満、１マイクロリットル未満、または１００ナノリットル未満のサン
プル）を必要とするという利点を提供する。微小チャネルは、チャネル内の不透明な材料
の形成を検出するために使用される光に対して透過性である材料であり得、その結果、こ
のチャネルの部分を通る光のあらゆる吸光度または透過率が、不透明な層の形成に起因し
得る。
【００９５】
　免疫アッセイは、流体中に溶解または懸濁した信号発生実体（例えば、酵素に結合した
二次抗体）を検出するので、最適な感度を得るために、比較的長い経路長が必要とされる
。従って、免疫アッセイが微小流体において適用されなかった１つの理由は、微小流体デ
バイスによって代表的に提示される、短い経路長である。例えば、微小流体デバイスは、
２５０ミクロン未満、１００ミクロン未満、または４０ミクロン未満の厚さを有するチャ
ネルを有し得る。従って、この微小流体デバイスにおいてチャネルを満たす任意の流体は
、２５０ミクロン未満、１００ミクロン未満、または４０ミクロン未満の垂直光路を提示
する。本発明の方法は、これらの制限に供され得ない。なぜなら、本発明の方法は、流体
中の発色団ではなくて、固相中の不透明な層を使用し得るからである。この不透明な層は
、１ミクロン未満、１００ナノメートル未満、または１０ナノメートル未満の厚さを有し
得る。これらの小さい厚さにおいてさえも、透過率の検出可能な変化が得られ得る。
【００９６】
　微小流体チャネルの幾何学的形状は、比較的高い流量においてさえも、このチャネルを
通る流体の層流を提供し得る。あるいは、さらに速い流量またはデバイス（例えば、微小
流体ミキサー）を使用することによって、乱流が使用され得る。このような混合は、潜在
的な結合パートナー間での接触の、より大きな量を提供し得る。
【００９７】
　サンプル中の分析物の存在、非存在、または量は、不透明な材料の形成によって示され
得る。不透明な材料は、光を屈折させるために使用され得るか、またはこの層が曝露され
る光と類似かもしくは異なる波長で光を放出するように励起され得るが、光の透過の測定
は、例えば、より低い設備費用および操作費用、ならびに使用の容易さに起因して、好ま
しくあり得る。いくつかの微小チャネルにおいて、不透明な層は、肉眼で見え、そして反
射性である場合には特に、照射の使用なしで検出され得る。
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【００９８】
　形成される任意の不透明な材料は、一連の不連続な独立した粒子であり得るが、１つの
実施形態においては、ほぼ平坦な形状を取る連続的な材料である。この不透明な材料は、
１ミクロンより大きいか、または１０ミクロンより大きい寸法を有し得る。この不透明な
材料は、金属であり得、そして好ましくは、無電解析出され得る金属である。これらの金
属としては、例えば、銅、ニッケル、コバルト、パラジウム、および白金が挙げられる。
金属前駆体とは、例えば、金属コロイド上に析出するための金属元素の供給源を提供し得
る材料である。例えば、金属前駆体は、硝酸銀のような金属塩溶液であり得る。１つの実
施形態において、金属前駆体は、０．１％の硝酸銀、１．７％のヒドロキノンおよび０．
１Ｍのクエン酸緩衝液（ｐＨ３．５）を含有し得る。無電解析出される材料の他のいくつ
かの例は、Ｍｏｄｅｒｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｌａｔｉｎｇ，第４版、Ｓｃｈｌｅｓｉｎｇ
ｅｒおよびＰａｕｎｏｖｉｃ、Ｗｉｌｅｙ，２０００に見出され得る。金属前駆体は、長
期間にわたって保存され得、そして数年間にわたって安定であり得るが、光学的に活性な
化合物は、ずっと短い保存有効期限を有し得る。
【００９９】
　表面と会合する任意の金属コロイドは、表面の部分にわたって広く散乱され得る。例え
ば、金に結合した抗体は、この表面の部分と会合するサンプル成分に結合し得るが、金に
結合した抗体の間には空間が存在し得、これらの抗体を不連続にする。金属前駆体が、最
初にこれらの金に結合した抗体に曝露される場合、この前駆体は、個々の金属コロイドを
中心とする粒子を形成し得る。金属（例えば、銀）が、これらの金属コロイド上に析出す
ると、これらの粒子は、より大きくなり、そしてすぐに、金属前駆体は、金コロイド上の
みでなく、先に無電解析出した金属上にもまた、金属を析出させ得る。例えば、硝酸銀溶
液は、金に結合した抗体上に先に析出した金属銀粒子上に、金属銀を析出させ得る。従っ
て、この銀の層が銀上および金上で成長し続けるにつれて、以前には独立した粒子または
金属の島であった領域が、合わさって、より大きな、連続的な不透明な材料を形成し得、
この材料は、容易に検出され得る。微小流体システムは、比較的滑らかな、連続な金属の
層を提供し得ることが見出された。この不透明な材料は、１ナノメートルより大きいか、
１０ナノメートルより大きいか、１００ナノメートルより大きいか、または１０００ナノ
メートルより大きい厚さを有し得る。いくつかの不透明な材料に対して、これらの材料は
、約１００ｎｍより大きい暑さで、完全に不透明になり得る。しかし、いくつかの実施形
態において、例えば、ハニカムまたは類似の構造が形成される場合には、いくつかの部分
における厚さは、ずっと大きくあり得、依然として、いくらかの光が透過することを可能
にする。
【０１００】
　種々の化学材料および生物材料が、本明細書中に記載される方法および装置によって、
分析され得る。分析物としては、化学物質（例えば、有機化合物）ならびに生物材料（例
えば、タンパク質、ペプチド、核酸および抗体）が挙げられる。
【０１０１】
　分析物としては、結合パートナーが見出され得る任意の分析物が挙げられる。検出され
得る分析物としては、特異的なタンパク質、ウイルス、ホルモン、薬物、核酸、および多
糖類が挙げられ、特に、抗体（例えば、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＭまたはＩｇＡ）；ＨＴＬ
Ｖ－Ｉ、ＨＩＶ、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎および非Ａ／非Ｂ型肝炎、風疹、麻疹、ヒトパルボ
ウイルスＢ１９、ムンプス、マラリア、水痘または白血病に対する免疫グロブリン；ヒト
ホルモンおよび動物ホルモン（例えば、ヒト成長ホルモン（ｈＧＭ）、ヒト絨毛性ゴナド
トロピンＷＭ）；薬物（例えば、パラセタモールまたはテオフィリン）；マーカー核酸（
