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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性媒質を受け入れる内腔部を画定するケースと、電圧源あるいは電流源に接続する
導電性表面とを備えるチップ電極であって、
　前記導電性表面は前記チップ電極の内腔部を画定するケース部材内に適合可能な構造体
を含み、
　前記ケースは標的対向端部を備え、前記標的対向端部は開口部を介して標的に薬剤を送
達するための内腔部と連通する開口部を備えてなるチップ電極。
【請求項２】
　前記内腔部は導電性媒質を含有する請求項１に記載のチップ電極。
【請求項３】
　前記ケースは先細端部を構成する請求項１に記載のチップ電極。
【請求項４】
　前記導電性表面は前記内腔部を画定するケースの壁部を少なくとも部分的に被覆する被
覆部を構成する請求項１に記載のチップ電極。
【請求項５】
　前記チップ電極は導電性表面からなるケースの内腔部に挿入される要素を構成する請求
項１に記載のチップ電極。
【請求項６】
　前記要素はシリンダ、ロッド、フィラメントあるいはワイヤである請求項５に記載のチ
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ップ電極。
【請求項７】
　前記導電性表面は前記ケースの片側あるいは両側においてケースの壁部を貫通する構造
である請求項５または６に記載のチップ電極。
【請求項８】
　前記導電性表面は前記ケースの外側においてリングプレートと接続されたワイヤである
請求項１に記載のチップ電極。
【請求項９】
　前記導電性媒質は液体である請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１０】
　導電性媒質はジェルである請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１１】
　導電性媒質は標的に送達する薬剤からなる請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１２】
　前記ケースはガラス、石英ガラス、プラスチック、セラミック、エラストマー材料、ポ
リマー、金属、導電性材料で少なくとも部分的に被覆された非導電性材料、および非導電
性材料で少なくとも部分的に被覆された導電性材料を構成するグループから選択される材
料からなる請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１３】
　前記ケースは更に前記標的対向端部から遠位にある受け入れ端部を構成し、且つ前記導
電性媒質を受け入れる開口部を構成する請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１４】
　前記チップ電極は対極として機能する導電性表面を更に構成する請求項１に記載のチッ
プ電極。
【請求項１５】
　前記ケースは均一な内径と均一あるいは可変な外径を構成する請求項１に記載のチップ
電極。
【請求項１６】
　前記ケースは均一な外径と均一なあるいは可変な内径を構成する請求項１に記載のチッ
プ電極。
【請求項１７】
　前記チップ電極の長さは１０ｃｍ未満である請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１８】
　前記チップ電極の長さは５００μｍ未満である請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１９】
　前記チップ電極の長さは５０μｍ未満である請求項１に記載のチップ電極。
【請求項２０】
　前記チップ電極の長さは１μｍ未満である請求項１に記載のチップ電極。
【請求項２１】
　前記標的対向端部における開口部の直径は５０００μｍ未満かそれに等しい請求項１に
記載のチップ電極。
【請求項２２】
　前記標的対向端部における開口部の直径は１００μｍ未満である請求項１に記載のチッ
プ電極。
【請求項２３】
　前記標的対向端部における開口部の直径は５０μｍ未満である請求項１に記載のチップ
電極。
【請求項２４】
　前記標的対向端部における開口部の直径は１０μｍ未満である請求項１に記載のチップ
電極。



(3) JP 5103185 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

【請求項２５】
　前記標的対向端部における開口部の直径は１μｍ未満である請求項１に記載のチップ電
極。
【請求項２６】
　前記標的対向端部における開口部の直径は１００ｎｍ未満である請求項１に記載のチッ
プ電極。
【請求項２７】
　前記標的対向端部における開口部の直径は５０ｎｍ未満である請求項１に記載のチップ
電極。
【請求項２８】
　請求項１乃至２７のいずれか一項に記載のチップ電極を受け入れるための少なくとも一
つの取付け部を構成する電極プレート。
【請求項２９】
　前記少なくとも一つの取付け部はチップ電極を受け入れる可撓性付着部からなり、チッ
プ電極を該取付け部から垂直移動可能に構成される請求項２８に記載の電極プレート。
【請求項３０】
　複数の取付け部を備える請求項２８に記載の電極プレート。
【請求項３１】
　前記電極プレートは一列の取付け部を構成しチップ電極の直線配列を形成する請求項３
０に記載の電極プレート。
【請求項３２】
　前記電極プレートは複数の列の取付け部を構成し、二次元配列のチップ電極を形成する
請求項３０に記載の電極プレート。
【請求項３３】
　前記各取付け部の中心から中心への距離は、工業規格のマイクロタイタープレートにお
けるウェルの中心から中心への距離に対応する請求項３０に記載の電極プレート。
【請求項３４】
　前記電極プレートは電圧源あるいは電流源に対して少なくとも一つの接点を構成する請
求項２８に記載の電極プレート。
【請求項３５】
　前記電極プレートは点滴装置と接続する少なくとも一つの接点を構成する請求項２８に
記載の電極プレート。
【請求項３６】
　電極プレートは導電層と絶縁層とからなる少なくとも二つの層を構成する請求項２８に
記載の電極プレート。
【請求項３７】
　対極として機能する一つの層を構成する請求項２８または３６に記載の電極プレート。
【請求項３８】
　前記少なくとも一つの取付け部は前記チップ電極を受け入れる開口部を備える請求項２
８に記載の電極プレート。
【請求項３９】
　前記少なくとも一つのチップ電極は前記取付け部において電極プレートに取り付けられ
る請求項２８に記載の電極プレート。
【請求項４０】
　複数のチップ電極が電極プレートに取付けられる請求項３０乃至３２のいずれか一つに
記載の電極プレート。
【請求項４１】
　前記電極プレートは少なくとも一つの微小流体チャネルを備え、電極プレートに取付け
られた少なくとも一つのチップ電極に液体を送達する請求項２８に記載の電極プレート。
【請求項４２】
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　上面に少なくとも一つの非平面要素が形成される実質的に平らなプレートを構成する請
求項１乃至２７のいずれか一項に記載のチップ電極プレートであって、前記プレートから
遠位側にある該非平面要素の端部は電場に対して標的を暴露させる開口部を備え、且つ該
非平面要素の内壁部は内腔部を画定するチップ電極プレート。
【請求項４３】
　前記内壁部は導電性表面からなり、および／または前記内腔部は導電性媒質からなる請
求項４２に記載のチップ電極プレート。
【請求項４４】
　前記導電性表面は貯蔵部の内壁部を部分的に被覆する導電性塗料からなる請求項４２に
記載のチップ電極プレート。
【請求項４５】
　前記構造体は内腔部の底部においてあるいは前記非平面要素の一方あるいは両方の壁部
を貫通するワイヤ、ロッド、あるいはフィラメントから構成される請求項４２に記載のチ
ップ電極プレート。
【請求項４６】
　前記少なくとも一つの非平面要素の端部は先細形状である請求項４２に記載のチップ電
極プレート。
【請求項４７】
　前記電極プレートは複数の貯蔵部からなる第一層と該プレートより隆起した複数の非平
面要素からなる実質平面の第二層とから構成され、各非平面要素は電場に対して標的を暴
露させるために該第一層よりも各貯蔵部よりも上位に中心がある標的対向開口部からなり
、非極性要素の内壁は貯蔵部と開口部との両方を連通する内腔部を画定する請求項４２に
記載のチップ電極プレート。
【請求項４８】
　前記電極プレートは更に対極層を構成する請求項４７に記載のチップ電極プレート。
【請求項４９】
　貯蔵部は導電媒質を含む請求項４２または４７に記載のチップ電極プレート。
【請求項５０】
　導電媒質は薬剤からなる請求項４９に記載のチップ電極プレート。
【請求項５１】
　前記対極層は導電媒質に接触する請求項４８に記載のチップ電極プレート。
【請求項５２】
　前記貯蔵部は薬剤を含有する請求項４２または４７に記載のチップ電極プレート。
【請求項５３】
　請求項１に記載のチップ電極と標的を含有する容器とからなるキット。
【請求項５４】
　請求項２８に記載の電極プレートと該電極プレートに取り付けられる少なくとも一つの
チップ電極とからなるキット。
【請求項５５】
　標的を含有する容器を更に構成する請求項５４に記載のキット。
【請求項５６】
　前記電極プレートは少なくとも一つの微小流体チャネルを構成する請求項５４に記載の
キット。
【請求項５７】
　前記電極プレートおよび／または容器は少なくとも一つの微小流体チャネルを構成する
請求項５５に記載のキット。
【請求項５８】
　前記標的を含有する容器はマイクロタイター皿、マルチ－ウェル細胞培養容器、ペトリ
皿、高分子基板、ガラス基板、微小流体チップ、および膜からなるグループから選択され
る請求項５５に記載のキット。
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【請求項５９】
　前記キットは更に少なくとも一つの対極を構成する請求項５４に記載のキット。
【請求項６０】
　前記キットは更に少なくとも一つのチップ電極を満たす導電媒質を更に構成する請求項
５４に記載のキット。
【請求項６１】
　前記キットは少なくとも一つの薬剤をさらに含む請求項５４に記載のキット。
【請求項６２】
　前記キットは少なくとも一つの細胞をさらに含む請求項５４に記載のキット。
【請求項６３】
　前記キットは更に標的を含有する容器を構成する請求項５４に記載のチップ電極プレー
トからなるキット。
【請求項６４】
　前記チップ電極プレートおよび／または容器は更に少なくとも一つの微小流体チャネル
を構成する請求項６３に記載のキット。
【請求項６５】
　前記標的を含有する容器はマイクロタイター皿、マルチ－ウェル細胞培養容器、ペトリ
皿、高分子基板、ガラス基板、微小流体チップ、および膜からなるグループから選択され
る請求項６４に記載のキット。
【請求項６６】
　前記キットは更に少なくとも一つの貯蔵部を満たす導電媒質を構成する請求項６４に記
載のキット。
【請求項６７】
　前記キットは少なくとも一つの薬剤をさらに含む請求項６４に記載のキット。
【請求項６８】
　前記キットは少なくとも一つの細胞をさらに含む請求項６４に記載のキット。
【請求項６９】
　請求項１に記載の少なくとも一つのチップ電極を構成するシステムにおいて、該チップ
電極は、電極プレートと接触する導電性表面と導電性媒質を受け入れる内腔部を画定する
ケースとからなり、該ケースは該内腔部と連通する開口部を備え、該開口部を介して薬剤
を標的に送達するための標的対向端部を構成し、該電極プレートはパルス発生器に対して
接続可能であり電圧あるいは電流パルスを導電性表面に送達させるシステム。
【請求項７０】
　標的を含有する容器を更に構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記システムは標的に近接して前記少なくとも一つのチップ電極を位置決めする装置を
構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項７２】
　前記システムは前記電極プレートと連通するパルス発生器を構成し電圧あるいは電流パ
ルスを前記少なくとも一つのチップ電極を介して送達する請求項６９に記載のシステム。
【請求項７３】
　少なくとも一つの対極を更に構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記少なくとも一つのチップ電極の内腔部は導電性媒質からなる請求項６９に記載のシ
ステム。
【請求項７５】
　前記導電性媒質は薬剤からなる請求項７４に記載のシステム。
【請求項７６】
　前記システムは更に送達装置を構成し、液体および／または薬剤を少なくとも一つのチ
ップ電極に送達する請求項７４に記載のシステム。
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【請求項７７】
　前記送達装置はチップ電極の内腔部を介して薬剤を電気泳動する機構、電気浸透用機構
、ポンピング機構のうちの一つあるいはそれ以上から構成される請求項７６に記載のシス
テム。
【請求項７８】
　前記システムは複数のチップ電極を構成し、それぞれ電極プレートと電気接触する請求
項６９に記載のシステム。
【請求項７９】
　各チップ電極を介して伝達された電極パルスはシステムプロセッサを介して独自に制御
される請求項７８に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記複数のチップ電極は列状に配列される請求項７８に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記複数のチップ電極は複数の列で配列される請求項７８に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記電極プレートおよび／または容器は一つあるいはそれ以上の微小流体チャネルを構
成する請求項７０または７８に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記システムは更に検出器を構成し、チップ電極に近接する標的の光学特性あるいは電
気特性の変化および／または標的に対する薬剤および／または液体の送達を検出する請求
項６９に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記少なくとも一つのチップ電極は前記電極プレートから取り外し可能である請求項６
９に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記少なくとも一つのチップ電極は前記電極プレートと一体化される請求項６９に記載
のシステム。
【請求項８６】
　前記電極プレートは複数の貯蔵部からなる第一層とチップ電極を形成する前記プレート
より隆起する複数の非平面要素からなる実質平面な第二層とから構成され、前記チップ電
極の前記標的対向開口部は前記第一層内の各貯蔵部上の中心部に配置され、前記チップ電
極の内腔部は前記貯蔵部と連通する請求項８５に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記少なくとも一つのチップ電極の内腔部は導電媒質からなる請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項８８】
　前記少なくとも一つのチップ電極のケースは先細端部を構成する請求項６９に記載のシ
ステム。
【請求項８９】
　前記少なくとも一つのチップ電極の導電性表面は内腔部を画定するケースの壁部を少な
くとも部分的に被覆する被覆部を構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項９０】
　前記導電性表面は前記ケースの内腔部中に挿入された導電性表面からなる要素を構成す
る請求項６９に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記要素はシリンダ、ロッドあるいはワイヤである請求項６９に記載のシステム。
【請求項９２】
　前記導電性表面は前記ケースの片側あるいは両側におけるケースの壁部を貫通する構造
である請求項６９に記載のシステム。
【請求項９３】
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　前記導電性表面は前記ケースの外側においてリングプレートと接続されたワイヤである
請求項６９に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記導電媒質は液体である請求項６９に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記導電媒質はジェルである請求項６９に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記導電媒質は標的に送達するための薬剤からなる請求項６９に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記ケースは、ガラス、石英ガラス、プラスチック、セラミック、エラストマー材料、
ポリマー、金属、導電性材料で少なくとも部分的に被覆された非導電性材料、および非導
電性材料で少なくとも部分的に被覆された導電性材料からなるグループから選択される材
料からなる請求項６９に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記ケースは更に前記標的対向端部から遠位にある
受け入れ端部を構成し、且つ前記導電性媒質を受け入れる開口部を構成する請求項６９に
記載のシステム。
【請求項９９】
　前記少なくとも一つのチップ電極および／または電極プレートは対極として機能する導
電性表面を更に構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項１００】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記ケースは均一な内径と均一あるいは可変な外径
を構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項１０１】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記ケースは均一な外径と均一なあるいは可変な内
径を構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項１０２】
　前記少なくとも一つのチップ電極の長さは１０ｃｍ未満である請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項１０３】
　前記少なくとも一つのチップ電極の長さは５００μｍ未満である請求項６９に記載のシ
ステム。
【請求項１０４】
　前記少なくとも一つのチップ電極の長さは５０μｍ未満である請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項１０５】
　前記少なくとも一つのチップ電極の長さは１μｍ未満である請求項６９に記載のシステ
ム。
【請求項１０６】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は５０００
μｍ未満かそれに等しい請求項６９に記載のシステム。
【請求項１０７】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は１００μ
ｍ未満である請求項６９に記載のシステム。
【請求項１０８】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は５０μｍ
未満である請求項６９に記載のシステム。
【請求項１０９】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は１０μｍ
未満である請求項６９に記載のシステム。
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【請求項１１０】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は１μｍ未
満である請求項６９に記載のシステム。
【請求項１１１】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は１００ｎ
ｍ未満である請求項６９に記載のシステム。
【請求項１１２】
　前記少なくとも一つのチップ電極の前記標的対向端部における開口部の直径は５０ｎｍ
未満である請求項６９に記載のシステム。
【請求項１１３】
　前記電極プレートはチップ電極を受け入れるための少なくとも一つの取付け部を構成し
、且つ前記少なくとも一つの取付け部は前記チップ電極を受け入れる可撓性付着部からな
り、チップ電極を該取付け部から垂直移動可能に構成される請求項６９に記載のシステム
。
【請求項１１４】
