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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】小さな試料体積を使用する分析方法を提供する
。
【解決手段】（ａ）取得された分析物を含有する試料を
準備するステップ、（ｂ）異なる構成になるように互い
に対して移動可能な第１のプレートと第２のプレートを
取得するステップであって、それぞれのプレートが平坦
な試料接触面を有し、プレートの１つ又は２つはそれぞ
れの試料接触面に固定されたスペーサを含み、（ｃ）プ
レートが開放構成で構成されている時に、試料をプレー
トの１つ又は２つに付着させるステップ、（ｄ）（ｃ）
の後、２つのプレートを一体にして閉鎖構成にするステ
ップであって、試料の少なくとも一部が均一な厚さの層
を形成し、均一な厚さがプレートの試料接触面によって
制限され、層の均一な厚さがスペーサとプレートによっ
て調節され、（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、均
一な厚さの層内の分析物を分析するステップを含む、試
料を分析するための方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）取得された分析物を含有する試料を準備するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレートと第２のプレー
トを取得するステップであって、それぞれのプレートが、平坦な試料接触面を有し、１つ
又は２つのプレートが可撓性であり、前記プレートの１つ又は２つはそれぞれの試料接触
面に固定されたスペーサを含み、前記スペーサは、柱形状、平坦な上面、所定の均一な高
さ、及び、前記分析物の大きさより少なくとも２倍大きい所定の一定のスペーサ間距離を
有し、前記スペーサのヤング率と前記スペーサの充填率との乗算値は、２ＭＰａ以上であ
り、前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比である、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの１つ
又は２つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記２つのプレートが部分的
又は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構
成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記２つのプレートを一体にして閉鎖構成にするステップであって
、前記試料の少なくとも一部が均一な厚さの層を形成し、前記均一な厚さが前記プレート
の前記試料接触面によって制限され、前記層の前記均一な厚さが前記スペーサと前記プレ
ートによって調節される、ステップ、並びに
　（ｅ）前記プレートが前記閉鎖構成にある間に、前記均一な厚さの層内の前記分析物を
分析するステップ
を含む、試料を分析するための方法。
【請求項２】
　ステップ（ｄ）の後かつステップ（ｅ）の前に、前記方法は、前記プレートが前記閉鎖
構成になった後にプレス力を除去するステップをさらに含み、前記プレス力を除去した後
、前記均一な厚さの層の厚さは、（ｉ）前記プレス力を除去する前の前記均一な厚さの層
の厚さと同じであり、かつ（ｉｉ）前記スペーサの高さから１０％未満逸脱している、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第１のプレート、第２のプレート、及びスペーサ
を含み、
　　ｉ．前記プレートが、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｉｉ．１つ又は２つのプレートが可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各前記プレートが、そのそれぞれの表面上に、分析物を含む試料と接触する
ための試料接触領域を有し、
　　ｉｖ．前記プレートの１つ又は２つが、それぞれの試料接触領域に固定された前記ス
ペーサを含み、前記スペーサは、柱形状、平坦な上面、所定の均一な高さ、及び、前記分
析物の大きさより少なくとも２倍大きい所定の一定のスペーサ間距離を有し、少なくとも
１つの前記スペーサは、前記試料接触領域内にあり、かつ前記スペーサのヤング率と前記
スペーサの充填率との乗算値は、２ＭＰａ以上であり、
　前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比であり、１つの構成は、
前記２つのプレートが離れており前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されず
かつ前記試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であり、かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記２つのプレートにより圧縮されて非常
に均一な厚さの層になり、前記層の均一な厚さは、前記プレートの前記試料接触表面によ
り制限され、前記スペーサ及び前記プレートにより調節される、試料を分析するための装
置。
【請求項４】
　前記スペーサ間の距離は、７μｍ～２００μｍの範囲内にある、請求項１に記載の方法
。
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【請求項５】
　前記スペーサ間の距離は、７μｍ～２００μｍの範囲内にある、請求項３に記載の装置
。
【請求項６】
　可撓性プレートは、６０ＧＰａ－μｍ～７５０ＧＰａ－μｍの範囲内の可撓性プレート
の厚さと可撓性プレートのヤング率との乗算値を有する、請求項１又は４に記載の方法。
【請求項７】
　可撓性プレートは、６０ＧＰａ－μｍ～７５０ＧＰａ－μｍの範囲内の可撓性プレート
の厚さと可撓性プレートのヤング率との乗算値を有する、請求項３又は５に記載の装置。
【請求項８】
　前記スペーサ間の距離は、７μｍ～１２０μｍの範囲内にある、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記スペーサ間の距離は、７μｍ～１２０μｍの範囲内にある、請求項３に記載の装置
。
【請求項１０】
　スペーサ間距離（ＩＳＤ）の４乗を可撓性プレートの厚さ（ｈ）および可撓性プレート
のヤング率（Ｅ）で割り算した値（ＩＳＤ４／（ｈＥ））が、１×１０６μｍ３／ＧＰａ
以下である、請求項１、４、６、又は８に記載の方法。
【請求項１１】
　スペーサ間距離（ＩＳＤ）の４乗を可撓性プレートの厚さ（ｈ）および可撓性プレート
のヤング率（Ｅ）で割り算した値（ＩＳＤ４／（ｈＥ））が、１×１０６μｍ３／ＧＰａ
以下である、請求項３、５、７、又は９に記載の装置。
【請求項１２】
　スペーサが、少なくとも１である、スペーサの高さに対するスペーサの横方向の寸法の
比を有する、請求項１、４、６、８、又は１０に記載の方法。
【請求項１３】
　スペーサが、少なくとも１である、スペーサの高さに対するスペーサの横方向の寸法の
比を有する、請求項３、５、７、９、又は１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記スペーサのヤング率と前記スペーサの充填率との乗算値が２０ＭＰａ以上であり、
前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比である、請求項１、４、６
、８、１０、又は１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スペーサのヤング率と前記スペーサの充填率との乗算値が２０ＭＰａ以上であり、
前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比である、請求項３、５、７
、９、１１、又は１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記スペーサが１％以上の充填率を有し、前記充填率は、全プレート面積に対するスペ
ーサ接触面積の比である、請求項１、４、６、８、１０、１２、又は１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スペーサが１％以上の充填率を有し、前記充填率は、全プレート面積に対するスペ
ーサ接触面積の比である、請求項３、５、７、９、１１、１３、又は１５に記載の装置。
【請求項１８】
　スペーサが周期的なアレイ形態に構成されている、請求項１、４、６、８、１０、１２
、１４、また１６に記載の方法。
【請求項１９】
　スペーサが周期的なアレイ形態に構成されている、請求項３、５、７、９、１１、１３
、１５、又は１７に記載の装置。
【請求項２０】
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　スペーサ間距離（ＩＳＤ）の４乗を可撓性プレートの厚さ（ｈ）および可撓性プレート
のヤング率（Ｅ）で割り算した値（ＩＳＤ４／（ｈＥ））が、５×１０５μｍ３／ＧＰａ
以下であり、スペーサが、少なくとも１である、スペーサの高さに対するスペーサの横方
向の寸法の比を有し、スペーサのヤング率とスペーサの充填率との乗算値が２０ＭＰａ以
上であり、スペーサが１％以上の充填率を有し、可撓性プレートは、６０ＧＰａ－μｍ～
７５０ＧＰａ－μｍの範囲内の可撓性プレートの厚さと可撓性プレートのヤング率との乗
算値を有し、スペーサが周期的なアレイ形態に構成されている、請求項１、４、又は６に
記載の方法。
【請求項２１】
スペーサ間距離（ＩＳＤ）の４乗を可撓性プレートの厚さ（ｈ）および可撓性プレートの
ヤング率（Ｅ）で割り算した値（ＩＳＤ４／（ｈＥ））が、５×１０５μｍ３／ＧＰａ以
下であり、スペーサが、少なくとも１である、スペーサの高さに対するスペーサの横方向
の寸法の比を有し、スペーサのヤング率とスペーサの充填率との乗算値が２０ＭＰａ以上
であり、スペーサが１％以上の充填率を有し、可撓性プレートは、６０ＧＰａ－μｍ～７
５０ＧＰａ－μｍの範囲内の可撓性プレートの厚さと可撓性プレートのヤング率との乗算
値を有し、スペーサが周期的なアレイ形態に構成されている、請求項３、５、又は７に記
載の装置。
【請求項２２】
　前記分析物が、分子細胞、組織、ウイルス、及び異なる形状のナノ粒子から選択され、
該分子はタンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、核酸又はその他の分子である、請求項
１、４、６、８、１０、１２、１４、１６、又は２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記分析物が、分子、細胞、組織、ウイルス、及び異なる形状のナノ粒子から選択され
、該分子はタンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、核酸又はその他の分子である、請求
項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記試料が、羊水、房水、硝子体液、全血、分画血液、血漿、又は血清である血液、母
乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便
、呼気、胃酸、胃液、リンパ液、鼻漏及び粘液質を含む粘液心膜液、腹膜液、胸膜液、膿
液、粘膜分泌物、唾液、呼気凝縮液、皮脂、精液、喀痰、汗、滑液、涙液、嘔吐物、およ
び尿から選択される生体試料である、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１
６に記載の方法。
【請求項２５】
　前記試料が、羊水、房水、硝子体液、全血、分画血液、血漿、又は血清である血液、母
乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便
、呼気、胃酸、胃液、リンパ液、鼻漏及び粘液質を含む粘液心膜液、腹膜液、胸膜液、膿
液、粘膜分泌物、唾液、呼気凝縮液、皮脂、精液、喀痰、汗、滑液、涙液、嘔吐物、およ
び尿から選択される生体試料である、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、
１９、又は２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記試料が、血液、血清、血漿、鼻腔スワブ、鼻咽頭洗浄液、唾液、尿、胃液、脊髄液
、涙、便、粘液、汗、耳あか、油、腺分泌物、脳脊髄液、組織、精液、膣液、腫瘍組織由
来の間質液、眼液、脊髄液、咽頭スワブ、呼気、髪、指の爪、皮膚、生検、胎盤液、羊水
、臍帯血、リンパ液、腔液、痰、膿、微生物叢、胎便、母乳、呼気凝縮液、鼻咽頭洗浄液
、鼻スワブ、咽頭スワブ、大便試料、髪、指の爪、耳あか、結締組織、筋肉組織、神経組
織、上皮組織、軟骨、癌性試料、骨から選択される生体試料である、請求項１、４、６、
８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項２７】
　前記試料が、血液、血清、血漿、鼻腔スワブ、鼻咽頭洗浄液、唾液、尿、胃液、脊髄液
、涙、便、粘液、汗、耳あか、油、腺分泌物、脳脊髄液、組織、精液、膣液、腫瘍組織由
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来の間質液、眼液、脊髄液、咽頭スワブ、呼気、髪、指の爪、皮膚、生検、胎盤液、羊水
、臍帯血、リンパ液、腔液、痰、膿、微生物叢、胎便、母乳、呼気凝縮液、鼻咽頭洗浄液
、鼻スワブ、咽頭スワブ、大便試料、髪、指の爪、耳あか、結締組織、筋肉組織、神経組
織、上皮組織、軟骨、癌性試料、骨から選択される生体試料である、請求項３、５、７、
９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記分析するステップ（ｅ）は、
　ｉ．フォトルミネセンス、エレクトロルミネッセンス、及び電気化学発光から選択され
る発光、
　ｉｉ．表面ラマン散乱、
　ｉｉｉ．抵抗、静電容量、及びインダクタンスから選択される電気的インピーダンス、
又は
　ｉｖ．ｉ．～ｉｉｉ．の任意の組み合わせ
を計測するステップを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記試料を分析するための分析装置をさらに含み、該分析装置は、
　ｉ．フォトルミネセンス、エレクトロルミネッセンス、及び電気化学発光から選択され
る発光、
　ｉｉ．表面ラマン散乱、
　ｉｉｉ．抵抗、静電容量、及びインダクタンスから選択される電気的インピーダンス、
又は
　ｉｖ．ｉ．～ｉｉｉ．の任意の組み合わせ
を計測することを含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２
１に記載の装置。
【請求項３０】
　前記分析するステップ（ｅ）は、前記分析物の撮像、画像分析、もしくは計数、又はそ
れらの組み合わせを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の
方法。
【請求項３１】
　前記分析物の撮像、画像分析、もしくは計数、又はそれらの組み合わせを含む試料の分
析のためのものである、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２
１に記載の装置。
【請求項３２】
　前記分析物が、標識された分析物である、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、
又は１６に記載の方法。
【請求項３３】
　前記分析物が、標識された分析物である、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、
１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記試料は１つ以上の分析物を含み、１つ又は２つのプレート試料接触表面は１つ以上
の結合部位を含み、前記結合部位はそれぞれ、それぞれの分析物に結合してそれを固定化
する、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項３５】
　前記試料は１つ以上の分析物を含み、１つ又は２つのプレート試料接触表面は１つ以上
の結合部位を含み、前記結合部位はそれぞれ、それぞれの分析物に結合してそれを固定化
する、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項３６】
　１つ又は２つのプレート試料接触表面は、それぞれ１つ以上の試薬を貯蔵する１つ以上
の貯蔵部位を含み、前記試薬は、ステップ（ｃ）の間に又は後に前記試料中に溶解又は拡
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散する、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項３７】
　１つ又は２つのプレート試料接触表面は、それぞれ１つ以上の試薬を貯蔵する１つ以上
の貯蔵部位を含み、前記試薬は、前記試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する開放
構成の間に又は後に前記試料中に溶解又は拡散する、請求項３、５、７、９、１１、１３
、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項３８】
　１つ又は２つのプレート試料接触表面は１つ以上の増幅部位を含み、前記１つ以上の増
幅部位はそれぞれ、前記分析物又は前記分析物の標識が１つの増幅部位から５００ｎｍ以
内にある場合に前記分析物又は前記標識からの信号を増幅できる、請求項１、４、６、８
、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項３９】
　１つ又は２つのプレート試料接触表面は１つ以上の増幅部位を含み、前記１つ以上の増
幅部位はそれぞれ、前記分析物又は前記分析物の標識が１つの増幅部位から５００ｎｍ以
内にある場合に前記分析物又は前記標識からの信号を増幅できる、請求項３、５、７、９
、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項４０】
　前記試料が、水、土壌などの環境試料、又は生体試料からのウイルス、真菌及び細菌に
関連する、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項４１】
　前記試料が、水、土壌などの環境試料、又は生体試料からのウイルス、真菌及び細菌に
関連する、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装
置。
【請求項４２】
　前記試料が、タンパク質、ペプチド、核酸、合成化合物、無機化合物の検出における試
料である、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記試料が、タンパク質、ペプチド、核酸、合成化合物、無機化合物の検出における試
料である、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装
置。
【請求項４４】
　前記試料が、感染症及び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、神経精神障
害、肺疾患、腎疾患、および他の器質性疾患に関連する、請求項１、４、６、８、１０、
１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項４５】
　前記試料が、感染症及び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、神経精神障
害、肺疾患、腎疾患、および他の器質性疾患に関連する、請求項３、５、７、９、１１、
１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項４６】
　前記試料が、タンパク質、ペプチド、核酸、合成化合物、無機化合物の検出における試
料である、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項４７】
　前記試料が、タンパク質、ペプチド、核酸、合成化合物、無機化合物の検出における試
料である、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装
置。
【請求項４８】
　前記試料が、ヒト、獣医学、農業、食品、環境、及び薬物検査の領域の試料である、請
求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記試料が、ヒト、獣医学、農業、食品、環境、及び薬物検査の領域の試料である、請
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求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５０】
　ＷｉＦｉ又はセルラネットワークを介して遠隔地と通信するモバイル通信装置をさらに
含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５１】
　携帯電話であるモバイル通信装置をさらに含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、
１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５２】
　遠隔地の医療専門家から処方せん、診断、又は助言を受信するモバイル通信装置をさら
に含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置
。
【請求項５３】
　前記分析物が染色された細胞を含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は
１６に記載の方法。
【請求項５４】
　前記分析物が染色された細胞を含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７
、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５５】
　複数のスケールマーク、イメージャ、およびプロセッシング装置をさらに含み、
　（ｉ）該複数のスケールマークの少なくとも一部が周期的に配列された前記スペーサを
含み、
　（ｉｉ）該イメージャは該スケールマークと前記装置とを画像化し、
　（ｉｉｉ）該プロセッシング装置は該イメージャにより画像化された一つまたは複数の
画像を処理する、
請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５６】
　ｉ．前記装置を画像化するためのイメージャ；および、
　ｉｉ．該イメージャからの一つまたは複数の画像を処理するためのプロセッシング装置
をさらに含み、
　該プロセッシング装置は、画像処理アルゴリズムを用いて該一つまたは複数の画像を処
理し、かつ、該画像処理アルゴリズムは、粒子数アルゴリズム、ＬＵＴ（ルックアップテ
ーブル）フィルタ、粒子フィルタ、パターン認識アルゴリズム、形態学的決定アルゴリズ
ム、ヒストグラム、ラインプロファイル、地形表現、２進数換算、カラーマッチングプロ
ファイルからなる群より選択される一つまたは複数を含む、請求項３、５、７、９、１１
、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５７】
　ｉｉｉ．前記装置を画像化するためのイメージャ；および、
　ｉｖ．前記装置の異なる領域を画像化するように構成された走査機
をさらに含み、
スペーサがスペーサの周期的なアレイを含む、請求項３、５、７、９、１１、１３、１５
、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項５８】
　前記装置が複数のスケールマーク、イメージャ、およびプロセッシング装置をさらに含
み、
　（ｉ）該複数のスケールマークの少なくとも一部が周期的に配列された前記スペーサを
含み、
　（ｉｉ）該イメージャは該スケールマークと前記装置とを画像化し、
　（ｉｉｉ）該プロセッシング装置は該イメージャにより画像化された一つまたは複数の
画像を処理する、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項５９】
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　前記装置が、
　　ｉ．前記装置を画像化するためのイメージャ；および、
　　ｉｉ．該イメージャからの一つまたは複数の画像を処理するためのプロセッシング装
置
をさらに含み、
　該プロセッシング装置は、画像処理アルゴリズムを用いて該一つまたは複数の画像を処
理し、かつ、該画像処理アルゴリズムは、粒子数アルゴリズム、ＬＵＴ（ルックアップテ
ーブル）フィルタ、粒子フィルタ、パターン認識アルゴリズム、形態学的決定アルゴリズ
ム、ヒストグラム、ラインプロファイル、地形表現、２進数換算、カラーマッチングプロ
ファイルからなる群より選択される一つまたは複数を含む、請求項１、４、６、８、１０
、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項６０】
　前記装置が、
　　ｉ．前記装置を画像化するためのイメージャ；および、
　　ｉｉ．前記装置の異なる領域を画像化するように構成された走査機
をさらに含み、
スペーサがスペーサの周期的なアレイを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４
、又は１６に記載の方法。
【請求項６１】
　前記分析物が、白血球、赤血球及び血小板を含む、請求項３、５、７、９、１１、１３
、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項６２】
　前記スペーサが周期的に配置され、ｙ方向の場合とは異なる、ｘ方向の２つの隣接する
スペーサ間の中心間距離を有し、ｘ方向はｙ方向に直交する、請求項３、５、７、９、１
１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記プレートが、前記試料接触領域内にウェルをさらに含む、請求項３、５、７、９、
１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項６４】
　前記プレートは、前記プレートの異なる位置で異なるプレート厚さを有し、前記異なる
プレート厚さは、前記異なる位置での試料厚さを制御する、請求項３、５、７、９、１１
、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項６５】
　血液中の細胞を画像化するステップ、及び、該細胞の数を計数するステップを含む、請
求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項６６】
　試薬の拡散時間を減少させるために前記試料厚さを減少させ、閉鎖構成において、前記
装置は、６０秒以下で前記試料を分析するように構成されている、請求項１、４、６、８
、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項６７】
　前記装置は、１つ又は両方のプレートに塗布された乾燥試薬をさらに含み、前記試薬は
、捕捉剤、検出剤、化学化合物、光学標識、放射性標識、酵素、抗体、タンパク質、核酸
、ＤＮＡ、ＲＮＡ、脂質、炭水化物、塩、金属、界面活性剤、溶媒、又はそれらの任意の
組み合わせを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項６８】
　プレートが複数の試薬部位を有し、測定時間が、アッセイの飽和インキュベーション時
間より長いが、２つの隣接する部位の間の顕著な相互拡散の時間よりも短い、請求項１、
４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項６９】
　前記分析するステップが、洗浄なしで行われる、請求項１、４、６、８、１０、１２、
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１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７０】
　前記試料が流動可能ではない、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に
記載の方法。
【請求項７１】
　前記分析するステップが、分析物に関連した信号を計測することにより、前記分析物を
検出及び／又は定量化する測定装置を使用し、前記信号は、光学信号、電気信号、機械的
信号、化学－物理的信号、又はそれらの任意の組み合わせである、請求項１、４、６、８
、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７２】
　前記分析するステップが、前記試料を画像化することと、モバイル通信装置を使用して
結果を通信することとを含み、前記モバイル通信装置が、（ｉ）前記試料を検出及び／又
は画像化するための１つまたは複数のカメラと、（ｉｉ）検出された信号及び／又は前記
試料の画像を受信及び／又は処理し、遠隔通信するための信号プロセッサ、ハードウェア
及びソフトウェアとを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載
の方法。
【請求項７３】
　前記分析するステップが、（ａ）イメージャを使用して、データを生成するために前記
試料を画像化すること、及び、（ｂ）プロセッシング装置を使用して、前記イメージャか
らのデータを処理することを含み、前記処理することは、処理されたデータを、装置に格
納されたデータベースと比較して、対象によって実行される行動コースのための命令を検
索することを含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７４】
　前記分析するステップが、（ａ）イメージャを使用して、データを生成するために前記
試料を画像化すること、及び、（ｂ）プロセッシング装置を使用して前記イメージャから
のデータを処理することを含み、前記処理することは、試験の精度を決定することを含む
、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７５】
　前記分析するステップが、イメージャを使用した画像化を含み、前記試料の画像化が、
前記試料とともにスペーサを画像化することを含み、前記スペーサが周期的アレイにあり
、前記スペーサがスケールマーカーとして使用される、請求項１、４、６、８、１０、１
２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７６】
　前記分析するステップが、イメージャを使用した、前記スペーサの撮像を含む、１つ以
上の画像の撮像を含み、前記スペーサは周期的アレイにあり、前記スペーサはスケールマ
ーカーとして使用される、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の
方法。
【請求項７７】
　前記分析するステップが、（ａ）イメージャを使用して、前記プレート間の試料の１つ
以上の画像を取得すること、及び、（ｂ）走査機を使用して前記試料の異なる領域を走査
することを含む請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記試料が血液であり、前記分析物が白血球、赤血球、および血小板からなる群より選
択される一つまたは複数を含む、請求項１、４、６、８、１０、１２、１４、又は１６に
記載の方法。
【請求項７９】
　前記スペーサが、長方形格子アレイに配置され、かつ、３０μｍの高さと、ｘ方向に１
１０μｍ、ｙ方向に１２０μｍの、２つの隣接するスペーサ間の中心間距離とを有する、
請求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【請求項８０】
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　前記スペーサが、５０μｍ以下の高さを有する、請求項１、４、６、８、１０、１２、
１４、及び１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８１】
　前記スペーサが、５μｍ以下の高さを有する、請求項１、４、６、８、１０、１２、１
４、及び１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８２】
　前記スペーサーが、２０μｍ～３０μｍの間の均一な高さを有する、請求項１、４、６
、８、１０、１２、１４、及び１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８３】
　前記スペーサが異なる領域に分割され、各領域がそれぞれのスペーサ高さを有する、請
求項３、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９、又は２１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　本願は、２０１５年８月１０日出願の米国特許仮出願第６２／２０２，９８９号、２０
１５年９月１４日出願の米国特許仮出願第６２／２１８，４５５号、２０１６年２月９日
出願の米国特許仮出願第６２／２９３，１８８号、２０１６年３月８日出願の米国特許仮
出願第６２／３０５，１２３号及び２０１６年７月３１日出願の米国特許仮出願第６２／
３６９，１８１号の利益を主張し、これらの全ての出願が、あらゆる目的のために全体で
本明細書に組み込まれる。
【０００２】
分野
　本発明は、生化学的／化学的な試料採取、検知、アッセイ、及び用途の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
背景
　多くの生化学的／化学的な検知及び検査（例えば、免疫学的アッセイ、ヌクレオチドア
ッセイ、血球計数など）、化学反応、並びに他のプロセスでは、プロセス（例えば、試薬
の結合、混合など）をスピードアップしかつパラメータ（例えば、分析物濃度、試料体積
など）を定量化することができ、試料採取及び測定プロセスを簡略化することができ、小
体積の試料を処理することができ、アッセイ全過程を１分間未満で実行可能にし、スマー
トフォン（例えば、携帯電話）によってアッセイを実行可能にし、非専門者が自分でアッ
セイを実行可能にし、かつ、検査結果をローカル、遠隔、又はワイヤレスで異なる関係者
に通信可能にする、方法及び装置を必要とする。本発明は、これらの必要性に対処する方
法、装置、及びシステムに関する。
【発明の概要】
【０００４】
　以下の概要は、本発明の全ての特徴及び態様を含むことを意図するものではない。本発
明は、従来の多くの検知方法及び装置に比べて、生化学的／化学的検知（免疫学的アッセ
イ、核酸アッセイ、電解質分析などを含むが、これらに限定されない）をより速くし、よ
り敏感にし、ステップがより少なく、より実行しやすく、必要な試料の量がより少なく、
専門的な支援に対する必要性がより少なくもしくは減少し（又は不要）、かつ／又はコス
トがより低い方法、装置、及びシステムに関する。
【０００５】
　現在の多くの実験室検査の目標は、試料中のある分析物の絶対濃度を正確に決定するこ
とである。例えば、ＲＢＣ検査は、規定量の全血における赤血球の数を数え、次に、全血
の１マイクロリットルあたりの赤血球の数を計算することを含む。しかし、このような計
測は、通常、特別な計器及び／又は比較的小体積の生体液を正確に測定できる正確な測定
装置（正確なピペットなど）を必要とするため、特別な検査センターを利用しない場合（
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即ち、「家庭で」、「薬局で」又は「臨床現場」の環境において）、実行に困難な場合が
ある。
【０００６】
関連のある体積の計測
　多くのアッセイは、試料中のある分析物の絶対濃度を提供する。しかし、小体積（例え
ば、１００ｎＬ～１０μｌ）しか分析しない場合、そのようなアッセイの結果は非常に不
正確になる。これは、小体積では正確に分注及び／又は計測することが困難なためである
。
【０００７】
　いくつかのアッセイにおいて、液体試料を、スペーサにより離された２つのプレートの
間に配置して、分析することができる。理論的に、分析される試料の体積は、分析される
試料の面積と分析される試料の厚さを乗算することで計算できる。しかし、実際には、こ
のような推定は、容易に行えず、様々な原因で非常に不正確である。例として、いくつか
の装置は、ビーズを用いてプレートを離間させ、ビーズ又はこれらのプレートの１つが変
形可能である。このような装置は以下の理由で不正確になりやすい。
　・球状のスペーサは、これらのプレートとの接触領域がはるかに小さい（ほぼ１つの点
になる）。このような装置では、はるかに小さい接触領域のため、単位あたりに加えられ
たプレス力に対して、プレートと球体との接触領域に加えられる圧力がはるかに大きい。
大きな圧力のため、球体及び／又はプレート（それらが可撓性であれば）が変形し、任意
の計測値が歪む。
　・球状のスペーサは、通常、２つのプレートの間にランダムに分布している。球状のス
ペーサがランダムに分布しているので、スペーサ間の距離は大きく変動し、いくつかの距
離はかなり大きい。これにより、スペーサ及び／又はプレート（それらが可撓性であれば
）は、いくつかの領域において他の領域と比較してはるかに大きく変形し、結果も歪む。
　・互いに近接してランダムに配置されたスペーサは、分析物（例えば、細胞）の移動を
妨害する障害物となる可能性があるため、より多くの困難を引き起こす可能性がある分析
物又は細胞の「塊」を生成する恐れがある。
　・これらのプレートの１つが大きく変形すると、細胞を溶解させる可能性があり、細胞
計数の作業においてエラーを引き起こす可能性がある。
　・分析される領域における球状のスペーサの数も、スペーサ及び／又はこれらのプレー
トの１つが変形した程度も試料によって異なるので、体積の計算は不正確である。
　・変形によって、分子がこれらのプレートの１つの表面に拡散するのに必要な時間の変
動が生じる。
【０００８】
　球状のスペーサを用いた装置において、分析された試料の部分の体積は、ａ）分析され
た試料の体積における球体を数えること、及び、ｂ）一層の試料の厚さを実験的に推定す
る（例えば、プレートの間の距離を計算するために使用できる既知濃度の較正物質を含有
する非混和性液体などの内部標準を添加する）ことにより、潜在的に推定することができ
る。しかし、これらの余分なステップは、実行に不便であり、上部プレート及び／又はス
ペーサが使用中に大きく変形するため、このような装置から取得した計測値は依然として
それほど正確ではない。
【０００９】
　対照的に、本発明の方法及び装置の実施形態は、実質的に均一な高さ、実質的に均一な
断面（例えば、真直ぐな側壁を有する柱）及び平面の（すなわち、「平坦な」）頂部を有
する、一定かつ定義された距離（すなわち、ポアソン統計によるランダムな位置ではない
）で互いに離される規則的なパターンで、これらのプレートの１つ以上のプレートに固定
されたスペーサに依存する。本方法及び装置のいくつかの実施形態の使用中、スペーサ及
びプレートは、いかなる寸法においても著しく圧縮又は変形せず、少なくともプレートが
閉鎖位置にありかつ毛管力により引っ張られている間は、著しく圧縮又は変形しない。本
装置は、本装置の使用において、データが取得される試料の一部の体積（すなわち、「関
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連のある体積」、又は分析される領域内の試料の一部の体積）を非常に容易かつ正確に計
算でき、場合によっては、たとえ未知の量の試料が装置上に付着したとしても、アッセイ
を開始する前に計算することさえできる。閉鎖位置では、プレートは実質的に平坦であり
（試料の厚さが均一であることを意味する）、分析領域内のスペーサの数及び寸法が分か
っているので、該領域内の試料の体積を容易に高精度で計算することができるアッセイを
行った後、領域内のスペーサを数える必要も一層の試料の厚さを推定する必要もなく、関
連のある体積試料を決定することができる。特定量の試料を装置内に付着させる必要もあ
る。さらに、インキュベーションの開始時に、分析物分子は、別の領域に比べてある領域
に集中せずに関連のある体積全体にわたって（ポアソン統計に許容される程度まで）均一
に分布されるべきである。
【００１０】
短縮された反応時間
　既知であるが、水性環境において多くの分析物の拡散定数が非常に低いため、多くのア
ッセイでは長いインキュベーション時間（常に数時間、場合によっては数日）、攪拌、及
び混合を促進する薬剤又は力の使用を必要とする。このようなアッセイは、分析物がこれ
らのプレートの１つの初期位置から、遠隔の場所に横方向に拡散可能に設計される（例え
ば、Ｗｅｉら、Ｎｕｃｌ．　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　３３：　ｅ７８及びＴｏｅｇｌら、
Ｊ．　Ｂｉｏｍｏｌ．　Ｔｅｃｈ．　２００３　１４：　１９７－２０４を参照する）。
このようなシステムは、結果を取得することに数時間かかることがあるため、制限されて
いる。さらに、結果を取得した場合、通常、反応が終了した時点で反応が平衡に達してい
るとは確実に言い難い。特に、この不確かさのため、試料中の分析物の絶対濃度を推定す
ることが不可能になる。
【００１１】
　以下で詳細に説明するように、本方法及び装置のいくつかの実施形態において、スペー
サの高さ及びアッセイ終点は、アッセイ中に分析物が横方向に拡散する量を制限するよう
に選択することができる。これらの場合、そのようなアッセイ（典型的には結合アッセイ
）は、非常に短い時間で実行することができる。また、試料全体が分析されていなくても
又は未知の量であっても、試料中の分析物の濃度を非常に正確に推定することができる。
【００１２】
　これらの実施形態において、ｉ．閉鎖構成で標的実体が、厚さが均一な層の厚さを横切
って拡散することに要する時間以上の時間（すなわち、分析物があるプレートから他のプ
レートに垂直に拡散することに要する時間よりも短い時間）で、及びｉｉ．標的実体が結
合部位の所定の面積の直線寸法にわたって横方向に拡散することに要する時間より短い時
間（すなわち、分析物が結合部位の一側から他側に横方向に拡散することに要する時間）
より短い時間で、アッセイを停止すること及び／又はアッセイ結果を読み取ることができ
る。このような「局所的結合」構成では、データが取得される試料の一部の体積（「関連
のある体積」）は、分析領域のすぐ上にある試料の体積であるため、合理的かつ正確に推
定されることができる。実際に、データが取得される試料の一部の体積は、アッセイの開
始前に知ることができる。このような「局所的結合」の実施形態は、試料及び任意の検出
試薬が結合部位の上にある薄層としてプレスされるので、任意の検体及び／又は検出試薬
の間の結合が、試料を薄層としてプレスしていない実施形態においてより、例えば、一滴
の試料が単に結合部位を有するプレートの上部に置かれる場合より迅速に平衡に達する、
という付加的な利点を有する。このように、多くの場合、数分ではなく数秒で結合平衡に
達し、このように、多くのアッセイ、特に結合アッセイは、例えば１分未満で非常に迅速
に完了することができる。
【００１３】
多重化
　また、「局所的結合」構成は、異なる反応を互いに流体的に隔離することなく多重アッ
セイを実行することを可能にする。言い換えれば、複数のアッセイを、アッセイが互いに
隔離されていない（すなわち、流体的隔離なし）開放環境で実行することができる。例え
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ば、局所的結合の実施形態において、同一の試料中の２種の異なる分析物を並行してアッ
セイすることができ、分析物があるアッセイ領域から他のアッセイ領域に拡散する前にア
ッセイを停止及び／又はアッセイ結果を読み取るので、試料中の分析物が互いに流体的に
隔離されていなくても、試料中のこれらの分析物の絶対濃度をそれぞれ確定することがで
きる。
【００１４】
　単に試料を２つのプレートの間に挟んで、拡散が制限される方法でアッセイを行うこと
により、流体的隔離なしで、１つの試料に対して複数のアッセイを行うことができ、いく
つかの利点がある。例えば、体積が未知の一滴の試料（例えば、血液）を単に滴下し、試
料とプレートを一緒にプレスすることで試料をプレートに広げ、試料を一定の時間インキ
ュベートして、装置内の複数の部位から読み取りを行うことにより、アッセイを完了する
ことができる。このような方法を実施する場合、正確な流体移送及び／又は計測装置がな
くては実行しにくい、規定量の試料を若干のチャンバに移すことを、必要としない。なお
、上記の理由で、アッセイは非常に迅速である。さらに、プレートを「壁」を有するもの
に製造する必要がないので、装置の製造は容易である。最後に、プレートのいずれかにも
、ポート、すなわち、装置が閉鎖位置にある間は試料又は試薬の添加又は除去のために潜
在的に使用されるポートを、必要としない。
【００１５】
増幅表面
　また、本装置及び方法のいくつかの実施形態において、装置は、「増幅表面」を含むこ
とができ、例えば、検出試薬により生成された蛍光又は発光などのシグナルを増強する表
面を参照する。場合によっては、ナノプラズモン効果（例えば、表面増強ラマン散乱）に
より信号を増強することができる。ＬｉらのＯｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　２０１１　
１９：３９２５－３９３６及びＷＯ２０１２　／　０２４００６は、増幅表面によるシグ
ナル増強の例を記載しており、参照により本明細書に組み込まれる。場合によっては、増
幅表面は、ディスク・カップルド・ドット・オン・ピラー・アンテナアレイ（Ｄ２ＰＡ）
であってもよく、これは米国特許第９，０１３，６９０号に記載されている。使用中、シ
グナルを増強可能に構成されていない検出器と比較して、増幅表面を含む装置はシグナル
を１０３倍以上増幅することができ、したがって、非常に高い感度での分析物検出を可能
にする。いくつかの実施形態において、例えばＷＯ２０１４１４４１３３に記載の方法を
用いて、関連のある体積の試料中の分析物、特にサンドイッチアッセイを用いて検出され
た非細胞分析物の量をデジタル的にカウントすることができる。増幅表面の使用は、場合
によっては、アッセイをスマートフォンなどを用いて読み取ることを可能にする。
【００１６】
その他の特徴
　本装置の実施形態において、プレートが水性環境に浸漬されている場合、１つ以上のプ
レートに固定されたスペーサの位置が変更されるか、又はスペーサが押し流されることは
ない。スペーサは、球形ではなく、静電力、重力などのような弱い力によりプレートの表
面に固定されていない。いくつかの実施形態において、スペーサを有するプレートは一体
型であってもよい。多くの実施形態において、スペーサは、予め製造して次にプレートに
固定される（例えば、貼り付けられるなど）ものではない。むしろ、スペーサを、エンボ
ス及び／又は微細加工（例えば、フォトリソグラフィ）プロセスを用いて、プレート上に
成長及び／又はエッチングしてもよい。
【００１７】
　閉鎖位置において、上部プレート（可撓性であってもよい）が分析されている試料の一
部（試料の「関連のある体積」）の上で大きく変形しないように、スペーサのパラメータ
（例えば、それらの断面、間隔、及び密度など）を最適化することができる。場合によっ
ては、スペーサのパラメータは、上部プレートの可撓性により調節することができる。例
えば、上部プレートがより可撓性であれば、スペーサは互いにより近くなる可能性がある
。同様に、上部プレートの可撓性が低ければ、スペーサがより遠くなる可能性がある。
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【００１８】
　さらに、本装置の多くの実施形態の使用において、装置を閉じた後、分析物は装置を通
って指向的に移動することがない。このように、Ａｕｓｔｉｎ（米国特許第６，６３２，
６５２号）に記載されているように、閉鎖構成では、分析物が選別又は分画されず、分析
物が（例えば、重力又は電気泳動により）装置を通って強制的かつ指向的に流れない可能
性がある。多くの場合、装置を電源に結合して起電力を発生させる必要はない。多くの実
施形態において、試料が広げられている間に、分析物（細胞）の通過を妨害する「障害物
」がないので、分析物は、別の領域に比べてある領域に集中しておらず、関連のある体積
全体にわたって（ポアソン統計に許容される程度まで）均一に分布する。さらに、他の装
置において、カバープレートの機能は、液体の漏出を防止するために装置を密閉すること
であり、そのため、いずれのプレートにも試料がない場合、カバープレートは基板の上部
に配置することができる。このような装置は、液体を開放したプレート表面に押して、分
析できる試料の薄層を生成することをしない。また、その他の装置において、柱の重要な
機能は、ナノ粒子（例えば、細胞など）を「フィルタリング」又は選別することである。
したがって、柱の間の距離は、カバープレートと基板との間の間隔を均一にするという目
的のためではなく、選別されたナノ粒子によって決定される。最後に、Ａｕｓｔｉｎの装
置のような多くの装置において、選別の精度は、主にプレートの間の間隔ではなく、柱の
間の距離により制御され、プレートの間の間隔の制御は、重要ではないと思われる。した
がって、このような開示では、柱のサイズ、形状、柱の間の間隔などを変化させることに
より、プレート間隔の均一性を変更することはない。
【００１９】
　上記を考慮して、本装置及び方法は、使用しやすく、安価で、製造しやすく、非常に迅
速な、液体試料中の分析物（又は装置及び方法が多重方式で実装されている場合は複数の
分析物）の絶対濃度を決定する方法を提供する。
【００２０】
　本発明の１つの態様は、より簡単な、迅速なかつ／又はより優れたアッセイのために、
一対の互いに移動可能な特殊プレートを使用して小体積の試料又は１つ又は複数の試薬又
はその両方を操作する手段である。該操作は、試料の再形成、試料流動の強制、試料と試
薬の接触、試料量の計測、拡散距離の短縮、衝突頻度の増加などを含むが、これらに限定
されず、それらのすべてはある特定のアッセイに対する有益な効果を有する。本発明にお
いて、プレート上の特別な特徴及び特性、プレートを取り扱う特別な方法、並びに試薬及
び試料を取り扱う特別な方法は、アッセイにおける優位性を提供する。
【００２１】
　本発明の１つの態様は、プレートに付着した液体試料の小さな液滴の少なくとも一部を
、制御された、所定の、そして広い領域にわたって均一な厚さを有する薄膜にする手段で
ある。該均一な厚さは、１μｍ未満ほど薄くてもよい。さらに、本発明は、環境への蒸発
がなく、同じ均一な厚さを長期間維持することを可能にする。
【００２２】
　本発明の別の態様は、ピペットなどを使用せずに、本発明によって形成された所定の均
一に薄い試料厚さを利用して試料の一部又は全体の体積を決定する手段である。
【００２３】
　本発明の別の態様は、平坦な頂部及びほぼ均一な横断面を有する柱形状を有する（２つ
のプレートの間の間隔を制御するための）スペーサの１つの実施形態である。このような
スペーサは、ボール（ビーズ）状のスペーサに対して、試料の厚さの制御における多くの
優位性を提供する。
【００２４】
　本発明の別の態様は、平坦な頂部及びほぼ均一な横断面を有する柱形状を有する（２つ
のプレートの間の間隔を制御するための）スペーサの複数の実施形態である。このような
スペーサは、ボール（ビーズ）状のスペーサに対して、試料の厚さの制御における多くの
優位性を提供する。
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【００２５】
　本発明の別の態様は、試料の２つの部分の間で流体的な分離を使用せずに、試料の他の
部分ではなく、主に試料のほんの一部でのみ特定の化学反応（又は混合）を発生させる手
段である。
【００２６】
　本発明の別の態様は、試料の異なる部分の間で流体的な分離を使用せずに、試料の他の
部分ではなく、主に試料のほんの一部でのみ複数の化学反応（又は混合）を発生させる手
段である。このように、本発明は、異なる反応部位の間で流体的に分離することなく、小
さい一滴の試料を用いて多重アッセイを並行して行うことを可能にする。
【００２７】
　本発明の別の態様は、アッセイ（例えば、免疫学的アッセイ、核酸アッセイなど）をよ
り迅速にする手段である。例えば、飽和インキュベーション時間（分子間の結合が平衡に
達するための時間）を数時間から６０秒未満に短縮する。
【００２８】
　本発明の別の態様は、増幅表面、大きな又は明るい標識などを含む、１つの方法又は複
数の方法の組み合わせにより検出感度を有意に向上させる手段である。
【００２９】
　本発明の別の態様は、例えば０．５μＬ（マイクロリットル）以下のような、非常に少
量の試料を用いてアッセイを行う手段である。
【００３０】
　本発明の別の態様は、微小な体液を被験者から直接的に検査領域又は試料領域に付着さ
せることを可能にすることにより、アッセイを簡略化する手段である。
【００３１】
　本発明の別の態様は、プレートに試薬を予め塗布することによりアッセイを簡略化しか
つスピードアップする手段である。例えば、プレートに捕捉剤及び検出剤を予め塗布し、
乾燥する。別の例は、全ての必要な検出試薬をプレートに予め塗布し、他の試薬を付着さ
せる必要なく、予め塗布されたプレートに試料を付着させることにより検知を行う。
【００３２】
　本発明の別の態様は、携帯電話によりアッセイの読み取りを実行する手段である。
【００３３】
　本発明の別の態様は、１対のプラスチックの間に自分の体液（例えば唾液）を直接滴下
して、６０秒未満で自身のバイオマーカーを自分で検査することを可能にする手段である
。
[本発明1001]
　（ａ）分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレートと第2のプレート
を取得するステップであって、それぞれのプレートが、実質的に平坦な試料接触面を有し
、1つ又は2つのプレートが可撓性であり、前記プレートの1つ又は2つはそれぞれの試料接
触面に固定されたスペーサを含み、前記スペーサは所定の実質的に均一な高さ、及び、前
記分析物の大きさより少なくとも約2倍大きく最大200μｍ（マイクロメータ）である所定
の一定のスペーサ間距離を有する、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを用いて前記試料の少なくとも一部を圧縮して
実質的に均一な厚さの層にするステップであって、前記均一な厚さが前記プレートの前記
試料接触面によって制限され、前記層の前記均一な厚さが前記スペーサと前記プレートに
よって調節され、前記圧縮は、
　前記2つのプレートを一体にすること、及び
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　前記プレートを一緒に閉鎖構成までプレスするために、並行して又は順次に前記プレー
トのうちの少なくとも1つのプレートのある領域を適当にプレスし、適当な前記プレスに
より前記試料の前記少なくとも一部に対する前記プレート上の実質的に均一な圧力が生成
され、前記プレスにより前記試料の前記少なくとも一部が前記プレートの前記試料接触面
間に横方向に広がり、前記閉鎖構成が、均一な厚さ領域の前記層における前記プレート間
の前記間隔が前記スペーサにより調節される構成であること
を含む、ステップ、並びに
　（ｅ）前記プレートが前記閉鎖構成である間に、前記均一な厚さの層内の前記分析物を
分析するステップ
を含む、液体試料を分析するための方法であって、
　前記適当なプレスは、前記プレートの外面の形状変化に関わらず、ある領域に加えた圧
力を実質的に一定にする方法であり、
　前記並行プレスは、所期の領域に圧力を同時に加え、前記順次プレスは、所期の領域の
一部に圧力を加え、かつ徐々に他の領域に移行する、方法。
[本発明1002]
　ステップ（ｄ）の後かつステップ（ｅ）の前に、前記方法は、前記プレートが前記閉鎖
構成になった後に適当なプレス力を除去するステップをさらに含み、前記適当なプレス力
を除去した後、前記均一な厚さの層の厚さは、（ｉ）前記適当なプレス力を除去する前の
前記均一な厚さの層の厚さと実質的に同じであり、かつ（ｉｉ）前記スペーサの高さから
10％未満逸脱している、本発明1001の方法。
[本発明1003]
　ステップ（ｃ）の試料付着は、いかなる移送装置も使用しない、被験者から前記プレー
トへの直接的な付着である、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1004]
　ステップ（ｃ）の付着の間、前記プレートに付着する前記試料の量は不明である、前記
本発明のいずれかの方法。
[本発明1005]
　前記分析するステップ（ｅ）は、関連のある試料体積の側面積を測定することによって
前記関連のある試料体積の体積を計算するステップ、及び前記側面積及び所定のスペーサ
高さから前記体積を計算するステップを含む、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1006]
　前記分析するステップ（ｅ）は、
　ｉ．フォトルミネセンス、エレクトロルミネッセンス、及び電気化学発光から選択され
る発光、
　ｉｉ．表面ラマン散乱、
　ｉｉｉ．抵抗、静電容量、及びインダクタンスから選択される電気的インピーダンス、
又は
　ｉｖ．ｉ．～ｉｉｉ．の任意の組み合わせ
を計測するステップを含む、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1007]
　前記分析するステップ（ｅ）は、前記分析物の読み取り、画像分析、もしくは計数、又
はそれらの組み合わせを含む、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1008]
　前記試料は1つ以上の分析物を含み、1つ又は2つのプレート試料接触表面は1つ以上の結
合部位を含み、前記結合部位はそれぞれ、それぞれの分析物に結合してそれを固定化する
、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1009]
　1つ又は2つのプレート試料接触表面は、それぞれ1つ以上の試薬を貯蔵する1つ以上の貯
蔵部位を含み、前記試薬は、ステップ（ｃ）の間に又は後に前記試料中に溶解及び拡散す
る、前記本発明のいずれかの方法。
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[本発明1010]
　1つ又は2つのプレート試料接触表面は1つ以上の増幅部位を含み、前記1つ以上の増幅部
位はそれぞれ、前記分析物又は前記分析物の標識が1つの増幅部位から500ｎｍ以内にある
場合に前記分析物又は前記標識からの信号を増幅できる、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1011]
　ｉ．1つ又は2つのプレート試料接触表面は1つ以上の結合部位を含み、前記結合部位は
それぞれ、それぞれの分析物に結合してそれを固定化する、或いは
　ｉｉ．1つ又は2つのプレート試料接触表面は、それぞれ1つ以上の試薬を貯蔵する1つ以
上の貯蔵部位を含み、前記試薬は、ステップ（ｃ）の間に又は後に前記試料中に溶解及び
拡散し、前記試料は、1つ以上の分析物を含む、或いは、
　ｉｉｉ．前記分析物又は前記分析物の標識が増幅部位から500ｎｍである場合に1つ以上
の増幅部位はそれぞれ、前記分析物又は前記標識からの信号を増幅できる、或いは、
　ｉｖ．ｉ．～ｉｉｉ．を任意に組み合わせる、
前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1012]
　前記液体試料は、羊水、房水、硝子体液、血液（例えば全血、分画血液、血漿、又は血
清等）、母乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リン
パ液、糞便、呼吸、胃酸、胃液、リンパ液、粘液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹
膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、呼気凝縮液、皮脂、精液、喀痰、汗、滑液、涙
液、嘔吐物、及び尿液から選択される生体試料である、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1013]
　前記閉鎖構成における前記均一な厚さの層は150μｍより小さい、前記本発明のいずれ
かの方法。
[本発明1014]
　ステップ（ｄ）の間の前記適当なプレスは人の手による、前記本発明のいずれかの方法
。
[本発明1015]
　ステップ（ｄ）の前記適当なプレスは、加圧液体、加圧気体、又はコンフォーマル材料
によって提供される、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1016]
　前記分析するステップは、前記均一な厚さの層内の細胞を計数するステップを含む、前
記本発明のいずれかの方法。
[本発明1017]
　前記分析するステップは、前記均一な厚さの層においてアッセイを行うステップを含む
、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1018]
　前記アッセイは結合アッセイ又は生化学アッセイである、本発明1017の方法。
[本発明1019]
　前記付着した試料の総体積は0．5μＬより小さい、前記本発明のいずれかの方法。
[本発明1020]
　前記プレートの1つ又は2つに複数滴の試料を付着させる、前記本発明のいずれかの方法
。
[本発明1021]
　第1のプレート及び第2のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートが、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｉｉ．1つ又は2つのプレートが可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各前記プレートが、そのそれぞれの表面上に、分析物を含む試料と接触する
ための試料接触領域を有し、
　　ｉｖ．前記プレートの1つ又は2つが、それぞれの試料接触領域に固定されたスペーサ
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を含み、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び、前記分析物の大きさより少
なくとも約2倍大きく最大200μｍである所定の一定のスペーサ間距離を有し、かつ少なく
とも1つの前記スペーサは、前記試料接触領域内にあり、
　1つの構成は、前記2つのプレートが離れており前記プレート間の間隔が前記スペーサに
より調節されずかつ前記試料が前記プレートの1つ又は2つに付着する、開放構成であり、
かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮されて非常
に均一な厚さの層になり、前記層の均一な厚さは、前記プレートの前記試料接触表面によ
り制限され、前記スペーサ及び前記プレートにより調節される、液体試料を分析するため
の装置。
[本発明1022]
　前記スペーサ間の距離は、1μｍ～120μｍの範囲内にある、本発明1021の装置。
[本発明1023]
　可撓性プレートは、20μｍ～250μｍの範囲内の厚さ、0．1ＧＰａ～5ＧＰａの範囲内の
ヤング率を有する、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1024]
　可撓性プレートについて、前記可撓性プレートの厚さと前記可撓性プレートのヤング率
との乗算値は、60ＧＰａ－μｍ～750ＧＰａ－μｍの範囲内にある、前記本発明のいずれ
かの装置。
[本発明1025]
　前記均一な厚さの試料の層は、少なくとも1ｍｍ2である側面積にわたって均一である、
前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1026]
　前記均一な厚さの試料の層は、±5％までの厚さ均一性を有する、前記本発明のいずれ
かの装置。
[本発明1027]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、前記本発明のい
ずれかの装置。
[本発明1028]
　前記スペーサは、柱形状を有し、実質的に平坦な上面を有し、かつ実質的に均一な断面
を有し、各スペーサについて、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なく
とも1である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1029]
　前記スペーサ間の距離は周期的である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1030]
　前記スペーサは、1％以上の充填率を有し、前記充填率は、全プレート面積に対するス
ペーサ接触面積の比である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1031]
　前記スペーサのヤング率と前記スペーサの充填率との乗算値は、20ＭＰａ以上であり、
前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比である、前記本発明のいず
れかの装置。
[本発明1032]
　閉鎖構成における前記2つのプレートの間の間隔は、200μｍより小さい、前記本発明の
いずれかの装置。
[本発明1033]
　閉鎖構成における前記2つのプレートの間の間隔は、1．8μｍ～3．5μｍから選択され
る値である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1034]
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　前記スペーサは、プレートを直接的にエンボス加工することにより又は前記プレートへ
の射出成形により、前記プレート上で固定される、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1035]
　前記プレート及び前記スペーサの材料は、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、ＰＣ、ＣＯＣ、Ｃ
ＯＰ、又は他種のプラスチックから選択される、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1036]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1037]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1038]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1039]
　前記スペーサを製造するために使用される金型は、複数のフィーチャを含む金型によっ
て製造され、前記フィーチャは、（ａ）直接、反応性イオンエッチングもしくはイオンビ
ームエッチングによって、又は（ｂ）反応性イオンエッチングもしくはイオンビームエッ
チングでエッチングされたフィーチャを複製もしくは複数回複製することによって製造さ
れる、前記本発明のいずれかの装置。
[本発明1040]
　（ａ）血液試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、各プレートは、実質的に平坦な試料接触表面を有し、1
つ又は2つのプレートは可撓性であり、前記プレートの1つ又は2つは、それぞれの試料接
触表面に固定されたスペーサを含み、前記スペーサは、
　　ｉ．所定の実質的に均一な高さと、
　　ｉｉ．実質的に均一な断面及び平坦な上面を有する、柱形状と、
　　ｉｉｉ．1以上の、高さに対する幅の比と、
　　ｉｖ．10μｍ～200μｍの範囲内の所定の一定のスペーサ間の距離と、
　　ｖ．1％以上の充填率と、
　　ｖｉ．2ＭＰａ以上である、前記スペーサの充填率とヤング率の積と
を有する、ステップ、並びに
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの1つ又は2つに前
記血液試料を付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分
的又は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、
構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを用いて、前記血液試料の少なくとも一部を圧
縮して実質的に均一な厚さの層にするステップであって、前記均一な厚さの層は、前記プ
レートの前記試料接触表面により制限され、前記層の均一な厚さは、前記スペーサ及び前
記プレートにより調節され、かつ10％より小さな変動を伴う1．8μｍ～3μｍの範囲内の
平均値を有し、前記圧縮は、
　前記2つのプレートを一体にすること、及び
　前記プレートを一緒に閉鎖構成までプレスするために、並行して又は順次に前記プレー
トのうちの少なくとも1つのプレートのある領域を適当にプレスし、適当な前記プレスに
より前記試料の前記少なくとも一部に対する前記プレート上の実質的に均一な圧力が生成
され、前記プレスにより前記試料の前記少なくとも一部が前記プレートの前記試料接触面
間に横方向に広がり、前記閉鎖構成が、均一な厚さ領域の前記層における前記プレート間
の前記間隔が前記スペーサにより調節される構成である、ステップ、並びに
　（ｅ）前記プレートが閉鎖構成である間に、均一な厚さの前記層内の血液を分析するス
テップ
を含む、血液試料を分析するための方法であって、
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　前記充填率は、総プレート面積に対するスペーサ接触面積の比であり、
　適当なプレスは、前記プレートの外面の形状変化に関わらず、ある領域に加えた圧力を
実質的に一定にする方法であり、
　前記並行プレスは、所期の領域に圧力を同時に加え、順次プレスは、所期の領域の一部
に圧力を加え、かつ徐々に他の領域に移行する、方法。
[本発明1041]
　前記プレートが前記閉鎖構成になった後、外力を除去するステップ、
　前記プレートが前記閉鎖構成である間に、前記均一な厚さの層内の血液細胞を画像化す
るステップ、及び
　画像中のある領域内の前記血液細胞の数を計数するステップ
を含む、本発明1040の方法。
[本発明1042]
　前記スペーサ間の距離は、20μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1040又は1041の方
法。
[本発明1043]
　前記スペーサ間の距離は、5μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1040～1042のいずれ
かの方法。
[本発明1044]
　表面変動は30ｎｍより小さい、本発明1040～1043のいずれかの方法。
[本発明1045]
　（ｂ）の前記血液試料は、抗凝固剤が添加されていない未希釈の全血である、本発明10
40～1044のいずれかの方法。
[本発明1046]
　前記付着させるステップ（ｂ）は、
　ｉ．ヒトの皮膚を穿刺して皮膚上に小滴の血液を放出し、ｉｉ．血液移送器具を使用せ
ずに前記小滴の血液を1つ又は2つの前記プレートと接触させることにより行われる、本発
明1040～1045のいずれかの方法。
[本発明1047]
　前記計数するステップ（ｆ）は、赤血球の数を計数するステップを含む、本発明1040～
1046のいずれかの方法。
[本発明1048]
　前記計数するステップ（ｆ）は、白血球の数を計数するステップを含む、本発明1040～
1047のいずれかの方法。
[本発明1049]
　前記計数するステップ（ｆ）は、前記試料中の細胞を染色するステップ、並びに好中球
、リンパ球、単球、好酸球、及び好塩基球の数を計数するステップを含む、本発明1040～
1048のいずれかの方法。
[本発明1050]
　前記画像化するステップと計数するステップは、
　ｉ．前記均一な厚さの層内の前記血液細胞を照射すること、
　ｉｉ．ＣＣＤ又はＣＭＯＳセンサを用いて前記血液細胞の1つ又は複数の画像を撮影す
ること、
　ｉｉｉ．コンピュータを用いて前記画像内において細胞を識別すること、及び
　ｉｖ．前記画像の領域内の血液細胞の数を計数すること
により行われる、本発明1040～1049のいずれかの方法。
[本発明1051]
　ステップ（ｃ）の外力は、人の手によって提供される、本発明1040～1050のいずれかの
方法。
[本発明1052]
　前記均一な厚さの層中のナトリウム、カリウム、塩化物、重炭酸塩、血液尿素、窒素、
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マグネシウム、クレアチニン、グルコース、カルシウム、ＨＤＬコレステロールＬＤＬコ
レステロールレベル、及び／又はトリグリセリドレベルを測定するステップをさらに含む
、本発明1040～1051のいずれかの方法。
[本発明1053]
　1つ又は2つのプレート上に塗布された乾燥試薬をさらに含む、本発明1040～1052のいず
れかの方法。
[本発明1054]
　前記均一な厚さの試料の層は、±5％までの厚さ均一性を有する、本発明1040～1053の
いずれかの方法。
[本発明1055]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1040～10
54のいずれかの方法。
[本発明1056]
　前記スペーサ間の間隔は、ＲＢＣのほぼ平均厚さである、本発明1040～1055のいずれか
の方法。
[本発明1057]
　前記分析するステップは、前記血液中の細胞を画像化するステップを含む、本発明1040
～1056のいずれかの方法。
[本発明1058]
　前記細胞は、赤血球、白血球、又は血小板を含む、本発明1040～1057のいずれかの方法
。
[本発明1059]
　前記血液を分析するステップは、前記血液中の癌細胞、ウイルス、又は細菌を画像化す
るステップを含む、本発明1040～1058のいずれかの方法。
[本発明1060]
　前記血液を分析するステップは、タンパク質又は核酸を検出するステップを含む、本発
明1040～1059のいずれかの方法。
[本発明1061]
　前記血液を分析するステップは血球の測定を含み、前記測定は、前記スペーサを用いて
前記試料の厚さを決定すること、画像化によって側面積を決定すること、及び2Ｄ画像を
用いて赤血球の面積を計算することを含む、本発明1040～1060のいずれかの方法。
[本発明1062]
　前記血液を分析するステップは、前記血液中の赤血球濃度を測定するステップを含む、
本発明1040～1061のいずれかの方法。
[本発明1063]
　前記血液を分析するステップは、前記血液中の白血球濃度を測定するステップを含む、
本発明1040～1062のいずれかの方法。
[本発明1064]
　前記血液を分析するステップは、前記血液中の血小板濃度を測定するステップを含む、
本発明1040～1063のいずれかの方法。
[本発明1065]
　第1のプレート及び第2のプレート
を含み、
　　ｖ．前記プレートが、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｖｉ．プレートの1つ又は2つは可撓性であり、
　　ｖｉｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面上に、血液試料と接触するための試
料接触領域を有し、
　　ｖｉｉｉ．前記プレートの1つ又は2つは、それぞれのプレートに固定されたスペーサ
を含み、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び7μｍ～200μｍの範囲内の所
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定の一定のスペーサ間距離を有し、前記スペーサのうちの少なくとも1つのスペーサは、
前記試料接触領域内にあり、
　1つの構成は、2つの前記プレートが離れており前記プレート間の間隔が前記スペーサに
より調節されずかつ前記試料が1つ又は2つの前記プレートに付着する、開放構成であり、
かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮されて非常
に均一な厚さの層になり、前記層の均一な厚さは、前記2つのプレートの内表面により制
限され、かつ前記スペーサ及び前記プレートにより調節され、かつ小さな変動を伴う1．8
μｍ～3μｍの範囲内の平均値を有する、液体試料を分析するための装置。
[本発明1066]
　前記スペーサ間の距離は、14μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1065の装置。
[本発明1067]
　前記スペーサ間の距離は、7μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1065又は1066の装置
。
[本発明1068]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1065～10
67のいずれかの装置。
[本発明1069]
　前記スペーサは、柱形状を有し、かつ実質的に平坦な上面を有し、各スペーサについて
、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なくとも1である、本発明1065～1
068のいずれかの装置。
[本発明1070]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1065～1069のいずれかの装置。
[本発明1071]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1065～1070のいずれかの
装置。
[本発明1072]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1065～1071のいずれかの装置。
[本発明1073]
　前記プレートの少なくとも1つは可撓性ポリマーで製造される、本発明1065～1072のい
ずれかの装置。
[本発明1074]
　前記スペーサが圧縮性ではなく、かつ／又は、独立して前記プレートのうちの1つのみ
が可撓性である、本発明1065～1073のいずれかの装置。
[本発明1075]
　前記可撓性プレートの厚さは、50μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1065～1074の
いずれかの装置。
[本発明1076]
　1つ又は2つのプレート上に塗布された乾燥試薬をさらに含む、本発明1065～1075のいず
れかの装置。
[本発明1077]
　前記変動は10％より小さい、本発明1065～1076のいずれかの装置。
[本発明1078]
　液体試料の一部において標的実体を局所的に結合するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する前記試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、1つ又は2つの前記プレートはそれぞれのプレート上に固
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定化されたスペーサを含み、前記スペーサは所定の実質的に均一な高さを有し、第1のプ
レートはその表面に結合部位を含み、前記結合部位は所定の領域を有し、かつ前記標的実
体に結合してそれを固定化する、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを閉鎖構成にすることにより前記試料を圧縮す
るステップであって、前記閉鎖構成は、前記試料の少なくとも一部が圧縮されて均一な厚
さの層になり、前記層が前記2つのプレートの内表面に接触し内表面によって制限されか
つ前記結合部位に接触する、構成であり、前記層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記
プレートにより調節され、250μｍより小さく、かつ前記結合部位の所定の領域の直線寸
法より実質的に小さい、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつ前記プレートが閉鎖構成にある間に、
　　（1）関連のある時間長さで前記試料をインキュベートし、次にインキュベーション
を停止するステップ、あるいは、
　　（2）関連のある時間長さの最小値以上の時間で前記試料をインキュベートし、次に
、前記関連のある時間長さの最大値以下の時間内に前記結合部位への標的実体の結合を評
価するステップ
であって、
　前記関連のある時間長さは、
　　　ｉ．前記閉鎖構成において前記標的実体が前記均一な厚さの層の厚さにわたって拡
散するのに必要な時間以上であり、かつ
　　　ｉｉ．前記標的実体が横方向に前記結合部位の最小横方向寸法にわたって拡散する
のに必要な時間より顕著に短く、
　（1）におけるインキュベーションの終了時又は（2）における評価の間、前記結合部位
に結合される大部分の前記標的実体は関連のある体積の前記試料に由来し、
　前記インキュベーションにより、前記標的実体が前記結合部位に結合することが可能と
なり、前記関連のある体積は、前記閉鎖構成で前記結合部位の上部にある前記試料の一部
である、ステップ
を含む、方法。
[本発明1079]
　前記結合部位に結合した前記標的実体を評価するステップをさらに含み、前記評価する
ステップは、（ｉ）ステップ（ｅ）の後又は（ｉｉ）ステップ（ｅ）の間のいずれかで実
施されるが、分析物が前記均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必要な時間とほ
ぼ等しいか又はそれより長い時間で試料がインキュベートされた後に開始される、本発明
1078の方法。
[本発明1080]
　前記関連のある体積の試料中の分析物の濃度を計算するステップをさらに含み、前記計
算は、前記結合部位の所定の領域により画定された関連のある試料体積、前記閉鎖構成で
の前記均一な試料の厚さ、及び前記結合部位に結合した評価された前記標的実体に基づく
、本発明1078又は1079の方法。
[本発明1081]
　前記標的実体は、捕捉剤、分析物、又は検出剤である、本発明1078～1080のいずれかの
方法。
[本発明1082]
　分析物アッセイ領域における試料の体積は、前記結合部位の所定の面積と所定のスペー
サの高さとの乗算値にほぼ等しい、本発明1078～1080のいずれかの方法。
[本発明1083]
　前記第1のプレートは、その表面に第1の所定のアッセイ部位及び第2の所定のアッセイ
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部位を含み、前記アッセイ部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前
記均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は
、前記所定のアッセイ部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の
分析物を有する、本発明1078～1082のいずれかの方法。
[本発明1084]
　前記第1のアッセイ部位における第1の分析物を評価するステップ、及び前記第2の所定
のアッセイ部位における第2の分析物をアッセイするステップを含む、本発明1083の方法
。
[本発明1085]
　前記第1の所定のアッセイ部位及び前記第2の所定のアッセイ部位における同じ分析物を
アッセイするステップを含む、本発明1038の方法。
[本発明1086]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの分析物アッセイ部位をさらに有し、
任意の2つの隣接したアッセイ部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時
の前記均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一
部は、前記アッセイ部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分
析物を有する、本発明1078～1085のいずれかの方法。
[本発明1087]
　各前記アッセイ部位内の異なる分析物をアッセイするステップを含む、本発明1078～10
86のいずれかの方法。
[本発明1088]
　各前記アッセイ部位は、サブ分析物アッセイ部位をさらに含み、少なくとも2つの隣接
したサブ分析物アッセイ部位は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層
の厚さ未満で離れており、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記アッセイ部位の
上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1078
～1087のいずれかの方法。
[本発明1089]
　前記分析物アッセイ領域は、1対の電極の間にある、本発明1078～1088のいずれかの方
法。
[本発明1090]
　前記アッセイ領域は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1078～1089の
いずれかの方法。
[本発明1091]
　前記アッセイ領域は、前記分析物に結合してそれを固定化する、本発明1078～1090のい
ずれかの方法。
[本発明1092]
　前記アッセイ領域は、前記分析物からの信号を増幅する、本発明1078～1091のいずれか
の方法。
[本発明1093]
　前記アッセイ領域は結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試
料と接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、
本発明1078～1092のいずれかの方法。
[本発明1094]
　前記試料の厚さは200μｍよりも小さい、本発明1078～1093のいずれかの方法。
[本発明1095]
　前記プレートが前記閉鎖構成にある時に、前記第1のプレートと前記第2のプレートは、
互いに対向する位置に複数の貯蔵部位を含む、本発明1078～1094のいずれかの方法。
[本発明1096]
　前記均一な厚さに対する前記結合部位の直線寸法の比は5よりも大きい、本発明1078～1
095のいずれかの方法。
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[本発明1097]
　前記反応は60秒未満で飽和する、本発明1078～1096のいずれかの方法。
[本発明1098]
　前記関連のある時間は、60秒～30分間の範囲内にある、本発明1078～1097のいずれかの
方法。
[本発明1099]
　ステップｅ（ｉ）において、インキュベーションを停止した後、前記結合部位に結合し
た前記標的実体を評価することを含む、本発明1078～1098のいずれかの方法。
[本発明1100]
　1回以上の洗浄を含む、本発明1078～1099のいずれかの方法。
[本発明1101]
　液体試料の一部において標的実体を局所的に結合するための装置であって、
　第1のプレート及び第2のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、前記プ
レートの1つ又は2つは可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面に試料と接触するための試料接触領
域を有し、前記試料は、前記試料中に拡散できる実体を含み、
　　ｉｖ．前記プレートの1つは、その試料接触領域上に結合部位を有し、前記結合部位
は所定の領域を有し、かつ前記標的実体に結合してそれを固定化し、
　　ｖ．1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み
、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有
し、かつ前記スペーサの少なくとも1つは、前記試料接触領域内にあり、
　1つの構成は、前記2つのプレートが部分的又は完全に離れており前記プレート間の間隔
が前記スペーサにより調節されずかつ前記試料が1つ又は2つの前記プレートに付着する、
開放構成であり、かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮されて均一
な厚さの層になり、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり、
かつ前記層の均一な厚さは、前記2つのプレートの内表面により制限され、前記プレート
及び前記スペーサにより調節され、250μｍより小さく、かつ前記結合部位の所定の領域
の平均直線寸法より実質的に小さい、装置。
[本発明1102]
　前記第1のプレートは、その表面に第1の所定のアッセイ部位及び第2の所定のアッセイ
部位をさらに含み、前記アッセイ部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある
時の前記均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも
一部は、前記所定のアッセイ部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ
以上の分析物を有する、本発明1101の装置。
[本発明1103]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの分析物アッセイ部位を有し、任意の
2つの隣接したアッセイ部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記
均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、
前記アッセイ部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を
有する、本発明1101又は1102の装置。
[本発明1104]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも2つの隣接した分析物アッセイ部位を有し
、前記分析物アッセイ部位は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層の
厚さよりも実質的に大きい距離で離れておらず、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は
前記アッセイ部位の上にあり、かつ前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析
物を有する、本発明1101～1103のいずれかの装置。
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[本発明1105]
　分析物アッセイ領域は、1対の電極の間にある、本発明1101～1104のいずれかの装置。
[本発明1106]
　前記アッセイ領域は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1101～1105の
いずれかの装置。
[本発明1107]
　前記アッセイ領域は、前記分析物に結合してそれを固定化する、本発明1101～1106のい
ずれかの装置。
[本発明1108]
　前記アッセイ領域は結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試
料と接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、
本発明1101～1107のいずれかの装置。
[本発明1109]
　前記スペーサ間の距離は、14μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1101～1108のいず
れかの装置。
[本発明1110]
　前記スペーサ間の距離は、7μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1101～1109のいずれ
かの装置。
[本発明1111]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1101～11
10のいずれかの装置。
[本発明1112]
　前記スペーサは、柱形状を有し、かつ実質的に平坦な上面を有し、各スペーサについて
、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なくとも1である、本発明1101～1
111のいずれかの装置。
[本発明1113]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1101～1112のいずれかの装置。
[本発明1114]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1101～1113のいずれかの
装置。
[本発明1115]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1101～1114のいずれかの装置。
[本発明1116]
　前記プレートの少なくとも1つは可撓性ポリマーで製造される、本発明1101～1115のい
ずれかの装置。
[本発明1117]
　前記プレートのうちの1つのみが可撓性である、本発明1101～1116のいずれかの装置。
[本発明1118]
　液体試料の一部に試薬を局所的に放出するための方法であって、
　（ａ）試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、
　　（ｉ）1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含
み、
　　（ｉｉ）前記スペーサは所定の均一な高さを有し、かつ
　　（ｉｉｉ）第1のプレートはその表面上に貯蔵部位を含み、前記貯蔵部位は、所定の
領域を有しかつ試薬を含み、前記試薬は、前記試料に接触すると前記試料中に溶解して前
記試料中に拡散する、ステップ、
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　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを閉鎖構成にすることにより前記試料を圧縮す
るステップであって、前記閉鎖構成は、前記試料の少なくとも一部が圧縮されて均一な厚
さの層になり、前記層が前記2つのプレートの内表面によって制限されかつ前記貯蔵部位
を被覆する、構成であり、前記層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記プレートにより
調節され、250μｍより小さく、かつ前記貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に
小さい、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつ前記プレートが前記閉鎖構成にある間に、関連のある時間長さで
前記試料をインキュベーションし、次にインキュベーションを停止するステップであって
、
　前記関連のある時間長さは、
　　ｉ．前記閉鎖構成において標的実体が前記均一な厚さの層の厚さにわたって拡散する
のに必要な時間とほぼ等しいかそれより長い時間であり、かつ
　　ｉｉ．前記標的実体が結合部位の所定の領域の直線寸法にわたって横方向に拡散する
のに必要な時間より短く、
　それによって、インキュベーションの後、当初は貯蔵部位上にある前記試薬の大部分は
、関連のある体積の前記試料中にあり、
　前記インキュベーションは、前記試薬が前記試料と結合又は混合することを可能にする
過程であり、前記関連のある体積は、前記閉鎖構成において前記結合部位の上部にある前
記試料の一部分である、ステップ
を含む、方法。
[本発明1119]
　前記試薬は、捕捉剤、分析物、又は検出剤である、本発明1118の方法。
[本発明1120]
　ステップ（ｂ）における第2のプレートの表面は結合部位をさらに含み、前記結合部位
は、対応する所定の領域及び対応する位置を有し、かつ前記試薬に結合してそれを固定化
し、
　ステップ（ｄ）において、前記結合部位及び前記試薬部位は、前記閉鎖構成において位
置合わせされ、かつ
　ステップ（ｅ）のインキュベーションの終了時、当初は前記貯蔵部位上にある前記試薬
の大部分が前記結合部位に結合され、前記結合部位と前記関連のある体積中の前記試薬と
の結合が実質的に平衡に達する、本発明1118又は1119の方法。
[本発明1121]
　前記関連のある体積の試料中の分析物の濃度を計算するステップをさらに含み、前記計
算が、前記貯蔵部位の所定の領域により画定された関連のある試料体積、前記閉鎖構成で
の前記均一な試料の厚さ、及び検出された標的実体の量に基づく、本発明1118～1120のい
ずれかの方法。
[本発明1122]
　前記標的実体は、捕捉剤、分析物、又は検出剤である、本発明1118～1121のいずれかの
方法。
[本発明1123]
　前記所定の領域における試料の体積は、所定の面積と所定のスペーサの高さとの乗算値
にほぼ等しい、本発明1118～1122のいずれかの方法。
[本発明1124]
　前記第1のプレートは、その表面に第1の貯蔵部位及び第2の貯蔵部位を含み、前記貯蔵
部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層の厚さよ
りも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記貯蔵部位の上にあり