例えば、遺伝フィンガープリント分析マーカー）；多糖類（例えば、ＨＬＡ組織型決定の
ための細胞表面抗原および細菌細胞壁物質）が挙げられる。検出され得る化学物質として
は、爆発物（例えば、ＴＮＴ）、神経薬、および環境に危険な化合物（例えば、ポリ塩素
化ビフェニル（ＰＣＢ）、ダイオキシン、炭化水素およびＭＴＢＥ）が挙げられる。代表
的なサンプル流体としては、生理学的流体（例えば、ヒトまたは動物の全血、血清、血漿
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、精液、涙液、尿、汗、唾液、脳脊髄液、膣分泌物）；研究に使用されるインビトロ流体
または環境流体（例えば、分析物によって汚染されていると疑われる水溶液）が挙げられ
る。
【０１０２】
　抗原が分析される場合、対応する抗体が、微小流体チャネルの表面に会合する結合パー
トナーであり得る。抗体が分析物である場合、適切な抗原が、表面に会合する結合パート
ナーであり得る。疾患状態が決定される場合、抗原を表面に取り付け、そして被験体にお
いて産生された抗体について試験することが好ましくあり得る。このような抗体としては
、例えば、ＨＩＶに対する抗体が挙げられ得る。
【０１０３】
　生物学的サンプルは、非侵襲的に得られ得る。本発明を用いて可能である低レベルの検
出は、血液よりも低濃度の抗原または抗体を代表的に含有するサンプルを使用することを
可能にする。例えば、有用なサンプルは、唾液、尿、汗、または粘液から得られ得る。サ
ンプルが非侵襲性に得られることを可能にすることによって、本発明の方法は、増加した
スループット、より安全なサンプル採取、および被験体の低い心配を提供し得る。
【０１０４】
　本発明の方法および装置は、免疫クロマトグラフィーアッセイおよびＥＬＩＳＡによっ
て達成される検出限界（ＬＯＤ）に匹敵するＬＯＤを得ることが可能であり得る。例えば
、１ｎＭ未満、そして１００ｐＭの範囲の濃度でさえ、検出され得る。このアッセイは、
定性的であっても、定量的であっても、これらの両方であってもよい。図４に図示される
ように、分析物の濃度が増加すると、それに従って、不透明な材料の見かけの吸光度が増
加する。図４において、サンプル成分（分析物）は、ＨＩＶ抗原であり、そしてサンプル
は、ヒト血清である。これらの血清の異なる希釈物が示され、そして図６において、不透
明な層の形成は、１：１０および１：１００の希釈で、コントロールと比較した場合の陽
性結果を示す。従って、存在／非存在型の試験に加えて、定量的な試験が提供され得る。
このような定量的な試験は、例えば、処置の間に患者中の抗体レベルをモニタリングする
ために、興味深くあり得る。
【０１０５】
　この方法の感度および検出限界（ＬＯＤ）は、従来技術の種々のＥＬＩＳＡ技術を用い
て得られ得るものに好ましく匹敵する。ウサギＩｇＧをアッセイする際に化学発光、蛍光
および吸光度を使用するＥＬＩＳＡと比較すると、銀の析出を使用する本発明の実施形態
は、匹敵する感度およびＬＯＤ数を提供した。感度およびＬＯＤは、ＩＵＰＡＣの定義を
使用して計算され、そして以下の表１に提供される。より高い感度数は、より高い感度を
示し、そしてより低いＬＯＤ数は、より低いＬＯＤを示す。
【０１０６】
【表１】

　別の実施形態において、代表的な免疫ベースのアッセイ（例えば、ＥＬＩＳＡ）よりも
短い実行時間を必要とする、アッセイが提供される。例えば、本発明の微小流体デバイス
を使用すると、各試薬についてのインキュベーション時間は、１０分未満であり得る。マ
イクロウェルを使用するＥＬＩＳＡ技術については、１時間～３時間のインキュベーショ
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ン時間が、代表的に、各試薬について必要とされる。従って、本発明の方法は、インキュ
ベーション時間の６分の１～１８分の１への減少を提供し得る。この時間の節約の一部は
、サンプルを精製したり、希釈したり、他の方法で調製する必要なしに、サンプルを直接
分析することに起因し得る。例えば、唾液サンプルは、希釈も、濾過も、分離も、他の調
製もせずに、チャネルを横切って流され得る。サンプルが得られる時点から結果が認識さ
れるまで、１時間未満、３０分未満、２０分未満、または１０分未満の合計時間が実現さ
れ得る。この速度の増加の１つの理由は、結合パートナー間での結合の改善された割合で
ある。これは、少なくとも部分的には、本発明の流れシステムに起因し得る。拡散または
毛管作用に依存するシステムは、所定の時間にわたって互いに曝露され得る結合パートナ
ーの数が制限される。さらに、拡散は温度依存性であり得るので、サンプルの流れを使用
する本発明は、他の方法よりも温度非依存性であり得、温度が４０℃より高温から０℃未
満まで変動し得る現場において、より頑丈なアッセイを提供する。
【０１０７】
　別の実施形態において、２つ以上の並行アッセイが実施され得る。単一のサンプルが、
微小流体デバイスを使用して、２つ以上のサンプルに物理的に分離され得る。微小流体デ
バイスは、単一の入口チャネルを有し得、この入口チャネルは、２つ、３つ、またはそれ
より多くの平行なチャネルに分岐する。並行分析は、類似かまたは同一の分析物の異なる
閾値レベルで実施され得るか、あるいは同じかまたは異なる閾値で異なる分析物について
実施され得る。コントロールもまた、並行して実施され得る。従って、単一のサンプルを
流して、サンプルが、２つ以上の分析物について、多数の閾値濃度で分析され得る。コン
トロールもまた、同時に流され得、そして使用される検出方法を較正および／または評価
する際に有用であり得る。一旦、不透明な層が形成されると、このアッセイは、延長した
時間（例えば、１ヶ月より長いかまたは１年間より長い）にわたって安定であり得、その
結果、アッセイは、後の時点で収集および分析または再分析され得る。
【０１０８】
　試薬およびサンプルは、当業者に公知の方法を使用して、または本明細書中に記載され
る方法を使用することによって、アッセイに供給され得る。
【０１０９】
　種々の決定技術が使用され得る。決定技術としては、光学ベースの技術（例えば、光透
過、吸光度、光散乱、光反射および目視技術）が挙げられ得る。検出技術はまた、伝導率
を測定し得る。例えば、微小流体チャネルの部分の反対側の端部に位置する微小電極が、
伝導性材料（例えば、無電解析出した金属）の析出を測定するために使用され得る。より