　前記電極プレートは複数の取付け部からなる請求項１１３に記載のシステム。
【請求項１１５】
　前記電極プレートは一列の取付け部を構成しチップ電極の直線配列を形成する請求項１
１３に記載のシステム。
【請求項１１６】
　前記電極プレートは複数の列の取付け部を構成し、二次元配列のチップ電極を形成する
請求項１１３に記載のシステム。
【請求項１１７】
　前記各取付け部の中心から中心への距離は、工業規格のマイクロタイタープレートにお
けるウェルの中心から中心への距離に対応する請求項１１３に記載のシステム。
【請求項１１８】
　前記電極プレートは電圧源あるいは電流源に対して少なくとも一つの接点を構成する請
求項１１３に記載のシステム。
【請求項１１９】
　前記電極プレートは点滴装置と接続する少なくとも一つの接点を構成する請求項１１３
に記載のシステム。
【請求項１２０】
　前記電極プレートは導電層と絶縁層とからなる少なくとも二つの層を構成する請求項１
１３に記載のシステム。
【請求項１２１】
　前記電極プレートは対極として機能する一つの層を構成する請求項１１３または１２０
に記載のシステム。
【請求項１２２】
　前記少なくとも一つの取付け部は前記チップ電極を受け入れる開口部を備える請求項１
１３に記載のシステム。
【請求項１２３】
　前記電極プレートおよび／または対極は少なくとも一つの微小流体チャネルを備える請
求項７０に記載のシステム。
【請求項１２４】
　少なくとも一つのチップ電極への液体の送達、少なくとも一つのチップ電極への少なく
とも一つの薬剤の送達、導電媒質によるチップ電極の充填、電圧あるいは電流パルスパラ
メータ、標的に対する少なくとも一つのチップ電極からなる電極プレートの走査、一つの
チップ電極に対する標的の走査、一つのチップ電極の垂直方向移動、一つのチップ電極を
介する電気泳動、一つのチップ電極を介する電気浸透、一つのチップ電極を介する液体の
ポンプによる排水、システム検出器の関数：とからなるグループから選択された一つある
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いはそれ以上のパラメータを制御するためのプロセッサを更に構成する請求項６９に記載
のシステム。
【請求項１２５】
　前記電圧あるいは電流パルスパラメータはパルス幅、波形、およびパルス振幅からなる
グループから選択される請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１２６】
　前記システムは更にシステムの操作を表示しおよび／またはシステムパラメータを変更
するグラフィカルインターフェースからなるユーザーの装置を構成する請求項１２４また
は１２５に記載のシステム。
【請求項１２７】
　前記システムは更に前記検出器からの出力を表示する読み出し装置を構成する請求項８
３に記載のシステム。
【請求項１２８】
　前記チップ電極が可撓性部を構成する請求項１に記載のチップ電極。
【請求項１２９】
　前記少なくとも一つのチップ電極が可撓性部を構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項１３０】
　前記システムは更に少なくとも一つのチップ電極の垂直方向移動を制限する位置決め装
置を構成する請求項６９に記載のシステム。
【請求項１３１】
　前記位置決め装置は少なくとも一つのチップ電極の標的対向端部に対して取り付けられ
る請求項１３０に記載のシステム。
【請求項１３２】
　前記位置決め装置は前記チップ電極に一体化される請求項１３０に記載のシステム。
【請求項１３３】
　前記チップは標的対向端部に近接するチップの端部に孔を有する請求項１に記載のチッ
プ電極。
【請求項１３４】
　前記少なくとも一つのチップ電極は標的対向端部に近接するチップの端部に孔を有する
請求項４０に記載の電極プレート。
【請求項１３５】
　標的と少なくとも一つの非標的要素とからなる試料を、請求項１乃至２７のいずれか一
項に記載のチップ電極によって提供される集束された電場に暴露する方法において、集束
電場により選択的に標的の特性を変更する方法。
【請求項１３６】
　前記標的は生体膜から構成される請求項１３５に記載の方法。
【請求項１３７】
　前記標的は：細胞集団、単一細胞、細胞内顆粒、小胞、リポソーム、分子、分子群、核
酸、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド；酵素；および炭素繊維からなるグループから
選択される請求項１３６に記載の方法。
【請求項１３８】
　前記標的は少なくとも一つの非標的からなる液体に懸濁される請求項１３５に記載の方
法。
【請求項１３９】
　前記標的は基板と結合する請求項１３５に記載の方法。
【請求項１４０】
　前記基板は配列を構成する請求項１３９に記載の方法。
【請求項１４１】
　前記基板はマイクロタイター皿からなる請求項１３９に記載の方法。
【請求項１４２】
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　前記電場は請求項１記載のチップ電極により提供される請求項１３５に記載の方法。
【請求項１４３】
　前記方法は複数の非標的成分からなる試料中の複数の標的それぞれを集束電場に暴露さ
せる工程からなる請求項１３５に記載の方法。
【請求項１４４】
　前記各集中電場は独立して整調可能である請求項１４３に記載の方法。
【請求項１４５】
　請求項１の複数のチップ電極は集束電場を提供する請求項１４３に記載の方法。
【請求項１４６】
　前記複数の標的は複数の集束電場に対して連続しておよび／または同時に暴露される請
求項１４５に記載の方法。
【請求項１４７】
　前記複数のチップ電極は電極プレート上で配列する請求項１４５に記載の方法。
【請求項１４８】
　前記複数のチップ電極のそれぞれはマイクロタイタープレートのウェルの真上に配置さ
れる請求項１４７に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記複数のチップ電極のそれぞれは標的が設置される基板上のスポットの真上に配置さ
れる請求項１４７に記載の方法。
【請求項１５０】
　前記標的は生体膜から構成され暴露されると膜に孔を形成する請求項１３５に記載の方
法。
【請求項１５１】
　前記方法は更に標的を薬剤に暴露する工程を構成する請求項１３５または１５０に記載
の方法。
【請求項１５２】
　前記方法は更に標的を薬剤に暴露し、且つ薬剤を前記膜により画定された区画内部に導
入する工程を構成する請求項１３６に記載の方法。
【請求項１５３】
　前記電場に対する暴露および前記薬剤に対する暴露は調整される請求項１５１に記載の
方法。
【請求項１５４】
　前記標的は融合性細胞培養中の単細胞からなる請求項１３５に記載の方法。
【請求項１５５】
　前記標的は融合性細胞培養中の細胞全体数より少ない細胞数からなる請求項１３５に記
載の方法。
【請求項１５６】
　前記標的は融合性細胞培養における細胞数が５００未満である請求項１３５に記載の方
法。
【請求項１５７】
　前記方法は更に前記標的が浸される溶液の条件を改質する工程を含む請求項１３５に記
載の方法。
【請求項１５８】
　前記電場は請求項１のチップ電極により形成され、前記標的は前記チップ電極により送
達された薬剤に更に暴露される請求項１５０に記載の方法。
【請求項１５９】
　前記チップ電極はチップ電極の前記内腔部と流通する少なくとも一つのチャネルを構成
するプレートに連結される請求項１４２または１５０に記載の方法。
【請求項１６０】
　前記基板は前記標的と流通する少なくとも一つのチャネルを構成する請求項１３９に記



(11) JP 5103185 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

載の方法。
【請求項１６１】
　前記標的は少なくとも一つのチャネル内の液体中の薬剤に暴露される請求項１６０に記
載の方法。
【請求項１６２】
　前記基板は前記標的と流通する複数のチャネルを構成する請求項１６０に記載の方法。
【請求項１６３】
　複数の薬剤および／またはバッファは複数のチャネルから前記標的に対して連続してあ
るいは同時に送達される請求項１６０に記載の方法。
【請求項１６４】
　前記標的は少なくとも一つのチャネルからの少なくとも一つの液体流に暴露される請求
項１６０に記載の方法。
【請求項１６５】
　前記標的は、前記標的を移動、前記基板を移動、前記基板と標的との両方を移動するこ
とにより、および／または前記基板の少なくとも一つのチャネルの圧力を変化させること
により、前記少なくとも一つの液体流を介して走査される請求項１６０に記載の方法。
【請求項１６６】
　前記方法は改質された特性を検出する工程を更に含む請求項１３５に記載の方法。
【請求項１６７】
　前記電場の一つあるいはそれ以上のパラメータを監視する工程を更に含む請求項１３５
に記載の方法。
【請求項１６８】
　前記電場の一つあるいはそれ以上のパラメータを監視する工程を更に含む請求項１６７
に記載の方法。
【請求項１６９】
　前記改質された特性の検出に応答して前記電場のパラメータを変更する工程を更に含む
請求項１６７に記載の方法。
【請求項１７０】
　前記標的は前記標的に近接するチャネル出口からの液体流を送達することにより液体流
に暴露される工程を含む請求項１６０に記載の方法。
【請求項１７１】
　前記液体は薬剤からなる請求項１７０に記載の方法。
【請求項１７２】
　前記液体流の送達は前記電場に対する前記標的の暴露と連携する請求項１７１に記載の
方法。
【請求項１７３】
　前記薬剤は、遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；ｓｉＲＮＡ；アンチ
センス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ；アプタマー；コロ
イド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニスト；受容体アゴニス
ト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；酵素モジュレータ；蛋白質；蛋白質ア
ナログ；ポリペプチド；ポリペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；ペプチド
；ペプチドアナログ；代謝産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリゴヌクレ
オチドアナログ；抗原；抗原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗体アナロ
グ；細胞小器官；細胞小器官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウィルス粒
子；配偶子；無機イオン；有機イオン；金属；細胞の化学反応に影響を与える薬剤；細胞
骨格に影響を与える薬剤；ポリマーに影響を与える薬剤；及びこれらの組み合わせからな
るグループから選択される請求項１５１に記載の方法。
【請求項１７４】
　前記薬剤は、遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；ｓｉＲＮＡ；アンチ
センス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ；アプタマー；コロ
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イド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニスト；受容体アゴニス
ト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；酵素モジュレータ；蛋白質；蛋白質ア
ナログ；ポリペプチド；ポリペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；ペプチド
；ペプチドアナログ；代謝産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリゴヌクレ
オチドアナログ；抗原；抗原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗体アナロ
グ；細胞小器官；細胞小器官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウィルス粒
子；配偶子；無機イオン；有機イオン；金属；細胞の化学反応に影響を与える薬剤；細胞
骨格に影響を与える薬剤；ポリマーに影響を与える薬剤；及びこれらの組み合わせからな
るグループから選択される請求項１５８または１７１に記載の方法。
【請求項１７５】
　前記薬剤は前記標的が浸される溶液の条件を改質させる請求項１５１に記載の方法。
【請求項１７６】
　前記薬剤は前記標的が浸される溶液の条件を改質させる請求項１５８および１７１に記
載の方法。
【請求項１７７】
　前記条件はｐＨ、温度、イオン強度、浸透圧、粘度およびそれらの組み合わせである請
求項１７１に記載の方法。
【請求項１７８】
　前記条件はｐＨ、温度、イオン強度、浸透圧、粘度およびそれらの組み合わせである請
求項１７６に記載の方法。
【請求項１７９】
　前記電場は一つあるいはそれ以上の標的分子に双極子を含む請求項１３５に記載の方法
。
【請求項１８０】
　前記電場は一つあるいはそれ以上の標的分子を伸縮、移動、結合、反応、および／また
は変性させる請求項１３５に記載の方法。
【請求項１８１】
　前記標的は表面であり更にチップは分子を送達し電場の存在下においてその表面を複数
の分子、高分子、細胞あるいはそれらの組み合わせでパターン形成する請求項１３５に記
載の方法。
【請求項１８２】
　前記生体膜は電場に暴露する前、間および／または後に前記薬剤に暴露される請求項１
５０に記載の方法。
【請求項１８３】
　前記薬剤は標識である請求項１５０に記載の方法。
【請求項１８４】
　前記標識は細胞内分子あるいは細胞小器官内部分子と接触し検出可能な信号あるいは反
応物を生成し、且つ本方法は検出可能な信号あるいは反応物を検出する工程を更に含む請
求項１５０に記載の方法。
【請求項１８５】
　前記チップの内腔部中の分子、イオンおよび／またはポリマーを分離および／または濃
縮する工程を更に含む請求項１５０に記載の方法。
【請求項１８６】
　前記ポリマーは核酸、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド、炭水化物およびそれらの
組合わせからなるグループから選択される請求項１８５に記載の方法。
【請求項１８７】
　前記標的は、ＦＲＥＴ対の半分で予め負荷され、且つ本方法は更に前記電場に対して暴
露する間および／または後に、前記ＦＲＥＴ対のもう半分に対して前記標的を暴露する工
程を更に構成し、ここで信号の生成は孔形成が確認されたことを示す請求項１５０に記載
の方法。
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【請求項１８８】
　溶質を前記膜により画定された区画の外側にある媒質から前記膜により画定された前記
区画内部に移動する工程を更に構成する請求項１５０に記載の方法。
【請求項１８９】
　溶質を前記膜により画定された区画の内側にある媒質から前記膜の外側の溶液中に移動
する工程を更に構成する請求項１５０に記載の方法。
【請求項１９０】
　前記生体膜は細胞膜である請求項１８８または１８９記載の方法。
【請求項１９１】
　前記生体膜は細胞内顆粒の膜である請求項１８８または１８９記載の方法。
【請求項１９２】
　前記薬剤は細胞内分子、高分子、高分子イオン、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド
、あるいは核酸と相互作用し検出可能な生成物を生成し、且つ本方法は検出可能な生成物
を検出する工程を更に構成する請求項１５１に記載の方法。
【請求項１９３】
　前記薬剤は細胞内分子、高分子、高分子イオン、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド
、あるいは核酸と相互作用し検出可能な生成物を生成し、且つ本方法は検出可能な生成物
を検出する工程を更に構成する請求項１５８または１７１に記載の方法。
【請求項１９４】
　前記薬剤の内部化に対する前記区画の反応を検出する工程を更に含む請求項１８８に記
載の方法。
【請求項１９５】
　検出は静電容量、電解電量、電流測定、ＣＡＲＳ（干渉性反ストークスラマン散乱）、
ＳＥＲＳ（表面増強ラマン散乱）、リン光、化学ルミネッセンス、ＵＶ－ＶＩＳ－ＩＲ吸
収、水晶マイクロバランス、および表面プラスモン共鳴を監視することによって実施され
る請求項１８８に記載の方法。
【請求項１９６】
　前記複数の標的は基板上あるいは溶液中に個別に配置され、物的障壁により別の標的か
ら隔離される請求項１４３に記載の方法。
【請求項１９７】
　前記標的は選択された型の細胞であり且つ非標的は異なる型の細胞である請求項１３５
に記載の方法。
【請求項１９８】
　前記標的は選択された型の細胞小器官であり且つ非標的は異なる型の細胞である請求項
１３５に記載の方法。
【請求項１９９】
　第一細胞内成分と第二細胞内成分との間の相互作用を改質させる薬剤のスクリーニング
法において、
　前記第一細胞内成分と前記第二細胞内成分とからなる細胞を前記薬剤と接触させ；
　前記細胞を細胞に孔を生成させる条件下において、請求項１に記載のチップ電極を使用
する集束電場に暴露し、および
　前記相互作用における変化を検出する工程から構成される方法。
【請求項２００】
　前記暴露工程は前記接触工程の前、間および／または後に実施する請求項１９９に記載
の方法。
【請求項２０１】
　前記第一および／または前記第二成分は標識化され且つ本方法は暴露の後に前記標識に
より生成された信号の変化を検出する工程を含む請求項１９９に記載の方法。
【請求項２０２】
　前記方法は、前記第一および前記第二成分が相互作用する際に生じる反応物の有無、あ



(14) JP 5103185 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

るいは変化を検出する工程を含む請求項１９９に記載の方法。
【請求項２０３】
　前記方法は、第一および第二成分の相互作用と関連した表現型あるいは細胞機能あるい
は細胞外機能の有無あるいは変化を検出する工程を含む請求項１９９に記載の方法。
【請求項２０４】
　前記相互作用は前記第一および前記第二成分を結合する工程を含む請求項１９９に記載
の方法。
【請求項２０５】
　前記第一および前記第二成分は細胞内分子、高分子、代謝産物、ポリマー、タンパク質
、ポリペプチド、ペプチド、核酸、核酸塩基、ヌクレオチド、小胞、細胞膜成分、細胞小
器官およびそれらの組み合わせからなるグループから別々に選択される請求項１９９に記
載の方法。
【請求項２０６】
　前記タンパク質は受容体、リガンド、酵素、細胞骨格タンパク質、シグナル伝達タンパ
ク質、イオンチャネル、オルガネラ膜タンパク質、あるいは細胞膜タンパク質からなる請
求項２０５に記載の方法。
【請求項２０７】
　前記薬剤は、遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；ｓｉＲＮＡ；アンチ
センス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ；アプタマー；コロ
イド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニスト；受容体アゴニス
ト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；酵素モジュレータ；蛋白質；蛋白質ア
ナログ；ポリペプチド；ポリペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；ペプチド
；ペプチドアナログ；代謝産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリゴヌクレ
オチドアナログ；抗原；抗原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗体アナロ
グ；細胞小器官；細胞小器官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウィルス粒
子；配偶子；無機イオン；有機イオン；金属；細胞の化学反応に影響を与える薬剤；細胞
骨格に影響を与える薬剤；ポリマーに影響を与える薬剤；及びこれらの組み合わせからな
るグループから選択される請求項１９９に記載の方法。
【請求項２０８】
　前記薬剤は前記第一あるいは前記第二成分の作動薬、拮抗薬、あるいは阻害剤である請
求項１９９乃至２０７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２０９】