(28) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1118～1123の
いずれかの方法。
[本発明1125]
　前記第1の貯蔵部位上の第1の分析物を評価するステップ、及び前記第2の貯蔵部位上の
第2の分析物をアッセイするステップを含む、本発明1124の方法。
[本発明1126]
　前記第1の貯蔵部位上及び前記第2の貯蔵部位上の同じ分析物をアッセイするステップを
含む、本発明1124の方法。
[本発明1127]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの貯蔵部位をさらに含み、任意の2つ
の隣接した貯蔵部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚
さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記所定
の領域の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本
発明1118～1126のいずれかの方法。
[本発明1128]
　各前記貯蔵部位内における異なる分析物をアッセイするステップを含む、本発明1127の
方法。
[本発明1129]
　前記貯蔵部位は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1118～1128のいず
れかの方法。
[本発明1130]
　前記貯蔵部位は結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試料と
接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、本発
明1118～1129のいずれかの方法。
[本発明1131]
　前記試料の厚さは200μｍよりも小さい、本発明1118～1130のいずれかの方法。
[本発明1132]
　前記プレートが前記閉鎖構成にある時に、前記第1のプレートと前記第2のプレートは、
互いに対向する位置に貯蔵部位を含む、本発明1118～1131のいずれかの方法。
[本発明1133]
　前記均一な厚さに対する前記結合部位の直線寸法の比は5よりも大きい、本発明1118～1
132のいずれかの方法。
[本発明1134]
　前記反応は60秒未満で飽和する、本発明1118～1133のいずれかの方法。
[本発明1135]
　前記関連のある時間は、60秒～30分間の範囲内にある、本発明1118～1134のいずれかの
方法。
[本発明1136]
　1回以上の洗浄を含む、本発明1118～1135のいずれかの方法。
[本発明1137]
　第1のプレート及び第2のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｉｉ．前記プレートの1つ又は2つは可撓性であり、
　　ｖｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面上に、試料と接触するための試料接触
領域を有し、
　　ｖｉｉ．前記プレートの1つは、その試料接触領域上に貯蔵部位を含み、前記貯蔵部
位は所定の領域を有し、かつ試薬を含み、前記試薬は、前記試料に接触すると、前記試料
中に溶解して前記試料中に拡散しかつ標的実体に結合し、
　　ｖｉｉｉ．前記プレートの1つ又は2つは、それぞれのプレートに固定されたスペーサ
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を含み、前記スペーサは、（ａ）250μｍ以下でありかつ試薬部位の所定の領域の平均直
線寸法より実質的に小さい、所定の実質的に均一な高さ、及び、（ｂ）200μｍ以下であ
る所定の一定のスペーサ間の距離を有し、少なくとも1つのスペーサは前記試料接触領域
内にあり、
　1つの構成は、前記2つのプレートが部分的又は完全に離れており前記プレート間の間隔
が前記スペーサにより調節されずかつ前記試料が1つ又は2つの前記プレートに付着する、
開放構成であり、かつ
　別の構成は、前記試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記閉鎖
構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮されて均一な厚
さの層になり、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、結合部位の上にあり、かつ前記
層の均一な厚さは、前記2つのプレートの内表面により制限され、かつ前記スペーサ及び
前記プレートにより調節される、液体試料の一部に試薬を局所的に放出するための装置。
[本発明1138]
　前記第1のプレートは、その表面に、所定領域を有する第2の貯蔵部位をさらに含み、前
記第1の貯蔵部位と前記第2の貯蔵部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある
時の前記均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも
一部は、前記貯蔵部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析
物を有する、本発明1137の装置。
[本発明1139]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの貯蔵部位を有し、任意の2つの隣接
した貯蔵部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層
の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記貯蔵部位の
上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1137
又は1138の装置。
[本発明1140]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも2つの隣接した貯蔵部位を有し、前記貯蔵
部位は、前記プレートが閉鎖位置にある時の均一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きい
距離で離れておらず、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、アッセイ部位の上にあり
、かつ前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1137～113
9のいずれかの装置。
[本発明1141]
　前記貯蔵部位は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1137～1140のいず
れかの装置。
[本発明1142]
　前記貯蔵部位は結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試料と
接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、本発
明1137～1141のいずれかの装置。
[本発明1143]
　前記スペーサ間の距離は、14μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1137～1142のいず
れかの装置。
[本発明1144]
　前記スペーサ間の距離は、7μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1137～1143のいずれ
かの装置。
[本発明1145]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1137～11
44のいずれかの装置。
[本発明1146]
　前記スペーサは、柱形状を有し、かつ実質的に平坦な上面を有し、各スペーサについて
、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なくとも1である、本発明1137～1
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145のいずれかの装置。
[本発明1147]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1137～1146のいずれかの装置。
[本発明1148]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1137～1147のいずれかの
装置。
[本発明1149]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1137～1148のいずれかの装置。
[本発明1150]
　前記プレートの少なくとも1つは可撓性ポリマーで製造される、本発明1137～1149のい
ずれかの装置。
[本発明1151]
　前記プレートのうちの1つのみが可撓性である、本発明1137～1150のいずれかの装置。
[本発明1152]
　関連のある体積の試料中の標的実体をプレート表面上の結合部位上に結合するための時
間を短縮するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレート上に
固定されたスペーサを含み、1つ又は2つのプレートは可撓性であり、前記スペーサは、所
定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有し、第1のプレートは
その表面に結合部位を含み、前記結合部位は所定の領域を有し、かつ前記標的実体に結合
してそれを固定化する、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを閉鎖構成にすることにより前記試料を圧縮す
るステップであって、前記閉鎖構成は、関連のある体積の前記試料の厚さが前記プレート
の開放構成での厚さと比較して減少し実質的に均一な厚さの層となる、構成であり、前記
実質的に均一な厚さの層が、少なくとも1ｍｍ2の側面積を有し、前記実質的に均一な厚さ
の層が、前記2つのプレートの内表面により制限され、かつ前記結合部位を被覆し、前記
層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記プレートにより調節され、250μｍより小さく
、かつ前記結合部位の前記所定の領域の直線寸法より実質的に小さく、前記関連のある体
積は、前記試料の体積の一部又は全部である、ステップ
を含み、
　前記関連のある体積の前記試料の厚さを減少させることによって、前記結合部位と前記
関連のある体積中の前記標的実体との間の結合が平衡に達するための時間が短縮される、
方法。
[本発明1153]
　前記試料の厚さの少なくとも一部を減少させるステップを含む、本発明1152の方法。
[本発明1154]
　前記所定の領域は少なくとも1ｍｍ2である、本発明1152又は1153の方法。
[本発明1155]
　前記所定の領域は1ｍｍ2未満である、本発明1152～1154のいずれかの方法。
[本発明1156]
　前記結合部位に結合した前記標的実体を評価するステップをさらに含み、前記評価する
ステップは、分析物が前記均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必要な時間とほ
ぼ等しいか又はそれより長い時間で前記試料がインキュベートされた後に開始される、本
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発明1152～1155のいずれかの方法。
[本発明1157]
　前記時間が60秒未満に短縮される、本発明1152～1156のいずれかの方法。
[本発明1158]
　前記関連のある体積の試料中の分析物の濃度を計算するステップをさらに含み、前記計
算は、前記結合部位の所定の領域により画定された関連のある試料体積、前記閉鎖構成で
の前記均一な試料の厚さ、及び前記結合部位に結合した評価された前記標的実体に基づく
、本発明1118～1157のいずれかの方法。
[本発明1159]
　前記標的実体は、捕捉剤、分析物、又は検出剤である、本発明1152～1158のいずれかの
方法。
[本発明1160]
　分析物結合部位における試料の体積は、前記結合部位の所定の面積と所定のスペーサの
高さとの乗算値にほぼ等しい、本発明1152～1159のいずれかの方法。
[本発明1161]
　前記第1のプレートは、その表面に第1の結合部位及び第2の結合部位を含み、前記結合
部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層の厚さよ
りも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり
、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1152～1160の
いずれかの方法。
[本発明1162]
　前記第1の結合部位における第1の分析物を評価するステップ、及び前記第2の結合部位
における第2の分析物をアッセイするステップを含む、本発明1152～1161のいずれかの方
法。
[本発明1163]
　前記第1の結合部位及び前記第2の結合部位における同じ分析物をアッセイするステップ
を含む、本発明1152～1162のいずれかの方法。
[本発明1164]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの分析物結合部位をさらに有し、任意
の2つの隣接した結合部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均
一な厚さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前
記結合部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する
、本発明1152～1163のいずれかの方法。
[本発明1165]
　各前記結合部位内における異なる分析物をアッセイするステップを含む、本発明1164の
方法。
[本発明1166]
　各前記結合部位は、サブ分析物結合部位をさらに含み、少なくとも2つの隣接したサブ
分析物結合部位は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層の厚さ未満で
離れており、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり、かつ前
記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1164の方法。
[本発明1167]
　前記結合部位は、1対の電極の間にある、本発明1152～1166のいずれかの方法。
[本発明1168]
　前記結合部位は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1152～1167のいず
れかの方法。
[本発明1169]
　前記結合部位は、前記分析物に結合してそれを固定化する、本発明1152～1168のいずれ
かの方法。
[本発明1170]
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　前記結合部位は、前記分析物からの信号を増幅する、本発明1152～1169のいずれかの方
法。
[本発明1171]
　前記結合部位は、結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試料
と接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、本
発明1152～1170のいずれかの方法。
[本発明1172]
　前記試料の厚さは、200μｍよりも小さい、本発明1152～1171のいずれかの方法。
[本発明1173]
　前記プレートが前記閉鎖構成にある時に、前記第1のプレートと前記第2のプレートは、
互いに対向する位置に複数の貯蔵部位を含む、本発明1152～1172のいずれかの方法。
[本発明1174]
　前記均一な厚さに対する前記結合部位の直線寸法の比は5よりも大きい、本発明1152～1
173のいずれかの方法。
[本発明1175]
　前記反応は60秒未満で飽和する、本発明1152～1174のいずれかの方法。
[本発明1176]
　前記関連のある時間は、60秒～30分間の範囲内にある、本発明1152～1175のいずれかの
方法。
[本発明1177]
　ステップｅ（ｉ）において、インキュベーションを停止した後、前記結合部位に結合し
た前記標的実体を評価することを含む、本発明1152～1176のいずれかの方法。
[本発明1178]
　1回以上の洗浄を含む、本発明1152～1177のいずれかの方法。
[本発明1179]
　第1のプレート及び第2のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、1つ又
は2つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面に試料と接触するための試料接触領
域を有し、前記試料は、前記試料中に拡散できる実体を含み、
　　ｉｖ．前記プレートの1つは、その試料接触領域上に結合部位を有し、前記結合部位
は所定の領域を有し、かつ標的実体に結合してそれを固定化し、
　　ｖ．1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み
、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有
し、かつ前記スペーサの少なくとも1つは、前記試料接触領域内にあり、
　1つの構成は、前記2つのプレートが部分的又は完全に離れており前記プレート間の間隔
が前記スペーサにより調節されずかつ前記試料が前記1つ又は2つのプレートに付着する、
開放構成であり、かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮されて均一
な厚さの層になり、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり、
かつ前記層の均一な厚さは、前記2つのプレートの内表面により制限され、前記プレート
及び前記スペーサにより調節され、250μｍより小さく、かつ前記結合部位の所定の領域
の平均直線寸法より実質的に小さく、かつ
　関連のある体積の前記試料の厚さを減少させることによって、前記結合部位と前記関連
のある体積中の前記標的実体との間の結合が平衡に達するための時間が短縮される、液体
試料の一部において前記標的実体を局所的に結合するための装置。
[本発明1180]
　前記第1のプレートは、その表面に第1の結合部位及び第2の結合部位を含み、前記結合
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部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さの層の厚さよ
りも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり
、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発明1179の装置。
[本発明1181]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも3つの分析物結合部位を有し、任意の2つ
の隣接した結合部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚
さの層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合
部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本発
明1179の装置。
[本発明1182]
　前記第1のプレートは、その表面に少なくとも2つの隣接した分析物結合部位を有し、前
記分析物結合部位は、前記プレートが閉鎖位置にある時の均一な厚さの層の厚さよりも実
質的に大きな距離で離れておらず、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記結合部
位の上にあり、かつ前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本
発明1179の装置。
[本発明1183]
　前記結合部位は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1179～1182のいず
れかの装置。
[本発明1184]
　前記結合部位は、前記分析物に結合してそれを固定化する、本発明1179～1183のいずれ
かの装置。
[本発明1185]
　前記結合部位は、結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試料
と接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ分析物と結合する、本発明
1179～1184のいずれかの装置。
[本発明1186]
　前記スペーサ間の距離は、14μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1179～1185のいず
れかの装置。
[本発明1187]
　前記スペーサ間の距離は、7μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1179～1186のいずれ
かの装置。
[本発明1188]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1179～11
87のいずれかの装置。
[本発明1189]
　前記スペーサは、柱形状を有し、かつ実質的に平坦な上面を有し、各スペーサについて
、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なくとも1である、本発明1179～1
188のいずれかの装置。
[本発明1190]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1179～1189のいずれかの装置。
[本発明1191]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1179～1190のいずれかの
装置。
[本発明1192]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1179～1191のいずれかの装置。
[本発明1193]
　前記プレートの少なくとも1つは可撓性ポリマーで製造される、本発明1179～1192のい
ずれかの装置。
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[本発明1194]
　前記プレートのうちの1つのみが可撓性である、本発明1179～1193のいずれかの装置。
[本発明1195]
　流体的隔離無しでの液体試料の並行多重化アッセイのための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる1つ以上の標的分析物を含有する前記試料を取得するステッ
プ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、
　　ｉ．1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み
、1つ又は2つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉ．前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の
距離を有し、
　　ｉｉｉ．第1のプレートは、その表面に1つ以上の結合部位を有し、前記結合部位はそ
れぞれ、（ａ）の対応する標的分析物に結合してそれを固定化する捕捉剤を含む所定の領
域を有し、かつ
　　ｉｖ．第2のプレートは、その表面に1つ以上の対応する貯蔵部位を有し、前記貯蔵部
位はそれぞれ、所定の領域を有しかつある濃度の検出剤を含み、前記検出剤は、前記試料
に接触すると前記試料中に溶解して前記試料中に拡散し、
　各捕捉剤、標的分析物、及び対応する検出剤は、第1のプレートの結合部位に捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成できる、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを閉鎖構成にすることにより前記試料を圧縮す
るステップであって、前記閉鎖構成は、
　　ｉ．前記試料の少なくとも一部が、圧縮されて均一な厚さの層になり、前記均一な厚
さの層が、前記2つのプレートの内表面に接触し前記内表面によって制限され、かつ1つ以
上の前記結合部位及び1つ以上の前記貯蔵部位に接触し、
　　ｉｉ．1つ以上の対応する前記貯蔵部位が、1つ以上の前記結合部位の上にあり、かつ
　　ｉｉｉ．前記層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記プレートにより調節され、25
0μｍより小さく、かつ各貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さい
構成である、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつ前記プレートが前記閉鎖構成にある間に、
　　（1）関連のある時間長さで前記試料をインキュベートし、次にインキュベーション
を停止するステップ、あるいは、
　　（2）関連のある時間長さの最小値以上の時間で前記試料をインキュベートし、次に
、前記関連のある時間長さの最大値以下の時間内に結合部位への各標的分析物の結合を評
価するステップ
であって、
　前記関連のある時間長さは、
　　　ｉ．前記閉鎖構成において（ａ）の標的分析物が均一な厚さの層の厚さにわたって
拡散するのに必要な時間以上であり、かつ、
　　　ｉｉ．（ａ）の標的分析物が貯蔵部位又は結合部位の所定の領域の最小直線寸法に
わたって横方向に拡散するのに必要な時間より顕著に短く、
　それにより、反応が生じ、前記反応において、（1）におけるインキュベーションの終
了時又は（2）における評価の間、各結合部位に結合した捕捉剤－標的分析物－検出剤サ
ンドイッチの大部分が、対応する関連のある体積の前記試料に由来し、
　前記インキュベーションにより、各標的分析物が結合部位及び検出剤に結合することが
可能となり、前記対応する関連のある体積は、前記閉鎖構成での対応する前記貯蔵部位の
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上部にある前記試料の一部分であり、隣接した前記貯蔵部位の縁部間の分離間隔及び隣接
した前記結合部位の縁部間の分離間隔が、前記関連のある時間内で標的分析物又は検出剤
が拡散できる距離より大きく、前記結合部位及び／又は前記貯蔵部位の間に流体的隔離が
存在しない、ステップ
を含む、方法。
[本発明1196]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有する、本発明1195の方法。
[本発明1197]
　前記複数の結合部位のそれぞれは、異なる標的分析物に結合する、本発明1196の方法。
[本発明1198]
　前記第2のプレートは、その表面に複数の前記対応する貯蔵部位を有する、本発明1195
～1197のいずれかの方法。
[本発明1199]
　前記複数の対応する貯蔵部位のそれぞれは、異なる標的分析物に結合する、本発明1195
～1198のいずれかの方法。
[本発明1200]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有し、前記第2のプレートは、
その表面に複数の前記対応する貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に
各結合部位は対応する貯蔵部位に対向する、本発明1195～1199のいずれかの方法。
[本発明1201]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有し、前記第2のプレートは、
その表面に1つの貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に前記結合部位
のうちの少なくともいくつかの結合部位は、前記貯蔵部位内の1つの領域に対向する、本
発明1195～1200のいずれかの方法。
[本発明1202]
　前記第1のプレートは、その表面に1つの結合部位を有し、前記第2のプレートは、その
表面に複数の貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に少なくともいくつ
かの前記貯蔵部位は、前記結合部位内の1つの領域に対向する、本発明1195～1201のいず
れかの方法。
[本発明1203]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の結合部位を有し、前記結合部位は、同じ標的
分析物に結合してそれを固定化する異なる捕捉剤を含む、本発明1195～1202のいずれかの
方法。
[本発明1204]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の結合部位を有し、前記結合部位は、同じ捕捉
剤を含む、本発明1195～1203のいずれかの方法。
[本発明1205]
　前記捕捉剤は、前記異なる結合部位において異なる密度で存在する、本発明1204の方法
。
[本発明1206]
　2つの隣接した結合部位又は2つの隣接した貯蔵部位の間に分離間隔が存在し、前記閉鎖
構成での前記試料の厚さに対する分離間隔の比は少なくとも3である、本発明1195～1205
のいずれかの方法。
[本発明1207]
　前記関連のある体積の試料中の1つ以上の分析物の濃度を計算するステップをさらに含
み、前記計算は、所定の領域により画定された関連のある試料体積、前記閉鎖構成での前
記均一な試料の厚さ、及び検出された標的実体の量に基づく、本発明1195～1206のいずれ
かの方法。
[本発明1208]
　前記標的実体は、捕捉剤、分析物、又は検出剤である、本発明1195～1207のいずれかの
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方法。
[本発明1209]
　所定の領域における試料の体積は、所定の面積と所定のスペーサの高さとの乗算値にほ
ぼ等しい、本発明1195～1208のいずれかの方法。
[本発明1210]
　前記結合部位のうちの少なくとも2つの結合部位上の、前記関連のある体積中の同じ分
析物をアッセイするステップを含む、本発明1195～1209のいずれかの方法。
[本発明1211]
　前記結合部位のうちの少なくとも2つの結合部位上の、前記関連のある体積中の異なる
分析物をアッセイするステップを含む、本発明1195～1210のいずれかの方法。
[本発明1212]
　前記貯蔵部位は、乾燥試薬の複数のパッチにより画定される、本発明1195～1211のいず
れかの方法。
[本発明1213]
　前記貯蔵部位は結合試薬のパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試料と接触す
ると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、本発明1195
～1212のいずれかの方法。
[本発明1214]
　前記試料の厚さは200μｍよりも小さい、本発明1195～1213のいずれかの方法。
[本発明1215]
　前記均一な厚さに対する前記結合部位の直線寸法の比は5よりも大きい、本発明1195～1
214のいずれかの方法。
[本発明1216]
　1回以上の洗浄を含む、本発明1195～1215のいずれかの方法。
[本発明1217]
　流体的隔離無しでの液体試料の並行多重化アッセイのための装置であって、
　第1のプレート及び第2のプレートを含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、1つ又
は2つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉ．1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含
み、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を
有し、
　　ｉｉｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面に試料と接触するための試料接触領
域を有し、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の標的分析物を含み、
　　ｉｖ．前記第1のプレートは、その表面に、前記試料の対応する標的分析物に結合し
てそれを固定化する捕捉剤を含む所定の領域をそれぞれが有する1つ以上の結合部位を有
し、かつ
　　ｖ．第2のプレートは、その表面上に1つ以上の対応する貯蔵部位を有し、前記貯蔵部
位はそれぞれ、所定の領域を有し、かつある濃度の検出剤を含み、前記検出剤は、前記試
料に接触すると前記試料中に溶解して前記試料中に拡散し、
　各捕捉剤、標的分析物、及び対応する検出剤は、第1のプレートの結合部位に捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成でき、
　1つの構成は、前記2つのプレートが部分的又は完全に離れており前記プレート間の間隔
が前記スペーサにより調節されずかつ前記試料が1つ又は2つの前記プレートに付着する、
開放構成であり、かつ
　別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、前記
閉鎖構成では、
　　ｉ．試料の少なくとも一部が、圧縮されて均一な厚さの層になり、前記均一な厚さの
層が、前記2つのプレートの内表面に接触し前記内表面によって制限され、かつ1つ以上の
前記結合部位及び1つ以上の前記貯蔵部位を被覆し、
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　　ｉｉ．1つ以上の対応する前記貯蔵部位が、1つ以上の前記結合部位の上にあり、かつ
　　ｉｉｉ．前記層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記プレートにより調節され、25
0μｍより小さく、かつ各貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さく、かつ
　　ｉｖ．前記結合部位及び／又は前記貯蔵部位の間に流体的隔離が存在せず、
　隣接した前記貯蔵部位の縁部間の分離間隔及び隣接した前記結合部位の縁部間の分離間
隔が、関連のある時間内で標的分析物又は検出剤が拡散できる距離より大きく、前記結合
部位及び／又は前記貯蔵部位の間に流体的隔離が存在しない、装置。
[本発明1218]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有する、本発明1217の装置。
[本発明1219]
　前記複数の結合部位のそれぞれは、異なる標的分析物に結合する、本発明1217又は1218
の装置。
[本発明1220]
　前記第2のプレートは、その表面に複数の前記対応する貯蔵部位を有する、本発明1217
～1219のいずれかの装置。
[本発明1221]
　前記複数の対応する貯蔵部位のそれぞれは、異なる標的分析物に結合する、本発明1217
～1220のいずれかの装置。
[本発明1222]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有し、前記第2のプレートは、
その表面に複数の前記対応する貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に
各結合部位は対応する貯蔵部位に対向する、本発明1217～1221のいずれかの装置。
[本発明1223]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の前記結合部位を有し、前記第2のプレートは、
その表面に1つの貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に前記結合部位
のうちの少なくともいくつかの結合部位は、前記貯蔵部位内の1つの領域に対向する、本
発明1217～1222のいずれかの装置。
[本発明1224]
　前記第1のプレートは、その表面に1つの結合部位を有し、前記第2のプレートは、その
表面に複数の貯蔵部位を有し、前記プレートが前記閉鎖構成にある時に前記貯蔵部位のう
ちの少なくともいくつかの貯蔵部位は、前記結合部位内の1つの領域に対向する、本発明1
217～1223のいずれかの装置。
[本発明1225]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の結合部位を有し、前記結合部位は、同じ標的
分析物に結合してそれを固定化する異なる捕捉剤を含む、本発明1217～1224のいずれかの
装置。
[本発明1226]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の結合部位を有し、前記結合部位は、同じ捕捉
剤を含む、本発明1217～1225のいずれかの装置。
[本発明1227]
　異なる前記結合部位において前記捕捉剤が異なる密度で存在する、本発明1226の装置。
[本発明1228]
　2つの隣接した結合部位又は2つの隣接した貯蔵部位の間に分離間隔が存在し、前記閉鎖
構成での前記試料の厚さに対する分離間隔の比は少なくとも3である、本発明1217～1227
のいずれかの装置。
[本発明1229]
　前記スペーサ間の距離は、1μｍ～120μｍの範囲内にある、本発明1217～1228のいずれ
かの装置。
[本発明1230]
　前記可撓性プレートは、20μｍ～250μｍの範囲内の厚さ、0．1ＧＰａ～5ＧＰａの範囲
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内のヤング率を有する、本発明1217～1229のいずれかの装置。
[本発明1231]
　前記可撓性プレートについて、前記可撓性プレートの厚さと前記可撓性プレートのヤン
グ率との乗算値は、60～750ＧＰａ－μｍの範囲内にある、本発明1217～1230のいずれか
の装置。
[本発明1232]
　前記均一な厚さの試料の層は、少なくとも1ｍｍ2の側面積にわたって均一である、本発
明1217～1231のいずれかの装置。
[本発明1233]
　前記均一な厚さの試料の層は、±5％までの厚さ均一性を有する、本発明1217～1232の
いずれかの装置。
[本発明1234]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1217～12
33のいずれかの装置。
[本発明1235]
　前記スペーサは、柱形状を有し、実質的に平坦な上面を有し、かつ実質的に均一な断面
を有し、各スペーサについて、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なく
とも1である、本発明1217～1234のいずれかの装置。
[本発明1236]
　前記スペーサ間の距離は周期的である、本発明1217～1235のいずれかの装置。
[本発明1237]
　前記スペーサは1％以上の充填率を有し、前記充填率は、全プレート面積に対するスペ
ーサ接触面積の比である、本発明1217～1236のいずれかの装置。
[本発明1238]
　前記スペーサのヤング率と前記スペーサの充填率との乗算値は、20ＭＰａ以上であり、
前記充填率は、全プレート面積に対するスペーサ接触面積の比である、本発明1217～1237
のいずれかの装置。
[本発明1239]
　前記閉鎖構成での前記2つのプレートの間の間隔は200μｍよりも小さい、本発明1217～
1238のいずれかの装置。
[本発明1240]
　前記閉鎖構成での前記2つのプレートの間の間隔は、1．8μｍ～3．5μｍから選択され
る値である、本発明1217～1239のいずれかの装置。
[本発明1241]
　前記スペーサは、プレートを直接的にエンボス加工することにより又は前記プレートへ
の射出成形により、前記プレート上で固定される、本発明1217～1240のいずれかの装置。
[本発明1242]
　前記プレート及び前記スペーサの材料は、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、ＰＣ、ＣＯＣ、Ｃ
ＯＰ、又は他種のプラスチックから選択される、本発明1217～1241のいずれかの装置。
[本発明1243]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1217～1242のいずれかの装置。
[本発明1244]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1217～1243のいずれかの
装置。
[本発明1245]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1217～1244のいずれかの装置。
[本発明1246]
　携帯電話を用いて試料を迅速に分析するためのシステムであって、
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　（ａ）ＣＲＯＦ装置の1つ又は2つのプレートが、異なる構成になるように互いに対して
移動可能であり、
　　　ｉ．1つの構成は、前記2つのプレートが部分的又は完全に離れており前記プレート
間の間隔がスペーサにより調節されずかつ前記試料が1つ又は2つの前記プレートに付着す
る、開放構成であり、かつ
　　　ｉｉ．別の構成は、前記試料が前記開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成で
あり、前記閉鎖構成では、前記試料の少なくとも一部は、前記2つのプレートにより圧縮
されて均一な厚さの層になり、前記均一な厚さの層は、前記2つのプレートの内表面に接
触しかつ前記内表面により制限され、前記プレート及び前記スペーサにより調節される、
ＣＲＯＦ装置と、
　（ｂ）ｉ．前記試料を検出及び／又は画像化するための1つ以上のカメラ、
　　　ｉｉ．検出された信号及び／又は前記試料の画像を受信及び／又は処理するため、
並びに遠隔通信するための電子部品、信号プロセッサ、ハードウェア、及びソフトウェア
を含むモバイル通信装置と、
　（ｃ）前記モバイル通信装置又は外部源のいずれか一方からの光源と
を含む、システム。
[本発明1247]
　1つの前記プレートは、分析物に結合する結合部位を有し、前記均一な試料厚さの層の
少なくとも一部は、前記結合部位の上にあり、かつ前記結合部位の平均横方向直線寸法よ
りも実質的に小さい、本発明1246のシステム。
[本発明1248]
　（ｄ）前記試料を保持するようかつ前記モバイル通信装置に取り付けられるように構成
されたハウジング
をさらに含む、本発明1246又は1247のシステム。
[本発明1249]
　前記ハウジングは、前記モバイル通信装置により前記試料の画像化及び／又は信号処理
を容易にするための光学部品類と、前記光学部品類を前記モバイル通信装置に保持するよ
うに構成された取り付け具とを含む、本発明1248のシステム。
[本発明1250]
　前記モバイル通信装置は、医療専門家、医療機関、又は保険会社に検査結果を伝達する
ように構成される、本発明1246～1249のいずれかのシステム。
[本発明1251]
　前記モバイル通信装置は、医療専門家、医療機関、又は保険会社に被験者に関する情報
を伝達するようにさらに構成される、本発明1250のシステム。
[本発明1252]
　前記モバイル通信装置は、医療専門家から処方せん、診断、又は助言を受信するように
構成される、本発明1246～1251のいずれかのシステム。
[本発明1253]
　前記モバイル通信装置は、
　（ａ）前記試料の画像をキャプチャするための、
　（ｂ）画像内において検査位置及び対照位置を分析するための、及び
　（ｃ）前記検査位置の分析から取得された値と、迅速診断検査を特徴付ける閾値とを比
較するための
ハードウェア及びソフトウェアで構成される、本発明1246～1252のいずれかのシステム。
[本発明1254]
　前記プレートの少なくとも1つは、アッセイ試薬が貯蔵された貯蔵部位を含む、本発明1
246～1253のいずれかのシステム。
[本発明1255]
　前記カメラの少なくとも1つは、前記ＣＲＯＦ装置からの信号を読み取る、本発明1246
～1254のいずれかのシステム。
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[本発明1256]
　前記モバイル通信装置は、ＷｉＦｉ又はセルラネットワークを介して遠隔地と通信する
、本発明1246～1255のいずれかのシステム。
[本発明1257]
　前記モバイル通信装置は携帯電話である、本発明1246～1255のいずれかのシステム。
[本発明1258]
　携帯電話を用いて試料を迅速に分析するための方法であって、
　（ａ）本発明1246～1257のいずれかのシステムのＣＲＯＦ装置上に、試料を付着させる
ステップ、
　（ｂ）結果を生成するために、前記ＣＲＯＦ装置上に付着した前記試料をアッセイする
ステップ、及び
　（ｃ）モバイル通信装置からの前記結果を前記モバイル通信装置から遠く離れた位置に
伝達するステップ
を含む、方法。
[本発明1259]
　遠隔地で前記結果を分析して、分析結果を提供するステップ、及び
　前記分析結果を前記遠隔地から前記モバイル通信装置に伝達するステップ
を含む、本発明1258の方法。
[本発明1260]
　前記分析は、遠隔地の医療専門家により行われる、本発明1258又は1259の方法。
[本発明1261]
　前記モバイル通信装置は、遠隔地の医療専門家から処方せん、診断、又は助言を受信す
る、本発明1258～1260のいずれかの方法。
[本発明1262]
　前記試料は体液である、本発明1259～1261のいずれかの方法。
[本発明1263]
　前記試料は、血液、唾液、又は尿液である、本発明1259～1262のいずれかの方法。
[本発明1264]
　前記アッセイするステップは、前記試料中の分析物を検出するステップを含む、本発明
1259～1263のいずれかの方法。
[本発明1265]
　前記分析物はバイオマーカーである、本発明1264の方法。
[本発明1266]
　前記分析物は、タンパク質、核酸、細胞、又は代謝産物である、本発明1264の方法。
[本発明1267]
　赤血球の数を計数するステップを含む、本発明1259～1266のいずれかの方法。
[本発明1268]
　白血球の数を計数するステップを含む、本発明1259～1267のいずれかの方法。
[本発明1269]
　前記試料中の細胞を染色するステップ、並びに好中球、リンパ球、単球、好酸球、及び
好塩基球の数を計数するステップを含む、本発明1259～1268のいずれかの方法。
[本発明1270]
　ステップ（ｂ）において行われるアッセイは、結合アッセイ又は生化学的アッセイであ
る、本発明1259～1269のいずれかの方法。
[本発明1271]
　（ａ）試料中に拡散できる分析物を含有する前記試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、1つ又は2つの前記プレートは、それぞれのプレートに固
定されたスペーサを含み、前記スペーサは所定の均一な高さを有し、前記第1のプレート
は、その表面に、所定の領域を有する分析物アッセイ領域を含む、ステップ、
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　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを用いて、前記試料の少なくとも一部を圧縮し
て均一な厚さの層にするステップであって、前記均一な厚さの層は、前記2つのプレート
の内表面により制限され、前記層の少なくとも一部は、前記分析物アッセイ領域の上にあ
り、かつ前記層の均一な厚さは、前記スペーサ及び前記プレートにより調節され、かつ分
析物アッセイ領域の所定の横方向領域の直線寸法より実質的に小さく、前記圧縮は、
　前記2つのプレートを一体にすること、及び
　前記プレートを一緒に閉鎖構成までプレスするために、前記プレートの外表面に外力を
加えること
を含み、前記力は、前記試料の少なくとも一部の上の前記プレート上に圧力を生成し、前
記圧力は、前記試料の少なくとも一部を前記プレートの内表面の間に横方向に広げ、前記
閉鎖構成は、均一な厚さ領域の前記層内の前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調
節される構成である、ステップ、
　（ｅ）前記プレートが閉鎖構成にある間に、（ｉ）前記分析物が前記均一な厚さの層の
厚さにわたって拡散するのに必要な時間とほぼ等しいか又はそれより長い時間で、かつ（
ｉ）前記分析物が前記分析物アッセイ領域にわたって拡散するのに必要な時間より顕著に
短い時間で、前記試料をインキュベートするステップ、
　（ｆ）ステップ（ｅ）の直後に、インキュベーションを停止して前記アッセイ領域内の
分析物を計測するステップ、あるいは、前記プレートが閉鎖構成にある間にインキュベー
ションを続けて、前記分析物が前記分析物アッセイ領域にわたって拡散するのに必要な時
間より顕著に短い時間で前記アッセイ領域内の前記分析物を計測するステップ
を含む、液体試料を分析するための方法。
[本発明1272]
　（ｇ）前記アッセイ領域における試料層内の試料の体積における分析物濃度を計算する
ステップをさらに含む、本発明1271の方法。
[本発明1273]
　前記アッセイ領域における試料層内の試料の体積は、所定のアッセイ領域と所定のスペ
ーサの高さとの乗算値にほぼ等しい、本発明1271又は1272の方法。
[本発明1274]
　前記第1のプレートは、第1のアッセイ領域及び第2のアッセイ領域を含み、前記方法は
、前記第1のアッセイ領域及び第2のアッセイ領域における同じ分析物をアッセイするステ
ップを含む、本発明1271～1273のいずれかの方法。
[本発明1275]
　前記分析物アッセイ領域は、1対の電極の間にある、本発明1271～1274のいずれかの方
法。
[本発明1276]
　前記アッセイ領域は、乾燥試薬の1つのパッチにより画定される、本発明1271～1275の
いずれかの方法。
[本発明1277]
　前記アッセイ領域は、前記分析物に結合してそれを固定化する、本発明1271～1276のい
ずれかの方法。
[本発明1278]
　前記アッセイ領域は結合試薬の1つのパッチにより画定され、前記結合試薬は、前記試
料と接触すると、前記試料中に溶解して前記試料中に拡散しかつ前記分析物と結合する、
本発明1271～1277のいずれかの方法。
[本発明1279]
　前記第1のプレートは、その表面に複数の分析物アッセイ部位をさらに有し、2つの隣接
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したアッセイ部位の縁部間の距離は、前記プレートが閉鎖位置にある時の前記均一な厚さ
の層の厚さよりも実質的に大きく、前記均一な厚さの層の少なくとも一部は、前記アッセ
イ部位の上にあり、前記試料は、前記試料中に拡散できる1つ以上の分析物を有する、本
発明1271～1278のいずれかの方法。
[本発明1280]
　前記隣接した部位のうちの少なくとも2つの部位は、互いに離されておらず、前記部位
の間の分析物の拡散を防止する、本発明1279の方法。
[本発明1281]
　前記試料の厚さは200μｍよりも小さい、本発明1271～1280のいずれかの方法。
[本発明1282]
　前記プレートが前記閉鎖構成にある時に、前記第1のプレートと前記第2のプレートは、
互いに対向する位置に複数の貯蔵部位を含む、本発明1271～1281のいずれかの方法。
[本発明1283]
　前記均一な厚さに対する前記結合部位の直線寸法の比は5よりも大きい、本発明1271～1
282のいずれかの方法。
[本発明1284]
　前記反応は60秒未満で飽和する、本発明1271～1283のいずれかの方法。
[本発明1285]
　前記関連のある時間は、60秒～30分間の範囲内にある、本発明1271～1284のいずれかの
方法。
[本発明1286]
　ステップｅ（ｉ）において、前記インキュベーションを停止した後、前記結合部位に結
合した前記標的実体を評価することを含む、本発明1271～1285のいずれかの方法。
[本発明1287]
　1回以上の洗浄を含む、本発明1271～1286のいずれかの方法。
[本発明1288]
　前記スペーサ間の距離は、14μｍ～200μｍの範囲内にある、本発明1271～1287のいず
れかの方法。
[本発明1289]
　前記スペーサ間の距離は、7μｍ～20μｍの範囲内にある、本発明1271～1288のいずれ
かの方法。
[本発明1290]
　前記スペーサは、円形、多角形、環形、正方形、長方形、長円形、楕円形、又はそれら
の任意の組み合わせから選択される断面形状を有する柱状のものである、本発明1271～12
89のいずれかの方法。
[本発明1291]
　前記スペーサは、柱形状を有し、かつ実質的に平坦な上面を有し、各スペーサについて
、前記スペーサの高さに対するその横方向寸法の比は少なくとも1である、本発明1271～1
290のいずれかの方法。
[本発明1292]
　前記スペーサは柱形状を有し、前記スペーサの側壁角は、少なくとも1μｍの曲率半径
を有する円形状を有する、本発明1271～1291のいずれかの方法。
[本発明1293]
　前記スペーサの密度は少なくとも1000／ｍｍ2である、本発明1271～1292のいずれかの
方法。
[本発明1294]
　前記プレートの少なくとも1つは透明である、本発明1271～1293のいずれかの方法。
[本発明1295]
　前記プレートの少なくとも1つは可撓性ポリマーで製造される、本発明1271～1294のい
ずれかの方法。
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[本発明1296]
　前記プレートのうちの1つのみが可撓性である、本発明1271～1295のいずれかの方法。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　当業者であれば、以下に説明する図面は説明のためのものに過ぎないことを理解するで
あろう。図面は、決して本教示の範囲を限定することを意図しない。図面は一定の比率に
よるものでない可能性がある。現在の実験データポイントを示す図面において、データポ
イントを結ぶ線はデータの閲覧を指導するためのもののみであり、他の手段ではない。
　　（図１）図１は、ＣＲＯＦ（圧縮調節開放流）の実施形態の図である。図（ａ）は、
スペーサを有する第１のプレートと、第２のプレートとを示す。図（ｂ）は、開放構成に
おいて、第１のプレート（図示）又は第２のプレート（図示せず）又はその両方（図示せ
ず）に試料を付着させることを示す。図（ｃ）は、（ｉ）２つのプレートを用いて試料を
広げて（試料がプレートの間で流れる）、試料の厚さを減少させることと、（ｉｉ）スペ
ーサ及びプレートを用いて閉鎖構成における試料の厚さを調節することとを示す。各プレ
ートの内面は、１つ以上の結合部位及び／又は貯蔵部位（図示せず）を有してもよい。
　　（図２）図２は、結合部位又は貯蔵部位を有するプレートを示す。図（ａ）は、結合
部位を有するプレートを示す。図（ｂ）は、試薬貯蔵部位を有するプレートを示す。図（
ｃ）は、結合部位を有する第１のプレートと、試薬貯蔵部位を有する第２のプレートとを
示す。図（ｄ）は、複数の部位（結合部位及び／又は貯蔵部位）を有するプレートを示す
。
　　（図３）図３は、試料の厚さを減少させることによりアッセイインキュベーション時
間を短縮する方法のフローチャート及び概略図である。図（ａ）は、基板表面に少なくと
も１つの結合部位を有する第１のプレートを示す。図（ｂ）は、第２のプレート（第１の
プレートと異なる寸法を有してもよい）を示す。図（ｃ）は、基板表面（図示）又はカバ
ープレート（図示せず）又はその両方（図示せず）上に試料（標的結合実体を含む）を付
着させることを示す。図（ｄ）は、第１の及び第２のプレートを互いに向かい合うように
移動させ、かつプレート間の間隔を減少させることによって試料の厚さを減少させること
を示す。厚さが減少した試料をインキュベートする。試料の厚さが減少すると、インキュ
ベーション時間が短縮される。前記方法のいくつかの実施形態は、スペーサを使用して間
隔を調整し、（スペーサを）図示していない。
　　（図４）図４は、２つのプレート、スペーサ及び圧縮（断面で示されている）を使用
して試料の厚さを減少させることによって結合時間又は混合時間を短縮することを示す。
図（ａ）は、試料中の実体を固体表面上の結合部位に（Ｘ－（体積から表面））結合する
ための時間を短縮することを示す。図（ｂ）は、プレートの表面に貯蔵された実体（例え
ば、試薬）を他の表面上の結合部位に（Ｘ－（表面から別の表面））結合するための時間
を短縮することを示す。図（ｃ）は、プレートの表面に貯蔵された試薬を該プレートと他
のプレートとの間に挟まれた試料に（Ｘ－（表面から体積））添加するための時間を短縮
することを示す。
　　（図５）図５は、可撓性プレートにおける局部湾曲を回避するか又は低減する方法を
示す。図（ａ）は、所定の試料及び圧縮条件下で、可撓性プレート（第２のプレート、例
えばプラスチックフィルム）に対して、スペーサ間の距離が大き過ぎ、かつ第１のプレー
トが剛性であると仮定すると、該プレートが、閉鎖構成において、２つの隣接するスペー
サの間に局部的なたるみ（すなわち、内側に湾曲する）を有することを示す。プレート間
の試料は描かれていない。図（ｂ）は、適切なスペーサ間の距離及び適切な圧縮力を使用
することによって、図（ａ）の可撓性プレートの局部湾曲（たるみ）を低減するか又は実
質的に回避することを示す。プレート間の試料は描かれていない。
　　（図６）図６は、プレート間隔（試料の厚さ）の調整に対する大きな塵埃の影響を低
減することを示す。図（ａ）は、２つの剛性プレートを使用する場合、スペーサの高さよ
りも大きい厚さを有する塵埃が、スペーサによる意図されたプレート間隔調整を破壊する
可能性がある（したがって、意図された試料の厚さ調整を破壊する）ことを示す。プレー
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ト間の試料は描かれていない。図（ｂ）は、適切な可撓性プレート及び適切なスペーサ間
の距離を使用して、塵埃の影響を塵埃の周りの小さい領域に遮断し、他の領域における間
に、プレート間隔（したがって、試料の厚さ）は、塵埃ではなく、スペーサによって調整
されることを示す。この図における第１のプレートは剛性であり、第２のプレートは可撓
性であり、スペーサが当初は第１のプレート上に固定される。図（ｃ）は、適切な可撓性
プレート及び適切なスペーサ間の距離を使用して、塵埃の影響を塵埃の周りの小さい領域
に遮断し、他の領域における間に、プレート間隔（したがって、試料の厚さ）は、塵埃で
はなく、スペーサによって調整されることを示す。この図における第１のプレートは剛性
であり、第２のプレートは可撓性であり、スペーサが当初は第２のプレート上に固定され
る。
　　（図７）図７は、適切なスペーサ配置及び（複数の）可撓性プレートを使用すること
によってプレートの表面平坦度変動の影響を低減することを示す。図（ａ）は、所望の試
料の厚さに比べて、表面平坦度変動が非常に大きく、それにより試料の厚さを決定する際
に誤差を生じることを示す。この図において、１つのプレートのみが大きな平坦度変動を
有する（実際に、２つのプレートはいずれも大きな平坦度変動を有する）。プレート間の
試料は描かれていない。図（ｂ）は、プレートの表面平坦度変動距離、λを示し、それは
表面高さの局所最大値から隣接する局所最小値までの距離である。図（ｃ）は、どのよう
に２つのプレートの１つ又は両方を可撓性にし、かつ適切なスペーサ間の距離及び適切な
圧力を使用して閉鎖構成でそれらが開放構成にある時の最初表面平坦度変動を修正するこ
とにより、小さな表面平坦度変動を実現するかを示す。プレート間の試料は描かれていな
い。図（ｄ）は、可撓性第２のプレート及び適切なスペーサ間の距離を使用することによ
り、試料の厚さ変動をプレートの初期表面平坦度変動より小さくすることを示す。可撓性
プレートと剛性プレートの輪郭は一致する。プレート間の試料は描かれていない。
　　（図８）図８は、試料の厚さ調整のためのプレート及び密閉スペーサ（ウェル）を示
す。図（ａ）は、第１のプレート及び第２のプレートを示し、ここで、第１のプレートは
密閉スペーサ（ウェル）を有する。図（ｂ）は、開放構成において、第１のプレート（図
示）又は第２のプレート（図示せず）又はその両方（図示せず）に試料を付着させること
を示す。図（ｃ）は、（ｉ）２つのプレートを使用して試料を広げ（試料がプレートの間
に流れる）かつ試料の厚さを減少させ、また（ｉｉ）スペーサ及びプレートを使用して閉
鎖構成での試料の厚さを調整することを示す。
　　（図９）図９は、密閉スペーサ（ウェル）を使用して試料の厚さ調整を行う他の実施
形態を示す。図（ａ）は、第１のプレート及び第２のプレートを示し、ここで、第１のプ
レートは密閉スペーサ（ウェル）を有し、ウェル内に少なくとも１つのスペーサを有する
。図（ｂ）は、開放構成において、第１のプレート（図示）又は第２のプレート（図示せ
ず）又はその両方（図示せず）に試料を付着させることを示す。図（ｃ）は、（ｉ）２つ
のプレートを使用して試料を広げ（試料がプレートの間に流れる）かつ試料の厚さを減少
させ、また（ｉｉ）スペーサ及びプレートを使用して閉鎖構成での試料の厚さを調整する
ことを示す。図（ｄ）は、第１のプレート及び第２のプレートの他の実施形態を示し、こ
こで、第１のプレートのウェルにスペーサがない。
　　（図１０）図１０は、本発明の例示的な実施形態、すなわち１つのプレートの１つの
結合部位と他のプレートの複数の貯蔵部位を使用する単一のＣＲＯＦ装置における多重検
出を概略的に示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜視図及び断面図で
ある。
　　（図１１）図１１は、本発明のさらなる例示的な実施形態、すなわち１枚のプレート
の１つの貯蔵部位と他のプレートの複数の結合部位を使用する単一のＣＲＯＦ装置におけ
る多重検出を概略的に示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜視図及び
断面図である。
　　（図１２）図１２は、本発明のさらなる例示的な実施形態、すなわち１枚のプレート
の複数の結合部位と他のプレートの複数の対応する貯蔵部位を使用する単一のＣＲＯＦ装
置における多重検出を概略的に示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜
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視図及び断面図である。
　　（図１３）図１３Ａは、飽和インキュベーション時間が３０秒未満であるアッセイを
達成するために、３０μｍのスペーサ高さのスペーサアレイとともにＣＲＯＦを使用する
ＱＭＡＸアッセイを概略的に示す。図１３Ｂは捕獲された標識対インキュベーション時間
のシグナルの計測であり、図１３Ａに記載のＱＭＡＸアッセイの飽和インキュベーション
時間が３０秒未満であることを示す。
　　（図１４）図１４は、洗浄あり（不均質アッセイ）また洗浄なし（均質アッセイ）で
の３０μｍのギャップ（ＣＲＯＦ装置に対して）を有するＱＡＸ及びＱＭＡＸアッセイに
ついての実験的に測定されたＬｏＤ（検出限界）を示す。
　　（図１５）図１５は、（ｉ）ガラス基板上に少量の試料を滴下し、（ｉｉ）試料領域
がＣＲＯＦの閉鎖構成で拡張した場合の、上面図及び断面図を示す。
　　（図１６）図１６は、本明細書で使用されるいくつかの用語の意味を示す。
　　（図１７）図１７は、プレートにおけるスペーサ。（ａ）柱状スペーサのサイズが４
６μｍ×４６μｍでありかつ柱間の距離が５４μｍであり、また（ｂ）柱状スペーサのサ
イズが１０μｍ×７０μｍでありかつ柱間の距離が１０μｍの画像の上面図であり、また
（ｃ）柱状スペーサのサイズが３０μｍ×４０μｍでありかつスペーサの高さが２μｍで
あり、また（ｄ）柱状スペーサのサイズが３０μｍ×４０μｍでありかつスペーサの高さ
が３０μｍの眺望図ＳＥＭである。
　　（図１８）図１８は、ＩＤＳ、プレートの厚さ及び材料の、試料の厚さへの影響を示
す。異なるプレート及びスペーサ材料、異なるプレートの厚さ及び異なる試料でのスペー
サ間の距離（ＩＤＳ）に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示す。ＣＲＯＦ
装置の基板は、２５０μｍ厚の未処理平面ＰＭＭＡ（サイズが２５．４ｍｍ×２５．４ｍ
ｍである）である。Ｘ‐プレートは、周期的な柱状スペーサアレイを含み、スペーサの高
さが５μｍであり、形状が長方形であり（柱の横方向のサイズが１０×１０μｍであり、
断面がほとんど均一であり、角が丸められる）、スペーサ間の距離が２０μｍ、５０μｍ
、１００μｍ、２００μｍ、５００μｍであり、サイズが２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍの
ＰＭＭＡ又はＰＳで製造される。試料は、２μＬの血液（指で直接触れて滴下する）、唾
液又はＰＢＳ（ピペットで滴下する）であり、ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１
インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。図において、標識

は血液試料を使用する１７５μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

は唾液試料を使用する１７５μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

はＰＢＳ試料を使用する１２５μｍ厚のＰＳ用の標識であり、標識

は血液試料を使用する５０μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

は血液試料を使用する２５μｍ厚のＰＳ用の標識である。
　　（図１９）図１９は、Ｘ‐プレートのＩＳＤ４／（ｈｘＥ）（概略図中、ｘ＝１）値
に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示す。ＩＳＤはスペーサ間の距離であ
り、ｈは材料の高さ（厚さ）であり、Ｅは材料のヤング率であり、ｘは典型的な範囲が１
～３のフィッティングパラメータである。該テストでは、ＣＲＯＦ装置の基板は、２５０
μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、Ｘ‐プ
レートは１７５μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ、１２５μｍ厚の未処理ＰＳ、５０μｍ厚の未処
理ＰＭＭＡ、及び２５μｍ厚の未処理ＰＳ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである
）であり、それは、周期的な柱状スペーサアレイを含み、スペーサの高さが５μｍであり
、形状が長方形であり（柱の横方向のサイズが１０×１０μｍであり、断面がほとんど均
一であり、角が丸められる）、スペーサ間の距離が２０μｍ、５０μｍ、１００μｍ、２
００μｍ、５００μｍであり、試料は、２μＬの血液（指で直接触れて滴下する）、唾液
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又はＰＢＳ（ピペットで滴下する）であり、ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１イ
ンチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。ＩＳＤ４／ｈｘ＝１／Ｅ
の計算において、ＰＭＭＡのヤング率は２．５ＧＰａ、ＰＳのヤング率は３．３ＧＰａで
ある。ＩＳＤ４／（ｈＥ）の値が１０６μｍ３／ＧＰａより大きい場合、ＣＲＯＦ装置の
性能は悪化する。図面において、標識

は血液試料を使用する１７５μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

は唾液試料を使用する１７５μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

はＰＢＳ試料を使用する１２５μｍ厚のＰＳ用の標識であり、標識

は血液試料を使用する５０μｍ厚のＰＭＭＡ用の標識であり、標識

は血液試料を使用する２５μｍ厚のＰＳ用の標識である。
　　（図２０）図２０は、Ｘ－プレート上の異なる柱状スペーサのサイズ及び高さでのス
ペーサ間の距離に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示す。ＣＲＯＦ装置の
基板は、１ｍｍ厚の未処理ガラス（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり
、Ｘ‐プレートは１２５μｍ厚の未処理ＰＳ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍであ
る）であり、それは、スペーサの高さが５μｍであり、形状が長方形であり（柱の横方向
のサイズが１０×１０μｍであり、断面がほとんど均一であり、角が丸められる）、スペ
ーサ間の距離が２０μｍ、５０μｍ、１００μｍ、２００μｍ、５００μｍである周期的
な柱状スペーサアレイ

と、柱の横方向のサイズが４０×４０μｍであり、スペーサ間の距離が６０μｍ、１５０
μｍ、及び２００μｍである周期的な柱状スペーサアレイ

と、スペーサの高さが１２μｍであり、形状が長方形であり、柱の横方向のサイズが４０
×４０μｍであり、スペーサ間の距離が１５０μｍ、２００μｍである周期的な柱状スペ
ーサアレイ

と、スペーサの高さが２２μｍであり、形状が長方形であり、柱の横方向のサイズが４０
×４０μｍであり、スペーサ間の距離が１５０μｍ、２００μｍである周期的な柱状スペ
ーサアレイ

とを含み、試料は、ＰＢＳ（ピペットで滴下する）であり、５μｍ厚のＣＲＯＦの場合は
２μＬの試料を使用し、１２μｍ厚のＣＲＯＦの場合は５μＬの試料を使用し、２２μｍ
厚のＣＲＯＦの場合は９μＬの試料を使用し、ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１
インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。（図中の線は視線誘導
のためのものである。）
　　（図２１）図２１は、全ての１５０μｍ未満の全試料についてＩＳＤを保持する間の
、柱の高さに対する柱の幅の異なる比に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を
示す。ＣＲＯＦ装置の基板は、１ｍｍ厚の未処理ガラス（サイズが２５．４ｍｍ×２５．
４ｍｍである）である。ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領
域で擦り、かつプレス後に自己保持される。上図における標識付きの試料は以下のとおり
である。
Ａ．（標識

の付いた）１２５μｍ厚のＰＳで製造されたＸ‐プレート、左から右へ：１：Ｘ‐プレー
ト柱サイズ１０×１０μｍ、高さ２２μｍ、ＩＳＤ　１００μｍ、９μＬ　ＰＢＳ緩衝液
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、比（ｗ／ｈ）＝０．４５；２：Ｘ‐プレート柱サイズ１０×１０μｍ、高さ１２μｍ、
ＩＳＤ　１００μｍ、５μＬ　ＰＢＳ緩衝液、比（ｗ／ｈ）＝０．８３；３：Ｘ‐プレー
ト柱サイズ４０×４０μｍ、高さ２２μｍ、ＩＳＤ　１５０μｍ、９μＬ　ＰＢＳ緩衝液
、比（ｗ／ｈ）＝１．８１；４：Ｘ‐プレート柱サイズ４０×４０μｍ、高さ５μｍ、Ｉ
ＳＤ　１００μｍ、２μＬ　ＰＢＳ緩衝液、比（ｗ／ｈ）＝２；５：Ｘ‐プレート柱サイ
ズ４０×４０μｍ、高さ１２μｍ、ＩＳＤ　１５０μｍ、５μＬ　ＰＢＳ緩衝液、比（ｗ
／ｈ）＝３．３３；６：Ｘ‐プレート柱サイズ４０×４０μｍ、高さ５μｍ、ＩＳＤ　１
５０μｍ、２μＬ　ＰＢＳ緩衝液、比（ｗ／ｈ）＝８；７：Ｘ‐プレート柱サイズ７０×
７０μｍ、高さ５μｍ、ＩＳＤ　１５０μｍ、２μＬ　ＰＢＳ緩衝液、比（ｗ／ｈ）＝１
４。
Ｂ．（標識

の付いた）１７５μｍ厚のＰＭＭＡで製造されたＸ‐プレート、左から右へ：１：Ｘ‐プ
レート柱サイズ１０×１０μｍ、高さ２２μｍ、ＩＳＤ　１００μｍ、５μＬ　血液、比
（ｗ／ｈ）＝０．４５；２：Ｘ‐プレート柱サイズ１０×１０μｍ、高さ５μｍ、ＩＳＤ
　５０μｍ、２μＬ　血液、比（ｗ／ｈ）＝２；３：Ｘ‐プレート柱サイズ３０×３０μ
ｍ、高さ３０μｍ、ＩＳＤ　８０μｍ、１２μＬ　血液、比（ｗ／ｈ）＝１；４：Ｘ‐プ
レート柱サイズ３０×３０μｍ、高さ１０μｍ、ＩＳＤ　８０μｍ、１μＬ　血液、比（
ｗ／ｈ）＝３；５：Ｘ‐プレート柱サイズ３０×３０μｍ、高さ２μｍ、ＩＳＤ　８０μ
ｍ、１μＬ　血液、比（ｗ／ｈ）＝１５。
Ｃ．（標識

の付いた）５０μｍ厚のＰＭＭＡで製造されたＸ‐プレート、左から右へ：１：Ｘ‐プレ
ート柱サイズ１０×１０μｍ、高さ５μｍ、ＩＳＤ　５０μｍ、２μＬ　血液、比（ｗ／
ｈ）＝２。
Ｄ．（標識

の付いた）２５μｍ厚のＰＳで製造されたＸ‐プレート、左から右へ：１：１：Ｘ‐プレ
ート柱サイズ１０×１０μｍ、高さ５μｍ、ＩＳＤ　５０μｍ、２μＬ　血液、比（ｗ／
ｈ）＝２。
　　（図２２）図２２は、Ｘ‐プレートのスペーサ間の距離及び柱のサイズ／高さに対す
る、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示し、ＣＲＯＦ装置の基板は、１ｍｍ厚の未
処理ガラス（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、Ｘ‐プレートは１２
５μｍ厚の未処理ＰＳ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、それは、
スペーサの高さが５μｍであり、形状が長方形であり、柱の横方向のサイズが１０×１０
μｍであり（断面がほとんど均一であり、角が丸められる）、スペーサ間の距離が２０μ
ｍ、５０μｍ、１００μｍ、２００μｍ、５００μｍである周期的な柱状スペーサアレイ

と、柱の横方向のサイズが４０×４０μｍであり、スペーサ間の距離が６０μｍ、１５０
μｍ、及び２００μｍである周期的な柱状スペーサアレイ

と、スペーサの高さが１２μｍであり、形状が長方形であり、柱の横方向のサイズが４０
×４０μｍであり、スペーサ間の距離が６０μｍ、１５０μｍ、及び２００μｍである周
期的な柱状スペーサアレイ

と、スペーサの高さが２２μｍであり、形状が長方形であり、柱の横方向のサイズが４０
×４０μｍであり、スペーサ間の距離が１５０μｍ及び２００μｍである周期的な柱状ス
ペーサアレイ

とを含み、試料は、ＰＢＳ（ピペットで滴下する）であり、５μｍ厚のＣＲＯＦの場合は
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２μＬの試料を使用し、１２μｍ厚のＣＲＯＦの場合は５μＬの試料を使用し、２２μｍ
厚のＣＲＯＦの場合は９μＬの試料を使用し、ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１
インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。（図中の線は視線誘導
のためのものである。）
　　（図２３）図２３は、一定の柱のサイズ（３０×３８μｍ）、柱の高さ（２μｍ）及
びスペーサ間の距離（８０×８２μｍ）を有し、未処理ＰＭＭＡで製造されたＸ－プレー
トの異なる厚さ（２５μｍ～５２５μｍ）に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定
値を示し、ここで、基板は、１ｍｍ厚の未処理ガラス（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４
ｍｍである）であり、試料は、指で直接触れて滴下した１μＬの血液であり、ＣＲＯＦ装
置を手でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持
される。
　　（図２４）図２４は、測定されたＣＲＯＦ装置の間隔サイズの偏差／均一性（標識

の付いた親水性‐親水性及び標識

の付いた親水性‐疎水性の異なる対）を示し、血液量が０．１μＬ～０．５μＬであり、
Ｘ－プレート柱サイズ（３０×３８μｍ）、柱の高さ（２μｍ）及びスペーサ間の距離（
８０×８２μｍ）が同じであり、ここで、基板は１ｍｍ厚のガラス（サイズが２５．４ｍ
ｍ×２５．４ｍｍである）であり、Ｘ－プレートは１７５μｍ厚のＰＭＭＡで製造され、
サイズが２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである。血液は、指で直接触れて滴下し、ＣＲＯＦ
装置を手でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保
持される。
　　（図２５）図２５は、標識

の付いた１ｍｍ厚の未処理ガラス又は標識

の付いた２５０μｍ厚の未処理ＰＭＭＡで製造された基板（サイズは２５．４ｍｍ×２５
．４ｍｍである）に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示し、ここで、Ｘ‐
プレートは１７５μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである
）であり、それは、周期的な柱状スペーサアレイを含み、スペーサの高さが５μｍであり
、形状が長方形であり（柱の横方向のサイズが１０×１０μｍであり、断面がほとんど均
一であり、角が丸められる）、スペーサ間の距離が５０μｍ、１００μｍ、２００μｍ、
５００μｍであり、試料は、指で直接触れて滴下する２μＬの血液であり、ＣＲＯＦ装置
を手でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持さ
れる。
　　（図２６）図２６は、異なる手によるプレス時間０秒～６０秒でのテストに対する、
試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示し、ここで、ＣＲＯＦ装置は２５０μｍ厚の未
処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、Ｘ‐プレートは１
７５μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、そ
れは、周期的な柱状スペーサアレイを含み、スペーサの高さが２μｍであり、形状が長方
形であり（柱の横方向のサイズが３０×３８μｍであり、断面がほとんど均一であり、角
が丸められる）、スペーサ間の距離が８０μｍであり、試料は、指で直接触れて滴下した
１μＬの血液であり、ＣＲＯＦ装置を手でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域
で擦り、かつプレス後に自己保持される。
　　（図２７）図２７は、ランダムボールスペーサ又は規則的な柱状スペーサ（Ｘ‐プレ
ート）を使用するための平均ＩＤＳに対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示
し、ここで、ＣＲＯＦ装置は１ｍｍ厚の未処理ガラス（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４
ｍｍである）であり、Ｘ‐プレートは１７５μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４
ｍｍ×２５．４ｍｍである）であり、それは、周期的な柱状スペーサアレイを含み、スペ
ーサの高さが５μｍであり、形状が長方形であり（柱の横方向のサイズが１０×１０μｍ
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であり、断面がほとんど均一であり、角が丸められる）、スペーサ間の距離が２０μｍ、
５０μｍ、及び１００μｍであり、試料は、２μＬのＰＢＳであり、ＣＲＯＦ装置を手で
ハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。
前記ボールは、ＰＢＳ中の平均直径が４μｍ（サイズ変動５％）のソーダ石灰ミクロスフ
ェアである。マイクロスフェアは、４×１０５／μＬ、０．９×１０５／μＬ及び０．２
×１０５／μＬの濃度でＰＢＳ中に分布し、それぞれ２０μｍ、５０μｍ及び１００μｍ
のプレス後の平均スペーサ間の距離に対応する。２２０μｍ厚の未処理ガラス（サイズは
２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）及び１７５μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５
．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）の二種類のカバープレートを使用する。全ての装置を手
でプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される。標識

はＸ‐プレート用の標識であり、標識

はスペーサとしてのビーズ、カバープレートとしての２２０μｍ厚のガラスプレート用の
標識であり、標識

はスペーサとしてのビーズ、カバープレートとしての１７５μｍ厚のＰＭＭＡフィルム用
の標識である。
　　（図２８）図２８は、異なるＸ－プレートの厚さ（２５μｍ～３５０μｍ）と基板の
厚さ（２５μｍ～７５０μｍ）に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示す。
Ｘ‐プレートは、一定の柱のサイズ（３０×３８μｍ）、柱の高さ（１０μｍ）及びスペ
ーサ間の距離（８０×８２μｍ）を有し、２５μｍ、１７５μｍ、及び３５０μｍ厚の未
処理ＰＭＭＡで製造され、ここで、基板は、２５μｍ、５０μｍ、１７５μｍ、２５０μ
ｍ、及び７５０μｍ厚の未処理ＰＭＭＡ（サイズは２５．４ｍｍ×２５．４ｍｍである）
で製造される。試料は、指で直接触れて滴下した４μＬの血液であり、ＣＲＯＦ装置を手
でハンドプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、かつプレス後に自己保持される
。図において、標識

は２５μｍ厚のＸ‐プレート用の標識であり、標識

は１７５μｍ厚のＸ‐プレート用の標識であり、標識

は３５０μｍ厚のＸ‐プレート用の標識である。
　　（図２９）図２９は、（ａ）Ｘ‐装置における血球の顕微鏡写真（４０×）を示し、
ここで、プレート間隔（したがって、試料の厚さ）は１μｍ、２μｍ、３μｍ、及び５μ
ｍである。間隔が１μｍであるＸ‐装置は、ＲＢＣの大部分（９９％）を溶解し、血小板
は溶解しない。間隔が２μｍであるＸ‐装置は、各ＲＢＣを上手く分離し、かつＲＢＣを
単一層にする。間隔が３μｍであるＸ‐装置において、いくつかの積み重ねられたＲＢＣ
が観察され、間隔が５μｍであるＸ‐装置において、より多くの積み重ねられたＲＢＣが
観察される。計数時に、単層細胞（２μｍのＸ‐装置）が好ましい。図２９（ｂ）は、さ
らに（ｂ）ＣＲＯＦプレートの総側面積に対する赤血球面積（２Ｄ上面図から測定）の比
を示す。プレート間隔（すなわち、サンプルの厚さ）が２μｍである場合に、それは最も
大きく、その原因は、２μｍ未満の場合にいくつかのＲＢＣが溶解し、２μｍより大きい
場合にＲＢＣが重なりかつ回転することにより、２Ｄ画像でのＲＢＣ面積が小さくなるこ
とである。
　　（図３０）図３０は、スマートフォンによるＢＣＩ（ＣＲＯＦと撮像による血球計数
）の概略図（ａ）及び装置の写真（ｂ）を示す。スマートフォン‐ＢＣＩを使用した血液
検査では、まず１人がカードを持っていて（１）、指を刺した後（２）、カードに触れて
少量の血液を指からＣＲＯＦカードに直接滴下し（２）、カードを閉じ（３）、指でプレ
スし（４）、それを解放して、カードを光学アダプタに挿入し（５）、最後にスマートフ



(50) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

ォンを使用して該カードを撮影して、撮影された写真から、ソフトウェアは血液量、血球
数及び他のパラメータを測定する（６）。（ｂ）はリアルなスマートフォンの写真とｐ－
ＢＣＩアダプタである。
　　（図３１）図３１は、異なる最終ギャップを有するＣＲＯＦカード中の新鮮な未希釈
全血（ａ）と貯蔵された未希釈全血（ｂ）の明視野光学顕微鏡画像、及び異なる閉じ込め
ギャップに対応するＲＢＣ挙動の図である。刺された指から取り出された新鮮な血液は、
抗凝血剤を有し、商業的供給者から貯蔵された血液は、抗凝血剤を有する。（ａ－１～ａ
－６）と（ｂ－１～ｂ－６）において、それぞれｇ＝２、２．２、２．６、３、５及び１
０μｍである。（ｃ）は、横断面と平面図の概略図を示し、（１）ＲＢＣが相互に分離し
、２μｍのギャップのＣＲＯＦにおいて観察可能な重なりを有しないことと、（２）ギャ
ップが２μｍよりも大きいＣＲＯＦにおいてＲＢＣが互いに重なることとを示す。
　　（図３２）図３２は、光学アダプタを備えたスマートフォン（ａ）とデジタル一眼（
ＤＳＬＲ）カメラを備えた高解像度顕微鏡（ｂ）によって撮影された同じ試料（ＣＲＯＦ
カード中の撮影した新鮮な血液）の明視野（１）と蛍光（２）画像である。画像から分か
るように、光学アダプタを備えたスマートフォンは、高解像度顕微鏡及びカメラに類似す
る血球写真の品質を有する。
　　（図３３）図３３は、典型的なＷＢＣ及びＰＬＴの計測された光強度とそれらの分離
細胞の位置との比較を示す。ＷＢＣの直径（ＦＷＨＭ）は約１２μｍであり、ＰＬＴの直
径（ＦＷＨＭ）は約２μｍである。ＷＢＣの最大強度は、ＰＬＴより約３倍大きい。強度
及び面積の両方により、ＷＢＣの全体の強度はＰＬＴより約１０８倍大きい。したがって
、低い拡大倍率（例えば４×）を用いると、ＷＢＣの面積が小さくなり、全体の強度も低
下する。このような場合には、ＰＬＴの信号は無視することができる。
　　（図３４）図３４は、（ａ）緑色チャネル光の強度と赤色チャネル強度の点分布図と
、（ｂ）画像内の５９４個のＷＢＣの赤色／緑色チャネルの強度比のヒストグラムとを示
す。この画像から明らかなように、細胞は３つの異なる区域（指向として陰影区域に示さ
れる）に集合し、３つの主な白血球サブセットに対応する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
例示的な実施形態の詳細な説明
　以下の詳細な説明は、本発明のいくつかの実施形態を示すが、限定するものではない。
本明細書で使用されるセクション見出し及び任意のサブタイトルは構成目的に過ぎず、い
かなる方式で記載された対象物を限定するものと理解されるべきではない。セクション見
出し及び／又はサブタイトルの内容はセクション見出し及び／又はサブタイトルに限定さ
れず、本発明の全体の説明に適用される。
【００３６】
　任意の出版物の引用は、本出願日の前に開示されるためであり、本発明が先の発明によ
りその出版物よりも先行する権利がないことを認めるものと理解されるべきではない。ま
た、提供される公開日は、独立して確認する必要のある、実際の公開日と異なる可能性が
ある。
【００３７】
　本発明は、特に試料中の分析物及び／又は実体の定量化、結合、及び／又は検知を改善
及び／又はスピードアップすることができる方法、装置、及びシステムに関する。
【００３８】
定義
　別に定義されない限り、本明細書で使用される全ての技術及び科学用語は、本開示の属
する分野の当業者によって一般的に理解されるものと同じ意味を有する。以下にいくつか
の例示的な方法及び材料を説明するが、本教示の実践又は検査において、本明細書に記載
の類似又は同一の任意の方法及び材料を用いてもよい。
【００３９】
　用語「ポリペプチド」、「ペプチド」、及び「タンパク質」は、任意の長さのアミノ酸
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のポリマーを指し、本明細書で交換可能に使用されてもよい。ポリマーは直鎖又は分枝鎖
であってよく、修飾アミノ酸を含んでもよく、かつ非アミノ酸によって遮断されてもよい
。前記用語は、例えばジスルフィド結合形成、グリコシル化、脂質化、アセチル化、リン
酸化又は標識成分との結合等のような他の操作により修飾されたアミノ酸ポリマーをさら
に含む。本明細書で使用される用語「アミノ酸」とは、天然及び／又は非天然又は合成の
アミノ酸を指し、グリシン及びＤ又はＬ光学異性体の両方、アミノ酸類似体及びペプチド
模倣体を含む。
【００４０】
　用語「ポリヌクレオチド」、「ヌクレオチド」、「ヌクレオチド配列」、「核酸」、「
核酸分子」、「核酸配列」、及び「オリゴヌクレオチド」は、変換可能に使用され、かつ
それぞれ用語を用いた文脈に応じて各用語の複数を含んでもよい。それらは、任意の長さ
のヌクレオチドの重合形式を指し、デオキシリボヌクレオチド（ＤＮＡ）もしくはリボヌ
クレオチド（ＲＮＡ）、又はその類似体のうちのいずれかであってもよい。ポリヌクレオ
チドは、任意の３次元構造を有するものであってもよく、かつ既知又は未知の任意の機能
を果たすものであってもよい。以下はポリヌクレオチドの非限定的な例である。遺伝子又
は遺伝子断片のコード又は非コード領域、連鎖解析により定義された遺伝子座、エキソン
、イントロン、伝令ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）、転移ＲＮＡ（ｔＲＮＡ）、リボソームＲＮＡ、
リボザイム、小干渉ＲＮＡ（ｓｉＲＮＡ）、微小ＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）、小核ＲＮＡ（ｓ
ｎＲＮＡ）、ｃＤＮＡ、組換えポリヌクレオチド、分枝鎖ポリヌクレオチド、プラスミド
、担体、任意の配列を有する分離ＤＮＡ（Ａ、Ｂ及びＺ構造）、ＰＮＡ、ロックド核酸（
ＬＮＡ）、ＴＮＡ（トレオース核酸）、任意の配列を有する分離ＲＮＡ、核酸プローブ及
びプライマー。ＬＮＡは、一般的にアクセスできないＲＮＡと呼ばられ、修飾されたＲＮ
Ａヌクレオチドである。ＬＮＡヌクレオチドのリボース部分は、２’と４’炭素を接続す
る余分な架橋によって修飾される。該架橋は、リボースを３’－末端構造に「ロック」し
て、それは一般的にＤＮＡ又はＲＮＡのＡ型において発現され、熱安定性を顕著に向上さ
せることができる。
【００４１】
　本明細書で使用される用語「捕捉剤」とは、例えば、核酸分子、ポリペプチド分子又は
その結合相手に特異的に結合できる任意の他の分子又は化合物のような結合メンバーを指
し、例えば第１の核酸分子に相補的なヌクレオチド配列を有する第２の核酸分子、抗原を
特異的に認識する抗体、抗体によって特異的に認識された抗原、標的分子に特異的に結合
できる核酸アプタマー等である。捕捉剤は、標的分子に特異的に結合することにより、異
なる分子の不均質混合物から標的分子を濃縮することができる。結合は、非共有結合又は
共有結合であってもよい。結合複合体において相互に特異的に結合する場合、結合メンバ
ーとその特異的に結合する結合相手との間の親和性は、そのＫＤ（解離定数）が１０－５

Ｍ以下、１０－６Ｍ以下であり、例えば１０－７Ｍ以下であり、１０－８Ｍ以下を含み、
例えば１０－９Ｍ以下、１０－１０Ｍ以下、１０－１１Ｍ以下、１０－１２Ｍ以下、１０
－１３Ｍ以下、１０－１４Ｍ以下、１０－１５Ｍ以下であり、１０－１６Ｍ以下を含むこ
とを特徴とする。「親和性」とは、結合の強度を指し、結合親和性の向上はＫＤの低下に
関連する。
【００４２】
　用語「二次捕捉剤」は、「検出剤」とも呼ばれ、抗原に非常に特異的な親和性を有する
一群の生体分子又は化学化合物を指す。二次捕捉剤は、光学的に検出可能な標識（例えば
酵素、蛍光標識）に密着結合することができ、或いはその自体は生体結合により光学的に
検出可能な標識に結合されて他の検出剤によって検出することができる（Ｈｅｒｍａｎｓ
ｏｎ、「Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒ
ｅｓｓ、第２版、２００８）。
【００４３】
　用語「捕捉剤－反応性基」は、捕捉剤と反応できる分子の中の化学的機能の部分を指し
、つまり捕捉剤の中の一部（例えばヒドロキシル、スルフヒドリル、カルボキシル又はア
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ミン）と反応して、安定かつ強力な共有結合を生成するものである。
【００４４】
　用語「特異的結合」と「選択的結合」とは、異なる標的分析物を有する不均質混合物内
に存在する特定の標的分析物に優先的に結合する捕捉剤の能力を指す。特異的又は選択的
結合は、相互作用して試料中の所望（例えば、活性化）と望ましくない（例えば、不活性
化）標的分析物を区別し、一般的に約１０～１００倍（例えば、約１０００又は１０，０
００倍を超える）以上を超える。
【００４５】
　本明細書で使用される用語「抗体」とは、認識された免疫グロブリン遺伝子の全部又は
一部によって実質的にコードされた１つ以上のポリペプチドからなるタンパク質を指す。
例えばヒトにおいて認識された免疫グロブリン遺伝子は、無数の可変領域遺伝子を構成す
るカッパ（κ）、ラムダ（λ）及び重鎖遺伝子座を含み、そして定常領域遺伝子であるミ
ュー（μ）、デルタ（δ）、ガンマ（γ）、シグマ（σ）を含み、さらにそれぞれＩｇＭ
、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＥ及びＩｇＡ抗体「アイソタイプ」又は「クラス」をコードする
アルファ（α）を含む。本明細書中の抗体は、全長抗体及び抗体断片を含むことを意味し
、かつ任意の生物体からの天然抗体、操作された抗体又は実験、治療又は他の目的のため
に組み換えて生成される抗体を指す。用語「抗体」は、本分野の既知の全長抗体及び抗体
断片を含み、例えばＦａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖ、ｓｃＦｖ、又は抗体の他
の抗原結合サブ配列であり、それらは完全抗体を修飾して生成されるか又は組換ＤＮＡ技
術を用いて新規に合成されるものである。
【００４６】
　用語「抗体エピトープ」、「エピトープ」、「抗原」は、本明細書で変換可能に使用さ
れ、抗体によって結合された生体分子を指す。抗体エピトープは、タンパク質、炭水化物
、核酸、ホルモン、受容体、腫瘍マーカー等及びそれらの混合物を含んでもよい。抗体エ
ピトープは、さらに一群の抗体エピトープを指し、例えばサイズ排除クロマトグラフィー
カラムから溶出されたタンパク質の特定の部分である。また、抗体エピトープは、発現ラ
イブラリー又はランダムエピトープライブラリーからの指定クローンとして認識すること
ができる。
【００４７】
　本明細書で使用される用語「アレルゲン」は、個体が例えば皮膚接触、摂取、吸入、眼
接触等により、ある物質に暴露された時に、アレルギー性炎症反応を引き起こす個体内の
物質である。アレルゲンは、アレルギー反応を共に引き起こす一群の物質を含む。アレル
ゲンは、天然及び人工繊維（綿、リネン、ウール、絹、チーク等、木材、わら及び他の粉
塵）と、樹木花粉（ハンの木、樺の木、ハシバミの木、オークの木、ポプラの木、パーム
の木等）と、雑草や花（アンブロシア、アルテミシア等）と、イネ科植物及び穀物植物（
ウシノケグサ、オオアワガエリ、ライムギ、小麦、トウモロコシ、ナガハグサ等）と、薬
物（抗生物質、抗菌薬、鎮痛薬及び非ステロイド性抗炎症薬、麻酔薬及び筋弛緩剤、ホル
モン等）と、表皮及び動物のアレルゲン（動物の上皮組織、鳥の羽、血清等）と、カビ及
び酵母（アオカビ（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｎｏｔａｔｉｏｎ）、クラドスポリウム属
（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｐ．）、アスペルギルス・フミガーツス（Ａｓｐｅｒ
ｇｉｌｌｕｓ　ｆｕｍｉｇａｔｕｓ）、ムコールラセモサス（Ｍｕｃｏｒ　ｒａｃｅｍｏ
ｓｕｓ）等）と、昆虫毒と、防腐剤（ブチルパラベン、ソルビン酸、安息香酸等）と、精
液（射精）と、寄生虫及びダニアレルゲン（回虫、ヤケヒョウヒダニ（Ｄｅｒｍａｔｏｐ
ｈａｇｏｉｄｅｓ　ｐｔｅｒｏｎｙｓｓｉｎｕｓ）、コナヒョウヒダニ（Ｄｅｒｍａｔｏ
ｐｈａｇｏｉｄｅｓ　ｆａｒｉｎａｅ）、シワダニ（Ｅｕｒｏｇｌｙｐｈｕｓ　ｍａｙｎ
ｅｉ）等）と、職業及び嗜好アレルゲン（コーヒー豆、ホルムアルデヒド、ラテックス、
クロラミン、色素等）と、食物アレルゲン（卵製品、乳製品及びチーズ、肉製品、魚及び
海産食品、大豆製品、きのこ、小麦粉及び穀物、野菜、メロン及びユウガオ、豆、ハーブ
類及び香辛料、種実類、柑橘又は他の果物、ベリー、茶及び薬草、栄養補助食品等の製品
）との群に分類される供給源に見ることができる。
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【００４８】
　用語「ハイブリダイゼーション」は、１つ以上のポリヌクレオチドが反応して、ヌクレ
オチド残基の塩基間の水素結合により安定された複合体を形成する反応を指す。水素結合
は、Ｗａｔｓｏｎ－Ｃｒｉｃｋ塩基対合、Ｈｏｏｇｓｔｅｉｎ結合又は任意の他の配列特
異的方式によって生成することができる。該複合体は、二本鎖構造を形成する２本の鎖、
多鎖複合体を形成する３本以上の鎖、単一の自己ハイブリダイズ鎖又はそれらの任意の組
み合わせを含んでもよい。
【００４９】
　当業者に知られているように、ハイブリダイゼーションは様々な厳格な条件の下で行う
ことができる。適切なハイブリダイゼーション条件により、捕捉配列と標的核酸の間の認
識相互作用は十分に特異的であるだけでなく十分に安定である。ハイブリダイゼーション
反応の厳格性を向上させる条件は、本分野に広く知られかつ公開されるものである。例え
ば、Ｇｒｅｅｎら、（２０１２）、以下を参照する。
【００５０】
　用語「タンパク質」とは、任意の長さのアミノ酸の重合形式を指し、すなわち、２個の
アミノ酸より大きく、約５個のアミノ酸より大きく、約１０個のアミノ酸より大きく、約
２０個のアミノ酸より大きく、約５０個のアミノ酸より大きく、約１００個のアミノ酸よ
り大きく、約２００個のアミノ酸より大きく、約５００個のアミノ酸より大きく、約１０
００個のアミノ酸より大きく、約２０００個のアミノ酸より大きく、一般的に約１０００
０個のアミノ酸より大きくなく、それはコード及び非コードアミノ酸、化学的又は生化学
的に修飾又は誘導体化されたアミノ酸、及び修飾されたペプチド骨格を有するポリペプチ
ドを含んでもよい。該用語は、異種アミノ酸配列を有する融合タンパク質と、Ｎ末端メチ
オニン残基を有するか又は有さない、異種及び同種リーダー配列を有する融合タンパク質
と、免疫学的に標識されたタンパク質と、検出可能な融合パートナーを有する融合タンパ
ク質、例えば、蛍光タンパク質、βガラクトシダーゼ、ルシフェラーゼ等を融合パートナ
ーとして含む融合タンパク質とを含むが、これらに限定されない、融合タンパク質を含ん
でもよい。これらの用語は、細胞内で翻訳後修飾された、例えば、グリコシル化、切断、
分泌、プレニル化、カルボキシル化、リン酸化等を受けたポリペプチドと、２次又は３次
構造を有するポリペプチドと、他の部分、例えば、他のポリペプチド、原子、補因子等に
強力に、例えば、共有結合的又は非共有結合的に結合したポリペプチドとを含む。
【００５１】
　本明細書で使用される「相補」という用語とは、水素結合により対象となる標的核酸と
塩基対合するヌクレオチド配列を指す。標準的Ｗａｔｓｏｎ－Ｃｒｉｃｋ塩基対合におい
て、ＤＮＡにおいて、アデニン（Ａ）はチミン（Ｔ）と塩基対を形成し、グアニン（Ｇ）
はシトシン（Ｃ）も塩基対を形成する。ＲＮＡにおいて、チミンはウラシル（Ｕ）によっ
て置換される。したがって、ＡはＴに相補的であり、ＧはＣに相補的である。一般的に、
「相補」とは、対象となる標的に完全に相補的なヌクレオチド配列を指し、その結果、配
列中の各ヌクレオチドが標的核中の各ヌクレオチドに対応する位置で相補的である。ヌク
レオチド配列が非標的配列と完全に相補的（１００％相補的）ではないが、該ヌクレオチ
ド配列の特定の配列と非標的配列の相補性により、依然として非標的配列と塩基対合する
ことができる場合、相補性パーセントを計算して非特異的（標的外）結合の可能性を評価
することができる。一般的に、５０％以下の相補性により非特異的結合をもたらさない。
また、厳格なハイブリダイゼーション条件の下で、７０％以下の相補性により非特異的結
合をもたらさない。
【００５２】
　本明細書で使用される用語「リボ核酸」と「ＲＮＡ」とは、リボヌクレオチドからなる
ポリマーを指す。
【００５３】
　本明細書で使用される用語「デオキシリボ核酸」と「ＤＮＡ」とは、デオキシリボヌク
レオチドからなるポリマーを指す。
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【００５４】
　本明細書で使用される用語「オリゴヌクレオチド」とは、約１０～２００ヌクレオチド
長、最長３００又はそれ以上のヌクレオチド長、例えば、最長５００又はそれ以上のヌク
レオチド長の一本鎖ヌクレオチドポリマーを指す。オリゴヌクレオチドは合成されてもよ
く、ある実施形態において、３００ヌクレオチド長より短い。
【００５５】
　本明細書で使用される用語「接着」とは、ある分子と他の分子の、強力な、例えば共有
結合又は非共有結合的な接続を指す。
【００５６】
　本明細書で使用される用語「表面接着」とは、分子がある表面に強力に接着することを
指す。
【００５７】
　本明細書で使用される用語「試料」は、一種又は複数種の対象となる分析物又は実体含
有の材料又は材料の混合物に関する。特定の実施形態において、試料は、生体試料、例え
ば細胞、組織、体液及び糞便から得ることができる。対象となる体液は、羊水、房水、硝
子体液、血液（例えば全血、分画血液、血漿、血清等）、母乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳
垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘
液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、皮脂
（皮膚の油）、精液、喀痰、汗、滑液、涙液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液を含むが、これ
らに限定されない。特定の実施形態において、試料は、被験者、例えば人から得ることが
でき、かつ被験者アッセイに用いられる前に処理することができる。例えば、分析の前に
、使用前に組織試料からタンパク質／核酸を抽出することができ、その方法は公知である
。特定の実施形態において、試料は臨床試料、例えば患者から採取した試料であってもよ
い。
【００５８】
　用語「分析物」とは、異なる形状を有する分子（例えばタンパク質、ペプチド、ＤＮＡ
、ＲＮＡ、核酸又は他の分子）、細胞、組織、ウイルス及びナノ粒子を指す。
【００５９】
　用語「アッセイ」とは、分析物の存在及び／又は存在量を検出するために試料を検査す
ることを指す。
【００６０】
　本明細書で使用されるように、用語「決定」、「計測」及び「評価」は「アッセイ」と
変換可能に使用され、かつ定量的及び定性的決定を含む。
【００６１】
　本明細書で使用されるように、用語「発光標識（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｌａ
ｂｅｌ）」とは、外部励起下で発光できる標識を指す。それは発光することができる。蛍
光標識（色素分子又は量子ドットを含む）と発光標識（例えば電気又は化学発光標識）は
、蛍光標識のタイプである。外部励起は、蛍光用の光（光子）、電界発光用の電流及び化
学発光用の化学反応を指す。外部励起は、上記の組み合わせであってもよい。
【００６２】
　語句「標識された分析物」とは、発光標識で検出可能に標識された分析物を指し、その
結果、標識の存在を評価することにより前記分析物を検出することができる。標識された
分析物は、直接標識されてもよく（すなわち、分析物自体は、強力な結合、例えば共有結
合又は非共有結合を介して標識に直接結合されてもよい）、標識された分析物は、間接的
に標識されてもよい（すなわち、分析物は直接標識された二次捕捉剤に結合される）。
【００６３】
　核酸についての用語「ハイブリダイゼーション」と「結語」は変換可能に使用される。
【００６４】
　用語「捕捉剤／分析物複合体」とは、捕捉剤と分析物の特異的結合から生じる複合体を
指す。一般的に、捕捉剤と捕捉剤用の分析物は「特異的結合条件」又は「特異的結合に適
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する条件」の下で互いに特異的に結合し、それらの条件（塩濃度、ｐＨ、洗剤、タンパク
質濃度、温度等）は、溶液中で捕捉剤と分析物との間に結合が生じることを可能にする条
件である。それらの条件、特に抗体及びその抗原及び核酸ハイブリダイゼーションについ
ての条件は、当該分野で周知である（例えばＨａｒｌｏｗ及びＬａｎｅ（Ａｎｔｉｂｏｄ
ｉｅｓ：Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂ
ｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ、Ｎ．Ｙ．（１９
８９）、Ａｕｓｕｂｅｌら、Ｓｈｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、第５版、Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、２００２参照）。
【００６５】
　本明細書の捕捉剤と、分析物、例えば、バイオマーカー、生体分子、合成有機化合物、
無機化合物等との結合について使用される用語「特異的結合条件」と「特異的結合に適す
る条件」とは、互いに特異的に結合する分子対を含む核酸二本鎖又はタンパク質／タンパ
ク質（例えば、抗体／抗原）複合体、タンパク質／化合物複合体、アプタマー／標的複合
体を生成するとともに、互いに特異的に結合しない分子の間の複合体の形成に不利である
条件を指す。特異的結合条件は、ハイブリダイゼーションと洗浄条件の両方の合計又は組
み合わせ（全体）であり、必要があれば、選択及びブロッキングステップを含んでもよい
。核酸ハイブリダイゼーションのために、５０％ホルムアミド、５×ＳＳＣ（１５０ｍＭ
　ＮａＣｌ、１５ｍＭクエン酸ナトリウム）、５０ｍＭリン酸ナトリウム（ｐＨ７．６）
、５×デンハルト液、１０％デキストラン硫酸及び２０μｇ／ｍｌ変性され剪断されたサ
ケ精子ＤＮＡを含有する溶液中で、４２℃でインキュベーションし、その後に約６５℃の
０．１×ＳＳＣでフィルタを洗浄することにより特異的結合条件を達成することができる
。
【００６６】
　抗体と抗原を結合するために、抗体含有の第１のプレートをブロッキング溶液（例えば
、３％のＢＳＡ又は脱脂乳を含むＰＢＳ）でブロッキングし、その後に希釈したブロッキ
ング緩衝液中で分析物含有の試料とともにインキュベートすることにより、特異的結合条
件を達成する。インキュベーション後に、第１のプレートを洗浄溶液（例えばＰＢＳ＋Ｔ
ＷＥＥＮ　２０）中で洗浄し、かつ二次捕捉抗体（抗原中の第２の部位を認識する検出抗
体）とともにインキュベートする。二次捕捉抗体は、光学的に検出可能な標識、例えば、
ＩＲＤｙｅ８００ＣＷ、Ａｌｅｘａ　７９０、Ｄｙｌｉｇｈｔ　８００のような蛍光団に
結合されてもよい。さらに洗浄した後に、結合した二次捕捉抗体の存在を検出することが
できる。当業者であれば、検出した信号を増加させかつバックグラウンドノイズを減少さ
せるために、パラメータを変更することができることを知っている。
【００６７】
　被験者は、あらゆる人又は非ヒトの動物とすることができる。被験者は、本方法を実施
する人、患者、検査センターの顧客等であってもよい。
【００６８】
　本明細書で使用されるように、「分析物」は、本方法の検査に適する任意の物質である
。
【００６９】
　本明細書で使用されるように、「診断試料」とは、被験者から得られた、身体副産物、
例えば体液である、任意の生体試料を指す。診断試料は、液体の形態で被験者から直接得
ることができ、または、身体副産物を溶液に、例えば緩衝液に置くことにより被験者から
得ることができる。例示的な診断試料は、唾液、血清、血液、喀痰、尿、汗、涙液、精液
、糞便、呼気、生体組織、粘液等を含むが、これらに限定されない。
【００７０】
　本明細書で使用されるように、「環境試料」とは、環境から得られた任意の試料を指す
。環境試料は、河川、湖、池、海洋、氷河、氷山、雨、雪、下水、貯水池、水道水、飲料
水等からの液体試料と、土壌、堆肥、砂、岩石、コンクリート、木材、煉瓦、汚泥等から
の固体試料と、空気、水中熱通気口、工業排気ガス、車両排気ガス等からの気体試料とを
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含んでもよい。一般的に、本発明の方法を用いて試料を分析する前に、非液体形態の試料
を液体形態に変換する。
【００７１】
　本明細書で使用されるように、「食品試料」は、動物の消費、例えば、ヒトの消費に適
する任意の試料を指す。食品試料は、原材料、調理済み食品、動植物由来の食品、前処理
済み食品及び部分的に又は完全に処理された食品等を含んでもよい。一般的に、本発明の
方法を用いて試料を分析する前に、非液体形態の試料を液体形態に変換する。
【００７２】
　本明細書で使用される用語「診断」とは、ある方法又は分析物を用いて、対象となる病
気又は病状の結果を鑑定し、予測し、及び／又はその治療反応を予測することを指す。診
断は、病気又は病状に罹患する可能性又は体質を予測することと、病気又は病状の重篤度
を推定することと、病気又は病状の進行のリスクを決定することと、治療に対する臨床的
応答を評価するとと、及び／又は治療に対する応答を予測することとを含んでもよい。
【００７３】
　本明細書で使用されるように、「バイオマーカー」とは、対象となる試料から発見され
た任意の分子又は化合物であり、被験者における対象となる病気又は病状の存在又はその
体質を診断するか、又はそれに関連付けることが知られており、前記試料が被験者から取
られる。バイオマーカーは、ポリペプチド又はその複合体（例えば抗原、抗体）、核酸（
例えばＤＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ｍＲＮＡ）、薬物代謝物、脂質、炭水化物、ホルモン、ビタ
ミン等を含むが、これらに限定されず、対象となる病気又は病状に関連することが知られ
ている。
【００７４】
　本明細書で使用され、健康状態の診断に関連付けられる「状態」とは、その他の生理学
的状態と区別することができる心身の生理学的状態を指す。場合によっては、健康状態は
、病気と診断されない可能性がある。例示的な対象となる健康状態は、栄養上の健康、老
化、環境有害物質、農薬、除草剤、合成ホルモン類似体への暴露、妊娠、閉経、男性休止
、睡眠、ストレス、糖尿病前症、運動、疲労、化学的バランス等を含むが、これらに限定
されない。用語「ビオチン部分」とは、ビオチン又はビオチン類似体、例えばデスチオビ
オチン、オキシビオチン、２’－イミノビオチン、ジアミノビオチン、ビオチンスルホキ
シド、ビオシチン等を含む親和性試薬を指す。ビオチン部分は、少なくとも１０－８Ｍの
親和力でストレプトアビジンに結合される。ビオチン親和性試薬は、リンカー、例えば─
ＬＣ－ビオチン、─ＬＣ－ＬＣ－ビオチン、─ＳＬＣ－ビオチン、又はｎが３～１２であ
る─ＰＥＧｎ－ビオチンを含んでもよい。
【００７５】
　用語「ストレプトアビジン」とは、ストレプトアビジン、アビジン、及び高親和性でビ
オチンに結合するそれらの任意の変異体を指す。
【００７６】
　生体試料の説明に使用される用語「マーカー」とは、分析物を指し、その生体試料にお
ける存在又は存在量は、病気又は病状に関連している。
【００７７】
　用語「結合」は、水素結合、イオン結合及びファンデルワールス力による（ｖａｎ　ｄ
ｅｒ　Ｗａａｌ　ｆｏｒｃｅ）を含む共有及び非共有結合を含む。
【００７８】
　用語「増幅」とは、信号の大きさの増幅を指し、例えば、信号における少なくとも１０
倍の増幅、少なくとも１００倍の増幅、少なくとも１，０００倍の増幅、少なくとも１０
，０００倍の増幅又は少なくとも１００，０００倍の増幅である。
【００７９】
　用語「実体」とは、「結合部位」に結合するタンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、
核酸、分子（小分子又は大分子）、細胞、組織、ウイルス、異なる形状のナノ粒子を指す
が、これらに限定されない。実体は、捕捉剤、検出剤及び遮断剤を含む。「実体」は「分
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析物」を含み、これらの２つの用語は、交換可能に使用される。
【００８０】
　用語「結合部位」とは、試料中の「実体」を固定化することができる固体表面上の位置
を指す。
【００８１】
　用語「実体パートナー」とは、「結合部位」に位置し、かつ実体に結合するタンパク質
、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、核酸、分子（小分子又は大分子）、細胞、組織、ウイルス
、異なる形状のナノ粒子を指すが、これらに限定されない。実体は、捕捉剤、検出剤、二
次検出剤又は「捕捉剤／分析物複合体」を含むが、これらに限定されない。
【００８２】
　用語「標的分析物」又は「標的実体」とは、特に分析（すなわち、検出）される特定の
分析物、又は結合部位に特異的に結合する特定の実体を指す。
【００８３】
　交換可能に使用される用語「スマートフォン」又は「携帯電話」とは、カメラ及び通信
ハードウェアとソフトウェアを有し、カメラを使用して画像を撮影し、カメラによって撮
影された画像を処理し、遠隔地にデータを通信することができる携帯電話のタイプを指す
。いくつかの実施形態において、スマートフォンはフラッシュライトを有する。
【００８４】
　特別に説明しない限り、用語「光」とは、様々な波長を有する電磁放射を指す。
【００８５】
　ある領域の「平均直線寸法」という用語とは、該領域の面積に４を乗算し該領域の周長
で割って得るものに等しい長さと定義される。例えば、該領域は矩形であり、幅がＷで、
長さがＬであれば、該矩形の直線寸法の平均値は、４＊Ｗ＊Ｌ／（２＊（Ｌ＋Ｗ））であ
る（「＊」が乗算を示し、「／」が割り算を示す）。この定義により、平均直線寸法はそ
れぞれ、幅がＷの正方形についてはＷであり、直径がｄの円形についてはｄである。領域
は結合部位又は貯蔵部位の領域を含むが、これらに限定されない。
【００８６】
　周期構造配列の「周期」という用語とは、ある構造の中心から最も近い隣接した同じ構
造の中心までの距離を指す。
【００８７】
　用語「貯蔵部位」とは、試料に添加される試薬を含み、プレート上のある領域の部位を
指し、かつ前記試薬は、試薬と接触する試料中に溶解して試料中に拡散することができる
。
【００８８】
　用語「関連のある」とは、分析物の検出に、試料中もしくはプレート上の分析物又は実
体の定量化及び／もしくは制御に、又は試料もしくはプレートに添加される試薬の定量化
もしくは制御に関連することを指す。
【００８９】
　表面の「親水性」、「湿潤性」、又は「濡れ性」という用語とは、表面上の試料の接触
角が９０度より小さいことを指す。
【００９０】
　表面の「疎水性」、「非湿潤性」、又は「非濡れ性」という用語とは、表面上の試料の
接触角が９０度以上であることを指す。
【００９１】
　量についての「変動」という用語とは、実際の値と目標値又は量の平均値との差を指す
。量の「相対的変動」という用語とは、変動値と目標値又は量の平均値との比を指す。例
えば、ある量の目標値がＱで、実際の値が（Ｑ＋Δ）である場合、Δは変動値であり、か
つΔ／（Ｑ＋Δ）は、相対的変動値である。用語「相対的な試料の厚さ変動」とは、試料
の厚さ変動値と平均試料の厚さとの比を指す。
【００９２】
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　用語「光透過性」とは、光信号の伝送を可能にする材料の特性を指し、特に断らない限
り、用語「光信号」とは、試料、プレート、スペーサ、スケールマーク、使用される任意
の構造、又はそれらの任意の組み合わせの特性を検出するために使用される光信号を指す
。
【００９３】
　用語「非試料体積」とは、ＣＲＯＦプロセスにおける閉鎖構成では、プレートの間の体
積が試料ではなく、試料以外の他の物体によって占有されることを指す。これらの物体は
スペーサ、気泡、粉塵又はそれらの任意の組み合わせを含むが、これらに限定されない。
一般的に、非試料体積は試料内部に混入している。
【００９４】
　用語「飽和インキュベーション時間」とは、２つのタイプの分子（例えば、捕捉剤及び
分析物）の間の結合が平衡に達するのに必要な時間を指す。表面固定化アッセイについて
、「飽和インキュベーション時間」とは、試料中の標的分析物（実体）とプレート表面上
の結合部位との間の結合が平衡に達するのに必要な時間、すなわち、結合部位によって捕
捉され、固定化された標的分子（実体）の平均数が統計的にほぼ一定になった後の時間を
指す。
【００９５】
　場合によっては、「分析物」と「結合実体」と「実体」は、交換可能に使用される。
【００９６】
　「プロセッサ」、「通信装置」、「モバイル装置」は、計算タスクを実行するための基
本的な電子部品（メモリ、入出力インタフェース、中央処理ユニット、命令、ネットワー
クインタフェース、電源などのうちの１つ以上を含む）を含むコンピュータシステムを指
す。コンピュータシステムは、特定のタスクを実行するための命令を含む汎用コンピュー
タであってもよく、専用コンピュータであってもよい。
【００９７】
　信号又はデータ通信の説明に使用される「サイト」又は「位置」とは、装置又は被験者
が存在するローカル領域を指す。サイトは、建築構造内、例えば病院内の部屋、又は広い
地理的に定義された領域内の小さい地理的に定義された領域を指す。第２のサイトから遠
く離れた第１のサイトに対して、リモートサイト又はリモート位置は、距離及び／物理的
障害によって第２のサイトから物理的に分離された第１のサイトである。リモートサイト
は、建築構造中の第２のサイトから離れた第１のサイト、第２のサイトと異なる建築構造
にある第１のサイト、第２のサイトと異なる都市にある第１のサイトであってもよい。
【００９８】
　本明細書で使用されるように、用語「試料採取サイト」とは、被験者から試料を得る位
置を指す。試料採取位置は、例えば小売店の位置（例えば、チェーンストア、薬局、スー
パーマーケット又はデパート）、プロバイダーのオフィス、医師のオフィス、病院、被験
者の家、軍関係の敷地、雇用主サイト又は他のサイト又はサイトの組み合わせであっても
よい。本明細書で使用されるように、用語「試料採取サイト」とは、さらに、該サイトに
位置するか、或いは該サイトに所属するビジネス、サービス又は施設の所有者又は代表者
を指す。
【００９９】
　本明細書で使用されるように、「生データ」は、試料の特性又は特徴を検出するか又は
測定するセンサ、カメラ、他のコンポーネント及び機器からの信号及び直接読み取りデー
タを含む。例えば、生データは、センサ、検出器、カウンタ、カメラ、又は他のコンポー
ネント若しくはデバイスからの電圧又は電流出力を含み、生データは、センサ、検出器、
カウンタ、カメラ、又は他のコンポーネント若しくはデバイスからのデジタル又はアナロ
グ数値出力を含み、生データはさらに、センサ、検出器、カウンタ、カメラ又は他のコン
ポーネント若しくはデバイスからのデジタル又はフィルタ出力を含む。例えば、生データ
は、光度計の出力を含み、それは該光度計によって検出された光子数に関連する「相対光
単位」内の出力を含む。生データは、カメラによって生成されたＪＰＥＧ、ビットマップ