多数の個々の金属粒子が成長して互いに接触するにつれて、伝導率が増加し得、そしてそ
の部分に析出した伝導性材料（例えば、金属）の量の指標を提供し得る。従って、伝導率
または抵抗率が、分析物濃度の定量的尺度として使用され得る。
【０１１０】
　別の分析技術は、前駆体の濃度の変化を、この前駆体が微小流体チャネルに入った時点
から、この前駆体がこのチャネルを出る時点まで測定することを包含し得る。例えば、硝
酸銀溶液が使用される場合、銀感受性の電極は、この前駆体がチャネルを通過するにつれ
て銀がこのチャネルに析出することに起因する、銀濃度の損失を測定し得る。
【０１１１】
　異なる光学検出技術は、アッセイ結果を決定するための多数の選択肢を提供する。いく
つかの実施形態において、透過率または吸光度の測定とは、光が、光源から放出される波
長と同じ波長で検出され得ることを意味する。光源は、単一の波長で発光する狭帯域の表
面であり得るが、光源はまた、ある範囲の波長にわたって発光する広スペクトルの光源で
あり得る。なぜなら、多くの不透明な材料は、広範な波長を効果的に遮断し得るからであ
る。このシステムは、最少数の光学デバイスを用いて操作され得る。例えば、検出デバイ
スは、光電子増倍管を備えなくてもよく、波長選択器（例えば、格子、プリズムまたはフ
ィルタ）を備えなくてもよく、光を方向付けるかもしくは結合するためのデバイス（例え
ば、結合器）を備えなくてもよい。これらの特徴の排除または減少は、さほど高価ではな
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く、より頑丈なデバイスを生じ得る。
【０１１２】
　１つの実施形態において、光源は、１，０００Ｈｚの周波数で、パルス変調され得る。
パルス変調された光源に一致するために、検出器は、同じ周波数で作動するフィルタを備
え得る。パルス変調された光源を使用することによって、このシステムは、外来光源に対
して感度が低くあり得ることが見出された。従って、このアッセイは、種々の光条件下（
既存の技術を使用することを非実用的にし得る、広範な太陽光が挙げられる）で実施され
得る。実験結果は、パルス変調された光源およびフィルタを使用することによって、結果
が、その試験が実施される光条件にかかわらず一貫していることを示す。
【０１１３】
　光源は、レーザーダイオードであり得る。例えば、６５４ｎｍで発光する、ＩｎＧａＡ
ｌＰ赤色半導体レーザーダイオードが、使用され得る。光検出器は、この光源によって放
出される光の透過を検出し得る、任意のデバイスであり得る。１つの型の光検出器は、７
００ｎｍにピーク感度を有するフォトダイオード、増幅器、および電圧調節器を備える、
光学集積回路（ＩＣ）である。光源がパルス変調される場合、この光検出器は、選択され
た周波数ではない光の影響を除去するためのフィルタを備え得る。
【実施例】
【０１１４】
　（実施例１）
　（試薬カートリッジの製造）
　管、またはカートリッジを、市販されているポリエチレン（ＰＥ）チュービングを、３
０ｃｍの長さの単位に切断することによって、準備した。このカートリッジを充填するこ
とに対して調査した２つの方法を、図１３および図１４に図示する。図１４に示される方
法において、６つまでのＰＥカートリッジを、電圧ゲート弁のアレイに接続し、このアレ
イを、次に、６ｋＰａの減圧供給源に接続した。自家製のＬａｂｖｉｅｗプログラムで生
成した電圧パルスで、電圧ゲート弁を操作した。試薬の充填を開始する前に、これらのカ
ートリッジに、洗浄用緩衝液（ＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎ（登録商標）２０）を満た
し、そしてこれらの弁を作動させて、２ｃｍの空気のプラグをこのカートリッジにポンプ
で入れた。次いで、これらのカートリッジを適切な液体中に浸漬し、そして弁を操作する
ことによって、液体のプラグを、このカートリッジ内に吸引した。５秒間の作動時間によ
って、３ｃｍの長さのプラグ、すなわち、約１３．５μＬの体積が得られた。各液体プラ
グの間で、空気をこのカートリッジ内に吸引して、各試薬を物理的に隔離し、そしてこの
カートリッジ内での試薬の混合を回避した。弁およびカートリッジをホルダに固定し、こ
のホルダを９６ウェルプレート上に取り付け、そして試薬のストック溶液を、適切な順序
で、ウェル内に入れた。このシステムを使用して、試薬のプラグを、プラグの長さに換算
して±１４％未満の精度で、６つの平行なカートリッジに正確に満たした。
【０１１５】
　図１４に示される第二の方法は、一端で１本のＰＥチュービングに接続した、手で作動
させるハミルトン注射器を使用した。このアプローチは、上記方法より技術的に単純であ
り得、そして制限された数のカートリッジの準備のために、より適切であり得る。カート
リッジの準備が完了したら、チュービングの端部を熱シールし、そのカートリッジを、弁
／注射器から抜き取り、そして他方の端部を熱シールした。異種免疫アッセイのための１
０のプラグを収容するカートリッジを準備した。
【０１１６】
　各流体プラグの間に位置する空気プラグは、異なる試薬間での混合がカートリッジ内で
起こらないことを保証した。染色したプラグを使用して、これらのプラグがチュービング
内に移動する際に、残留物が少ないままであることが観察された。後に続くプラグが、こ
の残留物を収集することがわかった。このプロセスは、プラグ間での相互汚染を生じた。
複数の異なるプラグは、この残留物を除去する際に、より効果的であり得る。相互汚染を
定量するため、そしていかに多くのリンス用プラグが、この残留物を認容可能なレベルま
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で低下させ得るかを決定するために、カートリッジに、５０ｍＭの炭酸緩衝液（ｐＨ９．
５）に溶解したフルオレセインのプラグを、図１４に示される方法を使用して満たした。
フルオレセインのプラグを、種々の濃度で充填し、それに続いて、１つ以上の緩衝液のプ
ラグを充填した。このカートリッジを、２５ｍｍ長、５０×５０μｍの微小流体チャネル
の入口に接続し、そしてこのチャネル内での蛍光強度を、プラグをこの微小チャネルに通
してポンプ送達する際に、記録した。結果を、図１６ｂおよび図１６ｃに示す。検出器は
、フルオレセインの希釈系列に対する線形応答を示した。このことは、これらのデータが