　前記薬剤はシグナル伝達経路を調節する請求項１９９乃至２０７のいずれか一つに記載
の方法。
【請求項２１０】
　前記薬剤は代謝経路を調節する請求項１９９乃至２０７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２１１】
　前記第一成分は細胞内受容体であり前記第二成分は前記細胞内受容体と結合するリガン
ドである請求項１９９乃至２０７のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２１２】
　前記第一および／または第二成分は前記暴露工程の前、その間および／またはその後に
細胞内に導入される請求項１９９に記載の方法。
【請求項２１３】
　細胞内成分と結合する薬剤をスクリーニングする方法において、
　細胞内成分を含有する細胞を候補接着剤と接触させ、
　前記細胞を前記細胞に孔を形成する条件下で請求項１に記載のチップ電極を使用した集
束電場に暴露し、および
　前記成分に対して前記薬剤の結合を検出する工程を構成する方法。
【請求項２１４】
　前記薬剤および／または細胞内成分は標識化され且つ前記方法は前記薬剤と前記細胞内
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成分との複合体の形成を検出する工程を構成する請求項２１３に記載の方法。
【請求項２１５】
　前記方法は前記結合に関連した表現型を検出する工程を更に構成する請求項２１３に記
載の方法。
【請求項２１６】
　前記方法は細胞内成分が薬剤と結合する際生成された反応物を検出する工程を更に構成
する請求項２１３に記載の方法。
【請求項２１７】
　前記反応物はシグナル伝達分子のレベルを増加させる請求項２１６に記載の方法。
【請求項２１８】
　前記シグナル伝達分子はＣａ２＋、ｃＡＭＰおよびＫ＋からなるグループから選択され
る請求項２１７に記載の方法。
【請求項２１９】
　前記細胞内成分は細胞内受容体、細胞膜分子の細胞質ドメインあるいは酵素からなる請
求項２１３に記載の方法。
【請求項２２０】
　前記薬剤は、遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；ｓｉＲＮＡ；アンチ
センス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ；アプタマー；コロ
イド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニスト；受容体アゴニス
ト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；酵素モジュレータ；蛋白質；蛋白質ア
ナログ；ポリペプチド；ポリペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；ペプチド
；ペプチドアナログ；代謝産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリゴヌクレ
オチドアナログ；抗原；抗原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗体アナロ
グ；細胞小器官；細胞小器官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウィルス粒
子；配偶子；無機イオン；有機イオン；金属；細胞の化学反応に影響を与える薬剤；細胞
骨格に影響を与える薬剤；ポリマーに影響を与える薬剤；及びこれらの組み合わせからな
るグループから選択される請求項２１３に記載の方法。
【請求項２２１】
　前記薬剤は電気泳動法あるいは電気浸透法を利用して前記細胞に送達される請求項２１
３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２００２年１２月１９日付出願、米国特許出願第１０／３２５，６９１号の一
部継続出願であり、２０００年４月２５日付出願、米国特許出願第０９／５５７，９７９
号すなわち特許第６，５２１，４３０号の継続出願であり、１９９８年１１月６日付出願
、国際出願第ＰＣＴ／ＳＥ９８／０２０１２号の継続出願であり、１９９７年１１月６日
付出願、スウェーデン国特許出願第９７０４０７６－０号の優先権を主張するものであり
、更に２００３年１月１５日付出願、米国特許出願第１０／３４５，１０７号の一部継続
出願であり、２００２年２月１２日付出願、米国仮出願第６０／３５６，３７７号の優先
権を主張するものである。これら全ての出願はここに参照として取り入れる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、生体分子、細胞内顆粒、単細胞、細胞の集団などの空間的に限定された標的
に対して１つ又はそれ以上の薬剤の送達方法及びエレクトロポレーション方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ここ２０年間にわたり、単一細胞の生化学的および生物物理学的研究を可能にする実験
方法にて著しい成長がなされている。この種の方法は、単一イオンチャンネルを介する経
膜電流の測定につき使用しうるパッチクランプ記録［Ｈａｍｉｌｌ，．ｅｔ　ａｌ．，Ｐ
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ｆｌｅｕｇｅｒｓ　Ａｒｃｈ．３９１：８５～１００，１９８１］；単一細胞および単一
細胞小器官における生物活性成分を位置決定すべく使用しうるレーザー共焦顕微鏡画像形
成技術［Ｍａｉｔｉ，ｅｔ　ａｌ．，Ｓｉｃｅｎｃｅ２７５：５３０～５３２，１９９７
］；細胞内部におけるｐＨ測定のための近フィールド光学プローブの使用；および単一カ
テコール－およびインドール－アミン－含有小胞体の放出を測定するための超微小電極の
使用［Ｃｈｏｗ，ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ．８８
：１０７５４～１０７５８，１９９１］を包含する。
【０００４】
　非常に特異的な酵素、基質及び蛋白質プローブは細胞中の特定の構成要素を検出するこ
とを可能にするので役に立つ。（Ｔｓｉｅｎ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９
９８，６７：５０９－５４４）。これらのプローブ及び薬物及び細胞内化学の別のエフェ
クターの利用におけるこれまでの主な難関は、それらを細胞内部へ導入することである。
これらの薬物の多くは（例えばナノ粒子、染料、薬物、ＤＮＡ、ＲＮＡ、蛋白質、ペプチ
ドおよびアミノ酸など）は極性であり、極性溶質は細胞－非浸透性であり、生体膜を通過
することができない。すなわち、細胞原形質膜バリヤが外部溶液に対して物理的境界とし
て作用し、外因性化合物及び粒子が入ることを防止する。現在たとえば細胞培養物におけ
る細胞を染料で標識し、或いはこれをその隣接物で標識もしくはトランスフェクトするこ
となしに遺伝子でトランスフェクトすることは極めて困難である。更に、極性分子をその
寸法のため細胞小器官中に導入するのは一層困難であり、多くの場合その寸法は光学顕微
鏡の分割限界よりも小さく或いは少なくとも直径数μｍ未満である。
【０００５】
　単一細胞および単一核のための微量注入技術も記載されているが［たとえばＣａｐｅｃ
ｃｈｉ，Ｃｅｌｌ　２２：４７９～４８８，１９８０参照］、これらは細胞もしくは細胞
小器官の寸法が減少するにつれ益々実施困難となる。直径僅か数μｍもしくはそれ以下の
寸法を有する細胞および細胞小器官につき、微小注入技術は実質的に使用不可能となる。
【０００６】
　細胞膜はパルス化電場により透過性にしうる［例えば、Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ，Ｂｉｏ
ｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ　Ａｃｔａ，（１９８２）６９４：２２７～２７７参照］。こ
の技術はエレクトロポレーション法と呼ばれる。原形質膜を破壊させるために、印加され
た電場によって、膜電位の臨界値を越えさせる。均一電場、Ｅにて半径ｒｃの球状細胞に
対する膜電位ΔＶは次式から計算することができる。
【０００７】
　　ΔＶ＝１．５ｒｃＥｃｏｓα（１－ｅ－ｔ／τ）　　（１）
　ここで、１．５は形態係数であり、およびαは膜の位置と電場の方向との間の角度であ
る。ｔはパルス幅であり、τは膜に対して膜電位の誘発が達成されるまでの時間であり、
次式により示される。
【０００８】
　　τ＝ｒｃＣｍ（ρｉ＋０．５ρｅ）　　　　　　　　（２）
　ここでＣｍは単位面積当たりの特異的膜容量であり、ρｉ及びρｅはそれぞれ細胞内液
および細胞外液の抵抗率である。
【０００９】
　このエレクトロポレーション技術は大量の細胞集団（ほぼ１０６程度）に対して広く使
用される。典型的には、均一電場を生じる大型のプレート電極間に細胞を配置する。懸濁
液中の少数の細胞（ＫｉｎｏｓｈｉｔａおよびＴｓｏｎｇ，Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈ
ｙｓ．Ａｃｔａ５５４：４７９－４９７，１９７９）；Ｃｈａｎｇ，Ｊ．Ｂｉｏｐｈｙｓ
．５６：６４１－６５２，１９８９；Ｍａｒｓｚａｌｅｋ，その他，Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｊ
．７３：１１６０－１１６８，１９９７）および基質にて成長する少数の接着細胞（Ｚｈ
ｅｎｇ，Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ａｃｔａ　１０８８：１０４－１１０，１９
９１）；ＴｅｒｕｅｌおよびＭｅｙｅｒ，Ｂｉｏｐｈｙｓ．Ｊ．，７３：１７８５－１７
９６，１９９７）に対してエレクトロポレーション法を使用できる器具が示されてきた。
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上記のＭａｒｓｚａｌｅｋ，その他、１９９７年により構築されたエレクトロポレーショ
ン装置の設計は長さ６ｍｍ×直径８０μｍの白金線に基づくものであって、単一ガラスミ
クロピペットに対し１００μｍの固定距離にて平行配置で接着される。上記のＫｉｎｏｓ
ｈｉｔａおよびＴｓｏｎｇ、１９７９年による設計は２ｍｍの空隙距離で離間された固定
黄銅電極を使用する。上記のＴｅｒｕｅｌおよびＭｅｙｅｒ、１９９７年のミクロポレー
タ設計は約５ｍｍの空隙距離で離間した２個の白金電極に基づくものであり、Ｃｈａｎｇ
によるエレクトロポレーションチャンバの設計は０．４ｍｍの距離で離間した長さ約１ｍ
ｍの白金線を使用する。
【００１０】
　生体外用途に最適化される、これらエレクトロポレーション装置は、典型的には直径１
０μｍである単一細胞の寸法よりも数倍大きい電場を形成し、従って単一細胞もしくは単
一細胞小器官のエレクトロポレーションだけに使用することができず、或いは単一細胞内
でのエレクトロポレーションにつき使用することができない。この技術は、単一細胞ある
いは少数の細胞集団を選択する際に十分な位置および電極の個別制御を実施できない。更
に、これらの技術は生体内のエレクトロポレーションとして、あるいは遠隔細胞および組
織のエレクトロポレーションとして最適化されていない。
【００１１】
　医療用および生体内用途としてのエレクトロポレーション装置についても同様に設計さ
れてきた。例として、腫瘍に対する（ＷＯ９６／３９２２６号）および血液細胞に対する
（米国特許第５，５０１，６６２号）、および遠隔細胞および組織（米国特許第５，３８
９，０６９号）に対する薬物および遺伝子のエレクトロポレーション媒介供給の装置が含
まれる。同様に、これらは空間的に限定されたエレクトロポレーションに対して高度局在
電場を形成すべく使用することができない。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は、細胞および細胞構造を含むがこれに限定されないが多様な標的に対して、空
間的に局部化された電場を提供するための方法および装置を提供する。特に、ある実施態
様において、本発明は細胞内分子、例えば細胞内受容体、細胞膜分子の細胞質ドメイン、
細胞小器官受容体、酵素、およびシグナル伝達経路および代謝経路に関与する分子等の活
性を調節する薬剤をスクリーニングする方法を提供する。本発明に係る装置は上記薬剤に
対してハイスループット・スクリーニングが可能となる。
【００１３】
　ある態様において、本発明は導電媒質を受け入れる内腔部を画定するケースと；電圧源
あるいは電流源に接続する導電性表面とから構成されるチップ電極を提供する。好適には
、ケースは内腔部と連通する開口部を備え開口部を介して標的に薬剤を送達するための標
的対向端部から構成される。内腔部は追加的あるいは二者択一的に、導電媒質（例えば、
液体、ジェルおよびそれと同種）から構成される。
【００１４】
　典型的な薬剤として、遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；ｓｉＲＮＡ
；アンチセンス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ；アプタマ
ー；コロイド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニスト；受容体
アゴニスト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；酵素モジュレータ；蛋白質；
蛋白質アナログ；ポリペプチド；ポリペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；
ペプチド；ペプチドアナログ；代謝産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリ
ゴヌクレオチドアナログ；抗原；抗原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗
体アナログ；細胞小器官；細胞小器官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウ
ィルス粒子；配偶子；無機イオン；有機イオン；金属；細胞の化学反応に影響を与える薬
剤；細胞骨格に影響を与える薬剤；ポリマーに影響を与える薬剤；及びこれらの組み合わ
せが挙げられるが、それらに限定されない。
【００１５】
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　ある態様において、ケースは生体膜に対して挿入し易いよう先細形状端部を備える。
【００１６】
　別の態様において、ケースの内腔部は導電性表面からなる要素を備える。例えば、導電
性表面形状である要素はケースの片側あるいは両側におけるケースの壁面を貫通する構造
である。例えば、導電性表面はケースの外側でリングプレートに接続されたワイヤである
。
【００１７】
　チップ電極は薬剤送達に使用され更にある態様において、導電媒質は標的への送達用薬
剤からなる。
【００１８】
　ケースは、ガラス、熔融シリカ、プラスチック、セラミック、エラストマー材料、ポリ
マー、金属、少なくとも部分的に導電性材料で被覆された非導電性材料、および少なくと
も部分的に非導電性材料で被覆された導電性材料を含むがこれに限定されない多様な材料
から構成される。
【００１９】
　ある態様において、ケースは標的対向端部から遠位にある受け入れ端部を更に構成し且
つ導電媒質を受け入れる開口部を構成する。
【００２０】
　別の態様において、チップ電極は更に対極として機能する導電性表面からなる。
【００２１】
　更なる態様において、ケースは均一な内径と均一あるいは多様な外径からなる。ある態
様において、チップ電極の長さは約１０ｃｍ未満である。別の態様において、チップ電極
の長さは約５００μｍ未満である。更に別の態様において、チップ電極の長さは約５０μ
ｍ未満である。更に別の態様において、チップ電極の長さは約１μｍ未満である。
【００２２】
　ある態様において、チップ電極の標的対向端部の開口部の直径は約５０００μｍ未満か
あるいはそれに等しい。好適には、標的対向端部の開口部の直径は約１００μｍ未満であ
る。より好適には、標的対向端部における開口部の直径は約５０μｍ未満、約１０μｍ未
満、約１μｍ未満、約１００ｎｍ未満あるいは約５０ｎｍ未満である。
【００２３】
　本発明は更に、チップ電極を受け入れるための少なくとも一つの取付け部を備える電極
プレートを提供する。ある態様において、前記少なくとも一つの取付け部はチップ電極を
受け入れる、取付け部からチップ電極が垂直移動可能な可撓性付着部から構成される。好
適には、電極プレートは複数の取付け部を備える。例えば、前記プレートは一列の取付け
部を構成しチップ電極の直線配列を形成する。あるいは、前記プレートは複数の列の取付
け部を構成し、二次元配列のチップ電極を形成する。ある態様において、各取付け部の中
心から中心への距離は工業規格のマイクロタイタープレートにおけるウェルの中心から中
心への距離に対応する。
【００２４】
　好適には、電極プレートは電圧源あるいは電流源用の少なくとも一つの接点を備える。
更に、好適には、電極プレートは点滴装置と接続する少なくとも一つの接点を備える。
【００２５】
　ある態様において、電極プレートは導電層と絶縁層とから構成される少なくとも二つの
層を構成する。更に、電極プレートの層は対極として機能する。
【００２６】
　好適には、少なくとも一つの取付け部を構成する電極プレートは更にチップ電極を受領
する開口部を備え、更に一態様において本発明は更に少なくとも一つのチップ電極は取付
け部において、電極プレートに取付けられる電極プレートを備える。好適には、複数のチ
ップ電極が電極プレートに取付けられる。
【００２７】
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　ある態様において、電極プレートは少なくとも一つの微小流体チャネルを備え、電極プ
レートに取付けられた少なくとも一つのチップ電極に液体を送達する。
【００２８】
　本発明は更に、チップ電極プレートを備え、実質的に平らなプレートを構成し、この上
に少なくとも一つの非平面要素が加工され、ここでプレートから遠位側にある非平面要素
端部は電場に対して標的を暴露させる開口部を備え、更に非平面要素の内壁は導電媒質を
収容する内腔部を画定する。ある態様において、内壁は導電性表面からなる。例えば、導
電性表面は内腔部の内壁を少なくとも部分的に被覆する導電性塗料からなる。好適には、
少なくとも一つの非平面要素の端部は先細になる。
【００２９】
　ある態様において、チップ電極プレートは複数の貯蔵部からなる第一層と前記プレート
より隆起した複数の非平面要素からなる実質平面の第二層とから構成される。好適には、
各非平面要素は電場に対して標的を暴露させる標的対向開口部から構成される。この開口
部は第一層において各貯蔵部よりも上位に中心があり、非平面要素の内壁は貯蔵部と開口
部との両方を連通する内腔部を画定する。
【００３０】
　前記プレートは対極層を更に構成する。前記貯蔵部は追加的に導電媒質を含有する。好
適には、導電媒質は薬剤からなる。
【００３１】
　ある態様において、対極層は導電媒質に接触する。
【００３２】
　本発明は更に上述のいずれかのチップ電極と標的を含有する容器とを構成するキットを
提供する。適切な容器としては、マイクロタイター皿、マルチ－ウェル細胞培養容器、ペ
トリ皿、高分子基板、ガラス基板、微小流体チップ、および膜などが含まれるがこれに限
定されない。ある態様において、電極プレートおよび／または容器は少なくとも一つの微
小流体チャネルを構成する。別の態様において、キットは更に少なくとも一つの対極を構
成する。更に別の態様において、キットは少なくとも一つのチップ電極を満たす導電媒質
を構成する。更に別の態様において、キットは少なくとも一つの薬剤および／または標的
（例えば、細胞、細胞構造、およびその同類）を構成する。
【００３３】
　本発明は更に、上述のチップ電極のいずれかのような少なくとも一つのチップ電極を構
成するシステムを提供する。ある態様において、システムは上述のような電極およびチッ
プ電極と接触する導電性表面を構成する。好適には、ケースは内腔部と連通する開口部を
備え、この開口部を介して薬剤を標的に送達するための標的対向端部を構成する。更に、
好適には、電極プレートはパルス発生器に対して接続可能であり電圧あるいは電流パルス
を導電性表面に送達させる。更に、好適には、システムは標的を含有する容器を構成する
。
【００３４】
　別の態様において、システムは更に、電極プレートと連通して電圧あるいは電流パルス
を少なくとも一つのチップを介して送達するためのパルス発生器と標的に近接して前記少
なくとも一つのチップ電極を配置する装置を構成する。好適にはシステムは更に少なくと
も一つの対極を構成する。
【００３５】