(59) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

又は他の画像ファイルを含んでもよい。生データは、細胞数と、光強度（特定の波長にあ
るか、又は波長範囲にあるか又は波長範囲内にある）と、検出器の出力の変化率と、２回
の同様の計測の間の差と、検出された複数のイベントと、予め設定された範囲内で検出さ
れるか又は予め設定された基準を満たすイベントの数量と、ある期間内又は視野内で計測
された最小値と、ある期間内又は視野内で計測された最大値と、他のデータとを含んでも
よい。生データが十分である場合、更なる処理又は分析を行わずに使用することができる
。他の場合には、生データは、さらに処理されるか、又は試料、被験者に関連する分析又
は他の目的に使用されてもよい。
【０１００】
　試料を表す出力信号又は生データに関して使用される「試料を表す」とは、試料又はそ
の一部の計測された特性、例えば試料中に存在する分析物の量を反映する出力信号又は生
データを指す。例えば、蛍光シグナルを表す強度は、より多くの対象となる分析物含有の
蛍光標識試料において、より少ない分析物含有の蛍光標識試料の蛍光シグナルを表す強度
よりも高い。
【０１０１】
　本明細書で使用されるように、「臨床検査改善修正法案」と「ＣＬＩＡ」とは、４２　
Ｕ．Ｓ．Ｃ．パートＦ条項、例えばサブパート２、第２６３ａ～２６３ａ７項、連邦規則
４２　ＣＦＲ第Ｗ章（第４９３．１～４９３．２００１項）、及び関連法律、法規、修正
法案を指す。ＣＬＩＡによる法規は、アメリカ合衆国保健福祉省のメディケアメディケイ
ドサービスセンター（ＣＭＳ）によって管理されている。
【０１０２】
　本明細書で使用されるように、「プロセス管理」とは、試料分析プロセスなどのプロセ
スの実行を計画及び／又は監視するための任意の数の方法及びシステムを指す。
【０１０３】
　本開示を読むことで当業者にとって明らかとなるように、本明細書に記載及び例示され
る個々の実施形態の各々は、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、他のいくつ
かの実施形態のいずれの特徴から容易に分離又はそれらと併用される個別の構成要素及び
特徴を有する。任意の前記方法は、前記イベントの順序又は論理的に可能な任意の他の順
序で実行することができる。
【０１０４】
　当業者であば、本発明は、本明細書の記述又は図面に記載された構造の詳細、コンポー
ネントの配置、カテゴリ選択、重み付け、所定の信号制限又はステップへの適用に限定さ
れないことを理解すべきである。本発明は、他の実施形態も可能であり、また様々な方法
で実施又は実行することができる。
【０１０５】
　特に断らない限り、本開示の様々な実施形態の実施は、当業者の範囲内にある、免疫学
、生化学、化学、分子生物学、微生物学、細胞生物学、ゲノミクス及び組換えＤＮＡの慣
用技術を使用する。ＧｒｅｅｎとＳａｍｂｒｏｏｋ、ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＣＬＯＮＩＮ
Ｇ：Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＭＡＮＵＡＬ、第４版（２０１２）、ＣＵＲＲＥＮＴ　
ＰＲＯＴＯＣＯＬＳ　ＩＮ　ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＢＩＯＬＯＧＹ（Ｆ．Ｍ．Ａｕｓｕｂ
ｅｌら編（１９８７））、ＭＥＴＨＯＤＳ　ＩＮ　ＥＮＺＹＭＯＬＯＧＹシリーズ（Ａｃ
ａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｉｎｃ．）：ＰＣＲ　２：　Ａ　ＰＲＡＣＴＩＣＡＬ　ＡＰ
ＰＲＯＡＣＨ（Ｍ．Ｊ．ＭａｃＰｈｅｒｓｏｎ、Ｂ．Ｄ．ＨａｍｅｓとＧ．Ｒ．Ｔａｙｌ
ｏｒ編（１９９５））、ＨａｒｌｏｗとＬａｎｅ編（１９８８）ＡＮＴＩＢＯＤＩＥＳ、
Ａ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＭＡＮＵＡＬ、及びＡＮＩＭＡＬ　ＣＥＬＬ　ＣＵＬＴＵＲ
Ｅ（Ｒ．Ｉ．Ｆｒｅｓｈｎｅｙ編（１９８７））を参照する。
【０１０６】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用されるように、「単一の」を使用する場合な
どの文脈上明確に指示されない限り、単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」及
び「その（ｔｈｅ）」は、複数の意味も含むことを注意しなければならない。例えば、「
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分析物」を言及すると、単一の分析物及び複数の分析物を含み、「捕捉剤」を言及すると
、単一の捕捉剤及び複数の捕捉剤を含み、「検出剤」を言及すると、単一の検出剤及び複
数の検出剤を含み、「試薬」を言及すると、単一の試薬及び複数の試薬を含む。
【０１０７】
圧縮調節開放流（ＣＲＯＦ）
　アッセイ中に、試料又は試薬の操作はアッセイを改善することができる。該操作は、試
料及び／又は試薬の幾何学的形状及び位置の操作と、試料と試薬の混合又は結合の操作と
、及び試料又は試薬とプレートとの接触面積の操作とを含むが、これらに限定されない。
【０１０８】
　本発明の多くの実施形態は、「圧縮調節開放流（ＣＲＯＦ）」という方法とＣＲＯＦを
実行するデバイスを用いて、試料及び／又は試薬の幾何学的サイズ、位置、接触面積及び
混合を操作する。
【０１０９】
　用語「圧縮開放流（ＣＯＦ）」とは、（ｉ）他のプレートを少なくとも一部の試料の頂
部に配置し、（ｉｉ）その後に、２つのプレートを互いに対して押し付けて２つのプレー
トの間の試料を圧縮することにより、プレートに付着した流動可能試料の形状を変化させ
る方法を指し、該圧縮は、少なくとも一部の試料の厚さを減少させることにより、前記試
料がプレートの間の開放空間に流入する。
【０１１０】
　用語「圧縮調節開放流」又は「ＣＲＯＦ」（又は「自己較正圧縮開放流」又は「ＳＣＯ
Ｆ」又は「ＳＣＣＯＦ」）とは、特定のタイプのＣＯＦを指し、圧縮後に試料の一部又は
全体の最終厚さは、スペーサによって「調節」され、スペーサが２つのプレートの間に配
置される。
【０１１１】
　ＣＲＯＦにおいて、「試料の一部又は全体の最終厚さはスペーサにより調節される」と
いう用語とは、ＣＲＯＦ期間において、特定の試料の厚さに達すると、２つのプレートの
相対移動を停止させ、これにより試料の厚さの変化も停止し、特定の厚さがスペーサによ
って決定されることを指す。
【０１１２】
　図１に示すように、ＣＲＯＦ方法の１つの実施形態は、
　（ａ）流動可能な試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、それぞれのプレートはほぼ平坦な試料接触表面を有し
、前記プレートの１つ又は２つは、所定の高さを有して対応する試料接触表面に位置する
スペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、プレートの１つ又は２つに試料を付
着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れており
かつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、並びに
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さはプレート及びスペーサにより調節され、
関連のある体積が前記試料の全体積の少なくとも一部であり、かつ試料の広げた期間に、
試料が２つのプレートの間に横方向に流動する、ステップ
を含む。
【０１１３】
　特に断らない限り、用語「プレート（ｐｌａｔｅ）」とは、ＣＲＯＦプロセスにおいて
使用されるプレートを指し、それは使用可能な表面を有する固体であり、２つのプレート
の間に配置された試料を他のプレートとともに圧縮して試料の厚さを減少させる。
【０１１４】
　用語「プレート（ｔｈｅ　ｐｌａｔｅ）」又は「一対のプレート（ｔｈｅ　ｐａｉｒ　
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ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｌａｔｅ）」とは、ＣＲＯＦプロセスにおける２つのプレートを指す。
【０１１５】
　用語「第１のプレート」又は「第２のプレート」とは、ＣＲＯＦプロセスにおいて使用
されるプレートを指す。
【０１１６】
　用語「プレートが互いに対向する」とは、一対のプレートが少なくとも部分的に、互い
に対向する場合を指す。
【０１１７】
　特に断らない限り、用語「スペーサ」又は「ストッパ」とは、２つのプレートの間に配
置される場合、２つのプレートが共に圧縮する時に到達可能な２つのプレートの間の最小
間隔の制限を設定する機械的な物体を指す。すなわち、圧縮において、スペーサは、プレ
ートの間の間隔がプリセット値（すなわち、所定値）よりも小さくならないように２つの
プレートの相対移動を停止させる。スペーサは、「開放スペーサ」と「密閉スペーサ」と
いう二種類のタイプを有する。
【０１１８】
　用語「開放スペーサ」とは、液体が該スペーサの全周囲に流動しかつスペーサを流れる
ことを可能にする形状を有するスペーサを指す。例えば、柱は開放スペーサである。
【０１１９】
　用語「密閉スペーサ」とは、液体が該スペーサの全周囲に流動しかつスペーサを流れる
ことができない形状を有するスペーサを指す。例えば、リング状スペーサはリング内の液
体用の密閉スペーサであり、リング状スペーサ内の液体はリング内に留まり、外部（外周
囲）に出ることができない。
【０１２０】
　用語「スペーサが所定の高さを有する」と「スペーサが所定のスペーサ間の距離を有す
る」とは、それぞれＣＲＯＦプロセスの前にスペーサの高さとスペーサ間の距離の値が既
知であることを指す。ＣＲＯＦプロセスの前に、スペーサの高さとスペーサ間の距離の値
が既知ではないと、それらは予め設定されない。例えば、プレートにスペーサとしてビー
ズを散布し、ビーズがプレートのランダムな位置に止まる場合、スペーサ間の距離は予め
設定されない。スペーサ間の距離が予め設定されない別の例は、スペーサがＣＲＯＦプロ
セスにおいて移動することである。
【０１２１】
　ＣＲＯＦプロセスにおける用語「スペーサがそのそれぞれのプレート上に固定される」
とは、スペーサがプレートのある位置に接続され、かつＣＲＯＦ中に該位置との接続を維
持する（すなわち、各プレート上のスペーサの位置が変化しない）ことを指す。「スペー
サがその対応するプレートに固定される」の一例は、スペーサがプレート材料で一体的に
作られ、かつＣＲＯＦ中にスペーサがプレート表面に対する位置が変化しないことである
。「スペーサがその対応するプレートに固定されない」の一例は、スペーサが接着剤によ
りプレートに貼り付けられるが、プレートを使用する時に、ＣＲＯＦ中に接着剤がスペー
サをそのプレート表面上の元の位置に維持せず、スペーサがそのプレート表面上の元の位
置から離れることである。
【０１２２】
　用語「スペーサがプレートに一体的に固定される」とは、スペーサとプレートの挙動が
一体式物体のように、使用中に、スペーサがそのプレート上の元の位置から移動したり離
れたりしないことを指す。
【０１２３】
　ＣＲＯＦプロセスにおける２つのプレートの「開放構成」という用語とは、２つのプレ
ートが部分的又は完全に離れており、プレート間の間隔がスペーサにより調節されない構
成を指す。
【０１２４】
　ＣＲＯＦプロセスにおける２つのプレートの「閉鎖構成」という用語とは、プレートが
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互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの間に位置し、関連のある
体積の試料の厚さをプレート及びスペーサにより調節する構成を指し、関連のある体積が
前記試料の全体積の少なくとも一部である。
【０１２５】
　ＣＲＯＦプロセスにおける用語「試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節される
」とは、プレート、試料、スペーサ及びプレート圧縮方法の所与の条件に対して、プレー
トの閉鎖構成における少なくとも一部の試料の厚さをスペーサ及びプレートの特性に基づ
いて予め設定することができることを指す。
【０１２６】
　ＣＲＯＦ装置中のプレートについての用語「内表面」又は「試料表面」とは、試料と接
触するプレートの表面を指し、プレートの他の表面（試料と接触しない）は「外表面」と
呼ばれる。
【０１２７】
　ＣＲＯＦ装置の「Ｘ‐プレート」という用語とは、プレートの試料表面上のスペーサを
含むプレートを指し、前記スペーサは、所定のスペーサ間距離とスペーサの高さを有し、
かつ少なくとも１つスペーサは試料接触領域内にある。
【０１２８】
　用語「ＣＲＯＦ装置」とは、ＣＲＯＦプロセスを実行する装置を指す。用語「ＣＲＯＦ
を行う」とは、ＣＲＯＦプロセスを使用することを指す。例えば、用語「試料にＣＲＯＦ
を行う」とは、試料をＣＲＯＦ装置内に入れて、ＣＲＯＦプロセスを実行することを指し
、特に明記しない限り、該試料をＣＲＯＦの最終構成に保持する。
【０１２９】
　用語「ＣＲＯＦプレート」とは、ＣＲＯＦプロセスの実行に使用される２つのプレート
を指す。
【０１３０】
　平坦な表面についての用語「表面平滑度」又は「表面平滑度変動」とは、数マイクロメ
ートル又はそれ以下の短距離の、平坦な表面と完全に平坦な表面との平均偏差を指す。表
面平滑度は、表面平坦度変動とは異なる。平坦な表面は、良好な表面平坦度を有するが、
その表面平滑度が低い。
【０１３１】
　平坦な表面についての用語「表面平坦度」又は「表面平坦度変動」とは、約１０μｍ又
はそれ以上の長距離の、平坦な表面と完全に平坦な表面との平均偏差を指す。表面平坦度
変動は、表面平滑度とは異なる。平坦な表面は、良好な表面平滑度を有するが、その表面
平坦度が低い（すなわち、その表面平坦度変動が大きい）。
【０１３２】
　プレート又は試料についての用語「相対的な表面平坦度」とは、プレートの表面平坦度
変動と最終的な試料厚さとの比を指す。
【０１３３】
　特に断らない限り、ＣＲＯＦプロセスにおける用語「最終的な試料厚さ」とは、ＣＲＯ
Ｆプロセス中のプレートの閉鎖構成における試料の厚さを指す。
【０１３４】
　ＣＲＯＦ中の用語「圧縮方法」とは、２つのプレートを開放構成から閉鎖構成にする方
法を指す。
【０１３５】
　プレートについての用語「関心領域」又は「関心のある領域」とは、プレートが実行す
る機能に関連するプレートの領域を指す。
【０１３６】
　用語「最大」とは、「それ以下」を指す。例えば、スペーサの高さが最大１μｍであり
、これはスペーサの高さが１μｍ以下であることを指す。
【０１３７】
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　用語「試料面積」とは、試料がプレート間の空間とほぼ平行かつ試料の厚さに垂直な方
向における面積を指す。
【０１３８】
　用語「試料厚さ」とは、互いに対向するプレートの表面に垂直な方向（例えば、プレー
トの間の距離の方向）における試料寸法を指す。
【０１３９】
　用語「プレートの間の距離」とは、２つのプレートの内表面間の距離を指す。
【０１４０】
　ＣＲＯＦにおける用語「最終的な試料の厚さの偏差」とは、所定のスペーサの高さ（ス
ペーサの製造により決定される）と最終的な試料厚さの平均値との間の差を指し、その平
均の最終的な試料の厚さは、所定の領域の平均値（例えば、１．６ｃｍ×１．６ｃｍの領
域における２５個の異なる点（距離が４ｍｍである）の平均値）である。
【０１４１】
　ＣＲＯＦプロセスにおける用語「計測された最終的な試料厚さの均一性」とは、所定の
試料領域において計測された最終的な試料厚さの標準偏差（例えば、平均値に対する標準
偏差）を指す。
【０１４２】
　ＣＲＯＦプロセスにおける用語「試料の関連のある体積」及び「試料の関連のある面積
」はそれぞれ、ＣＲＯＦプロセスの間にプレートに付着した試料の一部又は全体の体積及
び面積を指し、それぞれの方法又は装置によって実行される機能に関連し、この機能は、
分析物又は実体の結合時間の減少、分析物の検出、体積の定量化、濃度の定量化、試薬の
混合、又は濃度（分析物、実体、もしくは試薬）制御を含むが、これらに限定されない。
【０１４３】
　別途指摘されない限り、用語「いくつかの実施形態」、「いくつかの実施形態において
」、「本発明のいくつかの実施形態において」、「実施形態」、「１つの実施形態」、「
他の実施形態」、「特定の実施形態」、「多くの実施形態」などは、全ての開示内容（す
なわち全発明）に適用された実施形態である。
【０１４４】
　別途指摘されない限り、ＣＲＯＦプロセスにおける対象の用語「高さ」又は「厚さ」と
は、プレートの表面と垂直な方向における対象の寸法を指す。例えば、スペーサの高さと
は、プレートの表面と垂直である方向におけるスペーサの寸法であり、スペーサの高さ及
びスペーサの厚さとは、同じものを指す。
【０１４５】
　別途指摘されない限り、ＣＲＯＦプロセスにおける対象の用語「面積」とは、プレート
の表面と平行な対象の面積を指す。例えば、スペーサの面積とは、プレートの表面に平行
なスペーサの面積を指す。
【０１４６】
　別途指摘されない限り、ＣＲＯＦプロセスにおける用語「横方向」又は「横方向に」と
は、プレートの表面と平行な方向を指す。
【０１４７】
　別途指摘されない限り、ＣＲＯＦプロセスにおける用語「幅」とは、スペーサの横方向
の寸法を指す。
【０１４８】
　用語「試料内のスペーサ」は、スペーサが試料により取り囲まれる（例えば、試料内の
柱状スペーサである）を指す。
【０１４９】
　ＣＲＯＦプロセスにおけるプレートの用語「臨界湾曲スパン」とは、２つの支持具間の
プレートのスパン（すなわち、距離）を指し、所定の可撓性プレート、試料、及び圧力に
ついて、プレートの湾曲は許容可能な湾曲と等しい。例えば、所定の可撓性プレート、試
料及び圧力について、許容可能な湾曲が５０ｎｍであり、臨界湾曲スパンが４０μｍであ
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る場合、４０μｍ離れた２つの隣接するスペーサの間のプレートの湾曲が５０ｎｍであり
、かつ２つの隣接するスペーサが４０μｍより小さい場合、湾曲が５０ｎｍより小さい。
【０１５０】
　試料に関する用語「流動可能」とは、試料の厚さが減少する場合、その横方向寸法が増
加することを指す。例えば、糞便試料が流動可能であると考えられる。
【０１５１】
　本発明のいくつかの実施形態において、試料の厚さがＣＲＯＦプロセスにおいて減少で
きる限り、ＣＲＯＦプロセスにおける試料が流動可能である必要がなく、したがってプロ
セスから利益を受ける。例えば、ＣＲＯＦプレートの表面に色素を載置することにより組
織を染色させ、ＣＲＯＦプロセスにおいて組織の厚さを減少させることで、色素による染
色の飽和インキュベーション時間をスピードアップさせることができる。
【０１５２】
１.　結合又は混合時間（Ｘ）の減少（短縮）
　アッセイ又はその他の化学反応を行うインキュベーション／反応時間の減少は望ましい
。例えば、プレート表面に固定化された捕捉剤（すなわち固相）により試料中の標的分析
物を捕捉する表面固定化アッセイにおいて、一般的に試料中の標的分析物を捕捉するため
の飽和インキュベーション時間が短い、又は溶液における捕捉剤及び検出剤をプレート表
面に固定化する時間が短い、又は両方がいずれも短いことが望ましい。別の例は、捕捉剤
をプレート表面に塗布する時間を短縮する必要性である。別の例は、試薬と試料との混合
時間を短縮する必要性である。
【０１５３】
　本発明は、試料中の実体を固体表面上の結合部位に結合するために要する飽和インキュ
ベーション時間（すなわち体積から表面への実体の時間）を減少（すなわち短縮）させる
方法及び装置を提供する。本発明の別の態様は、プレートの表面に貯蔵された実体を他の
プレート表面上の結合部位に結合するために要する時間（すなわち１つの表面から別の表
面への実体の時間）を短縮することである。本発明の別の様態は、表面に貯蔵された試薬
を一定の体積の試料に添加／混合するために要する時間（すなわち表面から一定の体積の
試料に添加／混合する試薬の時間）を短縮することである。
【０１５４】
　本発明は試料（又は液体）を薄い厚さに広げる装置及び方法を用いることによりアッセ
イにおける結合及び／又は混合の飽和インキュベーション時間を減少させ、これにより実
体の試料厚さ上の拡散時間を減少させる。材料（例えば、液体又は固体又は半固体）にお
ける実体の拡散時間は、拡散距離の平方に正比例し、したがって試料厚さの減少により拡
散距離を減少させることができ、拡散時間及び飽和インキュベーション時間の急激減少を
引き起こすことができる。薄い厚さ（例えば、狭い密閉空間）も実体と材料における他の
実体との衝突頻度を上げ、それにより結合及び混合をさらに強化させる。本発明における
方法は、さらに試料厚さの減少を正確、均一、迅速、簡単（操作ステップがより少ない）
にさせ、かつ試料厚さをマイクロメートル又はナノメートルの厚さに減少させることに適
用される。これらの発明は迅速で、低コストで、ＰｏＣ、診断及び化学／生物分析の面に
高い実用性を有する。図１～４は本発明のいくつかの実施形態を示す。
【０１５５】
１．１　試料厚さを減少させることによる、固体表面上の結合部位への試料中の実体の結
合に関する飽和インキュベーション時間の減少
　Ｘ１．　図１～２、３ａ及び４ａに示すような、試料中の標的実体をプレート表面にあ
る結合部位に結合するために必要な飽和インキュベーション時間を減少させるための方法
であって、
　（ａ）流動可能なかつ試料中に拡散できる標的実体を含有する試料を取得するステップ
、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、その表面に標的実体に結合す
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るように構成された結合部位を有し、前記プレートの１つ又は２つは、その対応するプレ
ートに固定され、かつ所定の高さを有するスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、１つ又は２つのプレートに試料を付
着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れており
かつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして試料を広げるステップであって、閉鎖構
成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの
間に位置し、結合部位が関連のある体積と接触し、関連のある体積の試料の厚さが、プレ
ート及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大
の厚さより薄く、
　その関連のある体積は、試料の一部又は全体積であり、かつ
　減少した試料厚さにより、関連のある体積中の標的実体を結合部位に結合するための飽
和インキュベーション時間が減少する、ステップ
を含む、方法。
【０１５６】
　所定の試料体積に対して、ＣＲＯＦは試料厚さを減少させるが、試料の横方向寸法を増
加させる。本発明は、以上の事実を用いて、（ａ）試料の一部における局所的な結合又は
混合を行い、かつ（ｂ）流体バリアがない場合では複数の結合又は混合部位の多重化を行
って、試料流体を異なる隔離液嚢に分離させる。
【０１５７】
　Ｘ２.　図１～２、３ａ及び４ａに示すような、関連のある体積の試料中の標的実体を
表面に結合するために必要な飽和インキュベーション時間を減少させるための装置であっ
て、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、（ｂ）各プレートが試料
と接触するための試料接触領域を有し、該試料が、関連のある体積の試料中に標的実体を
有し、（ｃ）プレートの１つが標的実体を結合する結合部位を有し、かつ（ｄ）プレート
の少なくとも１つがスペーサを含み、スペーサが、所定のスペーサ間の距離及び高さを有
し、かつそのそれぞれの表面に固定され、スペーサの少なくとも１つが試料接触領域内に
位置する、第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりかつプレート間の間隔が
スペーサにより調節されない、開放構成であり、
　別の構成は、開放構成において試料を付着させた後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖
構成では、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの間
に位置し、結合部位が関連のある体積と接触し、かつ関連のある体積の試料の厚さがプレ
ート及びスペーサにより調節され、該厚さは、プレートが開放構成にある時の試料の最大
の厚さより小さく、前記関連のある体積は、試料の部分又は全体の体積であり、かつ前記
減少した試料厚さにより関連のある体積における標的実体を結合部位に結合するために必
要な飽和インキュベーション時間が減少する、装置。
【０１５８】
１．２　あるプレートの表面に貯蔵された実体を他のプレート表面にある結合部位に結合
するために必要な飽和インキュベーション時間の減少
　Ｘ３.　図１、３ｃ及び４ｂに示すように、あるプレートの貯蔵部位に貯蔵された実体
を別のプレート上にある関連のある結合部位に結合するための飽和インキュベーション時
間を減少させるための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートの表面は結合部位を有し、前記第
２のプレートは、結合部位に結合する実体を含む貯蔵部位を有し、前記結合部位の面積及
び貯蔵部位の面積がその対応するプレートの面積より小さく、かつ前記プレートの１つ又
は２つはスペーサを含み、スペーサの各々が、その対応するプレートに固定され、かつ所
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定の高さを有する、ステップ、
　（ｂ）貯蔵部位にある実体が移送媒体に溶解かつ拡散できる、前記移送媒体を取得する
ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに移送
媒体を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離
れておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして試料を広げるステップであって、閉鎖構
成において、プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位及び少なくとも一
部の移送媒体がプレートの間に位置し、結合部位が貯蔵部位と少なくとも部分的に重なり
、移送媒体が結合部位と貯蔵部位の少なくとも一部と接触し、移送媒体の厚さがプレート
及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の移送媒体の最大
の厚さより薄い、ステップ
を含み、
　移送媒体の減少した厚さにより、第２のプレートに貯蔵された実体を第１のプレートに
ある結合部位に結合するために必要な時間が減少する、方法。
【０１５９】
　理由を説明する。組織染色を含む。試料厚さにわたって垂直に拡散する標的実体を説明
する。
【０１６０】
　Ｘ４.　図１、３ｃ及び４ｂに示すように、あるプレートの貯蔵部位に貯蔵された実体
を別のプレート上の結合部位に結合するための飽和インキュベーション時間を減少させる
ための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、前記第１のプレートはその表面
に結合部位を有し、前記第２のプレートは、その表面に結合部位に結合する実体を含む貯
蔵部位を有し、前記結合部位の面積及び貯蔵部位の面積が、そのそれぞれのプレートの面
積より小さく、かつ前記プレートの１つ又は２つはスペーサを含み、スペーサの各々が、
そのそれぞれプレートで固定されかつかつ所定の高さを有する、第１のプレート及び第２
のプレートを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ移送媒体が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成
であり、貯蔵部位上の実体が移送媒体中に溶解してかつ移送媒体中に拡散でき、
　別の構成は、移送媒体が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成
において、プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位、及び少なくとも一
部の移送媒体がプレートの間に位置し、結合部位が貯蔵部位と少なくとも部分的に重なり
、移送媒体が結合部位と貯蔵部位の少なくとも一部と接触し、移送媒体の厚さがプレート
及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の移送媒体の最大
の厚さより薄く、
　移送媒体の減少した厚さにより、第２のプレートの貯蔵部位上の実体を第１のプレート
上の結合部位に結合するために必要な飽和インキュベーション時間を減少させる、装置。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、段落Ｘ３の方法及び段落Ｘ４の装置において、移送媒体
は実体又は試薬又は両者が拡散する液体を含む。
【０１６２】
　いくつかの実施形態において、段落Ｘ３の方法及び段落Ｘ４の装置において、移送媒体
は、結合部位に結合する分析物（標的分析物とも呼ばれる）を含む試料である。
【０１６３】
　いくつかの実施形態において、段落Ｘ３の方法及び段落Ｘ４の装置において、移送媒体
は、結合部位に結合する分析物（標的分析物とも呼ばれる）を含む試料であり、試料は、
分析物に結合する検出剤である。
【０１６４】
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１．３　表面に貯蔵された試薬を液体試料に添加（混合）するための時間の減少
　多くのアッセイは、試料（液体を含む）に試薬を添加する必要がある。一般的に試料又
は液体に添加された試薬の濃度を制御する必要がある。簡単及び／又は低コストである、
このような試薬の添加及び濃度制御を実行するための新たな方法を必要とする。所望の試
薬添加の２つの例は、（ａ）抗凝固剤及び／又は染色試薬を血液試料に添加する血球計数
、及び（ｂ）検出剤を添加して溶液における標的分析物を結合する免疫学的アッセイであ
る。
【０１６５】
　本発明の一態様は、このような試薬の添加及び濃度制御を簡単及び／又は低コストにす
る方法、装置、及びシステムである。本発明の１つの実施形態において、まず試薬層（例
えば乾燥された試薬層）をＣＲＯＦ装置のプレート表面に載置し、次に試料をＣＲＯＦ装
置に付着させて、ＣＲＯＦプロセスで試料を試薬と接触させ、かつ試料の厚さを、ＣＲＯ
Ｆプレートが開放構成にある時の試料の厚さよりも薄くさせる。試料厚さを減少させるこ
とにより、試薬の表面から全試料への拡散時間を減少させ、これにより試薬と試料混合の
時間を減少させる。
【０１６６】
　Ｘ５.　図１、３ｂ及び４ｃに示すような、プレート表面に貯蔵された試薬を試料と混
合するための時間を減少させるための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、その表面に試料に添加される
試薬を含む貯蔵部位を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレ
ートの１つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサが、そのそれぞれのプレートで固
定され、かつ所定の高さを有する、ステップ、
　（ｂ）試料を取得するステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げ、閉鎖構成において、プ
レートが互いに対向し、スペーサ、貯蔵部位及び試料の少なくとも一部がプレートの間に
位置し、試料が貯蔵部位の少なくとも一部と接触し、貯蔵部位上の試料厚さがプレート及
びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大の厚さ
より薄い、ステップ
を含み、
　試料の減少した厚さにより、貯蔵部位上の試薬と試料を混合するための時間が減少する
、方法。
【０１６７】
　段落Ｘ５の方法において、それは、プレートが閉鎖構成にある間にインキュベートする
ステップをさらに含み、選択されるインキュベーション時間において、試料中に溶解され
た大量の試薬を関連のある体積の試料中に含ませて、関連のある体積とは、貯蔵部位に位
置する試料の体積を指し、インキュベーションとは、試薬が試料中に溶解及び拡散するこ
とを可能にする過程を指す。
【０１６８】
　段落Ｘ５の方法は、ステップ（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、因子を試薬
が閉鎖構成にある間のプレートにより調節される試料の厚さにわたって試料において拡散
した時間にかける時間以下の時間でインキュベートし、次にインキュベーションを停止さ
せるステップをさらに含み、前記インキュベーションにより試薬を試料中に拡散すること
が可能となり、前記因子が０．０００１、０．００１、０．０１、０．１、１、１．１、
１．２、１．３、１．５、２、３、４、５、１０、１００、１０００、１０，０００又は
これらの値の間の任意の範囲である。例えば、因子は１．１で、拡散時間は２０秒であれ
ば、インキュベーション時間は２２秒以下である。好ましい実施形態において、因子は０
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．１、１、１．５又はこれらの値の間の任意の範囲である。
【０１６９】
　Ｘ６.　図１、３ｂ及び４ｃに示すように、プレート表面に貯蔵された試薬を試料中に
添加するための時間を減少させるための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、前記第１のプレートは、その表
面に試料に添加される試薬を含む貯蔵部位を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中
に拡散でき、前期プレートの１つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサが、そのそ
れぞれのプレートで固定され、かつ所定の高さを有する、第１のプレート及び第２のプレ
ート
を含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、移送媒体が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成
において、プレートが互いに対向し、スペーサ、貯蔵部位及び試料の少なくとも一部がプ
レートの間に位置し、試料が貯蔵部位の少なくとも一部と接触し、貯蔵部位上の試料の厚
さがプレート及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試
料の最大の厚さよりも薄く、
　試料の減少した厚さにより、貯蔵部位上の試薬と試料を混合するための時間が減少する
、装置。
【０１７０】
　段落Ｘ１～６のいずれかの段落に記載の方法又は装置において、いくつかの実施形態に
おいて、試料の関連のある体積は、結合部位又は貯蔵部位に位置する（すなわち、その頂
部に位置する）試料の体積である。
【０１７１】
　段落Ｘ１～６のいずれかの段落に記載の方法又は装置において、いくつかの実施形態に
おいて、試料の関連のある体積は、結合部位又は貯蔵部位の全領域又は一部の領域に位置
する（すなわち、その頂部に位置する）試料の体積である。
【０１７２】
　段落Ｘ１～６のいずれかの段落に記載の方法又は装置において、いくつかの実施形態に
おいて、閉鎖構成における試料厚さに対する結合部位又は貯蔵部位の横方向寸法の比は、
１．５　３以上、３以上、５以上、１０以上、２０以上、３０以上、５０以上、１００以
上、２００以上、１０００以上、１０，０００以上、又はこれらの値のいずれか２つの間
の範囲である。
【０１７３】
　段落Ｘ１～６のいずれかの段落に記載の方法又は装置において、閉鎖構成における試料
厚さに対する結合部位又は貯蔵部位の横方向寸法の比は、好ましい実施形態において３～
２０の間であり、別の好ましい実施形態において２０～１００の間であり、別の好ましい
実施形態において１００～１０００の間であり、また、別の好ましい実施形態において１
０００～１００００の間である。
【０１７４】
　段落Ｘ１及びＸ３のいずれかの段落に記載の方法において、いくつかの実施形態におい
て、最終的に減少した試料厚さは、結合部位の面積上の試料厚さより顕著に小さいことに
より、結合部位の外に位置する試料領域における実体を結合部位に結合するためのより長
い時間を必要とする。適切なインキュベーション時間の選択ではの、結合部位に結合され
た実体は、主に結合部位に位置する（すなわち、ちょうど結合領域上にある試料体積）試
料体積中の実体である。次に、試料中の実体濃度の計算は、試料厚さ及び結合部面積に基
づく。
【０１７５】
　段落Ｘ５の方法において、いくつかの実施形態において、最終的に減少した試料厚さは
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、貯蔵部位の面積上の試料厚さより顕著に小さいことにより、結合部位の外に位置する試
料領域における実体を結合部位に結合するためのより長い時間を必要とする。
【０１７６】
　適切なインキュベーション時間の選択では、結合部位に結合された実体は、主に結合部
位に位置する（すなわち、ちょうど結合領域上にある試料体積）試料体積中の実体である
。次に、試料中の実体濃度の計算は、試料厚さ及び結合部面積に基づく。
【０１７７】
　段落Ｘ２、Ｘ４、Ｘ６のいずれかの段落に記載の方法において、プレートを開放構成か
ら閉鎖構成にする圧縮装置をさらに含む。いくつかの実施形態において、圧縮装置は、本
開示に記載の実施形態の１つ又は任意の組み合わせである。
【０１７８】
　段落Ｘ２、Ｘ４、Ｘ６のいずれかの段落に記載の方法において、プレートを開放構成か
ら閉鎖構成にする圧縮装置と、プレートを閉鎖構成に保持するように構成された保持装置
とを含む。いくつかの実施形態において、保持装置は、本開示に記載の実施形態の１つ又
は任意の組み合わせである。
【０１７９】
　段落Ｘ２、Ｘ４、Ｘ６のいずれかの段落に記載の方法において、プレートを開放構成か
ら閉鎖構成にする圧縮装置と、０．００１秒以下、０．０１秒以下、０．１秒以下、１秒
以下、５秒以下、１０秒以下、２０秒以下、３０秒以下、４０秒以下、１分間以下、２分
間以下、３分間以下、５分間以下、１０分間以下、２０分間以下、３０分間以下、６０分
間以下、９０分間以下、１２０分間以下、１８０分間以下、２５０分間以下、又はこれら
の値のいずれか２つの間の範囲内の時間でプレートを閉鎖構成に保持するように構成され
た保持装置とを含む。
【０１８０】
　段落Ｘ２、Ｘ４、Ｘ６のいずれかの段落に記載の方法において、プレートを開放構成か
ら閉鎖構成にする圧縮装置と、好ましい実施形態において、０．００１秒以下、０．０１
秒以下、０．１秒以下、１秒以下、５秒以下、１０秒以下、２０秒以下、３０秒以下、４
０秒以下、１分間以下、２分間以下、３分間以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の
範囲内の時間でプレートを閉鎖構成に保持するように構成された保持装置とを含む。
【０１８１】
　最終的な試料厚さ　プレートの閉鎖構成における最終的な試料厚さは、飽和インキュベ
ーション時間を減少させる重要な要素である可能性がある。プレートの調節された間隔に
関して論じられるように、試料厚さの減少／変形後の最終的な試料厚さは、実体及び試料
の性質と用途に依存する。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、最終的な試料厚さは、約０．５μｍ（マイクロメートル
）より小さい、約１μｍより小さい、約１．５μｍより小さい、約２μｍより小さい、約
４μｍより小さい、約６μｍより小さい、約８μｍより小さい、約１０μｍより小さい、
約１２μｍより小さい、約１４μｍより小さい、約１６μｍより小さい、約１８μｍより
小さい、約２０μｍより小さい、約２５μｍより小さい、約３０μｍより小さい、約３５
μｍより小さい、約４０μｍより小さい、約４５μｍより小さい、約５０μｍより小さい
、約５５μｍより小さい、約６０μｍより小さい、約７０μｍより小さい、約８０μｍよ
り小さい、約９０μｍより小さい、約１００μｍより小さい、約１１０μｍより小さい、
約１２０μｍより小さい、約１４０μｍより小さい、約１６０μｍより小さい、約１８０
μｍより小さい、約２００μｍより小さい、約２５０μｍより小さい、約３００μｍより
小さい、約３５０μｍより小さい、約４００μｍより小さい、約４５０μｍより小さい、
約５００μｍより小さい、約５５０μｍより小さい、約６００μｍより小さい、約６５０
μｍより小さい、約７００μｍより小さい、約８００μｍより小さい、約９００μｍより
小さい、約１０００μｍ（１ｍｍ）より小さい、約１．５ｍｍより小さい、約２ｍｍより
小さい、約２．５ｍｍより小さい、約３ｍｍより小さい、約３．５ｍｍより小さい、約４
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ｍｍより小さい、約５ｍｍより小さい、約６ｍｍより小さい、約７ｍｍより小さい、約８
ｍｍより小さい、約９ｍｍより小さい、約１０ｍｍより小さい、又はこれらの値のいずれ
か２つの間の範囲である。
【０１８３】
　特定の実施形態において、閉鎖構成における最終的な試料厚さは、０．５μｍ（マイク
ロメートル）より小さい、１μｍより小さい、５μｍより小さい、１０μｍより小さい、
２０μｍより小さい、３０μｍより小さい、５０μｍより小さい、１００μｍより小さい
、２００μｍより小さい、３００μｍより小さい、５００μｍより小さい、８００μｍよ
り小さい、２００μｍより小さい、１ｍｍ（ミリメートル）より小さい、２ｍｍ（ミリメ
ートル）より小さい、４ｍｍ（ミリメートル）より小さい、８ｍｍ（ミリメートル）より
小さい、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０１８４】
　特定の実施形態において、Ｑ方法は、最終的な試料厚さを均一にさせ、かつ第１のプレ
ート及び第２のプレートの平坦な表面を用いる。
【０１８５】
　本発明において、試料インキュベーションは、振盪の有無にかかわらず、様々な温度、
湿度、気体環境及び様々な持続時間で行われる。
【０１８６】
　インキュベーション時間　段落Ｘ１及びＸ３のいずれかの段落に記載の方法は、ステッ
プ（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、閉鎖構成でのプレートにより調節される
試料の厚さにわたって試料において実体が拡散した時間にある因子をかける時間以下の時
間でインキュベートし、次にインキュベーションを停止させるステップをさらに含み、前
記インキュベーションにより実体を結合部位に結合することが可能となり、前記因子が０
．０００１、０．００１、０．０１、０．１、１、１．１、１．２、１．３、１．５、２
、３、４、５、１０、１００、１０００、１０，０００又はこれらの値の間の任意の範囲
である。例えば、因子は１．１で、拡散時間は２０秒であれば、インキュベーション時間
は２２秒以下である。好ましい１つの実施形態において、因子は０．１、１、１．５又は
これらの値の間の任意の範囲である。
【０１８７】
　段落Ｘ５のいずれかの段落に記載の方法は、ステップ（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成
にある間に、実体が閉鎖構成にある間のプレートにより調節される試料の厚さにわたって
試料全体に拡散した時間にある因子をかける時間以下の時間でインキュベーションし、次
にインキュベーションを停止させるステップをさらに含み、前記インキュベーションによ
り実体を結合部位に結合することが可能となり、前記因子が０．０００１、０．００１、
０．０１、０．１、１、１．１、１．２、１．３、１．５、２、３、４、５、１０、１０
０、１０００、１０，０００又はこれらの値の間の任意の範囲である。例えば、因子は１
．１で、拡散時間は２０秒であれば、インキュベーション時間は２２秒以下である。好ま
しい１つの実施形態において、因子は０．１、１、１．５又はこれらの値の間の任意の範
囲である。
【０１８８】
　段落Ｘ１、Ｘ３、及びＸ５のいずれかの段落に記載の方法又は段落Ｘ２、Ｘ４及びＸ６
のいずれかの段落に記載の装置において、少なくとも１つのスペーサは試料接触領域内に
位置する。
【０１８９】
　段落Ｘ１、Ｘ３、及びＸ５のいずれかの段落に記載の方法又は段落Ｘ２、Ｘ４及びＸ６
のいずれかの段落に記載の装置において、スペーサは所定のスペーサ間の距離を有する。
【０１９０】
　段落Ｘ１、Ｘ３、Ｘ５のいずれかの段落に記載の方法において、プレートが開放構成に
ある間のインキュベーションステップをさらに含み、飽和インキュベーション時間は、０
．００１秒以下、０．０１秒以下、０．１秒以下、１秒以下、５秒以下、１０秒以下、２
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０秒以下、３０秒以下、４０秒以下、１分間以下、２分間以下、３分間以下、５分間以下
、１０分間以下、２０分間以下、３０分間以下、６０分間以下、９０分間以下、１２０分
間以下、１８０分間以下、２５０分間以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲で
ある。
【０１９１】
　段落Ｘ１、Ｘ３、Ｘ５のいずれかの段落に記載の方法において、閉鎖構成で減少した試
料厚さでの飽和インキュベーション時間は、０．００１秒以下、０．０１秒以下、０．１
秒以下、１秒以下、５秒以下、１０秒以下、２０秒以下、３０秒以下、４０秒以下、１分
間以下、２分間以下、３分間以下、５分間以下、１０分間以下、２０分間以下、３０分間
以下、６０分間以下、９０分間以下、１２０分間以下、１８０分間以下、２５０分間以下
、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０１９２】
　いくつかの実施形態において、まず捕捉剤を結合部位に固定し、次に試料を結合部位と
接触させ、試料中の実体を捕捉剤により捕捉し、最後に検出剤を添加して捕捉された実体
と結合し、（例えば、光学方法又は電学方法又は組み合わせにより）検出剤からのシグナ
ルを読み取る。いくつかの実施形態において、捕捉剤及び検出剤外の他の試薬（例えば遮
断剤）を添加する。
【０１９３】
　例えばＰｏＣの多くの適用において、追加の試薬を試料に添加するための簡単なかつ／
又は低コストの装置及び方法を有することが望ましい。本発明の一態様は、追加の試薬を
試料に添加するための簡単なかつ／又は低コストの装置及び方法に関する。添加された追
加の試薬は、検出剤、遮断剤、光信号増強剤、光信号消光剤又は他の試薬を含む。本発明
のいくつかの実施形態において、同じ位置に貯蔵された試薬の異なる放出時間によりアッ
セイ過程を制御する。異なる溶解速度を有する他の材料を添加することにより、異なる放
出時間を取り付けることができる。
【０１９４】
　特定の実施形態において、試料厚さを制御する（例えば、試料厚さと貯蔵部位面積との
比及び／又は混合時間を制御する）ことにより試料に混合された試薬の濃度を制御する。
【０１９５】
２.　プレート、スペーサ、スケールマーカー、試料厚さの調節
２．１　プレート構成及び試料厚さの調節
　開放構成　いくつかの実施形態において、開放構成では、２つのプレート（すなわち、
第１のプレート及び第２のプレート）は互いに離れている。特定の実施形態において、２
つのプレートは、プレートのすべての操作期間（開放構成及び閉鎖構成を含む）において
、一体に接続された１つの側面を有し、２つのプレートの開放及び閉鎖は、本と類似する
。いくつかの実施形態において、２つのプレートは、長方形（又は正方形）の形状を有し
、プレートのすべての操作期間において接続された２つの長方形の辺を有する。
【０１９６】
　いくつかの実施形態において、開放構成は、試料が１対の他のプレートの妨害なしで該
１対のプレートの１つに付着するようにプレートが互いに遠く離れている、形態を含む。
【０１９７】
　いくつかの実施形態において、開放構成は、プレートが互いに遠く離れる形態を含み、
その結果として試料が別のプレートが存在しないように１つのプレートに直接付着する。
【０１９８】
　いくつかの実施形態において、開放構成は、１対のプレートの間の距離が少なくとも１
０ｎｍ、少なくとも１００ｎｍ、少なくとも１０００ｎｍ、少なくとも０．０１ｃｍ、少
なくとも０．１ｃｍ、少なくとも０．５ｃｍ、少なくとも１ｃｍ、少なくとも２ｃｍ、又
は少なくとも５ｃｍ、又は任意の２つの値の範囲である構成を含む。
【０１９９】
　いくつかの実施形態において、開放構成は、１対のプレートが異なる向きに配向された
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形態を含む。いくつかの実施形態において、開放構成は、試料添加を可能にするように構
成された１対のプレート間のアクセスギャップを画定する構成を含む。
【０２００】
　いくつかの実施形態において、開放構成は、各プレートが試料接触表面を有し、かつプ
レートが１つの開放構成にある時にプレートの少なくとも１つの接触表面が露出される構
成を含む。
【０２０１】
　閉鎖構成及び試料厚さの調節　本発明において、２つのプレートの閉鎖構成は、２つの
プレートの内面間の間隔（すなわち、距離）が２つのプレート間のスペーサにより調節さ
れる構成である。プレートの内面（「試料表面」とも呼ばれる）は、ＣＲＯＦプロセスの
圧縮ステップの間において、試料と接触し、したがって、閉鎖構成では、試料厚さがスペ
ーサにより調節される。
【０２０２】
　プレートを開放構成から閉鎖構成にするプロセスの間において、プレートは互いに対向
し（プレートの少なくとも一部が互いに対向し）、かつ力で２つのプレートを一体にする
。２つのプレートを開放構成から閉鎖構成にする時に、２つのプレートの内面は、プレー
トに付着した試料を圧縮して、試料厚さを減少させ（同時に試料は、プレート間に横方向
に開放して流れる）、関連のある体積の試料の厚さは、スペーサ、プレート、及び使用さ
れる方法、及び試料の機械的／流体的特性によって決定される。所定の試料及び所定のス
ペーサ、プレート及びプレートプレス法について、閉鎖構成での厚さを予め決定すること
ができる。
【０２０３】
　用語「スペーサによるプレートの内面間の間隔の調節」又は「プレート及びスペーサに
よる試料厚さの調節」又は「試料厚さはスペーサ及びプレートにより調節される」とは、
ＣＲＯＦプロセスにおける試料厚さが所定のプレート、スペーサ、試料及びプレス方法に
よって決定されることを指す。
【０２０４】
　いくつかの実施形態において、閉鎖構成で調節された試料厚さはスペーサの高さと同じ
であり、この場合では、閉鎖構成において、スペーサは、２つのプレートに直接接触する
（一方のプレートが、その上にスペーサが固定されたプレートであり、他方のプレートが
スペーサと接触するプレートである）。
【０２０５】
　特定の実施形態において、閉鎖構成で調節された試料厚さはスペーサの高さより大きく
、この場合では、閉鎖構成において、スペーサは、その表面に固定又は取り付けられたス
ペーサを有するプレートのみに直接接触し、別のプレートと間接的に接触する（すなわち
、間接的接触である）。用語のプレート「と間接的に接触する」とは、スペーサとプレー
トとが「残留試料層」と呼ばれる薄い試料層によって離されていることを指し、その厚さ
は「残留物の厚さ」と呼ばれる。所定のスペーサ及びプレート、所定のプレートプレス方
法及び所定の試料について、残留物の厚さを予め設定して（予め設定とは、閉鎖構成にな
る前を指す）、閉鎖構成で試料厚さを予め設定する。これは、所定の条件（試料、スペー
サ、プレート及び圧力）について、残留層の厚さが同じであり、かつ予め較正及び／又は
計算が可能であるためである。調節された試料の厚さは、スペーサの高さに試料の残留物
の厚さを加えたものにほぼ等しい。
【０２０６】
　多くの実施形態において、柱のサイズ及び形状は、使用前に予め特徴付けられる（すな
わち、予め設定される）。予め設定された情報は、試料体積（又は関連のある体積）及び
他のものの決定のような後続きのアッセイに使用される。
【０２０７】
　いくつかの実施形態において、試料厚さの調節は、プレートの間の距離を維持するよう
にプレートに閉鎖（圧縮）力を加えることを含む。
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【０２０８】
　いくつかの実施形態において、試料厚さの調節は、スペーサによってプレートの間の距
離を確立すること、プレートに加えられた閉鎖力、試料の物理的特性を含み、試料の物理
的特性は、好ましくは粘度及び圧縮性を含む。
【０２０９】
２．２　プレート
　本発明において、一般的に、ＣＲＯＦのプレートは、（ｉ）スペーサとともに試料の一
部又は全部の体積の厚さを調節するために用いることができ、（ｉｉ）試料に、アッセイ
に、又はプレートが達成しようとする目標に顕著な悪影響を及ぼさないという材料で製造
される。しかし、特定の実施形態において、特定の材料（したがってその特性）は特定の
目的を達成するようにプレートに用いられる。
【０２１０】
　いくつかの実施形態において、２つのプレートは、プレート材料、プレートの厚さ、プ
レートの形状、プレートの面積、プレートの可撓性、プレートの表面特性及びプレートの
光透過性の各パラメータに対して同じ又は異なるパラメータを有する。
【０２１１】
　プレートの材料　プレートは、単一材料、複合材料、多種の材料、多層の材料、合金又
はその組み合わせで製造される。プレートに用いられる各材料は、無機材料、有機材料又
は混合物であり、材料の例は、Ｍａｔ－１及びＭａｔ－２の段落で説明される。
【０２１２】
　Ｍａｔ－１．プレートに用いられる無機材料は、ガラス、石英、酸化物、二酸化ケイ素
、窒化ケイ素、酸化ハフニウム（ＨｆＯ）、酸化アルミニウム（ＡＩＯ）、半導体（シリ
コン、ＧａＡｓ、ＧａＮなど）、金属（例えば、金、銀、銅、アルミニウム、チタン、ニ
ッケルなど）、セラミック又はそれらの任意の組み合わせを含むが、これらに限られない
。
【０２１３】
　Ｍａｔ－２スペーサに用いられる有機材料は、ポリマー（例えば、プラスチック）又は
アモルファス有機材料を含むが、これらに限られない。スペーサに用いられるポリマー材
料は、アクリレートポリマー、ビニルポリマー、オレフィンポリマー、セルロースポリマ
ー、非セルロースポリマー、ポリエステルポリマー、ナイロン、環状オレフィンコポリマ
ー（ＣＯＣ）、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）
、環状オレフィンポリマー（ＣＯＰ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ポリアミド（ＰＡ）、
ポリエチレン（ＰＥ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ（フェニレ
ンエーテル）（ＰＰＥ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリ
エーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリ（エチレ
ンフタレート）（ＰＥＴ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリ塩化ビニル
（ＰＶＣ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ
）、フッ素化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、パーフルオロアルコキシアルカン（ＰＦＡ
）、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ゴム、又はそれらの任意の組み合わせを含む
が、これらに限られない。
【０２１４】
　いくつかの実施態様において、プレートは、それぞれ、ガラス、プラスチック、セラミ
ック及び金属のうちの少なくとも１つで製造される。いくつかの実施態様において、プレ
ートは、それぞれ、ガラス、プラスチック、セラミック及び金属のうちの少なくとも１つ
を含む。
【０２１５】
　いくつかの実施形態において、１つのプレートは、側面積、厚さ、形状、材料、又は表
面処理について、他のプレートと異なる。いくつかの実施形態において、１つのプレート
は、側面積、厚さ、形状、材料、又は表面処理について、他のプレートと同じである。
【０２１６】
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　スペーサに用いられる材料は、剛性、可撓性、又は両者の中間の任意の可撓性である。
剛度（すなわち、硬度）又は可撓性は、プレートを閉鎖構成にする際に使用される圧力に
関連している。
【０２１７】
　いくつかの実施形態において、剛性又は可撓性プレートの選択は、閉鎖構成での試料厚
さの均一性を制御する要件から決定される。
【０２１８】
　いくつかの実施態様において、２つのプレートのうちの少なくとも１つ（光に対して）
は透明である。いくつかの実施態様において、１つのプレート又は２つのプレートの少な
くとも一部又は複数の部分は透明である。いくつかの実施形態において、プレートは非透
明である。
【０２１９】
　プレートの厚さ　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのプレートの平均厚さ
は、２ｎｍ以下、１０ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、５００ｎｍ以下、１０００ｎｍ以下、
２μｍ（マイクロメートル）以下、５μｍ以下、１０μｍ以下、２０μｍ以下、５０μｍ
以下、１００μｍ以下、１５０μｍ以下、２００μｍ以下、３００μｍ以下、５００μｍ
以下、８００μｍ以下、１ｍｍ（ミリメートル）以下、２ｍｍ以下、３ｍｍ以下、又はこ
れらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２２０】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのプレートの平均厚さは、最大３ｍｍ（
ミリメートル）、最大５ｍｍ、最大１０ｍｍ、最大２０ｍｍ、最大５０ｍｍ、最大１００
ｍｍ、最大５００ｍｍ、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２２１】
　いくつかの実施形態において、プレートの厚さは、プレート全体にわたって均一ではな
い。異なる位置で異なるプレートの厚さを用いて、プレート湾曲、折り畳み、試料厚さの
調節などを制御するために用いることができる。
【０２２２】
　プレートの形状及び面積　一般的に、プレートは、形状が試料の圧縮開放流れ及び試料
厚さの調節を可能にする限り、任意の形状を有することができる。しかしながら、特定の
実施形態において、特定の形状が有利であってもよい。プレートの形状は、円形、楕円形
、長方形、三角形、多角形、環状又はこれらの形状の任意の重なりであってもよい。
【０２２３】
　いくつかの実施形態において、２つのプレートは、同じ又は異なるサイズ又は形状を有
してもよい。プレートの面積は、その適用によって異なる。プレートの面積は、最大１ｍ
ｍ２（平方ミリメートル）、最大１０ｍｍ２、最大１００ｍｍ２、最大１ｃｍ２（平方セ
ンチメートル）、最大５ｃｍ２、最大１０ｃｍ２、最大１００ｃｍ２、最大５００ｃｍ２

、最大１０００ｃｍ２、最大５０００ｃｍ２、最大１０，０００ｃｍ２、又は１０，００
０ｃｍ２以上、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。プレートの形状は、長
方形、正方形、円形、又は他の形状であってもよい。
【０２２４】
　特定の実施形態において、プレートのうちの少なくとも１つは、幅、厚さ、及び長さを
有するベルト（又はストリップ）の形式である。幅は、最大０．１ｃｍ（センチメートル
）、最大０．５ｃｍ、最大１ｃｍ、最大５ｃｍ、最大１０ｃｍ、最大５０ｃｍ、最大１０
０ｃｍ、最大５００ｃｍ、最大１０００ｃｍ、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲
である。長さは、必要な長さにすることができる。ベルトはロール状に巻くことができる
。
【０２２５】
　プレート表面の平坦度　多くの実施形態において、プレートの内面は、平坦又は非常に
平坦な平面である。特定の実施形態においては、２つの内面は、閉鎖構成において、互い
に平行である。平坦な内面は、閉鎖構成で所定のスペーサの高さのみを用いることによっ
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て、試料厚さの定量化及び／又は制御を容易にする。プレートの非平坦な内面については
、閉鎖構成での試料厚さを定量化及び／又は制御するように、スペーサの高さだけでなく
、内面のトポロジーを正確に知る必要がある。表面トポロジーを知るためには、追加の測
定及び／又は補正が必要であり、これは複雑で時間がかかり、コストが高い。
【０２２６】
　プレート表面の平坦度は、最終的な試料厚さ（最終的な厚さは、閉鎖構成での厚さであ
る）について、一般的に、最終的な試料厚さに対するプレート表面の平坦度変動値の比で
ある「相対的な表面の平坦度」という用語によって特徴付けられる。
【０２２７】
　いくつかの実施形態において、相対表面は、０．０１％、０．１％より小さい、０．５
％より小さい、１％より小さい、２％より小さい、５％より小さい、１０％より小さい、
２０％より小さい、３０％より小さい、５０％より小さい、７０％より小さい、８０％よ
り小さい、１００％より小さい、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２２８】
　プレート表面の平行度　いくつかの実施形態において、プレートの２つの表面は、顕著
に互いに平行である。特定の実施形態において、プレートの２つの表面は、互いに平行で
はない。
【０２２９】
　プレートの可撓性　いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦプロセスの圧縮下で、プレ
ートは可撓性である。いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦプロセスの圧縮下で、２つ
のプレートはいずれも可撓性である。いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦプロセスの
圧縮下で、１つのプレートは剛性であり、別のプレートは、可撓性である。いくつかの実
施形態において、２つのプレートはいずれも剛性である。いくつかの実施形態において、
２つのプレートはいずれも可撓性であるが、可撓性が異なる。
【０２３０】
　プレートの光学的透明度　いくつかの実施形態において、プレートは光学的透明である
。いくつかの実施形態において、２つのプレートはいずれも光学的透明である。いくつか
の実施形態において、１つのプレートは光学的透明であり、別のプレートは非透明である
。いくつかの実施形態において、２つのプレートはいずれも非透明である。いくつかの実
施形態において、２つのプレートはいずれも光学的透明であるが、光学的透明度が異なる
。プレートの光学的透明度とは、プレートの一部の又は全体領域を指す。
【０２３１】
　表面の濡れ性　いくつかの実施形態において、プレートは、試料、移送液体、又は両者
を湿潤させる（すなわち、接触角が９０度未満である）内面を有する。いくつかの実施形
態において、２つのプレートは、いずれも、試料、移送液体、又は両者を湿潤させ、同じ
又は異なる濡れ性を備える内面を有する。いくつかの実施形態において、１つのプレート
は、試料、移送液体、又は両者を湿潤させる内面を有し、別のプレートは、湿潤しない内
面を有する（すなわち、接触角が９０度以上である）。プレートの内面の湿潤とは、プレ
ートの一部の又は全体領域を指す。
【０２３２】
　いくつかの実施形態において、プレートの内面は、ＣＲＯＦ期間において試料の横方向
流動を制御するための他のナノ又はマイクロ構造を有する。ナノ又はマイクロ構造は、チ
ャネル、ポンプなどを含むが、これらに限られない。ナノ及びマイクロ構造も、内面の湿
潤特性を制御するために用いられる。
【０２３３】
２．３　スペーサ
　スペーサの機能　本発明において、スペーサは、以下の機能及び特性のうちの一種又は
任意の組み合わせを有するように構成され、スペーサは、（１）プレートとともに、試料
の厚さ又は試料の関連のある体積を制御する（好ましくは、関連のある領域にわたる厚さ
制御は正確もしくは均一的であるか、又は両方である）ように、（２）試料がプレート表
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面に圧縮調節開放流れ（ＣＲＯＦ）を有することを可能にするように、（３）所定の試料
領域（体積）において大きな表面積（体積）を占用しないように、（４）試料中の粒子又
は分析物の沈降効果を減少させるか又は向上させるように、（５）プレートの内表面の湿
潤特性を変更及び／又は制御するように、（６）プレートの位置、サイズのスケール、及
び／又はプレートの関連情報を識別すること、或いは（７）上記任意の組み合わせを行う
ように、構成される。
【０２３４】
　スペーサアーキテクチャ及び形状　所望の試料厚さの減少と制御を実現するために、特
定の実施形態において、スペーサが、その対応するプレート上に固定される。一般的には
、スペーサは、任意の形状を有してもよく、スペーサは、ＣＲＯＦプロセスにおいて試料
厚さを調節することができる限り、一定の形状が、一定の機能、例えば、より優れた均一
性、プレス時のより少ないのオーバーシュート等の実現に対して好ましい。
【０２３５】
　スペーサは、１つのスペーサ又は複数のスペーサである。（例えば、アレイ）。複数の
スペーサに係るいくつかの実施形態は、スペーサ（例えば、柱体）のアレイであり、その
うちスペーサ間の距離は、周期的であるもしくは非周期的であるか、又はプレートの一定
の領域において周期的であるもしくは非周期的であるか、又はプレートの異なる領域にお
いて異なる距離を有する。
【０２３６】
　スペーサは、開放スペーサと密閉スペーサという二種類のタイプを有する。開放スペー
サは、試料がスペーサを通って流れることを可能にするスペーサ（すなわち、試料がスペ
ーサの周囲を流れて通過する。例えば、スペーサとしてのポスト）であり、密閉スペーサ
は、試料の流れを止めるスペーサ（すなわち、試料がスペーサから流れ出すことができな
い。例えば、環状スペーサであり、試料が環内にある）である。両方のタイプのスペーサ
は、その高さを用いて閉鎖構成における最終的な試料厚さを調節する。
【０２３７】
　いくつかの実施形態において、スペーサは、開放スペーサのみがある。いくつかの実施
形態において、スペーサは、密閉スペーサのみがある。いくつかの実施形態において、ス
ペーサは、開放スペーサと密閉スペーサの組み合わせである。
【０２３８】
　用語「柱状スペーサ」は、スペーサが柱形状を呈することを意味し、柱形状とは、高さ
及び横方向形状を有する物体を指し、この高さ及び横方向形状によって圧縮開放流れ中に
その周囲を試料が流れることが可能になる。
【０２３９】
　いくつかの実施形態において、柱状スペーサの横方向形状は、（ｉ）円形、楕円形、矩
形、三角形、多角形、環形、星形、英文字形（例えば、Ｌ形、Ｃ形、英文字Ａ～Ｚ）、数
字形（例えば、０、１、２、３、４、…９等の形状）、（ｉｉ）少なくとも１つの丸い角
を有するグループ（ｉ）における形状、（ｉｉｉ）ジグザグ形又はすき放し縁を有するグ
ループ（ｉ）における形状、及び（ｉｖ）（ｉ）と（ｉｉ）と（ｉｉｉ）との任意の重ね
合わせ、というグループにおける形状から選択される。複数のスペーサについて、異なる
スペーサは、異なる横方向形状とサイズ及び隣接するスペーサの異なる距離を有してもよ
い。
【０２４０】
　いくつかの実施形態において、スペーサは、ポスト状、円柱状、ビーズ状、ボール状、
及び／又は他の適切な幾何学形状であってもよくかつ／又はこれらを含んでもよい。スペ
ーサの横方向形状及び寸法（すなわち、それぞれのプレート表面を横断する）は、いくつ
かの実施形態において、（ｉ）スペーサの幾何学形状が試料厚さ及び体積を測定する時に
明らかな誤差を引き起こさず、かつ（ｉｉ）スペーサの幾何学形状がプレート間の試料の
流れ出しを止めない（すなわち、密閉した形態ではない）、という制限を有する以外、任
意であってもよい。しかしながら、いくつかの実施形態において、試料フローを制限する
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ための、密閉スペーサであるいくつかのスペーサが必要とされる。
【０２４１】
　いくつかの実施形態において、スペーサの形状は、丸い角を有する。例えば、１つの矩
形のスペーサは、１つ、いくつか、もしくはすべてが丸い角を有するか、又は全ての角が
丸い角（円形に似ているが９０度角ではない）である。一般的には、丸い角により、スペ
ーサの製造が容易になり、生物学的材料への損害を小さくする場合もある。
【０２４２】
　柱の側壁は、直線状、湾曲状、傾斜状であるか、あるいは側壁の部分によって異なる形
状を有してもよい。いくつかの実施形態において、スペーサは、様々な横方向形状、側壁
及び柱の高さと柱の側面積との比を有する柱状のものである。
【０２４３】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは、開放流れを可能にする柱状を有する。
【０２４４】
　スペーサの材料　本発明において、スペーサは、通常、２つのプレートとともに関連の
ある体積の試料の厚さを調節するために使用できる任意材料で製造される。いくつかの実
施形態において、スペーサの材料とプレートの材料とは異なる。いくつかの実施形態にお
いて、スペーサに使用される材料は、少なくとも１つのプレートに使用される材料の一部
と少なくとも同じである。
【０２４５】
　スペーサは、単一材料、複合材料、多種の材料、多層の材料、合金、又はそれら組み合
わせで製造される。プレートに使用される材料は、無機材料、有機材料、又はその組み合
わせであり、その材料の例については段落Ｍａｔ－１及びＭａｔ－２で説明する。１つの
好ましい実施形態において、スペーサは、ＣＲＯＦに使用されるプレートの材料と同じ材
料で製造される。
【０２４６】
　スペーサの機械的強度及び可撓性　いくつかの実施形態において、スペーサは、機械的
強度が十分に高いので、プレートの圧縮及び閉鎖構成過程では、スペーサの高さが開放構
成にある時のプレートの高さと同じであるか、又は実質的に同じである。いくつかの実施
形態において、開放構成と閉鎖構成にある、スペーサの間の差異は、特徴付けられるか、
又は予め決定されてもよい。
【０２４７】
　スペーサに使用される材料は、剛性、可撓性、又は両者の中間の任意の可撓性であって
もよい。剛性は、プレートを閉鎖構成にするプレス力に関連し、該プレス力で、空間高さ
が１％未満変形すると、スペーサが剛性であると考えられ、そうでなければ、可撓性であ
ると考えられる。スペーサが可撓性材料で製造される場合に、プレス力及びスペーサの機
械的強度に基づいて、閉鎖構成にある最終的な試料の厚さを依然として予め決定すること
ができる。
【０２４８】
　試料内のスペーサ　試料厚さに対する所望の低減と制御を達成するために、特に、優れ
た試料厚さ均一性を達成するために、特定の実施形態において、スペーサは試料内又は関
連のある体積の試料内に載置される。いくつかの実施形態において、試料又は関連のある
体積の試料内に、適切なスペーサ間の距離で、１つ以上のスペーサが存在する。特定の実
施形態において、スペーサのうちの少なくとも１つは試料内に位置し、スペーサのうちの
少なくとも２つは試料内又は関連のある体積の試料内に位置するか、又は少なくとも「ｎ
」個のスペーサは試料内又は関連のある体積の試料内に位置し、ここで、「ｎ」が、ＣＲ
ＯＦ間の試料厚さ均一性又は必要とされる試料流れ特性によって決定される。
【０２４９】
　スペーサ高さ　いくつかの実施形態において、全てのスペーサは、同じ所定の高さを有
する。いくつかの実施形態において、スペーサは、異なる所定の高さを有する。いくつか
の実施形態において、スペーサは、グループ又は領域に分けられ、そのうち、各グループ
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又は領域がそれぞれのスペーサ高さを有する。また、特定の実施形態において、スペーサ
は、所定の高さが、スペーサの平均高さである。いくつかの実施形態において、スペーサ
は、実質的に同じ高さを有する。いくつかの実施形態において、一定の百分率の数のスペ
ーサは、同じ高さを有する。
【０２５０】
　スペーサの高さは、所望の調節された最終的な試料厚さ及び残留試料厚さによって選択
される。スペーサの高さ（所定のスペーサの高さ）及び／又は試料の厚さは、３ｎｍ以下
、１０ｎｍ以下、５０ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、２００ｎｍ以下、５００ｎｍ以下、８
００ｎｍ以下、１０００ｎｍ以下、１μｍ以下、２μｍ以下、３μｍ以下、５μｍ以下、
１０μｍ以下、２０μｍ以下、３０μｍ以下、５０μｍ以下、１００μｍ以下、１５０μ
ｍ以下、２００μｍ以下、３００μｍ以下、５００μｍ以下、８００μｍ以下、１ｍｍ以
下、２ｍｍ以下、４ｍｍ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２５１】
　スペーサの高さ及び／又は試料の厚さは、１つの好ましい実施形態において、１ｎｍ～
１００ｎｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、１００ｎｍ～５００ｎｍの間に
あり、１つの単独な好ましい実施形態において、５００ｎｍ～１０００ｎｍの間にあり、
別の好ましい実施形態において、１μｍ（すなわち、１０００ｎｍ）～２μｍの間にあり
、別の好ましい実施形態において、２μｍ～３μｍの間にあり、別の好ましい実施形態に
おいて、３μｍ～５μｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、５μｍ～１０μｍ
の間にあり、別の好ましい実施形態において、１０μｍ～５０μｍの間にあり、１つの単
独な好ましい実施形態において、５０μｍ～１００μｍの間にある。
【０２５２】
　いくつかの実施形態において、スペーサ高さ及び／又は試料厚さは、（ｉ）分析物の最
小寸法に等しいかもしくはそれよりわずかに大きいか、又は（ｉｉ）分析物の最大寸法に
等しいかもしくはそれよりわずかに大きい。「わずかに大きい」は、約１％～５％大きく
、２つの値の間の任意の数であることを意味する。
【０２５３】
　いくつかの実施形態において、スペーサ高さ及び／又は試料厚さは、分析物（例えば、
異向性形状を有する分析物）の最小寸法よりも大きいが、分析物の最大寸法よりも小さい
。
【０２５４】
　例えば、赤血球は、最小寸法が２μｍ（ディスク厚さ）で、最大寸法が１１μｍ（ディ
スク直径）であるディスク形状を有する。本発明の１つの実施形態において、スペーサは
、関連のある領域内にあるプレートの内表面間隔を、１つの実施形態において２μｍ（最
小寸法に等しい）にして、別の実施形態において２．２μｍにするか、又は別の実施形態
において３μｍ（最小寸法よりも５０％大きい）にするが、赤血球の最大寸法よりも小さ
くするように選択される。このような実施形態は、赤血球の計数において、一定の利点を
有する。１つの実施形態において、赤血球の計数のために、内表面間隔を、２μｍ又は３
μｍにして、２つの値の間の任意の数値にすることにより、未希釈の全血試料を間隔内に
平均に限定し、各赤血球（ＲＢＣ）を他の赤血球と重複せず、それにより視覚的に赤血球
を正確に計数することができる。（ＲＢＣ間に多く重複すると、深刻な計数誤差をもたら
す可能性がある）。
【０２５５】
　いくつかの実施形態において、本発明は、プレート及びスペーサを用いて、試料厚さだ
けでなく、プレートが閉鎖構成にある時の試料中の分析物／実体の配向及び／又は表面密
度も調節する。プレートが閉鎖構成にある時に、試料の薄い厚さにより、表面積当たりの
分析物／実体が少なくなる（すなわち、小さい表面濃度）。
【０２５６】
　スペーサ横方向寸法　開放スペーサの場合、横方向寸法は、それがｘとｙという２つの
直交方向における横方向寸法（幅と呼ばれる場合もある）によって特徴付けることができ
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る。スペーサの各方向における横方向寸法は、同じであるか、又は異なる。いくつかの実
施形態において、各方向（ｘ又はｙ）における横方向寸法は…。
【０２５７】
　いくつかの実施形態において、ｘとｙ方向の横方向寸法の比は１、１．５、２、５、１
０、１００、５００、１０００、１０，０００であるか、又はこれらの値のいずれか２つ
の間の範囲である。いくつかの実施形態において、試料の流れ方向を調節するために、異
なる比が使用され、比が大きいほど、流れが１つの方向（より大きなサイズ方向）に沿う
。
【０２５８】
　いくつかの実施形態において、ｘ方向とｙ方向におけるスペーサの異なる横方向寸法は
、（ａ）スペーサをプレートの方向を示すためのスケールマーカーとして使用し、（ｂ）
スペーサを使用して、好ましい流れ方向におけるより多くの試料を作るか、又は両方とも
達成するように使用される。
【０２５９】
　１つの好ましい実施形態において、周期、幅、及び高さ。
【０２６０】
　いくつかの実施形態において、全てのスペーサは、同じ形状及び寸法を有する。いくつ
かの実施形態において、各スペーサは、異なる横方向寸法を有する。
【０２６１】
　密閉スペーサの場合、いくつかの実施形態において、内部の横方向形状及びサイズは、
密閉スペーサによって密閉される試料の総体積に応じて選択され、そのうち、体積とサイ
ズは、本開示において既に説明され、特定の実施形態において、外部の横方向形状及びサ
イズは、スペーサに対する液体の圧力とプレートをプレスする圧縮圧力とをサポートする
ために必要な強度に応じて選択される。
【０２６２】
柱状スペーサの平均横方向寸法に対する高さのアスペクト比
　特定の実施形態において、柱状スペーサの平均横方向寸法に対する高さのアスペクト比
は、１００，０００、１０，０００、１，０００、１００、１０、１、０．１、０．０１
、０．００１、０．０００１、０．００００１であるか、又はこれらの値のいずれか２つ
の間の範囲である。
【０２６３】
　スペーサ高さの精度　スペーサ高さの精度を、正確に制御すべきである。スペーサの相
対的な精度（すなわち、所望のスペーサ高さに対する偏差の比）は、０．００１％以下、
０．０１％以下、０．１％以下、０．５％以下、１％以下、２％以下、５％以下、８％以
下、１０％以下、１５％以下、２０％以下、３０％以下、４０％以下、５０％以下、６０
％以下、７０％以下、８０％以下、９０％以下、９９．９％以下であるか、又はこれらの
任意の数値の間に範囲である。
【０２６４】
　スペーサ間の距離　スペーサは、プレート上の又は関連のある領域の試料における、１
つのスペーサであるか又は複数のスペーサであってもよい。いくつかの実施形態において
、プレート上のスペーサは、アレイ形態で配置及び／又は配列され、該アレイは周期的、
非周期的アレイであるか、又はプレートのいくつかの位置で周期的であるが、他の位置で
非周期的である。
【０２６５】
　いくつかの実施形態において、スペーサの周期的アレイは、正方形、矩形、三角形、六
角形、多角形、又はその任意の組み合わせの格子を有し、そのうち該組み合わせは、プレ
ートの異なる位置に異なるスペーサ格子を有することを意味する。
【０２６６】
　いくつかの実施形態において、スペーサアレイのスペーサ間の距離は、アレイの少なく
とも１つの方向において周期的である（すなわち、スペーサ間の距離が均一的である）。
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いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離は、閉鎖構成でのプレート間隔の間の均
一性を改善するように構成される。
【０２６７】
　隣接するスペーサ間の距離（すなわち、スペーサ間の距離）は１μｍ以下、５μｍ以下
、１０μｍ以下、２０μｍ以下、３０μｍ以下、４０μｍ以下、５０μｍ以下、６０μｍ
以下、７０μｍ以下、８０μｍ以下、９０μｍ以下、１００μｍ以下、２００μｍ以下、
３００μｍ以下、４００μｍ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２６８】
　特定の実施形態において、スペーサ間の距離は４００以下、５００以下、１ｍｍ以下、
２ｍｍ以下、３ｍｍ以下、５ｍｍ以下、７ｍｍ以下、１０ｍｍ以下であるか、又はこれら
の値の間の任意の範囲である。特定の実施形態において、スペーサ間の距離は１０ｍｍ以
下、２０ｍｍ以下、３０ｍｍ以下、５０ｍｍ以下、７０ｍｍ以下、１００ｍｍ以下である
か、又はこれらの値の間の任意の範囲である。
【０２６９】
　隣接するスペーサ間の距離（すなわち、スペーサ間の距離）は、プレートの閉鎖構成に
おける、プレート及び試料の所定の特性に関して、隣接する２つのスペーサの間の試料厚
さの変動が、いくつかの実施形態において、最大０．５％、１％、５％、１０％、２０％
、３０％、５０％、８０％、又はこれらの値の間の任意の範囲であり、あるいは特定の実
施形態において、最大８０％、１００％、２００％、４００％、又はこれらの値のいずれ
か２つの間の範囲であるように、選択される。
【０２７０】
　明らかに、隣接する２つのスペーサの間の所定の試料厚さの変動を維持するために、よ
り近いスペーサ間の距離は、可撓性のより高いプレートが使用される時に、必要とされる
。
【０２７１】
　スペーサ間の距離の精度を特定する。
【０２７２】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、そのうち
スペーサは、高さが２μｍ～４μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサ
の間の間隔が１μｍ～１００μｍである柱状のものである。
【０２７３】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、スペーサ
は、高さが２μｍ～４μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサの間の間
隔が１００μｍ～２５０μｍである柱状のものである。
【０２７４】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、スペーサ
は、高さが４μｍ～５０μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサの間の
間隔が１μｍ～１００μｍである柱状のものである。
【０２７５】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、そのうち
スペーサは、高さが４μｍ～５０μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペー
サ間の間隔が１００μｍ～２５０μｍである柱状のものである。
【０２７６】
　スペーサアレイの周期は、１つの好ましい実施形態において、１ｎｍ～１００ｎｍの間
にあり、別の好ましい実施形態において、１００ｎｍ～５００ｎｍの間にあり、１つの単
独な好ましい実施形態において、５００ｎｍ～１０００ｎｍの間にあり、別の好ましい実
施形態において、１μｍ（すなわち、１０００ｎｍ）～２μｍの間にあり、別の好ましい
実施形態において、２μｍ～３μｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、３μｍ
～５μｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、５μｍ～１０μｍの間にあり、別
の好ましい実施形態において、１０μｍ～５０μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実
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施形態において、５０μｍ～１００μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実施形態にお
いて、１００μｍ～１７５μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実施形態において、１
７５μｍ～３００μｍの間にある。
【０２７７】
　スペーサ密度　スペーサは、１個／μｍ２よりも大きい、１個／１０μｍ２よりも大き
い、１個／１００μｍ２よりも大きい、１個／５００μｍ２よりも大きい、１個／１００
０μｍ２よりも大きい、１個／５０００μｍ２よりも大きい、１個／０．０１ｍｍ２より
も大きい、１個／０．１ｍｍ２よりも大きい、１個／１ｍｍ２よりも大きい、１個／５ｍ
ｍ２よりも大きい、１個／１０ｍｍ２よりも大きい、１個／１００ｍｍ２よりも大きく、
１個／１０００ｍｍ２よりも大きい、１個／１００００ｍｍ２よりも大きいか、又はこれ
らの値のいずれか２つの間の範囲である表面密度で、それぞれのプレート上に配列される
。
【０２７８】
　（３）スペーサは、所定の試料面積（体積）内に明らかな表面積（体積）を占用しない
ように構成される。
【０２７９】
　試料体積に対するスペーサ体積の比　いくつかの実施形態において、特定の利点を達成
するために、試料体積（すなわち、試料の体積）に対するスペーサ体積（すなわち、スペ
ーサの体積）の比及び／又は試料の関連のある体積に対する関連のある体積の試料内にあ
るスペーサの体積の比が制御される。該利点は、試料厚さ制御の均一性、分析物の均一性
、試料流れ特性（すなわち、流速、流れ方向等）を含むが、それらに限定されない。
【０２８０】
　特定の実施形態において、試料体積に対するスペーサ体積の比、及び／又は試料の関連
のある体積に対する関連のある体積の試料の内部にあるスペーサの体積の比は、１００％
未満、多くても９９％、多くても７０％、多くても５０％、多くても３０％、多くても１
０％、多くても５％、多くても３％、多くても１％、多くても０．１％、多くても０．０
１％、多くても０．００１％であるか、又は任意のこれらの値の間の範囲である。
【０２８１】
　プレートに固定されたスペーサ　本発明において、重要な役割を果たすスペーサのスペ
ーサ間の距離及び配向は、好ましくは、スペーサを開放構成から閉鎖構成にするプロセス
において維持され、かつ／又は好ましくは、開放構成から閉鎖構成へのプロセスの前に予
め決定される。
【０２８２】
　本発明のいくつかの実施形態において、プレートを閉鎖構成にする前に、スペーサが１
つのプレート上に固定されることである。用語「スペーサがその対応するプレートに固定
される」ということは、スペーサがプレート上に接着され、かつプレートの使用中に接着
が維持されることを意味する。「スペーサがそのそれぞれのプレートに固定される」の一
例は、スペーサが１枚のプレート材料でモノリシックに作られ、かつプレート表面に対す
るスペーサの位置が変化しないことである。「スペーサがそのそれぞれのプレートに固定
されない」の一例は、スペーサが接着剤によりプレートに接着されるが、プレートの使用
中に、接着剤がスペーサをプレート表面上の元の位置に維持しない（すなわち、スペーサ
がプレート表面上の元の位置から離れる）ことである。
【０２８３】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのスペーサは、その対応するプレートに
固定される。特定の実施形態において、少なくとも２つのスペーサは、その対応するプレ
ートに固定される。特定の実施形態において、大部分のスペーサは、その対応するプレー
トに固定される。特定の実施形態において、全てのスペーサは、その対応するプレートに
固定される。
【０２８４】
　いくつかの実施形態において、スペーサは、プレートに一体的に固定される。
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【０２８５】
　いくつかの実施形態において、スペーサは、接着、貼り合わせ、融合、インプリント、
エッチングという方法及び／又は形態のうちの１種又はそれらの任意の組み合わせにより
、その対応するプレートに固定される。
【０２８６】
　用語「インプリント」とは、プレート表面にスペーサを形成するために、１つの材料を
インプリント（すなわち、エンボス加工）することにより、スペーサとプレートとを一体
的に固定することを意味する。材料は、単層材料であるか、又は多層材料であってもよい
。
【０２８７】
　用語「エッチング」とは、プレート表面にスペーサを形成するために、１つの材料をエ
ッチングすることにより、スペーサとプレートとを一体的に固定することを意味する。材
料は、単層材料であるか、又は多層材料であってもよい。
【０２８８】
　用語「融合」とは、スペーサとプレートとを一体的に接着させることにより、スペーサ
とプレートとを一体的に固定し、スペーサとプレートとの原材料が互いに融合し、かつ融
合した後の２つの材料の間に明らかな材料境界が存在することを意味する。
【０２８９】
　用語「貼り合わせ」とは、接着剤でスペーサとプレートとを一体的に結合することによ
り、スペーサとプレートとを一体的に固定することを意味する。
【０２９０】
　用語「接着」とは、スペーサとプレートとを一緒にして接続することを意味する。
【０２９１】
　いくつかの実施形態において、スペーサとプレートは、同じ材料で製造される。別の実
施形態において、スペーサとプレートは、異なる材料で製造される。別の実施形態におい
て、スペーサとプレートとは、一体的に形成される。別の実施形態において、スペーサの
一端は、２つのプレートの異なる形態を収容するために端部が開放されている間に、その
対応するプレート上に固定される。
【０２９２】
　別の実施形態において、各スペーサは、接着、接合、融合、インプリント、エッチング
のうちの少なくとも１種の方法で対応するプレートに独立して接続される。用語「独立す
る」ということは、１つのスペーサを、対応するプレートに接着させ、接合し、融合し、
インプリントし、エッチングする方法から選択された同じであるか、又は異なる方法で、
その対応するプレートに固定することを意味する。
【０２９３】
　いくつかの実施形態において、２つのスペーサの間の少なくとも１つの距離は予め決定
される（「所定のスペーサ間の距離」とは、ユーザがプレートを使用する時に、該距離が
既知であることを意味する）。
【０２９４】
　本明細書に記載の全ての方法及び装置に係るいくつかの実施形態において、固定された
スペーサの他、追加的なスペーサもある。
【０２９５】
　特定の試料厚さ　本発明において、小さなプレート間隔（所定の試料領域に対する）又
は大きな試料領域（所定のプレート間隔に対する）、又は両者ともにより、大きなプレー
ト保持力（すなわち、２つのプレートを一緒にして保持する力）を得ることができること
は観察された。
【０２９６】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのプレートは、関連のある領域を包囲す
る領域において透明であり、各プレートは、閉鎖構成において試料に接触するか；閉鎖構
成において、プレートの内表面は、スペーサを有する位置の他は実質的に互いに平行であ
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るか；プレートの内表面が実質的に平面であるように構成されるか；又はそれの任意に組
み合わせである。
【０２９７】
２．４　最終的な試料厚さ及び均一性
　いくつか実施形態において、著しく平坦であることは、最終的な試料厚さに関して決定
され、実施形態及び適用に応じて、試料厚さに対する比は、０．１％より小さい、０．５
％より小さい、１％より小さい、２％より小さい、５％より小さい、もしくは１０％より
小さいか、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０２９８】
　いくつかの実施形態において、試料厚さに対する平坦度は、０．１％より小さい、０．
５％より小さい、１％より小さい、２％より小さく、５％より小さい、１０％より小さい
、２０％より小さい、５０％より小さい、もしくは１００％より小さいか、又はこれらの
値のいずれか２つの間の範囲であってもよい。
【０２９９】
　いくつかの実施形態において、著しく平坦であることは、表面平坦度の変動自体（平均
厚さから測定される）が０．１％より小さい、０．５％より小さい、１％より小さい、２
％より小さい、５％より小さい、もしくは１０％より小さいか、又はこれらの値のいずれ
か２つの間の範囲であることを指す。一般的には、試料厚さに対する平坦度は、０．１％
より小さい、０．５％より小さい、１％より小さい、２％より小さい、５％より小さい、
１０％より小さい、２０％より小さい、５０％より小さい、もしくは１００％より小さい
か、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲であってもよい。
【０３００】
２．５　スペーサの製造方法
　スペーサは、石版刷り、エッチング、エンボス加工（ナノインプリント）、堆積、リフ
トオフ、融合、又はそれらの組み合わせを使用して、プレートに様々の方法で製造するこ
とができる。いくつかの実施形態において、スペーサは、プレートに直接的にエンボス加
工されるか又はインプリントされる。いくつかの実施形態において、スペーサは、プレー
トに堆積された材料（例えば、プラスチック）内にインプリントされる。特定の実施形態
において、スペーサは、ＣＲＯＦプレートの表面を直接的にインプリントすることにより
、製造される。ナノインプリントは、ローラインプリンタを使用するロール・ツー・ロー
ル技術、又は平面ナノインプリントに巻き取ることによって行うことができる。このよう
なプロセスは、優れた経済上の利点を有するため、コストが低下する。
【０３０１】
　いくつかの実施形態において、スペーサは、プレートに堆積される。該堆積は、蒸発、
貼り付け、又はリフトオフであってもよい。貼り付ける時に、まず、スペーサをキャリア
に製造し、次にスペーサをキャリアからプレートに移す。リフトオフする時に、まずプレ
ートに除去可能な材料を堆積し、かつ該材料内に孔を形成させ、孔底部がプレート表面を
露出させ、次にスペーサ材料を孔内に堆積し、その後に除去可能な材料を除去し、スペー
サのみをプレート表面に残す。いくつかの実施形態において、プレートに堆積されたスペ
ーサはプレートと融合される。いくつかの実施形態において、スペーサとプレートは、単
一のプロセスにおいて製造される。該単一のプロセスは、インプリント（すなわち、エン
ボス加工、鋳型成形）又は合成を含む。
【０３０２】
　いくつかの実施形態において、少なくとも２つのスペーサは、異なる方法でその対応す
るプレートに固定され、任意に、該異なる方法は、堆積、貼り合わせ、融合、インプリン
ト、及びエッチングの少なくとも１種を含む。
【０３０３】
　いくつかの実施形態において、１つ以上のスペーサは、貼り合わせ、融合、インプリン
ト、もしくはエッチング又はそれらの任意の組み合わせの製造方法によって、対応するプ
レートに固定される。
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【０３０４】
　いくつかの実施形態において、プレートにこのような一体的なスペーサを形成するため
の製造方法は、貼り合わせ、融合、インプリント、エッチング、又はそれらの任意の組み
合わせの方法を含む。
【０３０５】
２．６　スケールマーカー
　用語「スケールマーカー」は、関連のある領域及び／又は試料の相対体積の定量化（す
なわち、寸法測定）又は制御を補助することができるスケールマーカーを指す。いくつか
の実施形態において、スケールマーカーは、第１のプレートもしくは第２のプレート、２
つのプレート、プレートの１つの表面、プレートの２つの表面、プレートの間、プレート
の付近に位置するか、又はそれらの任意の組み合わせである。いくつかの実施形態におい
て、スケールマーカーは、第１のプレート又は第２のプレート上に、両方のプレート上に
、プレートの１つの表面に、プレートの両方の表面に、プレートの間に、プレートの付近
に固定されるか、又はそれらの任意の組み合わせである。いくつかの実施形態において、
スケールマーカーは、第１のプレート又は第２のプレート、２つのプレート、プレートの
１つの表面、プレートの２つの表面、プレートの間、プレートの付近に堆積されるか、又
はそれらの任意の組み合わせである。いくつかの実施形態において、いくつかのスペーサ
は固定され、いくつかのスペーサは堆積される。
【０３０６】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、エッチングされたスケールマーカ
ー、堆積された材料、又は印刷された材料である。特定の実施形態において、該材料は、
光吸収、光反射、光放出、又はそれらの任意の組み合わせを有する材料である。
【０３０７】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、既知の寸法及び／又は既知の分離
距離を有する１つ以上の対象である。対象の例は、矩形、円柱形、又は円形を含むが、こ
れに限定されない。
【０３０８】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、ナノメートル（ｎｍ）、マイクロ
メートル（μｍ）又はミリメートル（ｍｍ）、又は他のサイズ範囲内の寸法を有する。
【０３０９】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは定規であり、それが対象の寸法を測
定するように構成されたスケールマーカーを有する。いくつかの実施形態において、スケ
ールマーカーは、ナノメートル（ｎｍ）、マイクロメートル（μｍ）又はミリメートル（
ｍｍ）、又は他のサイズ範囲内にある。いくつかの実施形態において、スケールマーカー
は、エッチングされたスケールマーカー、堆積された材料又は印刷された材料である。い
くつかの実施形態において、スケールマーカーの材料は、光吸収、光反射、光散乱、光干
渉、光回折、光放出、又はそれらの任意の組み合わせの材料である。
【０３１０】
　いくつかの実施形態において、前記マーカーは、スペーサであり、それは「試料厚さを
調節する」及び「スケールマーキング及び／又は寸法スケーリングを提供する」という二
重機能を有する。例えば、既知の寸法を有する矩形スペーサ又は既知の間隔を有する２つ
のスペーサを使用して、スペーサの周囲の試料に関する寸法を測定することができる。計
測された試料寸法によって、関連のある体積の試料の体積を算出することができる。
【０３１１】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、関連のある体積の試料の境界を部
分的に定義するように構成される。
【０３１２】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのスケールマーカーは、関連のある体積
の試料の横方向領域の平面と平行である既知の寸法を有するように構成される。
【０３１３】
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　いくつかの実施形態において、少なくとも１対のスケールマーカーは横方向領域の平面
と平行である既知の距離で離れている。
【０３１４】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、光学的検出に用いられるように構
成される。
【０３１５】
　いくつかの実施形態において、各スケールマーカーは、光吸収、光反射、光散乱、光回
折及び光放出のうちの少なくとも１つの機能を独立して有する。
【０３１６】
　いくつかの実施形態において、スケールマーカーは、既知の横方向間隔を有する規則的
なアレイに配列される。
【０３１７】
　いくつかの実施形態において、各スケールマーカーは、正方形、矩形、多角形、及び円
形のうちの少なくとも１つの横方向輪郭を独立して有する。
【０３１８】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのスケールマーカーは、１つのプレート
に接着され、貼り合わせされ、融合され、インプリントされ、エッチングされる。
【０３１９】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのスケールマーカーは、１つのスペーサ
である。
【０３２０】
　いくつかの実施形態において、いくつかのスペーサは、試料の関連のある体積を定量化
するために、さらにスケールマーカーの役割を果たす。
【０３２１】
　特定の実施形態において、（分析物を固定化するための）結合部位、貯蔵部位等は、ス
ケールマーカーとして使用される。１つの実施形態において、既知の横方向寸法を有する
部位は、既知の横方向寸法を再現する検出可能な信号を生成する光と相互作用し、それに
よりスケールマーカーを提供する。
【０３２２】
　他の実施形態において、部位の寸法はＣＲＯＦプロセスの前に予め決定され、プレート
が閉鎖構成にある時に、該部位に位置した試料部分の厚さは、該部位の横方向の平均寸法
よりも顕著に小さく、その後、インキュベーション時間を制御することにより、インキュ
ベーション後に（１）、結合部位に結合された大部分の分析物／実体は結合部位の頂部の
試料体積に由来にするか、又は（２）大部分の結合部位の頂部の試料体積に混合（拡散）
された試薬は貯蔵部位に由来する。これらの場合、試薬の結合又は混合のための試料の関
連のある体積は、所定の部位面積と該部位の試料厚みとの乗算値にほぼ等しい。それにつ
いて主な理由は、所定のインキュベーション時間に対して、関連のある体積外の試料体積
中の分析物／実体が結合部位に拡散する十分な時間がないか、又は貯蔵部位上の試薬が関
連のある体積外の試料体積に拡散する十分な時間がないことである。
【０３２３】
　既知の寸法を有する部位を使用すること及びインキュベーション時間を制限することに
より、関連のある面積及び体積を計測及び／又は制御する方法の一例において、アッセイ
は、ＣＲＯＦプロセスでの第１のプレート（その表面が結合部位よりも大きい）に、１０
００μｍ×１０００μｍの結合部位（すなわち捕捉剤を含有する領域）を有し、プレート
の閉鎖構成において、分析物を含有する試料は結合部位の上方に位置し、該試料は、約２
０μｍの厚さ（結合部位の領域内）及び結合部位よりも大きな面積を有し、かつ、標的分
析物／実体の試料厚さ全体の拡散時間に等しい時間インキュベートされる。この場合、結
合部位に結合された大部分の分析物／実体は、結合部位の頂部の試料体積に由来し、１０
００μｍ×１０００μｍ×２０μｍ＝０．０２ｐであり、その理由として結合部位から２
０μｍ離れた試料部分で結合部位に拡散する時間がない（統計的に）。この場合、信号は
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、結合部位により捕捉された分析物／実体のためインキュベーション後に計測されると、
関連のある領域及び関連のある体積の情報（結合部位により提供される）に基づいて、関
連のある領域及び関連のある体積の試料中の分析物／実体の濃度を決定することができる
。分析物の濃度は、結合部位が捕捉した分析物の量を関連のある体積で割ることにより、
定量化される。
【０３２４】
　いくつかの実施形態において、関連のある体積は、結合部位面積と試料厚さとの乗算値
にほぼ等しく、試料中の標的分析物の濃度は、結合部位が捕捉した分析物の量を関連のあ
る試料体積で割る結果にほぼ等しい。試料厚さに対する結合部位寸法の比が大きければ大
きいほど、標的分析物体積の定量化方法の精度は高い（インキュベーション時間は、試料
中の標的分析物が約試料厚さの距離まで拡散するのに必要な時間であると仮定する）。
【０３２５】
　ＣＲＯＦにおける広がり時間　本発明では、２つのプレートにより試料を広げる、すべ
ての段落の方法及び装置において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間
は、０．００１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、５秒、１０秒、２０秒、３０秒、
６０秒、９０秒、１００秒、１５０秒、２００秒、３００秒、５００秒、１０００秒、又
はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３２６】
　２つのプレートにより試料を広げる、すべての段落の方法及び装置では、１つの好まし
い実施形態において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間は、０．００
１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、３秒、５秒、１０秒、２０秒、３０秒、６０秒
、９０秒、１００秒、１５０秒、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３２７】
　２つのプレートにより試料を広げる、すべての段落の方法及び装置では、１つの好まし
い実施形態において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間は、０．００
１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、３秒、５秒、１０秒、２０秒、３０秒、６０秒
、９０秒、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３２８】
　２つのプレートにより試料を広げる、すべての段落の方法及び装置では、１つの好まし
い実施形態において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間は、０．００
１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、３秒、５秒、１０秒、２０秒、３０秒、又はこ
れらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３２９】
　２つのプレートにより試料を広げる、すべての段落の方法及び装置では、１つの好まし
い実施形態において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間は、０．００
１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、３秒、５秒、１０秒、又はこれらの値のいずれ
か２つの間の範囲である。
【０３３０】
　２つのプレートにより試料を広げる、すべての段落の方法及び装置では、１つの好まし
い実施形態において、閉鎖構成で試料を最終厚さまで広げるのに必要な時間は、０．００
１秒以下、０．０１秒、０．１秒、１秒、３秒、又はこれらの値のいずれか２つの間の範
囲である。
【０３３１】
　セクション３に記載された実施形態及びそれらの任意の組み合わせは、本発明の説明全
体において他の実施形態に適用される（すなわちそれらと組み合わせられる）。
【０３３２】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造される。
【０３３３】
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　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、Ｘ－プレートの厚さは、５０μｍ～５００μｍである。
【０３３４】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、Ｘ－プレートの厚さは、５０μｍ～２５０μｍである。
【０３３５】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、Ｘ－プレートに一体的に製造され、か
つ同じ材料で製造され、Ｘ－プレートの厚さは、５０μｍ～５００μｍである。
【０３３６】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型及び薄いプラスチックフィルムを
用いることにより、Ｘ－プレートに一体的に製造され、かつ同じ材料で製造され、Ｘ－プ
レートの厚さは、５０μｍ～２５０μｍである。
【０３３７】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、該プラスチックフィルムは、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）又はＰＳ（ポリスチレン）である。
【０３３８】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、該プラスチックフィルムは、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）又はＰＳ（ポリスチレン）であり、Ｘ－プレートの厚さは、５０μｍ～５００
μｍである。
【０３３９】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、該プラスチックフィルムは、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）又はＰＳ（ポリスチレン）であり、Ｘ－プレートの厚さは、５０μｍ～２５０
μｍである。
【０３４０】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、金型を用いて薄いプラスチックフィル
ムを圧印する（例えば、ナノインプリント）ことにより、Ｘ－プレートに一体的に製造さ
れ、かつ同じ材料で製造され、該プラスチックフィルムは、ＰＭＭＡ（ポリメチルメタク
リレート）又はＰＳ（ポリスチレン）であり、スペーサは、正方形又は長方形の形状を有
し、同じスペーサ高さを有する。
【０３４１】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、正方形又は長方形の形状を有する（円
角を有するか又はない）。
【０３４２】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、正方形又は長方形の柱を有し、柱の幅
（各横方向でのスペーサの幅）は１μｍ～２００μｍにあり、柱の周期（すなわち、スペ
ーサ周期）は２μｍ～２０００μｍにあり、柱の高さ（すなわち、スペーサの高さ）は１
μｍ～１００μｍにある。
【０３４３】
　好ましい１つの実施形態において、ＰＭＭＡ又はＰＳで製造されたスペーサは、正方形
又は長方形の柱を有し、柱の幅（各横方向でのスペーサの幅）は１μｍ～２００μｍにあ
り、柱の周期（すなわち、スペーサ周期）は２μｍ～２０００μｍにあり、柱の高さ（す
なわち、スペーサの高さ）は１μｍ～１００μｍにある。
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【０３４４】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、Ｘプレートに一体的に製造され、かつ
プラスチック材料で製造され、前記スペーサは正方形又は長方形の柱を有し、柱の幅（各
横方向でのスペーサの幅）は１μｍ～２００μｍにあり、柱の周期（すなわち、スペーサ
周期）は２μｍ～２０００μｍにあり、柱の高さ（すなわち、スペーサの高さ）は１μｍ
～１００μｍにある。
【０３４５】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、Ｘプレートに一体的に製造され、かつ
同じ材料で製造され、前記スペーサに正方形又は長方形の柱を有し、柱の幅（各横方向で
のスペーサの幅）は１μｍ～２００μｍにあり、柱の周期（すなわち、スペーサ周期）は
２μｍ～２０００μｍにあり、柱の高さ（すなわち、スペーサの高さ）は１μｍ～１０μ
ｍにある。
【０３４６】
　好ましい１つの実施形態において、スペーサは、Ｘプレートに一体的に製造され、かつ
ＰＳ又はＰＭＭＡ又は他のプラスチックから選択される同じ材料で製造され、前記スペー
サは正方形又は長方形の柱を有し、柱の幅（各横方向でのスペーサの幅）は１μｍ～２０
０μｍにあり、柱の周期（すなわち、スペーサ周期）は２μｍ～２０００μｍにあり、柱
の高さ（すなわち、スペーサの高さ）は１０μｍ～５０μｍにある。
【０３４７】
　ＣＲＯＦ装置の１つの好ましい実施形態において、１つのプレートは、Ｘプレートであ
り、他のプレートは、平面薄膜であり、少なくとも１つのプレートの厚さは１０μｍ～２
５０μｍにあり、スペーサはＸプレート上に固定され、プレートとスペーサの材料は同じ
であってもよく異なってもよく、かつＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）、ＰＳ（ポ
リスチレン）又はＰＭＭＡ又はＰＳと類似した機械的特性を有する類似材料で製造される
。
【０３４８】
　ＣＲＯＦ装置の１つの好ましい実施形態において、１つのプレートは、Ｘプレートであ
り、他のプレートは、平面薄膜であり、少なくとも１つのプレートの厚さは２５０μｍ～
５００μｍにあり、スペーサはＸプレート上に固定され、プレートとスペーサの材料は同
じであってもよく異なってもよく、かつＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）、ＰＳ（
ポリスチレン）又はＰＭＭＡ又はＰＳと類似した機械的特性を有する類似材料で製造され
る。
【０３４９】
　ＣＲＯＦ装置の１つの好ましい実施形態において、１つのプレートは、Ｘプレートであ
り、他のプレートは、平面薄膜であり、少なくとも１つのプレートの厚さは１０μｍ～２
５０μｍにあり、スペーサはＸプレート上に固定され、スペーサは正方形又は長方形柱の
アレイであり、柱の幅（各横方向でのスペーサの幅）は１μｍ～２００μｍにあり、柱の
周期（すなわち、スペーサ周期）は２μｍ～２０００μｍにあり、柱の高さ（すなわち、
スペーサの高さ）は１μｍ～１００μｍにあり、プレートとスペーサの材料は同じであっ
てもよく異なってもよく、かつＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）、ＰＳ（ポリスチ
レン）又はＰＭＭＡ又はＰＳと類似した機械的特性を有する類似材料で製造される。
【０３５０】
　以上の段落における「類似」は、機械的特性差異が６０％以内にあることを指す。
【０３５１】
　保護リング　いくつかの実施形態において、試料がプレート表面から流出することを防
止する保護リングを有する。保護リングのいくつかの実施形態において、それが試料領域
を中心として封止された壁である。壁の高さは、スペーサの高さと等しいか又はそれと等
しくない。壁は、試料計測領域から離れてもよい。
【０３５２】
　ＣＲＯＦプロセスにおける可動プレートは、ヒンジ、ステージ、又はいくつかの他の位
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置決めシステムを含むこと及び／又はそれらに結合することができ、該システムはプレー
トを開放構成と閉鎖構成との間に変換するように構成される。少なくとも１つの継手及び
／又は少なくとも１つのプレートは、前記開放と閉鎖構成を実現するのに十分可撓性であ
るという条件で、可動プレートは、プレート間の空間に入るための開口部を残す（例えば
、試料を挿入及び／又は除去する）方法で、１つ以上の継手と結合することができる。膜
ポンプは、可動プレートと考えられない。
【０３５３】
３.均一なプレート間隔及び試料の厚さ（Ｕ）
　ＣＲＯＦプロセスの多くの適用において、特に間隔がマイクロメートル及び／又はナノ
メートルスケールである場合、プレート間隔の均一性を改善することにより、閉鎖構成で
の試料の厚さを改善することが望ましい。良好な均一性は、アッセイの均一性を改善する
ことができる。本発明は、均一性を改善する方法を提供する。
【０３５４】
　ＣＲＯＦにおけるプレート間隔の均一性を低下させる要因は、（ａ）プレートの局部湾
曲、（ｂ）プレートの内表面の凹凸、及び（ｃ）塵埃を含む。最終プレートの間隔が小さ
ければ小さいほど、これらの要因の影響がより深刻になる。
【０３５５】
　ピッチの均一性（そのため試料の厚さ）を改善するために、本発明は、プレートにおい
て特定の設計（機械的強度、厚さ等）、例えばスペーサのサイズ、スペーサの数、スペー
サのレイアウト、スペーサ間の距離、スペーサの高さ等の精度を使用して、不均一をもた
らす要因を解消する。
【０３５６】
内表面の円滑度
３．１　可撓性プレートの均一な試料厚さを実現するためのスペーサ間の距離の使用
　いくつかの適用において、ＣＲＯＦプレートの１つ又は２つを可撓性にすることが望ま
しい。しかしながら、図５ａに示すように、可撓性プレート（例えば、プラスチック薄膜
）について、スペーサ間の距離が大きすぎると、ＣＲＯＦプロセスでのプレートの可撓性
は、隣接した２つのスペーサ間の位置での局部湾曲（例えば、くぼみ、すなわち内向きの
湾曲）を起こし、試料厚さ均一性が低いことを起こす。試料厚さの低均一性は、多くの欠
点、例えば、試料体積及び／又は分析物濃度決定時の大きい誤差、インキュベーション時
間の変動等を有する。
【０３５７】
　本発明の１つの実施形態は、適切なスペーサ間の距離を使用することにより局部湾曲を
低減し、したがって、最終試料厚さの変動を低減する解決手段を提供する。図５に示すよ
うに、スペーサ間の距離が大きすぎると、ＣＲＯＦ装置に、平坦な試料表面を有する１つ
の剛性プレート、及び２つの隣接したスペーサの間に局部湾曲を有する１つの可撓性プレ
ートを有する（図５ａ）。局部湾曲を低減するために、スペーサ間の距離は、可撓性プレ
ートの臨界湾曲スパン以下に設定される（図５ｂ）。２つのプレートはいずれも可撓性で
あると、スペーサ間の距離は、２つのプレートの臨界湾曲スパンの最小値よりも小さいべ
きである。
【０３５８】
　Ｕ１.　２つのプレートを用いて関連のある体積の試料の厚さを均一に調節するための
方法であって
　（ａ）試料を取得するステップであって、関連のある体積の試料の厚さが調節される、
ステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、１つ又は２つのプレートが可撓性であり、前期プレートの１つ又は２つ方
がスペーサを含み、前記スペーサは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、各スペー
サはその対応するプレートに固定される、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前期プレートの１つ又は２つに試料
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を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、形態をである、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にすることにより、試料を広げるステップであ
って、閉鎖構成において、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料
はプレートの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調
節される、ステップ
を含み、
　所定のプレートについて、スペーサは、関連のある体積の試料の厚さの所定の領域につ
いての変動を所定値よりも小さいように構成され、関連のある体積は、試料の体積の一部
又は体積全体である、方法。
【０３５９】
　段落Ｕ１の方法において、スペーサ及びプレートの構成は、適切なスペーサ間の距離を
選択することを含む。いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離を選択することに
より、許容される試料厚さの変動、所定の２つのプレート、及び圧縮方法について、圧縮
方法に係る２つのプレートの湾曲は、許容される試料厚さの変動以下である。閉鎖構成に
ある時に、調節された試料厚さは、プレートが開放構成にある時の試料の最大厚さよりも
薄くなることができる。
【０３６０】
　Ｕ２．　関連のある体積の試料の厚さを調節するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能である第１のプレート及び第２のプレー
ト
を含み、
　１つ又は２つのプレートが可撓性であり、前記プレートの１つ又は２つがスペーサを含
み、前記スペーサは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、各スペーサはその対応す
るプレートに固定され、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　他の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成される閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料はプレートの間に位
置し、関連のある体積の試料の厚さは、プレート及びスペーサにより調節され、
　所定のプレートについて、スペーサは、関連のある体積の試料の厚さの１つの領域につ
いての厚さの変動を所定値よりも小さいように構成され、関連のある体積は、試料の体積
の一部又は体積全体である、装置。
【０３６１】
　段落Ｕ２の装置において、スペーサ及びプレートの構成は、適切なスペーサ間の距離を
選択することを含む。いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離を選択することに
より、許容される試料厚さの変動、所定の２つのプレート、及び圧縮方法について、圧縮
方法に係る２つのプレートの湾曲は、許容される試料厚さの変動以下である。閉鎖構成に
ある時に、調節された試料厚さは、プレートが開放構成にある時の試料の最大厚さよりも
薄くなることができる。
【０３６２】
　いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離を２つのスペーサの間のプレートの湾
曲よりも小さくすることにより、小さなスペーサ間の距離は、さらに可撓性薄膜（例えば
、厚さが１００μｍのプラスチックシート）の使用を可能にする。
【０３６３】
　いくつかの実施形態において、閉鎖構成での広い領域に均一な試料厚さを備えさせるた
めに、所定の可撓性プレートに許容される最大湾曲に対して、プレートの臨界湾曲スパン
に対するスペーサ間の距離の比は、最大０．００１％、最大０．００１％、最大０．００
１％、最大０．０１％、最大０．１％、最大１％、最大１０％、最大２０％、最大５０％
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、最大７０％、最大１００％、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３６４】
３．２　ＣＲＯＦにおける塵埃の影響を克服するための可撓性プレート及びスペーサの使
用
　ＣＲＯＦプロセスで克服する必要がある課題は、厚さがスペーサの高さよりも大きな塵
埃が、スペーサの所望の最終プレート間隔（そのため試料の最終厚さ）を達成するための
調節作用を破壊することができる（図６ａに示す）ことである。２つの剛性プレートを使
用すると、この塵埃は、プレート領域全体のスペーサ調節を破壊することができる。
【０３６５】
　本発明の特定の実施形態は、可撓性プレートとスペーサとの間の適切な距離を使用して
塵埃の周りの小さな領域における塵埃の影響を制限し、同時に小さな領域外の領域が、ス
ペーサで設定（調節）された最終プレート間隔及び試料厚さを備えることを可能にするこ
とにより、該問題を解決する。
【０３６６】
　例えば図６ｂに示すように、塵埃の影響を克服するために、適切な可撓性を備えた１つ
の可撓性プレートを使用して塵埃の面積を制限し、かつそれをスペーサが固定された剛性
プレートとともに使用する。図６ｃは、塵埃の影響を低減する他の実施形態を示し、スペ
ーサが可撓性プレート上に固定される。明らかに、他の実施形態において、２つのプレー
トはいずれも可撓性である。
【０３６７】
　プレートの厚さ及び機械的特性から、ＣＲＯＦプロセスにおける塵埃の影響を最小化す
る適切なプレートの可撓性を選択することができる。例に示した検査に基づいて、好まし
い実施形態は以下のとおりである。
【０３６８】
　Ｕ３．　関連のある体積の試料の厚さの調節への塵埃の影響を最小化するための方法で
あって、
　（ａ）試料を取得するステップであって、関連のある体積の試料の厚さが調節される、
ステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、１つ又は２つのプレートが可撓性であり、前記プレートの１つ又は２つが
スペーサを含み、前記スペーサは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、各スペーサ
は、その対応するプレートに固定される、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にすることにより、試料を広げるステップであ
って、閉鎖構成において、プレートは互いに対向し、スペーサ、関連のある体積の試料、
及びスペーサの高さよりも大きい厚さの１つ以上の塵埃は、前記プレートの間に位置し、
関連のある体積の試料の厚さは、プレート及びスペーサにより調節される、ステップ
を含み、
　前記スペーサ及び前記プレートは、２つのプレートの間の塵埃により影響された面積を
最小化するように構成され、塵埃により影響された領域において、塵埃阻止スペーサは、
塵埃なしの場合と同じようにプレートの閉鎖構成において領域内のプレート間の最終間隔
を調節し、関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、方法。
【０３６９】
　段落Ｕ３の方法において、塵埃の影響領域を最小化するためのスペーサとプレートの構
成は、可撓性プレートの適切な厚さ及び機械的特性を選択することを含む。
【０３７０】
　いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離を選択することにより、許容される試
料厚さの変動、所定の２つのプレート、及び圧縮方法について、圧縮方法に係る２つのプ