、処理を定量するために使用され得ることを示す。以下の３つの緩衝液プラグ中３１μＭ
のフルオレセイン溶液から続くプラグ間での汚染の程度の定量は、（バックグラウンドの
減算後に）３１μＭのフルオレセインプラグに対して、７％、０．９％および０．１％の
蛍光の濃縮を示した。２５０μＭのフルオレセインのプラグからの相互汚染を測定した。
２５０μＭのフルオレセイン溶液に続く６つのプラグ中のフルオレセインの存在を、決定
した。２５０μＭのフルオレセインプラグの信号は、検出器を飽和させたが、蛍光は、（
フルオレセインプラグに続く）最初の３つのプラグにおいてのみ検出された。これらの観
察は、各試薬プラグの間の３つの緩衝液プラグが、相互汚染を防止するために十分である
ことを示した。従って、カートリッジ内に３つ以上の緩衝液プラグを導入することは、二
重の機能で働き得る：（ｉ）カートリッジ内でのプラグ間の汚染を防止する、および（ｉ
ｉ）マイクロタイターアッセイのような用途において望ましくあり得るような、洗浄工程
の前に、基質をリンスする。
【０１１７】
　空気に加えて、パーフルオロデカリン（ＰＦＤ）を、隔離流体として評価した。水溶液
は、親水性マイクロチャネルを、ＰＦＤが濡らすよりもよく濡らした。ＰＦＤプラグが微
小流体チャネルに入ると、このＰＦＤプラグは、この微小チャネルから水溶液を部分的に
のみ押し流した。従って、得られるインキュベーション時間および洗浄効率は、再現性が
なかった。気体のプラグは、所定の圧力差において、ＰＦＤプラグより速くこの微小チャ
ネルを通って移動する。周囲温度において、空気は、約２０μＰａ・ｓの粘度を有し、一
方で、ＰＦＤの粘度は、約５ｍＰａ・ｓであり、すなわち、空気の粘度より２５０倍高い
。圧力勾配の適用の際に、チャネルを通る体積流量は、その流体の粘度に逆比例する。従
って、空気のプラグは、ＰＦＤのプラグより約２５０倍速く移動する。図１５に示される
ように、カートリッジ内の空気プラグは、試薬プラグと類似の長さを有する。しかし、空
気が速く移動することに起因して、検出器の読取りは、２つのフルオレセインプラグの間
で経過する時間が、１０秒未満であることを示す。比較として、水と非混和性の液体（例
えば、ＰＦＤ）から作製された、類似の長さの隔離プラグは、この微小チャネルを通って
移動するために、数分間かかった。従って、全アッセイ時間は、試薬プラグの間で液体ベ
ースの隔離物の代わりに気体ベースの隔離物が使用される場合に、かなり減少し得る。
【０１１８】
　（実施例２）
　異種免疫アッセイを、一連の流体プラグを収容するカートリッジと組み合わせて使用す
ることを評価するために、実験を設計および実行した。サンプルを除く全ての必要な試薬
を、カートリッジに入れた。このカートリッジを、上記実施例１に記載されるように作製
した。
【０１１９】
　フォトリソグラフィーのためのフォトマスクを、ＰａｇｅＷｏｒｋｓ（Ｃａｍｂｒｉｄ
ｇｅ，ＭＡ）から入手した。陰刻フォトレジストＳＵ８を、Ｍｉｃｒｏｃｈｅｍ（Ｎｅｗ
ｔｏｎ，ＭＡ）から入手した。ポリ（ジメチルシロキサン）Ｓｙｌｇａｒｄ１８４（ＰＤ
ＭＳ）を、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）から入手した。ポリスチレ
ン基板を、ＮＵＮＣ（Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ、ＮＹ）から購入した。抗ウサギ免疫グロブリ
ンＧ（ＩｇＧ）および抗マウスＩｇＧを、Ｓｉｇｍａ（Ｓｔ－Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から購
入し、そしてＡｌｅｘａ－４８８ロバ抗ヒツジＩｇＧを、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂ
ｅｓ（Ｅｕｇｅｎｅ，ＯＲ）から入手した。手で作動される真空ポンプおよびポリエチレ
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ンチュービング（Ｉｎｔｒａｍｅｄｉｃ　ＰＥ－６０，０．７６ｍｍ内径および１．２２
ｍｍ外径）を、ＶＷＲ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇ
ｈ，ＰＡ）から購入した。他の全ての化学物質は、分析等級のものであり、そして化学物
質供給者から入手可能である。
【０１２０】
　（微小流体プラットフォームの準備）
　微小チャネルを有するＰＤＭＳレプリカを、米国特許第６，６４５，４３２号およびＳ
ａｍｕｅｌ　ＳｉａらのＰＣＴ出願（発明の名称「Ａｓｓａｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　
Ｍｅｔｈｏｄ」、２００４年１２月２９日出願、代理人事件番号Ｈ０４９８．７０２１１
）（これらの両方は、その全体が本明細書中に参考として援用される）に記載されるよう
に、迅速な原型作製によって、準備した。微小流体設計を使用して、抗原のストリップ（
２つの平行なチャネル、３０ｍｍ長、２００μｍ幅および６０μｍ深さ）をパターン付け
し、そして第二の設計を使用して、免疫アッセイ（６つの平行なチャネル、５０ｍｍ長、
６３μｍ深さ）を実施した。これらのチャネルは、それぞれ１０ｍｍである５つのセクシ
ョンからなり、入口および出口の隣の幅が５００μｍであり、中心部（ここで、異種免疫
アッセイが起こる）が５０μｍであり、そして中間セグメントが２５０μｍであった。こ
の幾何学的形状により、流れに対する抵抗が制限された（すなわち、流体は、最小の圧力
低下で流体力学的流れでポンプ送達され得る）、長いチャネル（すなわち、６つの入口お
よび６つの出口が互いから幾何学的に分離され得る）が得られた。パターン付けのための
ＰＤＭＳレプリカを、ポリスチレン基板に非永続的に（すなわち、プラズマ酸化を用いず
に）シールし、そして２つの平行なチャネルに、ＰＢＳ中５０μｇのウサギＩｇＧの溶液
および５０μｇのマウスＩｇＧの溶液を満たした。室温で９０分間のインキュベーション
時間の後に、これらのチャネルを空にし、そしてＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎの新鮮な
溶液で２回リンスした。ＰＤＭＳスラブを剥がし、そしてポリスチレン基板を脱イオン水
（伝導率１８ＭΩより大）でリンスし、そして窒素銃で乾燥させた。入口および出口を、