　更に別の態様において、システムは更に、送達装置を構成し、液体および／または薬剤
を少なくとも一つのチップ電極に送達させる。送達装置はチップ電極の内腔部を介して薬
剤を電気泳動する機構、電気浸透用機構、ポンピング機構のうちの一つあるいはそれ以上
から構成される。
【００３６】
　ある態様において、システムはそれぞれ電極プレートと電気接触する複数のチップ電極
を構成する。このチップ電極は電極プレートから取り外し可能であるか、あるいはそれと
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一体化される。電極パルスは各チップ電極を介して伝達され更に好適にはシステムプロセ
ッサを介して独自に制御される。複数のチップ電極は配列されている（例えば列状に）。
電極プレートおよび／または容器は更に一つ以上の微小流体チャネルを構成する。
【００３７】
　ある好適な態様において、システムは更に検出器から構成され、チップ電極に近接する
標的の光学特性あるいは電気特性の変化および／または標的に対する薬剤および／または
液体の送達を検出する。
【００３８】
　別の態様において、電極プレートは複数の貯蔵部からなる第一層とチップ電極を形成す
るプレートより隆起する複数の非平面要素からなる実質平面な第二層とから構成される。
チップ電極の標的対向開口部は第一層内の各貯蔵部上の中心部に配置され、チップ電極の
内腔部は貯蔵部と連通する。ある態様において、少なくとも一つのチップ電極の内腔部は
導電媒質からなる。好適には、少なくとも一つのチップ電極のケースは先細端部を構成す
る。また好適には、少なくとも一つのチップ電極の導電性表面は内腔部を画定するケース
の少なくとも部分的に被覆された壁部を構成する。しかしながら、二者択一的に、あるい
は追加的に、導電性表面はケースの内腔部中に挿入された導電性表面からなる要素を構成
する。例えば、要素はシリンダ、ロッドあるいはワイヤである。ある態様において、導電
性表面はケースの片側あるいは両側におけるケースの壁部を貫通する構造である。また別
の態様において、ケースの外側においてリングプレートと接続されたワイヤである。導電
媒質はまた液体あるいはジェルであり、更にある態様において、導電媒質は標的に送達す
るための薬剤から構成される。
【００３９】
　ある好適な態様において、システムは更に、少なくとも一つのチップ電極への液体の送
達、少なくとも一つのチップ電極への少なくとも一つの薬剤の送達、導電媒質によるチッ
プ電極の充填、電圧あるいは電流パルスパラメータ（例えば、パルス幅、波形、およびパ
ルス振幅）、標的に対する少なくとも一つのチップ電極からなる電極プレートの走査、一
つのチップ電極に対する一つの標的の走査、一つのチップ電極の垂直方向移動、一つのチ
ップ電極を介する電気泳動、一つのチップ電極を介する電気浸透、一つのチップ電極を介
する液体のポンプによる排水、システム検出器の関数とからなるグループから選択された
一つあるいはそれ以上のパラメータを制御するためのプロセッサを構成する。
【００４０】
　また、好適には、システムは更にシステムの操作を表示し且つシステムパラメータを変
更するグラフィカルインターフェースからなるユーザーの装置を構成する。ある態様にお
いて、システムは更に検出器からの出力を表示する読み出し装置を構成する。
【００４１】
　更に別の態様において、システムは更に少なくとも一つのチップ電極の垂直方向移動を
制限する位置決め装置から構成される。好適には、位置決め装置は少なくとも一つのチッ
プ電極の標的対向端部に対して設置される。しかしながら、位置決め装置はまたチップ電
極に一体化される。
【００４２】
　本発明は更に標的と少なくとも一つの非標的要素とからなる試料を集中的な電場に暴露
する方法において、集中した電場は選択的に標的の特性を変更させる方法を提供する。あ
る態様において、標的は選択された生体膜から構成され更に非標的は非選択的生体膜から
構成される。標的の例として、細胞集団、単一細胞、細胞内顆粒、小胞、リポソーム、分
子、分子群、核酸、タンパク質、ポリペプチド、ペプチド；酵素；炭素繊維；化学反応体
および表面が含まれるがこれに限定されない。
【００４３】
　ある態様において、標的は少なくとも一つの非標的からなる液体に懸濁される。別の態
様において、標的は基板と結合する。更なる態様において、基板は配列を構成する。また
更に別の態様において、基板はマイクロタイター皿を構成する。複数の標的は基板上ある
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いは溶液中に個別に配置され、物的障壁により別の標的から隔離される。
【００４４】
　ある態様において、電場は上述のいずれかのチップ電極から提供される。
【００４５】
　別の態様において、本方法は複数の非標的成分からなる試料中の複数の標的それぞれを
集中電場に暴露させる。好適には、各集中電場は独立して整調可能である。ある態様にお
いて、上述したもののような、複数のチップ電極は集中電場を提供する。複数の標的は複
数の集中電場に対して連続しておよび／または同時に暴露される。複数のチップ電極はそ
れぞれマイクロタイタープレートのウェルの真上に配置されるかあるいは標的が設置され
る基質上のスポットの真上に配置される。
【００４６】
　ある態様において、標的は生体膜から構成され暴露されると膜に細孔を形成する。すな
わち、本方法は標的を薬剤に暴露させることに利用される。ある態様において、電場に対
する暴露および薬剤に対する暴露は調整される。
【００４７】
　更に別の態様において、本方法は標的が浸される溶液の条件を改質する工程を構成する
。例えば、本方法は標的が浸される溶液のｐＨ、温度、イオン強度、浸透圧、および／ま
たは粘度の組み合わせを変更する工程を構成する。
【００４８】
　ある態様において、集中電場はプレートに連結されるチップ電極により提供される。こ
のプレートはチップ電極の内腔部と流通する少なくとも一つのチャネルを構成する。追加
して、あるいは二者択一的に、基板は標的と流通する少なくとも一つのチャネルを構成し
、このチャネルを通して標的は薬剤に暴露される。ある態様において、基板は標的と流通
する複数のチャネルを構成し、更に複数の薬剤および／またはバッファは複数のチャネル
から標的に対して連続してあるいは同時に送達される。
【００４９】
　複数のチャネルはまた少なくとも一つの標的からの少なくとも一つの液体流に標的を暴
露させるのに使用される。ある態様において、標的を移動することにより、基板を移動す
ることにより、基板と標的との両方を移動することにより、および／または基板の少なく
とも一つのチャネルの圧力を変化させることにより、標的は少なくとも一つの液体流を介
して走査される。
【００５０】
　本発明は更に標的と少なくとも一つの非標的成分からなる試料を集中電場に対して暴露
し、集中電場は選択的に標的の特性を改質し且つ改質された特性を検出する方法を提供す
る。本方法はまた電場の一つあるいはそれ以上のパラメータを監視する工程を構成し、ま
たある態様において、本方法は更に改質された特性の検出に応答して電場のパラメータを
変更する工程を構成する。
【００５１】
　本方法は更に標的に近接する微小流体チャネル出口から液体流を送達することにより標
的を液体流に暴露する工程を含む。ある態様において、液体は薬剤からなり、液体流の送
達は電場に対する標的の暴露と連携する。チップ電極を介して薬剤を送達することは電気
泳動あるいは電気浸透によって促進される。
【００５２】
　ある態様において、電場は一つあるいはそれ以上の標的分子に双極子を含む。
【００５３】
　別の態様において、電場は一つあるいはそれ以上の標的分子を伸縮、移動、結合、反応
、および／または変性させる。
【００５４】
　ある態様において、標的は表面であり更にチップ電極は分子を送達しその表面を複数の
分子、高分子、細胞あるいはそれらの組み合わせでパターン形成する。
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【００５５】
　ある態様において、標的は細胞あるいは細胞構造（例えば細胞小器官）であり、更に薬
剤は標識化される。別の態様において、標識は細胞内分子あるいは細胞小器官内部分子と
接触し検出可能な信号あるいは反応物を生成し、更に本方法は検出可能な信号あるいは反
応物を検出する工程を更に含み、これによって分子の有無および／または分子量を決定す
る手段を提供する。
【００５６】
　別の態様において、標的はＦＲＥＴ対の半分で予め負荷された細胞あるいは細胞構造で
あり、更に本方法は標的を電場に対して暴露する間および／またはその後に、ＦＲＥＴ対
のもう半分に対して暴露する工程から構成される。ＦＲＥＴ信号の生成は孔形成を確認す
る。
【００５７】
　本方法は更に、溶質を膜により画定された区画（例えば細胞など）の外側にある媒質か
ら膜により画定された区画内部に移動させるのに使用される。あるいは、本方法は、溶質
を膜により画定された区画（例えば細胞など）の内側にある媒質から膜の外側の溶液中に
移動させるのに使用される。
【００５８】
　ある態様において、薬剤は細胞内分子、高分子、高分子イオン、タンパク質、ポリペプ
チド、ペプチド、あるいは核酸と相互作用し検出可能な生成物を生成し、更に本方法は検
出可能な生成物を検出する工程を含む。別の態様において、本方法は薬剤の内部化に対す
る区画の反応を検出する工程を含む。例えば、静電容量、電解電量、電流測定、ＣＡＲＳ
（干渉性反ストークスラマン散乱）、ＳＥＲＳ（表面増強ラマン散乱）、リン光、化学ル
ミネッセンス、ＵＶ－ＶＩＳ－ＩＲ吸収、水晶マイクロバランス、あるいは表面プラスモ
ン共鳴を監視することによって検出が行われる。
【００５９】
　更なる態様において、標的は選択された型の細胞であり更に非－標的は別の型の細胞で
ある。あるいは、標的は選択された型の細胞小器官である一方非－標的は非－選択型の細
胞小器官である。
【００６０】
　本発明は更に第一細胞内成分と第二細胞内成分との間の相互作用を改質させる薬剤のス
クリーニング法を提供する。本方法は第一細胞内成分と第二細胞内成分とからなる細胞を
薬剤と接触させ、その細胞に対して細胞に孔を生成させる条件下において、上述したいず
れかのチップ電極を使用する集中電場に暴露し、更に干渉における変化を検出する工程を
含む。暴露工程は接触工程の前、その間および／またはその後に実施する。
【００６１】
　ある態様において、第一および／または第二成分は標識化され更に本方法は暴露の後に
片方あるいは両方の標識により生成された信号における変化を検出する工程を含む。
【００６２】
　ある態様において、本方法は第一および第二成分が相互作用する際に生じる反応物の有
無、あるいは変化を検出する工程を含む。例えば、第一成分は酵素であり第二成分は基質
あるいは補酵素である。第一および第二成分の相互作用は反応物質量の有無あるいは変化
を検出することによって監視される。
【００６３】
　更なる態様において、本方法は第一および第二成分の相互作用と関連した表現型、細胞
機能あるいは細胞外機能の有無あるいは変化を検出する工程を含む。
【００６４】
　更に別の態様において、相互作用は第一および第二成分を結合する工程を含む。
【００６５】
　典型的な第一および第二成分は細胞内分子、高分子、代謝産物、ポリマー、タンパク質
（例えば、受容体、リガンド、酵素、細胞骨格タンパク質、シグナル伝達タンパク質、イ
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オンチャネル、オルガネラ膜タンパク質、あるいは細胞膜タンパク質）、ポリペプチド、
ペプチド、核酸、核酸塩基、ヌクレオチド、小胞、細胞膜成分、細胞小器官およびそれら
の組み合わせからなるグループから別々に選択される。
【００６６】
　ある態様において、薬剤は第一あるいは第二成分の作動薬、拮抗薬、あるいは阻害剤で
ある。
【００６７】
　別の態様において、薬剤はシグナル伝達経路を調節する。
【００６８】
　ある態様において、薬剤は代謝経路を調節する。
【００６９】
　更に別の態様において、第一成分は細胞内受容体であり第二成分は細胞内受容体と結合
するリガンドである。
【００７０】
　本発明は更に細胞内成分と結合する薬剤をスクリーニングする方法を提供する。この方
法は細胞内成分を含有する細胞を候補接着剤と接触させ、細胞を細胞に孔を形成する条件
下で上述のようなチップ電極を使用した集中電場に暴露し、更に成分に対して薬剤の結合
を検出する工程を含む。ある態様において、薬剤および／または細胞内成分は標識化され
更にその方法は薬剤と細胞内成分との複合体の形成を検出する工程を含む。あるいはまた
は追加的に、この方法は結合と関連した表現型を検出する工程を含む。別の態様において
、この方法は細胞内成分が薬剤と結合する際生成された反応物質を検出する工程を更に含
む。ある態様において、シグナル伝達分子（例えばＣａ２+、ｃＡＭＰおよびＫ+など）の
レベルを増加させる反応を構成する。細胞内成分は細胞内受容体、細胞膜分子の細胞質ド
メインあるいは酵素を含むがこれに限定されない。
【００７１】
　本発明の目的及び特徴は以下の詳細な説明及び添付の図面を参照してより一層理解され
得る。
【詳細説明】
【００７２】
　本発明は標的および非標的分子、高分子、および／または細胞からなる集団に存在する
一つあるいはそれ以上の生物学的標的に対して物質の局所的輸送用の中空－チップ－電極
を提供する。本発明はまた一つあるいはそれ以上のこのようなチップを受け入れる電極プ
レート、一つあるいはそれ以上の電極チップからなる電極プレートからなるチップ－電極
プレート、およびチップ電極と一つあるいはそれ以上の生物学的標的、例えば分子、高分
子、および／または細胞などを含有する容器とからなるシステムを提供する。本発明は更
にこのシステムおよびその構成要素を使用する方法を提供する。好適な一態様において、
このシステムは細胞および細胞構造における空間的に限定されたエレクトロポレーション
のために利用される。本発明は更に細胞内標的に作用する薬剤（例えば薬物）のスクリー
ニングの処理能力を高める。
【００７３】
　定義
　以下の説明に使用される特定の用語に対して以下に定義する。
【００７４】
　明細書および請求項に記載される、単数形「一つの」および「該」はその内容が明確に
他に指示がないかぎりは複数の記載を含む。例えば用語「細胞」は複数の細胞を含み、そ
の混合物も含む。用語「タンパク質」は複数のタンパク質を含む。
【００７５】
　次の用語「微小チャネル」は二つの壁部、底部、少なくとも一つの入り口および少なく
とも一つの出口からなる基板内の溝を示す。一態様において、微小チャネルはまた屋根を
備える。用語「微小」は寸法の下限値を意味せず、用語「微小チャネル」は通常「チャネ



(24) JP 5103185 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

ル」と同義的に使用される。好適には、微小チャネルは約０．１μｍから約１０００μｍ
、より好適には約１μｍから約１５０μｍの範囲の寸法である。
【００７６】
　次の用語、「微小流体基板内の一つあるいはそれ以上のチャネルに対して標的を走査す
る」ことは基板内の少なくとも一つのチャネルから複数の液体流に対して標的を暴露する
ことである。これはその流れを提供する固定基板内の一つあるいはそれ以上のチャネル出
口を通過する標的を移動することにより、あるいは固定標的に対して基板を移動すること
により、基板の一つあるいはそれ以上のチャネル出口からの流れに対して標的が暴露され
て走査が可能となる。また基板および標的の両方を移動させることでも走査は可能である
。単一チャネルから複数の液体流に対する暴露は、単一チャネルから異なる液体流（例え
ば、異なる薬剤、あるいは同じ薬剤の異なる投与量、あるいはバッファ流および薬剤を含
有する液体流の交互な流れ、あるいはそのいずれかの組み合わせ）を提供することにより
、および／または標的に近接するチャネルの出口からの液体流を間欠的に停止することに
より実施される。標的が固定される態様において、走査は一つあるいはそれ以上のチャネ
ルの圧力を変化させることにより実施される。走査工程中に上記の走査機構を組み合わせ
ることができ、この組合わせの多様性は明らかであり、本発明の範囲内に包含される。
【００７７】
　次の用語「タンパク質」は限定されない酵素、糖タンパク質、ホルモン、受容体、抗原
、抗体、成長因子等などを含むいずれかのタンパク質を意味するがこれに限定されない。
ここで好適なタンパク質は少なくとも２５アミノ酸残基からなり、より好適には少なくと
も３５アミノ酸残基からなり、更に好適には少なくとも５０アミノ酸残基からなるものを
含む。「ポリペプチド」および「タンパク質」はここにおいては通常アミノ酸残基のポリ
マーを意味するための交換可能な用語として使用される。
【００７８】
　次の用語「ポリペプチド」はペプチド結合される複数のアミノ酸を示す。アミノ酸はＤ
－アミノ酸、Ｌ－アミノ酸、及びそれらの組合わせ、更にそれらの変性型が含まれる。次
の用語、ポリペプチドは約２０アミノ酸よりも多いものを意味する。用語「ポリペプチド
」は通常は用語「タンパク質」と交換可能に使用されるが、しかしながら用語、ポリペプ
チドはまた２０アミノ酸以上の不完全なタンパク質（一つのタンパク小片）を意味する。
【００７９】
　次の用語「受容体」はリガンド分子と特異的に相互作用可能な高分子を意味する。受容
体は脂質二分子膜、例えば細胞膜、ゴルジ膜、ミトコンドリア膜など、あるいは核膜と結
合されるか、あるいは細胞質内において会合分子としてあるいは自由分子として存在する
か、あるいは基質上に固定される。
【００８０】
　次の用語「と連通して」は別のシステムあるいはシステムの構成部品から入力データを
受信し且つ入力データに対応して出力応答を提供するシステムあるいはシステムの構成部
品の能力に関する。「出力」とはデータ形式か、あるいはシステムまたはシステムの構成
部品による活動形式となる。例えば、「走査機構と連通する」プロセッサは信号形式でプ
ログラム命令を走査機構へ送信し上述のような多様な走査パラメータを制御する。「計測
チャンバと連通する検出器」は計測チャンバからの光学的信号（光）を受信するために計
測チャンバに充分に光学的に近接した検出器を意味する。「標的と連通する光通信におけ
る光源」は標的からシステム検出器に対して光路を形成し標的の光学特性を検出器により
検出可能なように標的に対して充分に近接した光源を意味する。
【００８１】
　以下の用語、「計測可能な応答」は所定の技術に適した制御を利用することで背景技術
とは有意に異なる応答を意味する。
【００８２】
　以下の用語、「電極」は電気信号を送信するかあるいは伝導する装置を意味する。
【００８３】
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　以下の用語、「標的の至近距離にある」あるいは「標的に近接した」チップ電極という
のは、チップ電極の出口端部が標的（例えば、細胞あるいは細胞構造）に対して適切な距
離で配置され、標的の電気特性を一時的に変化させる（例えば、細胞膜の誘電特性を変化
させたり、細胞膜に孔を形成する）ことを意味する。好適には、前記至近距離とは１ｍｍ
未満である。
【００８４】
　以下の用語、「電解質溶液」はチップ電極内部の溶液を意味する。この用語は電解質の
実際の組成あるいはイオン強度に対して限定されることなく使用可能である。
【００８５】
　以下の用語、「処理液」は細胞あるいは細胞構造の周囲の溶液あるいは媒体を意味する
。
【００８６】
　以下の用語、「少なくとも一つの標的に対して集束される電場」、あるいは「少なくと
も一つの細胞あるいは細胞構造に対して集束される電場」とは、電場が一つあるいはいく
つかの標的／細胞／細胞構造上に集束され、これらの電気特性が周囲の標的／細胞／細胞
構造に対して何ら影響を与えることなく実質改質されることを意味する。
【００８７】
　以下の用語、「絶縁破壊および孔形成されるのに充分な強度」とは、エレクトロポレー
ションに必要とされる実質的で正確な電場を意味する。
【００８８】
　以下の用語、「高度に集束された」電場は空間的に限定された電場を意味し、この電場
はほとんどの場合軸方向寸法あるいは側方向寸法のいずれかにおける強度が不均一である
。
【００８９】
　以下の用語、「調節可能な電場」は極性、位相、周波数、振幅（電圧あるいは電流）あ
るいは時間に関して変更可能な電場を意味する。
【００９０】
　以下の用語、「空間的に限定された」エレクトロポレーションは表面上あるいは溶液中
の細胞群など選択された領域のエレクトロポレーションであり、ここで同じ溶液中あるい
は表面上の別の細胞群は処理されないことを意味する。
【００９１】
　以下の用語、「生体膜」は生物学的区画を包囲する脂質二重層を意味し、且つ天然細胞
膜あるいは人口細胞膜（例えばリポソーム）、膜小胞、あるいはその一部を包む。この用
語「生体膜」は細胞全体を包囲する膜（例えば細胞膜）、細胞の一部を包囲する膜、人口