(92) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

レートの湾曲は、許容される試料厚さの変動以下である。閉鎖構成にある時に、調節され
た試料厚さは、プレートが開放構成にある時の試料の最大厚さよりも薄くなることができ
る。
【０３７１】
　前記プレートの可撓性を記載する。
【０３７２】
　Ｕ４．　関連のある体積の試料の厚さ調節への塵埃の影響を最小化するための装置であ
って、
　異なる構造になるように互いに対して移動可能であり、各プレートが、試料と接触する
試料接触表面を有し、プレートの１つ又は２つのプレートが可撓性である、第１のプレー
ト及び第２のプレート、
　所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、各スペーサが、それぞれ対応するプレートに
固定される、プレートの１つ又は２つの試料接触表面上のスペーサ
を含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　他の構成は、開放構成で試料が付着した後に構成される閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートは互いに対向し、スペーサ、関連のある体積の試料、及びスペーサの高さ
よりも大きい厚さの１つ以上の塵埃は、プレートの間に位置し、関連のある体積の試料の
厚さは、プレート及びスペーサにより調節され、かつ
　スペーサ及びプレートは、２つのプレートの間の塵埃により影響された面積を最小化す
るように構成され、塵埃により影響された領域は、プレート及びスペーサが塵埃なしの領
域のように試料厚さを調節することがもはやできないプレートの内表面の領域であり、関
連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、装置。
【０３７３】
３．３　表面平坦度の変動による影響を低減するためのスペーサの使用
　実際に、表面が完全に平坦なプレートはない。図７ａに示すように、ＣＲＯＦにおいて
、所望の試料厚さに比べて、表面の平坦度の変動は非常に大きくなることができ、これに
より試料厚さを決定した時に大きな誤差を起こす可能性がある。ＣＲＯＦにおける最終試
料の厚さが薄ければ薄いほど（例えば、マイクロメートル又はナノメートルで配列される
）、表面平坦度の変動はますます顕著な誤差を起こすことができる。
【０３７４】
　表面平坦度変動は、プレートの表面平坦度変動距離により特徴付けられ、λは、表面高
さの局部最大値から隣接する局部最小値までの距離（図７ｂに示す）である。
【０３７５】
　本発明は、ＣＲＯＦプロセスにおいて閉鎖構成での最終試料厚さ変動を、プレートが開
放構成にある時に存在するプレート試料表面上の表面平坦度変動よりも小さくする方法を
提供する。本発明において、最終試料厚さ均一性を実現するための重要な方法は、可撓性
プレート、適切なスペーサ間の距離及び適切な圧力（図７ｃ及び図７ｄに示す）を使用す
ることである。
【０３７６】
　ＣＲＯＦプロセスにおける１つの剛性プレート及び可撓性プレートの使用を考慮すると
、プレートの開放構成において、剛性プレートの試料表面に良好な平坦度を有するが、可
撓性プレートの試料表面に顕著な表面平坦度変動を有し（すなわち、予想された最終試料
厚さに比べてより顕著である）、図７ａ及び７ｂに示される。本発明は、（ｉ）初期表面
平坦度変動距離よりも小さなスペーサ間の距離、（ｉｉ）閉鎖構成での試料とプレートと
の間の可撓性プレートを変形させる適切な圧縮力及び／又は適切な毛管力、（ｉｉｉ）可
撓性プレートの適切な可撓性により、開放構成での試料表面の初期平坦度変動を校正する
ことにより（例えば平坦度変動を小さくする）、プレートの最終形態において、可撓性プ
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レートの試料表面が変形し、剛性プレートの平坦な表面の輪郭と一致する（図７ｃ）。ま
た、最終試料厚さの変動を低減するために、スペーサ間の距離も可撓性プレートの臨界湾
曲スパンよりも小さいべきである。
【０３７７】
　上記表面平坦度の変動を校正する方法は、（ａ）可撓性プレートに円滑な試料表面を有
する間の剛性プレートに顕著な初期試料表面の平坦度変動を有する場合、（ｂ）可撓性プ
レートと剛性プレートのその予想される試料表面にいずれも顕著な平坦度変動を有する場
合、及び（ｃ）２つのプレートはいずれも可撓性であり、１つ又は２つのプレートの試料
表面に顕著な表面平坦度変動を有する（図７ｄ）場合にも適用される。
【０３７８】
　Ｕ５．　ＣＲＯＦプロセスにおける関連のある体積の試料の最終厚さの均一性へのプレ
ートの表面平坦度変動の影響を低減するための方法であって、
　（ａ）試料を取得するステップであって、関連のある体積の試料の厚さが調節される、
ステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、プレートの１つ又は２つが可撓性であり、前記プレートの１つ又は２つが
表面平坦度変動を有し、かつ前記プレートの１つ又は２つがスペーサを含み、前記スペー
サは、所定の高さを有し、各スペーサはその対応するプレートに固定される、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にすることにより、試料を広げるステップであ
って、閉鎖構成において、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料
はプレートの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さが、プレート及びスペーサにより
調節される、ステップ
を含み、
　スペーサ及びプレートは、閉鎖構成での関連のある体積の試料の厚さ変動がプレートの
開放構成での表面平坦度変動よりも小さいように構成され、関連のある体積は、試料の体
積の一部又は体積全体である、方法。
【０３７９】
　Ｕ６．　関連のある体積の試料の厚さ均一性調節へのプレートの表面平坦度変動の影響
を低減するための装置であって
　異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、プレートの１つ又は２つが可撓
性であり、かつ前記プレートの１つ又は２つが表面平坦度変動を有する、第１のプレート
及び第２のプレート、
　前記プレートの１つ又は２つの上に固定され、所定の高さを有する、スペーサ
を含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　他の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成される閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料はプレートの間に位
置し、関連のある体積の試料の厚さは、プレート及びスペーサにより調節され、
　スペーサ及びプレートは、閉鎖構成での関連のある体積の試料の厚さ変動がプレートの
開放構成での表面平坦度変動よりも小さいように構成され、関連のある体積は、試料の体
積の一部又は体積全体であり、関連のある体積の平均寸法は、開放構成でのプレートの表
面平坦度変動よりも大きい、装置。
【０３８０】
　段落Ｕ５の方法及び段落Ｕ６の装置において、プレート表面の平坦度変動の関連のある
体積の試料の最終厚さの均一性への影響を低減するスペーサ及びプレートの構成は、適切
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なスペーサ間の距離（ＩＤＳ）を使用することを含む。１つの好ましい実施形態において
、ＩＤＳは、開放構成でのプレートの初期表面平坦度変動距離以下である。
【０３８１】
　段落Ｕ５と段落Ｕ６の方法及び装置において、いくつかの実施形態において、（１）閉
鎖構成でスペーサが試料内部にあることと、（２）スペーサは対応するプレートに固定さ
れることと、（３）スペーサ間の距離が短いことと、又は（４）それらの任意の組み合わ
せを有する。
【０３８２】
　段落Ｕ１～Ｕ８の方法及び装置において、関連のある体積の試料の厚さを均一化するス
ペーサ及びプレートの構成に、上記実施形態を有する。いくつかの実施形態において、所
定のスペーサ間の距離は、２つのスペーサ間のプレートの局部湾曲を制限するように構成
され、関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である。
【０３８３】
　これは、プレートの１つ又は２つが、可撓性であり、様々な異なる可撓性である場合を
含む。（例えば、厚さが１００μｍのＰＭＭＡ又はＰＳ）。
【０３８４】
　１つの好ましい実施形態において、１つのプレートはＰＭＭＡである。１つの好ましい
実施形態において、１つのプレート（第１のプレート）は、厚さが０．５～１．５ｍｍの
ガラスであり、かつスペーサを備えず、他のプレート（第２のプレート）は、厚さが１７
５μｍのＰＭＭＡフィルムであり、かつスペーサのアレイを備え、スペーサは、円角を有
する矩形柱（ｘ方向での寸法が４０μｍで、ｙ方向での寸法が３０μｍである）であり、
ｘ方向での周期が１２０μｍで、ｙ方向での寸法が１１０μｍである（それにより、スペ
ーサ間の距離はｘ方向とｙ方向でいずれも８０μｍである）。
【０３８５】
　セクション３の方法及び装置において、閉鎖構成での試料内のスペーサのいくつかの実
施形態において、スペーサの材料及びプレートは、セクション２の実施形態である。
【０３８６】
　段落Ｕ１～６の方法及び装置において、いくつかの実施形態において、柱の高さに対す
る柱の幅（又は横方向平均寸法）の比は、０．０１以上、０．１以上、１以上、１．５以
上、２以上、３以上、５以上、１０以上、５０以上、１００以上、又はこれらの値のいず
れか２つの間の範囲である。
【０３８７】
　段落Ｕ１～６の方法及び装置において、好ましい実施形態において、柱の高さに対する
柱の幅（又は横方向平均寸法）の比は、１、１．５、２、１０、２０、３０、５０、１０
０、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３８８】
　段落Ｕ１～６の方法及び装置において、いくつかの実施形態において、柱の幅（又は横
方向平均寸法）に対する柱の周期の比は、１．０１、１．１、１．２、１．５、１．７、
２、３、５、７、１０、２０、５０、１００、５００、１０００、１０，０００、又はこ
れらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３８９】
　段落Ｕ１～６の方法及び装置において、好ましい実施形態において、柱の幅（又は横方
向平均寸法）に対する柱の周期の比は、１．２、１．５、１．７、２、３、５、７、１０
、２０、３０、又はいずれかの２つのこれらの値の間の範囲である。
【０３９０】
　段落Ｕ１～６の方法及び装置において、好ましい実施形態において、柱の幅（又は横方
向平均寸法）に対する柱の周期の比は、１．２、１．５、１．７、２、３、５、７、１０
、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０３９１】
　ｃ）例えば、血球計算適用では、好ましいＸ－プレートの柱の高さは１μｍ～５μｍに
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あり、柱の幅は２μｍ～３０μｍにあり、柱の周期は、４μｍ～３００μｍにある。
【０３９２】
　ｄ）例えば、免疫学的アッセイ適用では、好ましいＸ－プレートの柱の高さは５μｍ～
５０μｍであり、柱の幅は１０μｍ～２５０μｍであり、柱の周期は２０μｍ～２５００
μｍである。
【０３９３】
　セクション３に記載された実施形態及びそれらの任意の組み合わせは、本発明の説明全
体において他の実施形態に適用される（すなわちそれらと組み合わせられる）。
【０３９４】
　いくつかの実施形態において、他の要素も試料厚さ均一性の制御に使用され、これらの
要素は試料面積、プレート機械的性質、閉鎖構成下の最終的な試料厚さ及びプレート表面
湿潤特性を含むがそれらに限定されることはない。
【０３９５】
　以下ではセクション１及びほかの開示内容における方法及び装置のいくつかの好ましい
実施形態である。
【０３９６】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、そのうち
スペーサは、高さが２μｍ～４μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサ
の間の間隔が１μｍ～１００μｍである柱状のものである。
【０３９７】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、スペーサ
は、高さが２μｍ～４μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサの間の間
隔が１００μｍ～２５０μｍである柱状のものである。
【０３９８】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、スペーサ
は、高さが４μｍ～５０μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペーサの間の
間隔が１μｍ～１００μｍである柱状のものである。
【０３９９】
　１つの好ましい実施形態において、スペーサは周期的な正方形アレイであり、そのうち
スペーサは、高さが４μｍ～５０μｍで、平均横方向寸法が５μｍ～２０μｍで、スペー
サ間の間隔が１００μｍ～２５０μｍである柱状のものである。
【０４００】
　スペーサアレイの周期は、１つの好ましい実施形態において、１ｎｍ～１００ｎｍの間
にあり、別の好ましい実施形態において、１００ｎｍ～５００ｎｍの間にあり、１つの単
独な好ましい実施形態において、５００ｎｍ～１０００ｎｍの間にあり、別の好ましい実
施形態において、１μｍ（すなわち、１０００ｎｍ）～２μｍの間にあり、別の好ましい
実施形態において、２μｍ～３μｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、３μｍ
～５μｍの間にあり、別の好ましい実施形態において、５μｍ～１０μｍの間にあり、別
の好ましい実施形態において、１０μｍ～５０μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実
施形態において、５０μｍ～１００μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実施形態にお
いて、１００μｍ～１７５μｍの間にあり、１つの単独な好ましい実施形態において、１
７５μｍ～３００μｍの間にある。
【０４０１】
４.　試料及び付着
　ＣＲＯＦ過程を使用する本発明の方法及び装置において、いくつかの方法又はこれらの
方法の組み合わせにより試料を付着させる。付着の１つの特定の実施形態において、試料
は１つのプレートのみに付着する。特定の実施形態において、試料は２つのプレート（す
なわち第１のプレート及び第２のプレート）に付着する。
【０４０２】
　試料はプレートが開放構成にある時に付着する。いくつかの実施形態において、第１の
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プレートと第２のプレートとは、試料付着の間互いに離れており、これにより試料は１つ
のプレートに付着しやすく、別のプレートを妨害することはない。例えば、第１のプレー
トと第２のプレートとを遠く離してもよく、これにより試料は直接的に第１のプレート又
は第２のプレートに落ち、別のプレートが存在しないようにすることができる。試料付着
の特定の実施形態において、第１のプレートと第２のプレートとはプレートの開放構成下
に互いに一定の距離で隔て、次に試料はプレートに付着する（例えば水平流動又は他の滴
落方法により）。特定の実施形態において、２つのプレートは、プレートのすべての操作
過程において、接続された１つの側面（例えば縁部）（図３０）を有し、２つのプレート
の開閉は本の開閉に類似する。
【０４０３】
　試料の付着は単一の滴又は複数の滴であってもよい。複数の滴は１つのプレート又は２
つのプレートの１つの位置又は複数の位置に落ちることができる。液滴は互いに十分に分
離し、接続し、又は組み合わせることができる。
【０４０４】
　いくつかの実施形態において、試料は一種以上の材料を含み、前記材料は共に又は別々
に付着する。前記材料はそれぞれ平行又は順次付着する。
【０４０５】
　試料のプレート（すなわち第１のプレート及び第２のプレート）への付着は装置を用い
て、又は被験者からプレートまで直接的に行ってもよい。いくつかの実施形態において、
装置を用いて試料を付着させる。装置はピペット、針、スティック、綿棒、管、噴射器、
液体ディスペンサー、チップ、スティック、インクジェット、プリンター、噴射装置等を
含むがそれらに限定されることはない。特定の実施形態において、試料は試料源の試料と
ＣＲＯＦプレートとの間の直接接触により付着し、任意の装置を使用することはない（す
なわち、試料とプレートとを一緒にして両者を接触させる）。これは「直接試料付着」と
いう用語で呼ばれる。
【０４０６】
　試料が直接的にプレートに付着する例は、以下である：（ａ）穿刺された指（又は他の
身体部位）とプレートとの間の直接的な接触、（ｂ）唾液をプレートに吐き出すこと、（
ｃ）涙液とプレートとの間の直接接触により人目から涙液を取り出すこと、（ｄ）汗液と
プレートとの間の直接接触、及び（ｅ）直接的に息をプレートに吐き出して呼気を凝結さ
せる等。このような直接付着方法は人間及び動物に用いることができること。
【０４０７】
　いくつかの実施形態において、直接及び間接（装置により）試料付着はいずれも使用さ
れる。
【０４０８】
　本発明において、１つのプレート又は複数のプレートに付着した試料の体積（「試料体
積」）は、最大０．００１　ｐＬ（ピコリットル）、最大０．０１　ｐＬ、最大０．１　
ｐＬ、最大１　ｐＬ、最大１０　ｐＬ、最大１００　ｐＬ、最大１　ｎＬ（ナノリットル
）、最大１０　ｎＬ、最大１００　ｎＬ、最大１μＬ（マイクロリットル）、最大１０μ
Ｌ、最大１００μＬ、最大１　ｍＬ（ミリリットル）、最大１０　ｍＬ又はこれらの値の
いずれか２つの間の範囲である。
【０４０９】
　いくつかの実施形態において、試料の付着は、（ａ）試料を１つの又は２つのプレート
に配置するステップ、及び（ｂ）ＣＲＯＦ過程における第２のプレートを圧縮する以外の
方式を用いて試料を広げるステップを含む。試料を広げる方法は別の装置（例えばスティ
ック、カッタ）を使用すること、ブローイング又は他を含む。
【０４１０】
試料変形
　ＣＲＯＦ過程において、いくつかの実施形態において、試料はほぼ非圧縮性液体（形状
変形下に一定の体積を保持する液体を指す）のように振る舞うため、試料厚さの変化は試
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料面積の変化を引き起こす。いくつかの実施形態において、試料は圧縮液体のように振る
舞うが、ＣＲＯＦ過程期間にその厚さが減少する時に、側面積はなお拡大する。特定の実
施形態において、試料は液体、ゲル又はソフト固体であり、ＣＲＯＦ過程においてその厚
さが減少する時に側面積が拡大すればよい。
【０４１１】
　本発明の開示において、「第１のプレート及び第２のプレートに対向する」は第１のプ
レート又は第２のプレート又は両者の位置及び方向を操作することにより試料を第１のプ
レートと第２のプレートの内表面の間にあるようにする過程である。いくつかの実施形態
において、「第１のプレート及び第２のプレートに対向する」という動作は、人の手、特
定の装置を有する人の手又は人の手のない自動装置により実行する。
【０４１２】
　いくつかの実施形態において、厚さは最大１　ｍｍ、最大１００μｍ、最大２０μｍ、
最大１０μｍ又は最大２μｍである。いくつかの実施形態において、厚さは少なくとも０
．１μｍである。いくつかの実施形態において、さらに厚さの計測を含む。
【０４１３】
　いくつかの実施形態において、関連のある体積の試料の厚さの変動は、関連のある領域
の有効直径の多くても３００％、多くても１００％、多くても３０％、多くても１０％、
多くても３％、多くても１％、多くても０．３％、又は多くても０．１％である。
【０４１４】
　いくつかの実施形態において、厚さは少なくとも部分的にプリセット高さにより決定さ
れる。
【０４１５】
５.　分析物、実体、結合部位、貯蔵部位、及び移送媒体
　本発明において、実体はタンパク質、アミノ酸、核酸、脂質、炭水化物、代謝産物、細
胞又はナノ粒子のうちの一種を含むがそれらに限定されることはない。
【０４１６】
　いくつかの実施形態において、結合部位は実体に結合するように構成された結合パート
ナーを含む。
【０４１７】
　いくつかの実施形態において、結合部位は該結合部位に結合された実体を含む。
【０４１８】
　いくつかの実施形態において、試料の配置は試料を結合部位内に配置することを含む。
【０４１９】
　いくつかの実施形態において、試薬はタンパク質、アミノ酸、核酸、脂質、炭水化物及
び代謝産物のうちの少なくとも一種を含む。
【０４２０】
　特定の実施形態において、貯蔵部位は乾燥試薬を含む。
【０４２１】
　いくつかの実施形態において、貯蔵部位は試料と接触すると貯蔵部位から放出されるよ
うに構成された試薬を含む。
【０４２２】
　いくつかの実施形態において、第１の貯蔵部位及び第２の貯蔵部位は１つの共同の貯蔵
部位中に位置する。
【０４２３】
　いくつかの実施形態において、移送媒体は試料である。いくつかの実施形態において、
移送媒体は液体であり、ここで試薬又は実体は該液体に溶解して拡散できる。
【０４２４】
　いくつかの実施形態において、プレートは複数の貯蔵部位を有する。別の実施形態にお
いて、１つの貯蔵部位は様々な試薬を有する。
【０４２５】
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　異なる放出時間　いくつかの実施形態において、プレートはプレートの異なる位置に複
数の貯蔵部位を有するか又は１つの貯蔵部位に複数の試薬を保存し、試薬は貯蔵部位に試
料と接触すると放出され、しかし同じ貯蔵部位の異なる試薬又は異なる貯蔵部位の試薬は
異なる時間に放出される。
【０４２６】
　いくつかの実施形態において、第１の試薬は試料と接触すると第１の平均放出時間内に
第１の貯蔵部位から放出されるように配置され、第２の試薬は試料と接触すると第２の平
均放出時間内に第２の貯蔵部位から放出されるように配置され、ここで第１の平均放出時
間は第２の平均放出時間より小さい。
【０４２７】
　いくつかの実施形態において、第１の試薬は試料と接触すると第１の貯蔵部位から放出
されるように配置され、ここで第２の試薬は結合試薬である。
【０４２８】
　いくつかの実施形態において、付着は少なくとも一種の試薬を対応するプレートに結合
することを含む。
【０４２９】
　いくつかの実施形態において、接触は少なくとも一種の試薬を対応するプレートから放
出することを含む。
【０４３０】
　いくつかの実施形態において、付着は第１の試薬及び第２の試薬を付着することを含み
、ここで接触は第２の試薬の前に第１の試薬を放出することを含む。
【０４３１】
　いくつかの実施形態において、少なくとも１つのプレートは貯蔵部位を含み、該貯蔵部
位は関連のある体積の試料に添加される試薬を含む。
【０４３２】
　いくつかの実施形態において、試薬はタンパク質、アミノ酸、核酸、脂質、炭水化物及
び代謝産物のうちの少なくとも１種を含む。
【０４３３】
　いくつかの実施形態において、貯蔵部位は乾燥試薬を含む。
【０４３４】
　いくつかの実施形態において、貯蔵部位は試料と接触すると貯蔵部位から放出されるよ
うに構成された試薬を含む。
【０４３５】
　いくつかの実施形態において、貯蔵部位は第１の貯蔵部位であり、かつ試薬は第１の試
薬であり、ここで装置は第２の貯蔵部位を含み、それは関連のある体積の試料に添加され
る第２の試薬を含み、ここで第２の貯蔵部位はプレートの１つに位置する。
【０４３６】
　いくつかの実施形態において、第１の貯蔵部位及び第２の貯蔵部位は１つの共同の貯蔵
部位中に位置する。
【０４３７】
　いくつかの実施形態において、第１の試薬は試料と接触すると第１の平均放出時間内に
第１の貯蔵部位から放出されるように配置され、第２の試薬は試料と接触すると第２の平
均放出時間内に第２の貯蔵部位から放出されるように配置され、第１の平均放出時間は第
２の平均放出時間より小さい。
【０４３８】
　いくつかの実施形態において、少なくとも一種の試薬は対応するプレートに乾燥される
。
【０４３９】
　キットのいくつかの実施形態において、少なくとも一種の試薬は対応するプレートに結
合される。
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【０４４０】
　キットのいくつかの実施形態において、少なくとも一種の試薬は、試料と接触すると対
応するプレートから放出されるように配置される。
【０４４１】
　キットのいくつかの実施形態において、第１の試薬はプレートの１つ又は２つに位置し
、第２の試薬はプレートの１つ又は２つに位置し、ここで第１の試薬は試料と接触すると
第１の平均放出時間内に対応するプレートから放出されるように配置され、第２の試薬は
試料と接触すると第２の平均放出時間内に対応するプレートから放出されるように配置さ
れ、ここで第１の平均放出時間は第２の平均放出時間より小さい。
【０４４２】
　装置のいくつかの実施形態において、貯蔵部位は第１の貯蔵部位であり、かつ試薬は第
１の試薬であり、装置は第２の貯蔵部位を含み、それは関連のある体積の試料に添加され
る第２の試薬を含み、第２の貯蔵部位はプレートの１つに位置する。
【０４４３】
６.一部の試料における局所的結合又は混合（Ｐ）
　いくつかの適用において、試料全体中の分析物ではなく、一部の試料中の分析物を捕捉
（すなわち結合）する結合部位を有することが望ましい。場合によって試薬を試料全体で
はなく、試料の一部に添加（すなわち混合）することが望ましい。一般的には試料の一部
と試料のほかの部分との間に流体的分離がないことが望ましい。多重化検出において、こ
のような要求は好ましいか又は必要である。
【０４４４】
　本発明はＣＲＯＦ方法及び装置を使用することにより試料を厚さが試料の一部の横方向
寸法より小さい超薄膜に再形成し、それにより上記要件に解決手段を提供し、ここで試料
の一部の内部の分析物のみが捕捉され、又は該一部の試料のみが試薬と混合する。このよ
うなアプローチの作業原理は以下のとおりである：試料厚さが一部の試料の横方向寸法よ
り小さい時に、表面による分析物の捕捉又は表面上に配置された試薬の混合は主に分析物
及び試薬の厚さ方向における拡散により制限され、ここで水平拡散の拡散は比較的顕著で
はない。例えば、試料を厚さ５μｍの薄膜に再形成すれば、試料中の捕捉する必要がある
分析物の一部又は混合する必要がある試薬が５　ｍｍ×５　ｍｍの横方向寸法を有すれば
、かつ分析物又は試薬の５μｍにわたる拡散時間が１０秒であれば、分析物又は試薬の５
　ｍｍ距離にわたる水平拡散は１，０００，０００秒（拡散時間は拡散距離の平方と正比
例を成すため）である。これは、一定の時間間隔で、試料の関心のある部分の横方向寸法
と試料厚さとの適切な比率を選択することにより、捕捉される分析物は主に関心のある試
料部分に由来するか、あるいは、試薬は主に興味のある試料部分に混合される。
【０４４５】
６．１　試料の一部中の実体と表面との局所的結合（Ｐ：体積から表面）
　Ｐ１．　関連のある体積の試料中の標的実体を表面上の結合部位に局所的に結合させる
ための方法であって、
　（ｉ）段落Ｘ１の方法におけるステップ（ａ）～（ｄ）を実行するステップであって、
閉鎖構成における試料厚さは結合部位の平均直線寸法より顕著に小さく、関連のある体積
はプレートが閉鎖構成にある時に結合部位に位置する試料体積である、ステップ、
　（ｉｉ）（ｉ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、
　　（１）関連のある時間長さで試料をインキュベートし、次にインキュベーションを停
止するステップ、あるいは、
　　（２）関連のある時間長さの最小値以上の時間で試料をインキュベートし、次に、関
連のある時間長さの最大値以下の時間内に標的実体の結合部位への結合を評価するステッ
プ
であって、
　関連のある時間長さは、
　　　ｉ．標的実体が閉鎖構成で均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必要な時
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間以上であり、かつ
　　　ｉｉ．標的実体が横方向に結合部位の最小水平寸法にわたって拡散するのに必要な
時間より顕著に短く、
　（１）におけるインキュベーションの終了時又は（２）における評価の間、結合部位に
結合される大部分の標的実体は関連のある体積の試料に由来し、
　インキュベーションにより、標的実体が結合部位に結合することが可能となり、関連の
ある体積は、閉鎖構成で結合部位にある試料の一部である、ステップ
を含む、方法。
【０４４６】
　段落Ｐ２の方法において、用語「関連のある体積の試料の厚さは結合部位の最小平均サ
イズより顕著に小さい」は、試料厚さに対する結合部位の最小平均サイズの比（「厚さに
対する長さ比」と呼ばれる）が少なくとも３、少なくとも５、少なくとも１０、少なくと
も２０、少なくとも５０、少なくとも１００、少なくとも５００、少なくとも１，０００
、少なくとも１０，０００、少なくとも１００，０００、又はこれらの値の間の任意の範
囲にあるということを指す。好ましい実施形態において、厚さに対する長さ比は少なくと
も３、少なくとも５、少なくとも１０、少なくとも２０、少なくとも５０、少なくとも１
００、少なくとも５００、又はこれらの値の間の任意の範囲である。
【０４４７】
　段落Ｐ２の方法では、用語「標的実体が結合部位の最小横方向寸法にわたって拡散する
のに必要な時間より顕著に短い」は、試料厚さにわたって拡散するのに必要な時間に対す
る結合部位の最小横方向寸法にわたって拡散するのに必要な時間の比（「厚さ拡散時間に
対する長さ比」と呼ばれる）は最小３、最小１０、最小５０、最小１０、最小１００、最
小１，０００、最小１０，０００、最小１００，０００、最小１，００，０００、又はこ
れらの値の間の任意の範囲であるということを指す。好ましい実施形態において、厚さ拡
散時間に対する長さの比は少なくとも３、少なくとも１０、少なくとも５０、少なくとも
１０、少なくとも１００、少なくとも１，０００、少なくとも１０，０００、又はこれら
の値の任意の間の範囲である。
【０４４８】
　Ｐ２．　関連のある体積の試料中の実体を表面にある結合部位に局所的に結合させるた
めの装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能である、第１のプレート及び第２のプレ
ート
を含み、
　第１のプレートは、その表面にプレートの面積より小さい面積を有する結合部位を有し
、試料中の標的実体に結合するように構成され、該標的実体は試料中に拡散でき、前記プ
レートの１つ又は２つがいずれもスペーサを含み、各スペーサは、その対応するプレート
に固定され、かつ所定の高さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、開放構成の試料付着の後に構成された閉鎖構成であり、かつ閉鎖構成にお
いて、プレートは互いに対向し、スペーサ、結合部位、及び少なくとも一部の試料はプレ
ートの間に位置し、試料は結合部位の少なくとも一部と接触し、かつ関連のある体積の試
料の厚さはプレート及びスペーサにより調節され、該厚さは、プレートが開放構成にある
時の試料の最大厚さより小さく、関連のある体積は試料の結合部位に位置する体積であり
、
　スペーサの高さは、閉鎖構成下で関連のある体積の厚さを結合部位の平均直線寸法の少
なくとも３分の１よりも小さいように調節するように選択される、装置。
【０４４９】
　関連のある体積の厚さを結合部位の平均直線寸法の３分の１に調節することにより、実
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体の試料厚さにわたる拡散時間は結合部位の平均直線寸法と等しい距離にわたる拡散時間
の９分の１である。このような厚さ調節はインキュベーション時間の選択を可能にし、そ
れにより、（ｉ）関連のある体積中の顕著な数量の標的実体は結合部位に結合され、かつ
（ｉｉ）結合部位に結合される顕著な数量の標的実体は関連のある体積の試料に由来する
というインキュベーション結果を達成し、インキュベーションは標的実体を結合部位に結
合することを可能にするプロセスである。
【０４５０】
　例えば、インキュベーション時間は実体が関連のある体積の試料の厚さにわたる拡散時
間と等しいように設定される場合に、インキュベーション後に、関連のある体積内の大部
分の実体はすでに結合部位に達し、かつレート方程式にしたがって結合され、当初（すな
わちインキュベーション前）関連のある体積外に位置する実体は関連のある体積の周辺に
のみ（比較的小さい体積）拡散でき、かつ結合部位の平均直線寸法と関連のある体積厚さ
との比が大きくなるため、この体積の重要性が低減する。
【０４５１】
６．２　他のプレート表面上の結合部位へのプレート表面上に貯蔵された実体の局所的結
合（表面から別の表面）
　Ｐ３．　１つのプレートの貯蔵部位上に貯蔵された実体を別のプレート上の結合部位に
局所的に結合するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートはその表面に結合部位を有し、第
２のプレートは、その表面に結合部位に結合する実体を含む貯蔵部位を有し、前記結合部
位の面積及び試薬部位の面積はその対応するプレートの面積より小さく、かつ前記プレー
トの１つ又は２つはスペーサを含み、各スペーサは、その対応するプレートに固定され、
かつ所定の高さを有する、ステップ、
　（ｂ）前記実体が移送媒体に溶解できかつ拡散できる、移送媒体を取得するステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに
移送媒体を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全
に離れておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステッ
プ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記移送媒体を広げるステップであって
、閉鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位、及び少
なくとも一部の移送媒体がプレートの間に位置し、少なくとも一部の貯蔵部位が、結合部
位と直面し、その間に一部の移送媒体を有し、関連のある体積の移送媒体の厚さが、プレ
ート及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大
の厚さより薄く、かつ該厚さが、プレートの表面方向上の関連のある体積の平均直線寸法
より顕著に小さい、ステップ、並びに
　（ｅ）（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、試料を一定の時間インキュベート
しかつインキュベーションを停止させるステップであって、結合部位に結合したかなりの
数の実体が、貯蔵部位からのものであるようにインキュベーション時間が選択され、関連
のある体積は、結合部位にある移送媒体の体積であり、インキュベーションは結合部位へ
の実体の結合を可能にするプロセスである、ステップ
を含む、方法。
【０４５２】
　用語「少なくとも一部の貯蔵部位が結合部位と直面する」とは、該部位のある点から結
合部位までの最短距離がプレートの閉鎖構成での関連のある体積の厚さと同じであること
を指す。
【０４５３】
　Ｐ４．　１つのプレートの貯蔵部位上に貯蔵された実体を別のプレート上の関連のある
結合部位に結合するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、前記第１のプレートはその表面
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に結合部位を有し、前記第２のプレートはその表面に結合部位に結合する実体を含む貯蔵
部位を有し、前記結合部位の面積及び貯蔵部位の面積がそのそれぞれのプレートの面積よ
り小さく、かつ前記プレートの１つ又は２つはスペーサを含み、各スペーサが、そのそれ
ぞれプレートで固定され、かつ所定の高さを有する、第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ移送媒体が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成
であり、貯蔵部位上の実体が、移送媒体内に溶解でき、かつ移送媒体内に拡散でき、
　別の構成は、移送媒体が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成
において、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位、及び少なくと
も一部の移送媒体が前記プレートの間に位置し、少なくとも一部の貯蔵部位が、結合部位
と直面し、その間に一部の移送媒体を有し、関連のある体積の移送媒体の厚さがプレート
及びスペーサにより調節され、かつ前記厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最
大の厚さより薄く、
　関連のある体積は、プレートが閉鎖構成にある時に貯蔵部位上にある移送媒体の体積で
あり、かつ
　スペーサの高さは、閉鎖構成で関連のある体積の厚さを結合部位の平均直線寸法の少な
くとも３分の１よりも小さいように調節するように選択され、
　少なくとも１つのスペーサは試料接触領域内に位置し、
　かつ、スペーサは、所定のスペーサ間距離及び高さを有する、装置。
【０４５４】
６.３　１つのプレートの複数の貯蔵部位上の実体を別のプレート上の複数の対応する結
合部位に局所的に結合するための方法
　Ｐ５．　１つのプレートの複数の貯蔵部位上に貯蔵された実体を別のプレート上の複数
の対応する結合部位に局所的に結合するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートの表面は、複数の結合部位を有し
、第２のプレートの表面は、複数の対応する貯蔵部位を有し、２つのプレートが対向して
配置されている時に各結合部位が１つのみの貯蔵部位に重なるように各対応する貯蔵部位
が結合部位の位置に対応する第２のプレートの位置に位置され、プレートの１つ又は２つ
はスペーサを含み、各スペーサが、その対応するプレートに固定され、かつ所定の高さを
有する、ステップ、
　（ｂ）移送媒体を取得するステップであって、貯蔵部位にある実体が移送媒体に溶解か
つ拡散できる、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに
移送媒体を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全
に離れておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステッ
プ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして移送媒体を広げるステップであって、閉
鎖構成において、２つのプレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位、及び
少なくとも一部の移送媒体が前記プレートの間に位置し、各結合部位は、１つのみの対応
する貯蔵部位と直面し、移送媒体は、各結合部位の少なくとも一部及び各貯蔵部位の一部
と接触し、関連のある体積の移送媒体の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、該
厚さが、プレートが開放構成にある時の移送媒体の最大の厚さより薄く、結合部位の平均
直線寸法より顕著に小さい、ステップ、並びに
　（ｅ）（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、試料を一定の時間インキュベート
しかつインキュベーションを停止させるステップであって、各結合部位に結合したかなり
の数の実体が、対応する貯蔵部位からのものであるようにインキュベーション時間が選択
され、関連のある体積は結合部位にある移送媒体の体積であり、インキュベーションは、
結合部位への実体の結合を可能にするプロセスである、ステップ
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を含む、方法。
【０４５５】
　いくつかの実施形態において、前記間隔は試料結合領域に限定される。
【０４５６】
　方法Ｐ５のいくつかの実施形態において、移送媒体は、標的分析物を有する試料であり
、結合部位は捕捉剤を含み、貯蔵部位における実体は検出剤であり、標的分析物は、捕捉
剤－分析物－検出剤サンドイッチを形成するように捕捉剤及び検出剤に結合する。方法Ｐ
５は、アッセイステップを簡略化し、かつ、より小さいスペーサの高さを使用することで
アッセイ時間を短縮してより短い飽和アッセイ時間のための分析物及び検出剤の両方とも
に関するより薄い試料厚さ及びより短い垂直拡散時間を有することができる。
【０４５７】
　Ｐ６．　１つのプレートの複数の貯蔵部位上に貯蔵された実体を別のプレート上の複数
の対応する結合部位に局所的に結合するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　前記第１のプレートの表面は、複数の結合部位を有し、第２のプレートの表面は、複数
の対応する貯蔵部位を有し、２つのプレートが対向して配置されている時に各結合部位が
１つのみの貯蔵部位に重なるように各対応する貯蔵部位が、結合部位の位置に対応する第
２のプレートの位置に位置し、前記プレートの１つ又は２つはスペーサを含み、各スペー
サが、その対応するプレートに固定され、かつ所定の高さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ移送媒体が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成
であり、貯蔵部位上の実体が移送媒体内に溶解できかつ移送媒体内に拡散でき、
　別の構成は、移送媒体が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成
において、２つのプレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、貯蔵部位、及び少なく
とも一部の移送媒体が前記プレートの間に位置し、各結合部位は、１つのみの対応する貯
蔵部位と直面し、移送媒体は、各結合部位の少なくとも一部及び各貯蔵部位の一部と接触
し、関連のある体積の移送媒体の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、該厚さが
、前記プレートが開放構成にある時の移送媒体の最大の厚さより薄く、
　関連のある体積は、プレートが閉鎖構成にある時に貯蔵部位にある移送媒体の体積であ
り、かつ
　所定のスペーサ高さが、開放構成で関連のある体積の厚さを調節するように選択されて
、結合部位の平均直線寸法より顕著に小さい、装置。
【０４５８】
６．４　試料の一部への表面に貯蔵された試薬の局所的添加（表面から体積）
　Ｐ７．　関連のある体積の試料中に局所的に試薬を添加するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレート、その表面に関連のある体積の試
料に添加される試薬の貯蔵部位を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき
、かつ貯蔵部位の面積がプレートの面積より小さく、前記プレートの１つ又は２つがスペ
ーサを含み、かつ各スペーサが、その対応するプレートに固定され、かつ所定の高さを有
する、ステップ、
　（ｂ）試料を取得するステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに
試料を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離
れておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって
、閉鎖構成において、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、貯蔵部位、及び試料の少
なくとも一部が前記プレートの間に位置し、試料が貯蔵部位の少なくとも一部と接触し、
かつ前記プレートと接触するその面積は、貯蔵部位と接触するその面積より大きく、関連
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のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、該厚さが、プレートが
開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄く、かつプレートの表面方向上の関連のある
体積の平均直線寸法より顕著に小さい、ステップ、並びに
　（ｅ）（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、試料を一定の時間インキュベート
しかつインキュベーションを停止させるステップであって、（ｉ）試料中に溶解した大量
の試薬が関連のある体積の試料に含まれるように、かつ（ｉｉ）試薬が該関連のある体積
の顕著な部位にあるように、インキュベーション時間が選択され、関連のある体積は、プ
レートが閉鎖構成にある時に結合部位にある試料の体積であり、インキュベーションは、
結合部位への実体の結合を可能にするプロセスである、ステップ
を含む、方法。
【０４５９】
　Ｐ８．　プレートの表面に貯蔵された試薬を関連のある体積の試料に局所的に添加する
ための装置であって
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　前記第１のプレートは、その表面に関連のある体積の試料に添加される試薬の貯蔵部位
を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１つ又は２つ
がスペーサを含み、かつ各スペーサが、その対応するプレートに固定され、かつ所定の高
さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサ、貯蔵部位、及び試料の少なくとも一部がプレ
ートの間に位置し、試料が、貯蔵部位の少なくとも一部と貯蔵部位以外のプレート表面の
少なくとも一部と接触し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調
節され、該厚さは、前記プレートが開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄く、関連
のある体積は、前記プレートが閉鎖構成にある時に貯蔵部位にある試料の体積であり、
　所定のスペーサ高さは、プレートの開放構成で関連のある体積の厚さを調節するように
選択されて、プレートの表面方向上の関連のある体積の平均直線寸法より３倍小さい、装
置。
【０４６０】
７．結合部位上の捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチの形成（Ｗ）
　本発明の一態様は、ＣＲＯＦプロセスで、結合部位を１つのプレートに配置し、かつ検
出剤を貯蔵するための貯蔵部位を別のプレートの対応位置に配置することにより、固体表
面上の結合部位に捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチを一段階で形成することである。
【０４６１】
７．１　インキュベーション（一般）の一段階における結合部位上の捕捉剤－分析物－検
出剤サンドイッチの形成（Ｗ）
　Ｗ１．　プレートの結合部位上で捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチを形成するため
の方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）捕捉剤及び検出剤を取得するステップであって、捕捉剤及び検出剤が、捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成するように標的分析物に結合する（結合可能であ
る）、ステップ、
　（ｃ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部
位を有し、第２のプレートは、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、貯蔵部位が試料
と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１つ又は
２つがスペーサを含み、かつ各スペーサが、その対応するプレートに固定され、かつ所定
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の高さを有する、ステップ、
　（ｄ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、並び
に
　（ｅ）（ｄ）の後、前記プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって
、閉鎖構成において、前記プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料
が前記プレートの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さが前記プレート及びスペーサ
により調節され、該厚さが、前記プレートが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、試
料が結合部位及び貯蔵部位と接触する、ステップ、
　（ｆ）（ｅ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、試料を、捕捉剤－標的分析物－検
出剤サンドイッチの形成を可能にする時間でインキュベートするステップ
を含み、
　前記関連のある体積は、試料の少なくとも一部又は全体積である、方法。
【０４６２】
　Ｗ２．　プレートの結合部位上で捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチを形成するため
の装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部位を有し、第２のプレートは、検出剤
を貯蔵するための貯蔵部位を有し、捕捉剤及び検出剤が、捕捉剤－標的分析物－検出剤サ
ンドイッチを形成するように試料中の標的分析物に結合し（結合可能であり）、貯蔵部位
が試料と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１
つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサが、その対応するプレートに固定され、か
つ所定の高さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、前記プレートが互いに対向し、前記スペーサと関連のある体積の試料が前記プレー
トの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さが前記プレート及び前記スペーサにより調
節され、前記厚さが、前記プレートが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、試料が結
合部位及び貯蔵部位と接触し、
　前記関連のある体積は、試料の少なくとも一部又は全体積である、装置。
【０４６３】
７．２　試料の一部（すなわち、局所的）からの分析物を用いた、単一ステップインキュ
ベーションにおける結合部位上での捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチの形成
　Ｗ３．　試料の一部からの分析物を用いてプレートの結合部位上に捕捉剤－分析物－検
出剤サンドイッチを形成するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）捕捉剤及び検出剤を取得するステップであって、捕捉剤及び検出剤が、捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成するように標的分析物に結合する、ステップ、
　（ｃ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部
位を有し、第２のプレートは、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、試薬貯蔵部位が
試料と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１つ
又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサがその対応するプレートに固定され、かつ所
定の高さを有する、ステップ、
　（ｄ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
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おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、及び貯蔵部位が前
記プレートの間に位置し、結合部位及び貯蔵部位は関連のある体積の試料と接触し、関連
体の積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、前記厚さが、前記プレート
が開放構成にある時の試料の厚さより薄く、結合部位の平均直線寸法より顕著に小さい、
ステップ、並びに
　（ｆ）（ｅ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、試料を一定の時間インキュベート
しかつインキュベーションを停止させるステップであって、結合部位に形成したかなりの
数の捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチが関連のある体積の試料からの分析物を含むよ
うにインキュベーション時間が選択され、関連のある体積は結合部位にある試料の体積で
あり、インキュベーションは捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチの形成を可能にするプ
ロセスである、ステップ
を含む、方法。
【０４６４】
　いくつかの実施形態において、部位寸法に対する間隔の比は１／５未満であってもよい
。
【０４６５】
　Ｗ４．　試料の一部からの分析物を用いてプレートの結合部位上に捕捉剤－分析物－検
出剤サンドイッチを形成するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　前記第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部位を有し、前記第２のプレートは
、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、捕捉剤及び検出剤が、捕捉剤－標的分析物－
検出剤サンドイッチを形成するように試料中の標的分析物に結合し（結合可能であり）、
前記貯蔵部位が試料と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記
プレートの１つ又は２つがスペーサを含み、各スペーサがその対応するプレートに固定さ
れ、かつ所定の高さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、及び貯蔵部位が前記プレート
の間に位置し、結合部位及び貯蔵部位が関連のある体積の試料と接触し、関連のある体積
の試料の厚さが前記プレート及び前記スペーサにより調節され、前記厚さが、前記プレー
トが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、関連のある体積は、結合部位にある試料の
体積であり、かつ
　スペーサの高さが、閉鎖構成で関連のある体積の厚さを調節するように選択されて、結
合部位の平均直線寸法より顕著に小さい、装置。
【０４６６】
　７．３　拡散距離を減少させることにより結合部位上に捕捉剤－分析物－検出剤サンド
イッチを形成する時間を短縮するための方法（Ｗ、Ｘ）
　Ｗ５．　プレートの結合部位上に捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチを形成する時間
を短縮するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）捕捉剤及び検出剤を取得するステップであって、捕捉剤及び検出剤が、捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成するように標的分析物に結合する、ステップ、
　（ｃ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部
位を有し、第２のプレートは、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、試薬貯蔵部位が
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試料と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、２前記プレートの１
つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサが、その対応するプレートに固定され、か
つ所定の高さを有する、ステップ、
　（ｄ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、形態をである、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後、前記プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって
、閉鎖構成において、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、及び貯蔵部位
がするステップであってプレートの間に位置し、結合部位が貯蔵部位と重なり、結合部位
及び貯蔵部位は関連のある体積の試料と接触し、関連のある体積の試料の厚さがプレート
及びスペーサにより調節され、前記厚さが、前記プレートが開放構成にある時の試料の厚
さより薄く、それによって、試料厚さを減少させることにより、試料の厚さ方向に分析物
及び検出剤が拡散するための時間が減少し、関連のある体積は試料の全体積の少なくとも
一部である、ステップ
を含み、
　関連のある体積中の標的実体が結合部位に結合することを可能にする時間は、閉鎖構成
がない時間より短い、方法。
【０４６７】
　前記方法は、プレート間の試料を除去し、プレートが閉鎖構成又は開放構成にある時に
実行される洗浄ステップをさらに含む。
【０４６８】
　前記方法は、結合部位に固定化された捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチからシグナ
ルを読み取るステップをさらに含む。洗浄後に又はいかなる洗浄もなく読み取る。
【０４６９】
　上記又は下記のように、前記方法は、さらに多重化されてもよい。
【０４７０】
　Ｗ６．　プレートの結合部位上に捕捉剤－分析物－検出剤サンドイッチを形成する時間
を短縮するための装置であって
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　前記第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部位を有し、前記第２のプレートは
、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、捕捉剤及び検出剤が捕捉剤－標的分析物－検
出剤サンドイッチを形成するように試料中の標的分析物に結合し（結合可能であり）、前
記貯蔵部位が試料と接触すると検出剤は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プ
レートの１つ又は２つがスペーサを含み、各スペーサが、その対応するプレートに固定さ
れ、かつ所定の高さを有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、前記プレートが互いに対向し、スペーサ、結合部位、及び貯蔵部位が前記プレート
の間に位置し、結合部位が貯蔵部位と重なり、結合部位及び貯蔵部位が関連のある体積の
試料と接触し、関連のある体積の試料の厚さは前記プレート及び前記スペーサにより調節
され、前記厚さは、前記プレートが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、それによっ
て、試料の厚さ方向に分析物及び検出剤が垂直に拡散するための時間は、試料厚さを減少
させることによって短縮され、関連のある体積は試料の全体積の少なくとも一部である、
装置。
【０４７１】
　これらの実施形態において、前記方法は、捕捉剤とプレート上の反応基との化学反応に
より捕捉剤をプレートに接着させるステップを含んでもよい。別のプレートは、プレート
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が閉鎖した後、付着した捕捉剤と検出試薬が互いに対向するように、ある位置に乾燥した
１つの検出試薬を含んでもよい。次に、上記のように、前記方法は、標的分析物含有の試
料を装置と接触させ、かつプレートを閉鎖するステップを含んでもよい。検出剤は、試料
中に溶解して拡散する。標的分析物が溶液にあるため、標的分析物は捕捉剤によって結合
され、かつプレートの１つの表面に固定化される。検出試薬は、捕捉剤に結合する前又は
その後に標的分析物に結合することができる。場合によっては、前記方法は、捕捉剤に結
合していない全ての標的分析物、又は結合していない全ての検出試薬を除去する（例えば
、結合緩衝液中でプレートの表面を洗浄することによる）ステップを含んでもよく、検出
剤は、光学的に検出可能な標識と結合して、それにより標的分析物を検出する方法を提供
することができる。標的分析物に結合していない検出剤を任意に除去した後、プレートに
結合した検出剤から光信号（例えば、波長範囲が３００ｎｍ～１２００ｎｍの光）を読み
取るために、例えば、読み取りシステムを用いて、該システムを読み取ることができる。
さらに、上述したように、検出剤は、直接標識されてもよく（この場合、検出剤は、１つ
のプレートに付着する前に、発光標識と緊密に接続されてもよい）、或いは間接的に標識
されてもよい（すなわち、結合検出剤及び二次捕捉剤、例えば標識された二次抗体又は標
識された核酸により、二次捕捉剤が検出剤に特異的に結合されかつ発光標識に接続される
）。いくつかの実施態様において、前記方法は、遮断剤を含んでもよく、それにより捕捉
剤と非標的分析物との非特異的結合を防止する。標的分析物と他の試薬との特異的結合の
適切な条件は、適切な温度、時間、溶液ｐＨ値、周囲光強度、湿度、化学試薬濃度、抗原
－抗体比等を含み、これらはいずれも周知であるか、又は現在の開示から容易に得るもの
である。捕捉剤とその結合パートナー（分析物を含む）との間の分子相互作用の一般的な
方法は、当該技術分野において周知である（例えば、Ｈａｒｌｏｗら、抗体：Ａ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ、第１版（１９８８）Ｃｏｌｄ　ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂ
ｏｒ、Ｎ．Ｙ．、Ａｕｓｕｂｅｌら、Ｓｈｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、第３版、Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、１９９５参照）。上記及
び下記の方法は例示的なものであり、本明細書の方法は、アッセイを行う唯一の方法では
ない。
【０４７２】
　特定の実施形態において、タンパク質分析物（例えば、ＤＮＡ又はＲＮＡ結合タンパク
質）を捕捉するために、核酸捕捉剤を使用することができる。代替実施形態において、核
酸分析物を捕捉するために、タンパク質捕捉剤（例えば、ＤＮＡ又はＲＮＡ結合タンパク
質）を使用することができる。
【０４７３】
　試料は、細胞、組織又は体液からの臨床試料であってもよい。対象となる体液は、羊水
、房水、硝子体液、血液（例えば全血、分画血液、血漿、血清等）、母乳、脳脊髄液（Ｃ
ＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リ
ンパ液、粘液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、
唾液、皮脂（皮膚の油）、精液、喀痰、汗、滑液、涙液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液を含
むが、これらに限定されない。
【０４７４】
　本アッセイの１つの実施形態において、プレートを標的分析物（例えば標的タンパク質
）含有の試料と接触させ、その後にプレートを閉鎖する。試料は、特異的結合に適した全
ての必要な試薬（例えば、塩等）条件を含むか、又は含有するように修正される。捕捉剤
（例えば抗体）及び検出剤は、試料中の標的分析物に特異的に結合し、それにより標識さ
れた１つの分析物を検出することができる。
【０４７５】
　任意の実施形態のように、試料中の標的分析物の量を計測して、試料中の標的分析物の
量の定性的又は定量的計測を提供することができる。いくつかの実施形態において、シグ
ナルの大きさは、試料中の標的分析物の量の定量的計測を提供する。場合によっては、特
定の場合に既知の濃度であってもよい標準曲線（例えば、第２の分析物又はスパイクイン
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分析物の標準曲線）と評価を比較することができる。異なる密度（例えば、異なる濃度）
で捕捉剤を付着し、かつ各捕捉剤からシグナルを読み取ることにより、該比較を促進する
ことができる。
【０４７６】
８.　小体積の試料及び試薬の結合及び添加（Ｖ）
　多くの適用において、可能な限り少量の体積の試料又は試薬を使用することは非常に望
ましい。しかしながら、マイクロ流体チャネルデバイス（現在に、小さい試料を使用する
最も普及している装置）において、デバイスの入口から検査（検出）領域に流れる期間に
、大量の試料を浪費するため、検査位置の体積より大きい試料体積を必要とする。本発明
の一態様は、小体積の試料又は試薬をプレートに付着させ、その後に該体積を小さい厚さ
を有するが以前より大きい面積を有する薄膜に再成形することにより、検査中に使用され
る試料又は試薬の体積を顕著に減少させることである。このような再形成により、反応を
より迅速にする。
【０４７７】
８－１　試料を広げることによる、表面結合部位上での小体積の試料中の標的実体の結合
　Ｖ１．　試料中の標的実体を結合部位に結合するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートはその表面に結合部位を有し、前
記プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含む、ステップ、
　（ｂ）結合部位に結合される標的実体含有の試料を取得するステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成では、２つのプレートが部分的又は完全に離れ
ており、プレート間の間隔がスペーサにより調節されず、かつ付着した試料は結合部位の
領域も一部の領域も被覆しない、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、プレートが開放構成にある時に比べて結合部位と接触する試料の領域が
より大きく、かつ結合部位にある関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサに
より調節され、関連のある体積は試料の一部又は全体積である、ステップ
を含む、方法。
【０４７８】
　Ｖ２．試料中の標的実体を表面結合部位に結合するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　前記第１のプレートは、その表面に試料中の標的実体と結合する結合部位を有し、試料
が１つのみのプレートに付着する時のかつ別のプレートとの接触なしの、結合部位は、試
料接触領域より大きい領域を有し、
　プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着しかつ付着時に結合
部位の領域も一部の領域も被覆しない、開放構成であり、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサ及び試料がプレートの間に位置し、プレートが
開放構成にある時に比べ、試料が結合部位のより多くの領域と接触し、結合部位上の試料
の厚さがプレート及びスペーサにより調節される、装置。
【０４７９】
８－２　試料を広げることによる小体積の試料への試薬の添加
　Ｖ３．試料中の標的実体を結合部位に結合するための方法であって、
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　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、その表面に試料に添加される
試薬を含む貯蔵部位を有し、前記プレートの１つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペ
ーサがそのそれぞれのプレートに固定され、かつ所定の高さを有する、ステップ、
　（ｂ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成において、２つのプレートが部分的又は完全に
離れており、プレート間の間隔がスペーサにより調節されず、かつ付着時に試料が貯蔵部
位の領域と接触しないか又は一部の領域と接触する、ステップ、
　（ｃ）（ｂ）の後、プレートを閉鎖構成にして、前記試料を広げるステップであって、
閉鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレ
ートの間に位置し、プレートが開放構成にある時に比べ、試料が貯蔵部位のより多くの領
域と接触し、結合部位上の関連のある体積の試料の厚さをスペーサにより調節し、関連の
ある体積が貯蔵部位に位置する試料の一部である、ステップ
を含む、方法。
【０４８０】
　Ｖ４．　試料中の標的実体を結合部位に結合するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　前記第１のプレートは、その表面に試料に添加される試薬を含む貯蔵部位を有し、前記
プレートの１つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサがそのそれぞれのプレートで
固定され、かつ所定の高さを有し、
　プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの間に位
置し、プレートが開放構成にある時に比べ、試料が貯蔵部位のより多くの領域と接触し、
結合部位上の関連のある体積の試料の厚さをスペーサにより調節し、関連のある体積が貯
蔵部位に位置する試料の一部である、装置。
【０４８１】
　段落Ｖ１及びＶ２に記載の方法とＶ３及びＶ４に記載の装置において、場合によっては
、試料が少量で表面に湿潤性があるため、試料が結合部位領域又は貯蔵領域に付着しても
、付着した試料とプレートとの接触面積が結合部位又は貯蔵部位の面積より小さい。した
がって、広げ、特に正確に広げることが必要とされる。
【０４８２】
　試料の滴は複数の滴であってもよく、閉鎖構成では、滴が、最大の厚さより小さい厚さ
を有するフィルムに融合する。
【０４８３】
　本発明において、段落Ｖ１～Ｖ７に記載の方法及び段落Ｖ２～Ｖ８に記載の装置におい
て、１つのプレート又は複数のプレートに付着した試料の体積（「試料体積」）は、最大
０．００１ｐＬ（ピコリットル）、最大０．０１ｐＬ、最大０．１ｐＬ、最大１ｐＬ、最
大１０ｐＬ、最大１００ｐＬ、最大１ｎＬ（ナノリットル）、最大１０ｎＬ、最大１００
ｎＬ、最大１μＬ（マイクロリットル）、最大１０μＬ、最大１００μＬ、最大１ｍＬ（
ミリリットル）、最大１０ｍＬ、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０４８４】
９.　均一な試料厚さを用いた領域における試薬の均一な結合又は均一な添加（ＵＡＢ）
　アッセイ及び化学反応の場合、非常に大きい領域で薄い試料厚さを均一にすることが有
利である。これらの実施例は、試料の実体を表面結合部位に結合すること、試薬を試料中
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に添加すること、関連のある体積の試料を定量化すること、分析物を定量化すること等を
含む。
【０４８５】
　２つのプレートを用いて関連のある体積（一部又は全体積）の試料の厚さを低減して調
整する方法について、正確さ、均一性及び使いやすさは不可欠である。
【０４８６】
　本発明の１つの態様は、２つのプレートを用いて試料を圧縮することにより、関連のあ
る体積の試料の厚さを調節する方法及び／又は装置の精度、均一性又は使用しやすさを改
善することである。
【０４８７】
９．１　試料中の標的実体をプレートの結合部位中に均一に結合するための方法
　ＵＡＢ１．　プレートの結合部位中に均一に結合するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、その表面に標的実体に結合す
るように構成された結合部位を有し、前記プレートの１つ又は２つは、その対応するプレ
ートに固定化され、かつ所定の高さを有するスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、結合部位が関連のある体積と接触し、関連のある体積の試料の厚さがプ
レート及びスペーサにより調節され、該厚さがプレートが開放構成にある時の試料の最大
の厚さより薄く、結合部位でより均一である、ステップ
を含み、
　スペーサ及びプレートは、閉鎖構成での関連のある体積の試料の調節された厚さが開放
構成での調節された厚さより均一であるように構成され、該関連のある体積は、試料の体
積の一部又は体積全体である、方法。
【０４８８】
　それはさらに、結合部位の対応するプレートに、均一なサンドイッチを形成するための
貯蔵部位を有する。
【０４８９】
　ＵＡＢ２．　試料中の標的実体をプレートの結合部位中に均一に結合するための装置で
あって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　前記第１のプレートは、その表面に標的実体に結合するように構成された結合部位を有
し、前記プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定
の高さを有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサと関連のある体積の試料がプレートの間に位置
し、結合部位が関連のある体積と接触し、関連のある体積の試料の厚さをプレート及びス
ペーサにより調節し、プレートが開放構成にある時、該厚さが試料の最大の厚さより薄く
かつ結合部位でより均一であり、
　スペーサ及びプレートは、閉鎖構成での関連のある体積の試料の調節された厚さが開放
構成での調節された厚さより均一であるように構成され、該関連のある体積は、試料の体
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積の一部又は体積全体である、装置。
【０４９０】
９．２　プレート上の試薬を試料中に均一に添加するための方法
　ＵＡＢ３．　試薬を関連のある体積の試料中に均一に添加するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、その表面に試料に添加される
試薬を含む貯蔵部位を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレ
ートの１つ又は２つがスペーサを含み、かつ各スペーサがそのそれぞれのプレートで固定
され、かつ所定の高さを有る、ステップ、
　（ｂ）試料を取得するステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップ、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりかつ
プレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、貯蔵部位が関連のある体積と接触し、関連のある体積の試料の厚さをプ
レート及びスペーサにより調節し、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大
の厚さより薄い、ステップ、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、ステップ
を含む、方法。
【０４９１】
　ＵＡＢ４．　試薬を関連のある体積の試料中に均一に添加するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　前記第１のプレートは、その表面に関連のある体積の試料に添加される試薬の貯蔵部位
を有し、該試薬が試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１つ又は２つ
がスペーサを含み、かつ各スペーサがその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有し、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサと関連のある体積の試料がプレートの間に位置
し、貯蔵部位が関連のある体積と接触し、関連のある体積の試料の厚さをプレート及びス
ペーサにより調節し、該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄
く、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、装置。
【０４９２】
９．３　結合部位上で捕捉－分析物－検出サンドイッチを均一に形成するための方法
　ＵＡＢ５．　プレートの接合部位上で捕捉－分析物－検出サンドイッチを均一に形成す
るための方法であって
　（ａ）標的分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）標的分析物に結合（可能）して捕捉剤－標的分析物－検出剤サンドイッチを形成
する捕捉剤及び検出剤を取得するステップ、
　（ｃ）異なる構成にするように互いに相対的に移動可能な第１のプレート及び第２のプ
レートを取得するステップであって、前記第１のプレートは、捕捉剤が固定された結合部
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位を有し、第２のプレートは、検出剤を貯蔵するための貯蔵部位を有し、貯蔵部位が試料
と接触すると試薬は試料中に溶解できかつ試料中に拡散でき、前記プレートの１つ又は２
つがスペーサを含み、かつ各スペーサがその対応するプレートに固定され、かつ所定の高
さを有する、ステップ、
　（ｄ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、
該厚さがプレートが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、試料が結合部位及び貯蔵部
位と接触し、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、ステップ
を含む、方法。
【０４９３】
　ＵＡＢ６．　プレートの接合部位上で捕捉－分析物－検出サンドイッチを均一に形成す
るための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　第１のプレートは、捕捉剤が固定化された結合部位を有し、該捕捉剤が試料内の標的分
析物と結合することができ、
　第２のプレートは、（ａ）貯蔵部位が試料と接触すると試料中に溶解して試料中に拡散
すること、（ｂ）標的分析物と結合し、かつ捕捉剤－標的分析物－検出剤サンドイッチを
形成することを可能にする検出剤を貯蔵する貯蔵部位を有し、
　プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサと関連のある試料の体積がプレートの間に位置
し、関連のある体積の試料の厚さをプレート及びスペーサにより調節し、該厚さが、プレ
ートが開放構成にある時の試料の厚さより薄く、試料が結合部位及び貯蔵部位と接触し、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、装置。
【０４９４】
９．４　２つのプレートの間の関連のある体積の試料の厚さを均一に調節すること
　ＵＡＢ７．　関連のある体積の試料の厚さを調節するための方法であって、
　（ａ）試料を取得するステップであって、関連のある体積の試料の厚さが調節されるス
テップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップ、前記プレートの１つ又は２つは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、それぞ
れのプレートに固定されたスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
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鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
トの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、
該厚さが、プレートが開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄い、ステップ、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、ステップ
を含む、方法。
【０４９５】
　ＵＡＢ８．　関連のある体積の試料の厚さを調節するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　前記１つ又は２つのプレートは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、それぞれの
プレートに固定されるスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサと関連のある体積の試料がプレートの間に位置
し、関連のある体積の試料の厚さをプレート及びスペーサにより調節し、該厚さが、プレ
ートが開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄く、
　スペーサ及びプレートは、プレート開放構成の時に比べ、プレート閉鎖構成にある関連
のある体積の領域にわたってより均一である関連のある体積の試料の厚さより均一である
ように構成され、該関連のある体積は、試料の体積の一部又は体積全体である、装置。
【０４９６】
　段落Ｕ１～Ｕ８に記載の方法及び装置において、関連のある体積の試料の厚さを均一化
するスペーサ及びプレートの構成に、本開示に記載の実施形態を有する。
【０４９７】
　試料厚さ均一性　Ｕ１～Ｕ８の段落の方法及び装置において、関連のある体積の試料の
厚さの均一性とは、閉鎖構成における試料の厚さが、最大０．００１％、最大０．０１％
、最大０．０５％、最大０．１％、最大０．５％、最大１％、最大２％、最大５％、最大
１０％、最大２０％、最大３０％、最大５０％、最大７５％、最大９０％、１００％未満
、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲の相対的な変動を有することである。
【０４９８】
　段落Ｕ１～Ｕ８の方法及び装置の好ましい実施形態において、関連のある体積の試料の
厚さの均一性とは、閉鎖構成における試料の厚さが、最大０．１％、最大０．５％、最大
１％、最大２％、最大５％、最大１０％、最大２０％、最大３０％、最大５０％、又はこ
れらの値のいずれか２つの間の範囲の相対的な変動を有することである。
【０４９９】
　飽和インキュベーション時間の短縮に対して非常に重要な別のバラメータは、試料厚さ
の均一性である。結合部位にわたって厚さが大きい変動を有すると、飽和インキュベーシ
ョン時間は結合部位の位置によって異なり、より長い飽和インキュベーション時間を促成
し、結合部位における全ての位置が飽和に達成することを確保する。
【０５００】
１０.　増幅表面
　ＰｏＣ診断及び小さい試料体積を使用するいずれかのアッセイに対して、従来の主要障
害の１つは、低い感度である。アッセイの信号を増強することが望ましい。本発明の１つ
の態様は、結合部位をシグナル増幅表面（ＳＡＳ）に載置して、信号を増幅することによ
り、高い感度を達成する装置及び方法に関する。信号増幅表面は、シグナル増幅層（ＳＡ
Ｌ）とも呼ばれる。
【０５０１】
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　ＳＡＬの一般構造は、局所表面電界及び勾配及び光信号を増幅するナノスケール金属－
誘電体／半導体－金属構造を含む。増幅は、金属構造の鋭い（すなわち曲率が大きい）エ
ッジを有する位置及び２つの金属構造の小さな隙間の間で高い。最も高い増幅領域は、鋭
いエッジと小さな隙間を有する領域である。さらに、全ての金属及び非金属マイクロ／ナ
ノ構造の寸法は、一般的にはＳＡＬが増幅する光の波長（すなわち、サブ波長）より小さ
い。
【０５０２】
　いくつかの実施形態において、ＳＡＬ層は、できるだけ多くの金属の鋭いエッジ及び小
さな隙間を有する。これは、ナノ構造の間の隙間が小さい金属ナノ構造の密集したグルー
プを有することが必要である。ＳＡＬ構造は、いくつかの異なる層を含んでもよい。さら
に、ＳＡＬ層自体は、様々な目的のために参照文献として本明細書に組み込まれる２０１
３年３月１５日に出願された米国特許仮出願第６１／８０１４２４号、２０１４年３月１
５日に出願されたＰＣＴ出願ＷＯ２０１４１９７０９６、並びに様々な目的のために本明
細書に参照文献として組み込まれるＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２８４１７（Ｃｈｏｕら、
「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｂｙ　Ｔａｒｇｅｔ
ｅｄ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ，Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ，
　ａｎｄ　Ｐｉｘｅｌａｔｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」）に記載
されているように、鋭いエッジ及び小さな隙間のない金属材料の部分をさらに覆うことが
できるプロセスにより、さらに改善することができる。
【０５０３】
　信号増幅表面の１つの特定の実施形態は、前記金属ドット構造、前記金属ディスク及び
／又は前記金属バックプレーンの少なくとも一部少なくとも一部と、任意に分析物に特異
的に結合する捕捉剤とを覆う分子接着層を含むＤ２ＰＡアレイ（ディスク・カップルド・
ドット・オン・ピラー・アンテナアレイ）であり、該捕捉剤がＤ２ＰＡアレイに結合する
。前記分析物が捕捉剤に結合する時、ナノセンサは、分析物からの光信号を増幅すること
ができる。いくつかの実施形態において、ＳＡＬの１つ、いくつか又は全ての臨界金属及
び誘電体成分の寸法は、検知中の光の波長より小さい。ディスク・カップルド・ドット・
オン・ピラー・アンテナアレイの物理的構造の詳細、それらの製造方法、捕捉剤をディス
ク・カップルド・ドット・オン・ピラー・アンテナアレイに結合する方法、及びディスク
・カップルド・ドット・オン・ピラー・アンテナアレイを用いて分析物を検出する方法は
、様々な目的のために参照文献として本明細書に組み込まれるＷＯ２０１２０２４００６
、ＷＯ２０１３１５４７７０、Ｌｉら（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　２０１１　１９
、３９２５－３９３６），Ｚｈａｎｇら（Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　２０１２　２
３：２２５－３０１），Ｚｈｏｕら（Ａｎａｌ．Ｃｈｅｎ．２０１４　８４：４４８９）
を含む様々出版物に記載されている。
【０５０４】
１０．１　関連のある体積の試料中の標的実体をアッセイする信号の増幅
　Ｍ１．　関連のある体積の試料中の標的実体をアッセイする信号を増幅するための方法
であって、
　（ａ）標的実体を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、１つのプレートは、その表面に、標的実体に結合するようにかつ信号増幅
表面上又は付近にある光信号を増幅するように構成された信号増幅表面を含む１つの結合
部位を含み、前記プレートの１つ又は２つはスペーサを含み、各スペーサが、その対応す
るプレート上にあり、かつ所定の高さを有する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが離れておりかつプレート
間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレー
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トの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さをプレート及びスペーサにより調節し、ス
ペーサは、プレートが開放構成にある時のスペーサより薄く、関連のある体積の試料が結
合部位と接触する、ステップ、並びに
　（ｅ）（ｅ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に、一定の時間培養して、関連のある
体積の試料中の標的実体が結合部位に結合することを可能にする一定の時間でインキュベ
ートするステップであって、
　関連のある体積は、プレートが閉鎖構成にある時に試料が結合部位と接触する部分であ
る、ステップ
を含む、方法。
【０５０５】
　Ｍ２．　関連のある体積の試料中の標的実体をアッセイする信号を増幅するための装置
であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　第１のプレートは、その表面に、（ｉ）試料内の標的実体に結合するように、及び（ｉ
ｉ）信号増幅表面上又は付近にある光信号を増幅するように構成された信号増幅表面を含
む、１つの結合部位を含み、
　プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに位置し、かつ所定の高さを
有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサと関連のある体積の試料がプレートの間に位置
し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、該厚さはプレ
ートが開放構成にある時の厚さより薄く、
　関連のある体積は、プレートが閉鎖構成にある時に試料が結合部位と接触する部分であ
る、装置。
【０５０６】
　いくつかの実施形態において、信号増幅表面は、金属－誘電体ナノ構造、金属－半導体
ナノ構造及びディスク・カップルド・ドット・オン・ピラー・アンテナアレイのうちの少
なくとも１つを含む。
【０５０７】
　いくつかの実施形態において、信号増幅表面は、金属層を含む。
【０５０８】
１１　アッセイ中の迅速な結合における試薬体積の節約（Ｓ）
　試薬中の実体を表面上の結合部位に結合する（例えば、捕捉剤でプレートをコーティン
グするか又は生体試料表面を染色する）場合には、短いインキュベーション時間を有する
ことが望ましい。短いインキュベーション時間を取得する１つの方法は、試薬中の実体濃
度を大幅に増加させることである。しかしながら、このような方法は、短いインキュベー
ション時間に、結合部位に近い試薬中の実体のほんの一部のみが結合部位に達して結合で
き、残りが実体から遠すぎて結合部位に拡散して結合できず、無用で無駄になるので、実
体を無駄にして、したがってコストがかかる。一般的な溶液中の一般的な試薬の典型的な
拡散定数について、典型的な拡散長さは、１ｓ（秒）、１０ｓ、及び１００ｓのインキュ
ベーション時間では、それぞれ約１０μｍ、３３μｍ、及び１００μｍである。典型的な
表面上の液滴の典型的な厚さは、２．５ｍｍであり、上記拡散長さより少なくても２５倍
厚く、インキュベーション時間が１００ｓ以下であれば、顕著な無駄（コストがかかる）
をもたらす。本発明の１つの態様は、試薬の液滴を広い領域に非常に薄く（自然な滴下よ
りも薄い）広げ、試薬を節約してコストを低減することである。
【０５０９】
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１１－１　試薬を広げることにより表面結合部位に結合する標的実体を試薬中に含む試薬
を節約するための方法（体積が自然接触領域より小さい結合部位を有する）
　Ｓ１．　表面結合部位に結合する標的実体を含む試薬を節約するための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、前記第１のプレートはその表面に結合部位を有し、前
記プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含む、ステップ、
　（ｂ）試薬を取得するステップであって、前記試薬は、（ｉ）結合部位に結合可能な標
的実体を含み、（ｉｉ）他のプレートと接触なしの、結合部位に付着した試薬の接触領域
が、結合部位の領域よりも小さいような、体積及び湿潤特性を有する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして、前記試料を広げるステップであって、
閉鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び試料がプレートの間に位置し
、プレートが開放構成にある時に比べて結合部位と接触する試料の領域がより大きく、か
つ結合部位にある試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、厚さはプレートが
開放構成にある時の厚さより薄い、ステップ
を含む、方法。
【０５１０】
　段落Ｓ１に記載の方法において、それは、（ｄ）の後、プレートが閉鎖構成にある間に
、試料を一定の時間インキュベートしかつインキュベーションを停止させるステップをさ
らに含み、インキュベーション時間はプレートが閉鎖構成にある時に標的実体が最大試料
厚さ全体に拡散するための時間にほぼ等しく、かつインキュベーションは実体と結合部位
との結合を可能にするプロセスである。
【０５１１】
　Ｓ２．　表面結合部位に結合する標的実体を含む試薬を節約するための装置であって、
　異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを
含み、
　第１のプレートはその表面に試薬中の標的実体と結合する結合部位を有し、別のプレー
トと接触なしの、試薬が１つのみのプレートに付着する時の結合部位は、試薬接触領域よ
り大きい面積を有し、
　プレートの１つ又は２つは、各々がその対応するプレートに固定され、かつ所定の高さ
を有するスペーサを含み、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が前記プレートの１つ又は２つに付着する、開放構成であ
り、
　別の構成は、試薬が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成にお
いて、プレートが互いに対向し、スペーサ及び試薬がプレートの間に位置し、プレートが
開放構成にある時に比べ、試料が結合部位のより多くの領域と接触し、結合部位上の試薬
の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、該厚さはプレートが開放構成にある時の
厚さより薄い、装置。
【０５１２】
１２.　体積及び／又は濃度の検出及び／又は定量化（Ｑ）
　試料の関連のある体積の定量化及び／又は制御は、試料中の化学化合物（分析物、実体
、試薬等を含む）の濃度の定量化及び／又は制御に有用である。
【０５１３】
　試料体積の定量化のための一般的な方法は、計量ピペット（例えば、エッペンドルフの
「リサーチプラスピペット、調節可能、０．５－１０μＬ」、ＳＫＵ　＃３１２００００
０２０）、又は幾何構造の使用を含む。ＰｏＣ（ポイント・オブ・ケア）又は家庭用の場
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合、このような計量装置は、使用しにくく及び／又は高価である。試料体積及び／又は濃
度の定量化及び／又は制御のためのより簡単で安価な方法及び装置が必要とされる。
【０５１４】
　本発明の１つの態様は、計量ピペット及び／又は固定マイクロ流体流路を使用せずにプ
レート上に付着した試料の関連のある体積を定量化し及び／又は制御する方法、装置、及
びシステムに関する。試料体積の一部又は全体であってもよい関連のある体積は、試料中
の標的分析物及び／又は実体の濃度の定量化及び／又は制御に関連する。本発明の方法、
装置、及びシステムは、使いやすく、コストが低い。
【０５１５】
１２．１　試料の関連のある体積を定量化するための方法
　Ｑ１．　試料の関連のある体積を定量化する方法であって、
　（ａ）試料の関連のある体積が定量化される試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、前記プレートの１つ又は２つは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し
、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、２つのプレートの１つ又は２つに試
料を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れ
ておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、並
びに
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして、前記試料を広げるステップであって、
閉鎖構成において、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレ
ートの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され
、該厚さがプレートが開放構成にある時の試料の最大の厚さより薄く、少なくとも１つの
スペーサが試料内に位置する、ステップ、
　（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、試料の関連のある体積を定量化するステップで
あって、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステップ
を含む、方法。
【０５１６】
　Ｑ２．　いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積を定量化するための方法
は、
　（ａ）第１のプレート及び第２のプレートを取得するステップ、
　（ｂ）２つのプレートの間に定量化される試料を製造するステップ、
　（ｃ）２つのプレートを圧縮して試料の厚さを減少させることにより試料の形状を変形
させるステップ、
　（ｄ）プレート間に試料を横方向に広げるステップ、
　プレートが閉鎖構成にある間に、試料の関連のある体積を定量化するステップであって
、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステップ
を含む。
【０５１７】
１２．２　試料中の関連のある体積を定量化するためのプレート
　Ｑ３．試料中の関連のある体積を定量化するためのプレートであって、
　その表面に、（ｉ）所定のスペーサ間の距離及び高さを有し、表面に固定されたスペー
サと、（ｉｉ）試料と定量化される関連のある体積を有する試料と接触させるための試料
接触領域とを含み、少なくとも１つのスペーサは、試料接触領域の内部にあるプレートを
含む、プレート。
【０５１８】
１２．３　試料中の関連のある体積を定量化するための装置
　Ｑ４．　試料中の関連のある体積を定量化するための装置であって、
　第１のプレート及び第２のプレートを含み、それは、（ａ）異なる構成になるように互
いに対して移動可能であり、（ｂ）それぞれ、定量化される関連のある体積を有する試料
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と接触させるための試料接触領域を有し、
　１つ又は２つのプレートは、その表面にスペーサを含み、前記スペーサは、所定のスペ
ーサ間の距離及び高さを有し、それぞれのプレートに固定され、
　１つの構成は、２つのプレートが離れておりプレート間の間隔がスペーサにより調節さ
れずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
　他の構成は、試料が開放構成において付着した後に構成される、閉鎖構成であり、閉鎖
構成において、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料はプレート
の間に位置し、関連のある体積の試料の厚さは、プレート及びスペーサにより調節され、
かつプレートが開放構成にある時に比べて小さく、少なくとも１つのスペーサは、試料内
部にあり、
　試料の関連のある体積は、閉鎖構成で定量化され、関連のある体積は、試料の体積全体
の少なくとも一部である、装置。
【０５１９】
１２－５．試料の関連のある体積の計測
　ＭＳ１．　本発明において、プレートが閉鎖構成にある間の試料の関連のある体積の定
量化は、以下の５つの実施形態のそれぞれを含むが、それらに限定されない：
　（ａ）機械、光学、電気、又はそれらの任意の組み合わせの方法により、試料の関連の
ある体積を計測すること、
　（ｂ）機械、光学、電気、又はそれらの任意の組み合わせの方法から選択される方法を
使用して、試料の関連のある体積に関連した１つ以上のパラメータを独立して計測するこ
と、
　（ｃ）試料の関連のある体積に関連した所定の１つ以上のパラメータ（すなわち、プレ
ートが閉鎖構成にある前に決定された試料のパラメータ）を使用すること、
　（ｄ）（ｉ）プレートが閉鎖構成にある時、関連のある体積に関連した１つ以上のパラ
メータを計測し、（ｉｉ）プレートが閉鎖構成にある前に、関連のある体積に関連した他
のパラメータを予め決定することにより、試料の関連のある体積を決定すること、
　（ｅ）非試料体積を決定すること、
　（ｆ）以上の（すなわち、ａ、ｂ及びｃ）の任意の組み合わせ。
【０５２０】
　段落ＭＳ１の方法において、機械方法は、スペーサ（すなわち、基板の内面とカバープ
レートとの間の間隔を所定の値に調節する機械装置）、機械プローブ又は定規、音波（例
えば、間隔を計測するための超音波の反射及び／又は干渉）、又はそれらの任意の組み合
わせの使用を含むが、それらに限定されない。
【０５２１】
　段落ＭＳ１の方法において、光干渉、光学撮像（例えば、試料の２Ｄ（２次元）／３Ｄ
（３次元）画像を撮る）、複数回の光学撮像（異なる視野角、異なる波長、異なる位相及
び／又は異なる偏光による）、画像処理、又はそれらの任意の組み合わせの使用を含むが
、それらに限定されない。
【０５２２】
　電気方法は、容量、抵抗、もしくはインピーダンスの計測、又はそれらの任意の組み合
わせを含むが、それらに限定されない。
【０５２３】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料厚さの計測は、２つの
プレートの内面の間の間隔を計測することである。
【０５２４】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積に関
連した所定の１つ以上のパラメータの試料を使用し、所定のパラメータは、プレートが閉
鎖構成にある時にスペーサにより調節された所定の試料厚さである。
【０５２５】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積に関
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連した所定の１つ以上のパラメータの試料を使用し、所定のパラメータは、所定のスペー
サの高さである。
【０５２６】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積に関
連したパラメータは、閉鎖構成でのパラメータであり、それは、（ｉ）（ＣＲＯＦ内）第
１のプレートの内面と第２のプレートの内面との間の間隔、（ｉｉ）試料厚さ、（ｉｉｉ
）試料領域の全体又は関連のある部分、（ｉｖ）試料体積の全体もしくは関の連部分、又
は（ｖ）それらの任意の組み合わせを含むが、それらに限定されない。
【０５２７】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料体積又は関連のある試
料体積の定量化は、（ｉ）試料厚さと試料面積全体とを乗算し、試料体積全体を取得する
ステップ、（ｉｉ）試料厚さと関連のある試料面積とを乗算し、関連のある試料体積を取
得するステップ、又は（ｉｉｉ）関連のある試料厚さと全体もしくは関連のある試料面積
とを乗算し、関連のある試料体積を取得するステップを含む。
【０５２８】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、計測は、関連のある体積の
３Ｄ（３次元）画像を撮ることである。
【０５２９】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積の定
量化は、関連のある体積の試料の側面積を計測し、その後にそれと関連のある体積の厚さ
を使用して、関連のある体積の試料の体積を決定することにより実行され、関連のある体
積の厚さは、スペーサの情報から決定され、スペーサの情報は、スペーサの高さを含む。
【０５３０】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積の定
量化は、関連のある体積の試料及びスペーサの側面積をともに計測し、その後にそれと関
連のある体積の厚さ及びスペーサの体積を使用して、関連のある体積の試料の体積を決定
することにより実行され、関連のある体積の厚さは、スペーサの情報から決定される。
【０５３１】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積の定
量化は、関連のある体積の試料の側面積及び厚さを計測することにより実行される。
【０５３２】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積の定
量化は、関連のある体積の試料の体積を光学に計測することにより実行される。
【０５３３】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、スケールマークは、プレー
トが閉鎖構成にある間の関連のある試料の体積の定量化を補助するために使用され、スケ
ールマーカーのいくつかの実施形態において、それらの使用及び計測等は、セクション２
に記載される。
【０５３４】
　段落ＭＳ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の関連のある体積の定
量化は、非試料体積を引くステップを含み、いくつかの実施形態において、非試料体積は
本発明に記載された実施形態により決定される。
【０５３５】
１２－４．　関連のある体積の試料における分析物の濃度を定量化するための方法
　Ｑ５．　関連のある体積の試料における分析物を定量化するための方法であって、
　（ａ）段落Ｑ１の方法におけるステップを実行するステップ、及び
　（ｂ）ステップ（ａ）の後、関連のある体積からの分析物に関連した信号を計測するス
テップであって、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステッ
プ
を含む、方法。
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【０５３６】
　Ｑ６．　関連のある体積の試料における分析物を定量化するための方法であって、
　（ａ）段落Ｑ２の方法におけるステップを実行するステップ、及び
　（ｂ）ステップ（ａ）の後、関連のある体積からの分析物に関連した信号を計測するス
テップであって、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステッ
プ
を含む、方法。
【０５３７】
　段落Ｑ５～６のいずれかの方法において、いくつかの実施形態において、さらに、関連
のある体積の体積に基づいて、関連のある体積の試料からの分析物に関連した信号を分割
することにより、分析物濃度を計算するステップを含む。
【０５３８】
　段落Ｑ５～６のいずれかの方法において、１つ又は２つのプレートは、さらに、結合部
位、貯蔵部位、又は両方を含む。
【０５３９】
　段落Ｑ５～６のいずれかの方法において、いくつかの実施形態において、分析物に関連
した信号は、直接的に分析物からの又は分析物に付けられた標識からの信号である。
【０５４０】
　Ｑ７．　関連のある体積の試料における分析物を定量化するための方法であて、
　（ａ）１つ又は２つのプレートは結合部位を含むことを特徴とする段落Ｑ１の方法にお
けるステップを実行するステップ、及び
　（ｂ）ステップ（ａ）の後、関連のある体積からの分析物に関連した信号を計測するス
テップであって、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステッ
プ
を含む、方法。
【０５４１】
　Ｑ８．　関連のある体積の試料における分析物を定量化するための方法であって、
　（ａ）１つ又は２つのプレートは結合部位を含むことを特徴とする段落Ｑ２の方法にお
けるステップを実行するステップ、及び
　（ｂ）ステップ（ａ）の後、関連のある体積からの分析物に関連した信号を計測するス
テップであって、前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、ステッ
プ
を含む、方法。
【０５４２】
　段落Ｑ７～８のいずれかの方法において、いくつかの実施形態において、分析物に関連
した信号は、直接的に結合部位に結合した分析物からの信号又は結合部位に結合した分析
物に付けられた標識からの信号である。
【０５４３】
１２．５　試料中の関連のある体積における分析物濃度を定量化するのに使用するための
プレート
　Ｑ９．試料中の関連のある体積における分析物濃度を定量化するのに使用するためのプ
レートであって、
　その表面に、（ｉ）所定のスペーサ間の距離及び高さを有するスペーサと、（ｉｉ）定
量化される関連のある体積における分析物濃度を有する試料と接触させるための試料接触
領域とを含み、少なくとも１つのスペーサは、試料接触領域の内部にあるプレートを含む
、プレート。
【０５４４】
１２．６　試料中の関連のある体積における分析物濃度を定量化するのに使用するための
装置
　試料中の標的分析物及び／又は実体の数が定量化され、かつ試料の関連のある体積も定
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量化されると、試料中の標的分析物及び／又は実体の濃度を定量化又は制御することがで
きる。
【０５４５】
　Ｑ１０．　試料中の関連のある体積における分析物濃度を定量化するための装置であっ
て、
　第１のプレート及び第２のプレートを含み、第１のプレート及び第２のプレートは、（
ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、（ｂ）それぞれが、定量化さ
れる関連のある体積における分析物濃度を有する試料と接触させるための試料接触領域を
有し、１つ又は２つのプレートは、その表面に、所定のスペーサ間の距離及び高さを有す
るスペーサを含み、各スペーサはそれぞれのプレートに固定され、
　１つの構成は、２つのプレートが離れておりプレート間の間隔がスペーサにより調節さ
れずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
　他の構成は、試料が開放構成において付着した後に構成される、閉鎖構成であり、閉鎖
構成において、プレートは互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料はプレート
の間に位置し、関連のある体積の試料の厚さは、プレート及びスペーサにより調節され、
かつプレートが開放構成にある時に比べて小さく、少なくとも１つのスペーサは、試料内
部にあり、かつ
　試料の関連のある体積における分析物濃度は、閉鎖構成で定量化され、関連のある体積
は、試料の体積全体の少なくとも一部である、装置。
【０５４６】
　段落Ｑ９及びＱ１０のいずれかの装置において、プレートは、さらに、結合部位又は貯
蔵部位又は両方を含む。結合部位の１つの実施形態は、試料中の分析物に結合した結合部
位である。
【０５４７】
　段落Ｑ９及びＱ１０のいずれの装置において、スケールマークは、プレートは、さらに
、１つ以上のスケールマーカーを含み、スケールマーカーのいくつかの実施形態は、セク
ション２に記載される。
【０５４８】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測装置は、撮像装置及びカメラのうちの少なくとも１つを含む。
【０５４９】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測装置は、関連のある体積の試料の横方向領域を撮像するように構成される。
【０５５０】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測装置は、関連のある体積の試料の横方向領域を照らすための光源を含む。
【０５５１】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、濃
度を計算するステップは、関連のある試料体積で、総標的分析物又は実体を割ることであ
る。
【０５５２】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測信号は、光学撮像装置を用いて、標的分析物又は実体を計数する。例えば、計測は、光
学顕微鏡を用いて、血液試料中の血液細胞（赤血球、白血球、血小板）を計測することで
あってもよい。
【０５５３】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、試
料中の標的分析物又は実体の数の計測は、表面の標的分析物又は実体を捕捉する表面固定
化アッセイの実施形態であってもよい。
【０５５４】
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　試料の体積を定量化するか又は試料中の分析物を検出／定量化するための装置は、段落
Ｑ１～１０のいずれかの装置、（１）光学撮像装置、及び／又は（２）光源及び光学撮像
装置等を含む。光学撮像装置は、フォトセンサ、光学レンズ、フィルタ、偏光子、波長板
、ビームスプリッタ、機械マウント、又はそれらの任意の組み合わせを含む。
【０５５５】
　いくつかの実施形態において、関連のある試料面積又は体積の計測は、（ｉ）第１のプ
レート、カバープレート、それらの間、又はそれらの任意の組み合わせにマーカーを有す
ること、（ｉｉ）光学撮像し（例えば、試料の２Ｄ（２次元）／３Ｄ（３次元）画像を撮
像する）、該撮像を、異なる視野角、異なる波長、異なる位相、及び／又は異なる偏光で
複数回行うこと、並びに（ｉｉｉ）メーカー及び試料画像に基づいて画像を処理すること
を含む。関連とは、標的分析物濃度の決定に関連することを意味する。
【０５５６】
　走査　いくつかの実施形態において、試料からの信号の読み取りは、走査方法を使用し
、ここで、リーダ（例えば、光検出器又はカメラ）は、試料（又はプレート）の一部を読
み取り、その後に試料（又はプレート）の他の部分に移動し、このようなプロセスは、試
料（又はプレート）の特定の予め指定された部分が読み取られたまで行われる。試料への
走査と読み取りは、試料（又はプレート）のすべての部分又は試料（又はプレート）の一
部をカバーする。いくつかの実施形態において、走査と読み取りは、試料（又はプレート
）を指示する位置マーカーにより、補助される。位置マーカーの一例は、固定された周期
及び位置を有する周期的スペーサであり、又は試料又はプレートの位置を指示する所定の
位置及びサイズも有する関連のある領域用のマーカーである。
【０５５７】
１３　分析物及びその他への検出及び定量化（Ｄ）
　特定の実施形態において、分析物に関連した信号を計測することにより、分析物を検出
及び／又は定量化（すなわち、アッセイ）し、該信号は、光学信号、電気信号、机械信号
、化学－物理的信号、又はそれらの任意の組み合わせである。いくつかの実施形態におい
て、ＣＲＯＦ装置内の２つのプレートが互いに接近した場合、分析物アッセイを実行する
。いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦ装置内の２つのプレートが互いに離れている時
に、分析物アッセイを実行する。
【０５５８】
　光学信号は、光反射、散乱、透過、吸収、スペクトル、色、発光、強度、波長、位置、
偏光、冷光、蛍光、電子発光、化学発光、電気化学発光、又はそれらの任意の組み合わせ
を含むが、それらに限定されない。光学信号は、光学画像（すなわち、光信号と試料又は
装置の位置）又は所定の面積又は体積からのすべての光子の総数の形態である。光の好ま
しい波長は、４００ｎｍ～１１００ｎｍの範囲、５０ｎｍ～４００ｎｍの範囲、１ｎｍ～
５０ｎｍの範囲、又は１１００ｎｍ～３００００ｎｍの範囲内にある。他の好ましい波長
は、テラヘルツである。
【０５５９】
　電気信号は、電荷、電流、インピーダンス、容量、抵抗、又はそれらの任意の組み合わ
せを含むが、それらに限定されない。機械信号は、機械波、音波、衝撃波、又は振動を含
むが、それらに限定されない。化学－物理的信号は、反応において生成されたＰＨ値、イ
オン、熱、気泡、色変化を含むが、それらに限定されない。
【０５６０】
　例えば、標識はビーズであり、かつ標識が、分析物特異的結合プロセス（すなわち、検
出剤を用いてビーズを分析物に結合すること、捕捉剤を用いて分析物及びビーズを捕捉す
ること、捕捉剤を用いて分析物を結合して、次に検出剤を用いてビーズを付けること、又
は他の手段）により、標識に付けられる。その後に計測を用いて、分析物に付けられた各
ビーズを識別し、それらを計数する。
【０５６１】
　いくつかの実施形態において、各分析物又はビーズを、光学手段（例えば、（ｉ）光学
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標識及び標識の読み取り、（ｉｉ）表面プラズモン共鳴、（ｉｉｉ）光学干渉、（ｉｖ）
電気方法（例えば、容量、抵抗、インピーダンス等）又は他の手段により、検知し、計数
する。センサは、第１のプレート及び／又は第２のプレートの表面に位置することができ
る。
【０５６２】
　特定の実施形態は、（ａ）表面固定化アッセイ、（ｂ）バルクアッセイ（例えば、血球
計数）及び（ｃ）他のもので分析物濃度を決定することを含む。いくつかの実施形態にお
いて、試料体積、関連のある体積の試料又は濃度についての方法は、スマートフォンを使
用する。
【０５６３】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、信
号計測は、試料中の分析物の数を計測するか、又は試料中の分析物に付けられた標識の数
を計測することである。段落Ｑ５の他の実施形態において、「計測信号」は、（ａ）各分
析物又は各分析物に付けられた各標識を識別し、（ｂ）その数を計数する。
【０５６４】
　いくつかの実施形態において、電極が第１の及び第２のプレートの１つ又は両方に置か
れた場合（これはＣＲＯＦを使用するいずれかの方法及び装置に適用される）、分析物検
出は、電気方法である。電極は、試料の電荷、電流、容量、インピーダンスもしくは抵抗
、又はそれらの任意の組み合わせを計測する。電極は、試料中の電解質を計測する。電極
は、スペーサの厚み以下の厚みを有する。いくつかの実施形態において、電極は、スペー
サの一部として機能する。電極は、様々な導電性材料により製造される。好ましい電極材
料は、金、銀、アルミニウム、銅、白金、カーボンナノチューブ、又はそれらの任意の組
み合わせである。
【０５６５】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測は、カメラ又は光検出器である装置と、計測を行うように構成されたプロセッサとを使
用する。
【０５６６】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、濃
度決定装置は、計測値（体積、面積、厚さ、分析物の数、強度）に基づいて濃度を決定す
るように構成されたプロセッサを含む。
【０５６７】
　段落Ｑ１～１０のいずれかの方法又は装置において、いくつかの実施形態において、計
測された側面積、厚さ、及び標的分子の数に基づいて、関連のある体積における標的分析
物の濃度を決定するように構成された濃度決定装置をさらに含む。
【０５６８】
画素化した読み取り及び分析を用いる信号検出の詳細
　本発明では、いくつかの実施形態において、試料、分析物、実体、結合部位、試薬、Ｃ
ＲＯＦプレート、又はそれらの任意の組み合わせからの信号を、検出し、分析する。画素
化した読み取り及び分析を用いる信号検出のいくつかの実施形態は、本発明に記載され、
いくつかの他の実施形態は、公報番号ＷＯ２０１４１４４１３３Ａ及び出願番号ＰＣＴ／
ＵＳ２０１４／０２８４１７（Ｃｈｏｕら、「Ａｎａｌｙｔｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｅ
ｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｂｙ　Ｔａｒｇｅｔｅｄ　Ｉｍｍｏｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ、Ｓｕ
ｒｆａｃｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ、Ａｎｄ　Ｐｉｘｅｌａｔｅｄ　Ｒｅａｄｉｎ
ｇ　Ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」）に記載され、それらは、あらゆる目的のために参照に
より本明細書に組み込まれる。
【０５６９】
　いくつかの実施形態において、信号は、異なる周波数、光強度、蛍光、色度、発光（電
気及び化学発光）、ラマン散乱、時間分解信号（点滅を含む）を有する電気及び光学信号
を含む電磁信号である。信号は、さらに、局部電気、局部機械、局部生物学又はプレート
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と読み取り装置との間の局部光学相互作用による力であってもよい。信号は、さらに、信
号の空間的（すなわち、位置）、時間的及びスペクトル分布を含む。検出信号も吸収する
ことができる。
【０５７０】
　分析物は、タンパク質、ペプチド、ＤＮＡ、ＲＮＡ、核酸、小分子、細胞、及び異なる
形状のナノ粒子を含む。標的分析物は、溶液又は空気又は気相であってもよい。検知は、
存在の検出、濃度の定量化、標的分析物の状態の決定を含む。
【０５７１】
　いくつかの実施形態において、電界は、分子選択性、又は結合及び検出を補助するため
に用いられる。
【０５７２】
検出／読み取り方法
　光学検出（すなわち、電磁放射による検出）のいくつかの実施形態において、方法は、
遠視野光学方法、近接場光学方法、落射蛍光分光法、共焦点顕微鏡法、２光子顕微鏡法、
及び全反射顕微鏡法を含むが、それらに限定されず、標的分析物は電磁放射エミッタによ
り標識され、これらの顕微鏡中の信号は、ＣＲＯＦプレートの増幅表面により増幅するこ
とができる。
【０５７３】
　いくつかの実施形態において、信号は、位置、局部強度、局部スペクトル、局部偏波、
局部位相、前記信号の局部ラマンシグネチャ、又はそれらの任意の組み合わせの情報を含
む。
【０５７４】
　いくつかの実施形態において、信号検出は、ある領域からの一括信号（すなわち、領域
内のとの位置かに関わらず、領域からの信号）を計測することである。
【０５７５】
　特定の実施形態において、信号検出は、ある領域の信号画像（すなわち、信号と位置）
を検出することであり、すなわち、該領域を複数の画素に分割し、該領域の各画素中の信
号を個別に検出することであり、「ＰＩＸ」又は「画素化画像検出」とも呼ばれる。各画
素の個々の計測は、並行又は順次又は混合であってもよい。
【０５７６】
　いくつかの実施形態において、読み取りは、適切な検出システムを使用して、信号を順
次にもしくは並行して又はそれらの組み合わせで検出する。順次検出において、１つ又は
複数の画素を１回に検出し、かつスキャナを用いて検出をＳＡＬの他の領域に移動する。
並行検出において、撮像カメラ（例えばＣＣＤカメラ）のようなマルチ画素検出器アレイ
を使用して、異なる画素からの信号を同時に検出する。走査は、単一のパス又は異なる画
素サイズを有するマルチパスである。ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２８４１７の図２Ｃは、
ｘ、ｙ、ｚ状態での画素化した読み取りを概略的に示す。
【０５７７】
　読み取り／検出のための画素サイズは、光学解像度と全読み取り時間のバランスのため
に調節される。より小さな画素サイズは、ＳＡＬの全体又は一部の読み取り／走査により
長い時間がかかる。一般的な画素サイズは、サイズが１μｍ～１０μｍである。画素の形
状は、円形、正方形、長方形である。画素サイズの下限は、顕微鏡システムの光学解像度
により決定され、画素サイズの上限は、撮像装置（光学収差、照明均一度等）の不均一な
光学応答による読み取りエラーを回避するために、決定される。
【０５７８】
読み取りシステム
　ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２８４１７の図面を参照すると、読み取りシステムの１つの
実施形態は、（ａ）ＣＲＯＦ用の１つ又は複数のプレートと、（ｂ）個々の標的分析物の
結合事象を表す、前記プレートの表面から発する信号の画像を生成するための読み取り装
置２０５と、（ｃ）プレートと撮像装置を保持する装置アセンブリ３００と、（ｄ）前記
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画像を記憶するための電子機器及びデータ記憶装置３０１と、（ｅ）画像のある領域内の
個々の結合事象を識別し計数するためのプログラミングを含むコンピュータとを含む。
【０５７９】
　装置アセンブリ３００は、信号を読み取るために、３つの（ｘ，ｙ，ｚ）直交方向の少
なくとも１つにおいて、プレートと読み取り装置との間の相対位置を制御し、変更する。
装置アセンブリの実施形態は、走査機３０１を含む。いくつかの実施形態において、走査
機３０１は、３つの（ｘ，ｙ，ｚ）直交方向の少なくとも１つを走査する。
【０５８０】
　いくつかの実施形態において、読み取り装置３０２は、ＣＣＤカメラである。いくつか
の実施形態において、読み取り装置３０２は、光学フィルタ３０３、分光計、レンズ３０
４、アパーチャ、ビームスプリッタ３０５、ミラー３０６、偏光子３０７、波長板及びシ
ャッタから選択される１つ以上の他の光学機器を含む光検出器である。いくつかの実施形
態において、読み取り装置３０２は、ローカル及びリモート通信機能を有するスマートフ
ォン又は携帯電話である。読み取り装置は、前記信号の位置、局部強度、局部スペクトル
、局部ラマンシグネチャ、又はそれらの任意の組み合わせを収集する。
【０５８１】
　いくつかの実施形態において、光学フィルタ３０３、光ビームスプリッタ３０５、光フ
ァイバ、光検出器（例えば、ｐｎ接合、ダイオード、ＰＭＴ（光電子増倍管）、又はＡＰ
Ｄ（アバランシェフォトダイオード）、撮像カメラ（例えば、ＣＣＤカメラ又は携帯電話
のカメラ））、及び分光計は、装置アセンブリ３０１により提供される走査機と共に、遠
視野共焦点設定又は広視野設定を使用する顕微鏡システムに結合される。
【０５８２】
　いくつかの実施形態において、共焦点設定では、読み取りは、輝度、１つ以上の画素の
時間変化及びスペクトル変化を１回記録し、ＳＡＬの関心領域全体をラスタ走査すること
により、実行される。いくつかの実施形態において、広視野設定では、カメラは、ＳＡＬ
領域の全体又は一部の輝度及び時間変化を記録するために使用される。いくつかの実施形
態において、適切な光学フィルタ及び光ビームマニピュレータ（偏光子、ビームスプリッ
タ、光ファイバ等）は、所望の信号のみが収集し、検出されるように確保するために、必
要とされる。ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２８４１７の図９は、このシステム用の構成要素
の一配置を概略的に示す。
【０５８３】
　画素化した分析（ＰＩＸ）　ＰＩＸのいくつかの実施形態において、画素化した方法で
検出された信号は、特定の画素又は複数の画素での特定の分子の数及び／又はタイプを決
定するために分析され、次に、それは、標的分析物のタイプ及び／又は濃度を定量化する
ために使用される。用語「画素化方法による信号検出」とは、信号を有する領域を複数の
画素に分割し、かつ該領域の各画素からの信号を個別に検出する方法を指し、「ＰＩＸ」
又は「画素化画像検出」とも呼ばれる。各画素の個々の計測は、並行又は順次又は混合で
あってもよい。
【０５８４】
　いくつかの実施形態において、分析は、信号の空間、テンポ、スペクトル情報を分析す
ることを含む。いくつかの実施形態では、分析は、統計分析、比較、統合等を含むが、そ
れらに限定されない。ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２８４１７の図５は、前記方法の１つの
実施形態のフローチャートを示す。
【０５８５】
　分析－１方法　信号分析の１つの実施形態の分析－１は、（１）局部バックグラウンド
信号強度を決定するステップ、（２）１つの標識、２つの標識等についての局部信号強度
を決定するステップ、及び（３）撮像領域内の標識の総数を決定するステップを含む。
【０５８６】
　バックグラウンド信号とは、試料がいずれかの標的分析物を含まない場合を除いて、他
の試料と同じ条件下で生成された信号である。
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【０５８７】
　分析－１の１つの実施形態は、ＥＭ－ＣＣＤを使用して、空間分布生物アッセイ信号強
度を記録する。他の実装形態において、携帯電話（スマートフォン、携帯電話）は、信号
を撮像するために使用される。
【０５８８】
　分析－１のいくつかの詳細は以下のとおりである。
【０５８９】
　（１）局部バックグラウンド信号の強度を決定する。バックグラウンド信号を決定する
ために、参照試料を使用する。この参照試料は、いずれかの固定化された分析物もないプ
レートであり、かつプレート上の生物アッセイ用の同一の実験条件で同一の計器セットを
使用して撮像される。その後、画像のすべての画素の強度を特定の信号強度での画素数を
与えるヒストグラムにプロットする。その後、最も対応する画素数を有する信号強度を、
バックグラウンド信号　バックグラウンドとして決定する。このバックグラウンド強度は
、それらの標準偏差（ｓ．ｄ．）と共に、局部バックグラウンドと局部ホットスポットと
を区別するために定義された閾値を決定することに使用され、閾値＝バックグラウンド＋
ｎ＊ｓ．ｄとなる。ここで、ｎは、閾値を調節するパラメータとして使用される整数であ
る。一般的に、この作業で、ｎは、３、５又は７に設定される。
【０５９０】
　（２）単一の明るい画素（Ｉｘ，ｙ＞閾値）について、標識の局部信号強度は、２つの
ステップを有する手法を使用して決定される。第一に、試料の時間発展撮像を用いて、単
一の標識（分析物）を有するホットスポットを見つける。撮像の総時間は、１０秒のスケ
ールにあり、解像度は、１０ミリ秒のスケールにある。単一の分析物のホットスポットに
ついて、ホットスポット蛍光強度の明らかなＯＮ／ＯＦＦバイナリ動作は、観察される。
このような動作を表示する画素は、単一の標識／分析物として最初に計数される。したが
って、画像上のそれらの座標及び強度が記録される。その後、これらのホットポットの平
均強度は、プレートアッセイ上の単一の標識の輝度として使用される。
【０５９１】
　第二に、このようなバイナリ動作を示さない明るい画素は、したがって、複数の標識／
分析物を示す。その後、それらの信号強度と、単一の標識の平均輝度とを比較して、局部
ホットスポット内の標識の数を計数する。あるいは、ポアソン統計の原理に基づいて別の
簡略化された手法が利用される。低濃度の分析物（＜１ｐＭ）では、少量の分析物がプラ
ズモンホットスポット高密度（約２．５×１０７ｍｍ－２）で固定化された確率によりポ
アソン分布を観測し、これは２つ超の分析物が同じプラズモンホットスポットに位置する
確率が低いことを意味する。例えば、１ｆＭの標的分析物では、２つ超の標識が画像化領
域内に位置する確率は、０．０１％未満である（推定）。したがって、単一標識挙動を示
さないすべての明るいホットスポットは、２つの標識のみを含む。
【０５９２】
　（３）（１）及び（２）を完了した後、ホットスポットピクセルの座標、強度及び対応
する標識番号のリストを表にすることができる。標識の総数は、各明るいピクセルの標識
番号に対してＳＵＭによって得られる。
【０５９３】
　分析－２方法　信号分析の１つの実施形態の分析－２は、（１）局所的なバックグラウ
ンド信号スペクトルを決定するステップ、（２）１つの標識、２つの標識などの局所的な
信号スペクトルを決定するステップ、及び（３）画像化領域内の標識の総数を決定するス
テップを含む。
【０５９４】
　分析－２は、共焦点顕微鏡装置と組み合わせた高分解能分光計を使用して生物アッセイ
信号スペクトルの空間分布を記録することに基づく。分析－２のいくつかの詳細は以下の
とおりである。
【０５９５】
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　（１）バックグラウンド信号を決定するために、参照試料を使用する。この参照試料は
、いずれの固定化された分析物もない検知プレートであり、かつ検知プレート上の生物ア
ッセイ用の同一の実験条件で同一の計器セットを使用して画像化される。次に、共焦点顕
微鏡を用いて局所的な生物アッセイ信号スペクトルを計測する。検出領域は、高分解能分
光計の前のピンホールサイズと顕微鏡の対物レンズの開口数によって決定される。共焦点
顕微鏡ラスタは、検知プレートの検知部位全体を走査して、バックグラウンド信号スペク
トルＩ（ｘ、ｙ、λ）の空間分布を得る。次に、特定のスペクトルモーメント（∫Ｉ（λ
）ｄλ）を有するピクセルの数量を与えるヒストグラムを作図する。分析－１のステップ
（１）と同様に、最大のピクセルを有するスペクトルモーメントをバックグラウンド信号
として使用し、その標準偏差を用いて閾値を決定する。Ｉ（λ）閾値＝Ｉ（λ）バックグ