１．６ｍｍの外径を有する鋭利な医療用針（ゲージ１６Ｇ１１／２）を使用して、第二の
ＰＤＭＳスラブ中に（免疫アッセイのために）抜き出した。この改変した針によってＰＤ
ＭＳに残された穴は、ＰＥ－６０チュービングを挿入するために充分に大きく、そしてカ
ートリッジと微小チャネルとの間の密なシールを可能にした。第二のＰＤＭＳスラブを、
ポリスチレン基板に非永続的にシールし、その微小チャネルを、抗原のストリップに直交
させて配向させた。６つの微小チャネルに、ＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎの新鮮な溶液
を満たして、露出した表面を、少なくとも２時間ブロックした。
【０１２１】
　（異種免疫アッセイ）
　これらのカートリッジを、微小流体チャネルの入口に挿入し、そして出口を、減圧の供
給源に接続した。アッセイの間中、減圧の一定した供給源を確実にするために、手で操作
されるポンプを、１Ｌの丸底フラスコに接続し、バラストとして作用させた。次に、６つ
のＰＥ－６０管を、このバラストとこの微小流体チップの出口との間に接続した。このバ
ラストの内部に－１５ｋＰａの圧力差が達成されるまで、ポンプを作動させることによっ
て、アッセイを開始し、カートリッジの内容物を、この微小流体チャネル内に分配した。
抗原のストライプ上（すなわち、免疫複合体が構築される箇所）およびこのストライプの
外側（すなわち、非特異的結合およびノイズレベルが測定される箇所）の蛍光強度を定量
し、そして減算して、信号強度を得た。
【０１２２】
　データを図２２に提供し、そして内部標準として８ｃｍのプラグについて得た滴定曲線
を使用して、日ごとの変動について補償した。各滴定曲線は、１日の間隔をおいて得た３
つの実験曲線の平均を表す。内部標準に対するＳ字曲線の当てはめを計算し、そしてこれ
らのデータを、ｙ＝ａ・ｘ＋ｂの関係を用いて、このＳ字曲線の当てはめのために変換し
た。定数ａおよびｂの値は、抗ウサギＩｇＧの最低濃度でｙ＝０であり最高濃度でｙ＝１
０００である当てはめを得るために必要とされた。全ての実験データを、ｙ＝ａ・ｘ＋ｂ
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の関係を使用して変換し、そして３つのデータ点の平均を計算した。図２２に提供される
データを、第三の微小流体チップを内部標準として使用して、日ごとの変動について補償
した。４つの平行なチャネル（５０ｍｍ長、５０μｍ幅および５０μｍ深さ）からなる較
正器に、５０ｍＭ炭酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ９．５５）中０．５μＭ、１μＭ、２μＭ
および４μＭのフルオレセインの溶液を満たした。測定の各毎日のセットについて、新た
な較正器を、新たな微小流体チップおよび適切なフルオレセイン溶液から準備した。蛍光
強度プロット対フルオレセイン濃度は、直線を生じ、この直線を、線形回帰によって当て
はめた。免疫アッセイについて得られた各蛍光データ点を、この直線の当てはめの結果を
用いて、切片の値を減算し、次いで傾きで除算することによって、個々に処理した。
【０１２３】
　試薬の連続的な送達のためにカートリッジを使用することを説明するために、ウサギＩ
ｇＧ（抗ウサギ）に対して惹起された、免疫グロブリンＧ（ＩｇＧ）の検出のための微小
流体異種免疫アッセイを実施した。カートリッジを、上記のように、ヒツジ抗ウサギＩｇ
Ｇ、ＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎ、Ａｌｅｘａ４８８標識したロバ抗ヒツジＩｇＧおよ
びＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎを含むプラグの順序を用いて、各抗体含有プラグの後に
ＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎの３つのプラグがくるようにして、準備した（図１７を参
照のこと）。ＰＤＭＳレプリカを、構造決定していないポリスチレン基板上にシールした
。２つの平行な微小チャネルを、一方をウサギＩｇＧの溶液で、そして他方をマウスＩｇ
Ｇの溶液で満たした。インキュベーション後、ＰＤＭＳスラブを除去して、ポリスチレン
基板上に物理吸着したウサギＩｇＧおよびマウスＩｇＧのバンドを露出させた。免疫アッ
セイを実施するために、６つの微小流体チャネルを有する第二のＰＤＭＳスラブを、抗原
のストライプに直交させて配置し（図１８を参照のこと）、そしてこの微小チャネル中の
ポリスチレンの表面を、ＰＢＳ中０．０５％のＴｗｅｅｎ２０でブロックした。このカー
トリッジを、微小チャネルの入口に接続し、そして－１５ｋＰａの減圧を、手で作動され
る真空ポンプを使用して、出口に適用した。試薬を、微小流体プラットフォームに連続的
に送達した。蛍光顕微鏡による微小チャネルの観察により、ウサギＩｇＧストライプ上に
構築した蛍光免疫複合体から生じる明瞭な蛍光信号が明らかになり（図１９および図２０
を参照のこと）、そしてマウスＩｇＧストライプの外側では、蛍光は検出されなかった。
いくらかの非特異的結合が、高濃度のタンパク質を含むサンプルを使用した場合に、マウ
スＩｇＧの表面に観察された。この免疫アッセイを実施するための全アッセイ時間は、カ
ートリッジ内のプラグの長さに依存して、２分間と８分間との間で調節可能であった（以
下を参照のこと）。
【０１２４】
　抗ウサギＩｇＧの異種免疫アッセイのダイナミックレンジを、カートリッジ内で抗ウサ
ギＩｇＧの一連の１０倍希釈物を用いてこのアッセイを実施することによって、決定した
。サンプルのインキュベーション時間は、このアッセイの性能に直接影響を与える。上記
技術を使用して達成されるダイナミックレンジを、信号をインキュベーション時間の関数
として読取ることによって、決定した。プラグの長さは、インキュベーション時間に直接
比例し得るので、抗体含有プラグの長さが２ｃｍ～４ｃｍおよび８ｃｍに変動するカート
リッジを準備した。これらのカートリッジ内で、両方の抗体含有プラグの後に、３つのリ
ンスプラグ（０．５ｃｍ、２．３μＬ）およびＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎを含有する
１つの洗浄プラグ（１ｃｍ、４．５μＬ）を入れた（図２１を参照のこと）。抗体含有プ
ラグについての特異的なインキュベーション時間および全アッセイ時間を、以下の表２に