細胞を包囲する膜、人口細胞の一部を包囲する膜を包含し、更に細胞小器官の膜を包含す
る。
【００９２】
　以下の用語、「ガラス」は材料の膨大な分類のうちのいずれかを意味し、この材料は典
型的には酸化ホウ素、酸化アルミニウム、あるいは五酸化リンとケイ酸塩とを溶解して形
成されるがこれに限定されない。
【００９３】
　以下の用語、「標的の電気特性を改質させる非平面状要素からなる実質的に平坦な基板
あるいはプレート」とは、要素の表面が基板の表面に対して隆起するかあるいは低下した
要素からなる基板を意味し、ここで要素は実質的に平坦な基板の表面に対して、且つ互い
に対して異なる平面上に存在する少なくとも二つの先端部からなる。
【００９４】
標的化および送達システム
　本発明のシステムは少なくとも一つのチップ電極と標的を受け入れる容器とからなり、
この容器はチップ電極により生成された電場に対して選択的に暴露されることで標的の特
性を改質させる。例えば、本発明のチップ電極はそれに近接した細胞膜あるいは細胞内膜
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における誘電特性を改質させることができ、それによってその膜に孔を形成することがで
きる。
【００９５】
　更に、本発明のチップ電極はまた薬剤を送達する、あるいは標的が浸される溶液の条件
（例えば、ｐＨ、イオン強度など）を変更するための送達装置を提供する。図２Ａ－Ｃに
図示されるように、一態様において、チップ電極はピペットチップおよび電極の両方の特
性を有する。これらの特性を組み合わせることにより、チップ電極内部の電極による電場
の生成および薬剤送達は電場に対する暴露（例えば細胞膜における孔の形成）および薬剤
との相互作用（例えば孔を通過する薬剤の内在化）を最適化する方法で調整される。
【００９６】
　ある好適な一態様において、システムは更に少なくとも一つのチップ電極を受け入れる
電極プレートからなる。この電極プレートは複数のチップ電極と組み合わせて、チップ電
極の配列を形成し、電場および／または薬剤に対して同時にあるいは連続して（あるいは
これらを組み合わせて）暴露させる。
【００９７】
　操作において、装置は電流あるいは電圧を送達する電源に連結され、且つ好適には薬剤
の正確な量を送達可能にするポンプに連結される。例えば図１を参照。更に、自動分注ロ
ボット装置および読み出し用プレート読み出しシステムがこの最適化された装置と連結可
能である。本発明のシステムの構成部品は以下の詳細に記載される。
【００９８】
チップ電極
　チップ電極は薬剤を送達するおよび／または標的の溶液環境における条件を変更するた
めの内腔部を画定するケース部材からなる。このケース部材は短いキャピラリ、小さいパ
イプ、あるいはピペットチップ形状である。適切なケース部材材料として：ガラス、石英
ガラス、プラスチック、セラミック、エラストマー、ポリマー、金属、あるいは他の適切
なもの、好適には非導電性材料が含まれるがこれに限定されない。一態様において、チッ
プ電極ケース部材は薬剤が送達される開口部を備える標的対向端部からなる。このチップ
電極は更にチップ電極の標的対向端部に近接する標的を電場に暴露させる固体導電性表面
からなる。
【００９９】
　好適には、チップ電極の内腔部は非固体導電媒質からなる。この非固体導電媒質は液体
、ペースト、ポリマー、およびジェル、樹脂などの半固形培地等が存在する。一態様にお
いて、非固形導電媒質は電解質溶液である。別の態様において、媒体は生理的緩衝液から
なる。一態様において、媒体は一つあるいはそれ以上の薬剤からなり、チップ電極の標的
対向端部の開口部を介して標的に送達される。チップ電極の注入あるいは充填は標準的な
技術を利用して実現可能である。例えば、電解質溶液はケース部材の標的対向端部におけ
る開口部から、あるいは標的対向端部から遠位にあるケース部材の端部における後方開口
部（「受け入れ側」）からチップ内に注入される。重力流、圧力に基づくポンプ機能、あ
るいは別の手段が使用される。
【０１００】
　好適には、薬剤の送達は導電性表面から媒質を通過して伝達される電流あるいは電圧の
送達と同期化される。
【０１０１】
　導電性表面はケース部材から取り外し可能な要素であるかあるいはケース部材に一体化
される構成部品である。図９Ｄを参照。一態様において、チップ電極の導電性表面はロッ
ド、シリンダー、ワイヤ、あるいはチップ電極の内腔部内に適合可能な別の導電性構造体
の形状である。例えば、導電性構造体はケース部材の受け入れ側内に挿入可能であり、且
つケース部材の内腔部における導電媒質と接触される。導電性表面は受け入れ側において
一つあるいはそれ以上の連結部を介して電源に接続され電圧あるいは電流パルスを導電媒
質を介して伝送される。受け入れ側の開口部は更に液体分配装置と連通し、チップ電極に
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よる電場の生成とケース部材の標的対向端部からの一つあるいはそれ以上の薬剤の送達が
同期化される。しかしながら、導電構造体はチップ電極のケース部材の内腔部の内部にお
けるどのような場所にも配置可能である。
【０１０２】
　別の態様において、チップの導電部はケース部材の壁部を貫通するワイヤとすることも
できる。例えば、導電性構造体はケース部材の外側においてリングプレートに対して接続
されるワイヤ（図９Ａ）、あるいはケース部材の壁部の片側（図９Ｂ）あるいは両側（図
９Ｃ）を貫通するロッドである。
【０１０３】
　しかしながら、更なる態様において、チップ電極の導電性表面はそれ自体がケース部材
の一部である。例えば、ケース部材の内壁は、少なくとも一部が導電性であり電解質溶液
と接触する表面からなる。例えば図９Ｅ参照。
【０１０４】
　ケース部材の電極表面は多数の限定されない方法により提供される。例えば、導電材料
からなるケース部材は外側を絶縁膜で被覆される。非導電性材料からなるケース部材の内
側を金属あるいは導電ポリマーに限定されない、いずれかの導電性材料で被覆することも
可能である。ケース部材の内側は導電ポリマーで全体あるいは一部が被覆される。一態様
において、ケース部材の標的対向端部は被覆可能である。ケース部材に対する電気的接続
はケース部材の導電性表面を介し、且つ集束された電場を標的に送達する電解質溶液を介
して伝送される。
【０１０５】
　ケース部材は先細の標的対向端部を構成する外径および／または内径を変更可能に構成
される。あるいは、ケース部材は別の円筒形の端部からなる。特定の標的に対して最適な
方法でチップ電極により生成される電場を最適化するケース部材の内径および外径におけ
る多様化および標的対向端部におけるあらゆる設計が可能である。例えば、チップ端部の
設計はチップ電極によりエレクトロポレーションされる細胞の数および大きさに対して変
更可能である。
【０１０６】
　図４はチップ電極の標的対向端部の形状についての限定されない多様な変更例を示す。
上段の図は均一な内径を有し且つ外径を変化させる、すなわち外径を均一、縮小あるいは
拡大させたチップ電極を示す。下段の図は内径を縮小させ、且つ外径を縮小、均一あるい
は拡大させたチップ電極を示す。
【０１０７】
　好適には、チップ電極の長さは用途に応じて、約５０ｃｍ未満、約２５ｃｍ未満、約１
０ｃｍ未満、約５ｃｍ未満、約１ｃｍ未満、約５００μｍ未満、約２００μｍ未満、約１
００μｍ未満、１０μｍ未満、および約１μｍ未満である。通常は、チップ電極の標的対
向端部の開口部の直径は約１ナノメートルから約数千マイクロメートルであり、例えば５
０ｎｍから５０００μｍなどである。少数の細胞のエレクトロポレーションに関して、内
径が５０～２０００μｍであり外径が６０～５０００μｍであるチップがよく使用され、
一方、単一細胞および細胞小器官のエレクトロポレーションに関して、外径が０．０３～
５０μｍであり内径が０．０２５～４９μｍを有するチップが適切である。
【０１０８】
　チップ電極は多様な加工方法を使用して形成される。例えば、チップ電極はフィラメン
トに備え付けられた標準的な牽引装置を利用して引き伸ばされた出発原料を溶解し更にそ
の材料を引き伸ばして適切な大きさのチップを形成することによって形成される。石英あ
るいは石英ガラスなど非常に溶融温度が高い材料に関して、炭酸ガスレーザーあるいはタ
ンタルフィラメントを装備した牽引装置が好適に使用される。このような加工方法は少数
のナノ電極を製造するのに適する。あるいは、化学エッチングまたはフレームエッチング
、化学あるいは非化学気相堆積法、熱成長、電解重合法などの電解重合技術あるいはイオ
ン注入が適切な大きさのチップを微細加工することに利用される。以下に説明される、所
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定の態様において、チップ電極は電極プレートの内蔵部品として加工される。
【０１０９】
　本発明のチップ電極は一つあるいはそれ以上の膜非透過性剤の細胞内送達に利用可能で
ある。チップ電極を通して送達される電気パルスはチップ電極の末端の外側において小さ
く、集束した、調節可能な電場を生じさせる。チップ電極が膜、例えば細胞膜あるいは細
胞内顆粒の膜などから適切な距離に配置される際、この電場は膜に孔を形成させるのに充
分である。
【０１１０】
　電解質充填チップ電極の出口に形成される電場は一定電流密度で絶縁面における円板電
極前面に対する溶液中の電位の変化を計算する電気化学的課題に対しての解決手段を利用
して査定される（ＮａｎｉｓおよびＫｅｓｓｅｌｍａｎｎ，Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ
．Ｓｏｃ．１１８：４５４－４６１，１９７１）。チップ電極の対称軸に沿って溶液中へ
延伸する電場の大きさは、以下の式で示され：
【０１１１】

【数１】

【０１１２】
　ここでＺはチップ電極の出口からの微小距離であり、ｚ／ａに関し、ｚはチップ電極出
口からの距離であり、ａはチップ電極の半径である。Ψはボルトに印加された電位であり
、Ｌｃはチップ電極の長さである。この方程式は以下の式（４）のチップ電極の外側にお
ける円柱軸に沿った電位降下を見出すために積分することが可能である。
【０１１３】

【数２】

【０１１４】
　方程式（３）から得られる電場強度は細胞膜全体の膜電位を計算する方程式（１）に挿
入可能である。
【０１１５】
　チップ電極の大きさ、あるいは電場パラメータを変更することにより、電場影響領域が
変更され、従って細胞の塗布の際に、電場に対して暴露された、あるいは標的化された細
胞の数およびチップ電極内への液体の送達（従ってチップ電極内の薬剤）が制御可能とな
る。すなわち、単一細胞、複数の細胞、あるいは大量の数百万の細胞が標的化される。こ
のチップはまた標的対向端部に近接するチップの部分に穴を備えることにより、電場を三
次元に拡散し懸濁細胞のエレクトロポレーションを可能にすることもできる。例えば図９
Ｆ参照。
【０１１６】
　好適な一態様において、チップ電極は一つあるいはそれ以上の対極と電気通信される。
対極はチップ電極に対して、例えば二次元あるいは三次元で移動可能である。別の態様に
おいて、チップ電極は対極に対して移動可能である。また別の態様において、チップ電極
および対極の片方あるいは両方が標的に対して移動可能である。更に別の態様において、
対極はチップ電極に対して固定した位置関係にある。
【０１１７】
　図９Ｂは対極の形状について限定されない変更例を示す。単一のあるいは複数のワイヤ
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あるいはロッドとして、チップ電極が中央に配置される円柱として、中央にチップ電極を
有するリング状ワイヤとして、あるいは小さいプレート電極として形成される。図９Ｃは
本発明の別の態様の対極を示し、エレクトロポレーション／薬剤送達のための標的を含有
する容器内に設置されている。この対極は容器内に個別素子としてあるいは細胞のような
標的を含有するプレートの被覆導電膜として提供される。
【０１１８】
電極プレートおよびチップ配列
　本発明は一つあるいはそれ以上のチップ電極を受け入れる電極プレートを更に提供する
。チップ電極は電極プレートから取り外し可能か、あるいは電極プレートの一部として一
体化される。電極プレートはチップ電極が電源装置、点滴装置、ポンプなどの大規模装置
と相互作用する手段を提供する。一態様において、電極プレートはチップ電極とパルス発
生器との接点を構成可能である。電極プレートはシステムにおける全てのチップ電極に対
して同一の電流／電位を伝導することができ、あるいは個別に各チップ電極に対応するこ
ともできる。
【０１１９】
　一態様において、電極プレートは複数のチップ電極を構成し複数の標的を同時に標的化
するおよび／または単一の標的を連続して標的化する（例えば電極プレートを移動するこ
とにより標的が複数のチップ電極に対して次々と暴露される）。
【０１２０】
　好適な一態様において、複数のチップ電極は直線配列として単列に配置される。別の態
様において、複数のチップ電極は二次元マトリクスを形成する複数の配列で配置される。
通常、チップ電極は一つあるいはそれ以上の標的を電場および／または薬剤に対して空間
的に限定され且つ高度に集束された方法において暴露することを促進させる方法で電極プ
レートに配置される。一態様において、チップは標的が局在化するスポットに電場が集束
されるよう配置される。例えば、チップはチップの中心間の距離が工業規格マイクロタイ
ター皿の中心間の距離に対応するよう電極プレート上に配置される。標的容器、例えばペ
トリ皿、マルチウェルコンテナ、およびその類の構造に基づき別の適切な配置が設定され
る。
【０１２１】
　チップ電極の標的対向端部間の距離は非常に短く、ほんの数マイクロメートルであるた
め、異なる標的に対する高度な空間分解能が可能である。
【０１２２】
　図２Ｂは標的容器内の複数のウェル／スポットにおいて、細胞などの、標的の並列エレ
クトロポレーション用に整列されたチップ電極の直線配列が示される。図２Ｃは細胞の複
数のウェルあるいはスポットに含有する複数の細胞をエレクトロポレーションするための
二次元マトリクス配列を示す。図Ａ、Ｂ、Ｃに記載される数字はチップ電極及び電極プレ
ートのモジュール形式が示され、これらの構成部品は互いに取り外し可能である。すなわ
ち、ピペットチップ（１）；導電性構造体（チップ電極の電極部品）；および複数のチッ
プ電極用取付けラックを受け入れるための取付けラックあるいはプレート（３）が組み立
てられることによりチップ電極の異なる型は異なる電極プレートに使用可能である。異な
る電極プレートには一つあるいはそれ以上の異なる型のチップが利用され、更に電極構造
の異なる配置が一つのチップ電極に対する単一の型のケース部材で使用可能である。
【０１２３】
　取り外し可能なチップ電極を使用する際、電極－プレートは標的含有表面よりも上方向
の特定の高さに対してチップ電極の垂直配置を形成する。この電極プレートは一つあるい
はいくつかの対極をも包含する。電極プレートの形状はチップ電極の数および適用に従っ
て変更可能である。取り外し可能なチップ－電極に対して電極プレートは図５Ａ～Ｃに示
されるように、導電あるいは絶縁材料の異なる層で形成される。
【０１２４】
　図５Ａ～Ｃは図２に示されるチップ電極を受け入れる電極プレートを示し、取り外し可
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能なチップ電極が例示される。図５Ａは単一チップ電極を受け入れる開口部を備える電極
プレートを示す。図５Ｂは一列のチップ電極用の開口部を備える電極プレートを示し、図
５Ｃは二次元マトリクス配列のチップ電極用のものを示す。電極プレートは所望の数の開
口部を備え且つ中心から中心への距離が所望の距離で設計され、例えばマイクロタイター
プレートに多様な数のウェルで装着させる。電極プレートの二種類の層（導電および絶縁
）および対極は、それぞれの基礎的な特徴、すなわちそれぞれ絶縁膜および導電膜を備え
る条件が満足される限りどのような種類の材料でも加工される。対極の数は用途に応じて
変更される。その数は通常は電場に暴露される（例えばエレクトロポレーションされる）
ウェル／標的の数と相関し、チップ電極の数とは相関しない。個別のウェル中の細胞ある
いは細胞構造の並列エレクトロポレーションに関して、各チップ電極は好適には一つの対
極に提供される。一つの細胞含有貯蔵部における表面の２つあるいはそれ以上のスポット
をエレクトロポレーションに関して、数個のチップ電極が接地される一つのあるいは数個
の対極に対して操作される。結果として、提供されるべき必要な対極の数は適用に応じて
決定される。
【０１２５】
　電極プレートは２つのねじで図示される、電流あるいは電圧発生器と連結するための導
電層との接触点を含む。
【０１２６】
　プレートの導電層に使用される異なる基板材料の限定されない例として、結晶性半導体
材料（例えば、シリコン、窒化ケイ素、Ｇｅ、ＧａＡｓ）、金属（例えば、Ａｌ、Ｎｉ）
、ガラス、石英、結晶性あるいは非晶質絶縁体、セラミック、プラスチック、その他の重
合体（例えば、テフロン（登録商標）などのフッ素重合体、ポリメチルメタクリレート、
ポリジメチルシロキサン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリメチルペ
ンテン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリアリーレート、ポリアリー
ルスルホン、ポリカプロラクトン、ポリエステルカルボネート、ポリイミド、ポリケトン
、ポリフェニルスルホン、ポリフタルアミド、ポリスルホン、ポリアミド、ポリエステル
、エポキシポリマー、サーモプラスチック等）、その他の有機及び無機材料及びそれらの
組み合わせが挙げられる。
【０１２７】
　微細加工技術は非常に膨大な配列の電極装置を製造するのに適する。例えば、チップ電
極からなる電極装置は導電性半導体材料の直接加工により製造可能である。適切な半導体
材料は、炭素材、インジウムスズ酸化物、酸化イリジウム、ニッケル、白金、銀あるいは
金、別の金属あるいは合金、固体導電性ポリマーあるいは金属化炭素繊維に、更に適切な
電気的および機械的特性を備える別の半導体材料を追加して挙げられるがこれに限定され
ない。一態様において、電極装置は基礎的平面炭素、熱分解黒鉛（ＢＰＧ）、ガラス状炭
素などの導電性炭素材料からなる。
【０１２８】
　一態様において、ナノスケール装置を形成する際、配列はＳＴＭあるいはＡＦＭプロー
ブ走査を利用するナノリソグラフィーによりドープされた半導体基板上で構築される。例
えば、金属クラスターは溶液から、あるいはこのような基板上の走査トンネル顕微鏡／原
子間力顕微鏡（ＳＴＭ／ＡＦＭ）チップから電解蒸発により溶着される。この半導体表面
は酸化されるため、ほぼ表面全体が細胞と接触する表面から突出したチップを除いて絶縁
され、従って電極ノイズが最小限となる。
【０１２９】
　チップ電極を構成する電極プレートはまた化学あるいはフレームエッチング、蒸着加工
、リソグラフィーなどにより加工される。
【０１３０】
　本発明の別の態様において、基板は非導電性材料からなり、その中に例えばレーザー光
、放電あるいは電子ビームリソグラフィーなどのリソグラフィーに基づくナノファブリケ
ーション技術、あるいは穴あけ、あるいは爆破により、穴あるいは開口部が形成される。
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この開口部は導電性媒体、好適には炭素繊維、あるいは導電性ポリマーあるいは金属等の
半導体材料で充填される。一態様において、基板は導電性材料（例えば金属コーティング
）で被覆され、更に開口部の周縁部は隆起され細胞膜内に挿入される先細チップが形成さ
れる。別の態様において、開口部の隆起した周縁部のみが導電性である。また別の態様に
おいて、開口部の細胞接触表面のみが導電性である。
【０１３１】
　電極プレートに挿入される取り外し可能なチップ電極は単一、一列、二次元マトリクス
のチップ電極として図６Ａ～Ｃに図示される。図６Ａ～Ｃは単一（Ａ）、数個（Ｂ）、お
よび複数（Ｃ）のチップ電極用の電極プレートに取り付けられるチップ電極を示す。図６
Ｂおよび６Ｃは各チップ電極に対して個別のウェルにおけるエレクトロポレーションを示
す。
【０１３２】
　図３Ａ～Ｃにおいて異なる態様が図示される。図に示されるように、所望の量の並列チ
ップ電極が単一ユニットとして製造され、このユニットは実質平面状プレートとその上に
組み立てられた非平面要素とからなりこの非平面要素はチップ電極を形成する。このプレ
ートは図に示されるように、異なる層に対して分離可能である。
【０１３３】
　一態様において、プレートの最上層は標的に送達されるための薬剤の貯蔵部を備える。
好適には、貯蔵部は導電性表面あるいは構造からなる。貯蔵部の内壁は導電性材料で製造