ラウンド＋ｎ＊ｓ．ｄ（λ）。ここで、ｎは、閾値を調節するパラメータとして使用され
る整数である。一般的に、この作業で、ｎは、３、５又は７に設定される。（２）高分解
能分光計に結合された共焦点顕微鏡装置を使用して単一の明るいピクセルのスペクトルを
収集する。ステップ（１）と同様に読み出しが行われる。単一分子のスペクトルは露光時
間が数秒の高感度ＣＣＤのみを用いて確実に検出され得るので、ホットスポットでの単一
標識のバイナリ　ビヘイビアーを決定するのに十分な時間分解能を提供することができな
い。したがって、明るいピクセルでの標識の数量を決定するために、異なる明るいピクセ
ルの間のスペクトルモーメントを比較する。検知プレートの大幅な拡大のため、単一又は
複数の標識をバックグラウンドと区別することができる。したがって、ホットスポット内
の分析物の数量を決定することができる。
【０５９６】
　（３）（１）及び（２）を完了した後、ホットスポットピクセルの座標、スペクトルモ
ーメント及び対応する標識番号のリストを表にすることができる。標識の総数は、各明る
いピクセルの標識番号に対してＳＵＭによって得られる。
【０５９７】
　分析－３（ピクセル化されたＳＥＲＳ信号により検知される）　信号分析の１つの実施
形態の分析－３は、（１）「表面増強ラマン散乱」（ＳＥＲＳ）シグネチャの局所的なバ
ックグラウンド信号を決定するステップ、（２）１つの標識、２つの標識などの局所的な
ＳＥＲＳを決定するステップ、及び（３）画像化領域内の標識の総数を決定するステップ
を含む。
【０５９８】
　分析－３は、共焦点顕微鏡装置と組み合わせた高分解能分光計を使用して生物アッセイ
信号ＳＥＲＳスペクトルの空間分布を記録することに基づく。分析－３のいくつかの詳細
は以下のとおりである。
【０５９９】
　（１）バックグラウンド信号を決定するために、参照試料を使用する。この参照試料は
、いずれの固定化された分析物もない検知プレートであり、かつ検知プレート上の生物ア
ッセイ用の同一の実験条件で同一の計器セットを使用して画像化される。次に、共焦点顕
微鏡を用いて局所的な生物アッセイＳＥＲＳスペクトルを計測する。検出領域は、高分解
能分光計の前のピンホールサイズと顕微鏡の対物レンズの開口数によって決定される。共
焦点顕微鏡ラスタは、検知プレートの検知部位全体を走査して、バックグラウンド信号ス
ペクトルＩ（ｘ，ｙ，ｃｍ－１）の空間分布を得る。特定の生体分子について、分子の固
有のＳＥＲＳシグネチャ強度Ｉ（ｃｍ－１）を有するピクセルの数量を与えるヒストグラ
ムを作図する。分析１のステップ（１）と同様に、最大のピクセルを有するスペクトルモ
ーメントをバックグラウンド信号として使用し、その標準偏差を用いて閾値を決定する。
Ｉ（ｃｍ－１）閾値＝Ｉ（ｃｍ－１）バックグラウンド＋ｎ＊ｓ．ｄ（ｃｍ－１）。ここ
で、ｎは、閾値を調節するパラメータとして使用される整数である。一般的に、この作業
で、ｎは、３、５又は７に設定される。
【０６００】
　（２）局所的なホットスポットを位置決めするために、（１）と同様な方式で、共焦点
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顕微鏡装置を用いて検知プレートの検知部位全体をラスタ走査する。分析－１又は分析－
２とは異なり、ＳＥＲＳは、標識フリー検出方法であり、単一分子ＳＥＲＳ信号は、バイ
ナリ　ビヘイビアーを示さない。したがって、明るい画素での標識の数量を決定するため
に、個別の明るい画素の間のＳＥＲＳシグネチャＩ（ｃｍ－１）を比較する。検知プレー
トの大幅な拡大のため、単一又は複数の分析物をバックグラウンドと区別することができ
る。次に、ホットスポット内の分析物の数量を決定することができる。
【０６０１】
　（３）（１）及び（２）を完了した後、ホットスポットピクセルの座標、ＳＥＲＳシグ
ネチャ強度及び対応する標識番号のリストを表にすることができる。標識の総数は、各明
るいピクセルの標識番号に対してＳＵＭによって得られる。
【０６０２】
　分析－４方法　信号分析の１つの実施形態の分析－４は、（１）スマートフォンによっ
てプレートの関連のある領域の画像（すなわち、写真）を撮るステップ、（２）データを
ローカルで（同じスマートフォンを使用して分析する）、リモートで（分析のためにリモ
ートサイトにデータを送信する）、又はその両方で分析するステップ、及び（３）データ
の意味に関する専門家のアドバイスを有するか又は有さない状況でスマートフォンにデー
タを表示するステップを含む。いくつかの実施形態では、分析は、Ｏｐｅｎ－ＣＶ又はＩ
ｍａｇｅ－Ｊにおける方法を含むが、これらに限定されない画像化処理方法を含む。
【０６０３】
１４　標識
　本開示全体に記載された光標識の実施形態の１つ又は任意の組み合わせは、本発明の説
明全体に記載されたすべての方法及び装置に適用される。
【０６０４】
　いくつかの実施形態において、標識は、検出剤、分析物又は実体（接続物）に接着する
。特定の実施形態において、標識は、光標識、電気的標識、光学的又は電気的信号を生成
するために用いられる酵素、又はそれらの任意の組み合わせである。特定の実施形態にお
いて、検出剤、分析物又は実体（接続物）は、その後に標識に接着する接続分子（例えば
、タンパク質、核酸、又は他の化合物）に接着する。
【０６０５】
　いくつかの実施形態において、光標識は、光信号を生成可能な物体であり、光信号の生
成は、光（すなわち、光子）の反射、散乱、透過、吸収、スペクトル、色、放射、強度、
波長、位置、偏光、発光、蛍光、エレクトロルミネッセンス、フォトルミネセンス（蛍光
）、化学発光、電気化学発光、又はそれらの任意の組み合わせを含むが、これらに限定さ
れない。いくつかの実施形態において、光信号は、光学画像（すなわち、光信号と試料又
は装置の位置）又は所定の面積又は体積からのすべての光子の総数の形態である。光の好
ましい波長は、４００ｎｍ～１１００ｎｍの範囲、５０ｎｍ～４００ｎｍの範囲、１ｎｍ
～５０ｎｍの範囲、又は１１００ｎｍ～３０，０００ｎｍの範囲内にある。他の好ましい
波長は、テラヘルツである。
【０６０６】
　ビーズ、ナノ粒子、及び量子ドット　いくつかの実施形態において、光標識は、ビーズ
、ナノ粒子、量子ドット、又はそれらの任意の組み合わせである。
【０６０７】
　いくつかの実施形態において、ビーズ、ナノ粒子又は量子ドットの直径は、１ｎｍ以下
、２ｎｍ以下、５ｎｍ以下、１０ｎｍ以下、２０ｎｍ以下、３０ｎｍ以下、４０ｎｍ以下
、５０ｎｍ以下、６０ｎｍ以下、７０ｎｍ以下、８０ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、１２０
ｎｍ以下、２００ｎｍ以下、３００ｎｍ以下、５００ｎｍ以下、８００ｎｍ以下、１００
０ｎｍ以下、１５００ｎｍ以下、２０００ｎｍ以下、３０００ｎｍ以下、５０００ｎｍ以
下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０６０８】
　いくつかの実施形態において、ビーズ又は量子ドットは標識として使用され、かつそれ
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らはＣＲＯＦのプレート上に予め塗布され、２つのプレート間の内部間隔は、１μｍ以下
、１０μｍ以下、５０μｍ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０６０９】
　いくつかの実施形態において、溶液中のビーズ間の分離
　-拡散時間。（関連のある体積の移送媒体の厚さは、厚さ全体にわたる光標識の拡散時
間が１ｍｓ未満であることをもたらす）
　-溶解時間を制御することができる。光子、熱、又は他の励起、及びそれらの組み合わ
せを用いて制御することができる。励起エネルギーが印加されるまで、溶解は開始しない
。
【０６１０】
　標識のいくつかの実施形態において、１０ｎｍ以上の直径を有するナノ粒子である。こ
のような大きな直径のナノ粒子は、拡散定数が小さな分子（質量＜１０００Ｄａ）及び大
きな分子（質量＝１，０００～１，０００，０００ダルトン（ｄａ））よりも小さく、所
定の溶液及び距離に対する拡散時間が長くなる。拡散時間の短縮は、拡散距離を減少させ
ることである。
【０６１１】
　段落Ｑ１～Ｑ２のいずれかの方法において、１つ以上の開放構成は、プレートが互いに
遠く離れることにより、試料が別のプレートが存在しないように１つのプレートに直接的
に付着する形態を含む。
【０６１２】
　Ｑ１．　１つ以上の開放構成は、試料が１対の他のプレートの妨害なしで該１対のプレ
ートの１つに付着するようにプレートが互いに遠く離れている、形態を含む、段落Ｑ１の
方法。
【０６１３】
　光標識は、数ナノメートルより大きい直径を有するビーズ又は他のナノ粒子である場合
、それらは従来技術に対して特別な利点を有する。これは、液体中の物体の拡散定数が、
１次近似に対して、物体の直径に反比例するからである（アインシュタイン・ストークス
方程式による）。
【０６１４】
　例えば、それぞれ直径２０ｎｍ、２００ｎｍ、及び２０００ｎｍを有するビーズ光標識
は、拡散定数を有し、したがって、２ｎｍのビーズより１０倍、１００倍、及び１０００
倍大きい拡散時間を有する。現行のアッセイで使用される典型的な拡散距離に対して、こ
れはＰｏＣ（ポイントオブケア）アプリケーション用の実際の飽和インキュベーション時
間が長いことをもたらす。
【０６１５】
　しかし、本発明は、数ナノメートルより大きい直径を有する光標識用のインキュベーシ
ョン時間が長いという問題を解決した。本発明は、プレート表面に貯蔵された光標識を有
し、次に、サブミリメートル、マイクロメートル、又はナノメートルスケールで（２つの
間の）別個の距離を有する結合部位に隣接する貯蔵表面に置き、移送媒体で分離隙間を充
填する（貯蔵された光標識が移送媒体に溶解して結合部位に拡散する）。本発明は、さら
に、大きな結合部位の領域にわたってこのような小さな距離を均一に制御することができ
、かつスペーサ技術を使用することによって容易に制御することができる。
【０６１６】
　分析物を標識することは、例えば、検出可能な標識を含む分析物特異的結合メンバーの
ような標識剤を使用することを含んでもよい。検出可能な標識には、蛍光標識、比色標識
、化学発光標識、酵素結合試薬、多色試薬、アビジン－ストレプトアビジン関連検出試薬
などを含むが、これらに限定されない。特定の実施形態において、検出可能な標識は蛍光
標識である。蛍光標識は、蛍光検出器によって検出可能な標識部分である。例えば、対象
となる分析物への蛍光標識の結合は、対象となる分析物を蛍光検出器によって検出するこ
とを可能にしてもよい。蛍光標識の例は、試薬と接触すると蛍光を発する蛍光分子、電磁
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放射線（例えば、ＵＶ、可視光線、Ｘ線など）で照射される場合に蛍光を発する蛍光分子
などを含むが、これらに限定されない。
【０６１７】
　特定の実施形態において、標識用の適切な蛍光分子（蛍光体）は、ＩＲＤｙｅ８００Ｃ
Ｗ、Ａｌｅｘａ　７９０、Ｄｙｌｉｇｈｔ　８００、フルオレセイン、フルオレセインイ
ソチオシアネート、カルボキシフルオレセインのスクシンイミジルエステル、フルオレセ
インのスクシンイミジルエステル、フルオロセインジクロロトリアジンの５－異性体、ケ
ージドカルボキシフルオレセイン－アラニン－カルボキシアミド、オレゴングリーン４８
８、オレゴングリーン５１４、ルシファーイエロー、アクリジンオレンジ、ローダミン、
テトラメチルローダミン、テキサスレッド、ヨウ化プロピジウム、ＪＣ－１（５，５’，
６，６’－テトラクロロ－１，１’，３，３’－テトラエチルベンゾイミダゾイルカルボ
シアニンヨウ化物）、テトラブロモローダミン１２３、ローダミン６Ｇ、ＴＭＲＭ（テト
ラメチルローダミンメチルエステル）、ＴＭＲＥ（テトラメチルローダミンエチルエステ
ル）、テトラメチルロサミン、ローダミンＢ及び４－ジメチルアミノテトラメチルロサミ
ン、緑色蛍光タンパク質、青色偏移緑色蛍光タンパク質、シアン偏移緑色蛍光タンパク質
、赤色偏移緑色蛍光タンパク質、黄色偏移緑色蛍光タンパク質、４－アセトアミド－４’
－イソチオシアネートスチルベン－２，２’ジスルホン酸、アクリジン、アクリジンイソ
チオシアネートなどのアクリジン及び誘導体、５－（２’－アミノエチル）アミノナフタ
リン－１－スルホン酸（ＥＤＡＮＳ）、４－アミノ－Ｎ－［３－ビニルスルホニル）フェ
ニル］ナフト－アリミド－３，５ジスルホン酸塩、Ｎ－（４－アニリノ－１－ナフチル）
マレイミド、アントラニルアミド、４，４－ジフルオロ－５－（２－チエニル）－４－ボ
ラ－３ａ，４ａジアザ－５－インダセン－３－プロピオニ－ｃ酸ＢＯＤＩＰＹ、カスケー
ドブルー、ブリリアントイエロー、クマリン、７－アミノ－４－メチルクマリン（ＡＭＣ
、クマリン１２０）、７－アミノ－４－トリフルオロメチルクマリン（クマリン１５１）
のようなクマリン及び誘導体、シアニン色素、シアノシン、４’，６－ジアミニジノ－２
－フェニルインドール（ＤＡＰＩ）、５’，５”－ジブロモピロガロール－スルホナフタ
レイン（ブロモピロガロールレッド）、７－ジエチルアミノ－３－（４’－イソチオシア
ナトフェニル）－４－メチルクマリン、ジエチレントリアミンペンタアセテート、４，４
’－ジイソチオシアナートジヒドロ－スチルベン－２－，２’－ジスルホン酸、４，４’
－ジイソチオシアナートスチルベン－２，２’－ジスルホン酸、５－（ジメチルアミノ］
ナフタリン－１－スルホニルクロリド（ＤＮＳ、ダンシルクロリド）、４－ジメチルアミ
ノフェニルアゾフェニル－４’－イソチオシアネート（ＤＡＢＩＴＣ）、エオシン、エオ
シンイソチオシアネートのようなエオシン及び誘導体、エリスロシンＢ、エリスロシン、
イソチオシアネートのようなエリスロシン及び誘導体、エチジウム、５－カルボキシフル
オレセイン（ＦＡＭ）、５－（４，６－ジクロロトリアジン－２－イル）アミノ－－フル
オレセイン（ＤＴＡＦ）、２’，７’ジメトキシ－４’５’－ジクロロ－６－カルボキシ
フルオレセイン（ＪＯＥ）、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート、ＱＦ
ＩＴＣ、（ＸＲＩＴＣ）のようなフルオレセイン及び誘導体、フルオレスカミン、ＩＲ１
４４、ＩＲ１４４６、マラカイトグリーンイソチオシアネート、４－メチルウンベリ－フ
ェロネオルトクレゾールフタレイン、ニトロチロシン、パラローザニリン、フェノールレ
ッド、Ｂ－フィコエリトリン、ｏ－フタルジアルデヒド、ピレン、ピレン酪酸、スクシン
イミジル１－ピレンのようなピレン及び誘導体、ブチラート量子ドット、６－カルボキシ
－Ｘ－ローダミン（ＲＯＸ）、６－カルボキシローダミン（Ｒ６Ｇ）、リサミンローダミ
ンＢスルホニルクロリドローダミン（Ｒｈｏｄ）、ローダミンＢ、ローダミン１２３、ロ
ーダミンＸイソチオシアネート、スルホローダミンＢ、スルホローダミン１０１、スルホ
ローダミン１０１のスルホニルクロリド誘導体（テキサスレッド）のようなリアクティブ
レッド４（チバクロン（商標）ブリリアントレッド３Ｂ－Ａ）ローダミン及び誘導体、Ｎ
，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－６－カルボキシローダミン（ＴＡＭＲＡ）、テトラメ
チルローダミン、テトラメチルホダミンイソチオシアネート（ＴＲＩＴＣ）、リボフラビ
ン、５－（２’－アミノエチル）アミノナフタリン－１－スルホン酸（ＥＤＡＮＳ）、４
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－（４’－ジメチルアミノフェニルアゾ）安息香酸（ＤＡＢＣＹＬ）、ロゾール酸、ＣＡ
Ｌ　Ｆｌｕｏｒ　Ｏｒａｎｇｅ　５６０、テルビウムキレート誘導体、Ｃｙ３、Ｃｙ５、
Ｃｙ５．５、Ｃｙ７、ＩＲＤ７００、ＩＲＤ８００、ラヨラブルー、フタロシアニン、及
びナフタロシアニン、クマリン及び関連色素、キサンテン色素、例えば、レソルフィン、
ビマン、アクリジン、イソインドール、ダンシル色素、アミノフタルヒドラジド、例えば
ルミノール、及びイソルミノール誘導体、アミノフタルイミド、アミノナフタルイミド、
アミノベンゾフラン、アミノキノリン、ジシアノヒドロキノン、蛍光ユーロピウム及びテ
ルビウム錯体、これらの組み合わせなどを含むが、これらに限定されない。適切な蛍光タ
ンパク質及び発色性タンパク質は、オワンクラゲに由来するＧＦＰ又はその誘導体、例え
ば増強ＧＦＰなどの「ヒト化」誘導体、ウミシイタケ、レニラムレリ、チロサルクスゲル
ニのような別の種からのＧＦＰ、「ヒト化」組み換えＧＦＰ（ｈｒＧＦＰ）、花虫類種か
らの様々な蛍光及び着色タンパク質のいずれか、それらの組み合わせなどを含むがこれら
に限定されない、緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）を含むが、これらに限定されない。
【０６１８】
　特定の実施形態において、標識剤は、対象となる分析物に特異的に結合するように構成
される。特定の実施形態において、試料をＣＲＯＦ装置に適用する前に、標識剤はＣＲＯ
Ｆ装置内に存在してもよい。他の実施形態において、試料をＣＲＯＦ装置に適用した後に
、標識剤はＣＲＯＦ装置に適用されてもよい。特定の実施形態において、試料をＣＲＯＦ
装置に適用した後、ＣＲＯＦ装置を洗浄して、試料中の非結合分析物及び他の非分析物成
分のようないずれかの非結合成分を除去し、かつ洗浄後に標識剤をＣＲＯＦ装置に適用し
て結合分析物を標識してもよい。いくつかの実施形態において、標識剤を分析物捕捉剤複
合体に結合した後にＣＲＯＦ装置を洗浄して、分析物－捕捉剤複合体に結合していない任
意の過剰な標識剤をＣＲＯＦ装置から除去する。
【０６１９】
　特定の実施形態において、分析物をＣＲＯＦ装置に結合した後、例えば、分析物をＣＲ
ＯＦ装置において、例えば、サンドイッチ型測定アッセイにおいて結合し、同時に捕捉剤
として分析物に結合可能な標識結合剤を使用して、分析物を標識する。いくつかの実施形
態において、核酸分析物をＣＲＯＦ装置に捕捉してもよく、かつ標識された核酸は、核酸
分析物がＣＲＯＦ装置に結合される捕捉剤として分析物に同時にハイブリダイズすること
ができる。
【０６２０】
　特定の態様では、ＣＲＯＦ装置は、分析物に直接的又は間接的に結合され、次にＣＲＯ
Ｆ装置に結合される検出可能な標識によって生成される蛍光又は発光のような光信号を増
強する。特定の実施形態において、信号は、信号増幅の物理的プロセスによって増強され
る。いくつかの実施形態において、光信号は、ナノプラズモン効果（例えば、表面増強ラ
マン散乱）によって増強される。例えば、ＬｉらのＯｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　２０
１１　１９：３９２５－３９３６及びＷＯ２０１２／０２４００６は、ナノプラズモン効
果による信号増強の例を記載しており、参照文献として本明細書に組み込まれる。特定の
実施形態において、信号の生物学的／化学的増幅を使用せずに信号の増強を達成する。信
号の生物学的／化学的増幅は、信号の酵素的増幅（例えば、酵素結合免疫吸着アッセイ（
ＥＬＩＳＡ）に使用される）及び信号のポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）増幅を含んでも
よい。他の実施形態において、物理的プロセス及び生物学的／化学的増幅によって信号の
増強を達成してもよい。
【０６２１】
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、ＣＲＯＦ装置の表面に近接する検出可能な
標識からの信号を１０３倍以上、例えば、１０４倍以上、１０５倍以上、１０６倍以上、
１０７倍以上、１０８倍以上増強するように構成され、ＣＲＯＦ装置の表面に近接してい
ない検出可能な標識と比較して、すなわち、従来のＥＬＩＳＡプレート上の分析物に結合
された、従来の核酸マイクロアレイ上で、溶液中に懸濁させるような検出可能な標識と比
較して、信号を、１０３～１０９倍、例えば、１０４～１０８倍、又は１０５～１０７倍
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の範囲で増強することができる。特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、ＣＲＯＦ装
置の表面に近接する検出可能な標識からの信号を１０３倍以上、例えば、１０４倍以上、
１０５倍以上、１０６倍以上、１０７倍以上、１０８倍以上増強するように構成され、上
述したように、物理的増幅プロセスを使用して信号を増強するように構成されていない分
析物検出アレイと比較して、信号を、１０３～１０９倍、例えば、１０４～１０８倍、又
は１０５～１０７倍の範囲で増強することができる。
【０６２２】
　感度　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、０．１ｎＭ以下、例えば、１０ｐＭ
以下、又は１ｐＭ以下、又は１００ｆＭ以下、例えば、１ｆＭ以下、又は０．５ｆＭ以下
、又は１００ａＭ以下、又は５０ａＭ以下、又は２０ａＭ以下を含む１０ｆＭ以下の検出
感度を有するように構成される。特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、１０ａＭ～
０．１ｎＭ、例えば、１００ａＭ～１００ｆＭを含む２０ａＭ～１０ｐＭ、５０ａＭ～１
ｐＭの検出感度を有するように構成される。場合によっては、ＣＲＯＦ装置は、１ｎｇ／
ｍＬ以下、例えば、１０ｐｇ／ｍＬ以下、１ｐｇ／ｍＬ以下、１００ｆｇ／ｍＬ以下、１
０ｆｇ／ｍＬ以下、又は５ｆｇ／ｍＬ以下を含む１００ｐｇ／ｍＬ以下の濃度で分析物を
検出できるように構成される。場合によっては、ＣＲＯＦ装置は、１ｆｇ／ｍＬ～１ｎｇ
／ｍＬ、例えば、１０ｆｇ／ｍＬ～１０ｐｇ／ｍＬを含む５ｆｇ／ｍＬ～１００ｐｇ／ｍ
Ｌの濃度で分析物を検出できるように構成される。特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装
置は、７桁以上を含む６桁以上のような５桁以上のダイナミックレンジを有するように構
成される。
【０６２３】
　読み取り　場合によっては、試料のＣＲＯＦ装置への適用からＣＲＯＦ装置への読み取
りまでの期間は、１秒～３０分、例えば、１分～５分を含む１０秒～２０分、３０秒～１
０分の範囲にあってもよい。場合によっては、試料の信号増強検出器への適用から装置に
よって受信可能な出力の生成までの期間は、１時間以下、３０分以下、１５分以下、１０
分以下、５分以下、３分以下、１分以下、５０秒以下、４０秒以下、３０秒以下、２０秒
以下、１０秒以下、５秒以下、２秒以下、１秒以下であってもよいか、あるいはさらに短
くてもよい。場合によっては、試料の信号増強検出器への適用から装置によって受信可能
な出力の生成までの期間は、２００ミリ秒以上を含む１００ミリ秒以上、例えば、５００
ミリ秒以上、１秒以上、１０秒以上、３０秒以上、１分以上、５分以上であってもよいか
、あるいはさらに長くてもよい。
【０６２４】
　任意の適切な方法を使用して、ＣＲＯＦ装置を読み取って、試料中の分析物の量の計測
値を取得することができる。いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦ装置への読み取りは
、ＣＲＯＦ装置内の分析物に結合した検出可能な標識から電磁信号を得ることを含む。特
定の実施形態において、電磁信号は光信号である。得られる光信号は、光の強度、光の波
長、光源の位置などを含むことができる。特定の実施形態において、標識によって生成さ
れる光信号は、３００ｎｍ～９００ｎｍの範囲内の波長を有する。特定の実施形態におい
て、光信号は、ＣＲＯＦ装置の視像の形態で読み取られる。
【０６２５】
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置への読み取りは、光源のような電磁放射線源を
ＣＲＯＦ装置内のバイオマーカーに結合された検出可能な標識の励起源として提供するこ
とを含む。光源は、検出可能な標識を励起するための任意の適切な光源であってもよい。
例示的な光源は、日光、外乱光、ＵＶランプ、蛍光ランプ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、
フォトダイオード、白熱灯、ハロゲンランプなどを含むが、これらに限定されない。
【０６２６】
　ＣＲＯＦ装置への読み取りは、試料内に存在し、かつＣＲＯＦ装置に結合した分析物の
量を測定するための任意の適切な方法によって達成され得る。特定の実施形態において、
ＣＲＯＦ装置は、ＣＲＯＦ装置内の分析物に結合した検出可能な標識から光信号を得るよ
うに構成された装置によって読み取られる。場合によっては、装置は、携帯電話又はスマ
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ートフォンのようなハンドヘルドデバイスである。ＣＲＯＦ装置を読み取るように構成さ
れた任意の適切なハンドヘルドデバイスは、本発明の装置、システム及び方法に使用され
てもよい。ＣＲＯＦ装置を読み取るように構成された装置は、２０１４年１０月２１日に
出願された米国仮特許出願第６２／０６６，７７７号に記載され、該出願は参照文献とし
て本明細書に組み込まれる。
【０６２７】
　いくつかの実施形態において、装置は、ＣＲＯＦ装置からの光信号を取得し、例えば、
ＣＲＯＦ装置の画像を取得するように構成された光記録装置を含む。場合によっては、光
記録装置は、デジタルカメラのようなカメラである。用語「デジタルカメラ」とは、光学
画像を形成するための撮像レンズシステム、光学画像を電気信号に変換するための画像セ
ンサ及び他の部品を備えた撮像装置を主部品として含む任意のカメラであり、そのような
カメラの例は、デジタルスチルカメラ、デジタルムービーカメラ、及びウェブカメラ（す
なわち、ネットワークに直接接続されたものと、情報処理能力を有するパーソナルコンピ
ュータのような装置を介してネットワークに接続されたものとの両方を含む画像の交換を
可能にするために、ネットワークに接続された装置に公的に又は私的に接続されたカメラ
）を含む。一例において、ＣＲＯＦ装置への読み取りは、経時変化を捕捉してもよいビデ
オ撮像を含んでもよい。例えば、ビデオを取得してＣＲＯＦ装置に適用された試料の動的
変化に関する評価を提供してもよい。
【０６２８】
　特定の実施形態において、光記録装置は、研究／臨床実験室装置に使用された高感度光
記録装置の感度よりも低い感度を有する。場合によっては、本方法に用いられた光記録装
置は、研究／臨床実験室装置に使用された高感度光記録装置の感度よりも、１／２００以
下、１／５００以下、１／１０００以下を含む１／１００以下のような１／１０以下の感
度を有する。
【０６２９】
　特定の実施形態において、該装置は、ビデオディスプレイを有してもよい。ビデオディ
スプレイは、ディスプレイページがユーザに知覚可能な方法で表示されてもよいコンポー
ネント、例えば、コンピュータモニタ、陰極線管、液晶ディスプレイ、発光ダイオードデ
ィスプレイ、タッチパッドもしくはタッチスクリーンディスプレイ、及び／又は視覚的に
知覚可能な出力を発するための当技術分野で知られている他の手段を含んでもよい。特定
の実施形態において、装置は、検出器から取得された画像及び／又は処理されたデータか
ら生成されたレポートなどの情報を表示し、情報が被験者によって入力されることを可能
にするためのタッチスクリーンを備える。
【０６３０】
１５　多重化
　本明細書に記載の任意の実施形態において、システムは、多重アッセイを実施するよう
に設計されてもよく、かつ複数の貯蔵部位、複数の結合部位、又は複数の貯蔵部位及び複
数の結合部位を含むことにより、異なるアッセイを１つのプレートの表面上の異なる領域
で実施することができる。例えば、１つの実施形態において、１つのプレートは、それぞ
れ異なる捕捉剤を含む複数の結合部位を含んでもよく、したがって、同じアッセイにおけ
る試料中の複数の分析物の検出を可能にする。これらの部位は、互いに近位であるが、互
いに空間的に離れていてもよい。
【０６３１】
　図１０は、本発明の例示的な実施形態、すなわち１つのプレートの１つの結合部位と他
のプレートの複数の貯蔵部位を使用する単一のＣＲＯＦ装置における多重検出を概略的に
示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜視図及び断面図である。例示的
な場合では、多重化されたＣＲＯＦ装置は、第１のプレート及び第２のプレートを含み、
前記第１のプレートの１つの表面は１つの結合部位を有し、前記第２のプレートの１つの
表面は複数の貯蔵部位を有し、異なる貯蔵部位は、異なる濃度を有する同じ検出剤を有す
ることができるか、あるいは、同じ又は異なる濃度を有する異なる検出剤を有することが
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できる。いくつかの実施形態において、結合部位の面積は、各貯蔵部位の面積よりも大き
い。いくつかの実施形態において、結合部位の面積は、すべての貯蔵部位の総面積よりも
大きく、かつ／又は結合部位は貯蔵部位と位置合わせされる（すなわち、それらは相互の
上部にあり、すなわち、結合部位と貯蔵部上の点との間の最短距離は同じであるか又はほ
ぼ同じである）。
【０６３２】
　図１１は、本発明のさらなる例示的な実施形態、すなわち１枚のプレートの１つの貯蔵
部位と他のプレートの複数の結合部位を使用する単一のＣＲＯＦ装置における多重検出を
概略的に示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜視図及び断面図である
。例示的な場合では、多重化されたＣＲＯＦ装置は、第１のプレート及び第２のプレート
を含み、前記第１のプレートの１つの表面は複数の結合部位を有し、前記第２のプレート
の１つの表面は１つの貯蔵部位を有し、異なる結合部位は、異なる濃度を有する同じ捕捉
剤を有することができるか、あるいは、同じ又は異なる濃度を有する異なる捕捉剤を有す
ることができる。いくつかの実施形態において、貯蔵部位の面積は、各結合部位の面積よ
りも大きい。いくつかの実施形態において、貯蔵部位の面積は、すべての結合部位の総面
積よりも大きく、かつ／又は貯蔵部位は結合部位と位置合わせされる（すなわち、それら
は相互の上部にある）。
【０６３３】
　図１２は、本発明のさらなる例示的な実施形態、すなわち１枚のプレートの複数の結合
部位と他のプレートの複数の対応する貯蔵部位を使用する単一のＣＲＯＦ装置における多
重検出を概略的に示す。図（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ例示的な装置の斜視図及び断面
図である。例示的な場合では、多重化されたＣＲＯＦ装置は、第１のプレート及び第２の
プレートを含み、前記第１のプレートの１つの表面は複数の結合部位を有し、前記第２の
プレートの１つの表面は複数の対応する貯蔵部位を有し、各対応する貯蔵部位は、第１の
プレート上の結合部位の位置に対応する第２のプレート上の位置に配置されることにより
、プレートが対向して配置される場合、各結合部位は１つの貯蔵部位のみと重なり、各貯
蔵部位は１つの貯蔵部位のみと重なり、異なる貯蔵部位は、異なる濃度を有する同じ検出
剤を有することができるか、あるいは、同じ又は異なる濃度を有する異なる検出剤を有す
ることができ、異なる貯蔵部位は、異なる濃度を有する同じ捕捉剤を有することができる
か、あるいは、同じ又は異なる濃度を有する異なる捕捉剤を有することができる。
【０６３４】
　特定の実施形態において、図１０、１１、及び１２のいずれかの装置において、第１の
プレートは、その表面に、第１の所定のアッセイ部位及び第２の所定のアッセイ部位をさ
らに含み、複数のアッセイ部位に近接した縁部間の距離は、プレートが閉鎖位置にある時
の均一な厚さの層の厚さより実質的に大きく、試料の均一な厚さの層の少なくとも一部は
、所定のアッセイ部位の上方に位置し、試料は、試料に拡散できる１つ以上の分析物を有
する。アッセイの飽和インキュベーションが２つの隣接する部位間の顕著な相互拡散の間
に完了することができるので、隣接する複数のアッセイ部位の縁部間の距離を試料の厚さ
よりも大きくすることにより、試料の異なる部分を流体的に隔離することなく複数の結合
部位を有することが可能になる。隣接する距離と試料の厚さの比を適切に選択し、かつア
ッセイ飽和インキュベーション時間より長いが２つの隣接する部位の間の顕著な相互拡散
の時間より短い計測時間を適切に選択することにより、試料の異なる部分を分離すること
なく、ＣＲＯＦにより多重化を行うことができる。いくつかの実施形態において、閉鎖構
成における試料厚さに対する隣接する距離の比は、１．５以上、３以上、５以上、１０以
上、２０以上、３０以上、５０以上、１００以上、２００以上、１０００以上、１０００
０以上、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。この比は、好ましい実施形態
において３以上であり、他の好ましい実施形態において５以上であり、特定の好ましい実
施形態において１０以上であり、別の好ましい実施形態において３０以上であり、別の好
ましい実施形態において１００以上である。
【０６３５】
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　特定の実施形態において、図１０、１１、及び１２のいずれかの装置では、第１のプレ
ートは、その表面に、少なくとも３つの分析物アッセイ部位を有し、任意の２つの隣接し
たアッセイ部位の縁部間の距離は、プレートが閉鎖位置にある時の均一な厚さの層の厚さ
より実質的に大きく、均一な厚さの層の少なくとも一部は、アッセイ部位の上方に位置し
、試料は、試料に拡散できる１つ以上の分析物を有する。
【０６３６】
　特定の実施形態において、図１０、１１、及び１２のいずれかの装置では、第１のプレ
ートは、その表面に、プレートが閉鎖位置にある時の均一な厚さの層の厚さより実質的に
大きい距離で離れていない少なくとも２つの隣接した分析物アッセイ部位を有し、均一な
厚さの層の少なくとも一部は、アッセイ部位の上方に位置し、試料は、試料に拡散できる
１つ以上の分析物を有する。
【０６３７】
　段落Ｕ１～６、Ｘ～６、Ｐ１～８、Ｗ１～６、Ｖ１～４、ＵＡＢ１～８、Ｍ１～２、Ｓ
１～２、Ｑ１１０、及びＨ１のいずれか、ならびにそれらの任意の組み合わせの方法又は
装置では、第１及び第２のプレートは、多重化検出のために図１０、図１１、又は図１２
に記載されるように、結合部位及び貯蔵部位をさらに含む。
【０６３８】
　これらの実施形態において、該装置は、流体分離（すなわち、アッセイ領域間の物理的
障壁がない）無しでの液体試料の並行多重化アッセイのためであることができる。該装置
は、第１のプレート及び第２のプレートを含み、ｉ．プレートは、異なる構成になるよう
に互いに対して移動可能であり、１つ又は２つのプレートは可撓性であり、ｉｉ．１つ又
は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み、かつスペーサは
、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有し、ｉｉｉ．各プ
レートは、それらのそれぞれの表面上に、試料中に拡散できる１つ以上の標的分析物を含
む試料を含む試料と接触するための試料接触領域を有し、ｉｉｉ．第１のプレートは、そ
の表面に、試料の対応する標的分析物に結合しかつそれを固定化する捕捉剤を含有する所
定の領域を各々が有する１つ以上の結合部位を有し、かつ、ｉｖ．第２のプレートは、そ
の表面に１つ以上の対応する貯蔵部位を有し、前記貯蔵部位は各々、所定の領域を有し、
かつ試料と接触すると試料中に溶解して試料中に拡散する濃度の検出剤を含み、各捕捉剤
、標的分析物、及び対応する検出剤は、第１のプレートの結合部位で捕捉剤－標的分析物
－検出剤サンドイッチを形成することができ、１つの構成は、２つのプレートが部分的又
は完全に離れておりプレートの間の間隔がスペーサにより調節されずかつ試料がプレート
の１つ又は２つに付着する、開放構成であり、別の構成は、開放構成で試料を付着した後
に構成された閉鎖構成であり、かつ閉鎖構成において、ｉ．少なくとも一部の試料は、圧
縮されて均一な厚さの層になり、前記層は、２つのプレートの内表面と接触し内表面によ
って限定され、かつ１つ以上の結合部位と１つ以上の貯蔵部位を被覆し、ｉｉ．１つ以上
の対応する貯蔵部位は１つ以上の結合部位の上方にあり、ｉｉｉ．層の均一な厚さをスペ
ーサ及びプレートにより調節し、それは２５０μｍより小さく、各貯蔵部位の所定の領域
の直線寸法より実質的に小さく、かつ、ｉｖ．結合部位及び／又は貯蔵部位の間に流体的
隔離が存在せず、隣接する貯蔵部位の縁部間の分離と隣接する結合部位の縁部間の分離は
、標的分析物又は検出剤の関連のある時間内での拡散可能な距離より大きく、かつ結合部
位及び／又は貯蔵部位の間に流体的隔離が存在しない。
【０６３９】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、複数（少なくとも２つ
、少なくとも４つ、もしくは少なくとも１６つ又はそれ以上）の結合部位を有する。
【０６４０】
　いくつかの実施形態において、各結合部位は、異なる標的分析物に結合される。
【０６４１】
　いくつかの実施形態において、第２のプレートは、その表面に、複数（少なくとも２つ
、少なくとも４つ、もしくは少なくとも１６つ又はそれ以上）の対応する貯蔵部位を有す
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る。
【０６４２】
　いくつかの実施形態において、各対応する貯蔵部位は、異なる標的分析物に結合される
。
【０６４３】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、複数の結合部位を有し
、第２のプレートは、その表面に、複数の対応する貯蔵部位を有し、プレートが閉鎖構成
にある時に各結合部位は対応する貯蔵部位に対向する。
【０６４４】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、複数の結合部位を有し
、第２のプレートは、その表面に、１つの貯蔵部位を有し、プレートが閉鎖構成にある時
に結合部位のうちの少なくともいくつかの結合部位は貯蔵部位中の１つの領域に対向する
。
【０６４５】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、１つの結合部位を有し
、第２のプレートは、その表面に、複数の貯蔵部位を有し、プレートが閉鎖構成にある時
に貯蔵部位のうちの少なくともいくつかの貯蔵部位は結合部位中の１つの領域に対向する
。
【０６４６】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、複数の結合部位を有し
、結合部位は、同じ標的分析物に結合してそれを固定化する異なる捕捉剤を含む。
【０６４７】
　いくつかの実施形態において、第１のプレートは、その表面に、複数の結合部位を有し
、結合部位は、同じ捕捉剤を含む。
【０６４８】
　いくつかの実施形態において、捕捉剤は、異なる結合部位において密度が異なる。これ
らの実施形態は、試料中の分析物の量を定量化する方法を提供するために使用されてもよ
い。
【０６４９】
　いくつかの実施形態において、２つの隣接する結合部位又は２つの隣接する貯蔵部位の
間に分離が存在し、閉鎖構成での試料の厚さに対する分離の比は、少なくとも３であり、
例えば少なくとも５、少なくとも１０、少なくとも２０、又は少なくとも５０である。
【０６５０】
　いくつかの実施形態において、スペーサ間の距離は、１μｍ～１２０μｍの範囲内にあ
る。
【０６５１】
　いくつかの実施形態において、可撓性プレートの厚さは、２０μｍ～２５０μｍの範囲
内（例えば５０μｍ～１５０μｍの範囲内）にあり、かつヤング率は０．１ＧＰａ～５Ｇ
Ｐａの範囲内（例えば、０．５ＧＰａ～２ＧＰａの範囲内）にあってもよい。
【０６５２】
　いくつかの実施形態において、可撓性プレートの厚さに可撓性プレートのヤング率を乗
算した値は、６０ＧＰａ－μｍ～７５０ＧＰａ－μｍの範囲内にある。
【０６５３】
　いくつかの実施形態において、前記方法は、（ａ）試料中に拡散できる１つ以上の標的
分析物を含有する試料を取得するステップ、（ｂ）異なる構成になるように互いに対して
移動可能な第１のプレート及び第２のプレートを取得するステップであって、ｉ．１つ又
は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み、１つ又は２つの
プレートは可撓性であり、ｉｉ．スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一
定のスペーサ間の距離を有し、ｉｉｉ．第１のプレートは、その表面に、（ａ）の対応す
る標的分析物に結合してそれを固定化する捕捉剤を含む所定の領域をそれぞれ有する１つ
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以上の結合部位を有し、かつ、ｉｖ．第２のプレートは、その表面上に１つ以上の対応す
る貯蔵部位を含み、前記貯蔵部位はそれぞれ、所定の領域を有し、試料に接触すると試料
中に溶解して試料中に拡散するある濃度の検出剤を含み、各捕捉剤、標的分析物、及び対
応する検出剤は、第１のプレートの結合部位に捕捉剤－標的分析物－検出剤サンドイッチ
を形成できる、ステップ、（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、１つ又は２
つのプレートに試料を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分
的又は完全に離れておりかつプレート間距離がスペーサにより調節されない、構成である
、ステップ、（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを閉鎖構成にすることにより試料を圧縮
するステップであって、閉鎖構成は、ｉ．試料の少なくとも一部が、圧縮されて均一な厚
さの層になり、前記層が、２つのプレートの内表面に接触し内表面によって限定され、１
つ以上の結合部位及び１つ以上の貯蔵部位に接触し、ｉｉ．１つ以上の対応する貯蔵部位
が１つ以上の結合部位上にあり、かつ、ｉｉｉ．層の均一な厚さがスペーサ及びプレート
により調節され、２５０μｍより小さく、各貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的
に小さい、構成である、ステップ、（ｅ）（ｄ）の後にかつプレートが閉鎖構成にある間
に、（１）関連のある時間長さで試料をインキュベートし、次にインキュベーションを停
止するステップ、或いは、（２）関連のある時間長さの最小値以上の時間で試料をインキ
ュベートし、次に、関連のある時間長さの最大値以下の時間内に各標的分析物の結合部位
への結合を評価するステップであって、関連のある時間長さは、ｉ．（ａ）における標的
分析物が閉鎖構成で均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必要な時間以上であり
、かつｉｉ．（ａ）における標的分析物が貯蔵部位又は結合部位の所定の領域の最小直線
寸法にわたって横方向に拡散するのに必要な時間より顕著に短く、それにより、反応が生
じ、前記反応において、（１）におけるインキュベーションの終了時又は（２）における
評価の間、各結合部位に結合した捕捉剤－標的分析物－検出剤サンドイッチの大部分が、
対応する関連のある体積の試料に由来し、インキュベーションにより、各標的分析物が結
合部位及び検出剤に結合することが可能となり、対応する関連のある体積は、閉鎖構成で
対応する貯蔵部位にある試料の一部分であり、隣接した貯蔵部位の縁部間の分離間隔と隣
接した結合部位の縁部間の分離間隔は、標的分析物又は検出剤が関連のある時間内で拡散
できる距離より大きく、結合部位及び／又は貯蔵部位の間に流体的隔離が存在しない、ス
テップを含んでもよい。
【０６５４】
　上記多重アッセイ装置の任意の実施形態は、この方法に使用されてもよい。
【０６５５】
１６　幅広いウェルにおける少量の試料又は試薬のアッセイ／化学反応（Ｅ）
　いくつかの適用において、プレート上のウェルは、試料がカバーしなければならないウ
ェルの領域に対して小さい試料体積を有する試料を検査するために使用される。本発明の
１つの態様は、幅広いウェル内の少量の試料又は試薬のアッセイ及び他の化学反応を可能
にする方法及び装置である。用語「ウェル」は、ウェルの内部に付着した液体が、ウェル
の固体底部および密閉された側壁によってウェルの外側に流れることを防止する、表面で
の中空の区画、くぼんだ領域、又はくぼみを指す（図８）。ウェルの領域は、側壁によっ
て囲まれた領域である。用語「小体積の試料」と「幅広いウェル」は、試料がウェルの底
部に滴下され、試料を分散するための装置がない場合、ウェル底部との接触領域を有する
ウェル底部上の試料の体積は、ウェルの領域よりも小さい（すなわち、小ささと広さとは
、試料の自然接触領域とウェルの底部領域との比較である）。ウェルは密閉スペーサの作
用を果たす（Ｅ）。
【０６５６】
　図８及び図９は、試料の厚さ調整のためのプレート及び密閉スペーサ（ウェル）の特定
の実施形態を示す。（ａ）第１のプレートは、ウェルの内側に１つの密閉スペーサ（ウェ
ル）及び少なくとも１つのスペーサを有する（図９）、及び（ｂ）第１のプレートは、ウ
ェルの内側にスペーサを備えない（図８）、という２つの例示的な実施形態が示される。
別の実施形態は、第１及び第２のプレートが閉鎖構成にある前に、密閉スペーサがその中



(139) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

の１つのプレートにあり、隔離されたスペーサが別のプレート上にあり、プレートの閉鎖
構成では、隔離されたスペーサがウェルの内側にあることである。
【０６５７】
　１つの実施形態において、プレートのウェルに付着した試料の体積は、ウェルの内部体
積（体積を特定の体積に測定する）にほぼ等しい所定の体積（内側のウェル領域とウェル
の高さとの積）を有することができ、それによりプレートが閉鎖構成にある時に、試料は
ほぼ完全にウェルを充填し、ウェルから流れ出る試料がないか又はほぼない。
【０６５８】
　別の実施形態において、試料の他の部分がウェルから流出する間は、プレートのウェル
に付着した試料の体積は測定されずかつプレートの閉鎖構成では試料の一部はウェルをほ
ぼ完全に充填する。
【０６５９】
　別の実施形態において、複数のウェルは１つのプレートである。いくつかの実施形態に
おいて、ウェルからオーバーフローする試料のためのウェル間に溝（ダンピング空間）が
ある。ダンピング空間は、１つのウェルからオーバーフローする試料が他のウェルに流れ
ることを防止する。
【０６６０】
　Ｅ１．　図８に示すような、幅広いウェルにおいて少量の試料を用いてアッセイするた
め及び／又は化学反応のための方法であって、
　（ａ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップ、前記第１のプレートは、その表面に、所定の寸法（ウェル底部
、深さ及び縁部を含む）を有するウェルと、前記ウェルの底部に結合部位とを有する、ス
テップ、
　（ｂ）試料を取得するステップであって、試料は、（ｉ）結合部位に結合しかつ試料に
おいて拡散することができる標的実体を含み、かつ（ｉｉ）第２のプレートと接触せずに
ウェルの底部のみに付着した試料の接触領域がウェルの底部の領域よりも小さいような体
積及び湿潤特性を有する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、ウェル内にもしくは第２のプレート
の対応する領域上に又はその両方に試料を付着させるステップであって、開放構成は、２
つのプレートが部分的又は完全に離れておりかつ第２のプレートとウェルの底部との間の
間隔がウェルの縁部（すなわち、ウェルの深さ）により調節されない、構成である、ステ
ップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にして前記試料を広げるステップであって、閉
鎖構成において、第２のプレートはウェルに被覆され、結合部位上の試料はスペーサ及び
第２のプレートにより調節され、試料とウェルの底部との接触面積は、プレートが開放構
成にある時よりも大きい、ステップ
を含み、
　第２のプレートの対応する領域は、閉鎖構成でウェルの頂部及びウェルの縁部の内側に
ある領域である、方法。
【０６６１】
　段落Ｅ１の方法において、プレートは、少なくともウェルの内部の隔離されたスペーサ
（すなわちウェルスペーサ）をさらに含む。
【０６６２】
　段落Ｅ１の方法において、いくつかの実施形態において、試料の体積は計測される（例
えば、選択された体積を有しようとする）。計量された体積は、ウェルの体積とほぼ等し
いか、小さいか、又は大きい。
【０６６３】
　段落Ｅ１の方法において、いくつかの実施形態において、プレートの外側からの圧縮力
は、プレートを閉鎖構成に保持するように構成される。
【０６６４】
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　段落Ｅ１の方法において、いくつかの実施形態において、毛細管力は、プレートを閉鎖
構成に保持するように構成される。
【０６６５】
　図８ｄに示すように、段落Ｅ１の方法において、いくつかの実施形態において、ウェル
の底部、第２のプレートの対応する領域、又はその両方が所定の高さのスペーサで取り付
けられ、閉鎖構成では、試料の厚さは、スペーサ、縁部、又はその両方によって調整され
る。
【０６６６】
　いくつかの実施形態において、スペーサの高さはウェルの深さと等しいか、それよりも
小さいか、又は大きい。ウェルの底部は平面状（すなわち平坦）又は湾曲している。いく
つかの実施形態において、スペーサ（１）は、所定のスペーサ間の距離を有し、（２）試
料の内部にあり、（３）それぞれのプレートに固定されるか、又はそれらの任意の組み合
わせである。
【０６６７】
　いくつかの実施形態において、試料の体積はウェルの体積からスペーサの体積を引いた
ものにほぼ等しい。いくつかの実施形態において、第２のプレートはウェルを密封するよ
うに構成される。
【０６６８】
　いくつかの実施形態において、ウェル深さ平方に対するウェル領域の比は、３以上、５
以上、１０以上、２０以上、３０以上、５０以上、１００以上、２００以上、１０００以
上、１００００以上、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０６６９】
　ウェル深さ平方に対するウェル領域の比は、好ましい実施形態において３～２０であり
、別の好ましい実施形態において２０～１００であり、別の好ましい実施形態において１
００～１０００であり、別の好ましい実施形態において１０００～１０，０００である。
【０６７０】
　装置の記述と要求が必要である。体積は小さくて不明である。
【０６７１】
１７　非試料体積によって生じた影響を補正することによる正確な定量化（Ｃ）
　ＣＲＯＦプロセスでは、試料は常に、スペーサ、気泡、粉塵又はそれらの任意の組み合
わせを含むがこれらに限定されないという試料ではない物体に起因する非試料体積と混合
される。気泡又は粉塵は、ＣＲＯＦプロセスにおける試料付着または他のプロセスを使用
して導入されてもよい。これらの試料なし物体は、試料の関連のある体積（関心のある体
積）を決定する時に修正する必要がある体積を占有し、かつ試料内にある。本発明の１つ
の態様は、２つのプレートの間の関連のある体積の試料内の非試料体積により生成される
影響を補正することであり、関連のある体積の厚さがスペーサにより調整される。
【０６７２】
　Ｃ１．　２つのプレートの間の試料の関連のある体積を決定する時に非試料材料によっ
て生じた影響を補正するための方法であって、
　（ａ）試料の関連のある体積が定量化される試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、前記プレートの１つ又は２つは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し
、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、２つのプレートの１つ又は２つに試
料を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れ
ておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にするステップであって、閉鎖構成では、プレ
ートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの間に位置し、関連
のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、プレートの開放構成で
は、該厚さが試料の最も大きい厚さより薄く、関連のある体積が非試料材料の体積を含む
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ことができる、ステップ、
　（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、（ｉ）関連のある体積の試料の側面積、及び（
ｉｉ）非試料材料の体積を計測するステップ、並びに
　（ｆ）スペーサにより調節される関連のある体積の厚さを用いて関連のある体積の試料
を計算して、非試料材料の影響を補正するステップ
を含み、
　関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部であり、非試料材料は、試料に由来
しない材料であり、
　非試料体積の計測は、２つのプレートの間の試料を画像化することによる、方法。
【０６７３】
１８　間隔の二重チェックによる高精度定量化
　ＣＲＯＦにおいて、与えられた一組の条件に対して、スペーサ及びプレートが閉鎖構成
で所定の試料厚さを与えることができても、特定のＣＲＯＦの間に、実際の一組の条件は
、期待されるものと異なる可能性があり、所定の最終試料厚さの誤差をもたらす。このよ
うな誤差を低減するために、本発明の一態様は、閉鎖構成で最終試料厚さを二重チェック
することである。
【０６７４】
　Ｃ２．　２つのプレートの間の関連のある体積の試料の厚さを決定しかつチェックする
ための方法であって、
　（ａ）関連のある体積の試料が定量化される試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、前記プレートの１つ又は２つは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し
、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、２つのプレートの１つ又は２つに試
料を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れ
ておりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にするステップであって、閉鎖構成では、プレ
ートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体積の試料がプレートの間に位置し、関連
のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサにより調節され、プレートの開放構成で
は、該厚さが試料の最も大きい厚さより薄く、関連のある体積が非試料材料の体積を含む
ことができる、ステップ、
　（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、（ｉ）関連のある体積の試料の側面積、及び（
ｉｉ）非試料材料の体積を計測するステップ、並びに
　（ｆ）非試料材料の影響を補正することにより、関連のある体積の試料を計算するステ
ップ
を含み、
　関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部であり、非試料材料は、試料に由来
しない材料である、方法。
【０６７５】
１９　洗浄（ＷＳ）
　本発明では、本明細書に記載されたプレートプレスと保持の実施形態の１つ又は任意の
組み合わせが、本発明の説明全体に記載された全ての方法及び装置において使用される。
【０６７６】
　（ａ）上記方法の１つ又は任意の組み合わせにおけるステップを実行するステップ、及
び
　（ｂ）プレート間の試料又は移送媒体を洗い流すステップ
を含む、アッセイにおける洗浄ステップのための方法。
【０６７７】
　ＣＲＯＦを使用する方法において、プレートを閉鎖構成に保持することにより洗浄する
。
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【０６７８】
　ＣＲＯＦを使用する方法において、閉鎖構成でプレートを分離することにより洗浄する
。
【０６７９】
スポンジ
２０　多重ステップを用いるアッセイ（ＭＡ）
　本発明において、本開示によって記載された実施形態（すなわち、全てのセクション）
は、（ａ）１つの実施形態を他の実施形態と組み合わせること、（ｂ）同じ実施形態を１
回より多く使用すること、（ｃ）（ａ）と（ｂ）の任意の組み合わせにより使用すること
ができる。
【０６８０】
　ＭＡ１．
　（ａ）分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）ＣＲＯＦを使用する方法を実行するステップ、及び
　（ｃ）プレートを離し、ＣＲＯＦを使用する方法を実行するステップ
を含む、試料中の分析物をアッセイするための方法。
【０６８１】
　段落ＭＡ１の方法では、いくつかの実施形態において、ＭＡ１のステップ（ｃ）の後、
ＭＡ１の方法における全てのステップの同じステップを少なくとも１回繰り返すステップ
をさらに含む。
【０６８２】
　ＭＡ２．、
　（ａ）分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）ＣＲＯＦを使用する方法を実行するステップ、
　（ｃ）プレートを離し、ＣＲＯＦを使用する方法を実行する（洗浄）ステップ、及び
　（ｄ）ＣＲＯＦを使用する方法を実行するステップ
を含む、試料中の分析物をアッセイするための方法。
【０６８３】
　いくつかの実施形態における段落ＭＡ２の方法では、それは、ＭＡ２のステップ（ｄ）
の後、ＭＡ２の方法における全てのステップの同じステップを少なくとも１回繰り返すス
テップをさらに含む。
【０６８４】
　段落ＭＡ２の方法では、いくつかの実施形態において、ＭＡ２のステップ（ｃ）の後、
ＭＡ１の方法における全てのステップの同じステップを少なくとも１回繰り返すステップ
をさらに含む。
【０６８５】
　ＭＡ３．
　ＣＲＯＦを使用する第１のＣＲＯＦ装置と、
　第１のＣＲＯＦ装置のプレートが離れているときに、第１のＣＲＯＦ装置のプレートの
１つと組み合わせて第２のＣＲＯＦ装置を形成する第３のプレートと
を含む、試料中の分析物をアッセイするためのキット。
【０６８６】
　ＭＡ４．
　ＣＲＯＦを使用する第１のＣＲＯＦ装置と、
　ＣＲＯＦ装置のプレートの試料接触領域上にある少なくとも１つの結合部位又は貯蔵部
位と、
　第１のＣＲＯＦ装置のプレートが離れているときに、第１のＣＲＯＦ装置のプレートの
１つと組み合わせて第２のＣＲＯＦ装置を形成する第３のプレートと
を含み、
　結合部位は、標的分析物をプレートの表面に結合し、貯蔵部位は、試料と接触すると試
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料中に溶解して試料中に拡散することができる試薬を有する、試料中の分析物をアッセイ
するためのキット。
【０６８７】
　画像化は、スマートフォンの使用を含む。このセクションの方法は、光源による照明の
ステップをさらに含む。光源は、レーザ、ＬＥＤ、ランプ、又はカメラフラッシュライト
であってもよい。
【０６８８】
試料中の標的実体を検出するアッセイを行うためのキット（ＭＱＸＡ）
　ａ．標的実体を固定化することができ、標的実体に結合する結合パートナーを有する１
つ以上の結合部位を第１のプレートの１つの表面が有する、第１のプレートと、
　ｂ．カバープレートと、
　ｃ．カバープレートと第１のプレートとの間の内部空間にある試料であって、試料が、
試料中で移動可能な前記標的実体を含み、試料の形状が変形可能であり、第１のプレート
と第２のプレートが互いに対して移動可能であり、試料の形状が内表面にほぼ一致し、試
料の少なくとも一部が結合部位と接触し、インキュベーションの間に内側の間隔が一定の
距離より小さく、試料が前記結合部位と接触する、試料と、
　ｄ．第１のプレートの表面及び／又はカバープレートの表面に画像化を行うことができ
る画像化装置と、
　ｅ．内部空間の間隔を計測することができる計測装置と
を含む、試料中の標的実体をアッセイするためのキット。
【０６８９】
　このセクションの方法は、スマートフォンの使用を含む。このセクションの方法は、照
明装置の使用を含む。照明装置は、レーザ、ＬＥＤ、ランプ、又はカメラフラッシュライ
トを含む。
【０６９０】
２１　プレートプレス及び保持（Ｈ）
　圧縮力　ＣＲＯＦプロセスにおいて、力を入れて２つのプレートを圧縮してプレートを
開放構成から閉鎖構成にする。圧縮力は、プレートの内表面間の間隔を減少させ、これに
よりプレート間の試料の厚さを減少させる。本発明において、圧縮力は、機械的力、毛細
管力（表面張力による）、静電力、電磁力（光を含む）、及びそれらの任意の組み合わせ
を含むが、これらに限定されない。
【０６９１】
　プレートを開放構成から閉鎖構成にするいくつかの実施形態において、第１のプレート
と第２のプレートとを互いに向かって押し付けるための外力を加える。
【０６９２】
　プレートを開放構成から閉鎖構成にするいくつかの実施形態において、第１のプレート
と第２のプレートの外側に外力を加えてプレートを互いに向かって押し付け、前記圧力が
プレート内の圧力よりも高い。プレート外の圧力をプレート内の圧力よりも高くするため
の装置が使用される。この装置は、密封装置のみに限定されている。
【０６９３】
　いくつかの実施形態において、圧力は、第１のプレートと第２のプレートとの間の液体
及び対応する表面の張力とプレートとの相互作用に起因する毛細管力によって少なくとも
部分的に提供される。いくつかの実施形態において、液体は試料自体であるか、または液
体と混合された試料である。特定の実施形態において、毛細管力は、他の力とともに使用
される。多くの場合、試料は液体中にあることが多く、表面張力は毛細管力を挿入するの
に適する。いくつかの実施形態において、毛細管力が試料を変形させることに必要な力に
等しい場合に、プレートによる試料の変形は自動的に停止することができる。
【０６９４】
　特定の実施形態において、第１のプレートと第２のプレートとの間の圧力（内部圧力）
をプレートの外側（外部圧力）から隔離し、次いで内部圧力を外部圧力よりも低くするこ
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とによって、圧縮力（これにより試料変形）が生成される。隔離は、真空密封又は他の装
置を用いて行うことができる。
【０６９５】
　いくつかの実施形態において、それは、上記方法の組み合わせである。
【０６９６】
　段階的プレス　特定の実施形態において、プレートを閉鎖構成にする圧縮力は、「段階
的プレス」という過程において加えられ、それは、まずプレートの１つの位置にプレス（
すなわち、圧力を加える）を加え、その後に試料の他の位置に段階的に加えることを含む
。段階的プレスのいくつかの実施形態において、ある位置で試料を所望の厚さに変形させ
た後に、該位置の圧縮力（試料自体の毛管力を除く）は、（ｉ）プレス及び試料変形の全
体プロセスにおいて維持され、（ｉｉ）他の位置にプレスされる間に除去されるか、或い
は（ｉｉｉ）（ｉ）のプレートのある部分に使用され、（ｉｉ）の試料のある部分に使用
される。
【０６９７】
　段階的プレスの１つの実施形態において、ローラを使用して、第１のプレート及び第２
のプレート（試料がプレートの間に位置し、プレートがわずかに可撓性である）を別のロ
ーラ又は平坦な表面に対してプレスする。
【０６９８】
　別の実施形態において、人の指は、プレート（したがって試料）をプレスするためのツ
ールである。プレスは、人の手の一部が人体の他の部分（人の手の他の部分を含む）と接
触するか又は人の手が物体（例えば、テーブル面）と接触することである。１つの実施形
態において、プレスは、試料のある位置から開始しかつ試料の他の位置に徐々に移動する
。
【０６９９】
　段階的プレスの１つの実施形態において、プレスされた空気ジェットは、最初にプレー
ト対の位置（例えば中心）（第１のプレートと第２のプレートの間にあり、そのうちの１
つのプレートがわずかに可撓性である）に案内され、該圧縮力はプレート対の別の部分に
徐々に拡張される。
【０７００】
　別の実施形態において、第１のプレートと第２のプレートの１つ又は２つは可撓性であ
り、かつ試料のある位置と接触し、その後に該位置の毛管力は、試料を変形させるように
プレート対を一緒に（互いに対して向かって）引っ張る。
【０７０１】
　段階的プレスの利点は、小さい力で試料を変形させる（力が同じである場合、プレス面
積が小さいほど圧力が大きくなるからである）ことを可能し、試料の移動（変形）、及び
／又は試料中の気泡の減少に役立つことを含む。圧力が大きいほど、試料の変形は大きく
なる。段階的プレスは、変形した試料の厚さ均一性を改善することができる。
【０７０２】
　プレス装置　ＣＲＯＦにおける試料変形用の圧縮力を決定する装置は、様々な実装を有
する。いくつかの実施形態において、人の手を用いて、例えば、人の指を用いてプレスす
る。特定の実施形態において、プレス装置は、人の手、機械的クリップ、機械プレス、機
械的クランプ、機械的スライダ、機械的装置、電磁気装置、表面を転がるローラ、対向す
る２つのローラ、流体プレス、油圧装置、又はそれらの任意の組み合わせを含むが、これ
らに限定されない。特定の実施形態において、加圧された液体（加圧空気を含む）を用い
て第１のプレート及び／又は第２のプレートを直接又は間接的にプレスする。「直接」と
は、加圧された液体を第１のプレート及び／又は第２のプレートに直接加えることを指し
、「間接的」とは、第３の物体により加えることを指す。プレスの特定の実施形態は、プ
レス装置及び方法の上記実施形態の組み合わせを使用する。
【０７０３】
　また、試料変形の特定の実施形態において、プレス及び試料変形は監視される。監視は
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、プレス及び試料変形を制御するために用いることができる。変形の監視は、機械的方法
、電気的、光学的、化学的、磁気的、及びそれらの任意の組み合わせを含むが、これらに
限定されない。機械的方法は、機械的ゲージ、スペーサ（機械的ストッパ、以下に詳細に
説明する）及び音波を含むが、これらに限定されない。
【０７０４】
　ＣＲＯＦにおいて、間隔制御装置は、機械的プレス、機械的移動ステージ、人の指、プ
レートを互いに向かって引っ張る毛細管力を提供する液体、プレートに圧力を加える液体
（空気を含む）、又はそれらの組み合わせを含む。
【０７０５】
　特定の実施形態において、（並進及び／又は回転）機械的ステージは、試料変形及び試
料厚さの制御に使用され、かつ監視システムとともに動作する。
【０７０６】
　いくつかの実施形態において、圧縮力の少なくとも一部は、プレートを一緒に取り付け
て閉鎖構成に形成するように構成されたプレス（プレートを閉鎖構成に変形させる装置）
によって提供される。
【０７０７】
　いくつかの実施形態において、人の手でプレートをプレスする。人は、検査される人又
は検査を行う人、又は試料を採取する人であってもよい。
【０７０８】
　いくつかの実施形態において、プレートのプレスは、毛管力を使用して２つのプレート
を一緒に保持することである。毛管力は、１つ又は２つのプレートの内表面の少なくとも
一部を親水性にすることにより生成される。プレートを閉鎖構成にプレスするための一部
又は全部の力（毛管力を除く）を除去しても、適切な毛管力で、２つのプレートは、当初
はプレートが閉鎖構成にある時と同じプレート間隔と同じ、関連のある体積の試料の厚さ
を保持することができる。
【０７０９】
　いくつかの実施形態において、プレートの外表面に圧縮力を加えてプレートの内表面の
間隔を減少させる装置は、プレートの外表面に適合する接触表面を含み、装置の接触表面
は、プレートの外表面と接触する装置の表面であり、「プレートの外表面に適合する」と
は、装置の表面が圧縮中に変形して、その形状がプレートの外表面の形状と一致すること
を指す。１つの例示的な実施形態において、圧縮装置は、人の指を指す。別の例示的な実
施形態において、圧縮装置は、軟質プラスチック又はゴムで作られた接触面を有する。
【０７１０】
　自己保持（圧縮力を除去した後に最終の試料厚さを維持すること）　ＣＲＯＦをプレス
するいくつかの実施形態において、閉鎖構成で試料が変形した後、一部の圧縮力は除去さ
れ、かつ試料は、圧縮力が存在する時と同じ最終の試料厚さを保持する。このような状況
は、「自己保持」と呼ばれる。自己保持の１つの理由は、プレート対の外側から挿入され
た圧縮力を除去した後、プレートの内表面の間に依然として他の力、例えば、毛管力が存
在して、プレート対を一緒に保持することである。毛管力は、プレート上の試料の湿潤特
性に起因する。
【０７１１】
　自己保持を有するために、プレートの表面の湿潤特性、試料とプレートとの全接触面積
、閉鎖構成での最終の試料厚さ、又はそれらの組み合わせを制御する必要がある。
【０７１２】
　自己保持を達成するためのいくつかの実施形態において、プレートの内表面の１つ又は
２つは親水性である。すなわち、プレートの１つが親水性の内表面を有するか、又はプレ
ートの２つが親水性の内表面を有するかのいずれかである。
【０７１３】
　毛管力は、液体表面の曲率半径に依存し、曲率が小さいほど、毛細管力が高くなる。２
つのプレート（すなわち、プレート対）の間に小さい間隔、したがって試料厚さを使用す