与える。より長いインキュベーションを使用した場合に、極大信号は増加し、そして８ｃ
ｍ長のプラグを使用した場合のダイナミックレンジは、２ｃｍ長のプラグを用いるアッセ
イと比較して、低いサンプル濃度の方へ約１桁移動した。
【０１２５】
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【表２】

　（実施例３）
　（カートリッジの保存）
　カートリッジは、アッセイが実施される前の、試薬のための長期間保存容器として働き
得る。これらのカートリッジ内の試薬の長期間の安定性を、１６７ｎＭの抗ウサギＩｇＧ
のサンプルを充填した約７０個のカートリッジを準備し、そしてこれらを１２日間にわた
って使用することによって、評価した。抗体含有プラグは、８ｃｍ長であった。カートリ
ッジの準備の直後に、アッセイを、６つのカートリッジを用いて２つの平行なチップで実
施し、そして免疫複合体から発する蛍光信号を記録した。残りのカートリッジを、３つの
バッチに分け、それぞれを、異なる温度（４℃、室温、および３７℃）で保存した。その
後、免疫アッセイを、新たに準備した２つのチップで、各バッチからの４つのカートリッ
ジを用いて繰り返した。図１８に図示されるシステムは、平行して６つまでのカートリッ
ジを収容し得る。全てのバッチからの２つのカートリッジを各チップ上で使用し、そして
平均蛍光信号を、保存時間の関数としてプロットした（図２３を参照のこと）。信号のわ
ずかな減少が観察された（図２３の実線を参照のこと。これは、１２個のデータ点全てに
ついての、記録された平均蛍光強度を表す）。所定のチップ上で、小さい変動（すなわち
、代表的に、５％未満）が、異なる温度で保存されたカートリッジから得られた信号の間
で観察された。しかし、チップ間の変動は、同じチップ上でのカートリッジ間の変動より
も大きかった（時々、２５％）。このことは、微小流体プラットフォームの準備のための
手順が、免疫アッセイ結果の再現性の低下の原因であり得ることを示唆する。しかし、異
なる温度で保存されたが同じチップ上で使用されたカートリッジから得られた信号の比較
は、保存条件に関連する信号の損失を、信頼性高く評価する。図２３に図示されるグラフ
から、４℃または２０℃で保存されたカートリッジと比較して、活性の有意な損失なく、
３７℃もの高い温度で２週間保存され得ることが見出された。４週間後、３７℃で保存さ
れたカートリッジは、４℃または２０℃で保存されたカートリッジと比較して、活性の低
下を示した。２０℃で保存したカートリッジ中の免疫試薬の全体的な活性は、延長した期
間にわたって、本質的に変化しないままであった。このことは、新たに準備されたカート
リッジと、２０℃、３７℃および４℃で４週間保存されたカートリッジとを使用して、抗
ウサギＩｇＧについて得られた滴定曲線を比較することによって、決定された。
【０１２６】
　（実施例４）
　（アッセイの評価）
　本発明の方法と既存の方法とを比較するために、本発明の方法とＥＬＩＳＡ技術とを使
用して、化学発光、蛍光および吸光度を用いて、ＨＩＶ抗体をアッセイするための実験を
設計した。手順および結果を、以下に記載する。
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【０１２７】
　試薬および設備を、以下のように入手した。ウサギＩｇＧ、抗ウサギＩｇＧ（西洋ワサ
ビペルオキシダーゼに結合）、抗ウサギＩｇＧ（アルカリホスファターゼに結合）、抗ウ
サギＩｇＧ（金に結合）、ｐ－ニトロフェニルホスフェート（ｐＮＰＰ）および銀増強キ
ットを、Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から入手した。Ａｔｔ
ｏＰｈｏｓを、Ｐｒｏｍｅｇａ　Ｃｏｒｐ．（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ　ＷＩ）から購入した
。ＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　ＥＬＩＳＡ　Ｆｅｍｔｏ　Ｍａｘを、Ｐｉｅｒｃｅ（Ｒｏｃ
ｋｆｏｒｄ，ＩＬ）から購入した。ＢｌｕｅＰｈｏｓホスファターゼ基質を、ＫＰＬ（Ｇ
ａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，ＭＤ）から購入した。ＨＩＶ　Ｅｎｖ抗原（ｇｐ４１）を、Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ（Ｆｌａｎｄｅｒｓ，ＮＪ）から購入した。Ｈ
ＩＶ陽性血清およびコントロール血清を、Ｇｏｌｄｅｎ　Ｗｅｓｔ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌｓ　Ｉｎｃ．（Ｔｅｍｅｃｕｌａ，ＣＡ）から購入した。
【０１２８】
　９６ウェルマイクロタイタープレートでの免疫アッセイを、Ｔｅｃａｎ　Ｇｅｎｅｓｉ
ｓ液体取り扱いロボット（Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
，Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）を使用して実施した。以下のＮｕｎｃ　Ｍａ
ｘｉＳｏｒｐポリスチレンプレートを、銀の還元およびＥＬＩＳＡアッセイのために使用
した：銀の還元および吸光度について、透明なプレート、蛍光について、黒色のプレート
、ならびに化学発光について、白色のプレート。１０倍希釈物（１０μｇ／ｍＬから１０
０ｐｇ／ｍＬ、これは、６７ｎＭから６７０ｆＭに対応した）中のウサギＩｇＧ（各ウェ
ルについて７０μＬ）を、１列を除いてマイクロウェルに添加した。この１列には、陰性
コントロールとして、ＰＢＳを添加した；インキュベーション時間は、２時間であった。
次いで、ブロック緩衝液（ＰＢＳ中０．０５％Ｔｗｅｅｎ－２０および１％ＢＳＡ）を添
加し、そして３０分間インキュベートした。二次抗体については、１：３００抗ウサギＩ
ｇＧ（金に結合）、１：１０００抗ウサギＩｇＧ（アルカリホスファターゼ）、および１
：１０００抗ウサギＩｇＧ（西洋ワサビペルオキシダーゼ）の希釈物（ＰＢＳ中０．０５
％Ｔｗｅｅｎ－２０を３０μＬ）を使用した；インキュベーション時間は、１時間であっ
た。ＥＬＩＳＡ基質については、ｐＮＰＰ（１００μＬ；３分間のインキュベーション）