されるため貯蔵部全体が電極として作用し、あるいは電極がワイヤ、ロッドあるいは別の
導電性構造体を構成し各ウェルにおいて露出される。第二の層は、好適には一定の間隔で
あけられ、第一層における各貯蔵部上方の中心に開口部を有する突起部、あるいはチップ
を形成することによりプレートの他の部位よりも隆起される領域を構成する。これらの隆
起した領域は貯蔵部に連通する内腔部を画定する内壁部を構成する。好適には、内腔部は
導電媒質からなり電極および薬剤含有貯蔵部から電圧あるいは電流を伝送する。より好適
には、プレートから遠位にある非平面要素端部は先細に形成され貯蔵部から送達される薬
剤の局部化を促進させる。
【０１３４】
　図３Ａ～Ｃに示されるように、第三層が追加され対極を構成する。一態様において、チ
ップ電極を形成する各非平面要素は対極層を含む。このような配置は例えば、チップが電
場をマイクロタイター皿の各ウェルに提供し、例えばエレクトロポレーションを実施する
際に適する。あるいは、一つあるいは数個の対極が、例えばある融合性細胞培養における
数個のスポットあるいは場所のエレクトロポレーション用に提供される。この態様におい
て、対極は一つあるいはそれ以上の標的要素（例えば、標的細胞）と共に多様な非標的要
素（例えば非標的細胞）が含まれる標的容器の底面に設置される。例えば、対極は培養皿
あるいは別の基板の底面に設置される。チップ電極および単一あるいは複数の対極は単一
あるいは数個の電流あるいは電圧発生器に連結され電場を伝送する。一つあるいは数個の
対極は例えば一つの融合性細胞培養における数個のスポットあるいは場所のエレクトロポ
レーションに対して提供される。この態様において、対極は一つあるいはそれ以上の標的
要素（例えば、標的細胞）と共に多様な非標的要素（例えば非標的細胞）が含まれる標的
容器の底面に設置される。例えば、対極は培養皿あるいは別の基板の底面に設置される。
チップ電極および単一あるいは複数の対極は単一あるいは数個の電流あるいは電圧発生器
に連結され電場を伝送する。
【０１３５】
　図３Ａ～Ｃはチップ電極が一つのプレートに並列に配置される実施例を示す。このプレ
ートは３つの層を構成し、（１）層は電極および電解液貯蔵部の両方として作用し且つ少
なくとも一部が導電材料からなるウェルを含み、（２）層は（１）層のウェルに対応する
並列チップを備える非導電層であり、（３）層は対極層であり、ここで各チップ電極に対
するそれぞれ別個の環状対極が図示される。図３Ａはこの形式で加工された一つのチップ
電極の拡大図を示し、図３Ｂは二次元マトリクスの並列チップ電極を備えたプレートを示
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す。層の数および電極の形状は大きいあるいは小さい電極領域のどちらが適切かにより変
更可能である。例えば、フィラメントはプレート内に成形されあるいは埋め込まれる一方
、チップ電極全てにおいて同じ電極領域が露出される。
【０１３６】
　更に、微小流体チャネルシステムはチップ電極の最上層に備えられる。このようなチャ
ネルはより有利な送達方法が可能となり、例えば薬剤のプラグの送達法、緩衝液から分離
させた送達法、あるいはいくつかの異なる薬剤の連続送達法等が可能となる。
【０１３７】
標的容器
　上述したように、本発明のシステムはチップ電極あるいはチップ電極プレートにより提
供される条件あるいは薬剤および電場に暴露させる一つあるいはそれ以上の標的を含有す
る標的容器からなる。「容器」と記載したものの、標的容器は壁部を構成する必要はなく
実質平面状の基板、例えばスライドガラス、微小流体チップ、あるいは膜など、標的が比
較的局部化され、例えば電場および／または薬剤の送達に対して標的化され暴露されるの
に充分な一定期間、基板上の位置に安定して設置されるよう提供される。一態様において
、標的は複数の非標的要素により包囲され、例えば、標的は懸濁液中の、培養皿の底部に
接着された、あるいは組織切片あるいは組織移植片における、細胞集団中の一つあるいは
それ以上の細胞である。細胞は初代細胞培養あるいは株化細胞培養由来、あるいは切開組
織由来である。一態様において、標的容器はマイクロタイタープレートである。
【０１３８】
　多様なウェルの数および寸法のプレートの例を図７Ａ～Ｄに示す。これらの図は、単一
スポットがエレクトロポレーションされ（図７Ａ）、あるいは数個のスポットがエレクト
ロポレーションされ（図７Ｂ～Ｄ）、且つ別個のウェルが使用され（図７ＢおよびＣ）、
あるいは大規模な融合培養（図７Ｄ）が使用されたかどうかに基づきエレクトロポレーシ
ョン前および／または後の細胞を培養した異なるプレートを例示する。
【０１３９】
　好適には、商用自動ワークステーションに適したプレート、例えば、ロボット操作分注
装置あるいはプレートリーダーが使用される。細胞は融合性培養として、あるいは細胞プ
レートの界面化学または地表地形あるいはその両方により画定された設計パターンで成長
可能である。エレクトロポレーション実験の最適な読み出しに関して、細胞培養プレート
は好適には光学的透過性材料で製造される。更に微小流体チャネルが一体化された細胞培
養プレートを設計し、液体送達をより促進させ、例えば、エレクトロポレーションされた
細胞を緩衝液で洗浄あるいは表面還流させるかあるいは制御された様式で細胞に対して薬
物を供給することも可能である。微小流体液は以下に更に詳細に説明される。
【０１４０】
微小流体チャネル
　標的化／送達システムにおけるいくつかの部位に対し液体送達用の微小流体チャネルを
構成し、たとえば取り外し可能なチップ電極が使用される場合には細胞培養プレート、電
極プレート、またはチップ電極プレートが挙げられる。液体送達用および／または液分配
用の微小流体チャネルと導電性電極とのネットワークは電極プレートの一部として加工さ
れたあるいは取り付けられた選択された数のチップ電極に対してパターン化され直接接続
される。あるいはまたは追加して、微小流体チャネルは標的容器／細胞培養プレートに一
体化される。これは図１１Ａ～Ｃに図式的に図示される。
【０１４１】
　例えば、微小流体チャネルは図１１Ａに図示されるように、チップ電極プレートに一体
化され、あるいは図１１Ｂに図示されるように電極プレートに一体化され、薬剤のプラグ
の投与あるいはチップ電極を介して一つあるいはいくつかの薬剤を連続して送達する。微
小流体チャネルはまた図１１Ｃに示されるように細胞培養プレートに一体化され、細胞周
囲溶液を迅速に交換するかあるいは細胞培養中の溶液を連続的に洗浄／かん流させる。
【０１４２】
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　標的含有溶液、例えば細胞液、あるいはチップ電極プレートまたは電極プレート中の溶
液貯蔵部などに対しての溶液の微小流体送達は基板中に一つあるいはそれ以上の微小チャ
ネルを加工することにより実施され、このチャネル出口は溶液を含有する標的容器のそれ
ぞれ対応する部分（「標的貯蔵部」）あるいは電極プレートの貯蔵部（「電極プレート貯
蔵部」）、（総称して「貯蔵部」）と交差するかあるいはその中に注がれる。基板は以下
に詳細に記載される二次元構造体として構成可能である。基板は通常、一つあるいは数個
の貯蔵部と交差する出口部を備える複数の微小チャネルを構成する。
【０１４３】
　一態様において、各微小チャネルは少なくとも一つの注入口（例えば試料あるいは緩衝
液の受け入れ用）を構成する。好適には、注入口は基板上の配置および形状を工業規格マ
イクロタイタープレートにおけるウェルの配置および形状に一致させた容器からの溶液を
受け入れる。微小チャネルはこの分野においてルーチンな方法、例えば高度反応性イオン
エッチング、ソフトリソグラフィーなどを使用して製造される。チャネル幅は以下に詳細
に記載されるように用途に基づいて変更可能であり、通常は約０．１μｍ～約１０ｍｍの
範囲、好適には約１μｍ～約１５０μｍの範囲であり、一方で貯蔵部の寸法は貯蔵部内に
供給されるチャネル出口の配置に基づき変更可能である。
【０１４４】
　好適には、微小チャネルおよび貯蔵部内に含有される溶液は迅速に且つ効率的に置換さ
れ且つ交換される。迅速な溶液の交換は多様に異なる微小チャネルネットワーク配置を利
用して達成される。一態様において、複数の微小チャネルは貯蔵部内に集中しあるいは供
給され、一方別の態様において、複数の微小チャネルは単一チャネル内に集中しその単一
チャネル自体が貯蔵部に集中する。この複数の微小チャネルは薬物および緩衝液送達用の
チャネルがそれぞれかみ合うよう構成される。
【０１４５】
　微小チャネルは試薬、薬物、細胞内在化剤等を細胞から送達し且つ回収するのに使用さ
れる。貯蔵部からの送達および回収は、適切に設計されると、極度に速い、例えばマイク
ロ秒以下で実施される。更に、微小流動ネットワークは基板の微小チャネル中の薬物の勾
配を形成するよう特定の方法で設計可能である（例えば、Ｃｈｉｕ　他、ＪＡＣＳ）。典
型的な構造を以下に記載する。
【０１４６】
平面的放射状スポーク－車輪型
　この構造において、多量の（例えば９６～１０２４）の微小チャネルが放射状スポーク
として配置され約１０μｍ～約１０ｍｍの範囲の寸法を有する貯蔵部内に集中する。使用
される微小チャネルの数は工業規格マイクロタイタープレートにおける試料ウェルの数、
例えば９６～１０２４のウェルに適合するよう選択される。ウェルプレートから投入され
た数に適合する数の微小チャネルに加えて、好適には少なくとも２つの追加した微小チャ
ネルがあり、一方は緩衝液送達用であり他方は廃棄物除去用である。
【０１４７】
　チャネルから液体を取り込むことにより貯蔵部に含まれる液体を効率的に交換するため
に、投入チャネル及び廃棄チャネルの間の角度は最適化される。液体混合および置換はこ
の角度が約１８０°である時に最適化され、またこの角度が０°に向かって減少するに従
って徐々に悪化する。流速が高くなるにつれて（ｃｍ／ｓ～ｍ／ｓ）、この角度の効果は
徐々に重要となり、一方流速が低くなるにつれて、投入チャネルおよび廃棄チャネルの間
の角度は重要でなくなる。
【０１４８】
　高い流速で液体の置換の効率を最大にするために、全ての投入チャネルが共通の廃棄チ
ャネルを共有するよりも、放射状チャネルの数を増加させることによって各投入チャネル
がそれに対応する廃棄チャネルをそれぞれ有するようにする。この形式において、投入チ
ャネルと出口チャネルとの間の角度は全て約１８０°であり、最適な液体置換を確実にす
る。分岐したチャネル形状を使用することを含む別の方法について以下に更に記載する。
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【０１４９】
分岐加入形式
　この形式において、好適には２つのチャネルのみが貯蔵部に直接連結され、一方は化合
物送達用であり、もう一方は廃棄物用である。全ての投入チャネルを分離し且つ各投入チ
ャネルの出口が貯蔵部に供給されるよう集中する代わりに、チャネルは分岐形状で配置さ
れる。９６－１０２４ウェルプレートと連動して、単一送達チャネルが多数の投入微小チ
ャネルと連結し、各投入チャネルは９６－１０２４ウェルプレートの異なるウェルからの
投入を受け入れる。貯蔵部内へ多量な化合物の迅速な吸引における送達は、化合物を含有
する液体が制御され多重化されることにより、単一チャネル内に送達され貯蔵部に直接供
給されることで実現される。
【０１５０】
　この形式の好適な一態様において、「魚の骨」構造が形成され、薬物送達微小チャネル
に相当する各「骨」がバッファ容器に接続される主要な「脊椎」チャネルと交差する。貯
蔵部に対して迅速で連続した薬物およびバッファの送達は、最初に薬物送達微小チャネル
の一つに正圧を印加した後にその微小チャネルからバッファを含有する主要微小チャネル
に対してサンプルのプラグを導入することで実施される。このプラグはバッファ容器に対
して正圧を印加することで貯蔵部に導入され、このバッファ容器はプラグを貯蔵部に運搬
した後にバッファ溶液で洗浄される。このサンプルとバッファの送達サイクルは異なる微
小チャネルに含まれる異なるサンプルで繰り返される。（サンプル送達用およびバッファ
送達用）微小チャネルの寸法（幅および厚さ）は非常に多様化され、典型的な寸法は約１
～１００μｍであり、好適には１０～９０μｍである。流速もまた変化可能であり、好ま
しくはμｍ／ｓからｃｍ／ｓの範囲である。
【０１５１】
　圧力は等方性であるため、正圧あるいは陰圧を印加すると、いずれか特定の方向を優先
することなく圧力降下に従って液体は流れる。従って、好適には受動逆止弁が薬物送達微
小チャネルと主要バッファチャネルとの間の接合部に一体化される。これらの一体型逆止
弁はバッファ容器に対して正圧が印加される際、主要バッファチャネルから各薬物送達微
小チャネルに対する流れを遮る一方、サンプルを各薬物送達微小チャネルに提供する容器
に対して正圧が印加される際にはこれら各薬物送達微小チャネルから主要バッファチャネ
ルに対して流れるようにする。微小流体バルブと同様にポンプ機構に関し多数の適切な設
計が存在する。
【０１５２】
　簡便に実施できるおかげで圧力により流れを制御することについて以下に強調するが、
液体を微小チャネルに運搬するために多くの適切な手段が可能であり、圧力制御流、電気
浸透流、表面張力制御流、移動壁制御流、熱勾配制御流、超音波流、およびせん断制御流
が含まれるがこれに限定されない。これらの技術は公知である。
【０１５３】
バルビングおよびポンピング
個別の微小チャネルに対する隔壁の使用
　このスキームにおいて、薬剤源を提供するために各微小チャネルに接続された容器は隔
壁により密閉される。この隔壁は気密シールを形成するため、隔壁を通して挿入される針
あるいはチューブを介して正圧を（例えば空気あるいは窒素と共に）印加すると液体は微
小チャネルを経て貯蔵部中に（例えば放射状微小チャネルが集中するスポーク－車輪の中
心に）注がれる。隔壁を通して挿入される針あるいはチューブを介してわずかな吸引を伴
って陰圧を印加すると液体は反対の方向に回収される。
【０１５４】
　この針－隔壁の一連の配列により各容器は個別に処理可能となり、従って各微小チャネ
ルに対して処理可能となる。このスキームを利用すると各微小チャネル内に含有する液体
を同時に且つ連続的にポンピングおよびバルビングすることが可能となる。微小チャネル
それぞれに対して印加される正圧および陰圧を正確に制御することにより、各貯蔵部内へ
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の液体の流れおよび化合物の送達を制御することができる。微小チャネルに対して個別に
処理する必要のない設計により、単一あるいは数個の圧力制御装置を備える単一あるいは
数個の隔壁だけで充分となる。
【０１５５】
チャネルの寸法の変化による液体抵抗の制御
　個別の隔壁を使用する上記設計は、良好なフレキシビリティおよび制御性を提供するが
、一連の化合物送達および液体流が予め規定される所定の利用に対して、より簡素化され
た設計によってより簡素化され容易に実施することができる。このスキームにおいて、均
一な正圧が全ての容器に対して印加され、これは例えば単一の隔壁を介して全ての容器に
対して均一に印加された圧搾空気を使用して、あるいは貯蔵部の入口と出口の間の高さの
差異により生じる重力流を利用して、実施される。各微小チャネルから貯蔵部内への迅速
で連続した化合物の送達は各微小チャネルの液体抵抗を変化させて実現され、この液体抵
抗の変化は各微小チャネルの幅および長さを変更することで容易に実施される。
【０１５６】
　液体抵抗は環状キャピラリーの直径の４乗に対して且つキャピラリーの長さに対して直
線的に増加する。各微小チャネルの寸法を徐々におよび体系的に変化させることにより、
センサ室内の一つあるいはそれ以上のセンサに対して化合物が送達される際の微小チャネ
ル間の時間遅延は制御可能である。
【０１５７】
外部バルブによる液体流の制御
　この構成において、配列ウェルプレートの各ウェルからの化合物が対応する微小チャネ
ルに接続された外部チュービングあるいはキャピラリーを通して導入される。これらの外
部のチュービングあるいはキャピラリーに取付けられた外部バルブは液体流を制御するの
に利用される。多数の適切な外部バルブが存在し、手動、機械的、電気的、空気圧、磁気
的、流体的、あるいは化学的手段（例えばヒドロゲル）により作動するものが含まれる。
【０１５８】
内部バルブによる液体流の制御
　外部バルブによる液体流の制御と比較して、より多くのマイクロチップ付きバルブが利
用される。これらのチップ付きバルブは外部バルブに対して使用される原理とある程度同
じものに基づき、あるいは、ボールバルブ、バブルバルブ、界面動電バルブ、ダイアフラ
ムバルブおよびワンショットバルブなど完全に異なるものが存在する。チップ付きバルブ
を利用する利点として、微小流動システムに一体化させるのに生来適していることである
。特に適するものとして、受動的逆止弁が挙げられ、これは上述のいくつかの設計を実施
するのに好適である（例えば分岐加入形式など）。
【０１５９】
エレクトロポレーションシステム
　一態様において、電場に対して標的を選択的に暴露し且つ一つあるいはそれ以上の薬剤
を送達する標的化および送達システムは細胞および／または細胞内顆粒および／または膜
画分のエレクトロポレーションに適合する。このシステムは高度に空間分解された電場を
提供し膜に囲まれた構造体の膜障壁を物理的に破壊することにより、薬剤の拡散経路を形
成し、この膜に囲まれた構造体の中に導入され、単細胞および細胞小器官などの生化学的
物質を改質する。
【０１６０】
　一態様において、この高度に集束された電場は数ナノメートルから数マイクロメートル
の範囲における外径を有する少なくとも一つのチップ電極を利用して得られる。これは単
細胞および細胞内構造体までもエレクトロポレーションすることが可能である。また、こ
の方法は表面上の単一巨大分子など特定の場所に対して少量の薬剤の配置を制御すること
が可能である。このチップ電極は細かく目盛り付けされたミクロポジショナで個別に制御
されることにより、浸透化された構造体に対して正確な電極の位置合わせが可能となる。
有効な穴あけ時間の間、細胞外媒体あるいは細胞小器官外媒体に添加される細胞非透過性
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溶液が拡散により細胞あるいは細胞小器官の内部に導入される。
【０１６１】
　別の態様において、少なくとも二つのチップ電極からなるエレクトロポレーションシス
テムが提供される。電極間の距離が非常に短い二つの電極により形成された高度に集束さ
れた電場が使用されるため、ナノメートルからマイクロメートルの範囲内に離れて存在す
る標的へのエレクトロポレーションおよび薬物送達が可能となる。当然、より遠く離れた
距離、例えばミリメートルあるいはセンチメートルまで離れて配置される標的に対しても
可能である。例えば、このシステムは多数の標的を並列形式でエレクトロポレーションが
可能である。電場および薬剤送達のパラメータは個別に各チップ電極に対して制御可能で
ある。一態様において、チップ電極は三次元空間で移動可能であり、一方別の態様におい
て、少なくとも二つのチップ電極が互いにｘ軸方向およびｙ軸方向に対して固定される。
【０１６２】
　図１は本発明の一態様のチップ電極を使用したエレクトロポレーションシステムを示す
概略図である。このシステムは、電極プレート（３）に電気的に接続された固体導電材料
あるいは表面（２）を備える電解液充填チップ電極（１）からなる。この電極プレートは
パルス発生器（４）に接続されチップ電極および接地を介して電流あるいは電圧パルスを
対極（５）へ送達する。チップ電極は細胞液（６）内に設置され、チップ内に含有する溶
液は細胞液内の溶液と接触する。チップ電極に含有する溶液は細胞内に導入される対象と
しての一つあるいはそれ以上の薬剤を補充するのに適した導電媒質である。好適には細胞
液は薬剤以外は同一の溶液かあるいは類似の適切な媒質を含有する。
【０１６３】
　図１に示される実施例において、チップ電極はチップ電極の外側において導電リングプ
レートに接続される内蔵型白金線電極を有するピペットチップから構成される。この導電
リングプレートは電極プレートにおける導電層と接触するよう設置される。この電極プレ
ートは４層からなる。絶縁層は第２の導電層を暴露する小さい領域を有しチップ電極と接
続できるようにする。第３の層は電気パルスを対極、例えば接地から分離するよう絶縁処
理されており、第４層は内蔵型対極、例えば細胞液と接触される例えば接地などの対極を
内在化させた導電層である。チップ電極の設計は上述のように多くの様式で変更可能であ
り、同様に対極の設計も変更可能である。
【０１６４】
　一つあるいはそれ以上の細胞－ローディング剤を含有する液体はなんらかのポンピング
様式により細胞あるいは細胞構造に対して送達可能である。例えば、圧力制御ポンピング