(146) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

ることにより、小さい曲率を達成することができる。いくつかの実施形態において、自己
保持を達成するための最終試料厚さは、１０ｎｍ以下、１００ｎｍ以下、１００ｎｍ以下
、５００ｎｍ以下、１μｍ（マイクロメートル）以下、２μｍ以下、３μｍ以下、５μｍ
以下、１０μｍ以下、２０μｍ以下、５０μｍ以下、７０μｍ以下、１００μｍ以下、１
５０μｍ以下、３００μｍ以下、５００μｍ以下、７００μｍ以下、１０００μｍ以下、
１２００μｍ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０７１４】
　いくつかの実施形態において、自己保持用のプレートと接触する試料の面積は、最大１
０μｍ２、最大１００μｍ２、最大２００μｍ２、最大５００μｍ２、最大１０００μｍ
２、最大２０００μｍ２、最大５０００μｍ２、最大８０００μｍ２、最大０．０１ｍｍ
２、最大０．０５ｍｍ２、最大０．１ｍｍ２、最大０．５ｍｍ２、最大１ｍｍ２、最大５
ｍｍ２、最大１０ｍｍ２、最大５０ｍｍ２、最大１００ｍｍ２、最大５００ｍｍ２、最大
１０００ｍｍ２、最大２，０００ｍｍ２、最大５，０００ｍｍ２、最大１０，０００ｍｍ
２、最大１００，０００ｍｍ２、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０７１５】
　いくつかの実施形態において、自己保持をよりよくするために、プレートの内表面のう
ちの１つ又は２つの湿潤特性は変更される。
【０７１６】
　ＨＳ．１　いくつかの実施形態において、ＣＲＯＦプロセスにおいて、装置を使用して
圧縮力を挿入してプレートを閉鎖構成にし、閉鎖構成になると、装置による圧縮力は除去
され、かつ試料厚さ及びプレートの内表面の間隔は、装置による圧縮力を除去する前にほ
ぼ同じである。いくつかの実施形態において、前段落の方法は、プレート又はプレート間
から信号を読み取るステップを含み、信号は、分析物、実体、標識、試料体積、物質（す
なわち、化学物質）の濃度、又はそれらの任意の組み合わせに関連する信号を含むが、こ
れらに限定されない。
【０７１７】
　段落ＳＨ．１の方法では、装置は、人の手、機械的クリップ、機械プレス、機械的クラ
ンプ、機械的スライダ、機械的装置、電磁気装置、表面を転がるローラ、対向する２つの
ローラ、流体プレス、油圧装置又はそれらの任意の組み合わせである。
【０７１８】
　段落ＳＨ．１の方法において、いくつかの実施形態において、「試料の厚さ及びプレー
トの内表面間隔は、装置による圧縮力を除去する前とほぼ同じである」は、圧縮力除去前
後の試料厚さとプレート内表面間隔の相対差が０．００１％以下、０．０１％以下、０．
１％以下、０．５％以下、１％以下、２％以下、５％以下、８％以下、１０％以下、１５
％以下、２０％以下、３０％以下、４０％以下、５０％以下、６０％以下、７０％以下、
８０％以下、９０％以下、９９．９％以下であるか、又はこれらの任意の数値の間に範囲
であることを指す。
【０７１９】
　段落ＳＨ．１の方法では、いくつかの実施形態において、装置による圧縮力を除去した
後の試料厚さとプレート内表面間隔が予め定められ、予め定められることは、所定の圧縮
条件で圧縮力を加える前に、圧縮力を除去した後の厚さ及び間隔が既知であることを指す
。
【０７２０】
　Ｈ１．　関連のある体積の試料の厚さを減少させかつ該減少された厚さを保持するため
の方法であって、
　（ａ）関連のある体積の厚さが減少される試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な２つのプレートを取得するステ
ップであって、前記プレートの１つ又は２つは、所定のスペーサ間の距離及び高さを有し
、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、前記プレートの１つ又は２つに試料
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を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、プレートを閉鎖構成にするプレス装置を使用して前記試料を広げる
ステップであって、閉鎖構成では、プレートが互いに対向し、スペーサ及び関連のある体
積の試料がプレートの間に位置し、関連のある体積の試料の厚さがプレート及びスペーサ
により調節され、プレートの開放構成では、該厚さが試料の最も大きい厚さより薄く、少
なくとも１つのスペーサが試料内に位置する、ステップ、並びに
　（ｅ）（ｄ）の後、装置を解放し、プレス装置を解放した後、プレート間の間隔は、装
置を適用する時と同じか又はほぼ同じであるように保持する、ステップ
を含み、
　前記関連のある体積は、試料の全体積の少なくとも一部である、方法。
【０７２１】
　段落Ｈ１の方法において、プレート間の間隔とほぼ同じである割合は、最大１％、最大
２％、最大５％、最大１０％、最大２０％、最大５０％、最大６０％、最大７０％、最大
８０％、最大９０％、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲である。
【０７２２】
　例えば、ＣＲＯＦにおいて、人の手で２つのプレートを閉鎖位置まで圧縮し、その後に
手及び手による圧縮力を除去するが、最終の試料厚さは、依然として手による圧縮力が存
在する時に同じである。
【０７２３】
２２　他の組み合わせ
　本発明において、本開示の各実施形態（すなわち、全てのセクション）は、（ａ）単独
で使用すること、（ｂ）他の実施形態と組み合わせること、（ｃ）複数回使用すること、
及び（ｄ）（ａ）～（ｃ）の任意の組み合わせにより使用することができる。
【０７２４】
　本発明において開示された方法及び装置は、単独で又はそれらの任意の組み合わせで使
用することができる。「ＱＭＡＸ」方法又は装置という用語は、本明細書に記載された実
施形態の方法又は装置を指す。
【０７２５】
　いくつかの実施形態において、具体的には、セクション１及びセクション２に開示され
た発明に対してＱを使用し、セクション３及びセクション５に開示された発明に対してＡ
を使用し、セクション４及びセクション５に開示された発明に対してＸを使用し、セクシ
ョン６に開示された発明に対してＭを使用する。したがって、セクション１、２、３及び
５に開示される発明の方法及び装置は、Ｑ、Ｘ、Ａ、Ｍ、ＱＸ、ＱＡ、ＱＭ、ＸＡ、ＸＭ
、ＡＭ、ＱＸＡ、ＱＡＭ、ＸＡＭ、及びＱＸＡＭの形態で使用することができる。
【０７２６】
　ａ．第１のプレート表面は、既知の深さ及び体積の少なくとも１つのウェルを有し、該
ウェルの底面は、試料中の標的実体を固定化することができる１つ以上の結合部位を有す
る、第１のプレートを有すること、
　ｂ．前記試料は前記標的実体を含み、標的実体は試料内で移動可能であり、試料の形状
が変形可能であり、試料はウェルの一部のみを被覆する（したがって、ウェル深さよりも
大きな厚さを有する）、ウェル体積とほぼ同じ試料をウェル内に付着させること、
　ｃ．カバープレートを有すること、
　ｄ．第１のプレートとカバープレートを互いに向かい合わせることにより、試料は第１
のプレートと第２のプレートの内表面の間にあること、
　ｅ．第１のプレートと第２のプレートの内表面間の間隔を減少させることにより試料の
厚さを減少させること、並びに
　ｆ．減少した試料厚さで試料を一定の時間でインキュベートすることを含むこと
を含む、表面固定化アッセイへのＱ、Ｘ、Ａ、及びＭの適用のいくつかの実施形態。
【０７２７】
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　これらの方法の１つの変動は、１つ以上の上記ステップを９６ウェルプレート又は他の
プレートに適用することである。
【０７２８】
　本発明のセクション１、２、３、５に開示された方法及び装置は、単独で又はそれらの
任意の組み合わせで使用することができる。具体的には、セクション１及びセクション２
に開示された発明に対してＱを使用し、セクション３及びセクション５に開示された発明
に対してＡを使用し、セクション４及びセクション５に開示された発明に対してＸを使用
し、セクション６に開示された発明に対してＭを使用する。したがって、セクション１、
２、３及び５に開示される発明の方法及び装置は、Ｑ、Ｘ、Ａ、Ｍ、ＱＸ、ＱＡ、ＱＭ、
ＸＡ、ＸＭ、ＡＭ、ＱＸＡ、ＱＡＭ、ＸＡＭ、及びＱＸＡＭの形態で使用することができ
る。
【０７２９】
　ａ．第１のプレート表面は、既知の深さ及び体積の少なくとも１つのウェルを有し、該
ウェルの底面は、試料中の標的実体を固定化することができる１つ以上の結合部位を有す
る、第１のプレートを有すること、
　ｂ．前記試料は前記標的実体を含み、標的実体は試料内で移動可能であり、試料の形状
が変形可能であり、試料はウェルの一部のみを被覆する（したがって、ウェル深さよりも
大きな厚さを有する）こと、
　ｃ．カバープレートを有する、ウェル体積とほぼ同じ試料をウェル内に付着させること
、
　ｄ．第１のプレートとカバープレートを互いに向かい合わせることにより、試料は第１
のプレートと第２のプレートの内表面の間にあること、
　ｅ．第１のプレートと第２のプレートの内表面間の間隔を減少させることにより試料の
厚さを減少させること、並びに
　ｆ．減少した試料厚さで試料を一定の時間でインキュベートすることを含むこと
を含む、表面固定化アッセイへのＱ、Ｘ、Ａ、及びＭの適用のいくつかの実施形態。
【０７３０】
　これらの方法の１つの変動は、１つ以上の上記ステップを９６ウェルプレート又は他の
プレートに適用することである。
【０７３１】
　前記方法、装置、及びシステムのいくつかの実施形態は、試料体積量（Ｑ）、試薬添加
（Ａ）及び／又はアッセイ加速（Ｘ）（対応する頭字語ＱＡ、ＱＸ、ＡＸ、及びＱＡＸと
呼ばれる）の１つ以上の特徴を組み合わせる。Ｑ、Ａ、Ｘ、ＱＡ、ＱＸ、ＡＸ、及びＱＡ
Ｘの方法及び装置のいくつかの実験的実証を以下に説明する。
【０７３２】
２３　試薬
　特に断らない限り、用語「試薬」とは、生物剤、生化学剤及び／又は化学薬品のうちの
一種又は複数種を指す。例えば、試薬は、捕捉剤、検出剤、化学化合物、光標識、放射性
標識、酵素、抗体、タンパク質、核酸、ＤＮＡ、ＲＮＡ、脂質、炭水化物、塩、金属、界
面活性剤、溶媒又はそれらの任意の組み合わせを含むことができる。
【０７３３】
　いくつかの実施形態において、プレート上の試薬は、液体、固体、分子蒸気、又はそれ
らの組み合わせの形態で存在してもよい。試薬の付着は、堆積、配置、印刷、スタンピン
グ、液体分配、蒸発（熱蒸発、蒸気蒸発、ヒト呼吸）、化学気相成長、及び／又はスパッ
タリングを含むが、これらに限定されない。異なる試薬は、異なる位置に存在してもよい
。試薬は、試薬の小さいドットで印刷されても及び／又は付着してもよい。
【０７３４】
　いくつかの実施形態において、まず試薬を液体又は蒸気の形態でプレートに付着させ、
その後にＣＲＯＦプロセスの前に乾燥してプレート上の乾燥試薬にする。
【０７３５】
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　試薬放出時間の制御　Ａ方法は、試薬放出時間（すなわち、試薬が試料中でどのくらい
速く溶解するかを計測する時間）を制御するステップをさらに含む。試薬の試薬放出時間
を制御するいくつかの実施形態は、試薬の頂部に試薬放出に影響する試料中への一種又は
複数種の「放出制御材料」を混合するか又は塗布するステップを含む。いくつかの態様に
おいては、放出制御材料は、別の試薬であってもよい。例えば、ＡとＢの２種類の試薬を
有し、試薬Ａは、試薬Ｂの上面に塗布され、一定の条件下で、試薬Ａは、試薬Ｂの前に試
料中に溶解する。
【０７３６】
　また、第１のプレート及び第２のプレートの表面特性を使用して試薬放出を制御するこ
とができる。１つの例は、表面の湿潤特性を制御することである。多くの試薬において、
疎水性表面が試薬に十分に結合するため、試薬は試料中に放出されるか又は放出されず（
試薬層の厚さに依存する）、親水性表面が試薬に不十分に結合するため、試薬は試料中に
迅速に放出される。
【０７３７】
　本発明で使用される試薬は、アッセイに必要な任意の適切な試薬、例えば、標識又は非
標識抗体、標識又は非標識核酸、親和性部分を含有してもしなくてもよい酵素等であって
もよい。いくつかの実施形態において、上記のように、貯蔵された試薬は、分析物の存在
について血液又は他の液体試料を検査するために設計されたアッセイ成分であってもよい
。例えば、塩化物イオンは、以下の方法のいずれかによって計測することができ、かつこ
れらのアッセイ成分は貯蔵部位に存在することができる。比色法：塩化物イオンはチオシ
アン酸水銀からチオシアネートを置換する。遊離チオシアネートは、第二鉄イオンと反応
して、測光法で計測された着色複合体－チオシアン酸第二鉄を形成する。電量測定法：銀
電極間に一定の直流電流が流れることにより、塩化物イオンと反応して塩化銀を形成する
銀イオンを生成する。全ての塩化物イオンが銀イオンと結合した後、遊離銀イオンは蓄積
し、電極間の電流は増加し、反応の終点を示す。水銀法：塩化物イオンを水銀イオンの標
準溶液で滴定し、ＨｇＣｌ２可溶性錯体を形成する。過剰の水銀イオンが指示色素のジフ
ェニルカルバゾンに結合して青色を形成する時に、反応の終点は、比色的に検出される。
同様に、マグネシウムと反応すると赤紫色に変色するカルマジトを使用して、マグネシウ
ムを測色的に計測することができ、ホルマザン色素検査により、マグネシウムと反応する
か、又はマグネシウムに結合して青色の錯体を形成するメチルチモールブルーを使用する
時に、６００ｎｍで発光する。同様に、Ｏ－クレゾールフタレイン複合体とカルシウムが
反応すると紫色を呈するＯ－クレゾールフタレインを使用して、比色法でカルシウムを検
出することができる。同様に、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ（ＰＥＰＣ）
によって触媒される反応において炭酸水素イオン（ＨＣＯ３－）及びホスホエノールピル
ビン酸（ＰＥＰ）がオキサロ酢酸及びリン酸に変換されるため、炭酸水素イオンを二色性
で検査することができる。リンゴ酸デヒドロゲナーゼ（ＭＤ）は、還元ニコチンアミドア
デニンジヌクレオチド（ＮＡＤＨ）の付随した酸化を伴い、オキサロ酢酸のリンゴ酸への
還元を触媒する。このＮＡＤＨの酸化は、試料の炭酸水素イオンに比例して、３８０／４
１０ｎｍで二色性で計測した反応混合物の吸光度の減少をもたらす。血中尿素窒素は、ジ
アセチル又はフェアロンが尿素を含む黄色の色原体を生成し、かつ測光法又は尿素をアン
モニア及び炭酸に変換する酵素ウレアーゼの複数回使用により定量することができるとい
う比色試験で検出することができ、それは、例えばｉ）アンモニアがα－ケトグルタル酸
と反応する時に３４０ｎｍでの吸光度を減少させ、ｉｉ）尿素が加水分解される溶液の伝
導率の増加率を計測することによりアッセイすることができる。同様に、クレアチニンは
、試料をアルカリ性ピクリン酸塩溶液で処理して赤色錯体を得ることによって比色分析で
計測することができる。さらに、クレアチンは、クレアチニンがクレアチニンイミノヒド
ロラーゼによって加水分解されるときに生成されたアンモニアを計測する非Ｊａｆｆｅ反
応を用いて計測することができる。グルコースは、濃度を推定するために血液を一定量の
グルコースオキシダーゼに一定の時間暴露するアッセイにおいて計測することができる。
特定の時間後に、余分な血液を除去し、かつ発色することを可能して、それによりグルコ
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ース濃度を推定することができる。例えば、グルコースオキシダーゼとグルコースは反応
して新生酸素を形成し、それはヨウ化カリウムを（濾紙中）ヨウ素に変換して茶色を生じ
る。グリコシル化ヘモグロビンの濃度は、血液中のグルコースレベルの間接的な読み値と
する。赤血球の溶血にクロマトグラフ分析を行うとき、ヘモグロビンＡ１ａ、Ａ１ｂ、及
びＡ１ｃと名付けられた３つ以上の小さなピークは、主要ヘモグロビンＡピークの前に溶
出される。これらの「迅速」ヘモグロビンは、二段階反応におけるグルコースとヘモグロ
ビンとの不可逆的結合によって形成される。ヘキソキナーゼは、グルコースがヘキソキナ
ーゼ（ＨＫ）によりアデノシン三リン酸（ＡＴＰ）及びマグネシウムイオンの存在下でリ
ン酸化されて、グルコース－６－リン酸及びアデノシン二リン酸（ＡＤＰ）を生成するア
ッセイにおいて計測することができる。グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼ（Ｇ６
Ｐ－ＤＨ）は、グルコース－６－リン酸をグルコン酸－６－リン酸に特異的に酸化し、同
時にＮＡＤ＋をＮＡＤＨに還元する。３４０ｎｍでの吸光度の増加は、試料中のグルコー
ス濃度に比例する。ＨＤＬ、ＬＤＬ、トリグリセリドは、加水分解及びコレステロールの
抽出後に、６２０ｎｍでのＬｉｅｂｅｒｍａｎｎ－Ｂｕｒｃｈａｒｄ試薬（無水酢酸、氷
酢酸及び濃硫酸の混合試薬）による発色を含むＡｂｅｌｌ－Ｋｅｎｄａｌｌ方法を用いて
計測することができる。蛍光分析を使用してトリグリセリド基準値を決定することができ
る。ヘパリン－塩化マンガンにより全血漿（ＬＤＬ及びＶＬＤＬ）におけるアポタンパク
質Ｂ含有リポタンパク質を沈殿した後、血漿総コレステロールと同じ手法で血漿高密度リ
ポタンパク質コレステロール（ＨＤＬ－Ｃ）を計測する。これらの化合物は、また、コレ
ステロールエステル及び遊離コレステロールの両方を定量する酵素駆動反応に基づくアッ
セイにおいて比色検出を行うことができる。コレステロールエステルは、コレステロール
エステラーゼを介してコレステロールに加水分解され、その後にコレステロールオキシダ
ーゼによってコレスタ－４－エン－３－オンと過酸化水素に酸化される。その後に特異性
の高い比色プローブで過酸化水素を検出する。西洋ワサビペルオキシダーゼは、１：１の
比で結合されるプローブと過酸化水素との反応を触媒する。試料は、コレステロール標準
の既知の濃度と比較することができる。
【０７３８】
　試薬の乾燥　いくつかの実施形態において、試薬付着ステップ（ｃ）の後、試料付着ス
テップ（ｄ）の前に、Ａ－方法は、ステップ（ｃ）で付着した試薬の一部又は全部を乾燥
するステップをさらに含む。
【０７３９】
　試薬の位置　試薬は、１つ又は２つのプレートに適用及び／又は配置することができる
。試薬は、プレート上の貯蔵部位（位置）に存在してもよく、各貯蔵部位は一種又は複数
種の試薬を含む。異なる貯蔵部位は異なる試薬、同じ試薬又は一種又は複数種の一般的な
試薬を含むことができる。
【０７４０】
　添加された試薬の濃度を制御する。いくつかの実施形態において、前記方法は、貯蔵部
位（すなわち、試薬を有する表面）上の試料の厚さを制御することにより、添加された試
薬の濃度を制御するステップをさらに含むことができる。
【０７４１】
２４　用途、試料、及びより多くの生化学的／化学的バイオマーカー
　本発明の用途は、（ａ）感染症及び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、
神経精神障害、及び器質性疾患、例えば肺疾患、腎疾患などの特定の疾患の段階と相関す
る化合物又は生体分子の検出、精製、及び定量、（ｂ）水、土壌などの環境、又は組織、
体液などの生体試料からのウイルス、真菌及び細菌などの微生物の検出、精製、及び定量
化、（ｃ）食品安全性又は国家安全保障に危険をもたらす有害廃棄物、炭疽菌などの化学
物質又は生体試料の検出、定量化、（ｄ）グルコース、血液酸素レベル、全血球数などの
医学又は生理学的モニタにおける重要なパラメータの定量化、（ｅ）細胞、ウイルス、体
液などの生体試料からの特異的ＤＮＡ又はＲＮＡの検出及び定量化、（ｆ）ゲノム解析の
ための染色体及びミトコンドリア中のＤＮＡ中の遺伝子配列の配列決定及び比較、あるい
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は（ｇ）例えば、医薬品の合成又は精製中の反応生成物の検出を含むが、これらに限定さ
れない。
【０７４２】
　検出は、細胞、組織、体液、及び糞便などの様々な試料マトリックス中で実行すること
ができる。対象となる体液は、羊水、房水、硝子体液、血液（例えば全血、分画血液、血
漿、血清等）、母乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、
外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹
膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、皮脂（皮膚の油）、精液、喀痰、汗、滑液、涙
液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液を含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態に
おいて、試料はヒト体液を含む。いくつかの実施形態において、試料は、細胞、組織、体
液、糞便、羊水、房水、硝子体液、血液、全血、分画血液、血漿、血清、母乳、脳脊髄液
、耳垢、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘液、鼻
汁、粘液質、心膜液、腹膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、皮脂、精液、喀痰、汗
、滑液、涙液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液のうちの少なくとも１種を含む。
【０７４３】
　いくつかの実施形態において、試料は、生体試料、環境試料、生化学試料のうちの少な
くとも１種である。
【０７４４】
用途、試料、及びより多くの生化学的／化学的バイオマーカー
　本発明の装置、システム及び方法は、試料中の１つ以上の分析物の有無の決定及び／又
は定量化が所望される様々な領域の異なる用途に使用される。例えば、本発明の方法は、
タンパク質、ペプチド、核酸、合成化合物、無機化合物等の検出に使用される。上記様々
な領域は、ヒト、獣医学、農業、食品、環境、薬物検査などを含むが、これらに限定され
ない。
【０７４５】
　特定の実施形態において、本発明の方法は、試料中の核酸、タンパク質、又は他の生体
分子の検出に使用される。方法は、試料中の１組のバイオマーカー、例えば２つ以上の別
個のタンパク質又は核酸のバイオマーカーの検出を含むことができる。例えば、方法は、
生体試料中の２種類以上の疾患バイオマーカーの迅速な臨床的検出、例えば被験者の疾患
状態の診断、又は被験者の疾患状態の進行中の管理又は治療等に使用されてもよい。上記
のように、医師又は他のヘルスケア提供者との通信は、医師又は他のヘルスケア提供者が
可能性のある懸念を知りかつ認識することをより確保し、したがって適切な処置を取る可
能性がより高くなり得る。
【０７４６】
　ＣＲＯＦ装置を使用する本発明の装置、システム、及び方法の適用は、（ａ）感染症及
び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、神経精神障害、及び器質性疾患、例
えば肺疾患、腎疾患などの特定の疾患の段階と相関する化合物又は生体分子の検出、精製
及び定量、（ｂ）水、土壌などの環境、又は組織、体液などの生体試料からのウイルス、
真菌及び細菌などの微生物の検出、精製、及び定量化、（ｃ）食品安全性又は国家安全保
障に危険をもたらす有害廃棄物、炭疽菌などの化学物質又は生体試料の検出、定量化、（
ｄ）グルコース、血液酸素レベル、全血球数などの医学又は生理学的モニタにおける重要
なパラメータの定量化、（ｅ）細胞、ウイルス、体液などの生体試料からの特異的ＤＮＡ
又はＲＮＡの検出及び定量化、（ｆ）ゲノム解析のための染色体及びミトコンドリア中の
ＤＮＡ中の遺伝子配列の配列決定及び比較、あるいは（ｇ）例えば、医薬品の合成又は精
製中の反応生成物の検出を含むが、これらに限定されない。本発明の装置、システム、及
び方法のいくつかの具体的な適用を以下により詳細に説明する。
【０７４７】
　本発明の適用は、（ａ）感染症及び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、
神経精神障害、及び器質性疾患、例えば肺疾患、腎疾患などの特定の疾患の段階と相関す
る化合物又は生体分子の検出、精製、及び定量、（ｂ）水、土壌などの環境、又は組織、
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体液などの生体試料からのウイルス、真菌及び細菌などの微生物の検出、精製、及び定量
化、（ｃ）食品安全性又は国家安全保障に危険をもたらす有害廃棄物、炭疽菌などの化学
物質又は生体試料の検出、定量化、（ｄ）グルコース、血液酸素レベル、全血球数などの
医学又は生理学的モニタにおける重要なパラメータの定量化、（ｅ）細胞、ウイルス、体
液などの生体試料からの特異的ＤＮＡ又はＲＮＡの検出及び定量化、（ｆ）ゲノム解析の
ための染色体及びミトコンドリア中のＤＮＡ中の遺伝子配列の配列決定及び比較、あるい
はは（ｇ）例えば、医薬品の合成又は精製中の反応生成物の検出を含むが、これらに限定
されない。
【０７４８】
　検出は、細胞、組織、体液、及び糞便などの様々な試料マトリックス中で実行すること
ができる。対象となる体液は、羊水、房水、硝子体液、血液（例えば全血、分画血液、血
漿、血清等）、母乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、
外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹
膜液、胸膜液、膿液、炎粘膜分泌物、唾液、皮脂（皮膚の油）、精液、喀痰、汗、滑液、
涙液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液を含むが、これらに限定されない。いくつかの実施形態
において、試料はヒト体液を含む。いくつかの実施形態において、試料は、細胞、組織、
体液、糞便、羊水、房水、硝子体液、血液、全血、分画血液、血漿、血清、母乳、脳脊髄
液、耳垢、乳糜、糜汁、内リンパ液、外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘液、
鼻汁、粘液質、心膜液、腹膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、皮脂、精液、喀痰、
汗、滑液、涙液、嘔吐物、尿及び呼気凝縮液のうちの少なくとも１種を含む。
【０７４９】
　いくつかの実施形態において、試料は、生体試料、環境試料、生化学試料のうちの少な
くとも１種である。
【０７５０】
　本発明の装置、システム、及び方法の実施は、ａ）試料を得ることと、ｂ）捕捉剤への
試料中の分析物の結合に適する条件下で、標的分析物に結合した捕捉剤を含むＣＲＯＦ装
置に試料を適用することと、ｃ）ＣＲＯＦ装置を洗浄することと、ｄ）ＣＲＯＦ装置を読
み取ることにより、試料中の分析物の量の計測結果を得ることとを含む。いくつかの実施
形態において、分析物は、バイオマーカー、環境マーカー又は食品マーカーであってもよ
い。ある例において試料は液体試料であり、診断試料（例えば、唾液、血清、血液、喀痰
、尿、汗、涙液、精液又は粘液）、河川、海洋、湖、雨、雪、下水、汚水処理排水、農業
排水、工業排水、水道水、又は飲料水等から得られた環境試料、あるいは水道水、飲料水
、加工調理済食品、調理済食品、又は未加工食品等から得られた食品試料であってもよい
。
【０７５１】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、マイクロ流体デバイスに配置されてもよく
、ステップｂ）の適用は、ＣＲＯＦ装置を含むマイクロ流体デバイスへの試料の適用を含
むことができる。
【０７５２】
　任意の実施形態において、読み取りステップｄ）は、ＣＲＯＦ装置からの蛍光シグナル
又は発光シグナルの検出を含むことができる。
【０７５３】
　任意の実施形態において、読み取りステップｄ）は、ＣＲＯＦ装置を読み取るように構
成されたハンドヘルドデバイスを使用して、ＣＲＯＦ装置を読み取ることを含むことがで
きる。ハンドヘルドデバイスは、スマートフォンのような携帯電話であってもよい。
【０７５４】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、ＣＲＯＦ装置上の分析物－捕捉剤複合体に
結合可能な標識剤を含むことができる。
【０７５５】
　任意の実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法は、ステップｃ）及びｄ
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）の間に、ＣＲＯＦ装置上の分析物－捕捉剤複合体に結合した標識剤をＣＲＯＦ装置に適
用するステップ、及びＣＲＯＦ装置を洗浄するステップをさらに含むことができる。
【０７５６】
　任意の実施形態において、読み取りステップｄ）は、ＣＲＯＦ装置の識別子を読み取る
ことを含むことができる。識別子は、光学バーコード、無線周波数ＩＤタグ、又はそれら
の組み合わせであってもよい。
【０７５７】
　任意の実施形態において、本発明の装置、システム及び方法は、分析物に結合する捕捉
剤を含む対照ＣＲＯＦ装置に、既知の検出可能な量の分析物を含む対照試料を適用するこ
とと、対照ＣＲＯＦ装置を読み取ることにより、試料中の既知の検出可能な量の分析物の
対照計測値を得ることとをさらに含む。
【０７５８】
　任意の実施形態において、試料は、被験者から得られた診断試料であってもよく、分析
物はバイオマーカーであってもよく、試料から計測した分析物の量は、病気又は病状を診
断することができる。
【０７５９】
　任意の実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法は、バイオマーカーの計
測量と、疾患又は病態を患うリスクがないか又は低い個体におけるバイオマーカーの測定
値の範囲とを示すレポートを受信するか又は被験者に提供することをさらに含んでもよく
、計測値の範囲に対するバイオマーカーの計測量は、疾患又は病態の診断である。
【０７６０】
　任意の実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法は、試料中のバイオマー
カーの計測量を含む情報に基づいて被験者を診断することをさらに含む。場合によっては
、診断ステップは、バイオマーカーの計測量を含むデータを遠隔地に送信し、遠隔地から
計測量を含む情報に基づいて診断を受信することを含む。
【０７６１】
　任意の実施形態において、バイオマーカーは、表Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、又はＢ７から選択
されてもよい。いくつかの例において、バイオマーカーは、表Ｂ１、Ｂ２又はＢ３から選
択されたタンパク質である。いくつかの例において、バイオマーカーは、表Ｂ２、Ｂ３又
はＢ７から選択された核酸である。いくつかの例において、バイオマーカーは、表Ｂ２か
ら選択された感染性因子由来のバイオマーカーである。いくつかの例において、バイオマ
ーカーは、表Ｂ７から選択されたマイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）である。
【０７６２】
　任意の実施形態において、適用ステップｂ）は、試料からｍｉＲＮＡを単離して、単離
したｍｉＲＮＡ試料を生成し、かつ単離したｍｉＲＮＡ試料をディスク・カップルド・ド
ット・オン・ピラー・アンテナ（ＣＲＯＦ装置）アレイに適用することを含む。
【０７６３】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、表１、２、３、及び／又は７から選択され
たバイオマーカーに結合する複数種の捕捉剤を含み、読み取りステップｄ）は、疾患又は
病態を診断できる試料中の複数のバイオマーカーの計測量を得ることを含む。
【０７６４】
　任意の実施形態において、捕捉剤は抗体エピトープであってもよく、バイオマーカーは
該抗体エピトープに結合する抗体であってもよい。いくつかの実施形態において、抗体エ
ピトープは、表Ｂ４、Ｂ５、又はＢ６から選択された生体分子又はその断片を含む。いく
つかの実施形態において、抗体エピトープは、表５から選択されたアレルゲン又はその断
片を含む。いくつかの実施形態において、抗体エピトープは、表６から選択された感染性
因子由来の生体分子又はその断片を含む。
【０７６５】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、表Ｂ４、Ｂ５、及び／又はＢ６から選択さ
れた複数の抗体エピトープを含み、読み取りステップｄ）は、疾患又は病態を診断できる
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試料中の複数のエピトープ結合抗体の計測量を得ることを含む。
【０７６６】
　任意の実施形態において、試料は環境試料であってもよく、分析物は環境マーカーであ
ってもよい。いくつかの実施形態において、環境マーカーは表Ｂ８から選択される。
【０７６７】
　任意の実施形態において、前記方法は、試料が得られた環境に曝される被験者の安全性
又は有害性を示すレポートを受信するか又は提供することを含む。
【０７６８】
　任意の実施形態において、前記方法は、環境マーカーの計測量を含むデータを遠隔地に
送信することと、試料が得られた環境に曝される被験者の安全性又は有害性を示すレポー
トを受信することとを含む。
【０７６９】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、表Ｂ８から選択された環境マーカーに結合
する複数種の捕捉剤を含み、読み取りステップｄ）は、試料中の複数の環境マーカーの計
測量を得ることを含む。
【０７７０】
　任意の実施形態において、試料は食品試料であってもよく、分析物は食品マーカーであ
ってもよく、試料中の食品マーカーの量は消費のための食品の安全性と相関する。いくつ
かの実施形態において、食品マーカーは表Ｂ９から選択される。
【０７７１】
　任意の実施形態において、前記方法は、試料が得られた食品を消費する被験者の安全性
又は有害性を示すレポートを受信するか又は提供することを含む。
【０７７２】
　任意の実施形態において、前記方法は、食品マーカーの計測量を含むデータを遠隔地に
送信することと、試料が得られた食品を消費する被験者の安全性又は有害性を示すレポー
トを受信することとを含む。
【０７７３】
　任意の実施形態において、ＣＲＯＦ装置アレイは、表Ｂ９から選択された食品マーカー
に結合する複数種の捕捉剤を含み、取得は、試料中の複数の食品マーカーの計測量を得る
ことを含み、試料中の複数の食品マーカーの計測量は消費のための食品の安全性と相関す
る。
【０７７４】
　本明細書は、本発明の装置、システム及び方法を実施するためのキットをさらに提供す
る。
【０７７５】
　任意の体積の試料をＣＲＯＦ装置に適用することができる。体積の例は、約１０ｍＬ以
下、５ｍＬ以下、３ｍＬ以下、１マイクロリットル（μＬ、ここで「ｕＬ」とも呼ばれる
）以下、５００μＬ以下、３００μＬ以下、２５０μＬ以下、２００μＬ以下、１７０μ
Ｌ以下、１５０μＬ以下、１２５μＬ以下、１００μＬ以下、７５μＬ以下、５０μＬ以
下、２５μＬ以下、２０μＬ以下、１５μＬ以下、１０μＬ以下、５μＬ以下、３μＬ以
下、１μＬ以下、０．５μＬ以下、０．１μＬ以下、０．０５μＬ以下、０．００１μＬ
以下、０．０００５μＬ以下、０．０００１μＬ以下、１０ｐＬ以下、１ｐＬ以下、又は
これらの値のいずれか２つの間の範囲を含むが、これらに限定されない。
【０７７６】
　好ましい実施形態において、ＣＲＯＦ装置に適用される試料の体積及びそれらの変動値
は、約１００μＬ以下、７５μＬ以下、５０μＬ以下、２５μＬ以下、２０μＬ以下、１
５μＬ以下、１０μＬ以下、５μＬ以下、３μＬ以下、１μＬ以下、０．５μＬ以下、０
．１μＬ以下、０．０５μＬ以下、０．００１μＬ以下、０．０００５μＬ以下、０．０
００１μＬ以下、１０ｐＬ以下、１ｐＬ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲
を含むが、これらに限定されない。
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【０７７７】
　別の好ましい実施形態において、ＣＲＯＦ装置に適用される試料の体積及びそれらの変
動値は、約１０μＬ以下、５μＬ以下、３μＬ以下、１μＬ以下、０．５μＬ以下、０．
１μＬ以下、０．０５μＬ以下、０．００１μＬ以下、０．０００５μＬ以下、０．００
０１μＬ以下、１０ｐＬ以下、１ｐＬ以下、又はこれらの値のいずれか２つの間の範囲を
含むが、これらに限定されない。
【０７７８】
　試料の量は約１滴の試料であってもよい。試料の量は、刺された指又は指先から採取し
た量であってもよい。試料の量は、マイクロニードル又は静脈ドローから採取した量であ
ってもよい。
【０７７９】
　試料源から得た後、試料をさらに処理せずに使用してもよいか、或いは処理して、対象
となる分析物の濃縮、大きな粒子状物質の除去、固体試料の溶解又は再懸濁等を達成して
もよい。
【０７８０】
　任意の適切な方法で試料をＣＲＯＦ装置に適用することができる。適切な方法は、ピペ
ット、滴下器、注射器等を使用することを含む。特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置
がディップスティック形式の支持具に配置される場合、以下に説明するように、ディップ
スティックの試料受容領域を試料に浸漬することにより、試料をＣＲＯＦ装置に適用する
ことができる。
【０７８１】
　試料は一回で採取されてもよいか、或いは複数回で採取されてもよい。経時的に採取さ
れた試料は、（本明細書に記載されるように、ＣＲＯＦ装置に適用し、かつ試料中の分析
物の計測量を得ることにより）集約及び／又は個別に処理されてもよい。いくつかの例に
おいて、経時的に得られた計測結果は集約されてもよく、またスクリーニング、診断、治
療、及び／又は疾患予防を促進するために、縦断的解析に経時的に使用されてもよい。
【０７８２】
　上記のように、任意の便利な方法でＣＲＯＦ装置を洗浄して、結合していない試料成分
を除去することができる。特定の実施形態において、結合緩衝液を使用してＣＲＯＦ装置
の表面を洗浄して、結合していない試料成分を除去する。
【０７８３】
　分析物の検出可能な標識は、任意の便利な方法で完了することができる。分析物は、直
接的又は間接的に標識されてもよい。直接標識において、試料をＣＲＯＦ装置に適用する
前に試料中の分析物を標識する。間接標識において、以下に説明するように、試料をＣＲ
ＯＦ装置に適用した後、標識されない試料中の分析物を標識して、標識されない分析物を
得る。
【０７８４】
データ処理
　特定の実施形態において、本発明の装置は、ＣＲＯＦ装置を読み取って取得されたデー
タを処理するように構成される。該装置は、本発明の方法におけるデータを処理するため
に、任意の適切な方式で構成されてもよい。特定の実施形態において、該装置は、データ
格納及び／又はデータ処理用の命令の格納及び／又はデータベース格納用メモリ位置を有
する。データは、任意の適切なフォーマットでメモリに格納することができる。
【０７８５】
　特定の実施形態において、該装置は、データを処理するためのプロセッサを有する。特
定の実施形態において、データを処理するための命令は、プロセッサに格納されてもよい
か、或いは別個のメモリ位置に格納されてもよい。いくつかの実施形態において、該装置
は、処理を実装するためのソフトウェアを含むことができる。
【０７８６】
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置から取得されたデータを処理するように構成さ
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れた装置は、処理を実行するソフトウェア実装方法を含む。ソフトウェア実装方法は、画
像取得アルゴリズム、画像処理アルゴリズム、ユーザと計算装置との間の相互作用を容易
にし、データ収集、送信及び分析、通信プロトコルのための手段として機能するユーザイ
ンタフェース方法、及びデータ処理アルゴリズムのうちの１つ以上を含むことができる。
特定の実施形態において、画像処理アルゴリズムは、粒子数、ＬＵＴ（ルックアップテー
ブル）フィルタ、粒子フィルタ、パターン認識、形態学的決定、ヒストグラム、ラインプ
ロファイル、地形表現、２進数換算、又はカラーマッチングプロファイルのうちの１つ以
上を含む。
【０７８７】
　特定の実施形態において、該装置は、表示ページが装置のメモリに常駐するソフトウェ
アによって解釈される時に、ビデオディスプレイ又はタッチスクリーンディスプレイで情
報を表示するように構成される。本明細書で説明する表示ページは、例えば、ハイパーテ
キストマークアップ言語（「ＨＴＭＬ」）、ダイナミックハイパーテキストマークアップ
言語（「ＤＨＴＭＬ」）、拡張可能ハイパーテキストマークアップ言語（「ＸＨＴＭＬ」
）、拡張可能マークアップ言語（「ＸＭＬ」）、又はユーザによって知覚可能な方法でビ
デオ又は他のディスプレイに表示可能なコンピュータファイルを作成するように使用され
てもよい別のソフトウェア言語などの任意の適切なソフトウェア言語を使用して作成する
ことができる。論理、コード、データ、命令を有する任意のコンピュータ可読媒体を使用
して、任意のソフトウェア又はステップ又は方法を実施することができる。ネットワーク
がインターネットを含む場合、表示ページは、適切なタイプのウェブページを含むことが
できる。
【０７８８】
　本発明に係る表示ページは、例えば、ＶＢＳｃｒｉｐｔルーチン、ＪＳｃｒｉｐｔルー
チン、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔルーチン、Ｊａｖａアプレット、ＡｃｔｉｖｅＸコンポーネ
ント、ＡＳＰ．ＮＥＴ、ＡＪＡＸ、Ｆｌａｓｈアプレット、Ｓｉｌｖｅｒｌｉｇｈｔアプ
レット、又はＡＩＲルーチンのようなメモリ装置に格納されたソフトウェアプログラムを
含む組み込み機能を含むことができる。
【０７８９】
　表示ページは、例えば、フレーム、ウィンドウ、スクロールバー、ボタン、アイコン、
及びハイパーリンクなどのグラフィカルユーザインタフェース技術の周知の特徴と、「ク
リック」インタフェース又はタッチスクリーンインタフェースのような周知の特徴とを含
む。グラフィカルユーザインタフェースボタン、アイコン、メニューオプション、又はハ
イパーリンクをポイントしてクリックすることは、ボタン、オプション、又はハイパーリ
ンクを「選択」することとしても知られている。本発明に係る表示ページは、マルチメデ
ィア機能、マルチタッチ、ピクセルセンス、ＩＲ　ＬＥＤベースの表面、カメラの有無に
かかわらず視覚に基づく相互作用を組み込むことができる。
【０７９０】
　ユーザインタフェースは、ビデオディスプレイ及び／又は表示ページに表示されてもよ
い。ユーザインタフェースは、以下にさらに説明するように、試料に関する分析データに
基づいて生成されたレポートを表示することができる。
【０７９１】
　プロセッサは、任意の適切な方式で本発明の方法に使用されるデータを処理するように
構成することができる。データは、例えば、ビニングされたデータ、変換されたデータ（
例えば、フーリエ変換によって周波数領域に変換された時間領域データ）に処理されるか
、又は他のデータと組み合わされて処理される。該処理は、データを所望の形式にするこ
とができ、データのフォーマットを変更することを含むことができる。処理は、試料から
のシグナルの検出、試料を検査するために使用された装置又は試薬に特有の数学的操作又
は補正及び／又は較正に基づく生データの補正、濃度値などの値の計算、（ベースライン
、閾値、標準曲線、履歴データ又は他のセンサからのデータなどとの）比較、検査が正確
であるか否かの決定、（正常範囲又は許容範囲を上回るか又は下回るか、又は異常状態を
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示すなどの）異常値であるか又は懸念の原因となり得る値又は結果の強調表示、あるいは
異常条件の存在を共に示すことができる結果の組み合わせ、カーブフィッティング、数学
的又は他の分析的推論（演繹的、誘導的、ベイジアン、又は他の推論を含む）の基礎とし
てのデータの使用、及び他の適切な処理形式を含むことができる。特定の実施形態におい
て、処理は、処理されたデータを装置に格納されたデータベースと比較して、被験者によ
って実行される一連の動作のための命令を検索することを含むことができる。
【０７９２】
　特定の実施形態において、装置は、入力データをメモリに格納されたデータベースと比
較することにより入力データを処理して、被験者によって実行される一連の動作のための
命令を検索するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、データベースは
、対象となる分析物の閾値を含む、格納された情報を含むことができる。閾値は、１つ以
上の分析物の存在又は濃度を決定するために使用されてもよい。閾値は、アラートが有用
である状況を検出するために使用されてもよい。データ格納ユニットは、試料に関するレ
ポートの生成に有用な記録又は他の情報を含むことができる。
【０７９３】
　特定の実施形態において、装置は、ＣＲＯＦ装置からのデータを受信するように構成さ
れてもよい。したがって、場合によっては、装置は、被験者によって提供された試料に関
連しないが診断に関連するデータを受信するように構成されてもよい。これらのデータは
、年齢、性別、身長、体重、個人、及び／又は家族の病歴などを含むが、それらに限定さ
れない。特定の実施形態において、該装置は、ＣＲＯＦ装置に適用された試料から導出さ
れるか、又は該試料から独立するデータを処理するように構成される。
【０７９４】
ネットワーク
　特定の実施形態において、装置は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネッ
トワーク、インターネットなどの広域ネットワーク（ＷＡＮ）、パーソナルエリアネット
ワーク、電話ネットワークなどの電気通信ネットワーク、携帯電話ネットワーク、移動ネ
ットワーク、無線ネットワーク、データ提供ネットワーク、又は任意の他の種類のネット
ワークを介して通信するように構成されてもよい。特定の実施形態において、装置は、ブ
ルートゥース又はＲＴＭ技術などの無線技術を利用するように構成されてもよい。いくつ
かの実施形態において、装置は、モデムを使用するダイヤルアップ有線接続、ＴＩ、統合
サービスデジタルネットワーク（ＩＳＤＮ）又はケーブル回線などの直接リンクのような
様々な通信方法を利用するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、無線
接続は、セルラー、サテライト、又はページャーネットワーク、（汎用パケット無線サー
ビス）ＧＰＲＳ、又はＬＡＮ上のイーサネット又はトークンリングなどのローカルデータ
転送システムのような例示的な無線ネットワークを使用することができる。いくつかの実
施形態において、該装置は、赤外線通信コンポーネントを使用して無線通信することがで
きる。
【０７９５】
　特定の実施形態において、該装置は、ネットワークを介してサーバから送信され、メモ
リに記憶されたコンピュータファイルを受信するように構成される。装置は、装置の永続
的なメモリ又は一時的なメモリに記憶される命令、ロジック、データ、又はコードを含む
ことができる有形のコンピュータ可読媒体を受信してもよいか、又は装置により動作に影
響を及ぼすか、又は動作を開始してもよい。１つ以上の装置は、他のコンピュータファイ
ルへのアクセスを提供できるコンピュータファイル又はリンクと通信することができる。
【０７９６】
　いくつかの実施形態において、装置は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ラップトッ
プコンピュータ、モバイル装置、タブレット、携帯電話、移動電話、衛星電話、スマート
フォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ、Ｐａｌｍ、Ｓ
ｙｍｂｉａｎ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）、パーソナルデジタルアシスタント、ブルートゥース装
置、ページャ、固定電話、又は他のネットワーク装置である。このような装置は、通信可
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能な装置であってもよい。本明細書で使用される「携帯電話」という用語は、セルラネッ
トワークで動作することができる電話ハンドセット、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ
）のようなボイスオーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）ネットワーク、又は８０２．１１ｘプロトコ
ルを使用する無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、又はそれらの任意の組み合
わせを指す。特定の実施形態において、該装置は、消費者の財布及び／又はポケット（例
えば、ポケットサイズ）に適合することができるように、手持ち式及びコンパクトである
。
【０７９７】
マイクロ流体チャネル
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、一体化されたマイクロ流体プラットフォー
ム又はマイクロ流体装置である。マイクロ流体装置は、試料を受け入れ、ＣＲＯＦ装置を
用いて試料中の分析物を検出し、リザーバ内の廃棄物を収集するための異なる領域を有す
るように構成される。したがって、特定の実施形態において、上記のように、マイクロ流
体チャネルプラットフォームは、マイクロ流体装置の試料受け入れ領域に適用された試料
を、分析物を検出するように構成されたＣＲＯＦ装置に案内する流体ハンドリング構成要
素を含むことができる。流体ハンドリング構成要素は、１つ以上の流体をマイクロ流体装
置に案内するように構成されてもよい。いくつかの例において、流体ハンドリング構成要
素は、試料溶液、緩衝液などの流体を案内するように構成されるが、それらに限定されな
い。流体ハンドリング構成要素は、パッシブポンプ及びマイクロ流体チャネルを含むが、
これらに限定されない。場合によっては、パッシブポンプは、本明細書で開示されるマイ
クロ流体装置を通じた毛管作用駆動のマイクロ流体ハンドリング及び流体ルーティングの
ために構成される。特定の例において、マイクロ流体流体ハンドリング構成要素は、例え
ば１００μＬ以下、５０μＬ以下、又は２５μＬ以下、又は１０μＬ以下、又は５μＬ以
下、又は１μＬ以下を含む５００μＬ以下、１ｍＬ以下などの少量の流体を送達するよう
に構成される。したがって、特定の実施形態において、マイクロ流体装置を操作し、本発
明の装置、システム及び方法を実行するために外部電源は必要とされない。
【０７９８】
　特定の実施形態において、マイクロ流体装置は、５０ｍｍ×５０ｍｍ以下、例えば２５
ｍｍ×２５ｍｍ以下、又は１０ｍｍ×１０ｍｍ以下の寸法を含む５ｍｍ×５ｍｍ～１００
ｍｍ×１００ｍｍの範囲内の寸法を有する。特定の実施形態において、マイクロ流体装置
は、２ｍｍ～０．３ｍｍ、又は１ｍｍ～０．４ｍｍを含む５ｍｍ～０．１ｍｍ、例えば３
ｍｍ～０．２ｍｍの範囲内の厚さを有する。
【０７９９】
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は、容器、例えばマルチウェルプレートのウェ
ル内に配置される。ＣＲＯＦ装置は、また、マルチウェルプレートのウェルの底部又は壁
に一体化されてもよい。
【０８００】
　いくつかの実施形態において、マイクロ流体装置又はマルチウェルプレートのようなＣ
ＲＯＦ装置を含むサポートは、サポートに含まれるＣＲＯＦ装置の識別子を有することが
できる。識別子は、マイクロ流体装置のようなサポートに形成された物理的オブジェクト
であってもよい。場合によっては、上述したように、識別子は、携帯電話又はスマートフ
ォンのようなハンドヘルド装置により読み取られてもよい。いくつかの実施形態において
、カメラが識別子の画像を取り込み、該画像を分析してマイクロ流体装置に含まれるＣＲ
ＯＦ装置を識別することができる。１つの例において、識別子はバーコードであってもよ
い。バーコードは、１Ｄ又は２Ｄバーコードであってもよい。いくつかの実施形態ニオ、
識別子は、信号増強検出器を識別できる１つ以上の信号を発することができる。例えば、
識別子は、ＣＲＯＦ装置の識別情報を示すことができる赤外線、超音波、光、音声、電気
又は他の信号を提供することができる。識別子は、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグを利
用することができる。
【０８０１】
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　識別子は、マイクロ流体装置又はマルチウェルプレートに存在するＣＲＯＦ装置の特定
のタイプの決定を可能にする情報を含むことができる。特定の実施形態において、識別子
は、各識別子キーをマイクロ流体装置又はマルチウェルプレートに存在するＣＲＯＦ装置
のタイプの固有情報に関連付けるキーをデータベースに提供する。ＣＲＯＦ装置のタイプ
に固有の情報は、ＣＲＯＦ装置が検出するように構成された分析物の識別、特定の分析物
がＣＲＯＦ装置に結合することができる位置の座標、各分析物のための検出感度などを含
むが、それらに限定されない。データベースは、有効期限、ロット番号などを含む特定の
ＣＲＯＦ装置に関連する他の情報を含むことができる。データベースは、ハンドヘルド装
置に存在し、コンピュータ可読媒体に提供されてもよいか、又はハンドヘルド装置によっ
てアクセス可能な遠隔サーバにあってもよい。
【０８０２】
　本発明の方法のさらなる態様は、分析物の計測量及び分析物が取得された供給源に関連
する他の情報を示すレポートを提供又は受信することを含み、例えば、診断試料の診断又
は健康状態、環境試料の曝露リスク、食品試料の健康リスクなどが挙げられる。レポート
は、装置の画面に表示されたレポートを見ること、被験者に送信された電子メール又はテ
キストメッセージを見ること、装置により生成された音声メッセージを聞くこと、装置に
より生成された振動を感知することなどを含む任意の便利な形式で提供され、受信されて
もよいが、それらに限定されない。
【０８０３】
　前記レポートは、分析物が取得された供給源に関連する任意の適切な情報を含んでもよ
い。いくつかの例において、レポートは、光の強度、波長、偏光を含む光データ、並びに
、光に関する他のデータ、例えば、吸光度データ、透過率データ、濁度データ、光度デー
タ、波長データ（１つ、２つ、又はそれ以上の波長又はある範囲の波長における強度を含
む）、反射率データ、屈折率データ、複屈折データ、偏光及び他の光データを含む光電子
増倍管、フォトダイオード、電荷結合装置、光度計、分光光度計、カメラ、及び他の光検
出構成要素と装置のような、光検出器からの出力；画像データ、例えば、デジタルカメラ
からのデータ；データを取得するために使用されるＣＲＯＦ装置に関連する識別子情報；
上記のように処理されたデータなどを含んでもよい。該レポートは、試料の定性的又は定
量的な態様を表すことができる。
【０８０４】
　特定の態様において、レポートは被験者に、分析物の有無、分析物の濃度、分析物の存
在又はレベルに関連することが知られている二次的な病状の有無、分析物の存在又はレベ
ルに関連することが知られている二次的な病状の確率又は可能性、分析物の存在又はレベ
ルに関連することが知られている二次的な病状を発症する可能性、分析物の存在又はレベ
ルに関連することが知られている二次的な病状を発症する可能性の変化、分析物の存在又
はレベルに関連することが知られている二次的な病状の進行などを示すことができる。分
析物の存在又はレベルに関連することが知られている二次的な病状は、診断試料の疾患又
は健康状態、環境試料の毒性又は他の有害な環境、食品試料の腐敗又は汚染などを含んで
もよい。特定の実施形態において、レポートは、ユーザが措置を講じるように促すか又は
推薦する指示を含み、措置を講じることは、例えば、医学的援助を求め、投薬し、動きを
止め、動きを開始する等である。該レポートはアラートを含んでもよい。アラートの１つ
の例は、装置にエラーが検出されるか否か、又は分析物濃度が所定の閾値を超えるか否か
である。レポートの内容は、テキスト、グラフ、グラフィックス、アニメーション、音響
、音声、及び振動を含む、任意の適切な形式で表される。
【０８０５】
　特定の実施形態において、レポートは、本発明の装置、例えば、携帯電話のユーザにア
クションアドバイスを提供する。このアドバイスは、１つ以上のデータセットとともに、
装置（例えば、検出器＋携帯電話）による検査データにしたがって与えられ、モバイル装
置に予めロードされた日付、アクセス可能な記憶装置のデータを含むが、それらに限定さ
れず、記憶装置は、ローカルで利用可能であるか、又は遠隔アクセス可能である。
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【０８０６】
　特定の実施形態において、スキームに、上記のアドバイスの各々は、携帯電話のディス
プレイに独自の色を有する。
【０８０７】
　特定の実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法は、分析物の計測量を含
むデータを遠隔地に送信し、遠隔地から、例えば診断、安全情報などの分析を受信するこ
とを含む。上述したように、遠隔地にデータを送信することは、任意の便利な方法により
達成することができる。このような送信は、電子信号、無線周波数信号、光信号、セルラ
ー信号、或いは有線又は無線接続を介して送信された他の任意のタイプの信号を介して行
われてもよい。任意のデータの送信、電子データの説明、本明細書の他の場所に記載され
た送信は、電子信号、無線周波数信号、光信号、セルラー信号、或いは有線又は無線接続
を介して送信された他の任意のタイプの信号を介して行われてもよい。送信されたデータ
は、ＣＲＯＦ装置から取得されたデータ及び／又は処理されたデータ及び／又は生成され
たレポートを含むことができる。送信されたデータは、さらに、ＣＲＯＦ装置から取得さ
れないデータ、すなわち、被験者から取得された試料の一態様を直接的に表さないが、上
述のように試料が取得された被験者の他の態様を表すデータを含むことができる。
【０８０８】
　本開示のさらなる態様は、それぞれが試料中の複数の分析物に結合する複数の捕捉剤を
含むＣＲＯＦ装置、すなわち多重化ＣＲＯＦ装置を含む。そのような場合、複数の捕捉剤
を含むＣＲＯＦ装置は、異なるタイプの分析物（タンパク質、核酸、抗体など）を検出す
るように構成される。異なる分析物は、アレイ内の位置、異なる分析物に結合する検出可
能な標識の発光波長、又は上記の組み合わせに基づいて、アレイで互いに区別することが
できる。
【０８０９】
　特定の実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法は、分析物に結合する捕
捉剤を含む対照ＣＲＯＦ装置に、既知の検出可能な量の分析物を含む対照試料を適用する
ことと、対照ＣＲＯＦ装置を読み取ることにより、試料中の既知の検出可能な量の分析物
の対照計測値を得ることとを含む。特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置がマイクロ流
体装置内に存在するとき、対照ＣＲＯＦ装置は、検査試料が適用されたＣＲＯＦ装置と同
じ装置内に存在してもよい。特定の実施形態において、対照試料から取得された対照計測
結果を用いて、検査試料中の分析物の絶対量を取得することができる。特定の実施形態に
おいて、対照試料から取得された対照計測結果を用いて、検査試料中の分析物の標準化相
対量を取得することができる。
【０８１０】
有用性
　本発明の方法は、試料中の１つ以上の分析物の有無の決定及び／又は定量化が所望され
る様々な異なる用途に使用される。例えば、本発明の方法は、タンパク質、ペプチド、核
酸、合成化合物、無機化合物等の検出に使用される。
【０８１１】
　特定の実施形態において、本発明の方法は、試料中の核酸、タンパク質、又は他の生体
分子の検出に使用される。方法は、試料中の１組のバイオマーカー、例えば２つ以上の別
個のタンパク質又は核酸のバイオマーカーの検出を含むことができる。例えば、方法は、
生体試料中の２種類以上の疾患バイオマーカーの迅速な臨床的検出に使用されてもよく、
例えば被験者の疾患状態の診断に、又は被験者の疾患状態の進行中の管理もしくは治療等
に使用されてもよい。上記のように、医師又は他のヘルスケア提供者との通信は、医師又
は他のヘルスケア提供者が可能性のある懸念を知りかつ認識することをより確保し、した
がって適切な処置を取る可能性がより高くなり得る。
【０８１２】
　ＣＲＯＦ装置を用いる本発明の装置、システム、及び方法の適用は、（ａ）感染症及び
寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精神障害、神経精神障害、及び器質性疾患、例え
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ば肺疾患、腎疾患などの特定の疾患の段階と相関する化合物又は生体分子の検出、精製及
び定量、（ｂ）水、土壌などの環境、又は組織、体液などの生体試料からのウイルス、真
菌及び細菌などの微生物の検出、精製及び定量化、（ｃ）食品安全性又は国家安全保障に
危険をもたらす有害廃棄物、炭疽菌などの化学物質又は生体試料の検出、定量化、（ｄ）
グルコース、血液酸素レベル、全血球数などの医学又は生理学的モニタにおける重要なパ
ラメータの定量化、（ｅ）細胞、ウイルス、体液などの生体試料からの特異的ＤＮＡ又は
ＲＮＡの検出及び定量化、（ｆ）ゲノム解析のための染色体及びミトコンドリア中のＤＮ
Ａ中の遺伝子配列の配列決定及び比較、又は（ｇ）例えば、医薬品の合成又は精製中の反
応生成物の検出を含むが、これらに限定されない。本発明の装置、システム及び方法のい
くつかの具体的な適用を以下により詳細に説明する。
【０８１３】
診断方法
　特定の実施形態において、本発明の方法は、バイオマーカーの検出に用いられる。いく
つかの実施形態において、本発明におけるＣＲＯＦを使用する装置、システム及び方法は
、特定のバイオマーカーの有無、ならびに血液、血漿、血清、又は、限定されないが、尿
、血液、血清、血漿、唾液、精液、前立腺液、乳頭吸引液、涙液、汗、糞便、頬のスワブ
、脳脊髄液、細胞溶解物試料、羊水、胃腸液、生検組織などの他の体液又は排泄物中の特
定のバイオマーカーの濃度の増加又は減少を検出することに用いられてもよい。このため
、試料、例えば診断試料は、異なる種類の液状又は固体の試料を含んでもよい。
【０８１４】
　いくつかの例において、試料は診断される被験者からの体液試料であってもよい。いく
つかの例において、固体又は半固体の試料を提供してもよい。これらの試料は被験者から
採取される組織及び／又は細胞を含んでもよい。試料は生物学的試料であってもよい。生
物学的試料の例は、血液、血清、血漿、鼻腔スワブ、鼻咽頭洗浄液、唾液、尿、胃液、脊
髄液、涙、便、粘液、汗、耳あか、油、腺分泌物、脳脊髄液、組織、精液、膣液、腫瘍組
織由来の間質液、眼液、脊髄液、咽頭スワブ、呼気、髪、指の爪、皮膚、生検、胎盤液、
羊水、臍帯血、リンパ液、腔液、痰、膿、微生物叢、胎便、母乳、呼気凝縮液、及び／又
は他の排泄物を含むことができるが、それらに限定されない。試料は鼻咽頭洗浄液を含ん
でもよい。鼻スワブ、咽頭スワブ、大便試料、髪、指の爪、耳あか、呼気、及び他の固体
、半固体、又は液体試料は例えば一定又は可変の時間量で分析前に抽出緩衝液中に処理し
てもよい。場合によっては、抽出緩衝液又はその等分試料は次に他の液体試料做と同様に
処理されてもよい。被験者の組織試料の例は、結締組織、筋肉組織、神経組織、上皮組織
、軟骨、癌性試料で又は骨を含むが、それらに限定されることはない。
【０８１５】
　いくつかの例において、診断試料が取得される被験者は健康な個体であってもよいか、
又は少なくとも病気又は健康状況を有すると疑われる個体であってもよい。いくつかの例
において、被験者は患者であってもよい。
【０８１６】
　特定の実施形態において、ＣＲＯＦ装置は被験者の提供する試料内のバイオマーカーに
特異的に結合するように構成される捕捉剤を含む。特定の実施形態において、バイオマー
カーはタンパク質であってもよい。特定の実施形態において、バイオマーカータンパクは
ＣＲＯＦ装置内に存在する抗体捕捉剤により特異的に結合される。特定の実施形態におい
て、バイオマーカーはＣＲＯＦ装置内に存在する抗原捕捉剤により特異的に結合される抗
体である。特定の実施形態において、バイオマーカーは核酸捕捉剤により特異的に結合さ
れる核酸であるか、該核酸捕捉剤は二本鎖核酸バイオマーカーの一本又は両方に相補的で
あるか、又は一本鎖バイオマーカーに相補的である。特定の実施形態において、バイオマ
ーカーは核酸結合タンパク質により特異的に結合される核酸である。特定の実施形態にお
いて、バイオマーカータンパク質はアプタマーにより特異的に結合される。
【０８１７】
　バイオマーカーの有無又はバイオマーカー濃度の顕著変化は病気リスク、個体における
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病気の存在の診断、又は個体における病気の治療の調整に用いてもよい。例えば、特定の
バイオマーカー又はバイオマーカーグループの存在は個体に与えられる薬剤治療又は投薬
方式の選択に影響を及ぼす。潜在的な薬剤療法を評価する時に、バイオマーカーは例えば
生存又は不可逆的な病気等の自然エンドポイントの代替物として用いることができる。治
療が健康改善に直接的に関連するバイオマーカーを変更すれば、バイオマーカーは特定の
治療又は投薬方式の臨床的利点を評価するための代替エンドポイントとして用いることが
できる。したがって、個体で検出された特定のバイオマーカー又はバイオマーカーのパネ
ルに基づく個人化診断及び治療は、本発明の方法によって促進される。さらに、上述のよ
うに、疾患に関連するバイオマーカーの早期検出は、本発明における装置、システム、及
び方法の高感度によって促進される。感度、スケーラビリティ及び使いやすさを組み合わ
せたスマートフォンなどの移動装置で複数のバイオマーカーを検出する機能のため、本開
示の方法は、ポータブル及びポイントオブケア又はベッドサイドでの分子診断に用いられ
る。
【０８１８】
　特定の実施形態において、本発明の方法は、疾患又は疾病状態についてのバイオマーカ
ーの検出に用いられる。場合によっては、本発明の方法は、細胞信号伝達経路の特徴付け
及び薬物発見とワクチン開発のための細胞内通信のためのバイオマーカーの検出に用いら
れる。例えば、本発明の方法は、病的な、健康な、又は良性の試料中のバイオマーカーの
量を検出及び／又は定量化することに用いられてもよい。特定の実施形態において、本発
明の方法は伝染病又は疾病状態のバイオマーカーの検出に用いられる。場合によっては、
バイオマーカーは分子バイオマーカーであってもよく、タンパク質、核酸、炭水化物、小
分子等が挙げられるが、これらに限定されることはない。
【０８１９】
　本発明の方法は、以下に限定されないが、上記のようなバイオマーカーの検出及び／又
は定量化、無症候性被験者について一定間隔で試料を試験するスクリーニングアッセイ、
バイオマーカーの存在及び／又は量を用いて可能性のある疾患経過を予測する予後アッセ
イ、異なる薬物治療に対する被験者の応答を予測することができる層別アッセイ、薬物治
療の有効性が監視される有効性アッセイなどの診断アッセイに用いられる。
【０８２０】
　いくつかの実施形態において、被験者のバイオセンサは、試料中の病原体から標的核酸
を検出することによって病原体感染を診断するために用いることができる。標的核酸は、
例えば、ヒト免疫不全ウイルス１及び２（ＨＩＶ－１及びＨＩＶ－２）、ヒトＴ細胞白血
病ウイルス及び２（ＨＴＬＶ－１及びＨＴＬＶ－２）、呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ）
、アデノウイルス、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）、エプス
タイン－バーウイルス（ＥＢＶ）、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）、水痘帯状疱疹ウ
イルス（ＶＺＶ）、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）、単純ヘルペスウイルス１及び２（
ＨＳＶ－１及びＨＳＶ－２）、ヒトヘルペスウイルス８（ＨＨＶ－８、カポジ肉腫ヘルペ
スウイルスとしても知られる）、並びに黄熱病ウイルス、日本脳炎ウイルス、西ナイルウ
イルス、及びエボラウイルスを含むフラビウイルスから成る群から選択されるウイルス由
来であってもよい。しかし、本発明は、核酸、例えば、ＤＮＡもしくはＲＮＡ、上記ウイ
ルスの配列の検出に限定されず、かつ他の獣医学及び／又は人間医学における重要な病原
体に問題なく適用することができる。
【０８２１】
　ＤＮＡ配列相同性により、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）はさらに７０種以上の異
なる型に細分される。これらの型は様々な病気を引き起こす。１、２、３、４、７、１０
及び２６～２９型ＨＰＶは良性疣贅を引き起こす。５、８、９、１２、１４、１５、１７
、１９～２５、及び４６～５０型ＨＰＶは免疫システムが低下している患者の病変を引き
起こす。６、１１、３４、３９、４１～４４、及び５１～５５型は生殖器領域粘膜及び気
道粘膜の良性尖形疣贅を引き起こす。１６及び１８型ＨＰＶは、生殖粘膜の上皮異形成を
引き起こし、かつ子宮頸部、膣、外陰部、及び肛門管の浸潤癌と高い割合で関連性を持っ
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ているため、医学的に特別な関心事である。ヒトパピローマウイルスＤＮＡの組み込みは
、子宮頸癌の発癌において決定的であると考えられている。ヒトパピローマウイルスは、
例えばそのカプシドタンパク質Ｌ１及びＬ２のＤＮＡ配列から検出できる。したがって、
本発明の方法は特に、癌の発生リスクを評価するために、組織試料中の１６及び／又は１
８型ＨＰＶのＤＮＡ配列を検出することに適用する。
【０８２２】
　本発明の装置、システム、及び方法を用いて診断試料から検出できる他の病原体は以下
を含むが、それらに限定されない：水痘帯状疱疹、表皮ブドウ球菌（Staphylococcus epi
dermidis）、大腸菌（Escherichia coli）、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（Staphyloco
ccus aureus）（ＭＳＲＡ）、黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）、スタフィロコ
ッカス・ホミニス（Staphylococcus hominis）、糞便レンサ球菌（Enterococcus faecali
s）、緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）、スタフィロコッカス・カピティス（Staphyloc
occus capitis）、スタフィロコッカス・ワーネリ（Staphylococcus warneri）、クレブ
シエラ・ニューモニエ（Klebsiella pneumoniae）、インフルエンザ菌（Haemophilus inf
luenzae）、スタフィロコッカス・シムランス（Staphylococcus simulans）、肺炎レンサ
球菌（Streptococcus pneumoniae）及びカンジダ・アルビカンス（Candida albicans）、
淋病（淋菌（Neisseria gorrhoeae））、梅毒（梅毒トレポネーマ（Treponena pallidum
））、クラミジア（clamydia）（クラミジア・トラコマチス（Clamyda tracomitis））、
非淋菌性尿道炎（ウレアプラズマ・ウレアリチカム（Ureaplasm urealyticum））、軟性
下疳（デュクレー桿菌（Haemophilus ducrey））、トリコモナス症（膣トリコモナス（Tr
ichomonas vaginalis））、緑膿菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＳＲＡ）、クレ
ブシエラ・ニューモニエ、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、ステノトロフォモナス・
マルトフィリア（Stenotrophomonas maltophilia）、パラインフルエンザ菌（Haemophili
s parainfluenzae）、大腸菌、糞便レンサ球菌、セラチア・マルセッセンス（Serratia m
arcescens）、ヘモフィルス‐パラヘモリチカス（Haemophilis parahaemolyticus）、エ
ンテロコッカス・クロアカ（Enterococcus cloacae）、カンジダ・アルビカンス（Candid
a albicans）、モラクセラ・カタラーリス（Moraxiella catarrhalis）、肺炎レンサ球菌
、シトロバクター‐フロインディ（Citrobacter freundii）、エンテロコッカス‐フェシ
ウム（Enterococcus faecium）、クレブシエラ‐オキシトカ（Klebsella oxytoca）、シ
ュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorscens）、髄膜炎菌（Neiseria men
ingitidis）、化膿レンサ球菌（Streptococcus pyogenes）、ニューモシスチス・カリニ
（Pneumocystis carinii）、クレブシエラ・ニューモニエ（Klebsella pneumoniae）、レ
ジオネラ・ニューモフィラ（Legionella pneumophila）、肺炎マイコプラズマ（Mycoplas
ma pneumoniae）、結核菌（Mycobacterium tuberculosis）等、並びに表Ｂ２及びＢ６に
列挙されているもの。
【０８２３】
　場合によっては、ＣＲＯＦ装置を用いて、低濃度で存在するバイオマーカーを検出する
ことができる。例えば、ＣＲＯＦ装置は、容易に得られる体液（例えば、血液、唾液、尿
、涙など）中の癌抗原を検出し、容易に得られる体液（例えば、神経障害（例えば、アル
ツハイマー病の抗原）のバイオマーカー）における組織特異的疾患のバイオマーカーを検
出し、感染（特に低力価の潜伏性ウイルス、例えばＨＩＶの検出）を検出し、母体血液中
の胎児抗原を検出するために、また例えば被験者の血流における外因性化合物（例えば、
薬物又は汚染物質）の検出のために用いられてもよい。
【０８２４】
　下表Ｂ１～Ｂ３は、本発明ＣＲＯＦ装置（及び適切なモノクローナル抗体、核酸又は他
の捕捉剤と組み合わせて使用される場合）を使用して検出できるバイオマーカー及びその
関連病気のリストを提供する。バイオマーカーの潜在的供給源の１つ（例えば、「ＣＳＦ
」、脳脊髄液）も表に示されている。多くの場合に、本発明のバイオセンサは表示される
異なる体液中のバイオマーカーを検出できる。例えば、脳脊髄液（ＣＳＦ）中に見出され
るバイオマーカーは尿中、血液中、又は唾液中において識別できる。本発明のＣＲＯＦ装
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置は病気又は健康状況診断に寄与する当該分野で公知のより多くのバイオマーカーの捕捉
及び検出に用いることができるということは、当業者には明らかであろう。
【０８２５】
　他に特定されない限り、バイオマーカーはタンパク質又は核酸（例えば、ｍＲＮＡ）バ
イオマーカーであってもよい。他に特定されない限り、診断は試料中のバイオマーカーの
レベルの増加又は低減と関連してもよい。２０１５年９月２９日に出願された米国仮特許
出願第６２／２３４，５３８号の表１及び表２にはバイオマーカー、前記バイオマーカー
で診断できる病気、及びその中にバイオマーカーを検出できる試料のリストが説明され、
該出願は参照文献として本明細書に組み込まれる。
【０８２６】
　いくつかの例において、本発明の装置、システム、及び方法は試料供給源の被験者にそ
の健康状況を通知することに用いられる。本発明の装置、システム、及び方法により診断
又は計測される健康状況は、化学的バランス、栄養上の健康、運動、疲労、睡眠、ストレ
ス、糖尿病前症、アレルギー、老化、環境有害物質、農薬、除草剤、合成ホルモン類似体
への暴露、妊娠、閉経及び男性更年期を含むが、これらに限定されない。２０１５年９月
２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２３４，５３８号の表３は、本ＣＲＯＦ装置
（適切なモノクローン抗体、核酸、又は他の捕捉剤と組み合わせて使用される場合）を用
いて検出され得るバイオマーカー及びその関連する健康状況のリストを提供し、該出願は
参照文献として本明細書に組み込まれる。
【０８２７】
　いくつかの例では、本発明の装置、システム、及び方法により検出され得るバイオマー
カーは試料中の抗体であり、例えば、診断試料であり、それは試料が由来する被験者の疾
患又は病態を診断することができる。抗体分析物を検出するためのＣＲＯＦ装置は、抗体
エピトープを含んでもよく、抗体分析物は捕捉剤としてそれと特異的に結合される。場合
によっては、疾患又は病態は、自己免疫疾患に関連し、その自体の抗体（自己抗体）に対
して自己免疫反応を誘導する。いくつかの実施形態において、対象となる抗体分析物は、
抗体ＩｇＡ、ＩｇＭ、ＩｇＥ、ＩｇＤ、又はＩｇＧ抗体である。いくつかの例では、標識
剤は、抗体分析物の領域に特異的に結合された部分を含み、該抗体分析物は特定のタイプ
の抗体に対して特異性を有する。例えば、ペプチドＭ、ＳＳＬ７又はジャカリン（Ｊａｃ
ａｌｉｎ）を含む標識剤は、ＩｇＡに特異的に結合することができ、かつタンパク質Ｇを
含む標識剤は、ＩｇＧに特異的に結合することができる。タンパク質Ｌは、すべてのタイ
プの抗体に結合するために用いられる。
【０８２８】
　表Ｂ４は、自己抗体標的のリストを提供し、それは、全体的に又はエピトープ断片とし
て本発明の装置、システム、及び方法における捕捉剤として用いられて、試料中のエピト
ープ結合抗体分析物の量を計測し、したがって、関連する疾患又は病態、例えば自己免疫
疾患を診断することができる。場合によっては、疾患又は病態は、アレルゲンに対する免
疫反応に関連する。表Ｂ５は、抗原的のリストを提供し、それは、全体的に又はエピトー
プ断片として本発明の装置、システム、及び方法における捕捉剤として用いられて、試料
中のエピトープ結合抗体分析物の量を計測し、したがって、関連する疾患又は病態、例え
ばアレルギーを診断することができる。特定の例では、疾患又は病態は伝染病に関連し、
病原菌は、病原菌（例えば、リポ多糖類、毒素、タンパク質等）に由来する１つ以上のエ
ピトープに対する抗体の測定量を含む情報に基づいて診断され得る。表Ｂ６は、病原菌に
由来するエピトープのリストを提供し、それは、全体的に又はエピトープ断片として本発
明の装置、システム、及び方法における捕捉剤として用いられて、試料中のエピトープ結
合抗体分析物の量を計測し、したがって、関連する疾患又は病態、例えば感染を診断する
ことができる。本診断方法における使用に適している他のエピトープ又は抗原は、例えば
、参照文献として本明細書に組み込まれるＰＣＴ出願ＷＯ　２０１３１６４４７６に記載
されるとおりである。本発明のＣＲＯＦ装置が疾患又は病態の診断に寄与するより多くの
抗体分析物を捕捉して検出するために用いられることは、当業者には明らかであろう。Ｃ
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ＲＯＦ装置を配置することにより、ＣＲＯＦ装置に存在するエピトープは交差反応性では
なく、すなわち、ＣＲＯＦ装置に存在する多くのエピトープと非特異的に結合した抗体に
より結合される。
【０８２９】
　２０１５年９月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２３４，５３８号の表４－
６は、本方法を用いて検出され得る典型的な自己抗体エピトープ、アレルゲンエピトープ
、及び病原菌に由来するエピトープのリストを（それぞれ）説明し、該出願は参照文献と
して本明細書に組み込まれる。
【０８３０】
　いくつかの例では、本発明の装置、システム及び方法により検出されるバイオマーカー
はマイクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）バイオマーカーであり、それは疾患又は病態に関連する
。下表Ｂ７は、本ＣＲＯＦ装置（適切な相補的核酸又は他の捕捉剤と組み合わせて使用さ
れる場合）を用いて検出され得るｍｉＲＮＡバイオマーカー及びその関連する疾患／病態
のリストを提供する。２０１５年９月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２３４
，５３８号の表７は、例示的なｍｉＲＮＡバイオマーカー及び該ｍｉＲＮＡを用いて診断
可能な疾患のリストを説明し、該出願は参照文献として本明細書に組み込まれる。
【０８３１】
　本発明の方法はさらに検証アッセイに用いられる。例えば、検証アッセイを用いて、潜
在的な疾患バイオマーカーが多くの個体にわたる疾患の有無の確実な指標であることを検
証すること又は確認することができる。本方法のアッセイ時間が短く、それにより最も短
い時間で複数の試料をスクリーニングするためのスループットの増加を容易にすることが
できる。
【０８３２】
　いくつかの例では、本方法は、実施用の実験室設定を必要とせずに使用することができ
る。同等の分析研究実験室装置と比較して、本方法は、ポータブルなハンドヘルドシステ
ムにおいて比較可能な分析感度を提供する。いくつかの場合では、重量及び操作コストは
、典型的な固定実験室装置りも低い。さらに、本方法は、医学的訓練を受けていない人に
よる医師の処方が不要の家庭検査のための家庭環境で用いて試料中の１つ以上の分析物を
検出することができる。本方法は、さらに、迅速な診断のために、臨床的な環境に、例え
ば、病人のまくら元、又はコスト等の理由により固定研究実験質装置が設置されていない
環境に用いられてもよい。
【０８３３】
　上記のように、本発明のＣＲＯＦ装置は、試料中の核酸を検出するために用いられる。
本発明のＣＲＯＦ装置は、上記診断用途に加えて、様々な創薬及び研究用途に用いられて
もよい。例えば、本発明のＣＲＯＦ装置は、多くの用途に用いられ、それは疾患又は病態
（核酸の存在により、疾患又は病態用のバイオマーカーを提供する）の診断又はモニタリ
ング、創薬標的の発見（例えば、核酸は、疾患又は病態において差次的に発現され、かつ
薬物療法の標的とされ得る）、薬物スクリーニング（薬物の効果が核酸のレベルを評価す
ることによってモニターされる）、薬物感受性（薬物感受性が核酸の特定のプロファイル
に関連する）及び基礎研究（試料における核酸の存在、又は特定の実施形態での２つ以上
の試料における特定の核酸の相対レベルを識別することが望ましい）の決定を含むが、そ
れらに限定されない。
【０８３４】
　特定の実施形態において、２つ以上の異なる核酸試料中の核酸の相対的なレベルは、上
記方法を用いて、取得され、比較されてもよい。これらの実施形態において、上記方法か
ら得られた結果は、通常、試料における核酸の総量（例えば、構成的ＲＮＡ）に対して標
準化され、比較される。これは、比率への比較、又は他の手段で実行されてもよい。特定
の実施形態において、２つ以上の異なる試料の核酸プロファイルを比較して、特定の疾患
又は病態に関連する核酸を識別することができる。
【０８３５】
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　いくつかの例では、異なる試料は、「実験的」試料、すなわち、対象となる試料と、実
験試料と比較可能な「対照」試料とで構成され得る。多くの実施形態において、異なる試
料は、細胞型又はその断片の対であり、１つの細胞型が対象となる細胞型であり、例えば
異常細胞であり、他方の細胞型が対照細胞型であり、例えば正常細胞である。細胞の２つ
の断片を比較する場合、断片は、通常、２つの細胞の各々からの同じ断片である。しかし
、特定の実施形態において、同じ細胞の２つの断片を比較することができる。例示的な細
胞型対は、例えば、通常、同じ患者からの、組織生検（例えば結腸、乳房、前立腺、肺、
皮膚癌のような疾患を患わった組織、又は病原体に感染した組織等）から単離された細胞
及び同じ組織からの正常細胞と、病原体に感染されたか又は治療された（例えば、ペプチ
ド、ホルモン、変化した温度、成長条件、物理的な　ストレス、細胞形質転換等のような
環境的又は化学的要因）不死の組織培養で増殖した細胞（例えば、増殖性突然変異又は不
死化導入遺伝子を有する細胞）及び正常細胞（例えば、不死ではなく、感染されていない
か又は治療されていないことを除いて、実験細胞と同一である細胞）と、ガン、疾患、年
取った哺乳動物、又はある条件に曝露された哺乳動物、及び同じ種の哺乳動物、好ましく
は健康又は若年の同じ家系の哺乳動物に由来する細胞を有する哺乳動物から単離された細
胞と、分化した細胞及び同じ哺乳動物からの非分化細胞と（例えば、哺乳動物において他
の細胞の前駆細胞である）を含む。１つの実施形態において、タイプの異なる細胞、例え
ば、ニューロン及び非ニューロン細胞、又は状態の異なる細胞（例えば、細胞上の刺激の
前後）は使用されてもよい。本発明の別の実施形態において、実験材料は、例えばヒト免
疫不全ウイルス（ＨＩＶ）等のウイルスのような病原体による感染を受けやすい細胞であ
り、かつ対照物質は、病原体による感染に対して耐性を有する細胞である。本発明の別の
実施形態において、試料対は、幹細胞のような未分化細胞及び分化細胞によって表される
。
【０８３６】
　上述のように、本方法の態様は、試料におけるバイオマーカーのような分析物の測定量
を示すレポートを提供するか又は受信することを含む。場合によっては、試料が診断試料
であり、レポートは、さらに、疾患又は病態を患うリスクがないか又は低い個体における
バイオマーカーの測定値の範囲を含んでもよく、健康な個体から得られた測定値の範囲に
対する被験者から得られた診断試料中のバイオマーカーの測定量は、疾患又は病態の診断
である。このような例では、被験者によって提供される試料中のバイオマーカーの測定値
が健常な個体のバイオマーカーの期待値の範囲外にある場合、被験者は、疾患又は病態に
かかりやすい又は疾患又は病態を患うより高い可能性を有する。場合によっては、バイオ
マーカーの測定量及び健康な個体から得られた値の範囲は、所定の標準に正規化されて比
較を可能にする。
【０８３７】
　特定の態様では、レポートは、被験者にバイオマーカーの有無、バイオマーカーの濃度
、疾患又は病態の有無、被験者が疾患又は病態を患う確立又は可能性、疾患又は病態を発
生させる可能性、疾患又は病態を発生させる可能性の変化、疾患又は病態の進行等を示し
てもよい。報告される疾患又は病態は、ガンと、関節炎のような炎症性疾患と、糖尿病の
ような代謝疾患と、脳卒中又は心臓発作のような虚血性疾患と、アルツハイマー病又はパ
ーキンソン病のような神経変性疾患と、腎臓又は肝不全のような臓器不全と、過量服薬と
、ストレスと、疲労と、筋肉損傷と、非侵襲的な出生前検査のような妊娠関連症状とを含
むが、これらに限定されない。特定の実施形態において、レポートは、患者が措置を講じ
るように促すか又は推薦する指示を含み、措置を講じることは、例えば、医学的援助を求
め、投薬し、動きを止め、動きを開始する等である。該レポートはアラートを含んでもよ
い。アラートの１つの例は、装置にエラーが検出されるか否か、又は分析物濃度が所定の
閾値を超えるか否かである。レポートの内容は、テキスト、グラフ、グラフィックス、ア
ニメーション、音響、音声、及び振動を含む任意の適切な形式で表される。
【０８３８】
　特定の実施形態において、レポートは、本発明の装置、例えば、携帯電話のユーザにア
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クションアドバイスを提供する。このアドバイスは、１つ以上のデータセットとともに、
装置（例えば、検出器＋携帯電話）による検査データにしたがって与えられ、モバイル装
置に予めロードされた日付、アクセス可能な記憶装置のデータを含むが、それらに限定さ
れず、記憶装置は、ローカルで利用可能であるか、又は遠隔アクセス可能である。
【０８３９】
　アドバイスは、（ｉ）正常（よい一日）であり、（ｉｉ）頻繁に監視されるべきである
こと、（ｉｉｉ）以下のパラメータを厳密にチェックされるべきであり（そしてパラメー
タをリストする）、（ｉｖ）被験者の特定のパラメータが境界線にあるため、毎日チェッ
クするべきであること、（ｖ）特定のパラメータが閾値を上回っているため、特定の日数
以内に受診するべきであること、（ｖｉ）すぐに受診するべきであること、及び（ｖｉｉ
）すぐに救急処置室に行くべきであることのいずれかを含むが、これらに限定されない。
【０８４０】
　いくつかの実施形態において、被験者が受診するか又は救急処置室に行く必要があると
装置により判断する場合、装置は、このような要求を医師及び救急処置室に自動的に送信
する。
【０８４１】
　いくつかの実施形態において、装置により自動的に送信された要求が医師又は救急処置
室により応答されない場合、装置は所定の時間間隔で要求を繰り返し送信する。
【０８４２】
　特定の実施形態において、レポートは、被験者によって提供された試料から得られた情
報に基づくアドバイスと被験者の健康履歴又はプロフィールに基づくいずれかの禁忌との
間に生じる可能性のある衝突についての警告を提供してもよい。
【０８４３】
　特定の実施形態において、本方法は、被験者によって提供される試料中のバイオマーカ
ーの測定量を含む情報に基づいて被験者を診断するステップを含む。試料中の計測された
バイオマーカーに関するデータ（例えば、バイオマーカーのタイプ、試料におけるバイオ
マーカーの量）に加えて、被験者の診断に使用される情報は、被験者の年齢、性別、身長
、体重、又は個人及び／もしくは家族の病歴等を含むが、これらに限定されない被験者に
関連する他のデータも含んでもよい。
【０８４４】
　いくつかの実施形態において、診断するステップは、バイオマーカーの測定量を含むデ
ータを遠隔地に送信し、遠隔地から診断を受信することを含む。ＣＲＯＦ装置により検出
されたバイオマーカーを含む情報に基づいて被験者を診断することは、いずれかの適切な
手段により達成してもよい。特定の実施形態において、診断は、被験者とともに位置する
か又は遠隔地に位置してもよい医療専門家により行われる。他の実施形態において、医療
専門家は、遠隔地又は被験者の位置とは異なる第三位置で装置により送信されたデータに
アクセスする。医療専門家は、ヘルスケアシステムに関連付けられている個人又は団体を
含んでもよい。医療専門家は、医療従事者であってもよい。医療専門家は、医者であって
もよい。医療専門家は、予防的、治療的、促進的、又はリハビリ的なヘルスケアサービス
を、個人、家庭、及び／又は地域社会に系統的に提供する個人又は機関であってもよい。
医療専門家の例は、医師（一般開業医及び専門家を含む）、歯科医、医師助手、看護師、
助産師、薬理学者／薬剤師、栄養士、セラピスト、心理学者、指圧師、臨床職員、理学療
法士、採血専門家、作業療法士、検眼医、救急医療技師、医療補助員、医療検査技術者、
医療補綴技術者、レントゲン技師、ソーシャルワーカー、各種のヘルスケアサービスを提
供するために訓練された多種多様な人材を含んでもよい。医療専門家は、処方箋を書くこ
とが認可されてもよいか又は認可されなくてもよい。医療専門家は、病院、ヘルスケアセ
ンター及び他のサービス提供ポイント、又は学術的訓練、研究、及び管理で働くか又はそ
れらに属してもよい。いくつかの医療専門家は、民家で患者にケア及び治療サービスを提
供してもよい。コミュニティーの保健医療労働者は、正式なヘルスケア機関外で働いても
よい。ヘルスケアサービス、診療記録の管理者と医療情報技術者及びその他の支援労働者
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は、医療専門家であってもよいか又は医療提供者に属してもよい。
【０８４５】
　いくつかの実施形態において、医療専門家は、被験者に馴染んでいるか又は被験者と連
絡している可能性がある。被験者は、医療専門家の患者であってもよい。いくつかの例で
は、医療専門家は、被験者が臨床検査を受けるように指示してもよい。一例では、医療専
門家は、被験者のプライマリケア医であってもよい。医療専門家は、被験者（一般開業医
及び専門家を含む）用のいずれかのタイプの医師であってもよい。
【０８４６】
　したがって、医療専門家は、ＣＲＯＦ装置からの光信号を取得した装置により生成され
たレポート又は装置から送信されたデータ及び／又は遠隔地で実行された分析の結果を分
析するか又はレビュしてもよい。特定の実施形態において、医療専門家は、装置により送
信されたデータ及び／又は遠隔地で分析されたデータに基づいた指示又は推奨を被験者に
送信してもよい。
【０８４７】
環境検査
　上に要約したように、本発明の装置、システム及び方法は、環境試料、例えば、水、土
壌、産業廃棄物等の試料における環境マーカーの有無を分析するために用いられてもよい
。環境マーカーは、捕捉剤で構成されたＣＲＯＦ装置内の環境マーカーに特異的に結合す
る捕捉剤により捕捉され得る以下の表Ｂ８に示されるようないずれかの適切なマーカーで
あってもよい。環境試料は、川、海、湖、雨、雪、汚水、汚水処理排水、農業排水、工業
排水、水道水、又は飲料水等のいずれかの適切な供給源から得てもよい。いくつかの実施
形態において、試料中の環境マーカーの有無又は定量レベルは、試料が得られた環境の状
態を示してもよい。場合によっては、環境マーカーは、環境に暴露されるヒト、伴侶動物
、植物等に有毒であるか又は有害である物質であってもよい。場合によっては、環境マー
カーは、環境に曝露されるいくつかの個体においてアレルギー反応を引き起こしてもよい
アレルゲンであってもよい。場合によっては、試料における環境マーカーの有無又は定量
レベルは、環境の健康全般と相関する可能性がある。このような場合、環境の健康全般は
、数週間、数ヶ月月、数年間、又は数十年間のような期間にわたって計測されてもよい。
【０８４８】
　いくつかの実施形態において、本発明の装置、システム及び方法は、さらにレポートを
受信するか又は提供することを含み、レポートは、試料が環境マーカーの測定量を含む情
報に基づいて得られた環境に曝される被験者の安全性又は有害性を示す。環境の安全リス
ク又は健康を評価するために用いられる情報は、環境マーカーのタイプ及び測定量以外の
データを含んでもよい。これらの他のデータは、位置、高度、温度、日／月／年の時間、
圧力、湿度、風向と速度、天気等を含んでもよい。このデータは、所定の期間（数分間、
数時間、数日間、数週間、数ヶ月、数年間等）にわたる平均値もしくは傾向、又はより短
い期間（数ミリ秒間、数秒間、数分間等）にわたる瞬時値を表してもよい。
【０８４９】
　このレポートは、ＣＲＯＦ装置を読み取るように構成された装置により生成されてもよ
いか、あるいは環境マーカーの測定量を含むデータを送信する際に遠隔地で生成されても
よい。場合によっては、専門家は、遠隔地にいるか又は遠隔地に送信されたデータにアク
セスしてもよく、かつデータを分析するか又はレビューしてレポートを生成してもよい。
専門家は、米国疾病対策センター（ＣＤＣ）又は米国環境保護庁（ＥＰＡ）のような政府
機関、大学のような研究機関、又は私企業での科学者又は管理者であってもよい。特定の
実施形態において、専門家は、装置により送信されたデータ及び／又は遠隔地で分析され
たデータに基づいた指示又は推奨をユーザに送信してもよい。
【０８５０】
　２０１５年９月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２３４，５３８号の表８は
、例示的な環境マーカーのリストを説明し、該出願は参照文献として本明細書に組み込ま
れる。
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【０８５１】
食品検査
　上に要約したように、本発明の装置、システム、及び方法は、食品試料、例えば、未加
工食品、加工食品、調理済食品、飲料水等の試料における食品マーカーの有無を分析する
ために用いられてもよい。食品マーカーは、捕捉剤で構成されたＣＲＯＦ装置内の食品マ
ーカーに特異的に結合する捕捉剤により捕捉され得る以下の表Ｂ９に示されるようないず
れかの適切なマーカーであってもよい。環境試料は、水道水、飲料水、加工調理済食品、
調理済食品、又は未加工食品等のいずれかの適切な供給源から得られてもよい。いくつか
の実施形態において、試料中の食品マーカーの有無又は定量レベルは、食品が消費された
場合、被験者に対する安全性又は有害性を示してもよい。いくつかの実施形態において、
食品マーカーは、試料が得られた食物における生物の存在を示す病原性生物又は微生物に
由来する物質である。いくつかの実施形態において、食品マーカーは、被験者により消費
されると、毒性又は有害物質である。いくつかの実施形態において、食品マーカーは、生
理活性化合物であってもよく、それは被験者により消費されると、意図せずに、又は意外
に生理機能を変えてもよい。いくつかの実施形態において、食品マーカーは、食品が得ら
れた方法（栽培、獲得、捕獲、収穫、加工、調理等）を示す。いくつかの実施形態におい
て、食品マーカーは、食品の栄養成分を示す。いくつかの実施形態において、食品マーカ
ーはアレルゲンであり、該アレルゲンは、試料が得られた食品が被験者により消費される
と、アレルギー反応を誘導する可能性がある。
【０８５２】
　いくつかの実施形態において、本発明の装置、システム、及び方法はさらに、レポート
を受信するか又は提供することを含み、レポートは、試料が食品マーカーの測定レベルを
含む情報に基づいて得られた食品を消費する被験者の安全性又は有害性を示す。消費用の
食品の安全性を評価するために使用される情報は、食品マーカーのタイプ及び測定量以外
のデータを含んでもよい。これらの他のデータは、消費者に関連するいずれかの健康状態
（アレルギー、妊娠、慢性又は急性疾患、現在の処方薬等）を含んでもよい。
【０８５３】
　このレポートは、ＣＲＯＦ装置を読み取るように構成された装置により生成されてもよ
いか、あるいは食品マーカーの測定量を含むデータを送信する際に遠隔地で生成されても
よい。場合によっては、食品安全専門家は、遠隔地にいるか又は遠隔地に送信されたデー
タにアクセスしてもよく、かつデータを分析するか又はレビューしてレポートを生成して
もよい。食品安全専門家は、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）又は米国疾病対策センター（Ｃ
ＤＣ）のような政府機関、大学のような研究機関、又は私企業での科学者又は管理者であ
ってもよい。特定の実施形態において、食品安全専門家は、装置により送信されたデータ
及び／又は遠隔地で分析されたデータに基づいた指示又は推奨をユーザに送信してもよい
。
【０８５４】
　２０１５年９月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２３４，５３８号の表８は
、例示的な食品マーカーのリストを説明し、該出願は参照文献として本明細書に組み込ま
れる。
【０８５５】
キット
　本開示の態様は、上記本発明の装置、システム、及び方法を実行するために用いられる
キットを含む。特定の実施形態において、キットは、分析物に特異的に結合するように構
成されたＣＲＯＦ装置を含み、例えば、分析物は、表Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ７、Ｂ８、Ｂ
９又は表Ｂ４、Ｂ５、及びＢ６に列挙されたエピトープに特異的に結合する抗体分析物か
ら選択される。特定の実施形態において、キットは、携帯電話のようなハンドヘルドデバ
イスを用いて本方法を実施するための使用説明書を含む。これらの使用説明書は、様々な
形態で本キットに存在してもよく、そのうちの１つ以上の形態がキットに存在してもよい
。これらの使用説明書の１つの形態は、情報が印刷された１枚以上の紙のような適切な媒
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体又は基材上に印刷された情報として、キットのパッケージング、パッケージインサート
等に存在してもよい。別の手段は、情報が記録又は格納されたコンピュータ可読媒体、例
えば、フロッピーディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ、コンピュータ可読メモリ等であ
る。存在する可能性があるさらに他の手段は、削除されたサイトでの情報にインターネッ
トを介してアクセスしてもよいウェブサイトのアドレスである。キットは、本明細書に記
載されるように、さらにコンピュータ可読媒体に提供される装置上の分析物を計測するた
めの方法を実施するためのソフトウェアを含んでもよい。いずれかの便利な手段はキット
に存在してもよい。
【０８５６】
　いくつかの実施形態において、キットは、対象となる分析物に特異的に結合する蛍光標
識された抗体又はオリゴヌクレオチドのような検出可能な標識を含み、対象となる分析物
を標識するための検出剤を含む。検出剤は、ＣＲＯＦ装置とは別の容器に提供されてもよ
いか、あるいはＣＲＯＦ装置に提供されてもよい。
【０８５７】
　いくつかの実施形態において、キットは、試料で検出される既知の検出可能な量の分析
物を含む対照試料を含む。対照試料は、容器内に提供されてもよく、かつ既知の濃度で溶
液内に存在してもよいか、あるいは凍結乾燥又は冷凍乾燥のような乾燥形態で提供されて
もよい。キットは、さらにそれが乾燥形態で提供される場合、対照試料を溶解するのに使
用するための緩衝液を含んでもよい。
【０８５８】
２５　血液検査
　本発明の適用のいくつかの例示的な実施形態は、スマートフォンを使用して血球を簡単
かつ迅速に計数する。
【０８５９】
　いくつかの実施形態において、第１のプレート及び第２のプレートは、相対的に平坦な
表面の薄いスライドガラス（例えば０．２ｍｍの厚さ）又は薄いプラスチックフィルム（
例えば１５ｍｍの厚さ）から選択され、各々は約０．５ｃｍ～１０ｃｍの長さと幅を有す
る領域を有する。スペーサは、ガラス、プラスチック、又はプレス下で大きく変形しない
他の材料で作られている。試料付着の前に、スペーサは、第１のプレート、第２のプレー
ト又はその両方に配置され、第１のプレート、第２のプレート又はその両方に血液計数（
染色色素及び／又は抗凝血剤）を促進する試薬は任意に被覆される。第１のプレート及び
第２のプレートは、輸送を容易にしかつ保存期間を長くにするためバッグに任意に封入さ
れ得る。
【０８６０】
　血球計数検査では、わずかな約１ｕＬ（マイクロリットル）（又は約０．１ｕＬ～３ｕ
Ｌ）の血液は、指又は他の人体位置から取られる試料に対して必要である。血液試料は、
希釈せずに、人体（例えば、指）から第１のプレート及び第２のプレートに直接付着し得
る。次に、第１のプレートと第２のプレートを互いに向かい合わせることにより、血液試
料は第１のプレートと第２のプレートの内面の間にある。いずれかの試薬が予め付着する
（染色色素又は抗凝血剤）場合、それらは試料と混合するために内面に付着する。次いで
、第１のプレート及び第２のプレートは、指又は簡単な機械的装置（例えば、ばねを用い
てプレスするクリップ）によりプレスされる。プレス下で、内側の間隔は減少し、減少は
、最終的にスペーサの高さにより設定された値で停止し、最終的な試料の厚さに達し、該
最終試料の厚さは最終的な内部間隔に等しい。最終的な内部間隔が既知であるので、最終
的な試料の厚さは既知になり、すなわちこの方法で定量化（計測）される。
【０８６１】
　血液試料が希釈されていない場合、プレス（試料変形）後に、したがって、スペーサ及
び最終的な試料の厚さは薄く、例えば、１μｍよりも小さい、２μｍよりも小さい、３μ
ｍよりも小さい、４μｍよりも小さい、５μｍよりも小さい、７μｍよりも小さい、１０
μｍよりも小さい、１５μｍよりも小さい、２０μｍよりも小さい、３０μｍよりも小さ
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い、４０μｍよりも小さい、５０μｍよりも小さい、６０μｍよりも小さい、８０μｍよ
りも小さい、１００μｍよりも小さい、１５０μｍよりも小さい、又はこれらの値のいず
れか２つの間のいずれかの範囲にある。最終的な試料の厚さが厚い場合、画像化中に多く
の赤血球が重なり合う可能性があることで、細胞計数が不正確になる可能性があるので、
薄い最終的な試料は有用である可能性がある。例えば、厚さが約４μｍの希釈無しの全血
は、約１層の血液赤血球を与える。
【０８６２】
　プレス後、試料は、スマートフォンにより、直接的に、又は追加の光学素子（例えば、
必要なレンズ、フィルタ、又は光源）を介して画像化されてもよい。試料の画像は、細胞
のタイプ及び細胞の数量を識別するために処理される。画像処理は、画像を撮る同じスマ
ートフォンにおいてローカルで行うことができるか、又はリモートで行うことができるが
、最終的な結果はスマートフォンに送信される（画像は遠隔地に送信され、かつそこで処
理される）。スマートフォンは、特定の細胞の細胞番号を示す。場合によっては、特定の
アドバイスを表示する。アドバイスは、検査の前にスマートフォンに格納されるか又はリ
モートマシン又は専門家に由来することができる。
【０８６３】
　特定の実施形態において、セクション５（試薬混合）に記載された方法及び装置を用い
て試薬を第１のプレート及び／又は第２のプレートの内面に置く。
【０８６４】
　血液検査用の装置又は方法は、（ａ）本明細書に記載された段落における装置又は方法
と、（ｂ）閉鎖構成でのプレート間隔（すなわち、２つのプレートの内面の間の距離）又
はそのような間隔の使用とを含み、プレート間隔における未希釈の全血は、赤血球（ＲＢ
Ｃ）の横方向の平均細胞間距離がＲＢＣのディスク形状の平均直径よりも大きい。
【０８６５】
　非球形細胞の配向を配列するための装置又は方法は、（ａ）本明細書に記載された装置
又は方法と、（ｂ）閉鎖構成でのプレート間隔（すなわち、２つのプレートの内面の間の
距離）又はそのような間隔の使用とを含み、間隔は、その長さ方向（長さ方向は細胞の最
大寸法方向である）に細胞の平均サイズよりも小さい。このような配列は、試料体積（例
えば、赤血球体積）の測定値を改善することができる。
【０８６６】
　本発明では、血液検査中の分析物は、タンパク質マーカーを含み、タンパク質マーカー
のリストは、米国臨床化学協会のウェブサイトで見つけることができる）。
【０８６７】
２６　パッケージ
　本発明の別の態様は、使用される試薬の寿命を延ばし、かつ使用を容易にするパッケー
ジングに関する。
【０８６８】
　いくつかの実施形態において、試薬を有するか又は有さないＣＲＯＦにおけるプレート
はパッケージに置かれ、１つのパッケージに１つのプレートを置くか又は１つのパッケー
ジに１つ以上のプレートを置く。１つの実施形態において、第１のプレート及び第２のプ
レートは、使用前に異なるパッケージにパッケージングされる。
【０８６９】
　いくつかの実施形態において、異なるアッセイは、共通の第１のプレート又は共通の第
２のプレートを共有する。いくつかの実施形態において、各パッケージは密閉されている
。いくつかの実施形態において、密閉は、パッケージの外部の空気、化学薬品、湿気、汚
染物、又はそれらのいずれかの組み合わせがパッケージの内部に入るのを防止するために
用いられる。いくつかの実施形態において、パッケージは、真空密閉されているか又は窒
素ガス又は内部ガスで充填されている。いくつかの実施形態において、プレート及び／又
は試薬（捕捉剤、検出剤などを含む）の保存期間を延ばすことができる材料は、プレート
とともにパッケージ内にパッケージングされる。