、ＡｔｔｏＰｈｏｓ（１００μＬ、開封後１週間以内に使用；１０分間のインキュベーシ
ョン）、およびＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　Ｆｅｍｔｏ　ＥＬＩＳＡ（１００μＬ；５分後
）であった。銀増強については、銀の溶液および開始剤の溶液（４℃）を、１：１の比で
、展開の直前に混合した；これを、０．２μｍのフィルタに通して濾過し、そして１００
μＬを、各ウェルに添加した。２０分間のインキュベーション後、銀増強剤溶液を除去し
、そして各ウェルを、水で洗浄した。一般に、銀増強溶液を４℃から室温に温めることに
より、銀の析出速度が増加した。各新たな試薬の添加の間に、各ウェルを、ＰＢＳで３回
洗浄したが、以下を例外とした：ＡｇＣｌの沈殿を回避するために、抗ウサギＩｇＧ（金
）を用いるインキュベーション後、銀増強前にウェルを洗浄するために、脱イオン水を使
用した。使用したプレートリーダーは、吸光度測定についてはＳｐｅｃｔｒａｍａｘ　Ｐ
ｌｕｓ　３８４であり、そして蛍光および化学発光の測定については、Ｓｐｅｃｔｒａｍ
ａｘ　Ｇｅｍｉｎｉ　ＸＳであった。
【０１２９】
　光学ＩＣの出力は、光の透過率であった；見かけの吸光度の値を、関係Ａ＝－ｌｏｇ（
Ｔ／Ｔ０）を使用して計算した。ここで、Ａは、吸光度であり、そしてＴおよびＴ０は、
それぞれ、光検出器までサンプルおよび参照を通る光の透過率である。空気を、このプレ
ートリーダーの参照として使用し、そしてブランクのポリスチレンプレートを、可搬検出
器についての参照として使用した。
【０１３０】
　吸光度、蛍光、および化学発光の読取り（ｙ）を、ソフトウェアＫａｌｅｉｄａｇｒａ
ｐｈを使用し、そして以下の式：ｙ＝Ａｘｎ／（Ｂ＋ｘｎ）＋Ｃを使用して、Ｓ字曲線に
当てはめた。ここで、ｘは、分析物の濃度であり、そしてＡ、Ｂ、Ｃおよびｎは、浮動パ
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ラメータである。結果を、図７に示す。この式は、浮動パラメータの可能な最低数（４）
を用いる、一般的なＳ字曲線を記載する。４つ全ての滴定についての極性の当てはめは、
０．９９を超える相関係数を与えた。４つ全ての滴定についての読取りｙを、各データセ
ットを一次変換してＡ＝１（ｘが無限大に接近するときの漸近線）およびＣ＝０（ｙ切片
）の値を達成することによって、同じスケール（０～１）に標準化した。
【０１３１】
　検出の限界を、ＩＵＰＡＣの定義（ブランクサンプル（「ノイズ」）の標準偏差の３倍
を傾き（「感度」）で除算したもの）に従って計算した。ウサギＩｇＧを含まないサンプ
ル（すなわち、陰性コントロール）において、（信号を０～１に標準化した後に）最低か
ら最高までのノイズを示した方法は：ｐＮＰＰの吸光度については、０．００６、Ｓｕｐ
ｅｒＳｉｎｇａｌ　ＥＬＩＳＡ　Ｆｅｍｔｏ　Ｍａｘの化学発光については、０．０１４
、銀（可搬検出器を使用）については、０．０２３、およびＡｔｔｏＰｈｏｓの蛍光につ
いては、０．０６６であった。最高から最低までの感度（これらを、検出の線形検量範囲
の中央部におけるベストフィット曲線の傾きとして測定した）を示した方法は（１００ｐ
Ｍの分析物あたりの標準化した単位で）：化学発光については、０．１９３、蛍光につい
ては、０．１２１、銀については、０．０７８、および吸光度については、０．０３５で
あった。
【０１３２】
　ＡＦＭによる分析のための免疫アッセイサンプルを調製するために、穴（直径４ｍｍ）
を、ＰＤＭＳスラブに先行し、そしてこのＰＤＭＳスラブを、ポリスチレン基板上に配置
した。免疫アッセイを、個々のＰＤＭＳウェルにおいて実施した。銀現像の後に、ＰＤＭ
Ｓスラブを除去し、そして平坦なポリスチレン基板上のサンプルを、タッピングモードＡ
ＦＭによって分析した。ＡＦＭを、Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　３１００　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　
Ｐｒｏｂｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｓａｎ
ｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，ＣＡ）を用いて、タッピングモードで、シリコンプローブ（Ｓｉ
＃ＭＰＰ－１１１０００；ＮａｎｏＤｅｖｉｃｅｓ，Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ，ＣＡ
）を用いて、０．３５Ｈｚの操作速度で実施した。ＡＦＭ顕微鏡写真を、図８に提供する
。最大の銀顆粒を有するサンプルについて、線が観察された。このことは、銀粒子が、こ
の表面にゆるく結合したことを示唆する。
【０１３３】
　微小流体デバイスを、ＰＤＭＳ中に、ソフトリソグラフィで、公開された手順を使用し
て製造した。これらの微小チャネルの寸法は、幅２ｍｍおよび高さ１３０μｍであった。
最初に、ポリスチレン基板を、ＨＩＶ　Ｅｎｖ抗原（１０μｇ／ｍＬ）のストライプで、
この抗原溶液でＰＤＭＳチャネル（ポリスチレンプレート上に一致させてシールした）を
満たすことによって、パターン付けした。一晩のインキュベーション後、これらのチャネ
ルをからにし、ＰＤＭＳスラブをこのポリスチレン表面から除去し、そしてこの表面を、
脱イオン水でリンスした。抗原のストライプを、ＰＤＭＳの構造決定していないスラブで
覆い、そしてポリスチレンの残りの表面を、酸素プラズマで酸化した。プラズマから保護
するＰＤＭＳスラブの除去後、別の微小流体チャネル（これもまた、新たにプラズマで酸
化した）を、抗原ストライプに直交させてシールした。これらの微小チャネルの寸法は、
幅２ｍｍおよび高さ４０μｍであった；このチャネルの幅は、可搬検出器を用いて信号を
記録するために十分に大きくなければならない。ＰＤＭＳがたるむことを回避するために
、ピラー（表面積の１２％を占める）を、このチャネル設計に含めた。抗ＨＩＶ抗体アッ
セイを、この微小流体チャネル内で、以下のインキュベーション時間を用いて実施した：
ブロッキングについて１時間～４時間、サンプルについて１０分間、金で標識した抗ヒト
ＩｇＧについて１０分間、および銀増強溶液について１３．５分間。６．５分間の銀増強
の後に、銀溶液を、新たに調製したもので増強した。ＰＤＭＳ微小チャネルを、最初の抗