、重力流に基づくポンピング、電気浸透、電気泳動、あるいはそれらの組合わせが利用可
能である。多様な大規模装置は電極プレートと相互接続され、各チップ電極に対して薬剤
および溶液を送達することができる。
【０１６５】
　組立ては電極プレートから取り外し可能に取付けられるチップ電極を備えた別個の部材
あるいは構成部分として製造することができ、あるいは電極プレートに固定されたチップ
を備えた内蔵型システムとして製造することができる。液体処理および溶液流機能はシス
テムに内蔵されてチップと電極プレートとの組合わせおよび／または細胞プレート内に微
小液体を含有させる。例えば、上述した微小流体チャネルは薬物、染料、遺伝子、バッフ
ァ等を細胞に供給する前、間、後にエレクトロポレーション処理を実施するように構成さ
れるか、あるいはより伝統的な微小分注技術が利用可能である。
【０１６６】
　好適には、システムは更に：パルス発生器の操作、チップ電極プレートおよび／または
それらが備える微小流体チャネルに対して流体および薬剤を送達、微小チャネルを介して
液体流を流すようにするバルブおよびスイッチの操作；システムの構成要素の移動（例え
ば、チップ電極、チップ電極プレート、対極（これらは個別に移動可能である）、細胞プ
レートなどを走査する）、検出器による操作およびデータ分析のうちの一つあるいはそれ
以上を制御するシステムプロセッサを構成する。好適には、システムはまたシステムの操
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作を表示し且つシステムパラメータを変更するグラフィカルインターフェースを構成する
システムプロセッサと連通するユーザーディバイスを構成する。
【０１６７】
　例えば、多くの異なるスキームが構想可能であり、パルス発生器はプログラムされ、あ
るいは手動で制御され異なる型の細胞－ローディング剤および細胞に対して最適なローデ
ィング条件を提供する。すなわち、パルス幅、極性、波形、パルス振幅、および別の関連
するパラメーターの両方はチップ電極を使用する細胞ローディングの進行の間変化可能で
ある。好適には、プログラム可能なパルス発生器はこれらのパラメータを制御するのに使
用される。
【０１６８】
　一態様において、エレクトロポレーションを実施する完全なシステムはターゲッティン
グ／送達装置（チップ電極、電極プレート、および細胞培養プレートが備わる）からなり
、これはコンピュータソフトウェアにより制御される液体ポンピング装置と電場発生器と
に連結され、更にエレクトロポレーション処理の検出、データの収集および分析のための
適切な読み出しシステムに連結される。これは図１２に例示される。
【０１６９】
　本発明の別の態様において、エレクトロポレーションシステムはモジュラーであり、更
に一つあるいはそれ以上のシステム構成部品はシステムから取外し可能であり、更に別の
構成部品と交換可能である。例えば、単一チップを受け入れる電極プレートは多数のチッ
プ電極を受け入れる電極プレートにより交換可能である。同様に、システムは例えば図７
に図示されるように多様な交換可能な細胞プレートを構成する。あるいは、または追加し
て、構成部品の所定の組合わせが内蔵され、例えば、チップ電極が電極プレートの内蔵部
品であり更に電極プレートから取外すことができない。
【０１７０】
　図８は本発明のチップ、チッププレートおよび細胞容器の異なる組合わせが図示される
。
【０１７１】
　図１２は追加装備を組み合わせたエレクトロポレーションのセットアップが示される。
パルス発生器と液体分注システムは好適にはソフトウェアプログラムにより制御され、電
場パラメータ、パルスの数、パルスの長さ、および排出する溶液の量が正確に計算される
。図に示される実施例において、検出器が備えられ、エレクトロポレーションおよび／ま
たは細胞内への薬剤の導入が検出される。一態様において、検出器は蛍光標識された分子
を検出可能にする。例えば、検出器は励振源を提供するレーザー、ＣＣＤカメラ、データ
を収集および分析するコンピュータから構成される。本発明のエレクトロポレーションシ
ステムは顕微鏡台に容易に取り付けられ、あるいはロボット分注装置および／またはプレ
ートリーダーシステムを内蔵部品として製造可能である。
【０１７２】
エレクトロポレーションシステムの操作
ポジショニング
　チップ電極はエレクトロポレーションされる標的に近接して配置される必要がある。ｚ
軸方向へのチップ電極の移動は自動あるいはロボット式制御マイクロポジショナを利用し
て、あるいは何らかの物理的障害、例えば垂直あるいは水平方向案内物体などを利用して
装置を所定の位置に追い込むよう制御される。所定の実施態様において、チップ電極は回
転可能である。非融合性培地が標的化されると、チップ電極も標的に対してｘ軸あるいは
ｙ軸方向に位置決めする必要がある。これはまた従来のマイクロポジショニング技術によ
り実施可能であり、細胞培養の固定化を維持する間装置を移動するよりも、電動式移送台
あるいは類似の装置を使用してチップ電極を固定した位置に保持する間細胞培養を移動す
ることが可能である。
【０１７３】
　一態様において、簡易な機械的方法として多数の標的の上方に同時に配置される多数の
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チップ電極を使用することである。電極プレートはチップ電極に対して適切な多くの数の
取付け部を備えるよう設計される。例えば、プレートは工業規格の９６－ウェルマイクロ
タイタープレートの中心間距離に対応する９６の取付け部から構成される。各取付け部は
好適にはプレートを貫通する穴とピペットを接続するのに適切な部分とから構成される。
【０１７４】
　ポジショニング（位置決め）は、下向きにチップ－電極を構成する電極プレートを押圧
し、電極プレートにポジショニング装置を備え付けることにより実施される。次の用語の
「ポジショニング装置」は、チップ－電極と細胞プレートなどの標的容器との間の正確な
距離を保持するような機構あるいは部品である。好適には各チップ－電極に対して一つの
ポジショニング装置が各チップ電極を各表面から所定の距離で個別に停止させるようにす
る。
【０１７５】
　一態様において、チップ電極に対して制限された垂直的移動が可能な可撓性取付け部が
備えられる。懸垂伸縮性は多くの限定されない方法で達成可能である。例えば、図１３Ａ
に図示されるように、電極プレートにおける取付け部に最も近接した部品はスプリングあ
るいは材料特性と組み合わせて取付け部を移動可能にするバネ効果をもたらす「ベローズ
状」の同心円形の「サークル」を備えた部分から構成される。別の態様において、図１３
Ｂに示されるように、チップ－電極のケースは可撓性をもたらす可撓性ベローズを構成す
る。この図の例において、取付け部はプレートに固定される。更に別の態様において、図
１３Ｃに示されるように、水平方向の可撓性バーが提供され、これは電極プレートに固定
される一端側において取付け部を備え、取付け部を移動可能にする。
【０１７６】
　ポジショニング装置はチップ電極に対してその移動が固定されるよう提供される。ポジ
ショニング装置は表面を備え、これはチップ－電極の移動を表面から所定の距離まで限定
する。しかしながら、好適には、この表面はチップと表面との間の接触を最小限にするよ
う構成される。一態様において、ポジショニング装置は図１３Ｃに示されるように垂直バ
ーを構成し、これは移動する取付け部に付着される。バーの下方のチップはポジショニン
グ装置の表面と接触する際、チップ電極の更なる移動を妨げる。別の態様において、図１
３Ｅ、Ｆ、およびＧにおいて、ポジショニング装置はチップに対して取付けられるか、あ
るいは図１３Ｄに示されるように、チップ－電極と一体化した部品とする。
【０１７７】
　これらの図に示される態様において、この機構は２つあるいはそれ以上の「翼」であり
、これは小さい先端部とチップ電極の少なくとも一部分と密着するよう構成される内腔部
とで翼の端部が形成される。このチップ電極とポジショニング装置は、チップ電極がその
動作が妨げられる手前まで標的に対して非常に近接して配置される（図１３Ｆ）か、ある
いは別の経路からポジショニング装置の内腔部を通過するのを妨げる（図１３Ｇ）よう設
計される。後者の場合、表面からチップ電極の距離はポジショニング装置の形状にのみ依
存する。図１３Ｇに示されたこの実施例において、ポジショニング装置の一部はそれ自体
が標的対向端部として作用すると共に追加的に集中させる薬剤の送達および／または電場
に対して作用するチップに対して先細になる。
【０１７８】
　別の態様において、一つあるいはそれ以上のチップ電極、電極プレート、細胞容器／細
胞プレートはｘ軸、ｙ軸、および／またはｚ軸方向に移動可能である。例えば、チップ電
極、チップ電極プレートおよび／または細胞プレートを移動し、電場および／または異な
る薬剤および／または電解質バッファに対して連続して暴露させることにより、電極プレ
ートにおける単一チップ電極あるいは複数のチップ電極は、細胞プレート内の標的に対し
て走査される。
【０１７９】
電場の制御
　エレクトロポレーションを生じさせるのに必要な電場の大きさおよび分配は処理細胞構
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造の型および寸法に従って大きく変化する。細胞構造に対する薬物送達の経時変化の間、
チップ電極全体の電位、極性および波形も変更可能であり、すなわち、送達およびエレク
トロポレーションは一定の電場強度で実施されない。電源、例えばパルス発生器などに接
続されるシステムプロセッサにより電場パラメータをプログラミングすることは数個の化
合物が連続して細胞構造に導入される際に特に好適である。
【０１８０】
　パルスの持続時間は処理される細胞構造の型および寸法に依存し、且つ細胞ローディン
グ剤の性質に依存して数マイクロ秒から数分まで変化可能である。パルス発生器は電流あ
るいは電圧パルスを膜の誘電特性を一時的に変化させるのに充分な強度でチップ電極を介
して伝達することにより、他の膜非透過性分子を導入するのに適した穴を膜内に形成させ
る。
【０１８１】
　好適には、パルス発生器は電圧あるいは電流としてのパルス列あるいは電気パルスを発
生し、エレクトロポレーションされる細胞構造の表面において約０．１ｋＶ／ｃｍから１
０ｋＶ／ｃｍの範囲、より好適にはこれらの表面において約０．５ｋＶ／ｃｍから１.５
ｋＶ／ｃｍの範囲の電界強度を生じさせる。電場は単一パルスとして、あるいは数個のパ
ルスからなるパルス列として送達可能である。好適には、パルスは約０．１μｓから数分
、例えば約１～１０分までの範囲である。更に好適には、パルスは約１μｓから５ｓの範
囲であり、最適には１００ｍｓ未満である。パルスの数は好適には約１と約１０００の間
であり、更に好適には約１から約５０の間である。一つ以上のパルスが使用される際には
、パルス間の間隔は好適には約０．１μｓから数分の範囲であり、更に好適には約１μｓ
と５ｓとの間である。
【０１８２】
　電場パルスを印加する間、細胞構造は孔形成により膜透過化されることにより、細胞外
培地中に存在する極性および荷電溶質および、生体二分子膜を通過することができないそ
れ以外のものを、拡散あるいは流体力学的移動により細胞構造の内部に導入することがで
きる。本発明のシステムにより可能となる空間的分解能は例えばチップ電極の内径および
外径、印加される電解強度、およびチップ電極とエレクトロポレーション標的の間の隙間
の間隔により決定される。この隙間間隔はエレクトロポレーションされる細胞構造の寸法
に主に依存しており従って数ナノメートルから数百マイクロメートルの間で変化可能であ
る。バッファの成分に従って、その条件は電極において変化する。電極における電気化学
的反応、例えば、水分の減少および塩化物の酸化などは電圧がいくらか損失し且つ実効電
圧は毎回一定の電極材およびバッファシステムに対して計算され技術的に公知のエレクト
ロポレーションを最適化できる。
【０１８３】
　電気的に絶縁チップを使用する際に、細胞構造のエレクトロポレーションに必要な電場
はチップ電極の内腔部中の溶液に含まれる電解液によりもたらされる。チップ電極の電極
部品が導電性表面であり、これは内腔部に挿入されるワイヤあるいはシリンダおよびロッ
ド形状であり、この表面はパルス発生器により供給された電流あるいは電圧を電解質溶液
に供給する。上述のように、このような表面電極のポジショニングはチップ電極の後端部
に限定されず、ロッド／ワイヤ／シリンダなどはチップ電極の内側のどの場所にも設置可
能である。導電表面がケースの壁部の少なくとも一部分（例えば内腔部を画定する壁部な
ど）を導電材料で被覆する際、パルス発生器から供給される電流あるは電圧はこの被覆部
に伝送され、更に、チップ電極のケースの壁部を通過して挿入された電極を介して、ある
いはケースの受け入れ側を介して、あるいはパルス発生器と接続するチップ電極の外側に
対向する連続した被覆部を介して挿入された電極を介して電解質溶液中に伝送される。
【０１８４】
薬剤送達
　上述したように、一つあるいはそれ以上の細胞ローディング剤を含む液体は、圧力制御
ポンピング、重力流、電気浸透、電気泳動、あるいはその組合わせを含むがこれに限定さ
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れない多数の手段により細胞あるいは細胞構造体に送達される。電気浸透流を発生するに
は、チップ電極が適切な内径および長さを有し、更に荷電された内側表面積を有する必要
がある。例えば、１パルスの間に５００μｍの内径のチップ電極の外側に形成されたフロ
ープロファイルを図１０に図示する。
【０１８５】
　電気浸透あるいは電気泳動をポンピングに使用しない場合、このフローを形成する適切
な装置、例えば蠕動ポンプ、微量注入器／微量ポンプ、あるいは別の流動装置をエレクト
ロポレーションの前、間、あるいは後にチップ電極の差込口／受け入れ端部と接続させる
。
【０１８６】
　ある態様において、ポンピング法を使用して細胞へ薬剤を送達し、更に定期的にエレク
トロポレーション用の電気パルスを印加させることは好適である。例えば、ポンピングは
電場の印加と同期し、すなわち、チップ電極の内腔部に含まれる多量の電解液は細胞表面
にくみ上げられ、更に選択された時間間隔の後に、エレクトロポレーションに適する電圧
がチップ電極の導電性表面に印加される。電圧が止められ更に追加される量の溶液／薬剤
が送達される。蠕動、シリンジ、あるいは別の型のポンプを使用して溶液／薬剤のパルス
送達を実施する一方電圧あるいは電流パルスが電極チップに連通するパルス発生器により
提供される。
【０１８７】
　細胞中に内在化した薬剤の荷電に応じて（これはたいていｐＨ依存性である）、極性の
パルスを使用することが好ましく、これは電解質溶液の流れを標的に向かって押し出し、
且つ細胞容器内の溶液の流れをチップ電極内に引き戻さない。しかしながら、例えば、電
気パルスがエレクトロミグレーションを通して送達効果がない時、圧力は上述のように付
加されてチップ電極内に含まれる薬剤を細胞含有溶液に流し込む。
【０１８８】
　図１０Ａ～Ｃは５０ｍｓパルスを印加する間における電気浸透および電気泳動によるチ
ップ電極からの溶液の排出を示す。このチップ電極はｐＨ９で中和された電解液中に１０
０μＭフルオレセインを含有した。図１０Ａは０ｍｓにおける排出を示す。図１０Ｂは２
５ｍｓにおける排出を示す。図１０Ｃは５０ｍｓにおける排出を示す。バルク溶液はｐＨ
４で中和されフルオレセインを消失させた。このフローは電場でのフルオレセインの電気
浸透／電気泳動の結果であり；追加の圧力は付加されない。
【０１８９】
　標的をエレクトロポレーションした後、必要であれば、細胞プレートを洗浄することに
より過剰の薬剤を除去することができる。このバッファは次に薬剤欠乏バッファ（洗浄バ
ッファ）により置換され、次に細胞培養増殖媒体あるいは別の選択された媒体などの培養
バッファに交換される。一態様において、洗浄バッファは薬剤が送達された同じチップ電
極を通して送達され、これはバッファラインと薬剤ラインが両方ともチップ電極中に供給
される点滴装置を使用し、好適にはシステムプロセッサによるプログラマブル制御下にて
操作される適切なバルブあるいはスイッチング機構を使用する。あるいは、異なる溶液が
電極チップの先端部に吸引されるかまたは電極チップに再充填されるか、あるいは上述の
ような液体チャネルにより提供される。
【０１９０】
処理方法
　本発明のチップ電極および電極システムは、高度な空間制御を提供し、標的間の距離が
小さいにもかかわらず、異なる薬剤および異なるパルスプロトコールにより標的を処理す
ることができる。
【０１９１】
　特に、本発明はスクリーニング、同定、改質、機能的特性、およびリン脂質二分子膜の
透過化、すなわちエレクトロポレーションに基づく細胞内標的の検出が迅速にできる。こ
の方法は拡張可能であり、たった一つの細胞、複数の細胞、あるいは多量な数百万の細胞
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集団が標的化される。すなわち、本発明のシステムは薬物のスクリーニング、細胞内薬物
標的の同定および査定、および細胞内化学に影響する薬物様物質のスクリーニングを自動
化された同じ方法で迅速に実施できる。
【０１９２】
薬剤
　本発明のシステムを使用する際、本質的にあらゆる種類の物質、薬剤、あるいは細胞ロ
ーディング剤をエレクトロポレーションされた細胞構造内に導入することが可能である。
以下に記載される「細胞ローディング剤」は典型的には極性であり且つ典型的には自発的
に生体膜を貫通することができない薬剤を意味する。このような物質あるいは細胞ローデ
ィング剤の例として、以下の薬剤：遺伝子；遺伝子アナログ；ＲＮＡ；ＲＮＡアナログ；
ｓｉＲＮＡ；アンチセンス・オリゴヌクレオチド；リボザイム；ＤＮＡ；ＤＮＡアナログ
；アプタマー；コロイド粒子；ナノ粒子；受容体；受容体リガンド；受容体アンタゴニス
ト；受容体アゴニスト；受容体遮断薬；酵素；酵素基質；酵素阻害剤；アロステリック酵
素モジュレータを含む、酵素モジュレータ；蛋白質；蛋白質アナログ；ポリペプチド；ポ
リペプチドアナログ；アミノ酸；アミノ酸アナログ；ペプチド；ペプチドアナログ；代謝
産物；代謝産物アナログ，オリゴヌクレオチド；オリゴヌクレオチドアナログ；抗原；抗
原アナログ；ハプテン；ハプテンアナログ；抗体；抗体アナログ；細胞小器官；細胞小器
官アナログ；細胞核；細胞分画；細菌；ウィルス；ウィルス粒子；配偶子；無機イオン；
有機イオン；金属イオン；金属クラスタ；細胞の化学反応に作用する薬剤；細胞物理学に
作用する薬剤（例えば、細胞の運動性、有糸分裂、エンドサイトーシス、エクソサイトー
シス、空胞形成、アクチン、ミオシン、チューブリン、およびほかの構造タンパク質の機
能等）；ポリマーに作用する薬剤（ＤＮＡ複製およびタンパク質翻訳、チューブリンアセ
ンブリ等に作用する薬剤）；及びこれらの薬剤の２つあるいはそれ以上の組み合わせが挙
げられるが、これらに限定されない。
【０１９３】
　以下に記載される「薬剤」は、しかしながら、またより一般的にチップ電極を通して流
動するなんらかの溶液特性を示し、標的の周辺の溶液環境を改質することに使用可能であ
り、例えば、チップ電極を通して導入される薬剤として、ｐＨ、温度、イオン強度、浸透
圧、粘度等、標的の周辺の溶液環境を改質させる。
【０１９４】
標的
　電場への暴露およびチップ電極からの薬剤送達は、「空間的に限定されており」、この
内部において、非標的を暴露することなく、あるいは別の標的に異なる型の電場および別
のチップ電極による薬剤を暴露する間、標的に対応する小さなスポットに限定して実施す
ることができる。
【０１９５】
　一態様において、チップ電極は小さい細胞集団の細胞質に対する薬剤送達を促進させる
のに使用される。これらの標的細胞は別の細胞（「非標的細胞」）を含む懸濁液中に、あ
るいは表面上の別々の場所（すなわち、空間的に限定された場所）に、あるいは標的細胞
が別の細胞により包囲されるかされない容器中に存在する。例えば、標的はマイクロタイ
タープレートなどのマルチウェル培養皿の一つのウェル中に配置されるか、あるいは一つ
あるいはマトリックスタンパク質、接着分子、界面化学、物理学的トポグラフィーおよび
その類似物との結合を通してその表面と安定的に結合された表面上のスポットに配置され
る。
【０１９６】
　チップ電極はまた単細胞および細胞内区画に対しても送達を促進させるのに使用される
。
【０１９７】
　一態様において、本発明のチップ電極およびシステムは膜非透過性細胞ローディング剤
を細胞構造に対しておよび／または細胞構造内部に送達するのに使用される。エレクトロ
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ポレーションに対して少数の細胞（原核細胞あるいは真核細胞）を標的化することが好適
であり、例えば約１から少なくとも１００，０００　０００の細胞が好適であり、約５か