(172) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

【０８７０】
　いくつかの実施形態において、パッケージ材料が薄い層の形態であるので、パッケージ
は人間の手により容易に引き裂かれ得る。
【０８７１】
２７　Ｐｏｃ、スマートフォン、及びネットワーク
　本発明の一態様は、被験者の健康状態を監視する方法に関し、前記方法は、被験者から
提供された試料を、試料を表す出力を示するように構成されたＣＲＯＦベースの検出器に
適用し、検出器の出力を入力データとして取得し、入力データを分析してレポートを生成
するように構成された装置で検出器の出力を処理し、そしてレポートを受信することを含
む。信号増強検出器は、迅速に検出し、読みやすく（例えば、スマートフォンで従来の大
型の典型的なリーダを置換する）かつコストが低いという利点を提供する。
【０８７２】
体液
　特定の実施形態において、試料は異なる液体又は固体の試料を含むことができる。いく
つかの例において、試料は被験者からの体液試料であってもよい。いくつかの例において
、固体又は半固体の試料を提供してもよい。これらの試料は被験者から採取される組織及
び／又は細胞を含んでもよい。試料は生体試料であってもよい。生物学的試料の例は、血
液、血清、血漿、鼻腔スワブ、鼻咽頭洗浄液、唾液、尿、胃液、脊髄液、涙、便、粘液、
汗、耳あか、油、腺分泌物、脳脊髄液、組織、精液、膣液、腫瘍組織由来の間質液、眼液
、脊髄液、咽頭スワブ、呼吸、髪、指の爪、皮膚、生検、胎盤液、羊水、臍帯血、リンパ
液、腔液、痰、膿、微生物叢、胎便、母乳、及び／又は他の排泄物を含むことができるが
、それらに限定されない。試料は鼻咽頭洗浄液を含んでもよい。鼻スワブ、咽頭スワブ、
大便試料、髪、指の爪、耳あか、呼気、及び他の固体、半固体、又は液体試料は例えば一
定又は可変の時間量で分析前に抽出緩衝液中に処理してもよい。場合によっては、抽出緩
衝液又はその等分試料は次に他の液体試料做と同様に処理されてもよい。被験者の組織試
料の例は、結締組織、筋肉組織、神経組織、上皮組織、軟骨、癌性試料、又は骨を含むが
、それらに限定されない。
【０８７３】
　特定の実施形態において、被験者は、ヒト又は非ヒトの動物であってもよい。被験者は
、哺乳動物、脊椎動物、例えば、ネズミ、サル、ヒト、家畜、スポーツ動物、又はペット
であってもよい。いくつかの実施形態において、被験者は患者であってもよい。他の実施
形態において、被験者は、疾患と診断されてもよいか又は被験者は疾患と診断されなくて
もよい。いくつかの実施形態において、被験者は健康な被験者であってもよい。
【０８７４】
装置の読み取り
　以上要約したように、本方法の態様は、検出器の出力を入力データとして取得し、入力
データを処理してレポートを生成するように構成された装置を用いて信号増強検出器の出
力を処理することを含む。検出器の出力を入力データとして取得し、入力データを処理し
てレポートを生成するのに適した任意の装置を使用することができる。いくつかの実施形
態において、装置は、入力データとして光検出器の出力を取得するように構成された光記
録装置を含む。場合によっては、光記録装置は、デジタルカメラのようなカメラである。
用語「デジタルカメラ」とは、光学画像を形成するための撮像レンズシステム、光学画像
を電気信号に変換するための画像センサ及び他の部品を備えた撮像装置を主部品として含
む任意のカメラであり、そのようなカメラの例は、デジタルスチルカメラ、デジタルムー
ビーカメラ及びウェブカメラ（すなわち、ネットワークに直接接続されたものと、情報処
理能力を有するパーソナルコンピュータのような装置を介してネットワークに接続された
ものとの両方を含む画像の交換を可能にするために、ネットワークに接続された装置に公
的に又は私的に接続されたカメラ）を含む。一例において、入力データは、経時的な変化
を捕捉できるビデオ撮像を含むことができる。例えば、ビデオを取得して試料の動的変化
に関する評価を提供することができる。
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【０８７５】
　特定の実施形態において、光記録装置は、研究／臨床実験室装置に使用された高感度光
記録装置の感度よりも低い感度を有する。場合によっては、本方法に用いられた光記録装
置は、研究／臨床実験室装置に使用された高感度光記録装置の感度よりも、２００倍以上
、５００倍以上、１，０００倍以上を含む１００倍以上のような１０倍以上低い感度を有
する。
【０８７６】
　特定の実施形態において、装置は、装置と検出器との間のインタフェースを形成するア
ダプタによって、検出器の出力を取得する。特定の実施形態において、インタフェースは
、一般的なもので、本発明の方法の実行に適した任意の装置と互換性がある。関心のある
インタフェースは、ＵＳＢ、ファイヤワイヤ、イーサネットなどを含むが、それらに限定
されない。特定の実施形態において、装置は、セルラ、ブルートゥース、ＷｉＦｉなどを
含む無線通信によって検出器の出力を取得する。
【０８７７】
　特定の実施形態において、該装置は、ビデオディスプレイを有してもよい。ビデオディ
スプレイは、ディスプレイページがユーザに知覚可能な方法で表示されてもよいコンポー
ネント、例えば、コンピュータモニタ、陰極線管、液晶ディスプレイ、発光ダイオードデ
ィスプレイ、タッチパッドもしくはタッチスクリーンディスプレイ、及び／又は視覚的に
知覚可能な出力を発するための当技術分野で知られている他の手段を含んでもよい。特定
の実施形態において、装置は、検出器から取得された入力データ及び／又は処理されたデ
ータから生成されたレポートなどの情報を表示し、情報が被験者によって入力されること
を可能にするためのタッチスクリーンを備える。
【０８７８】
　特定の実施形態において、装置は、例えば、検出器の出力を処理する際に又は検出器か
らの出力を取得するための準備において生成されたレポートの方法として、被検者に警告
する振動機能を備える。
【０８７９】
　特定の実施形態において、本発明の装置は、信号増強検出器から取得された入力データ
を処理するように構成される。該装置は、本発明の方法におけるデータを処理するために
、任意の適切な方式で構成されてもよい。特定の実施形態において、該装置は、データ格
納及び／又はデータ処理用の命令の格納及び／又はデータベース格納用メモリ位置を有す
る。データは、任意の適切なフォーマットでメモリに格納することができる。
【０８８０】
　特定の実施形態において、該装置は、データを処理するためのプロセッサを有する。特
定の実施形態において、データを処理するための命令は、プロセッサに格納されてもよい
か、或いは別個のメモリ位置に格納されてもよい。いくつかの実施形態において、該装置
は、処理を実装するためのソフトウェアを含むことができる。
【０８８１】
　特定の実施形態において、検出器から取得された入力データを処理するように構成され
た装置は、処理を実行するソフトウェア実装方法を含む。ソフトウェア実装方法は、画像
取得アルゴリズム、画像処理アルゴリズム、ユーザと計算装置との間の相互作用を容易に
し、データ収集、送信及び分析、通信プロトコルのための手段として機能するユーザイン
タフェース方法、及びデータ処理アルゴリズムのうちの１つ以上を含むことができる。特
定の実施形態において、画像処理アルゴリズムは、粒子数、ＬＵＴ（ルックアップテーブ
ル）フィルタ、粒子フィルタ、パターン認識、形態学的決定、ヒストグラム、ラインプロ
ファイル、地形表現、２進数換算又はカラーマッチングプロファイルのうちの１つ以上を
含む。
【０８８２】
　特定の実施形態において、該装置は、表示ページが装置のメモリに常駐するソフトウェ
アによって解釈される時に、ビデオディスプレイ又はタッチスクリーンディスプレイで情
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報を表示するように構成される。本明細書で説明する表示ページは、例えば、ハイパーテ
キストマークアップ言語（「ＨＴＭＬ」）、ダイナミックハイパーテキストマークアップ
言語（「ＤＨＴＭＬ」）、拡張可能ハイパーテキストマークアップ言語（「ＸＨＴＭＬ」
）、拡張可能マークアップ言語（「ＸＭＬ」）、又はユーザによって知覚可能な方法でビ
デオ又は他のディスプレイに表示可能なコンピュータファイルを作成するように使用され
てもよい別のソフトウェア言語などの任意の適切なソフトウェア言語を使用して作成する
ことができる。論理、コード、データ、命令を有する任意のコンピュータ可読媒体を使用
して、任意のソフトウェア又はステップ又は方法を実施することができる。ネットワーク
がインターネットを含む場合、表示ページは、適切なタイプのウェブページを含むことが
できる。
【０８８３】
　本発明に係る表示ページは、例えば、ＶＢＳｃｒｉｐｔルーチン、ＪＳｃｒｉｐｔルー
チン、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔルーチン、Ｊａｖａアプレット、ＡｃｔｉｖｅＸコンポーネ
ント、ＡＳＰ．ＮＥＴ、ＡＪＡＸ、Ｆｌａｓｈアプレット、Ｓｉｌｖｅｒｌｉｇｈｔアプ
レット、又はＡＩＲルーチンのようなメモリ装置に格納されたソフトウェアプログラムを
含む組み込み機能を含むことができる。
【０８８４】
　表示ページは、例えば、フレーム、ウィンドウ、スクロールバー、ボタン、アイコン、
及びハイパーリンクなどのグラフィカルユーザインタフェース技術の周知の特徴と、「ク
リック」インタフェース又はタッチスクリーンインタフェースのような周知の特徴とを含
む。グラフィカルユーザインタフェースボタン、アイコン、メニューオプション、又はハ
イパーリンクをポイントしてクリックすることは、ボタン、オプション、又はハイパーリ
ンクを「選択」することとしても知られている。本発明による表示ページはまた、マルチ
メディア機能、マルチタッチ、ピクセルセンス、ＩＲ　ＬＥＤベースの表面、カメラの有
無にかかわらず視覚ベースの相互作用を組み込むことができる。
【０８８５】
　ユーザインタフェースは、ビデオディスプレイ及び／又は表示ページに表示されてもよ
い。ユーザインタフェースは、以下にさらに説明するように、試料に関する分析データに
基づいて生成されたレポートを表示することができる。
【０８８６】
　プロセッサは、任意の適切な方式で本発明の方法に使用されるデータを処理するように
構成することができる。データは、例えば、ビニングされたデータ、変換されたデータ（
例えば、フーリエ変換によって周波数領域に変換された時間領域データ）に処理されるか
、又は他のデータと組み合わされて処理される。該処理は、データを所望の形式にするこ
とができ、データのフォーマットを変更することを含むことができる。処理は、試料から
のシグナルの検出、試料を検査するために使用された装置又は試薬に特有の数学的操作又
は補正及び／又は較正に基づく生データの補正、濃度値などの値の計算、（ベースライン
、閾値、標準曲線、履歴データ又は他のセンサからのデータなどとの）比較、検査が正確
であるか否かの決定、（正常範囲又は許容範囲を上回るか又は下回るか、又は異常状態を
示すなどの）異常値であるか又は懸念の原因となり得る値又は結果の強調表示、又は異常
条件の存在を共に示すことができる結果の組み合わせ、カーブフィッティング、数学的又
は他の分析的推論（演繹的、誘導的、ベイジアン、又は他の推論を含む）の基礎としての
データの使用及び他の適切な処理形式を含むことができる。特定の実施形態において、処
理は、処理されたデータを装置に格納されたデータベースと比較して、被験者によって実
行される一連の動作のための命令を検索すことを含むことができる。
【０８８７】
　特定の実施形態において、装置は、入力データをメモリに格納されたデータベースと比
較することにより入力データを処理して、被験者によって実行される一連の動作のための
命令を検索するように構成されてもよい。いくつかの実施形態において、データベースは
、対象となる分析物の閾値を含む、格納された情報を含むことができる。閾値は、１つ以
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上の分析物の存在又は濃度を決定することに有用であり得る。閾値は、アラートが有用で
ある状況を検出するために使用されてもよい。データ格納ユニットは、試料に関するレポ
ートの生成に有用な記録又は他の情報を含むことができる。
【０８８８】
　特定の実施形態において、装置は、信号増強検出器からの出力ではないデータを取得す
るように構成されてもよい。したがって、場合によっては、装置は、被験者によって提供
された試料を表さないが被験者を依然として表すデータを取得するように構成されてもよ
い。これらのデータは、年齢、性別、身長、体重、個人及び家族の病歴などを含むが、そ
れらに限定されない。特定の実施形態において、装置は、検出器の出力から取得された入
力データを、検出器の出力と独立して取得されたデータと組み合わせて処理するように構
成される。
【０８８９】
　特定の実施形態において、装置は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などのネッ
トワーク、インターネットなどの広域ネットワーク（ＷＡＮ）、パーソナルエリアネット
ワーク、電話ネットワークなどの電気通信ネットワーク、携帯電話ネットワーク、移動ネ
ットワーク、無線ネットワーク、データ提供ネットワーク、又は任意の他の種類のネット
ワークを介して通信するように構成されてもよい。特定の実施形態において、装置は、ブ
ルートゥース又はＲＴＭ技術などの無線技術を利用するように構成されてもよい。いくつ
かの実施形態において、装置は、モデムを使用するダイヤルアップ有線接続、ＴＩ、ＩＳ
ＤＮ又はケーブル回線などの直接リンクのような様々な通信方法を利用するように構成さ
れてもよい。いくつかの実施形態において、無線接続は、セルラー、サテライト、又はペ
ージャーネットワーク、ＧＰＲＳ、又はＬＡＮ上のイーサネットもしくはトークンリング
などのローカルデータ転送システムのような例示的な無線ネットワークを使用することが
できる。いくつかの実施形態において、該装置は、赤外線通信コンポーネントを使用して
無線通信することができる。
【０８９０】
　特定の実施形態において、該装置は、ネットワークを介してサーバから送信され、メモ
リに記憶されたコンピュータファイルを受信するように構成される。装置は、装置の永続
的なメモリ又は一時的なメモリに格納されてもよい命令、ロジック、データ、もしくはコ
ードを含むことができる有形のコンピュータ可読媒体を受信してもよいか、又は装置によ
って何らかの形で影響を及ぼすか、又は動作を開始してもよい。１つ以上の装置は、他の
コンピュータファイルへのアクセスを提供できるコンピュータファイル又はリンクと通信
することができる。
【０８９１】
　いくつかの実施形態において、装置は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ラップトッ
プコンピュータ、モバイル装置、タブレット、携帯電話、移動電話、衛星電話、スマート
フォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ、Ｐａｌｍ、Ｓ
ｙｍｂｉａｎ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）、パーソナルデジタルアシスタント、ブルートゥース装
置、ページャ、固定電話、又は他のネットワーク装置である。このような装置は、通信可
能な装置であってもよい。本明細書で使用される「携帯電話」という用語は、セルラネッ
トワークで動作することができる電話ハンドセット、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ
）のようなボイスオーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）ネットワーク、又は８０２．１１ｘプロトコ
ルを使用する無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、又はそれらの任意の組み合
わせを指す。特定の実施形態において、該装置は、消費者の財布及び／又はポケット（例
えば、ポケットサイズ）に適合することができるように、手持ち式及びコンパクトである
。
【０８９２】
　特定の実施形態において、方法は、試料由来のデータを、送信されたデータが分析され
た遠隔地に送信することを含む。遠隔地は、装置が配置された位置と異なる位置であって
もよい。遠隔地は、病院、診療所又は他の医療施設、又は研究室を含むことができるが、
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これらに限定されない。いくつかの例において、遠隔地は、ネットワークを介して装置と
通信する（すなわち、装置から情報を受信し、また装置に情報を送信する）ように構成さ
れたコンピュータ、例えばサーバを有してもよい。いくつかの実施形態において、装置は
、データをクラウドコンピューティングインフラストラクチャに送信することができる。
装置は、クラウドコンピューティングインフラストラクチャにアクセスすることができる
。いくつかの実施形態において、計算リソース（データ、ソフトウェア）のオンデマンド
提供は、ローカルコンピュータからではなく、コンピュータネットワークを介して行われ
てもよい。装置は、インターネットに接続された基本的な表示端末として機能する、ごく
わずかなソフトウェア又はデータ（恐らく最小のオペレーティングシステム及びウェブブ
ラウザのみ）を含むことができる。クラウドは基本的な配信メカニズムである可能性があ
るため、クラウドベースのアプリケーション及びサービスは、あらゆる種類のソフトウェ
アアプリケーション又はサービスをサポートすることができる。装置によって提供されか
つ／又は装置によってアクセスされた情報は、様々な計算リソースに分布されてもよい。
あるいは、情報は、１つ以上の固定データ格納ユニット又はデータベースに格納されても
よい。
【０８９３】
　特定の実施形態において、遠隔地は、装置から送信されたデータを受信し分析するデー
タ格納ユニットに格納された中央データベースを含む。データ格納ユニットは、プロセッ
サが１つ以上のステップを実行するためのコード、ロジック、又は命令を含むことができ
るコンピュータ可読媒体を格納することができる。いくつかの実施形態において、受信さ
れたデータは、中央データベースに含まれたデータと比較して分析され、またその結果が
被験者に返送された。分析は、試料を検査するために使用された装置又は試薬に特有の数
学的操作又は補正及び／又は較正に基づく生データの補正、濃度値などの値の計算、（ベ
ースライン、閾値、標準曲線、履歴データ、又は他のセンサからのデータなどとの）比較
、検査が正確であるか否かの決定、（正常範囲又は許容範囲を上回るか又は下回るか、又
は異常状態を示すなどの）異常値であるか又は懸念の原因となり得る値又は結果の強調表
示、又は異常条件の存在をともに示すことができる結果の組み合わせ、カーブフィッティ
ング、数学的又は他の分析的推論（演繹的、誘導的、ベイジアン、又は他の推論を含む）
の基礎としてのデータの使用及び他の適切な処理形式を含むことができる。
【０８９４】
　特定の実施形態において、分析は、分析されたデータを遠隔地のデータ格納ユニットに
格納されたデータベースと比較して、被験者によって実行される行動コースのための命令
を検索することを含むことができる。いくつかの実施形態において、データベースは、対
象となる分析物の閾値を含む、格納された情報を含むことができる。閾値は、１つ以上の
分析物の存在又は濃度を決定することに有用であり得る。閾値は、アラートが有用である
状況を検出するために使用されてもよい。データ格納ユニットは、試料上で実行されても
よい試料調製又は臨床検査に関する任意の他の情報を含むことができる。データ格納ユニ
ットは、分析されたデータに関するレポートを生成するために有用であり得る記録又は他
の情報を含むことができる。
【０８９５】
　特定の実施形態において、医療従事者は遠隔地にいる。他の実施形態において、医療従
事者は、遠隔地又は装置の位置と異なる第３の位置で、装置によって送信されたデータに
アクセスする。医療専門家は、ヘルスケアシステムに関連付けられている個人又は団体を
含んでもよい。医療専門家は、医療従事者であってもよい。医療専門家は、医者であって
もよい。医療専門家は、予防的、治療的、促進的、又はリハビリ的なヘルスケアサービス
を、個人、家庭、及び／又は地域社会に系統的に提供する個人又は機関であってもよい。
医療専門家の例は、医師（一般開業医及び専門家を含む）、歯科医、医師助手、看護師、
助産師、薬理学者／薬剤師、栄養士、セラピスト、心理学者、指圧師、臨床職員、理学療
法士、採血専門家、作業療法士、検眼医、救急医療技師、医療補助員、医療検査技術者、
医療補綴技術者、レントゲン技師、ソーシャルワーカー、各種のヘルスケアサービスを提
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供するために訓練された多種多様な人材を含んでもよい。医療専門家は、処方箋を書くこ
とが認可されてもよいか又は認可されなくてもよい。医療専門家は、病院、ヘルスケアセ
ンター及び他のサービス提供ポイント、又は学術的訓練、研究、及び管理で働くか又はそ
れらに属してもよい。いくつかの医療専門家は、民家で患者にケア及び治療サービスを提
供してもよい。コミュニティーの保健医療労働者は、正式なヘルスケア機関外で働いても
よい。ヘルスケアサービス、診療記録の管理者と医療情報技術者及びその他の支援労働者
は、医療専門家であってもよいか又は医療提供者に属してもよい。
【０８９６】
　いくつかの実施形態において、医療専門家は、被験者に馴染んでいるか又は被験者と連
絡している可能性がある。被験者は、医療専門家の患者であってもよい。いくつかの例で
は、医療専門家は、被験者が臨床検査を受けるように指示してもよい。一例では、医療専
門家は、被験者のプライマリケア医であってもよい。医療専門家は、被験者（一般開業医
及び専門家を含む）用のいずれかのタイプの医師であってもよい。
【０８９７】
　したがって、医療従事者は、装置から送信されたデータ及び／又は遠隔地で実行された
分析の結果を分析又は検討することができる。特定の実施形態において、医療専門家は、
装置により送信されたデータ及び／又は遠隔地で分析されたデータに基づいた指示又は推
奨を被験者に送信してもよい。
【０８９８】
被験者の健康状態を監視する方法
　本方法を実行する時に、被験者から提供された試料は、例えば、ピペット、滴下器、シ
リンジなどを使用して、信号増強検出器の試料受容領域に試料を接触させることを含む任
意の適切な方法によって、信号増強検出器に適用することができる。特定の実施形態にお
いて、信号増強検出器が、後述するように、ディップスティック形式の支持体上に配置さ
れる場合、試料は、ディップスティックの試料受容領域を試料に浸漬することによって、
信号増強検出器に適用することができる。
【０８９９】
　被験者は任意の容積の試料を提供することができる。容積の例は、約１０ｍＬ以下、５
ｍＬ以下、３ｍＬ以下、１マイクロリットル（μＬ、ここで「ｕＬ」とも呼ばれる）以下
、５００μＬ以下、３００μＬ以下、２５０μＬ以下、２００μＬ以下、１７０μＬ以下
、１５０μＬ以下、１２５μＬ以下、１００μＬ以下、７５μＬ以下、５０μＬ以下、２
５μＬ以下、２０μＬ以下、１５μＬ以下、１０μＬ以下、５μＬ以下、３μＬ以下、１
μＬ以下を含むことができるが、それらに限定されない。試料の量は約１滴の試料であっ
てもよい。試料の量は、刺された指又は指先から採取した量であってもよい。試料の量は
、マイクロニードル又は静脈ドローから採取した量であってもよい。本明細書で説明する
ものを含む任意の容積は、信号増強検出器に適用することができる。
【０９００】
　被験者から１個以上、２個以上、３個以上、４個以上、５個以上、６個以上、７個以上
、８個以上、１０個以上、１２個以上、１５個以上、又は２０個以上の異なる種類の試料
を提供することができる。被験者から単一種類の試料又は複数の種類の試料を同時に又は
異なる時間に提供することができる。被験者から単一種類の試料又は複数の種類の試料を
同時に又は異なる時間に提供することができる。
【０９０１】
　被験者からの試料は、一回又は複数回で採取されてもよい。データは、時間の離散的な
時点で採取されてもよいか、又は経時的に連続的に採取されてもよい。経時的に採取され
たデータは、集約及び／又は処理されてもよい。いくつかの例において、データは集約さ
れてもよく、またスクリーニング、診断、治療及び／又は疾患予防を促進するための経時
的な分析に用いられてもよい。
【０９０２】
　特定の例において、試料を信号増強検出器に適用してから装置によって受信することが
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できる出力を生成するまでの期間は、１分～５分を含む１秒～３０分、例えば１０秒～２
０分、３０秒～１０分の範囲にあってもよい。場合によっては、試料の信号増強検出器へ
の適用から装置によって受信可能な出力の生成までの期間は、１時間以下、３０分以下、
１５分以下、１０分以下、５分以下、３分以下、１分以下、５０秒以下、４０秒以下、３
０秒以下、２０秒以下、１０秒以下、５秒以下、２秒以下、１秒以下であってもよいか、
あるいはさらに短くてもよい。場合によっては、試料の信号増強検出器への適用から装置
によって受信可能な出力の生成までの期間は、２００ミリ秒以上を含む１００ミリ秒以上
、例えば、５００ミリ秒以上、１秒以上、１０秒以上、３０秒以上、１分以上、５分以上
であってもよいか、あるいはさらに長くてもよい。
【０９０３】
　特定の実施形態において、本発明の方法は、レポートを生成するための装置で検出器の
出力を処理することを含む。検出器の出力は、上述のように、任意の適切な方法によって
装置によって処理されてレポートを生成することができる。
【０９０４】
　本方法の実施形態はさらに、装置によって生成されたレポートを受信することを含むこ
とができる。レポートは、装置の画面に表示されたレポートを見ること、被験者に送信さ
れた電子メール又はテキストメッセージを見ること、装置により生成された音声メッセー
ジを聞くこと、装置により生成された振動を感知することなどを含む任意の便利な形式で
提供され、受信されてもよいが、それらに限定されない。
【０９０５】
　上述したように、遠隔地にデータを送信することは、任意の便利な方法により達成する
ことができる。このような送信は、電子信号、無線周波数信号、光信号、セルラー信号、
或いは有線又は無線接続を介して送信された他の任意のタイプの信号を介して行われても
よい。任意のデータの送信、電子データの説明、本明細書の他の場所に記載された送信は
、電子信号、無線周波数信号、光信号、セルラー信号、或いは有線又は無線接続を介して
送信された他の任意のタイプの信号を介して行われてもよい。送信されたデータは、入力
データ及び／又は処理されたデータ及び／又は生成されたレポートを含むことができる。
送信されたデータは、信号増強検出器から取得されなかったデータ、すなわち、被験者か
ら得られた試料の一態様を表さないが、上述のように被験者の他の態様を表すデータを含
むことができる。
【０９０６】
　特定の実施形態において、方法は、分析されたデータを受信することを含む。分析され
たデータは、被験者により、装置上の画面に表示された分析されたデータを見ること、被
験者に送信された電子メール又はテキストメッセージを見ること、装置によって生成され
た音声メッセージを聞くこと、装置によって生成された振動を感知することなどを含む任
意の便利な方法を用いて受信されてもよいが、それらに限定されない。
【０９０７】
システム
　上に要約したように、本発明の態様は、本方法を実施することに使用されるシステムを
含む。いくつかの実施形態において、システムは、信号増強検出器からの出力を入力デー
タとして受信し、入力データを処理してレポートを生成し、そしてレポートを受信するよ
うに構成された装置を含み、ここで前記信号増強検出器は、前記被験者から提供された試
料を取得し、前記試料を表す出力を生成することによって前記出力を示すように構成され
る。
【０９０８】
　いくつかの実施形態において、信号増強検出器は、マイクロ流体の流体ハンドリング構
成要素などのような流体ハンドリング構成要素を含む。流体取扱構成要素は、１つ以上の
流体を信号増強検出器に導くように構成されてもよい。いくつかの例において、流体ハン
ドリング構成要素は、試料溶液、緩衝液などの流体を案内するように構成されるが、それ
らに限定されない。流体ハンドリング構成要素は、パッシブポンプ及びマイクロ流体チャ
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ネルを含むが、これらに限定されない。場合によっては、パッシブポンプは、本明細書で
開示される信号増強検出器を通じた毛管作用駆動のマイクロ流体ハンドリング及び流体ル
ーティングのために構成される。特定の例において、マイクロ流体流体ハンドリング構成
要素は、例えば１００μＬ以下、５０μＬ以下、又は２５μＬ以下、又は１０μＬ以下、
又は５μＬ以下、又は１μＬ以下を含む５００μＬ以下、１ｍＬ以下などの少量の流体を
送達するように構成される。したがって、特定の実施形態において、システムを動作させ
るために外部電源が必要とされない。
【０９０９】
　特定の実施形態において、信号増強検出器は、５０ｍｍ×５０ｍｍ以下、例えば２５ｍ
ｍ×２５ｍｍ以下、又は１０ｍｍ×１０ｍｍ以下の寸法を含む５ｍｍ×５ｍｍ～１００ｍ
ｍ×１００ｍｍの範囲内の寸法を有する。特定の実施形態において、信号増強検出器は、
２ｍｍ～０．３ｍｍ、又は１ｍｍ～０．４ｍｍを含む５ｍｍ～０．１ｍｍ、例えば３ｍｍ
～０．２ｍｍの範囲内の厚さを有する。
【０９１０】
　いくつかの実施形態において、信号増強検出器は、識別子を有することができる。識別
子は、信号増強検出器上に形成された物理的オブジェクトであってもよい。例えば、識別
子は、本発明のシステムの装置によって読み取られてもよい。したがって、いくつかの例
において、信号強調検出器からの出力は、識別子を含むことができる。いくつかの実施形
態において、カメラは、識別子の画像を取り込むことができ、また画像は分析されて信号
増強検出器を識別することができる。１つの例において、識別子はバーコードであっても
よい。バーコードは、１Ｄ又は２Ｄバーコードであってもよい。いくつかの実施形態にお
いて、識別子は、信号増強検出器を識別できる１つ以上の信号を発することができる。例
えば、識別子は、信号増強検出器の識別を示すことができる赤外線、超音波、光、音声、
電気、又は他の信号を提供することができる。識別子は、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タ
グを利用することができる。識別子は、信号増強検出器のメモリに格納されてもよい。一
例において、識別子はコンピュータ可読媒体であってもよい。
【０９１１】
　識別子は、信号増強検出器からの出力を取得し、出力を処理して、試料を表す出力を生
成するために使用された信号増強検出器の特定の種類を決定するように構成された装置を
可能にする情報を含むことができる。特定の実施形態において、識別子は、試料を表す出
力を生成するために使用された信号増強検出器の種類に特定の情報に各識別子キーを関連
付けるキーをデータベースに提供する。信号増強検出器の種類に特定の情報は、信号増強
検出器が結合するように構成された分析物の識別、特定の分析物が信号増強検出器上に結
合することができる位置の座標、各分析物のための検出感度などを含むが、それらに限定
されない。データベースは、有効期限、ロット番号などを含む特定の信号増強検出器に関
連する他の情報を含むことができる。データベースは、装置上に存在し、コンピュータ可
読媒体上に提供されてもよいか、又は遠隔サーバ上の装置によってアクセス可能であって
もよい。
【０９１２】
　特定の実施形態において、システムは、物理的な信号増幅プロセスがないが、１００倍
以上を含む１０倍以上、例えば２００倍以上、５００倍以上、１０００倍以上、又はより
高い高感度実験室グレードリーダを使用するシステムよりも高い検出感度を有する。特定
の実施形態において、システムは、物理的な信号増幅プロセスがないが、２００～２００
０倍、又は５００～１０００倍を含む１０～１０，０００倍、例えば１００～５０００倍
の高感度実験室グレードリーダを使用するシステムよりも高い検出感度を有する。
【０９１３】
　システムの実施形態は、信号増強検出器からの出力を処理する際にレポートを生成し、
そのレポートを被験者に提供するように構成された装置を含む。いくつかの実施形態にお
いて、レポートは、疾患などの状態についての被験者に関する診断情報を含むことができ
る。特定の実施形態において、システムは、８５％以上、又は９０％以上を含む７５％以
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上、例えば８０％以上の診断精度を達成する。
【０９１４】
有用性
　本発明の方法及びシステムは、試料中の１つ以上の分析物の有無及び／又は定量の決定
、及び／又は個体の健康の監視が所望される様々な異なる用途に用いられる。例えば、本
発明のシステム及び方法は、タンパク質、ペプチド、核酸などの検出に用いられる。場合
によっては、本発明のシステム及び方法は、タンパク質の検出に用いられる。
【０９１５】
　いくつかの実施形態において、本発明のシステム及び方法は、試料中の核酸、タンパク
質、又は他の生体分子の検出に使用される。方法は、試料中の１組のバイオマーカー、例
えば２つ以上の別個のタンパク質バイオマーカーの検出を含むことができる。例えば、方
法は、生体試料中の２種類以上の疾患バイオマーカーの迅速な臨床的検出、例えば被験者
の疾患状態の診断、又は被験者の疾患状態の進行中の管理又は治療等に使用されてもよい
。上記のように、医師又は他のヘルスケア提供者との通信は、医師又は他のヘルスケア提
供者が可能性のある懸念を知りかつ認識することをより確保し、したがって適切な処置を
取る可能性がより高くなり得る。
【０９１６】
　特定の実施形態において、本発明のシステム及び方法は、バイオマーカーの検出に用い
られる。場合によっては、本発明のシステム及び方法は、特定のバイオマーカーの有無、
ならびに血液、血漿、血清、又は、限定されないが、尿、血液、血清、血漿、唾液、精液
、前立腺液、乳頭吸引液、涙液、汗、糞便、頬のスワブ、脳脊髄液、細胞溶解物試料、羊
水、胃腸液、生検組織などの他の体液又は排泄物中の特定のバイオマーカーの濃度の増加
又は減少を検出することに用いられてもよい。
【０９１７】
　バイオマーカーの有無又はバイオマーカー濃度の顕著変化は病気リスク、個体における
病気の存在の診断、又は個体における病気の治療の調整に用いてもよい。例えば、特定の
バイオマーカー又はバイオマーカーグループの存在は個体に与えられる薬剤治療又は投薬
方式の選択に影響を及ぼす。潜在的な薬剤療法を評価する時に、バイオマーカーは例えば
生存又は不可逆的な病気等の自然エンドポイントの代替物として用いることができる。治
療が健康改善に直接的に関連するバイオマーカーを変更すれば、バイオマーカーは特定の
治療又は投薬方式の臨床的利点を評価するための代替エンドポイントとして用いることが
できる。したがって、個体で検出された特定のバイオマーカー又はバイオマーカーのパネ
ルに基づく個人化診断及び治療は、本発明のシステム及び方法によって促進される。さら
に、上述のように、疾患に関連するバイオマーカーの早期検出は、本発明の装置及びシス
テムの高感度によって促進される。感度、スケーラビリティ及び使いやすさと組み合わさ
れたスマートフォンなどのモバイル装置で複数のバイオマーカーを検出する能力のために
、本開示のシステム及び方法は、ポータブル及びポイントオブケア又はベッドサイドでの
分子診断に用いられる。
【０９１８】
　特定の実施形態において、本発明のシステム及び方法は、疾患又は疾病状態についての
バイオマーカーの検出に用いられる。場合によっては、本発明のシステム及び方法は、細
胞信号伝達経路の特徴付け及び薬物発見とワクチン開発のための細胞内通信のためのバイ
オマーカーの検出に用いられる。例えば、本発明のシステム及び方法は、病的な、健康な
、又は良性の試料中のバイオマーカーの量を検出及び／又は定量化することに用いられて
もよい。特定の実施形態において、本発明のシステム及び方法は、感染性疾患又は疾患状
態についてのバイオマーカーの検出に用いられる。場合によっては、バイオマーカーは分
子バイオマーカーであってもよく、タンパク質、核酸、炭水化物、小分子等が挙げられる
が、これらに限定されることはない。
【０９１９】
　本発明のシステム及び方法は、上記のようなバイオマーカーの検出及び／又は定量化、



(181) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

無症候性被験者について一定間隔で試料を試験するスクリーニングアッセイ、バイオマー
カーの存在及び／又は量を用いて可能性のある疾患経過を予測する予後アッセイ、異なる
薬物治療に対する被験者の応答を予測することができる層別アッセイ、薬物治療の有効性
が監視される有効性アッセイなどの診断アッセイに用いられるが、これらに限定されない
。
【０９２０】
　本発明のシステム及び方法はさらに検証アッセイに用いられる。例えば、検証アッセイ
を用いて、潜在的な疾患バイオマーカーが多くの個体にわたる疾患の有無の確実な指標で
あることを検証するか又は確認することができる。本発明のシステム及び方法のアッセイ
時間が短く、それにより最も短い時間で複数の試料をスクリーニングするためのスループ
ットの増加を容易にすることができる。
【０９２１】
　いくつかの例において、本方法のシステム及び方法は、実施用の実験室設定を必要とせ
ずに使用することができる。同等の分析研究実験室装置と比較して、本発明の装置及びシ
ステムは、ポータブルなハンドヘルドシステムにおいて比較可能な分析感度を提供する。
いくつかの場合では、重量及び操作コストは、典型的な固定実験室装置りも低い。さらに
、本発明のシステム及び方法は、医学的訓練を受けていない人による医師の処方が不要の
家庭検査のための家庭環境で用いて試料中の１つ以上の分析物を検出することができる。
本発明のシステム及び装置は、さらに、迅速な診断のために、臨床的な環境、例えば、ベ
ッドサイド、又はコスト等の理由により固定式研究実験室装置が設置されていない環境に
用いられてもよい。
【０９２２】
キット
　本発明の態様は、被験者の健康を監視するための信号増強検出器を提供するキットと、
ハンドヘルドデバイス、例えば携帯電話を使用して本発明の方法を実施するための指示と
を含む。これらの使用説明書は、様々な形態で本キットに存在してもよく、そのうちの１
つ以上の形態がキットに存在してもよい。これらの使用説明書の１つの形態は、情報が印
刷された１枚以上の紙のような適切な媒体又は基材上に印刷された情報として、キットの
パッケージング、パッケージインサート等に存在してもよい。別の手段は、情報が記録又
は格納されたコンピュータ可読媒体、例えば、フロッピーディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ブル
ーレイ、コンピュータ可読メモリ等である。存在する可能性があるさらに他の手段は、削
除されたサイトでの情報にインターネットを介してアクセスしてもよいウェブサイトのア
ドレスである。キットは、本明細書に記載されるように、さらに装置上の被験者の健康状
態を監視するための方法を実施するためのコンピュータ可読媒体上に提供されるソフトウ
ェアを含むことができる。いずれかの便利な手段はキットに存在してもよい。
【０９２３】
試料、健康状態、及び用途
　被験者からの試料、被験者の健康状態、及び本発明の他の用途は、さらに以下に記載さ
れる。例示的な試料、健康状態、及び用途は、例えば、米国特許出願公開第２０１４／０
１５４６６８号及び同第２０１４／００４５２０９号にも記載され、それらは参照により
本明細書に組み込まれる。
【０９２４】
　本発明は様々な用途に用いられ、そのような用途は、一般的に、所定の試料中の特定の
分析物の存在が、定量的ではないにしても、少なくとも定性的に検出される分析物検出適
用である。分析物検出アッセイを実行するためのプロトコールは、当業者に周知であり、
ここで詳細に説明する必要はない。一般的に、関心のある分析物を含む疑いのある試料は
、分析物がセンサに繋がれたそれぞれの捕捉剤に結合するのに十分な条件下で、本発明の
ナノセンサの表面と接触される。捕捉剤は、目的とする関心のある標的分子に対して非常
に特異的な親和性を有する。この親和性は、抗体が抗原上の特異的エピトープに結合する
抗原抗体反応、又は核酸の２つ以上の相補鎖間に配列特異的であるＤＮＡ／ＲＮＡもしく
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はＤＮＡ／ＲＮＡハイブリダイゼーション反応であってもよい。したがって、関心のある
分析物が試料中に存在する場合、それは捕捉剤の部位でセンサに結合され、複合体がセン
サの表面上に形成されるようである。すなわち、捕捉された分析物は、センサの表面に固
定化される。次いで、結合していない分析物を除去した後、例えば標識された二次捕捉剤
を用いて、センサの表面上のこの結合複合体の存在（すなわち、関心のある固定化された
分析物）が検出される。
【０９２５】
　関心のある特定の分析物検出適用は、核酸捕捉剤が使用されるハイブリダイゼーション
アッセイ、及びポリペプチド、例えば抗体が使用されるタンパク質結合アッセイを含む。
これらのアッセイにおいて、試料が最初に調製され、試料調製後に試料が特異的結合条件
下で本発明のナノセンサと接触され、それにより、複合体はセンサの表面に接着した捕捉
剤に相補的な標的核酸又はポリペプチド（又は他の分子）の間に形成される。
【０９２６】
　１つの実施形態において、捕獲オリゴヌクレオチドは、２０～１００塩基長の一端でチ
オール化された合成一本鎖ＤＮＡである。これらの分子は、ナノデバイスの表面に固定化
され、固定化された捕捉ＤＮＡに相補的な配列を有する標的一本鎖ＤＮＡ（少なくとも５
０ｂｐの長さであってもよい）を捕捉する。ハイブリダイゼーション反応の後、配列が標
的ＤＮＡの非占有核酸に相補的である検出一本鎖ＤＮＡ（長さが２０～１００ｂｐであっ
てもよい）は追加されて標的とハイブリダイズする。検出ＤＮＡは、一端が蛍光標識に結
合され、その放射波長がナノデバイスのプラズモン共鳴内にある。したがって、ナノデバ
イスの表面から発せられる蛍光発光を検出することによって、標的一本鎖ＤＮＡは、正確
に検出し定量することができる。捕獲及び検出ＤＮＡの長さは、融解温度（ヌクレオチド
鎖が融解温度より上に分離する）、誤対合の程度（鎖が長いほど、誤対合を少なくする）
を決定する。相補的結合の長さを選択することの懸念の１つは、融解温度を可能な限り高
く維持しながら、誤対合を最小限にする必要性に依存する。さらに、最適な信号増幅を達
成するために、ハイブリダイゼーション長さの全長が決定される。
【０９２７】
　本発明のセンサは、（ａ）疾患又は状態を有する疑いのある患者から液体試料を得るス
テップ、（ｂ）本発明のナノセンサと試料を接触させるステップであって、ナノセンサの
捕捉剤が疾患のバイオマーカーに特異的に結合し、かつバイオマーカーと捕捉剤との特異
的結合に適した条件下で接触が行われる、ステップ、（ｃ）捕捉剤に結合していない任意
のバイオマーカーを除去するステップ、並びに（ｄ）ナノセンサに結合したままのバイオ
マーカーからの光信号を読み取るステップを含む、疾患又は状態を診断する方法において
、使用されてもよく、ここで、光信号は、患者が疾患又は状態を有することを示し、方法
はさらに、捕捉剤に結合する前又は後のいずれかに、発光標識でバイオマーカーを標識す
るステップを含む。以下により詳細に記載されるように、患者は、癌を有する疑いがあり
、また抗体は癌バイオマーカーに結合する。他の実施形態において、患者は神経学的障害
を有する疑いがあり、抗体は神経学的障害のバイオマーカーに結合する。
【０９２８】
　本発明のセンサの適用は、（ａ）感染症及び寄生虫疾患、傷害、心臓血管疾患、癌、精
神障害、神経精神障害、及び器質性疾患、例えば肺疾患、腎疾患などの特定の疾患の段階
と相関する化合物又は生体分子の検出、精製、及び定量、（ｂ）水、土壌などの環境、又
は組織、体液などの生体試料からのウイルス、真菌及び細菌などの微生物の検出、精製、
及び定量化、（ｃ）有害廃棄物、炭疽菌などの食品安全性又は国家安全保障に危険をもた
らす化学物質又は生体試料の検出、定量化、（ｄ）グルコース、血液酸素レベル、全血球
数などの医学又は生理学的モニタにおける生体パラメータの定量化、（ｅ）細胞、ウイル
ス、体液などの生体試料からの特異的ＤＮＡ又はＲＮＡの検出及び定量化、（ｆ）ゲノム
解析のための染色体及びミトコンドリア中のＤＮＡ中の遺伝子配列の配列決定及び比較、
又は（ｇ）医薬品の合成又は精製中などの反応生成物の検出を含むが、これらに限定され
ない。
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【０９２９】
　検出は、細胞、組織、体液、及び糞便などの様々な試料マトリックス中で実行すること
ができる。対象となる体液は、羊水、房水、硝子体液、血液（例えば全血、分画血液、血
漿、血清等）、母乳、脳脊髄液（ＣＳＦ）、耳垢（耳あか）、乳糜、糜汁、内リンパ液、
外リンパ液、糞便、胃酸、胃液、リンパ液、粘液（鼻汁及び粘液質を含む）、心膜液、腹
膜液、胸膜液、膿液、粘膜分泌物、唾液、皮脂（皮膚の油）、精液、喀痰、汗、滑液、涙
液、嘔吐物、尿、及び呼気凝縮液を含むが、これらに限定されない。
【０９３０】
　いくつかの実施形態において、本発明のバイオセンサは、試料中の病原体から標的核酸
を検出することによって病原体感染を診断するために用いることができる。標的核酸は、
例えば、ヒト免疫不全ウイルス１及び２（ＨＩＶ－１及びＨＩＶ－２）、ヒトＴ細胞白血
病ウイルス及び２（ＨＴＬＶ－１及びＨＴＬＶ－２）、呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ）
、アデノウイルス、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）、エプス
タイン－バーウイルス（ＥＢＶ）、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）、水痘帯状疱疹ウ
イルス（ＶＺＶ）、サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）、単純ヘルペスウイルス１及び２（
ＨＳＶ－１及びＨＳＶ－２）、ヒトヘルペスウイルス８（ＨＨＶ－８、カポジ肉腫ヘルペ
スウイルスとしても知られる）、並びに黄熱病ウイルス、日本脳炎ウイルス、西ナイルウ
イルス、及びエボラウイルスを含むフラビウイルスから成る群から選択されるウイルス由
来であってもよい。しかし、本発明は核酸、例えば、ＤＮＡ又はＲＮＡ、上記ウイルスの
配列の検出に限定されず、かつ他の獣医学及び／又は人間医学における重要な病原体に問
題なく適用することができる。
【０９３１】
　ＤＮＡ配列相同性により、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）はさらに７０種以上の異
なる型に細分される。これらの型は様々な病気を引き起こす。１、２、３、４、７、１０
、及び２６～２９型ＨＰＶは良性疣贅を引き起こす。５、８、９、１２、１４、１５、１
７、１９～２５、及び４６～５０型ＨＰＶは免疫システムが低下している患者の病変を引
き起こす。６、１１、３４、３９、４１～４４及び５１～５５型は生殖器領域粘膜及び気
道粘膜の良性尖形疣贅を引き起こす。１６及び１８型ＨＰＶは、生殖粘膜の上皮異形成を
引き起こし、かつ子宮頸部、膣、外陰部、及び肛門管の浸潤癌と高い割合で関連性を持っ
ているため、医学的に特別な関心事である。ヒトパピローマウイルスＤＮＡの組み込みは
、子宮頸癌の発癌において決定的であると考えられている。ヒトパピローマウイルスは、
例えばそのカプシドタンパク質Ｌ１及びＬ２のＤＮＡ配列から検出できる。したがって、
本発明の方法は特に、癌の発生リスクを評価するために、組織試料中の１６及び／又は１
８型ＨＰＶのＤＮＡ配列を検出することに適用する。
【０９３２】
　場合によっては、ナノセンサを用いて、低濃度で存在するバイオマーカーを検出するこ
とができる。例えば、ナノセンサは、容易に得られる体液（例えば、血液、唾液、尿、涙
など）中の癌抗原を検出し、容易に得られる体液（例えば、神経障害（例えば、アルツハ
イマー病の抗原）のバイオマーカー）における組織特異的疾患のバイオマーカーを検出し
、感染（特に低力価の潜伏性ウイルス、例えばＨＩＶの検出）を検出し、母体血液中の胎
児抗原を検出するために、また例えば被験者の血流における外因性化合物（例えば、薬物
又は汚染物質）の検出のために用いられてもよい。
【０９３３】
　下表は、本発明のナノセンサ（適切なモノクローナル抗体とともに使用される場合）及
びそれらの関連疾患を用いて検出されてもよいタンパク質バイオマーカーのリストを提供
する。バイオマーカーの潜在的供給源の１つ（例えば、「ＣＳＦ」、脳脊髄液）も表に示
されている。多くの場合に、本発明のバイオセンサは表示される異なる体液中のバイオマ
ーカーを検出できる。例えば、脳脊髄液（ＣＳＦ）中に見出されるバイオマーカーは尿、
血液、又は唾液中に識別できる。
【０９３４】
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【０９３５】
　本方法、装置、及びシステムにより診断又は計測される健康状態は、化学的バランス、
栄養上の健康、運動、疲労、睡眠、ストレス、糖尿病前症、アレルギー、老化、環境有害
物質、農薬、除草剤、合成ホルモン類似体への暴露、妊娠、閉経、及び男性休止を含むが
、これらに限定されない。
【０９３６】
　特定の実施形態において、２つ以上の異なる核酸試料中の核酸の相対的なレベルは、上
記方法を用いて、取得され、比較されてもよい。これらの実施形態において、上記方法か
ら得られた結果は、通常、試料における核酸の総量（例えば、構成的ＲＮＡ）に対して標
準化され、比較される。これは、比率への比較、又は他の手段で実行されてもよい。特定
の実施形態において、２つ以上の異なる試料の核酸プロファイルを比較して、特定の疾患
又は病態に関連する核酸を識別することができる。
【０９３７】
　いくつかの例では、異なる試料は、「実験的」試料、すなわち、対象となる試料と、実
験試料と比較可能な「対照」試料とで構成され得る。多くの実施形態において、異なる試
料は、細胞型又はその断片の対であり、１つの細胞型が対象となる細胞型であり、例えば
異常細胞であり、他方の細胞型が対照細胞型であり、例えば正常細胞である。細胞の２つ
の断片を比較する場合、断片は、通常、２つの細胞の各々からの同じ断片である。しかし
、特定の実施形態において、同じ細胞の２つの断片を比較することができる。例示的な細
胞型対は、例えば、通常、同じ患者からの、組織生検（例えば結腸、乳房、前立腺、肺、
皮膚癌のような疾患を患わった組織、又は病原体に感染した組織等）から単離された細胞
及び同じ組織からの正常細胞と、病原体に感染されたか又は治療された（例えば、ペプチ
ド、ホルモン、変化した温度、成長条件、物理的な　ストレス、細胞形質転換等のような
環境的又は化学的要因）不死の組織培養で増殖した細胞（例えば、増殖性突然変異又は不
死化導入遺伝子を有する細胞）及び正常細胞（例えば、不死ではなく、感染されていない
か又は治療されていないことを除いて、実験細胞と同一である細胞）と、ガン、疾患、年
取った哺乳動物、又はある条件に曝露された哺乳動物、及び同じ種の哺乳動物、好ましく
は健康又は若年の同じ家系の哺乳動物に由来する細胞を有する哺乳動物から単離された細
胞と、分化した細胞及び同じ哺乳動物からの非分化細胞（例えば、哺乳動物において他の
細胞の前駆細胞である）とを含む。１つの実施形態において、タイプの異なる細胞、例え
ば、ニューロン及び非ニューロン細胞、又は状態の異なる細胞（例えば、細胞上の刺激の
前後）は使用されてもよい。本発明の別の実施形態において、実験材料は、例えばヒト免
疫不全ウイルス（ＨＩＶ）等のウイルスのような病原体による感染を受けやすい細胞であ
り、かつ対照物質は、病原体による感染に対して耐性を有する細胞である。本発明の別の
実施形態において、試料対は、幹細胞のような未分化細胞及び分化細胞によって表される
。
【０９３８】
固相アッセイ
　第１のプレート表面（すなわち固相）に固定化された捕捉剤により試料における標的分
析物を捕捉する表面固定化アッセイにおいて、一般的に試料から標的分析物を捕捉するた
めの飽和インキュベーション時間が短いこと、及び／又は溶液中の捕捉剤、検出剤又は他
の実体パートナーを第１のプレート表面に固定化するための飽和インキュベーション時間
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が短いことが望ましい。
【０９３９】
　さらに、表面固定化アッセイ及び他のアッセイにおいて、試料中の標的実体に結合する
ために、すなわち、良好な混合に必要な時間を短縮するために、他の試薬を試料に迅速に
添加して混合する必要がある。
【０９４０】
　本発明の１つの態様は、試料又は液体の厚さを低減及び／又は制御すること、及び／又
は試料の厚さを均一にすることにより、飽和インキュベーション時間を短縮できる装置、
システム、及び方法に関する。本発明の１つの重要な利点は、迅速で、簡単で、コストが
低いことである。例えば、本発明は、任意の複雑なプレハブ式マイクロ流体チャネル及び
ポンプを使用することなく、飽和インキュベーション時間を、マイクロ流体チャネルベー
スアッセイの飽和インキュベーション時間以上にすることができることにより、それが簡
単で、使いやすく、コストが低い。
【０９４１】
　本発明の１つの基本原理は、表面固定化アッセイにおいて、結合部位領域の寸法（最小
のもの）が試料の厚さより大きい場合に結合部位における標的分析物／実体の固定化のた
めの飽和インキュベーション時間が、試料内の標的分析物／実体が試料の厚さの距離にわ
たって拡散する時間（すなわち、分析物／実体の拡散時間）によって第一に規定されると
いう事実に基づくものである。試料中のある距離にわたる実体の拡散時間は、距離の二乗
に比例し、実体の拡散定数に反比例する。したがって、試料の厚さを減少させることによ
り、拡散時間が大幅に短縮される。
【０９４２】
２８　スペーサを使用しない試料の厚さの制御及び計測
　本発明のいくつかの実施形態において、試料又は関連のある体積の試料を調節するため
に使用されるスペーサは、（ａ）プレート間の間隔を計測することができる位置決めセン
サ、及び（ｂ）プレート位置を制御し、センサにより提供された情報に基づいてプレート
を所望のプレート間の間隔に移動させることができる装置によって置き換えられる。いく
つかの実施形態において、全てのスペーサは、移動ステージ、監視センサ及びフィードバ
ックシステムにより置き換えられる。
【０９４３】
　光学的方法を用いた間隔及び／又は試料の厚さの計測　いくつかの実施形態において、
内表面間の間隔の計測（ｆ）は、光学干渉の使用を含む。光学干渉は、複数の波長を使用
することができる。例えば、第１のプレートと第２のプレートの内表面で反射された光の
干渉による光信号は、光の波長で振動する。振動から、内表面間の間隔を決定することが
できる。干渉信号を補強するために、１つ又は両方の内表面を光反射材料で被覆すること
ができる。
【０９４４】
　いくつかの実施形態において、内表面間の間隔の計測（ｆ）は、光学撮像（例えば、試
料の２Ｄ（２次元）／３Ｄ（３次元）画像を撮像し、該撮像は、異なる視野角、異なる波
長、異なる位相、及び／又は異なる偏光で行うことができる）及び画像処理を含む。
【０９４５】
　光学的方法を用いた試料全体の面積又は体積の計測　いくつかの実施形態において、試
料全体の面積又は体積の計測（ｆ）は、光学撮像（例えば、試料の２Ｄ（２次元）／３Ｄ
（３次元）画像を撮像し、該撮像は、異なる視野角、異なる波長、異なる位相、及び／又
は異なる偏光で行うことができる）及び画像処理を含む。試料の面積は、第１のプレート
及び第２のプレートにほぼ平行な方向の面積を指す。３Ｄ画像化は、オブジェクトの３次
元（３Ｄ）画像を取得するための最も一般的な方法の１つである干渉縞投影プロフィロメ
トリー（ＦＰＰ）の方法を使用することができる。
【０９４６】
　いくつかの実施形態において、画像化による試料の面積又は体積の計測は、（ａ）面積
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又は体積が既知の試料を使用して画像スケールを較正すること（例えば、撮像装置はスマ
ートフォンであり、該スマートフォンで撮像された画像の寸法は、同一のスマートフォン
で撮像された寸法が既知の試料の画像と比較することにより較正できる）、（ｂ）画像と
、第１のプレート及び第２のプレートに又はその近くに配置されたスケールマーカー（定
規）とを比較すること（本明細書でさらに論じる）、及び（ｃ）それらの組み合わせを含
む。
【０９４７】
　本明細書で使用されるように、光は、可視光、紫外光、赤外光、及び／又は近赤外光を
含むことができる。光は、２０ｎｍ～２０，０００ｎｍの範囲内の波長を含むことができ
る。
【０９４８】
２９　実施形態のその他の説明
　以下の方法、装置、及びシステムを提供する。これらの実施形態は、上記又は下記の構
成要素、材料、パラメータ又はステップのいずれかを使用して実施することができる。次
の実施形態は、ＣＲＯＦプレートを使用する。
　実施形態１．
　（ａ）分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレートと第２のプレー
トを取得するステップであって、それぞれのプレートが、実質的に平坦な試料接触面を有
し、１つ又は２つのプレートが可撓性であり、前記プレートの１つ又は２つがスペーサを
含み、これらのスペーサが、それぞれの試料接触面に固定され、前記スペーサが、所定の
実質的に均一な高さ、及び、前記分析物の大きさよりも少なくとも約２倍大きく最大２０
０μｍ（マイクロメータ）である所定の一定のスペーサ間距離を有する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離が前記スペーサにより調節されない、構成である、ステッ
プ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記２つのプレートを用いて前記試料の少なくとも一部を圧縮して
実質的に均一な厚さの層にするステップであって、前記均一な厚さが前記プレートの前記
試料接触面によって制限され、前記層の前記均一な厚さが前記スペーサと前記プレートに
よって調節され、前記圧縮は、
　　前記２つのプレートを一体にすること、及び
　　前記プレートを一緒に閉鎖構成までプレスするために、並行して又は順次に前記プレ
ートのうち少なくとも１つのプレートの１つの領域を適当にプレスし、前記適当なプレス
により前記試料の前記少なくとも一部に対する前記プレート上の実質的に均一な圧力が生
成され、前記プレスにより前記試料の前記少なくとも一部が前記プレートの前記試料接触
面間に横方向に広がり、前記閉鎖構成が、均一な厚さ領域の前記層における前記プレート
間の前記距離が前記スペーサにより調節される構成であること
を含む、ステップ、並びに
　（ｅ）前記プレートが前記閉鎖構成である間に、前記均一な厚さの層内の前記分析物を
分析するステップ
を含む、液体試料を分析するための方法であって、
　適当なプレスは、前記プレートの外面の形状変化に関わらず、ある領域に加えた圧力を
実質的に一定にする方法であり、
　前記並行プレスは、所期の領域に圧力を同時に加え、前記順次プレスは、所期の領域の
一部に圧力を加え、かつ徐々に他の領域に移行する、方法。
　実施形態２．
　第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
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　　ｉｉ．前記プレートの１つ又は２つは可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各プレートは、そのそれぞれの表面に、分析物を含む試料と接触するための
試料接触領域を有し、
　　ｉｖ．前記プレートの１つ又は２つは、それぞれの試料接触領域に固定されたスペー
サを含み、前記スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び、前記分析物の大きさより
少なくとも約２倍大きく最大２００μｍである所定の一定のスペーサ間の距離を有し、少
なくとも１つのスペーサは、前記試料接触領域内にあり、
　１つの構成は、２つのプレートが離れておりプレート間の間隔がスペーサにより調節さ
れずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、かつ
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて非常に均一な厚さの層にな
り、前記層の均一な厚さは、プレートの試料接触表面により制限され、スペーサ及びプレ
ートにより調節される、液体試料を分析するための装置。
　実施形態３．
　（ａ）血液試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、各プレートは、実質的に平坦な試料接触表面を有し、
１つ又は２つのプレートは可撓性であり、１つ又は２つのプレートは、それぞれの試料接
触表面に固定されたスペーサを含み、スペーサは、
　　ｉ．所定の実質的に均一な高さと、
　　ｉｉ．実質的に均一な断面及び平坦な上面を有する柱形状と、
　　ｉｉｉ．１以上の、高さに対する幅の比と、
　　ｉｖ．１０]ｍ～２００]ｍの範囲内の所定の一定のスペーサ間の距離と、
　　ｖ．１％以上の充填率と、
　　ｖｉ．スペーサの充填率とヤング率との２ＭＰａ以上の積と
を有する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、１つ又は２つのプレートに血液試料
を付着させるステップであって、開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつプレート間の間隔がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを用いて、血液試料の少なくとも一部を圧縮して実
質的に均一な厚さの層にするステップであって、実質的に均一な厚さは、プレートの試料
接触表面により制限され、前記層の均一な厚さは、スペーサ及びプレートにより調節され
、かつ１０％より小さな変動を伴う１．８]ｍ～３]ｍの範囲内の平均値を有し、前記圧縮
は、
　　前記２つのプレートを一体にすること、及び
　　前記プレートを一緒に閉鎖構成までプレスするために、並行して又は順次に前記プレ
ートのうち少なくとも１つの１つの領域を適当にプレスし、前記適当なプレスにより前記
試料の前記少なくとも一部を介して前記プレートに実質的に均一な圧力が生成され、前記
プレスにより前記試料の前記少なくとも一部が前記プレートの前記試料接触面間に横方向
に広がり、前記閉鎖構成が、均一な厚さ領域の前記層における前記プレート間の前記距離
が前記スペーサにより調節される構成であること
を含む、ステップ、並びに
　（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、均一な厚さの層内の血液を分析するステップ
を含む、血液試料を分析するための方法であって、
　充填率は、総プレート面積に対するスペーサ接触面積の比であり、
　前記適当なプレスは、前記プレートの外面の形状変化に関わらず、ある領域に加えた圧
力を実質的に一定にする方法であり、かつ
　前記並行プレスは、所望の領域に圧力を同時に加え、前記順次プレスは、所定の領域の
一部に圧力を加え、かつ徐々に他の領域に移行する、方法。
　実施形態４．
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　第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　　ｖ．プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｖｉ．１つ又は２つのプレートが可撓性であり、
　　ｖｉｉ．各プレートは、そのそれぞれの表面に、血液試料と接触するための試料接触
領域を有し、
　　ｖｉｉｉ．１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを
含み、スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び７]ｍ～２００]ｍの範囲内の所定の
一定のスペーサ間の距離を有し、少なくとも１つのスペーサは、試料接触領域内にあり、
　１つの構成は、２つのプレートが離れておりプレート間の間隔がスペーサにより調節さ
れずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、かつ
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて非常に均一な厚さの層にな
り、前記層の均一な厚さは、２つのプレートの内表面により制限され、スペーサ及びプレ
ートにより調節され、かつ小さな変動を伴う１．８]ｍ～３]ｍの範囲内の平均値を有する
、液体試料を分析するための装置。
　実施形態５．液体試料の一部において標的実体を局所的に結合するための方法であって
、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレート上に
固定され、所定の実質的に均一な高さを有するスペーサを含み、第１のプレートはその表
面に結合部位を含み、前記結合部位は所定の領域を有し、かつ標的実体に結合して標的実
体を固定化する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを閉鎖構成にすることにより試料を圧縮するステッ
プであって、閉鎖構成は、試料の少なくとも一部が圧縮されて均一な厚さの層になり、前
記層が、２つのプレートの内表面に接触し内表面によって制限されかつ結合部位に接触す
る、構成であり、層の均一な厚さが、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍ
より小さく、かつ結合部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さい、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつプレートが閉鎖構成にある間に、
　　（１）関連のある時間長さで試料をインキュベートし、次にインキュベーションを停
止するステップ、あるいは、
　　（２）関連のある時間長さの最小値以上の時間で試料をインキュベートし、次に、関
連のある時間長さの最大値以下の時間内に標的実体の結合部位への結合を評価するステッ
プ
であって、
　関連のある時間長さは、
　　　ｉ．標的実体が閉鎖構成で均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必要な時
間以上であり、かつ
　　　ｉｉ．標的実体が横方向に結合部位の最小横方向寸法にわたって拡散するのに必要
な時間より顕著に短く、
　（１）におけるインキュベーションの終了時又は（２）における評価の間、結合部位に
結合される大部分の標的実体は関連のある体積の試料に由来し、
　インキュベーションにより、標的実体が結合部位に結合することが可能となり、関連の
ある体積は、閉鎖構成で結合部位にある試料の一部である、ステップ
を含む、方法。
　実施形態６．標的実体を液体試料の一部に局所的に結合するための装置であって、
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　第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　　ｉ．プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、１つ又は２
つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各プレートは、そのそれぞれの表面に、試料中に拡散できる実体を含む試料
と接触するための試料接触領域を有し、
　　ｉｖ．前記プレートの１つは、その試料接触領域上に固定化した結合部位を有し、前
記結合部位は、所定の領域を有し、かつ前記標的実体に結合してそれを固定化した結合部
位を有し、
　　ｖ．１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み、
スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有し、少
なくとも１つのスペーサは、試料接触領域内にあり、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
かつ
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて均一な厚さの層になり、均
一な厚さの層の少なくとも一部は、結合部位の上にあり、かつ層の均一な厚さは、２つの
プレートの内表面により制限され、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍよ
り小さく、かつ結合部位の所定の領域の平均直線寸法より実質的に小さい、装置。
　実施形態７．液体試料の一部に試薬を局所的に放出する方法であって
　（ａ）試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、
　　（ｉ）１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み
、
　　（ｉｉ）スペーサは、所定の均一な高さを有し、
　　（ｉｉｉ）第１のプレートは、その表面に貯蔵部位を含み、前記貯蔵部位は、所定の
領域を有しかつ試薬を含み、前記試薬は、試料に接触すると試料中に溶解して試料中に拡
散する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを閉鎖構成にすることにより試料を圧縮するステッ
プであって、閉鎖構成は、試料の少なくとも一部が圧縮されて均一な厚さの層になり、前
記層が２つのプレートの内表面によって制限されかつ貯蔵部位を被覆する、構成であり、
層の均一な厚さが、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍより小さく、かつ
貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さい、ステップ、
　（ｅ）ステップ（ｄ）の後かつプレートが閉鎖構成にある間に、関連のある時間長さで
試料をインキュベートし、次にインキュベーションを停止するステップであって、
　関連のある時間長さは
　　ｉ．閉鎖構成において、標的実体が均一な厚さの層の厚さにわたって拡散するのに必
要な時間以上であり、かつ
　　ｉｉ．標的実体が結合部位の所定の領域の直線寸法にわたって横方向に拡散するのに
必要な時間より短く、
　それにより、インキュベーションの後、当初は貯蔵部位にある試薬の大部分は、関連の
ある体積の試料中にあり、
　インキュベーションは、試薬が試料と結合又は混合することを可能にする過程であり、
関連のある体積は、閉鎖構成で結合部位にある試料の一部分である、ステップ
を含む、方法。
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　実施形態８．液体試料の一部に試薬を局所的に放出するための装置であって、
　第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　　ｉ．前記プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、
　　ｉｉ．前記プレートの１つ又は２つは可撓性であり、
　　ｖｉ．各プレートは、そのそれぞれの表面に、試料と接触するための試料接触領域を
有し、
　　ｖｉｉ．プレートの１つは、その試料接触領域に貯蔵部位を含み、前記貯蔵部位は、
所定の領域を有しかつ試薬を含み、前記試薬は、試料に接触すると試料中に溶解して試料
中に拡散し、かつ標的実体に結合し、
　　ｖｉｉｉ．前記プレートの１つ又は２つは、それぞれのプレートに固定されたスペー
サを含み、スペーサは、（ａ）２５０]ｍ以下であり試薬部位の所定の領域の平均直線寸
法より実質的に小さい、所定の実質的に均一な高さ、及び（ｂ）２００]ｍ以下の範囲内
の所定の一定のスペーサ間の距離を有し、少なくとも１つのスペーサは、試料接触領域内
にあり、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて均一な厚さの層になり、均
一な厚さの層の少なくとも一部は、結合部位の上にあり、かつ層の均一な厚さは、２つの
プレートの内表面により制限され、スペーサ及びプレートにより調節される、装置。
　実施形態９．関連のある体積の試料中の標的実体をプレート表面の結合部位に結合する
ための時間を短縮するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレート上に
固定されたスペーサを含み、１つ又は２つのプレートは可撓性であり、スペーサは、所定
の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有し、第１のプレートはそ
の表面に結合部位を含み、結合部位は所定の領域を有し、かつ標的実体に結合して固定化
する、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを閉鎖構成にすることにより試料を圧縮するステッ
プであって、閉鎖構成は、関連のある体積の試料の厚さが、プレートの開放構成の時と比
較して減少し実質的に均一な厚さの層になり、実質的に均一な厚さは、少なくとも１ｍｍ
２の側面積を有し２つのプレートの内表面によって制限されかつ結合部位を被覆する、構
成であり、前記層の均一な厚さが、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍよ
り小さく、かつ結合部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さく、関連のある体積は
、試料の体積の一部又は全部である、ステップ
を含み、
　関連のある体積の試料の厚さを減少させることによって、関連のある体積における結合
部位と標的実体との間の結合が平衡に達するための時間が短縮される、方法。
　実施形態１０．標的実体を液体試料の一部に局所的に結合するための装置であって、
　第１のプレート及び第２のプレート
を含み、
　　ｉ．プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、１つ又は２
つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉｉ．各プレートは、そのそれぞれの表面に試料と接触するための試料接触領域を
有し、試料接触領域は、試料中に拡散できる実体を含み、
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　　ｉｖ．前記プレートの１つは、その試料接触領域上に結合部位を有し、前記結合部位
は、所定の領域を有し、かつ前記標的実体に結合してそれを固定化し、
　　ｖ．１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み、
スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有し、少
なくとも１つのスペーサは、試料接触領域内にあり、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
かつ
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて均一な厚さの層になり、均
一な厚さの層の少なくとも一部は、結合部位の上にあり、かつ層の均一な厚さは、２つの
プレートの内表面により制限され、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍよ
り小さく、結合部位の所定の領域の平均直線寸法より実質的に小さく、
　関連のある体積の試料の厚さを減少させることは、関連のある体積における結合部位と
標的実体との間の結合が平衡に達するための時間を短縮する、装置。
　実施形態１１．流体的隔離無しでの液体試料の並行多重化アッセイのための方法であっ
て、
　（ａ）試料中に拡散できる１つ以上の標的分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、
　　ｉ．１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを含み、
１つ又は２つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉ．スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離
を有し、
　　ｉｉｉ．第１のプレートは、その表面に、（ａ）の対応する標的分析物に結合して固
定化する捕捉剤を含む所定の領域をそれぞれ有する１つ以上の結合部位を有し、かつ
　　ｉｖ．第２のプレートは、その表面に１つ以上の対応する貯蔵部位を含み、前記貯蔵
部位はそれぞれ、所定の領域を有し、試料に接触すると試料中に溶解して試料中に拡散す
るある濃度の検出剤を含み、
　各捕捉剤、標的分析物、及び対応する検出剤は、第１のプレートの結合部位に捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成できる、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを閉鎖構成にすることにより試料を圧縮するステッ
プであって、閉鎖構成は、
　　ｉ．試料の少なくとも一部が、圧縮されて均一な厚さの層になり、前記層が、２つの
プレートの内表面に接触し前記内表面によって制限され、かつ１つ以上の結合部位及び１
つ以上の貯蔵部位に接触し、
　　ｉｉ．１つ以上の対応する貯蔵部位が１つ以上の結合部位の上にあり、かつ
　　ｉｉｉ．層の均一な厚さが、スペーサ及びプレートにより調節され、２５０μｍより
小さく、かつ各貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さい、
構成である、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつプレートが閉鎖構成にある間に、
　　（１）関連のある時間長さで試料をインキュベートし、次にインキュベーションを停
止するステップ、あるいは、
　　（２）関連のある時間長さの最小値以上の時間で試料を試料し、次に、関連のある時
間長さの最大値以下の時間内に各標的分析物の結合部位への結合を評価するステップ
であって、
　関連のある時間長さは、
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　　　ｉ．閉鎖構成において、（ａ）の標的分析物が均一な厚さの層の厚さにわたって拡
散するのに必要な時間以上であり、かつ
　　　ｉｉ．（ａ）の標的分析物が結合部位の所定の領域の直線寸法にわたって横方向に
拡散するのに必要な時間より顕著に短く、
　それにより、反応が生じ、前記反応において、（１）におけるインキュベーションの終
了時又は（２）における評価の間、各結合部位に結合した捕捉剤－標的分析物－検出剤サ
ンドイッチの大部分が、対応する関連のある体積の試料に由来し、
　インキュベーションにより、各標的分析物が結合部位及び検出剤に結合することが可能
となり、対応する関連のある体積は、閉鎖構成で対応する貯蔵部位にある試料の一部分で
あり、隣接した貯蔵部位の縁部間の分離間隔と隣接した結合部位の縁部間の分離間隔は、
標的分析物又は検出剤が関連のある時間で拡散できる距離より大きく、結合部位及び／又
は貯蔵部位の間に流体的隔離がない、ステップ
を含む、方法。
　実施形態１２．流体的隔離無しでの液体試料の並行多重化アッセイのための装置であっ
て、
　第１のプレート及び第２のプレートを含み、
　　ｉ．プレートは、異なる構成になるように互いに対して移動可能であり、１つ又は２
つのプレートは可撓性であり、
　　ｉｉ．１つ又は２つの前記プレートは、それぞれのプレートに固定されたスペーサを
含み、スペーサは、所定の実質的に均一な高さ、及び所定の一定のスペーサ間の距離を有
し、
　　ｉｉｉ．各前記プレートは、そのそれぞれの表面に、試料中に拡散できる１つ以上の
標的分析物を含む試料と接触するための試料接触領域を有し、
　　ｉｖ．前記第１のプレートは、その表面に、試料の対応する標的分析物に結合して固
定化する捕捉剤を含む所定の領域をそれぞれ有する１つ以上の結合部位を有し、かつ
　　ｖ．第２のプレートは、その表面上に１つ以上の対応する貯蔵部位を有し、前記貯蔵
部位はそれぞれ、所定の領域を有し、試料に接触すると試料中に溶解して試料中に拡散す
るある濃度の検出剤を含み、
　各捕捉剤、標的分析物、及び対応する検出剤は、第１のプレートの結合部位に捕捉剤－
標的分析物－検出剤サンドイッチを形成でき、
　１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間隔がスペ
ーサにより調節されずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成であり、
かつ
　別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖構成では
、
　　ｉ．試料の少なくとも一部が、圧縮されて均一な厚さの層になり、前記層が、２つの
プレートの内表面に接触し前記内表面によって制限され、かつ１つ以上の結合部位及び１
つ以上の貯蔵部位に接触し、
　　ｉｉ．１つ以上の対応する貯蔵部位が１つ以上の結合部位の上にあり、
　　ｉｉｉ．層の均一な厚さが、スペーサ及びプレートにより調節され、かつ２５０μｍ
より小さく、貯蔵部位の所定の領域の直線寸法より実質的に小さく、かつ
　　ｉｖ．結合部位及び／又は貯蔵部位の間に流体的隔離が存在せず、
　隣接した貯蔵部位の縁部間の分離間隔及び隣接した結合部位の縁部間の分離間隔は、関
連のある時間内で標的分析物又は検出剤が拡散できる距離より大きく、かつ結合部位及び
／又は貯蔵部位の間に流体的隔離が存在しない、装置。
　実施形態１３Ａ．携帯電話を用いて試料を迅速に分析するシステムであって、
　（ａ）ＣＲＯＦ装置の１つ又は２つのプレートが、異なる構成になるように互いに対し
て移動可能であり、
　　　ｉ．１つの構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れておりプレート間の間
隔がスペーサにより調節されずかつ試料が１つ又は２つのプレートに付着する、開放構成
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であり、かつ
　　ｉｉ．別の構成は、試料が開放構成で付着した後に構成された閉鎖構成であり、閉鎖
構成では、試料の少なくとも一部は、２つのプレートにより圧縮されて均一な厚さの層に
なり、均一な厚さの層は、２つのプレートの内表面に接触しかつ前記内表面により制限さ
れ、スペーサ及びプレートにより調節される、ＣＲＯＦ装置と、
　（ｂ）ｉ．試料を検出及び／又は画像化するための１つ以上のカメラ、
　　ｉｉ．検出された信号及び／又は試料の画像を受信及び／又は処理するため、並びに
遠隔通信するための電子部品、信号プロセッサ、ハードウェア、及びソフトウェア
を含むモバイル通信装置と、
　（ｃ）モバイル通信装置又は外部源のいずれか一方からの光源と
を含む、システム。
　実施形態１３Ｂ．携帯電話を用いて試料を迅速に分析するための方法であって、
　（ａ）実施形態１３ＡのシステムのＣＲＯＦ装置上に試料を付着させるステップ、
　（ｂ）結果を生成するために、ＣＲＯＦ装置上に付着した試料をアッセイするステップ
、
　（ｃ）モバイル通信装置からの結果をモバイル通信装置から遠く離れた位置に伝達する
ステップ
を含む、方法。
　実施形態１４．
　（ａ）試料中に拡散できる分析物を含有する試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第１のプレート及び第２のプレ
ートを取得するステップであって、１つ又は２つのプレートは、それぞれのプレートに固
定されたスペーサを含み、スペーサは所定の均一な高さを有し、第１のプレートは、その
表面に、所定の領域を有する分析物アッセイ領域を含む、ステップ、
　（ｃ）プレートが開放構成で構成されている時に、試料をプレートの１つ又は２つに付
着させるステップであって、前記開放構成は、２つのプレートが部分的又は完全に離れて
おりかつ前記プレート間の距離がスペーサにより調節されない、構成である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、２つのプレートを用いて、試料の少なくとも一部を圧縮して均一な
厚さの層にするステップであって、均一な厚さは２つのプレートの内表面により限定され
、層の均一な厚さは、スペーサ及びプレートにより調節され、かつ分析物アッセイ領域の
所定の横方向領域の直線寸法より実質的に小さく、前記圧縮は、
　前記２つのプレートを一体にすること、及び
　前記プレートを一緒にプレスして閉鎖構成にするように、プレートの外表面に外力を加
えること
を含み、前記力は、試料の少なくとも一部の上方に位置するプレート上に圧力を生成し、
圧力は、前記試料の少なくとも一部をプレートの内表面の間に横方向に広げ、前記閉鎖構
成は、均一な厚さ領域の層内のプレート間の間隔がスペーサにより調節される、構成であ
る、ステップ、
　（ｅ）プレートが閉鎖構成にある間に、（ｉ）分析物が均一な厚さの層の厚さにわたっ
て拡散するのに必要な時間とほぼ等しいか又はそれより長い時間で、かつ（ｉ）分析物が
分析物アッセイ領域にわたって拡散するのに必要な時間より顕著に短い時間で、試料をイ
ンキュベートするステップ、並びに
　（ｆ）ステップ（ｅ）の直後に、インキュベーションを停止してアッセイ領域内の分析
物を計測するステップ、あるいは、プレートが閉鎖構成である間にインキュベーションを
続け、かつ、分析物が分析物アッセイ領域全体にわたって拡散するのに必要な時間より顕
著に短い時間で、アッセイ領域内の分析物を計測するステップ
を含む、液体試料を分析する方法。
【０９４９】
　以下の説明は、上記の実施形態１～１４に適用されてもよい。
【０９５０】
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　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサは、試料厚さ制御の良好な均一
性のために、試料領域の内にあり、試料の関連のある領域の内側にある。
【０９５１】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートのうちの少なくとも１つ
は、厚さが１μｍ～５０μｍのプラスチックフィルムであってもよい。
【０９５２】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートのうちの少なくとも１つ
は、厚さが５０μｍ～１００μｍのプラスチックフィルムであってもよい。
【０９５３】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートのうちの少なくとも１つ
は、厚さが１００μｍ～１５０μｍのプラスチックフィルムであってもよい。
【０９５４】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートのうちの少なくとも１つ
は、厚さが１５０μｍ～２５０μｍのプラスチックフィルムであってもよい。
【０９５５】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートは、各プレートの厚さが
１０μｍ～３００μｍから独立して選択される薄いプラスチックフィルムであってもよい
。
【０９５６】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートは、各プレートの厚さが
１００μｍ～２００μｍから独立して選択される薄いプラスチックフィルムであってもよ
い。
【０９５７】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、２つのプレートは、各プレートの厚さが
１０μｍ～１００μｍから独立して選択される薄いプラスチックフィルムであってもよい
。
【０９５８】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは５ｎｍ～
１００ｎｍの範囲にあってもよい。
【０９５９】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは１００ｎ
ｍ～５００ｎｍの範囲にあってもよい。
【０９６０】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは５００ｎ
ｍ～１μｍの範囲にあってもよい。
【０９６１】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは１μｍ～
２μｍの範囲にあってもよい。
【０９６２】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは２μｍ～
５μｍの範囲にあってもよい。
【０９６３】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは５μｍ～
１０μｍの範囲にあってもよい。
【０９６４】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは１０μｍ
～３０μｍの範囲にあってもよい。
【０９６５】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは３０μｍ
～５０μｍの範囲にあってもよい。