原のストライプの上方に除去し、その後、銀フィルムの光学濃度を測定した。マイクロウ
ェル内でのＨＩＶアッセイを、以下のインキュベーション時間を用いて実施した：ＨＩＶ
　Ｅｎｖ抗原について一晩、ブロッキングについて２時間、サンプルについて３時間、金



(41) JP 5580186 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

で標識した抗ヒトＩｇＧについて１時間、および銀増強溶液について１０分間。
【０１３４】
　各濃度のウサギＩｇＧおよび各希釈のヒト血清について、三連の免疫アッセイを実施し
、そして平均値および標準偏差を計算した。
【０１３５】
　電気回路は、送信セクションおよび受信セクションからなった。送信セクションにおい
て、１ｋＨｚの発振器が、レーザーダイオードの光出力を変調した。赤色半導体レーザー
ダイオード（Ｓｈａｒｐ　ＧＨ０６５１０Ｂ２Ａ；通常、ＤＶＤなどの光データ格納用途
で使用される）を使用した；このダイオードは、６５４ｎｍの波長で発光し、最大電力は
、１０ｍＷであった。このレーザーの出力は、サンプルを通って受信セクションに進んだ
。光学ＩＣ（Ｓｈａｒｐ　ＩＳ４５５；通常、写真複写機で使用される）で、信号を検出
し、そして増幅した。ＩＳ４５５は、入力照射に対して、線形の出力電流を提供した（１
ルクスあたり１μＡ）。（赤色レーザーダイオードおよび光学ＩＣの寸法は、それぞれ、
５．６ｍｍおよび＄１０、ならびに５．０ｍｍおよび＄２であった）。次いで、信号を、
１ｋＨｚを中心とする二次帯域フィルタで濾波し、そしてその振幅を、ピーク検出器によ
って記録した。このピーク検出器の出力を、アナログ／デジタル変換器に接続し、この変
換器はまた、その出力を二進化十進数（Ｉｎｔｅｒｓｉｌ　ＩＣＬ７１０６）に符号化し
た。この信号は、３．５ディジットの液晶ディスプレイに表示され、このディスプレイは
、０から１９９９の範囲の出力読取りを提供した。この回路全体を、９Ｖのバッテリまた
は単極５Ｖ電源のいずれかで作動させた。この電源を、ＣＭＯＳ電圧変換器（Ｉｎｔｅｒ
ｓｉｌ　ＩＣＬ７６６０）で、±５Ｖの供給を生じるように反転させた。このシステム中
のノイズを低下させるために、１ｋＨｚの光学信号のパルス変調を使用して、周波数スペ
クトルにおけるノイズ電力をフィルタリングした；その結果、受信フィルタの通過帯域に
適合する光学ノイズの部分のみが、検出されたノイズ全体に寄与した。このシステムはま
た、信号変調なしで（すなわち、直流で）使用され得る。
【０１３６】
　レーザーダイオードおよび光学ＩＣを、２つの別々の回路基板上に配置し、これらの回
路基板を、固定された配向で保持して、光源から光検出器までの光路の一定の整列を確実
にした。光源と光検出器との間に、ガラス板を配置した。光路とピンホール整列した黒色
の透明体を、このガラス板上に配置して、サンプルに入らなかった迷光の透過を遮断した
。測定を記録するために、ポリスチレンプレート（９６ウェルプレートまたは微小流体デ
バイスを備えるプレートのいずれか）を、このガラス板上に配置した。サンプルをおよそ
ピンホールの上方に配置し、そしてポリスチレンプレートのｘ位置およびｙ位置を、極大
透過率が達成されるまで微調整することによって、サンプルを光路と整列させた。液晶デ
ィスプレイからの読取りを記録した。
【０１３７】
　分析物に無関係に２つの検出方法を比較するために、９６ウェルプレートのマイクロウ
ェルを、ＩＣおよび市販のプレートリーダーによる読取りに供した。
【０１３８】
　異なる濃度のＢｌｕｅＰｈｏｓ（これは、ＵＶ－可視吸光度プレートリーダーおよび光
学ＩＣによって測定される場合、６００ｎｍにおいて極大吸収を示す）を含有するマイク
ロウェルの吸光度を、この研究において記載する。直接ＥＬＩＳＡを、分析物としての０
．６７ｐＭ～０．６７ｎＭのウサギＩｇＧに対して、アルカリホスファターゼおよびホス
ファターゼ基質としてのＢｌｕｅＰｈｏｓに結合した抗ウサギＩｇＧを用いて実施した。
結果を、図１０および図１１に示す。両方のデバイスを用いる測定を、６５４ｎｍにて実
施した。線形回帰によるベストフィット直線を示す（相関係数０．９９８、傾き１．０１
、ｙ切片０．０８）。エラーバーは、３つの異なるマイクロウェルの測定の標準偏差であ
る。
【０１３９】
　このアッセイ（比色定量生成物が、マイクロウェル中の不均質な溶液である）において
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面上への銀の析出の不均一性が、これらの２つの測定方法の間の不完全な一致に寄与した
かもしれない。これによって、同じウェルの異なる部分が、レーザーダイオードおよびプ
レートリーダーによってサンプリングされた（相関係数０．９９６）。
【０１４０】
　（実施例５）
　１つの実施形態および光学検出デバイスの概略表現を、図９に提供する。（Ａ）レーザ
ーダイオードからの赤色光が、サンプルを収容する銀でコーティングされたマイクロウェ
ルを通過して、光学ＩＣに達する。ピンホールを、このサンプルを通過しなかった迷光を
ブロックするために、使用した。レーザーダイオードおよび光学ＩＣを、同じ回路によっ
て駆動し、この回路はまた、測定された透過率の値を示す、集積された液晶ディスプレイ
を有した。
【０１４１】
　（実施例６）
　図１０は、光学ＩＣおよびＵＶ－可視プレートリーダーを使用する、免疫アッセイの読
取りの比較を提供する。銀還元を使用する免疫アッセイを、ウサギＩｇＧを検出する９６
ウェルプレートで実施した。マイクロウェル上の銀フィルムの光学顕微鏡写真を、各サン
プルについて示す。各マイクロウェルの見かけの吸光度を、光学ＩＣによって測定し、そ
してＵＶ－可視プレートリーダーによる読取りと比較した。両方の測定を、６５４ｎｍで
実施した。線形回帰によるベストフィット直線は、０．９８９の相関係数、１．１２の傾
き、および０．１６のｙ切片を有する。
【０１４２】
　本発明の少なくとも１つの実施形態の数個の局面をこのように記載したので、種々の代
替、改変、および改善が、当業者に容易に想到することが理解される。このような代替、
改変、および改善は、本開示の一部であることが意図され、そして本発明の精神および範
囲内であることが意図される。従って、上記説明および図は、例示のみである。
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