(197) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

【０９６６】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート上のスペーサの高さは５０μｍ
～１００μｍの範囲にあってもよい。
【０９６７】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサ間の距離（ＩＳＤ）は２００μ
ｍ以下である。
【０９６８】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサ間の距離（ＩＳＤ）は１５０μ
ｍ以下である。
【０９６９】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサ間の距離（ＩＳＤ）は１００μ
ｍ以下である。
【０９７０】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサ間の距離（ＩＳＤ）は８０μｍ
以下、例えば、６０μｍ以下、４０μｍ以下、又は２０μｍ以下である。
【０９７１】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサの高さに対する幅比は少なくと
も１．５（例えば、少なくとも２、少なくとも３、少なくとも４又は少なくとも５）であ
る。
【０９７２】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、柱の高さに対する柱幅の比は少なくとも
１、少なくとも２、少なくとも５、又は少なくとも１０であってもよい。
【０９７３】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレート間の距離は２～５０μｍの範囲
にあり、かつ任意の測定は１分間より少ない飽和時間を有する。
【０９７４】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、方法は洗浄を含む。
【０９７５】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、方法は洗浄を含まない。
【０９７６】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、１分間未満のインキュベーション後に、
方法は、１ｎＭ未満の感度を有し、例えば、０．１ｎｍｏｌ、１０ｐｍｏｌ、１ｐｍｏｌ
、０．１ｐｍｏｌ、１０ｆｍｏｌ、１ｆｍｏｌ又は０．１ｆｍｏｌである。
【０９７７】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、特に柱の高さが約１００μｍ未満である
場合、スペーサの幅に対する周期の比は約７．０未満（例えば、約７．０～１．０）であ
ってもよい。
【０９７８】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、プレートは、２０～２００μｍ、例えば
１０～５０μｍ又は５０～２００μｍの厚さを有してもよい。
【０９７９】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、試料の体積は０．５μｍ未満、例えば０
．５μｍ未満、０．４μｍ未満、０．３μｍ未満、０．２μｍ未満、又は０．１μｍ未満
であってもよい。
【０９８０】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、スペーサ間の距離は２００μｍ未満、例
えば、２０～２００μｍ、２０～５０μｍ又は５０～２００μｍであってもよい。
【０９８１】
　ＣＲＯＦを使用する任意の実施形態において、装置は、１分間より少なく、例えば、１
０ｓより少なく手で圧縮することができる。
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【０９８２】
３０　シグナル増幅表面を用いた均質アッセイ
　アッセイの多くの適用において、特にＰｏＣ又は他の迅速アッセイにおいて、洗浄ステ
ップを回避することが望ましい。本発明の一態様は、アッセイ洗浄を回避できる装置、シ
ステム及び方法に関する。
【０９８３】
　シグナル増幅表面を組み込むこと及び／又は使用することにより、開示された装置、シ
ステム及び方法は、洗浄しない状況でアッセイの実行を容易にすることができる。表面増
幅表面は、表面から短距離（例えば、２０ｎｍ、又は５０ｎｍ、又は１００ｎｍ）に放射
された光のみを増幅することができる。表面増幅層の一例は、Ｄ２ＰＡである。
【０９８４】
３１　リング状スペーサを有するＣＲＯＦを用いるアッセイ加速の例
　ポリスチレン薄膜をそのうちの１つのＣＲＯＦプレートとし、薄板ガラスを他のプレー
トとし、ワックスリングをスペーサとしかつポリスチレンプレート上に固定するアッセイ
加速の実験を行った。ＣＲＯＦプロセスにおいて、リング状スペーサ内（かつ中心に、滴
下する時に小さな液滴を形成する）に、２ｕＬ（マイクロリットル）の試料を滴下し、か
つ２つのプレートによって圧縮してより薄いフィルムにし、プレートの間の距離をリング
状スペーサにより調節した（すなわち、２つのＣＲＯＦプレートの閉鎖構成である）。プ
レートを手で圧縮した。試料厚さがプレートの閉鎖構成において均一であるとわかった。
均一である１つの主な原因は、試料の体積がリング状スペーサと２つのプレートとの間の
体積と同じであることである。免疫学的アッセイとＤＮＡハイブリダイゼーションアッセ
イをいずれも実行した。
【０９８５】
　免疫学的アッセイ検査（高さが約４０μｍ、直径が０．８ｃｍのワックスリング状スペ
ーサ）において、プロテインＡを捕捉剤としてポリスチレン表面に塗布して、標識された
ＩｇＧを分析物として使用した。プロテインＡと標識されたＩｇＧとの結合のためにイン
キュベートした後、結合しないＩｇＧを洗浄し、かつ捕捉されたＩｇＧ標識を計測した。
異なるインキュベーション時間を検査する。本発明者らの実験によると、結合は、１ｍｉ
ｎより少ないインキュベーション時間内に飽和する（すなわち、１ｍｉｎ以下に、捕捉さ
れたＩｇＧ標識のシグナルはインキュベーション時間とともに変化しない）ことがわかっ
た。溶液中で４０μｍ距離にわたるＩｇＧの拡散時間が約数秒であるため、４０μｍの間
隔（その故に試料厚さ）について、このような短い飽和インキュベーション時間が期待さ
れる。
【０９８６】
　本発明者らはさらに、厚さが３ｍｍの試料厚さを有する通常の９６ウェルプレートでこ
のような直接アッセイのインキュベーションを検査し、かつ典型的な飽和インキュベーシ
ョン時間が約１２０ｍｉｎであることを発見した。インキュベーションプロセスが標識さ
れたＩｇＧの拡散によって制限される場合、試料厚さを３ｍｍから４０μｍに減少させる
ことにより、インキュベーション時間を約１２０ｍｉｎから１．２８ｓｅｃに減少させる
ことができ、それは１ｍｉｎ以下の飽和インキュベーション時間の観察と一致する。
【０９８７】
　ＤＮＡハイブリダイゼーション検査（高さが約５２μｍ、直径が０．７ｃｍのワックス
リングスペーサ）において、ストレプトアビジン－ＢＳＡはポリスチレン基材上の分子連
結層であり、かつビオチン化捕捉鎖に連結され、捕捉鎖はハイブリダイゼーションにより
標識された標的鎖を捕捉する。インキュベーション後に、ハイブリダイゼーションしてい
ない標的鎖を洗浄し、標識シグナルを検査する。異なるインキュベーション時間を検査す
る。本発明者らの実験によると、ハイブリダイゼーションは、３０ｓｅｃのインキュベー
ション時間内に飽和する（すなわち、１ｍｉｎ以下に、捕捉されたＩｇＧ標識のシグナル
はインキュベーション時間とともに変化しない）。溶液中で５２μｍ距離にわたる標的プ
ローブの拡散時間が約数秒であるため、５２μｍの間隔（その故に試料厚さ）について、
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このような短い飽和インキュベーション時間が期待される。（実験の詳細は、例えば米国
特許仮出願番号第６２／２０２、９８９号において開示される）。
【０９８８】
　参照として、より厚い試料の厚さを有する同じアッセイを検査し、本発明者らは厚さが
１ｍｍの試料では、飽和インキュベーションに達するまでに約２０ｍｉｎを必要とするこ
とを発見した。
【０９８９】
　（実験の詳細を例えば米国特許仮出願番号第６２／２０２，９８９号において開示した
）
【０９９０】
３２　柱状スペーサを有するＣＲＯＦを用いるアッセイ加速（ＱＡＸ及びＱＭＡＸ）の例
Ｅ－１．１　飽和インキュベーション時間が３０秒未満である測定を達成するための３０
μｍのスペーサ高さの柱状スペーサアレイのＣＲＯＦＦ装置を用いるＱＡＸアッセイ
　ＣＲＯＦによるＱＡＸを検査し、かつ約３０ｓｅｃの飽和時間を達成する。図１３．ａ
及び１３．ｂは、この実験を示す。実験において、ＣＲＯＦプロセスの前に、ＣＲＯＦプ
レートのうちの１つに捕捉剤及び標識検出剤を予め付着させかつ乾燥し、その後に試料を
プレートに滴下しかつＣＲＯＦプロセスにより他のプレートを閉鎖する。試料の滴下には
数秒かかり、ＣＲＯＦプロセスは、１０秒未満で完了した。本発明者らの実験によると、
３０μｍのスペーサの高さの場合、飽和インキュベーション時間は３０秒未満である。
【０９９１】
　プレート、試料、試薬　（１）自己保持ＣＲＯＦ装置を用いたＣＲＯＦは、（ｉ）１７
５μｍのＰＭＭＡフィルムで作られ、試料接触領域にスペーサアレイを有する２．５ｃｍ
×２．５ｃｍ面積のＸ－プレートであって、スペーサアレイは、一定周期が１２０μｍ／
１１０μｍの長方形格子（それぞれｘ及びｙの横方向）、全てのスペーサは柱状であり、
かつ同じ３０μｍの高さとｘ方向の４０μｍの幅及びｙ方向の３０μｍの幅を有する同じ
長方形形状を有し、スペーサは、プレートと同じである試料材料（ＰＭＭＡ）で作製され
、ＰＭＭＡフィルムを金型でナノインプリントにより製造される（したがって、スペーサ
は、プレート上に所定のスペーサ高さ及び８０μｍのスペーサ間隔で固定される）、Ｘ－
プレートと、（ｉｉ）表面が平坦なガラス板（厚さが１ｍｍ、３ｃｍ×５ｃｍ）とを含む
。Ｘ－プレートの表面とガラス板は未処理であり、かつ試料に対して親水性である。（２
）試料滴下とＣＲＯＦプロセスの前に、ガラス板に乾燥した抗ＩｇＧの捕捉剤（ｃＡｂ）
を予め塗布し、（３）試料滴下とＣＲＯＦプロセスの前に、Ｘ－プレートに乾燥した抗Ｉ
ｇＧの検出剤（ｄＡｂ）を予め塗布し、かつ（４）試料は、異なる規定濃度のＢＳＡ緩衝
液中のヒトＩｇＧである。
【０９９２】
　実験ステップ及び結果　分析物（ヒトＩｇＧ）含有の少量の試料を、Ｅ２－１に記載の
ＣＲＯＦ装置のうちの１つのプレートの表面に滴下する。最初にプレート上の試料は溜ま
りを形成するが、ＣＲＯＦ装置の他のプレートをその溜まりの上に配置しかつ２つのプレ
ートを共に圧縮することにより、元の血溜りは、スペーサアレイにより調節された大面積
かつ超薄型試料フィルム（約３０μｍ）に広がり、その中に広がった試料がある。その後
、人の手でガラス板に触れてＸ－プレートを液滴に（中心と中心を合わせ）均一に５～１
０ｓプレスし、手を放し、３０ｓ待ち、かつプレートをその閉鎖構成に保持する。
【０９９３】
　その後、異なる試料（異なるＣＲＯＦ装置とともに）を異なる時間内にインキュベート
し、洗浄しかつ計測する（光信号）。結果は図１３．ｂに示され、図１３．ａに記載のＱ
ＭＡアッセイの飽和インキュベーション時間が３０秒未満であることを示す。
【０９９４】
Ｅ．１．２　ＱＭＡＸアッセイと均質アッセイ
　信号を増幅するために、Ｍ－プレート（例えばＤ２ＰＡ）を用いて、ＱＭＡＸを実験的
に検査する。また、ＱＭＡＸアッセイを、信号を増幅するＭ０ＰａｔｅがないＱＡＸアッ
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セイと比較する。不均質（洗浄）と均一質（洗浄しない）を検査する。検査アッセイは、
ＱＡＸとＱＭＡＸを用いるヒトＩｇＧ蛍光免疫アッセイである。
【０９９５】
　材料及び方法：（３０μｍの柱の高さ、３０μｍ×４０μｍの柱サイズ、８０μｍのＩ
ＳＤ）２５ｍｍ×２５ｍｍのＸ－プレートと、サイズが２５ｍｍ×２５ｍｍのＭ－プレー
トと、（塗布順序）で（ａ）ＤＳＵ、プロテインＡ、抗ヒトＩｇＧ（基板プレートに塗布
しかつ乾燥する）、（ｂ）ヒトＩｇＧ（分析物）、及び（ｃ）抗ヒトＩｇＧ－ＩＲ８００
試薬（ｘ－プレートの貯蔵部位に塗布しかつ乾燥する）であるアッセイ試薬とを含む。
【０９９６】
　結果（図１４においても示される）：本発明者らの実験によると、閉鎖構成における３
０μｍの間隔のＣＲＯＦ装置に対して、飽和インキュベーションは１ｍｉｎ以内であり、
かつＱＭＡＸ洗浄を伴う場合に、総読み取り感度がＬｏＤ＝２ｐＭであり、ＱＭＡＸ洗浄
がない（不均質）場合、総読み取り感度がＬｏＤ＝１０ｐＭであり、ＱＡＸ洗浄を伴う場
合に総読み取り感度がＬｏＤ＝２００ｐＭであり、ＱＡＸ洗浄がない（不均質）場合に総
読み取り感度がＬｏＤ＝（読み取ることができず、異なる分析物濃度の差はない）。
【０９９７】
３３　追加の例示的な実験検査及び好ましい実施形態
　このセクションでは、以下の条件を用いて以下の共通の観察を共有する本発明の追加の
例示的な実験検査及び観察、並びに追加の好ましい実施形態を提供する。
【０９９８】
　付着した試料の体積　特に断らない限り、ＣＲＯＦプレートに付着した全ての試料は、
未知の体積を有し、すなわち、正確な体積は付着時に未知である。
【０９９９】
　プレート　このセクションで使用されるＣＲＯＦ装置において、特に断らない限り、２
つのプレートのうちの１つは「Ｘ－プレート」と呼ばれ、スペーサを有する唯一のプレー
トである。他のプレートは「基板プレート」と呼ばれ、平坦な表面を有し、かつ任意のス
ペーサを有しない。プレート及びスペーサのための異なる材料（ガラス、ＰＭＭＡ（ポリ
メタクリレート）、及びＰＳ（ポリスチレン）を含む）、異なるプレートの厚さ及びスペ
ーサの幾何学（形状及びサイズ）を検査する。各プレートの試料接触表面は、一般的に３
０ｎｍより小さい表面平滑度変動を有する平坦な表面（突出スペーサを除く）であるが、
多くの平坦な表面は、プレートの可撓性、固有の表面平坦度（プレートの可撓性に関係し
ない）、又は両者による表面平坦度変動を有する。いくつかのプレートは、３０ｎｍより
大きい内表面平滑度変動を有する。特に断らない限り、例に使用されるプレートは、一般
的な寸法は、幅が少なくとも２５ｍｍで、長さが少なくとも２５ｍｍである。
【１０００】
　スペーサ　特に断らない限り、このセクションの全てのスペーサは、（ｉ）Ｘ－プレー
トの試料表面に固定され、かつ表面をエンボス加工すること（これによりスペーサの材料
がＸ－プレートと同じである）によって製造され、（ｉｉ）丸い角、法線からの５度未満
の傾斜角を有するほぼ真っ直ぐな側壁、平坦な上面、及び均一なスペーサの高さを有する
長方形又は正方形のほぼ均一な断面を有する柱状アレイであり、かつ（ｉｉｉ）それぞれ
Ｘ方向及びＹ方向において固定された内部スペーサ間の距離（ＩＳＤ）（Ｘ方向の間隔は
Ｙ方向の間隔と異なる場合があることに注意する）（図１７．ｂ参照）を有する。また、
柱状スペーサの横方向の形状は正方形又は丸い角付きの長方形であり、異なるスペーサの
高さ、サイズ、スペーサ間の距離、形状及び材料を検査する。
【１００１】
　スペーサの製造　Ｘ－プレート表面にエンボス加工されたスペーサをナノインプリント
により製造し、金型をプレートに直接プレスし、かつ元々完全に平坦な表面を表面から突
出した柱状スペーサを有する平坦な表面にエンボス加工する。プラスチック材料が流動可
能なエンボス加工において、プラスチック材料のガラス転移温度よりも高い温度を使用す
る。リトグラフ及びエッチングにより金型を製造し、場合によっては、マスターモデルに
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電気めっきすることにより製造する。金型はケイ素、二酸化ケイ素、又はニッケルで製造
される。
【１００２】
　図１７は、プレートに製造されたスペーサの例を示す。金型を用いてプラスチックプレ
ート表面を直接エンボス加工してスペーサを製造する。図１７（ａ）と１７（ｂ）は、正
方形スペーサ格子の光学顕微鏡写真の上面図である。（ａ）柱状スペーサのサイズが４６
μｍ×４６μｍでありかつ柱間の距離が５４μｍであり、また（ｂ）柱状スペーサのサイ
ズが１０μｍ×７０μｍでありかつ柱間の距離が１０μｍの画像の上面図であり、また（
ｃ）柱状スペーサのサイズが３０μｍ×４０μｍでありかつスペーサの高さが２μｍであ
り、また（ｄ）柱状スペーサのサイズが３０μｍ×４０μｍでありかつスペーサの高さが
３０μｍの眺望図ＳＥＭである。顕微鏡写真は、（１）柱状スペーサの頂部が非常に平坦
であることと、（２）スペーサはほぼ均一な断面を有することと、（３）柱状スペーサの
角が丸く、約１μｍの曲率半径を有することとを示す。円形エッジに比べて、鋭いエッジ
により、細胞を溶解させるか又は流体の流動に影響するため、好ましくは大きな曲率半径
（例えば、小さい鋭いエッジ）である。
【１００３】
　表面形状測定装置を用いて、本発明者らは、Ｘ－プレートの２ｃｍ×２ｃｍ領域の柱の
高さを計測する。上記方法で製造されたＸ－プレートの柱状スペーサの高さの一般的な均
一性は、それぞれ２μｍ、５μｍ、及び３０μｍのスペーサ高さに対して、４ｎｍ、１０
ｎｍ、１００ｎｍの平均変動値と、０．２％、０．２％、及び０．３３％の相対平均変動
値とを有する。
【１００４】
　一般的な実験手法　図１５に示すように、第一に、小さい溜まりを形成する小さい体積
（数μＬ以下）の試料を基板又はＸ－プレートに付着させた。第二に、プレートの試料表
面が重なるように、プレートを一緒にした。第三に、手を用いて、試料が元の溜まりより
も大きい面積を有する薄膜になる閉鎖構成にプレートをプレスする。第四に、手に関連し
た。第五に、閉鎖構成で異なる計測を実行する。ステップの詳細を以下に示す。
【１００５】
　試料付着方法　２種類の試料付着方法を使用する。１つの方法において、ピペットで試
料をプレートに付着させる。別の方法において、被験者の血液とプレートとを接触させる
ことにより、血液試料を被験者の指（器具で取られる）から直接付着させる。指からプレ
ートに直接付着した血液を希釈しない。本発明者らは、本発明者らの実験において、指定
しない限り、最終の実験結果は試料付着方法とは独立していることを発見した。
【１００６】
　試料付着は、室内で、任意の特別な温度制御又は除塵濾過を使用せずに標準的な室内条
件で行われる。本発明者らは、このような条件の下で、（１）塵埃に適合して使用された
可撓性プレートは、他の領域の試料厚さがスペーサにより調節されかつ試料厚さの自己保
持に影響しないことを可能にするため、及び（２）塵埃のある領域は利用可能な総領域の
非常に小さい部分であり、かつ計測は塵埃による影響を受けない領域で行われるため、試
料に落ちた塵埃は、最終計測結果に影響しないことを発見した。塵埃無領域の選択は、光
画像により完了する。
【１００７】
　場合によっては、２つのプレートは、プレートに落ちる塵埃の数を減少させるための表
面保護カバーを有する。場合によっては、塵埃及び他の汚染を防止するために、２つのプ
レートを試料の内部表面とともに配置する。
【１００８】
　プレートの表面濡れ性　本発明者らは、例示的な実験において使用された異なるプレー
トの表面湿潤特性を計測した。下記表は、５μＬの試料の計測接触角を示し、それは、異
なるプレート材料（ガラス、ＰＭＭＡ及びＰＳ）と異なる表面形状（平坦な表面及びＸ－
プレートの試料表面）を有する未処理又は処理後の表面に、異なる試料形式（水、ＰＢＳ
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緩衝液（リン酸緩衝食塩水）及び血液）で位置し、Ｘ－プレートは１７５μｍの厚さのＰ
ＭＭＡであり、かつその試料表面は２μｍの高さ、３０μｍ×４０μｍの横方向サイズ、
及び１１０μｍ／１２０μｍの周期（すなわち、スペーサ間距離が８０である）の柱状ア
レイ（すなわち、スペーサ）を有する。
【１００９】

【１０１０】
　実験により、（１）ガラス、ＰＭＭＡ、及びＰＳの未処理表面は、すべて親水性表面（
すなわち、接触角が９０度未満である）を有し、（２）未処理のガラス表面は、未処理の
ＰＭＭＡ及びＰＳより小さい濡れ角（より大きい親水性）を有し、（３）水、ＰＢＳ、及
び血液の接触角は同様であり、血液は、水及びＰＢＳよりわずかに優れた湿潤性を有し、
（４）未処理のＰＭＭＡのＸ－プレートは、未処理のＰＭＭＡプレートとほぼ同じ試料接
触角を有し、かつ（５）予想通り、表面湿潤特性は、表面処理により、より親水性又は疎
水性になるように大きく変化し得ることが示された。
【１０１１】
　プレートの表面疎水性は、表面処理により変化することができる。例えば、ＰＭＭＡの
Ｘ－プレートに対して、酸素プラズマ中で表面を露出させることにより親水性を向上させ
、かつトリデカフルオロ－１，１，２，２－テトラヒドロオクチルトリクロロシランで表
面を処理することにより、疎水性を向上させる。水、ＰＢＳ緩衝液及び血液試料に対して
、接触角は、それぞれ疏水性処理後のＸ－プレートについては２５、２７、２８度であり
、親水性処理後のＸ－プレートについては１０５、１０４、及び１０３度である。
【１０１２】
　以下の説明において、特別に説明しない限り、プレートの全ての試料表面（すなわち、
試料と接触した内表面）はいずれも未処理である。
【１０１３】
　付着試料の面積及び高さ　ピペットで水試料を開放構成のプレートに付着させる時に、
プレート上の試料の面積及び高さを計測する。
【１０１４】

【１０１５】
　実験は、開放構成でプレートに付着した一般的な試料は、閉鎖構成よりもはるかに大き
い厚さを有することを示す。
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【１０１６】
　本発明者らは、プレートの閉鎖構成において、（１）総試料面積は、数ミリメートルの
直径から数センチメートル（スペーサの高さに応じて）に拡大することと、（２）スペー
サアレイが正方形格子を有する場合、プレートの閉鎖構成における試料の領域も、試料の
エッジがスペーサの正方形格子の方向に位置合わせされる、ほぼ正方形であることとを観
察した。したがって、スペーサの異なる間隔配置により、閉鎖構成の下の最終試料領域を
制御することができることを示した。スペーサが長方形格子を有すると、閉鎖構成の最終
試料領域は長方形であるべきである。スペーサが放射状円形パターンを有すると、閉鎖構
成の最終試料領域は円形であるべきである。
【１０１７】
　ハンドプレス　セクション３０の全ての実験において、ＣＲＯＦプロセスにおけるプレ
ートを一緒にしかつ人の手で圧縮してプレートの閉鎖構成にする。ＣＲＯＦプレートの広
い領域で最後にプレスして均一な試料厚さを得て、一般的に親指で１つの領域をプレスし
かつＣＲＯＦプレートの異なる領域を摩擦する。手でＣＲＯＦ装置（プレート）を閉鎖構
成にプレスする過程を「ハンドプレス」と呼ばれる。
【１０１８】
　自己保持　観察によると、特に断らない限り、ＣＲＯＦプレートを最終状態にプレスし
かつ圧縮力（例えば手をプレスし）を解放した後、２つのプレートの間の試料厚さは、依
然としてスペーサの高さにより調節され、かつ長期間（試料が最終的に乾燥するまで）に
一定の厚さに保持される。この観察結果は、「自己保持」と呼ばれる。自己保持は、表面
張力によって引き起こされる、プレート、液体試料及び環境（例えば空気）の間の毛細管
力である。Ｅ－１に示すように、ＣＲＯＦ装置のハンドプレス及び自己保持は、良好な試
料厚さを与えることを観察する。
【１０１９】
　プレート間隔及び試料の厚さの計測　全ての実験において、閉鎖構成の２つのプレート
の内表面（すなわち、試料表面）の間の距離は、プレートの内表面によって引き起こされ
るファブリ・ペロー空洞共振（ＦＰ共振）により計測される。試料（及び空気）と内表面
の間の光学的屈折率の差により、プレートの各内表面は光反射器として作用し、かつ２つ
の内表面は光共振器を形成する。ＦＰ共鳴スペクトルは周期的であり、かつ光学測定点に
おける内表面間隔ｈ（したがって試料厚さ）は、

により計算されることができ、ここで、ｃは光速であり、Δｖは周波数領域における期間
であり、ｎはプレート間の試料の屈折率である。
【１０２０】
　本発明者らのＦＰ共鳴検査において、光源は約２μｍ×２μｍ程度の面積を有する。一
般的に、本発明者らは、ＣＲＯＦ装置の中心周囲の１．６ｃｍ×１．６ｃｍの領域内の２
５個の異なる点でプレートの内表面の間隔を計測し、２５個の点は、４ｍｍ周期（すなわ
ち、２つの隣接する点の間の距離）を有する５×５の正方形の格子である。スペーサ（す
なわち、柱体）によって占有された領域を計測しない。
【１０２１】
　プレートの閉鎖構成で内表面が試料と接触するため、計測した内表面の間隔は計測点の
試料厚さと同じである。
【１０２２】
　平均試料厚さ、Ｈ　平均試料厚さＨは、２５個の点で計測されたプレートの間隔及び式

を用いて計算される。
【１０２３】
　試料の厚さの偏差とは、所定のスペーサの高さＨ０の所定の領域上の試料平均厚さＨの



(204) JP 2020-128995 A 2020.8.27

10

20

30

40

50

偏差を指す。（Ｈ－Ｈ０）。相対的な試料の厚さの偏差は、所定のスペーサの高さで割っ
た偏差：［（Ｈ－Ｈ０）／Ｈ０］を指す。正の厚さ偏差とは、試料がスペーサの高さより
も平均的に厚いことを指し、負の厚さの偏差は、試料がスペーサの高さより平均的に薄い
ことを指す。
【１０２４】
　試料厚さ均一性　所定の領域上の試料厚さの均一性は、所定の領域上の試料厚さの標準
偏差として定義される。

【１０２５】
３２．１　ハンドプレス自己保持ＣＲＯＦにおける試料厚さの偏差と均一性
　実験的に、本発明者らは、ＣＲＯＦ装置及びプロセスにおいて、手を放した後にプレー
トの閉鎖構成の試料厚さの偏差及び均一性に影響する可能性のあるパラメータを研究する
。パラメータは、スペーサ間の距離（ＩＤＳ）、スペーサの形状及び寸法（例えばスペー
サの横方向寸法、スペーサの高さ、スペーサの高さに対する幅の比、スペーサ領域充填因
子（スペーサ面積に対する総面積の比又は幅に対するスペーサ周期の比）、スペーサとプ
レートの材料の機械的強度（ヤング率）、プレートの厚さ、及び各プレートの表面平坦度
を含むが、これらに限定されないことを発見した。以下に実験から得られたある知見と好
ましい実施形態を示す。スペーサの高さ、ＩＤＳ、周期及びスペーサの横方向サイズの定
義は、図１６に示される。
【１０２６】
　Ｅ－１．１　試料厚さへのＩＤＳ（スペーサ間の距離）、プレートの厚さ、及び材料の
影響　実験的に、本発明者らは、周期的スペーサアレイのスペーサ間の距離（ＩＳＤ）が
ＣＲＯＦプレロスにおける閉鎖構成の試料の厚さの偏差（スペーサの高さから）及び均一
性に顕著に影響する可能性のあることを観察した。
【１０２７】
　図１８は、試料厚さへのＩＤＳ、プレートの厚さ及び材料の影響を示す。異なるプレー
ト及びスペーサ材料、異なるプレートの厚さ及び異なる試料でのスペーサ間の距離（ＩＤ
Ｓ）に対する、試料の厚さの偏差及び均一性の測定値を示す。スペーサは周期的アレイで
あり、かつ５μｍのスペーサの高さ、平坦な頂部、正方形形状（１０×１０μｍの柱横方
向サイズ、ほぼ均一な断面、及び丸い角）を有する。ＩＤＳはそれぞれ２０μｍ、５０μ
ｍ、１００μｍ、２００μｍ及び５００μｍであった。基板は、未処理の２５０μｍの厚
さの平坦な表面（面積が１インチ×１インチ）のＰＭＭＡプレートであった。スペーサが
直接製造されたＸ－プレートは、それぞれ未処理の１７５μｍ及び５０μｍの厚さのＰＭ
ＭＡプレート、及び未処理の１２５μｍ及び２５μｍの厚さのＰＳであった。試料は、そ
れぞれ２μＬの血液（指と直接接触させて滴下する）、唾液又はＰＢＳ（ピペットで滴下
する）であった。ＣＲＯＦ装置を手でプレスしかつ１インチ×１インチの領域で擦り、か
つプレス後に自己保持された。試料厚さは、ＣＲＯＦ装置の閉鎖構成で計測された。
【１０２８】
　図１８は、所定の実験条件について及び正方形形状のスペーサ（１０×１０μｍの柱横
方向サイズ、ほぼ均一な断面、及び丸い角）について、以下であることを示す。
　（１）ＩＳＤが２０μｍ、５０μｍ、１００μｍである場合、平均最終試料の厚さは５
．１μｍ～５．２μｍであり、所定の５μｍのスペーサの高さに非常に近く、かつ４％未
満の厚さの偏差及び均一性（すなわち、ＩＳＤが約１２０μｍ以下であれば、偏差及び均
一性は４％未満であってもよい）を有する。
　（２）しかしＩＳＤが２００μｍ及び５０μｍである場合は、平均最終試料の厚さは、
それぞれ４．３μｍ及３．５μｍになり、所定のスペーサの高さ（５μｍ）より明らかに
小さく、かつそれぞれ－１３．９％及び－３０．９％の厚さの偏差とそれぞれ１０．９％
及び２７．７％の均一性を有する。これは、ＩＳＤが約２００μｍより大きい場合、厚さ
の平均値は顕著に低下するだけでなく、均一性も非常に低くなることを示す。
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【１０２９】
　４０μｍ×４０μｍの横方向寸法の柱状スペーサアレイ（図１８）について、ＩＳＤが
６０μｍ、１５０μｍ、１００μｍである場合、平均最終試料の厚さは５．１μｍ～５．
２μｍであり、所定の５μｍのスペーサの高さに非常に近く、かつ４％未満の厚さの偏差
及び均一性（すなわち、ＩＳＤが約１００μｍ以下であれば、偏差及び均一性は４％未満
であってもよい）を有する。
【１０３０】
Ｅ－１．２　試料厚さへのＩＤＳ／（Ｅｂ＾３）の影響
　本発明者らの実験によると（図１９に示すように）、小さい試料厚さの偏差と良好な均
一性を達成するために、Ｘ－プレートのＳＤ４／（ｈｘＥ）（プロット中ｘ＝１）は１０
＾６μｍ＾３／ＧＰａ未満であるべきであり、ＩＳＤはスペーサ間の距離であり、ｈは材
料の高さ（厚さ）であり、Ｅは材料のヤング率である。
【１０３１】
　ＣＲＯＦを使用する全ての方法及び装置において、ある実施形態において、ＳＤ４／（
ｈｘＥ）（プロット中ｘ＝１）の値は、１０＾６μｍ＾３／ＧＰａ未満、５×１０＾５未
満、１×１０＾６未満、５×１０＾６未満等である。
【１０３２】
　任意の実施形態において、可撓性プレートは、２０μｍ～２５０μｍ範囲内（例えば５
０μｍ～１５０μｍの範囲内）の厚さを有し、かつヤング率は範囲０．１～５ＧＰａ（例
えば、０．５～２ＧＰａの範囲内）である。
【１０３３】
　任意の実施形態において、可撓性プレートの厚さと可撓性プレートのヤング率との乗算
結果は、６０～７５０ＧＰａ－μｍの範囲内にあってもよい。
【１０３４】
Ｅ－１．３　試料厚さへのスペーササイズと高さの影響
　本発明者らの実験によると（例えば図２０）、小さい試料厚さの偏差を達成するために
、所定のプレートの厚さ、試料及びプレスに対して、ＩＤＳは約１５０μｍ以下であるべ
きである。
【１０３５】
Ｅ－１．４　試料厚さへのスペーサの高さに対する幅の比の影響
　本発明者らの実験によると（例えば図２１）、小さい試料厚さの偏差を達成するために
、所定のプレートの厚さ、試料及びプレスに対して、ＩＳＤは２０μｍ～１５０μｍであ
り、柱体の高さに対する幅の比（ＷＲＨ）が１よりも大きく、かつある実施形態において
、好ましくは２以上である。
【１０３６】
　これは、ＷＨＲが約１以上である場合、スペーサは、ハンドプレスの加圧と擦りを維持
することに十分に強く、そうでなければ、全てのＩＳＤに対して、偏差及び均一性の両方
は低くかつ大きいことを示す。
【１０３７】
Ｅ－１．５　試料厚さへのスペーサの充填因子の影響
　本発明者らの実験によると（例えば図２２）、小さい試料厚さの偏差と良好な厚さ均一
性を達成するために、所定のプレートの厚さ、試料に対して、スペーサの充填因子は約２
．３以上であるべきである。
【１０３８】
　例えば、図２２において達成した４％未満の偏差及び均一性は、所定の柱体面積及びＩ
ＤＳ、及び所定のスペーサの領域充填率（例えば、総面積に対する柱状断面の比）に対し
て、ＰＳ柱体は、ハンドプレスの加圧及び擦りを支持することに十分に強い。ＰＳ柱体の
変形は、親指圧力が約１～１０ｋｇ／ｃｍ２（１０＾５Ｐａ）であり、ＰＳのヤング率が
約３ＧＰａであり、かつ幅２０μｍの柱状スペーサ充填率及び１００μｍのＩＳＤが約４
％であることに基づいて推定され、それにより柱体の親指のプレスでの相対的な変形（圧
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力）は１％～０．１％であり、これは本発明者らの実験的観察と一致する。
【１０３９】
Ｅ－１．６　試料厚さへのプレート厚さの影響
　本発明者らの実験によると（例えば図２３）、（ｉ）小さい試料厚さの偏差（５％以下
）と良好な厚さ均一性を達成するために、所定のプレートの厚さ、試料に対して、少なく
とも１つのプレートは、２００μｍ未満のプレート厚さを有するべきであり、かつ（ｉｉ
）Ｘ－プレートと基板がいずれも２００μｍよりも厚いと、それらは硬すぎ、塵埃を克服
できず、より低いスペーサの均一性／偏差をもたらす。
【１０４０】
Ｅ－１．７　試料厚さへの基板プレートの影響
　本発明者らの実験（例えば図２５）によると、厚い（１ｍｍ）ガラス基板プレートを使
用すると、より小さい試料厚さ偏差及び良好な厚さ均一性のための最大のＩＤＳは、ＰＭ
ＭＡ基板の場合、１５０μｍから２００μｍに延長することができる。
【１０４１】
Ｅ－１．８　自己保持へのプレート表面湿潤特性修正の影響
　本発明者らの実験によると（例えば図２４）、（１）ＣＲＯＦ装置の良好な自己保持は
、ＣＲＯＦ装置の２つの内表面の少なくとも１つが親水性であることを必要とする。（２
）ＣＲＯＦ装置の２つの内表面がいずれも親水性であると、それは最も良い自己保持と試
料厚さの調節及び均一性を提供する。（３）ＣＲＯＦ装置の１つの内表面が親水性でかつ
別の内表面が疎水性であると、良好な自己保持を得るために、試料面積は０．５ｃｍ２よ
り大きい必要がある。（４）２つの内表面がいずれも疎水性であると、自己保持は不十分
又は不合格（不安定）である。（図中の線は視線誘導のためのものである。）
【１０４２】
Ｅ－１．９　ハンドプレス時間による試料厚さへの影響
　本発明者らの実験は、ＣＲＯＦ装置が１ｓ～６０ｓのプレス時間で自己保持でき、かつ
同様の良好な性能を有することを見出した。何もプレスさないと（０ｓプレスする）、Ｃ
ＲＯＦ装置は、性能が低く、かつ自己保持することができない。
【１０４３】
Ｅ－１．１０．　試料厚さへの周期的柱状スペーサ及びランダムボールスペーサの影響の
比較
　図２７の計測結果は、所与の実験条件で、周期柱状スペーサを有するＣＲＯＦ装置がラ
ンダムボール（例えばビーズ）スペーサよりもはるかに小さい試料厚さ偏差とより高い均
一性（両方とも５％未満）を有することを示す。具体的には、２０μｍ、５０μｍ及び１
００μｍＩＳＤについて、周期的で、均一断面の柱状スペーサの平均厚さ偏差及び均一性
は２．３％及び約３．４％である。しかし、平均ＩＳＤが２０μｍ、５０μｍ、１００μ
ｍのランダムボールスペーサを用いた場合、厚さが２２０μｍのガラスカバープレートを
用いる平均厚さ偏差及び均一性は１１．２％及び１２．５％であり、厚さが１７５μｍの
ＰＭＭＡカバープレートを用いる試料厚さ偏差及び均一性は１０．８％及び２０％であり
、約５倍以上の試料厚さ偏差及びより低い均一性を有する。
【１０４４】
Ｅ１．１２．他の知見
　図２８は、異なるＸ－プレート厚さ及び基板厚さの試料厚さへの影響を示す。
【１０４５】
　本発明者らの実験は、指から直接的にピペットによって落とされた液体が最終的な試料
厚さ及び均一性において同様の性能を有することを見出した。
【１０４６】
　本発明者らの実験は、基材又はＸ－プレートに滴下された液体が、測定された試料厚さ
及び均一性において同様の性能を有することも見出された。
【１０４７】
３２．２　自己保持型ＣＲＯＦを用いた未希釈全血の完全血球数
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Ｅ２．１　使用されるＣＲＯＦ装置
　例３２．２のすべての試験で用いられるＣＲＯＦ装置は、Ｘ－プレート及び平坦なガラ
スプレートを含む。Ｘ－プレートは、面積が２．５ｃｍ×２．５ｃｍで厚さが１７５μｍ
のＰＭＭＡであり、かつ試料接触区域において周期的スペーサアレイを有する。ガラスプ
レートは、厚さが１ｍｍで面積が３ｃｍ×５ｃｍの平坦な表面である。Ｘ－プレート上の
スペーサは、初期平坦なＰＭＭＡ膜に直接的にエンボス加工され、これによりＰＭＭＡ（
Ｘ－プレートと同じ材料）で製造され、かつＸ－プレートと接触する。
【１０４８】
　各スペーサは、ほぼ均一な横断面、平坦な頂部、及びｘ及びｙ横方向におけるそれぞれ
幅が４０ｕｍ及び３０ｕｍの長方形を有する柱状のものである。所与のＸ－プレート上の
すべてのスペーサは同じスペーサの高さを有する。周期的スペーサアレイは、一定周期が
１２０ｕｍ及び１１０ｕｍ（それぞれｘ及びｙ）の長方形格子を有し、所与の一定スペー
サ間隔（ＩＳＤ）が８０μｍである。
【１０４９】
　Ｘ－プレートとガラスプレートの表面は、未処理であり、かつ接触角が約４０～５０度
の表面に滴下したヒトの血液に対しては親水性である。両方のプレートは、可視光透明で
ある。
【１０５０】
Ｅ２．２　試料、製造、付着、ＣＲＯＦプロセス、自己保持
　特に断らない限り、全ての血液試料は、健康な被験者に由来し、新鮮であり、かつＣＲ
ＯＦプレートに直接付着させ、希釈せず、抗凝固剤を添加しなかった。
【１０５１】
　例３の全ての実験において、特に断らない限り、血液がヒトの指から採取され、血液と
プレートとの直接接触により血液がＣＲＯＦプレートに付着した。通常、直接的な接触は
、プレートの表面に約０．１～１μＬの血液を付着させる。血液付着から約６０秒未満で
、ＣＲＯＦプロセスを適用して血液試料を圧縮して薄膜にし、次に測定を実施した。特に
断らない限り、抗凝固剤も液体希釈剤も血液試料に添加されなかった。
【１０５２】
　ＷＢＣの染色を必要とする特定の実験において、血液検査の前に、ＣＲＯＦ装置のプレ
ートの１つの内面（試料接触表面）に試薬、すなわち乾燥アクリジンオレンジ色素層を予
め塗布した。乾燥色素層の塗布は、順序で、（ａ）濃度が２０μｇ／ｍＬの水に３０μＬ
のアクリジンオレンジ色素をガラスプレートに滴下するステップ、（ｂ）それを約１ｃｍ
２の領域に広げるステップ、（ｃ）約１時間乾燥させるステップを含む。
【１０５３】
　ＣＲＯＦプレートの１つに約１μＬ以下の体積の血液を付着させる方法にかかわらず、
プレートに付着した血液は、数ミリメートル以下の直径の血液体を形成した。次に、ＣＲ
ＯＦ装置の２枚のプレートを手で閉鎖構成状態にし、数秒間手でプレスして、元の血液体
を２つのプレートによって圧縮して大面積の薄い血液膜（横方向サイズが約１～３ｃｍで
ある）にした。本発明者らは、例３の全てにおいて、特に断らない限り、手でプレスされ
たＣＲＯＦ装置は、スペーサにより調節された均一な試料厚さを有し、手を放した後に均
一な試料厚さを自己保持することができた。試料は、通常の室内条件で付着した。本発明
者らは、ダストが大きな試料面積上に所定の最終的な試料厚さを達成することに影響しな
いことを発見した。本発明者らはまた、最終的な血液試料が、周期的スペーサの矩形格子
によって引き起こされると考え、丸い角を有する矩形形状に広がっていることも見出した
。このステップを図１５に示す。
【１０５４】
　プレートに乾燥色素を用いた試料について、任意の測定前に試料が３０秒間待った。
【１０５５】
　プレートに直接付着した血液試料は、液体で希釈されず（すなわち、液体希釈がない）
、プレートに塗布された乾燥試薬のみと混合されていた。
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【１０５６】
　全てのスペーサは、同じスペーサ高さが２μｍの矩形形状を有する。
【１０５７】
　２μｍのスペーサの高さは、赤血球（ＲＢＣ）の厚さ（２～２．５μｍ）にほぼ等しい
ＣＲＯＦ装置の閉鎖構成の最終的な血液試料の間隔を約２μｍにするように選択されるが
、ＲＢＣの直径（６．２～８．２μｍ）よりはるかに小さい。このような最終的な試料厚
さは、ＣＲＯＦの閉鎖構成において、各ＲＢＣが互いに良好に分離され、異なるＲＢＣの
間の重複又は積み重なりがなく、試料領域の画像を撮ることによってＲＢＣを正確に計数
させるようにする。
【１０５８】
Ｅ２．３　血細胞の画像化
　特に断らない限り、閉鎖構成における２つのＣＲＯＦプレートの間の試料を用い、かつ
それぞれ商用のＤＳＬＲカメラ（Ｎｉｋｏｎ）及びｉＰｈｏｎｅを用いて、例３の血液試
料の画像化を行った。各タイプのカメラの結果は類似する。特に断らない限り、画像は、
透明であるプレートの１つ（すなわち、プレートの表面に平行な平面上の試料の２次元画
像）を通る試料の上面図である。
【１０５９】
　Ｎｉｋｏｎカメラ　試料は、２つのフィルタ（励起フィルタとしての４７０±２０ｎｍ
のバンドパスフィルタ及び放射フィルタとしての５００ｎｍのロングパスフィルタ）と、
１つの光源（キセノンランプ）と、１つの倍率／焦点レンズセットとを有する通常の商用
ＤＳＬＲカメラ（Ｎｉｋｏｎ）によって観察される。明視野モードでは、いずれのフィル
タも用いない広帯域白色光源である。蛍光モードでは、４７０±２０ｎｍのフィルタをキ
セノンランプの前に置き、４７０ｎｍの波長の狭い帯域の励起源を作り出し、カメラに入
る５００ｎｍ未満の波長の光を遮断するために、５００ｎｍのロングパスフィルタをカメ
ラの前に置いた。
【１０６０】
　携帯電話　本発明者らの実験にはｉＰｈｏｎｅ－６を用いた。
【１０６１】
Ｅ２．４　血液細胞及び赤血球計数へのスペーサ高さ（試料厚さ）の影響
　本発明者らの実験において、試料厚さがスペーサの高さと同じになるように制御した。
本発明者らは、ＣＲＯＦプロセスにおいてスペーサの高さ（したがって試料厚さ）が血液
細胞に及ぼす影響、ならびにそれらの画像化及び計数に及ぼす影響を実験的に調べた。用
いたＣＲＯＦ装置及びプロセス、ならびに血液付着は、例２のこのセクションの始めに記
載される。血液試料は、同じ健康な被験者由来であった。本発明者らの実験の１つにおい
て、４つの異なるスペーサの高さ（１μｍ、２μｍ、３μｍ、及び５μｍ）を検査した。
【１０６２】
　図２９は、４つの異なるＣＲＯＦ装置内でＣＲＯＦが行われた血液試料の光学顕微鏡図
（明視野光学顕微鏡）の上面図を示し、各ＣＲＯＦ装置が周期的スペーサの矩形格子と、
１μｍ（ａ）、２μｍ（ｂ）、３μｍ（ｃ）及び５μｍ（ｄ）の異なる一定のスペーサ高
さを有する。血液試料は、被験者の指によってＣＲＯＦ装置のプレートに直接付着し、抗
凝固剤も液体希釈剤も血液に添加されなかった。
【１０６３】
　明視野光学顕微鏡において、ＲＢＣ細胞はＷＢＣよりはるかに容易に見える。赤血球と
も呼ばれる赤血球（ＲＢＣ）は、約６．２～８．２μｍのディスク直径及び２～２．５μ
ｍの最も厚い点の（ディスクの縁の付近）、及び０．８～１μｍの中心箇所の最小の厚さ
を有する。
【１０６４】
　本発明者らの光学顕微鏡による観察は、１μｍのスペーサの高さに対して、約９９％の
ＲＢＣが溶解されることを示した。例えば、図２９（ａ）は、ＲＢＣのみが観察領域に残
ったことを示している。１μｍのスペーサの高さは、平均ＲＢＣ厚さよりも著しく小さい
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。該実験は、最終的なプレートスペーサ（スペーサの高さの制御による）を細胞の最小寸
法より小さくすることによって、細胞を溶解するためにＣＲＯＦ装置及びプロセスを用い
ることができることを実証した。
【１０６５】
　本発明者らの光学顕微鏡による観察（例えば、図２９）は、２μｍのスペーサの高さ（
試料厚さ）について、ＲＢＣが全て互いに離れており、それらの間に実質的に重なりがな
く、かつほぼ丸く対称な形状を有することを示した。各ＲＢＣ間の距離は、２Ｄ顕微鏡画
像内の各ＲＢＣの完全な円形の暗い境界線（すなわち、境界線が各（かつ１つだけの）細
胞を完全に循環させる）によって明確に示される。さらに、顕微鏡による観察は、ＲＢＣ
の中心が細胞の中心において縁部の中心よりも暗いことを示し、スペーサの２μｍの高さ
（試料厚さ）で、ＲＢＣの中心が依然として縁部より薄いことを示した。
【１０６６】
　本発明者らの光学顕微鏡による観察（例えば、図２９）は、スペーサの高さ（したがっ
て試料厚さ）が３μｍである場合、血液試料の画像が２μｍのスペーサの高さとはいくつ
かの点で大きく異なっていたが、これらに限られず、（１）ＲＢＣは顕著に重なり、大部
分のＲＢＣが２μｍスペーサの高さに存在するように各細胞を隔てる完全な円形の暗い境
界線を有さず、むしろいくつかのＲＢＣは長い円形ではない単一の暗い境界線を共有し、
かつ（２）いくつかのＲＢＣは、２μｍのスペーサの高さにおいてほぼ円形状で現れ、よ
り楕円形状で現れず、２μｍのスペーサ高さで透明である各ＲＢＣの中心のダークディス
クは見えにくくなる。スペーサの高さが５μｍになると、ＲＢＣはより多くの重なりを有
し、より多くの赤血球は非円形の形状を有し、ほとんど見えない暗い中心を有した（図２
９）。
【１０６７】
　空間で限定されない血液において、ＲＢＣが互いに重なり合うことを望むことがよく知
られている（例えば、積み重なりを含む）。スペーサの高さ及びプレートを用いて間隔が
２μｍの２つの平面プレートの間の血液試料を限定することによって、血液の厚さは、Ｒ
ＢＣ（これは２～２．５μｍ）の最も厚い点にほぼ等しく、したがって、プレート表面上
の所与の位置において、限定により、１つのＲＢＣのみが２つのプレートの間を出て、か
つプレート表面に平行なディスクを向けるようにＲＢＣを配向させ、トップビュー光学顕
微鏡法を用いて観察した場合、ＲＢＣ、完全円形状の暗い境界線とほぼ丸い形状間の良好
な分離をもたらす。
【１０６８】
　スペーサ高さ及びこれによる試料厚さが３μｍ及び５μｍのスペーサの高さのように大
きくなると、試料厚さは、プレートの位置において２つのプレート間に２つ以上のＲＢＣ
を許容し、ＲＢＣ重複及び各ＲＢＣの明確な境界の消失をもたらし、ＲＢＣを２つのプレ
ートの間で回転させ、プレートの表面位置に平行なディスクから回転させ、ＲＢＣの上面
図の画像が非円形の形状を呈することをもたらす。
【１０６９】
　（例えば、ＲＢＣ濃度測定に用いられる）ＲＢＣの数を計数するために、試料厚さを２
μｍ（例えば、２μｍのスペーサの高さを用いる）にすることが試料厚さ３μｍ及び５μ
ｍの試料厚さよりも容易かつ正確であることが実験的に明確に示される。
【１０７０】
　スペーサの高さ（したがって、２つのプレートの間の距離と血液試料厚さ）は、約２μ
ｍにすることで、赤血球（ＲＢＣ）の厚さ（２～２．５μｍ）にほぼ等しいが、ＲＢＣ（
６．２～８．２μｍ）の直径よりも小さく、血球計数は、より大きな試料の厚さよりはる
かに容易で正確である。
【１０７１】
　最終的な試料厚さは、（２～２．５μｍ）、又は１．９μｍ～２．２μｍである場合、
ＣＲＯＦを閉鎖構成にさせ、各ＲＢＣが互いに良好に分離され、異なるＲＢＣの間の重複
又は積み重なりがなく、試料領域の画像を撮ることによってＲＢＣを正確に計数させるよ
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うにする。
【１０７２】
　他方では、本発明者らは、１μｍのスペーサ高さのＣＲＯＦ装置で、ＲＢＣの大部分が
溶解されたが、ＷＢＣ又は血小板が溶解されなかったことを観察した。本発明者らの実験
において、ＣＲＯＦの上部（すなわち、ＣＲＯＦプレートは、顕微鏡又はカメラの画像化
平面にほぼ平行である）からの光学画像化は、（ａ）領域内の細胞の数、及び（ｂ）その
領域の横方向のサイズを決定する。ＣＲＯＦ装置の横方向のサイズは、事前較正によって
決定することができる。又は、スペーサの横方向のサイズをマーカーとして用いて、ＣＲ
ＯＦ装置の領域の横方向のサイズを画像化期間に決定することができる。本発明者らの実
験において、両方を用いた。
【１０７３】
　例２の実験において、所与のＣＲＯＦプレートについて、２つのＣＲＯＦプレートの間
の間隔（したがって、血液試料厚さ）は、スペーサの高さと５％以内の範囲内で同じであ
った。この試料厚さ情報を、光学的画像化から決定された所与の領域の横方向サイズとと
もに用いると、所与の領域に関連する試料体積が決定され、これは試料の横方向の面積×
試料厚さに等しい。試料体積と体積内の細胞数（画像化によって決定される）を知ること
によって、本発明者らは、その試料体積内の細胞の濃度を決定することができた。
【１０７４】
　図２９ｂは、（ｂ）ＣＲＯＦプレートの総側面積に対する赤血球面積（２Ｄ上面図から
測定）の比を示す。プレート間隔（すなわち、サンプルの厚さ）が２μｍである場合に、
それは最も大きく、その原因は、２μｍ未満の場合にいくつかのＲＢＣが溶解し、２μｍ
より大きい場合にＲＢＣが重なりかつ回転することにより、２Ｄ画像でのＲＢＣ面積が小
さくなることである。
【１０７５】
　以下の実験からの１つの結論は、血球計数（ＲＢＣ及びＷＢＣ）のＣＲＯＦ装置の最適
化された間隔のサイズが１．９μｍ～２．２μｍ、又は２μｍ～２．２μｍ、又は２μｍ
～２．１μｍであるということである。
【１０７６】
本発明者らの別の実験的知見は２つのプレートの間に１μｍの間隔を有するＣＲＯＦ装置
が大部分の赤血球を溶解するがＷＢＣを溶解しないということである：ＣＲＯＦ装置
　本発明者らは、ＣＲＯＦ装置のギャップ間隔がＲＢＣの厚さ（例えば、１μｍのプレー
ト間の距離）よりはるかに小さい場合、ＲＢＣが溶解されることを見出した。ＷＢＣはよ
り弾力性があり、それらの大部分が溶解されない可能性があることが依然として観察され
る。
【１０７７】
Ｅ３．５　ＲＢＣ（赤血球）計数
　１つの実施形態において、ＲＢＣは、フィルタなしで明視野モードで計数された。４倍
、１０倍、２０倍、４０倍の倍率で写真を撮影した。各倍率のＸ－プレートのギャップ間
隔（ｔ）と視野（Ａ）は既知である（スペーサ及びそれらの期間はスケールマーカー（す
なわち定規）として用いられた）ので、血液試料中のＲＢＣ濃度が計算される。例えば、
１つの視野内のＮ　ＲＢＣの計数について、血液においてＲＢＣ濃度（Ｃ）がＣ＝Ｎ／ｔ
／Ａである。この計算方法もＷＢＣ、ＰＬＴ濃度計測に同様に適用される。
【１０７８】
Ｅ２．６．ＷＢＣ及び血小板の計数
　各白細胞（ＷＢＣ）も、白血細胞又は白血球と呼ばれ、典型的な約１０～１５μｍのデ
ィスク直径を有する。典型的な血小板（ＰＬＴ）は１～２μｍの典型的なサイズを有する
。ＷＢＣ及びＰＬＴは、それ自体で目に見える色素を有していないので、通常の顕微鏡検
査ではＲＢＣよりも観察されにくい。１つの実施形態において、ＷＢＣ及びＰＴＬを計数
する際により目立たせるために、アクリジンオレンジ（ＡＯ）色素でＷＢＣ及びＰＴＬを
染色する。
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【１０７９】
　アクリジンオレンジは、核酸に対する天然の親和性を有する安定な色素である。ＤＮＡ
に結合すると、ＡＯは単量体としてＤＮＡとインターカレートされ、青色励起で強い緑色
蛍光（ＷＢＣに対する４７０ｎｍ励起、５２５ｎｍ緑色発光）を生じる。ＲＮＡ及びタン
パク質に結合すると、アクリジンオレンジは、青色励起で赤色蛍光（ＷＢＣ、ＰＬＴに対
する４７０ｎｍ励起、６８５ｎｍ赤色発光）を生じるポリマー形態の静電複合体を形成す
る。ＲＢＣは核酸を有さず、したがって染色することができない。ＷＢＣは、核を有し、
ＤＮＡ及びＲＮＡの両方を有し、したがって強く染色される。ＰＬＴは、微量のＲＮＡを
有し、したがって弱く染色される。図３３を示す。
【１０８０】
　ＷＢＣは、４７０±２０ｎｍの励起フィルタの蛍光モードで計数され、かつ発光フィル
タは、５００ｎｍのロングパスフィルタで、撮影する場合に４×、１０×、２０×、又は
４０×の拡大倍率を選択した。これらの実施形態を用いて、ＷＢＣ及びＰＬＴを適切に計
数した。
【１０８１】
Ｅ２．７　異なるＷＢＣの計測
　ＷＢＣは、好中球、好酸球、好塩基球、リンパ球、及び単球の５つの主なサブクラスに
分類でき、又は時には、顆粒球、リンパ球、及び単球の３つの主なクラスに分類すること
ができる。ウィルス、バクテリア、又は真菌、又はアレルギーによる異なる感染が、特定
のＷＢＣサブクラス濃度の濃度を変化させる可能性があるため、被験者の血液中の各クラ
スの濃度は、臨床的意義を有する可能性がある。
【１０８２】
　ＷＢＣは、有核赤血球及び血小板からそれらを区別する有核である。さらに、ＷＢＣの
異なるサブクラスは、ＤＮＡとＲＮＡ及びタンパク質との異なる比を有するため、適切な
色素を用いてそれらを区別することによってＤＮＡ及びＲＮＡを別々に染色することがで
きる。
【１０８３】
　例えば、ＡＯ色素は単量体としてＤＮＡとインターカレートされ、青色励起で強い緑色
蛍光（ＷＢＣに対する４７０ｎｍ励起、５２５ｎｍ緑色発光）を生じる。ＲＮＡ及びタン
パク質に結合すると、アクリジンオレンジは、青色励起で赤色蛍光（ＷＢＣ、ＰＬＴに対
する４７０ｎｍ励起、６８５ｎｍ赤色発光）を生じるポリマー形態の静電複合体を形成す
る。したがって、異なるＷＢＣがＡＯ色素で染色された後に、異なるＲ／Ｇ色彩比（緑色
発光及び赤色発光）を有する。
【１０８４】
　ＡＯ色素は、顆粒球（好中球、好酸球、好塩基球を含む）、リンパ球、単球の３つのＷ
ＢＣを区別することができる。さらに、本発明者らは、ＲＧＢフィルタセットに内蔵され
たカメラ（又はｉＰｐｈｏｎｅ）を直接的に用いて、１つの写真からＧチャンネルとＲチ
ャンネルの緑色と赤色発光を区別することができる。したがって、本発明者らは、２つの
別個のフィルタセット（５２５ｎｍ及び６８５ｎｍバンドパスフィルタ）を用いる必要が
ある。
【１０８５】
　図３４に示すように、合計で５９４個の白血球が計数され、プロットされている。本発
明者らは、３つの主な白血球亜集団に対応する３つの異なる領域（眼のためのガイドとし
て提供される陰影領域）に細胞がクラスター化することを明確に見ることができる。各亜
集団の百分率は表に示されており、正常なヒトの血液値とよく一致している。
【１０８６】
Ｅ２．８．ヘマトクリット値の計測
　血中血球容積（ＰＣＶ）又は赤血球容積率（ＥＶＦ）とも呼ばれるヘマトクリット値（
Ｈｔ又はＨＣＴ）は、血液における赤細胞の体積百分率（％）である。Ｘ－ＣＢＣ設定に
おいて、本発明者らは、基板とＸ－プレートによってすべてのＲＢＣをしっかりと詰める
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２μｍのギャップ間隔を用いる。したがって、この場合のＨＣＴは、総血液量に対するＲ
ＢＣ体積に等しい。
【１０８７】
Ｅ２．１０．乾燥ＡＯ色素によるＷＢＣ染色速度
　３０ｓ、１０ｍｉｎ、３０ｍｉｎ、９０ｍｉｎ後に、ＷＢＣを乾燥ＡＯ色素で染色した
。プレート表面上の乾燥ＡＯ色素を用いたＣＲＯＦプロセスにおいて、ＡＯ色素は、ＷＢ
Ｃを１ｍｉｎ未満で完全に染色することができ、長時間経過しても他の領域には影響を及
ぼさない。また、結合ＡＯは、非結合色素よりも強い蛍光を発するので、洗浄工程が必要
ではなかった。
【１０８８】
Ｅ２．１１．ＷＢＣを染色する他の非蛍光色素
　ＷＢＣを染色する非蛍光色素は、ＷＢＣ計数ステップを簡略化することができる。クリ
スタルバイオレット又はゲンチアナバイオレット（メチルバイオレット１０Ｂ又はヘキサ
メチルパラクロロアニリンクロライドとしても呼ばれる）は、ＷＢＣの核を染色するため
に用いることができるトリアリールメタン色素である。ＡＯ色素と同様に、１ｍｇ／ｍＬ
、３０μＬのアクリジンオレンジ色素を水中でスライドガラス上の１ｃｍ２の面積で１時
間乾燥させた。次に、Ｘ－ＣＢＣ実験プロセスを繰り返す。ＷＢＣは紫色に染色される。
このような方法の１つの欠点は、ＷＢＣ亜集団を区別することが難しいことである。
【１０８９】
Ｅ２．１２．ＣＲＯＰによる抗凝固剤が不要な血液検査
　本発明の１つの利点は、実験的に観察されるように、計数を支援するために抗凝固剤を
用いる必要がないことである。本発明者らの実験において、ＣＲＯＦ装置において間隔が
２μｍ、３μｍ、及び１０μｍで、血液面積が１ｃｍ×１ｃｍのＸ－プレート上の血液試
料を検査した。０ｍｉｎから８０ｍｉｎまでの期間において、１０ｍｉｎごとに、中心か
ら縁部までの５つの典型的な点での試料の写真を撮影した。検査したすべての試料は、抗
凝固剤を含まない。所与の実験条件で、観察期間において閉鎖構成で血液試料が凝集しな
かったことが観察された。これは、（１）約２μｍ間隔（閉鎖構成での試料厚さ）を有す
るＣＲＯＦが血液細胞を互いに離し、（２）ＣＲＯＦプレートが血液細胞の大部分を酸素
から保護するためである。
【１０９０】
Ｅ２．１３　ＣＲＯＦ及びｉＰｈｏｎｅを使用する血球計数における更なる実験
　他の実験において、本発明者らは、個人が彼女／彼自身によりスマートフォンを用いて
１滴未満の血液（＜１μＬ）で２０秒足らずで血球計数を行うことを可能にする技術及び
小型使いやすい装置を検査しかつ検証する。人がする必要のあるのは、刺された指からの
微量（任意の未知量）の血液をカードと接触させ、カードを閉じてスマートフォンで撮影
することである。
【１０９１】
　本発明の一態様は、厚さが１つのみの赤血球（約２ｕｍ）で、かつ２つのプレートの間
に閉じ込められた均一な血液層に、血液滴を正確に再形成することにより、血球計数にお
ける前例のない利点を提供する観察である。利点は、（ｉ）抗凝固剤が添加されない新鮮
な未希釈の全血であるため、血球は互いによく分離され、凝固せず、撮像により容易に認
識することができることと、（ｉｉ）試料は、蒸発（検査領域において）がほぼゼロであ
り、長期間にわたって血球濃度を一定に保持することとを含む。本発明者らが開発した第
２の重要な技術は、ＣＲＯＦカード（手で操作された折り畳み可能、使い捨て、切手サイ
ズ（幅が１インチで、紙のように薄い）のプラスチックフィルム）を使用して、血液再形
成を実行し、再形成された血液試料の厚さ（これにより体積）を計測し、予め塗布した乾
燥試薬を血液に（必要に応じて）混合する（すべての機能を１回で５秒足らずで完了する
）、「圧縮調節開放流」（ＣＲＯＦ）と呼ばれる。ここで報告された最近の２つの技術は
、スマートフォン撮像用の小型マッチボックスサイズの光学アダプタ、及びスマートフォ
ンを制御して画像を分析するためのソフトウェアである。スマートフォンによる方法（「
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ＣＲＯＦと撮像を使用する血球計数」又はＢＣＩ）を、標準市販機械、市販の手動血球計
及び顕微鏡撮像（スマートフォンの代わりに）と比較して検証する。２タイプ（被験者に
貯蔵された新鮮な）の血液を使用する４２種以上の検査を各方法について行い、赤血球（
ＲＢＣ）、白血球（ＷＢＣ）、血小板、３つのＷＢＣ差分、ヘマトクリット値（ＨＣＴ）
及び平均赤血球体積（ＭＣＶ）を計測する。検証によると、スマートフォンによるＢＣＩ
は、市販の手動血球計（さらに改善することができる）と同じ精度又はそれ以上の精度を
有し、かつ市販の機器と同じ日常の安定性を有する。明らかに、ＢＣＩ技術は、細胞イメ
ージング、免疫学的アッセイ、核酸アッセイ、個人健康モニタリング、及び他の生化学的
検出において、広くかつ重要な用途を有する。
【１０９２】
　ＢＣＩ装置は、使い捨ての切手サイズのプラスチック製ＣＲＯＦカード（１インチ×１
インチの面積、紙のように薄い）、スマートフォン、及びマッチボックスサイズの光学ア
ダプタ（１．５×１．５インチ×０．７インチ（Ｌ×Ｗ×Ｈ））の３つのハードウェアコ
ンポーネントと、スマートフォンを制御し、ユーザインタフェースを作成し、血球を分析
するソフトウェアとを含む。それらのすべて（スマートフォンを除く）は、発明者によっ
て設計されかつ開発される。レンズ、ミラー、及びフィルタを含む光学アダプタ（「アダ
プタ」）は、スマートフォンに取り付けられ、スマートフォンのフラッシュライト及びカ
メラをそれぞれ光源及び検査用イメージャとする。光学アダプタはさらに、ＣＲＯＦカー
ドをカメラ正面の適切な位置にスライドさせるためのスロット（図３０）を有する。本発
明者らの現在の検査において、ｉＰｈｏｎｅ－６を使用する。
【１０９３】
　ＢＣＩを使用した血液検査（図３０）では、まず１人が指を刺した後、カードに触れて
少量（任意の未知の体積）の血液（例えば１滴未満（＜１μＬ））を指からＣＲＯＦカー
ドに直接付着させ、カードを閉じ、カードを光学アダプタに挿入し、最後にスマートフォ
ンを使用して該カードを撮影する。撮影された写真から、ソフトウェアは、分析し、かつ
血球数及び他のパラメータを与える。ＣＲＯＦカードへの血液の付着から血球数の表示ま
での合計時間は、スマートフォン上の結果が１２～１９秒であり、ＣＲＯＦカードに血液
を付着させるために１～２秒で、カードを閉じるために３～５秒で、カードをアダプタに
挿入するために２～４秒で、画像を撮像するために３～５秒で、及び分析を終了して血球
数の結果を表示するために３秒である。
【１０９４】
　ＢＣＩの１つの重要な革新は、本発明者らが開発したＣＲＯＦカード技術［Ｒｅｆ］で
ある。ＣＲＯＦカードは、２枚の薄いプラスチックを含み、それぞれ面積が約１インチ×
１インチであり、１枚の紙の厚さであり、１つのエッジで別のプラスチックとヒンジ結合
される（図３０）（ヒンジ結合は必要ではないが、便利であることに注意する）。ＣＲＯ
Ｆカードは、血液試料の処理時に、（ｉ）ＣＲＯＦの２つのプレートによって閉じ込めら
れた重要な領域（～５００ｍｍ２）で、付着した形状（例えば、直径２ｍｍ、高さ０．４
ｍｍの溜まり）から血液試料を厚さが２μｍ（元の厚さの約１／２００）の均一なフィル
ムに迅速に（例えば１秒）広げる機能と、（ｉｉ）２μｍの厚さに達すると、試料の厚さ
の更なる減少を停止する機能と、（ｉｉｉ）手がプレスから解放されても、均一な２ｕｍ
の厚さを保持する（すなわち、血液とプレートとの間の毛細管力に起因する自己保持）機
能と、（ｉｖ）このような薄い厚さで、試料の蒸発を防止する（すなわち、２つのプレー
トによって閉じ込められることにより、蒸発は血液膜の縁部のみで発生し、かつ試料の検
査領域において長時間にわたって蒸発がゼロである）機能という重要な機能を提供する。
実験的に、光学干渉（すなわち、ＣＲＯＦカードの２つの内表面からのファブリ・ペロー
効果）を使用して、本発明者らは、Ｅｓｓｅｎｌｉｘ会社のＣＲＯＦカードが少なくとも
２０ｍｍ×２０ｍｍの面積内に、５％の均一性（すなわち、１００ｎｍ）で２μｍの均一
な厚さを保持することができることを発見した。
【１０９５】
　従来の方法に比べて、ＣＲＯＦカードは、血球計数に重要でかつ前例のない利点をいく
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つか提供する。最も顕著な利点は、本発明者らの観察した結果、血液滴が１つのみの赤血
球（約２ｕｍ）の厚さに再形成され、かつ２つのプレートの間の均一な血液層に閉じ込め
られる時に、（ｉ）抗凝固剤が添加されない新鮮な未希釈の全血中の血球は互いによく分
離され、凝固せず、血球の動きがはるかに少なく、かつ撮像により容易に認識することが
できることと、（ｉｉ）血液試料は、検査領域において蒸発がほぼゼロであり、これによ
り長期間にわたって血球濃度を一定に保持することとを含む。
【１０９６】
　ＣＲＯＦカードの第２の重要な利点は、（試料厚さが決定されるので）血液試料の体積
の「自動」計測である。第３の重要な利点は、血液試料の最小量を使用する（流体の入口
又は出口、又は任意の試料転送チャネル及び／又は装置がないため）ことである。他の利
点は、（ｉ）数秒でＣＲＯＦカードの表面上の乾燥試薬と試料を混合することができるこ
と、（ｉｉ）簡単かつ迅速であり、手で操作されること、及び（ｉｉｉ）便利でコストが
低いことである。
【１０９７】
　２つのプレートの間に閉じ込められた血液試料を撮像することによる血球計数の方法は
、１５０年以上の歴史を持ち、かつ市販の手動血球計の基礎であるが、私たちの知る限り
では、誰も１つの赤血球の厚さのような均一な厚さのプレートに閉じ込められた血液層を
使用して、血球計数を行ったことはなく、かつ誰も１つの赤血球の厚さ又はその付近にあ
る均一な閉じ込められた血液試料で血球挙動を検査したことはない。従来の撮像に基づく
方法において、血液試料の閉じ込め間隔は赤血球の厚さより大きいため、赤血球の重なり
（これによるミスカウント）を回避するために、血液試料を希釈する（常に抗凝固剤を使
用する）必要がある。本発明者らの研究において、２つのプレートの間に閉じ込められ、
かつ１つの赤血球の厚さ又はそれよりわずかに大きい又は小さい厚さの均一な試料厚さを
有する全血試料中の血球の興味深い挙動を観察する。ＣＲＯＦカードの閉じ込めギャップ
（すなわち、試料厚さ）に応じて、血球の挙動は大幅に異なる。
【１０９８】
　本発明者らはまず、刺された指からＣＲＯＦカードへの、抗凝固剤が添加されない新鮮
な未希釈の全血を観察する（図３１．ａ）。２ｕｍの閉じ込めギャップについて、光学顕
微鏡画像によると、全ての血液細胞（ＲＢＣ、ＷＢＣ、ＰＬＴ）は、試料の平面内で互い
に離れており（すなわち、重なることはない）、かつ各ＲＢＣは、陰影のある中心を有す
る各細胞を取り囲む明確な境界を有し、かつ各境界は他のＲＢＣの境界と交差しない。さ
らに、撮像期間に、細胞運動はほとんど観察しない。このような挙動の１つの説明は、２
ｕｍの閉じ込めギャップが赤血球の平均厚さよりわずかに小さく、各ＲＢＣは、閉じ込め
プレートによってわずかに挟まれ、他の細胞が重なる空間を残さないため、移動すること
ができないことである。明らかに、２ｕｍのギャップにおける細胞の挙動は、撮像による
細胞計数に最適な条件を与える。
【１０９９】
　しかしながら、２．２ｕｍのギャップで、いくつかのＲＢＣは、他のＲＢＣと重なるこ
とを開始するが、血小板が重なることを観察しない。考えられる理由は、血小板がＰＬＴ
と重なるために十分な空間がないことである。２．６ｕｍ及び３ｕｍのギャップにおいて
、より多くのＲＢＣが重なり、３つのＲＢＣの重なりは目に見えるようになり、かつ血小
板はＲＢＣと重なる。これらの重なりは、ギャップとともに増加する。これらの撮像によ
る血球計数は、２．２ｕｍ、２．６ｕｍ、及び３ｕｍのギャップで可能であるが、精度が
ギャップの増加とともに低下する。５ｕｍ及び１０ｕｍのギャップで、大量の細胞は重な
り（例えば、凝固）、ＲＢＣ重なりが見え、かつ多くのＲＢＣは、撮像面に対するＲＢＣ
の回転（大きいギャップが回転を可能にする）による狭い楕円形を有する。明らかに、こ
れらのギャップで血球を正確に計数することは、不可能ではないにしても、非常に困難で
ある。
【１１００】
　本発明者らはここで、貯蔵された抗凝固剤含有の未希釈の全血（商業サービス（Ｂｉｏ
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ｒｅｃｌａｍａｔｉｏｎ会社）によって収集された被験者）を観察すると、本発明者らの
研究（図３１．ｂ）によると、抗凝固剤が添加されない新鮮な未希釈の血液に比べて、そ
れはＣＲＯＦカードの閉じ込めギャップに異なる応答を有する。２ｕｍのギャップの場合
、貯蔵された血液中ので血球挙動は、抗凝固剤が添加されない新鮮な血液と同様である。
しかしながら、より大きいギャップの場合、貯蔵された抗凝固剤含有の血液は、抗凝固剤
が添加されない新鮮な血液と異なる２Ｄ画像挙動を有する。抗凝固剤含有の２ｕｍの閉じ
込めギャップの場合、ＲＢＣは、凝固しないが、（ａ）互いの頂部に重なることができ、
かつ（ｂ）２Ｄ平面画像で狭い楕円形に回転し、これらはいずれも細胞計数精度を大幅に
低下させることができる。
【１１０１】
　ここで示されたスマートフォンＢＣＩによる血球計数において、ＣＲＯＦカードの閉じ
込めギャップ（これにより試料厚さ）を５％より高い精度で２ｕｍ予め設定する。試料の
体積は、ＣＲＯＦカードによって予め設定された試料の厚さと、スマートフォンが撮影し
た関連のある領域の画像とによって決定される。血球濃度（ＲＢＣ、ＷＢＣ、ＰＬＴ）は
、スマートフォンで撮影した画像から関連のある領域で細胞を計数し、かつ関連のある体
積で除算することにより決定される。ＲＢＣの平均赤血球体積（ＭＣＶ）は、予め設定さ
れた２μｍの試料厚さを使用して、２Ｄ平面画像の各ＲＢＣの面積及び各ＲＢＣに関連す
る平均全体積を計測することにより決定される。ヘマトクリット値は、ＭＣＶとＲＢＣ濃
度の積から決定される。
【１１０２】
　３つのＷＢＣ差分（顆粒球、リンパ球、単球）を計数するために、本発明者らは、乾燥
したアクリジンオレンジ（ＡＯ）色素層をＣＲＯＦカードのうちの１つの表面に置くこと
により、血液試料を染色する。ＡＯが核酸を染色し、かつＤＮＡとＲＮＡを異なって染色
するため、ＷＢＣ及びＰＬＴのみを染色し、かつ各細胞中のＤＮＡ及びＲＮＡの数量及び
割合に応じて異なって染色し、ＲＢＣを染色しない。染色の差異により、異なる蛍光波長
（例えば、染色されたＤＮＡに対して、５２５ｎｍの緑色発光で、染色されたＲＮＡに対
して、６８５ｎｍの赤色発光である）及び強度を得て、３つのＷＢＣ差分のそれぞれとＰ
ＬＴを認識することが可能である。本発明者らは、ＣＲＯＦカードを使用すると、小さい
試料厚さ及びこれによる短い色素拡散時間のために、ＷＢＣは５秒未満で予め塗布したＡ
Ｏ色素層により染色されることを発見知見。ＷＢＣの色素染色及びその蛍光提供に対して
、明視野顕微鏡に加えて、ＷＢＣを計測する別の方法は、以下の検証で使用される。
【１１０３】
　光学アダプタは、ＲＢＣの場合に０．８４ｍｍ×０．６３ｍｍ、ＷＢＣの場合に２．８
ｍｍ×２．１ｍｍ、ＰＬＴの場合に半径０．２ｍｍの円の有効視野を可能にする。現在、
光学アダプタは、ＲＢＣとＷＢＣを分離するためにスライダー内で移動する必要があり、
約５秒の操作時間が追加される。次世代では、スライダーを必要としない複合光学アダプ
タは開発される。画像分析、ユーザインタフェース及びｉＰｈｏｎｅコントロール用の全
てのソフトウェアは、独自のコードを作成し、特定のオープンソースコードを使用して構
築される。現在、本明細書で提示された全ての血球分析は、次の世代では５秒未満になる
ＰＬＴ分析を除き、画像から血球計数に２秒未満で、本発明者らのソフトウェアによって
完了される。
【１１０４】
　スマートフォンＢＣＩを検証するために、本発明者らはそれを以下の４つの異なる参照
方法（ＲＭ）と比較する。ＲＭ－１は、高解像度顕微鏡（ニコンジアフォト反転顕微鏡）
と、ｉＰｈｏｎｅではないＤＳＬＲカメラと、光学アダプタとを使用して現在の光学アダ
プタｉＰｈｏｎｅ　ＢＣＩと同じ読み取り領域でＣＲＯＦカードを読み取る。ＣＲＯＦカ
ードの読み取り領域が８ｍｍ周期を有する３×３アレイ（合計で９個の読み取り領域）に
拡張し、１６ｍｍ×１６ｍｍのＣＲＯＦカードの領域に均一に分布されることを除いて、
ＲＭ－２はＲＭ－１と同じである。ＲＭ－３は、市販手動血球計（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈから購入され、Ｚ３５９６２９）と、ＲＭ１及び２同じ顕微鏡及びカメラとを使用
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して撮像するが、撮像領域が３ｍｍ×３ｍｍである。手動血球計は、２つの具体的なチャ
ンバを有し、各計測領域が３ｍｍ×３ｍｍであり、かつギャップが１００μｍである。Ｐ
ＬＴを計測するためには、１００倍の血液希釈とＲＢＣの溶解が必要である。ＲＭ－４は
、市販ＰｏＣ血球計（最大の血液検査装置企業の１社によって製造される）を使用し、そ
れはフローサイトメトリーを使用し、かつサイズは約１立方フィートで重量が約２０ポン
ドで、コストは約２，００００ドルである。ＰｏＣ装置は、少なくとも１０μＬの血液（
１０滴以上）、血液希釈液、３種類の液体試薬（溶解、希釈及び洗浄）、５分間の操作時
間及び３０分間の毎日較正を必要とする。比較により、個々の機能と、ＣＲＯＦカード、
光学アダプタ及びスマートフォンによる撮像、及び血球計数においてそれらの性能に関連
する顕微鏡による撮像の組み合わせ機能とを検査することを可能にする。
【１１０５】
　検証には、（ｉ）市販のベンダー（Ｂｏｒｅｃｌａｍａｔｉｏｎ会社）から購入され、
抗凝固剤（ＥＤＴＡ）と混合された貯蔵血液と、（ｉｉ）２人のボランティアの指から取
られた新鮮な血液と（各検査において、指から取られた新鮮な血液を指から、（ａ）ＣＲ
ＯＦカード検査用のＣＲＯＦカードに、及び（ｂ）市販のＰｏＣ及び手動血球計用のＥＤ
ＴＡ被覆チューブに、直ちに直接付着させる）の２種類の血液を使用する。数日間にわた
って、各方法に合計４２の試料を検査した。
【１１０６】
　合計２４個の試料を異なる４日（３個、３個、３個、及び１５個の試料）に検査し、血
液試料は、最初の３日間に同じロットのものであるが、最終日については異なるロットの
ものである。新鮮な血液試料において、異なる３日間に合計１８個の試料（６個、６個、
及び６個の試料）を検査した。
【１１０７】
　検査結果は、多くの重要な事実を示す。（１）所定の血液試料に対して、毎日透視投影
ＣＶ（変動係数、平均値に対する標準偏差の比）において、スマートフォンＢＣＩ（ｐ－
ＢＣＩ）の血球数の日間平均値と４つの参照方法の全ては互いに一致する。
【１１０８】
　（２）ｐ－ＢＣＩとＲＭ－１と比較によると、所定のＣＲＯＦカード試料に対して、本
発明者らが開発した、ｉＰｈｏｎｅ及び光学アダプタを使用する血球計数は、高解像度顕
微鏡及びＤＳＬＲカメラを使用する場合と同じ精度（ＣＶ）有する（例えば、ＲＢＣにつ
いていずれも約１２％のＣＶを有する）（図３２）。
【１１０９】
　（３）ＲＭ－１とＲＭ－２との比較によると、ＣＲＯＦカードのマルチフィールド撮像
は、現在の単一フィールド撮像より高い精度を提供する。ＲＢＣについて、ＣＶは約１２
％から約６％に改善される。マルチフィールドの表示機能は、より高い精度のために、次
世代のスマートフォンＢＣＩに実装される。
【１１１０】
　（４）ＲＭ－２とＲＭ－３との比較によると、（ｉ）ＣＲＯＦカードは、より簡単に使
えるだけでなく、血球計数において市販の手動血球計と同じか又はそれより良好な細胞計
数精度を提供し、かつ（ｉｉ）（ｉ）の事実とＲＭ１とＲＭ２の比較を考慮して、マルチ
フィールドのスマートフォンＢＣＩは、血球計数において市販の手動血球計と同じ又はそ
れ以上の精度を有するべきである、という結論に至る。現在のＣＲＯＦカードと手動血球
計が同じであるが、変動は様々な理由から生じることをさらに指摘しようとする。血球計
に対して、この変動は希釈、溶解及び手動計数から生じるが、ＣＲＯＦカードに対して、
現在の変動（ＲＢＣに対して約７％）は主に試料厚さの変動（約５％）から生じ、それは
さらに改善することができる。
【１１１１】
　（５）スマートフォンＢＣＩは、染色により３つのＷＢＣ差分をそれぞれ識別し、かつ
緑色の蛍光強度と赤色の蛍光強度との比の関数として、各ＷＢＣ細胞の強度の比を計測す
ることができる。標準偏差は、他の血球計測の標準偏差と同様である。それは、白血球の
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各サブタイプが蛍光色の特殊比（それらのＲＮＡ（赤色蛍光）とＤＮＡ（緑色蛍光）の相
対量に依存する）を有し、顆粒球が大量のＲＮＡ及び顆粒（したがって赤色蛍光が高く緑
色蛍光が低い）を有し、リンパ球が少量のＲＮＡ量及び大量のＤＮＡ（したがって、赤色
蛍光が低く緑色蛍光が高い）を有し、単球が顆粒球とリンパ球との間の赤色蛍光と緑色蛍
光との比を有するためである。
【１１１２】
　（６）統計的有意性では、検査された全ての５種類の方法の日間変動（すなわち、毎日
）は本質的に同じであり、それはスマートＢＣＩが検査を実施した複数日の期間にわたっ
て、非常に安定していることを示す。
【１１１３】
　最後に、（７）現在の光学撮像ハードウェア及びソフトウェアを使用して、撮像による
血球計数は、市販のフローサイトメトリーＰｏＣ装置ほど正確ではない（例えば、ＲＢＣ
について約７％と１％）。しかしながら、（ｉ）現在の精度により、ここで実証されたｐ
－ＢＣＩは、健康監視上の重要な価値と遠隔地や発展途上国の臨床的価値を持ち、かつ（
ｉｉ）より良好な精度を得るために、ｐ－ＢＣＩの精度をさらに向上させることができる
という２つの重要な事実を認識する必要がある。明らかに、ＢＣＩ技術は、細胞イメージ
ング、免疫学的アッセイ、核酸アッセイ、個人健康モニタリング及び他の生化学的検出に
おいて、広くかつ重要な用途を有する。
【１１１４】
　本発明の特定の態様は、以下の文献に記載され、かつこれらの文献はすべて様々な目的
のために参照により組み込まれる：
　２０１２年４月１０日出願の米国特許仮出願第６１／６２２，２２６号の利益を主張し
、２０１１年５月２０日出願のＵＳ２０１１／０３７４５５の§３７１出願であり、かつ
２０１０年５月２１日出願の米国特許仮出願第６１／３４７，１７８号の利益を主張する
２０１３年６月１３日出願の米国特許出願第１３／６９９，２７０号の一部継続出願であ
る、２０１３年３月１５日出願の米国特許出願第１３／８３８，６００号（ＮＳＮＲ－０
０３）、
　２０１０年５月２１日出願の米国特許仮出願第６１／３４７，１７８号の利益を主張し
、２０１１年５月２０日出願の国際出願番号ＵＳ２０１１／０３７４５５の§３７１出願
である、２０１３年６月１３日出願の米国特許出願第１３／６９９，２７０号（ＮＳＮＲ
－００１）、並びに
　２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／８０１，４２４号（ＮＳＮＲ－０
０４ＰＲＶ）、２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／８０１，０９６号（
ＮＳＮＲ－００５ＰＲＶ）、２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／８００
，９１５号（ＮＳＮＲ－００６ＰＲＶ）、２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第
６１／７９３，０９２号（ＮＳＮＲ－００８ＰＲＶ）、２０１３年３月１５日出願の米国
特許仮出願第６１／８０１，９３３号（ＮＳＮＲ－００９ＰＲＶ）、２０１３年３月１５
日出願の米国特許仮出願第６１／７９４，３１７号（ＮＳＮＲ－０１０ＰＲＶ）、２０１
３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／８０２，０２０号（ＮＳＮＲ－０１１ＰＲ
Ｖ）及び２０１３年３月１５日出願の米国特許仮出願第６１／８０２，２２３号（ＮＳＮ
Ｒ－０１２ＰＲＶ）。
【１１１５】
　本発明の対象物のさらなる例は、以下の列挙された段落で説明される。
【１１１６】
　本明細書で使用されるように、用語「適用される」と「構成される」とは、部品、コン
ポーネント、又は所定の機能を実行するために設計及び／又は意図される他の対象物を指
す。したがって、用語「適用される」と「構成される」の使用は、所定の部品、コンポー
ネント又は所定の機能を実行「可能」な他の対象物ではなく、部品、コンポーネント、及
び／又は他の対象物は、機能を実行する目的のために選択、作成、実装、利用、プログラ
ム、及び／又は設計されることを指す。本開示の範囲内で、特定の機能の実行に適する部
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のとして追加的又は代替的に説明され、逆でも同じである。同様に、特定の機能を実行す
るように構成されるものとして説明される対象物は、その機能を実行するように動作可能
なものとして追加的又は代替的に説明することができる。
【１１１７】
　本明細書で使用されるように、本発明に係る１つ以上の部品、特徴、詳細、構造、実施
形態、及び／又は方法を参照して使用される場合、語句「例えば」、語句「例として」及
び／又は単に用語「例」及び「例示的」は、説明された部品、特徴、詳細、構造、実施形
態、及び／又は方法は例示的なものであり、本発明に係る部品、特徴、詳細、構造、実施
形態、及び／方法の限定的な例ではないことを伝えることを意図する。したがって、記載
された部品、特徴、詳細、構造、実施形態、及び／又は方法は、限定的、要求及び排他的
／網羅的であることを意図するものではなく、構造的及び／又は機能的に類似及び／又は
等価な部品、特徴、詳細、構造、実施形態、及び／又は方法を含む他の特徴、詳細、構造
、実施形態、及び／又は方法は本開示の範囲内である。
【１１１８】
　本明細書で使用されるように、１つ以上の実体リストを参照する時に使用される用語「
少なくとも１つ」及び「１つ以上」とは、実体リストのうちの任意の１つ以上を指し、か
つ実体リスト内に特に記載された各実体と各実体の少なくとも１つに限定されない。例え
ば、「ＡとＢの少なくとも１つ」（又は同等に「Ａ又はＢの少なくとも１つ」又は同等に
「Ａ及び／又はＢの少なくとも１つ」）は、Ａのみ、Ｂのみ、またはＡとＢとの組み合わ
せであってもよい。
【１１１９】
　本明細書で使用されるように、第１の実体と第２の実体の間に置かれる「及び／又は」
用語とは、（１）第１の実体、（２）第２の実体、並びに（３）第１の実体及び第２の実
体のうちの１つを指す。「及び／又は」で列挙された複数の実体は、同じように方式で、
すなわち、そのように結合された「１つ以上」の実体ｆであると解釈されるべきである。
「及び／又は」という句によって具体的に特定された実体以外に、他の実体は、特定され
た実体に関連するか否かに関われず、任意に存在してもよい。したがって、非限定的な例
として、「Ａ及び／又はＢ」は、「含む」等のオープンエンド言語と組み合わせて使用さ
れる場合、いくつかの実施形態において（Ｂ以外の実体を任意に含む）Ａのみを指し、特
定の実施形態において、（Ａ以外の実体を任意に含む）Ｂのみを指し、更なる別の実施形
態において（他の実体を任意に含む）Ａ及びＢの両方を指すことができる。これらの実体
は部品、動作、構造、ステップ、操作、値等であってもよい。
【１１２０】
　任意の特許、特許出願、又は他の参考文献は、参照により本明細書に組み込まれ、かつ
（１）矛盾方式で用語を定義し、かつ／又は（２）他の方式で本開示の組み込まれていな
い部分もしくは他の組み込まれた参考文献のいずれかと矛盾し、本発明の組み込まれてい
ない部分は制御し、かつ、その中の用語又は組み込まれた開示は、用語が定義される参照
及び／又は組み込まれた開示が本来存在する参照に関してのみを制御するべきである。
【１１２１】
　以下の特許請求の範囲は、開示された発明に向けられた新規かつ非自明な特定の組み合
わせと部分的組み合わせを特に指摘すると考えられる。特徴、機能、要素、及び／又は特
性の他の組み合わせ又は部分的組み合わせに具体化された発明は、本発明の請求項の補正
又は本願又は関連出願における新規の請求の提示によって要求されてもよい。そのような
修正又は新しい請求項は、それらが異なる発明に向けられたものであっても、同じ発明に
向けられたものであっても、異なるか、より広いか、より狭いか、或いは当初の特許請求
の範囲に等しいか否かに関わらず、本開示の発明の対象物内に含まれるものとも見なされ
る。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月29日(2020.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体試料の一部において標的実体を局所的に結合するための方法であって、
　（ａ）試料中に拡散できる標的実体を含有する前記試料を取得するステップ、
　（ｂ）異なる構成になるように互いに対して移動可能な第1のプレート及び第2のプレー
トを取得するステップであって、1つ又は2つの前記プレートはそれぞれのプレート上に固
定化されたスペーサを含み、前記スペーサは所定の実質的に均一な高さを有し、第1のプ
レートはその表面に結合部位を含み、前記結合部位は所定の領域を有し、かつ前記標的実
体に結合してそれを固定化する、ステップ、
　（ｃ）前記プレートが開放構成で構成されている時に、前記試料を前記プレートの1つ
又は2つに付着させるステップであって、前記開放構成は、前記2つのプレートが部分的又
は完全に離れておりかつ前記プレート間の間隔が前記スペーサにより調節されない、構成
である、ステップ、
　（ｄ）（ｃ）の後、前記2つのプレートを閉鎖構成にすることにより前記試料を圧縮す
るステップであって、前記閉鎖構成は、前記試料の少なくとも一部が圧縮されて均一な厚
さの層になり、前記層が前記2つのプレートの内表面に接触し内表面によって制限されか
つ前記結合部位に接触する、構成であり、前記層の均一な厚さが、前記スペーサ及び前記
プレートにより調節され、250μｍより小さく、かつ前記結合部位の所定の領域の直線寸
法より実質的に小さい、ステップ、
　（ｅ）（ｄ）の後かつ前記プレートが閉鎖構成にある間に、
　　（1）関連のある時間長さで前記試料をインキュベートし、次にインキュベーション
を停止するステップ、あるいは、
　　（2）関連のある時間長さの最小値以上の時間で前記試料をインキュベートし、次に
、前記関連のある時間長さの最大値以下の時間内に前記結合部位への標的実体の結合を評
価するステップ
であって、
　前記関連のある時間長さは、
　　　ｉ．前記閉鎖構成において前記標的実体が前記均一な厚さの層の厚さにわたって拡
散するのに必要な時間以上であり、かつ
　　　ｉｉ．前記標的実体が横方向に前記結合部位の最小横方向寸法にわたって拡散する
のに必要な時間より顕著に短く、
　（1）におけるインキュベーションの終了時又は（2）における評価の間、前記結合部位
に結合される大部分の前記標的実体は関連のある体積の前記試料に由来し、
　前記インキュベーションにより、前記標的実体が前記結合部位に結合することが可能と
なり、前記関連のある体積は、前記閉鎖構成で前記結合部位の上部にある前記試料の一部
である、ステップ
を含む、方法。
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