ら１，０００　０００細胞がより好適である。これらの細胞は一部あるいは全ての細胞が
培地（懸濁したあるいは付着した状態で）、組織片、組織、あるいは器官中に存在するか
、あるいは表面がパターン化された細胞である。使用される細胞構造は細胞内構造、細胞
小器官（生細胞あるいは死細胞に含まれるか単離される）、膜小胞、細菌あるいはナノ細
菌である。
【０１９８】
　リポソーム、エマルジョン滴などの合成膜構造が形成された細胞構造に対して本発明の
方法を使用することも可能である。このような細胞構造は一つあるいは数個の細胞あるい
は一つあるいは数個の細胞構造である。更に別の細胞構造として：ミトコンドリア、滑面
あるいは粗面小胞体、ゴルジ体、リソソーム、ペルオキシソーム、細胞核、核小体、輸送
小胞、シナプス小胞、葉緑体、および小胞が含まれるがこれに限定されない。
【０１９９】
　更に標的として、分子、高分子、および表面を含み、これらと薬剤が相互作用して集束
し且つ調節可能な電場への暴露を経て改質される。例えば、標的はこれに限定されないが
：核酸、タンパク質、ポリペプチド、およびペプチド；酵素；炭素繊維；化学反応体；等
が含まれ更に集束された電場に暴露されてハイブリダイゼーション、重合、触媒、化学合
成、および別の処理が促進される。ある態様において、電場に対する感受性はこれら分子
に結合される標識（例えば金属粒子など）を介して促進される。この集束した電場は一定
のあるいは誘導性双極子である分子を配向させ、更に熱励起エネルギーを反応物質に提供
するのに使用される。従って、本発明におけるシステムは限定された領域および界面シス
テムの化学を制御することに使用される。
【０２００】
エレクトロポレーション
　一態様において、本発明は溶液中に含まれる第一の極性、および親水性物質を細胞の細
胞質に送達する方法を提供する。すなわち、本方法は細胞膜障壁を破壊し、透過した細胞
の付近に特定の集束電場を形成することにより実施される。この方法は単一のあるいは数
個の細胞に適用され、更に複数の単細胞あるいは複数の細胞集団に対して均一な表面上か
あるいは隔離された多くのウェル中のいずれかにて同じ方法で実施される。
【０２０１】
　本方法はまた、例えば表面を分子でパターン化するかあるいは集束した電場を生成する
ための目的で、細胞を含まない表面に電場および物質を送達することができる。
【０２０２】
　単細胞エレクトロポレーションは本発明のチップ電極を使用して、付着細胞培養、組織
片、組織移植片、（例えばマトリクス分子、付着タンパク質、基板の界面化学、他の細胞
、物理学的トポグラフィーなどを介して）基板に安定的に結合される細胞列中の標的細胞
に対してチップ電極を高解像度でポジショニングできる。
【０２０３】
　本発明に係る方法は、電極プレート間の間隔が小さく典型的には２０μｍかそれ未満で
あるため、小さい振幅電圧パルスで高い電界強度を生じることから原則として電池式で実
施される。この技術は単細胞および細胞より小さい寸法のものへの高度に集束された電場
を使用して生物学的構造に対して選択的溶質移動を最初に実証する。
【０２０４】
　本発明に係る方法はバイオセンサー応用に使用され、細胞あるいは細胞様構造は透過性
ＤＣあるいはＡＣ電場に配置される間、目的とする薬物あるいは別の化合物が補充される
。特殊な応用として、エレクトロポレーションと微小化学的分離法とを組合わせる方法が
あり、ここでは石英ガラスあるいは類似の材料で製造された中空の液体電極が使用される
。
【０２０５】
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　一態様において、本方法は少なくとも一つのチップ電極を構成し、このチップ電極はパ
ルス発生器などの電源と連結され、同様に電源と接続される少なくとも一つの対極を備え
、チップ電極を細胞構造体に近接して配置し、少なくとも一つのチップ電極と少なくとも
一つの対極との間にエレクトロポレーションを得るのに充分高度な集束された電界強度を
印加する工程から構成される。
【０２０６】
　一態様において、チップ電極と対極は高度に目盛付けされた顕微操作で別々に制御され
る。別の態様において、チップ電極と対極はｚ方向においてのみ互いに独立して移動する
。更に別の態様において、チップ電極および対極は電極プレートに一体化された構成部品
であり、互いに独立して移動しない。
【０２０７】
　一態様において、本方法はエレクトロポレーションをチップ電極を通過する物質の送達
と同期させる。
【０２０８】
　細胞集団、細胞構造体、単細胞あるいは単細胞構造体は前処理した後にエレクトロポレ
ーション実験を行う。例えば、標的はフルオロ－３－ＡＭエステルなどの染料を取り込み
細胞質中のカルシウムイオン濃度上昇の結果を検出し、あるいは標識化レポーター遺伝子
あるいは蛍光分子コード化遺伝子（例えば、発光酵素、ＧＦＰ、ＥＧＦＰ等）、ＦＲＥＴ
対の片方によりトランスフェクトされ、ここでエレクトロポレーションが成功し別の分子
（例えばレポーター遺伝子誘導因子あるいはＦＲＥＴペアのもう片方など）が導入される
と信号を発生する。これら細胞はまた細胞容器／細胞プレート中にて別の化学的あるいは
物理的方法で処理可能である。例えば、目的の薬物を細胞液中に追加する前、間あるいは
後にエレクトロポレーションが実施される。このような薬剤の送達はシステムに追加した
別のキャピラリあるいはピペットにより媒介されるか、あるいは細胞培養プレート内に一
体化された微小流動チャネルを介して、バルク様式（全ての細胞あるいは細胞構造に対し
て、あるいは大部分の細胞あるいは細胞構造に対して送達する）で、あるいは局所的（電
場の影響を受ける細胞あるいは細胞構造にのみ送達する）に媒介される。
【０２０９】
　チップ電極と連通するパルス発生器からの電気パルスはチップ電極に含有した電解液に
電気泳動および電気浸透（表面荷電に依存して）フローを誘発する。チップ電極が細胞ロ
ーディング剤で充填されると、このフローはこれらの薬剤を孔形成部に送達する。特定量
の薬剤が必要であれば、あるいは細胞に対して薬剤の送達がエレクトロポレーションパル
スの前後が好適であれば、細胞表面に対して薬剤の送達のための電気泳動流に補充するた
め外圧を印加する。電気パルスに基づく、孔形成および細胞表面に対する薬剤送達の組合
わせは細胞質内部、あるいは細胞の細胞小器官中への材料の充填を可能にする。
【０２１０】
　すなわち、本発明は特定の且つ空間分解された方法で、細胞に対して集束した電場およ
び物質の共送達のための方法を提供する。
【０２１１】
　本発明は溶質を細胞外培地から透過化細胞構造中に運搬する、あるいは細胞構造内に封
入された溶質を外側の細胞外培地に運搬することに使用される。本発明の方法は細胞小器
官が細胞の内部に配置される場合においても物質を細胞小器官内あるいは外側に運搬する
ことにも使用される。
【０２１２】
　本方法は細胞移動、増殖、成長、および分化並びに多数の生物化学的および生物物理学
的事象の研究に適切である。ナノ粒子、薬物、遺伝子および異なる生化学的マーカー、例
えば染料を単細胞に対する、あるいは単離したまたはそのままの状態の細胞小器官に対す
る高度な空間分解分配の新たな可能性を導く。本方法は薬物および遺伝子を患者に投与す
るための賦形剤として臨床応用に使用可能である。
【０２１３】
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　別の限定されない態様において、本発明は細胞小器官あるいは細胞を別の細胞の細胞質
あるいは組織に運搬することに使用可能である。
【０２１４】
　本発明は細胞および細胞構造の化学的含有量に対して同時なおよび／または連続的変化
、高生産性に利用可能である。細胞および／または細胞構造は分離したウェル中複数のス
ポット中に、あるいは一つのより大きいサイズの容器中あるいは基板上（例えば、ガラス
スライド、プラスチックあるいはポリマー表面、膜、微小流体チップなど）に配置される
。
【０２１５】
　一態様において、本方法は少なくとも一つのチップ電極を提供し、好適には少なくとも
一つの接地電極を共に備える。この少なくとも一つのチップ電極は電解質からなるジェル
あるいは液体などの導電性媒体で充填され、更に電流あるいは電圧発生器に電気的に接続
される。
【０２１６】
　一態様において、電気パルスは電流あるいは電圧発生器を利用して少なくとも一つのチ
ップ電極と対極あるいは接地電極との間に印加され、周囲の細胞あるいは細胞構造に影響
を与えずに、少なくとも一つの細胞あるいは細胞構造に集束された電場を発生する。
【０２１７】
　電場は少なくとも一つの細胞あるいは細胞構造の膜に孔形成および絶縁破壊を発生させ
るのに充分な強度を有する。好適には、チップ電極に連通するパルス発生器は、電流ある
いは電圧のいずれかの電気パルスあるいはパルス列を発生し、エレクトロポレーションさ
れる細胞構造の表面において約０．１ｋＶ／ｃｍから１０ｋＶ／ｃｍの範囲、より好適に
は表面において約０．５ｋＶ／ｃｍから約１．５ｋＶ／ｃｍの範囲の電界強度を発生する
。電場は単一パルスとしてあるいは数個のパルスのパルス列として送達可能である。好適
には１パルスは約０．１μｓから数分（例えば約１～１０分）の範囲である。より好適に
は、１パルスは約１μｓから５ｓまでの範囲であり、最適には約１００ｍｓ未満である。
パルスの数は好適には約１と約１０００の間であり、より好適には約１と５０の間である
。１パルス以上が使用される際には、パルス間の間隔は好適には０．１μｓから数分の範
囲であり、更により好適には約１μｓから５ｓの間である。
【０２１８】
　一態様において、導電媒体は媒体からチップ電極の標的対向開口部を通して標的細胞／
細胞構造の表面に対して送達される薬剤（例えば膜透過分子）を構成する。薬剤は開口部
を介して送達され更にチップ電極により生成された電場に暴露されることによって形成さ
れた細胞膜中の孔を介して伝送される。薬剤送達は電場に暴露される前、同時あるいはそ
の後に生じる。電場に対して更に暴露すると細胞構造内部に更に薬剤を伝送するか、ある
いは同一のあるいは異なる型の薬剤を追加して細胞構造内に導入可能にしおよび／または
細胞構造の表面に残留する残留薬物を導入可能にする。
【０２１９】
　２つあるいはそれ以上のチップ電極を使用する場合、チップ電極は好適には同じ高さに
対して垂直配向される。所定の態様において、一つあるいはそれ以上のチップ電極はたが
いに別々に、例えば制御された微小ポジショナを使用して、三次元空間で移動可能である
。別の態様において、２つあるいはそれ以上のチップ電極はｚ－方向において別々に移動
可能であるが（例えば上述の電極プレート上に設けられたポジショニング装置を介して）
、しかしながらその他ではｘ－方向およびｙ－方向において固定され、電極プレートが移
動するに従ってチップ電極も移動する。
【０２２０】
　本発明の方法は複数の溶質、薬剤、および粒子を透過細胞構造内に伝送しこれらの導入
の効果を決定するのに使用される。
【０２２１】
薬剤の細胞内送達方法
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　本発明の方法は、高生産性、細胞内薬物作用、あるいは細胞内薬物標的の同時スクリー
ニングに使用可能であり、例えばトランスフェクション技術、あるいは細胞内タンパク質
およびシグナル伝達経路の同定に対して使用される。このようなタンパク質の例として、
酵素、受容体、担体、あるいは構造タンパク質が存在する。これらの例において、エレク
トロポレーション技術は、例えば一つのあるいは数個のタンパク質プローブ（例えば、蛍
光性リガンドあるいは基板など）を細胞内に導入するために使用される。これらのプロー
ブは単独であるいは薬物、基質あるいはリガンド、阻害剤、アゴニスト、アンタゴニスト
、およびほかの分子との組合わせにより導入され、同じシグナル伝達経路にて一つあるい
は複数の標的タンパク質と直接相互作用する。すなわち、多様なタンパク質の存在とそれ
らの機能との両方は単細胞レベルであるいは細胞集団のレベルで決定可能である。
【０２２２】
　タンパク質などの細胞内生体分子の相互作用、あるいは生細胞の内部での薬物作用のプ
ロファイリング、スクリーニング、改質およびプロービングを行うのに本発明を利用する
際、これらの相互作用に関する事象は検出可能である必要がある。これは、例えば、選択
的蛍光タンパク質マーカーを蛍光顕微鏡検査法あるいは蛍光プレートリーディング装置と
組み合わせて実施できる。一例として、細胞内に所定の酵素の存在を評価するために、非
蛍光性の極性細胞膜非透過性基質が使用され、酵素作用後に蛍光生成物に変換されること
を利用する。蛍光性の増加は酵素の存在を反映し、酵素活性を測定するのに利用される。
同様にこの方法は、タンパク質どうしの相互作用、タンパク質と核酸との相互作用および
核酸と別の核酸との相互作用をＦＲＥＴベース分析するのに利用される。しかしながら、
多くの電気的および光学的方法は、薬剤の内在化後の細胞応答を検出するのに使用され、
これは電気容量、ボルタンメトリー、電流測定、ＣＡＲＳ（コヒーレントアンチ－ストロ
ークラマン散乱）、ＳＥＲＳ（表面増強ラマン散乱）、りん光、化学発光、ＵＶ－ＶＩＳ
－ＩＲ吸収、水晶マイクロバランス、および表面プラズモン共鳴が含まれるがこれに限定
されない。
【０２２３】
　この方法において、単一のあるいは多数の細胞ローディング剤は細胞集団、細胞構造、
単細胞、あるいは単細胞構造（標的）に対して単一モードあるいは同時または連続モード
で運搬可能である。より好適には、本方法は電場発生器に連結された単一のあるいは複数
のチップ電極を使用して標的をエレクトロポレーションし、単一のあるいは複数のチップ
電極を標的に近接してポジショニングするのに利用される。少なくとも一つの電流あるい
は電圧パルスはチップ電極を通して伝送され電場を発生し、これにより標的の膜において
孔を形成させる。
【０２２４】
　単一のあるいは複数のチップ電極に含まれる単一のあるいは複数の細胞ローディング剤
は孔形成部位に送達され、これは単一のあるいは複数のチップ電極内に形成された電気泳
動および／または電気浸透流により実施されるか、あるいは例えば流体力学的ポンピング
を介して形成された流れにより実施され、これによって単一のあるいは複数の細胞ローデ
ィング剤が膜に転位し、孔を通して標的の内側に導入可能となる。
【０２２５】
　細胞ローディング剤は好適にはチップ電極内の電解質含有溶液に添加される。更に、チ
ップ電極は薬物、あるいは薬剤が追加され、細胞プラズマ膜内に配置される標的と相互作
用を行う。このような標的はプラズマ膜結合受容体及び酵素が含まれる。
【０２２６】
　本発明のシステムは細胞内スクリーニング法（以下に詳細に記載される）に使用される
際、好適には、複数の異なる細胞ローディング剤が一つあるいは複数の細胞の細胞質およ
び／または細胞構造に、制御された方法で導入される。スクリーニングは好適にはローデ
ィング剤を細胞標的に同時にあるいは連続して送達することにより実施し、更に例えば、
以下の実施形態の内の一つにより達成される。
【０２２７】
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　第一実施例のうち、多数の細胞ローディング剤の同時且つ連続した送達はチップ電極の
配列を使用して達成される。チップ電極の配列は一次元配列（線形）、あるいは二次元配
列が可能である。好適には、２～１００，０００のチップ電極の配列が使用され、更に最
適には標準マイクロタイタープレート形式に適合するように、８，９６あるいは３８４の
チップ電極配列が使用される。
【０２２８】
　同時送達は複数のチップ電極を利用して複数の細胞群あるいは単細胞内部にエレクトロ
ポレーションにより薬剤を導入することを意味する。同時送達は個別の容器における細胞
標的の上方にチップ電極配列を配置させて実施することにより、各チップ電極はエレクト
ロポレーションを発生し更にその後に細胞標的に対して一つの型のローディング剤あるい
は数個のローディング剤の混合物を送達する。同時処理の後に、新規な型のローディング
剤あるいは数個のローディング剤の混合物による別の同時処理が細胞標的に対して実施さ
れる。一つの大きな容器の中の細胞標的の上方にチップ電極配列を配置させることも可能
であり、ここで細胞標的は例えば融合性細胞培養かあるいは所望のパターンで培養した細
胞である。
【０２２９】
　チップ電極配列を使用するこの実施態様においてローディング剤の連続送達を実施する
には、各チップ電極は一つあるいは異なる型の細胞ローディング剤あるいは数個の細胞ロ
ーディング剤の混合物を含有する。連続送達は単一細胞標的の上方を順次チップ電極配列
が移動することにより実施され、各チップ電極はエレクトロポレーションを発生し、その
後各型の細胞ローディング剤あるいは数個の細胞ローディング剤混合物を送達させる。
【０２３０】
　チップ電極配列を移動する代わりに、空間的に固定されたチップ電極に関連して細胞構
造を移動することも可能である。同じような設備を使用することも可能であり、ここで各
チップ電極は一つあるいは異なる型の細胞ローディング剤、あるいは数個のローディング
剤からなる一つの混合物を含有し、しかしながら、同一の細胞標的に対して連続送達を実
施する代わりに、細胞ローディング剤は別々の細胞標的に対して送達されることにより、
内在化された個別の細胞ローディング剤を有する細胞標的を形成する。
【０２３１】
　一態様において、細胞に充填される薬剤はロボット装置あるいは別の分配装置に一体化
された市販の分注技術を使用してチップ電極内部に吸引される（フロントローディング方
式）。別の態様において、チップは装置に一体化され、薬剤は上述のように吸引され、あ
るいは装置内にチャネルがあり、このチャネルが少なくとも一つの外付けバイアルに接続
される場合には、薬剤は上部のチップ差込口を通して充填される（バックローディング方
式）。孔形成およびチップ電極内に電解質溶液を補充する薬剤送達の組合わせにより、材
料を細胞小集団あるいは単細胞の細胞質内に充填することが可能となる。
【０２３２】
　チップ電極は毛管力あるいは吸引／吸い上げ力を利用してチップ端部／底部の排出口か
ら充填することも好適である。この手順は複数のチップ電極を同時に充填する際に利用さ
れる。このチップ電極は細胞ローディング剤を含有する個別のバイアル内に配置され、且
つ少量の試料が上述のいずれかの方法を利用してこのチップ電極に導入される。
【０２３３】
　このように本発明における、本方法はエレクトロポレーションと組み合わせて同時薬剤
送達が可能である。上述の細胞ローディング剤の連続送達様のチップ電極配列はマルチウ
ェルプレートにおける多数のウェルに含有される細胞あるいは表面がパターン化して成長
した細胞のエレクトロポレーションに対して理想的に適しているため、本発明は同時細胞
内スクリーニング利用のためのツールを提供する。細胞ローディング技術の同時送達にお
いて、チップ電極配列における各単一チップ排出口は表面上あるいはウェル構造内の細胞
集団あるいは単細胞を標的化する。すなわち、個別の細胞あるいは細胞小集団は同時に細
胞質内に内在化される同一のあるいは別の化合物で標的化される。すなわち、上述のよう
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に、連続薬剤送達に関する実施態様のいずれかは、多細胞構造のエレクトロポレーション
用に使用される。
【０２３４】
　本発明はエレクトロポレーションを使用して薬剤を細胞内に内在化させるのに利用され
、これは以下の限定されない方法のいずれかから構成され：
　１．一つの細胞型の単細胞あるいは細胞集団に対して膜非透過性剤の細胞内輸送
　２．同一の細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に膜非透過性
剤の細胞内輸送
　３．異なる細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に膜非透過性
剤の細胞内輸送
　４．一つの細胞型の単細胞あるいは細胞集団に対して膜非透過性剤の連続細胞内輸送
　５．同一細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に膜非透過性剤
の連続細胞内輸送
　６．異なる細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に膜非透過性
剤の連続細胞内輸送
　７．一つの細胞型の単細胞あるいは細胞集団に数個のチップ電極を使用して膜非透過性
剤の同時細胞内輸送
　８．同一細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に数個のチップ
電極を使用して膜非透過性剤の同時細胞内輸送
　９．異なる細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に数個のチッ
プ電極を使用して膜非透過性剤の同時細胞内輸送
１０．一つの細胞型の単細胞あるいは細胞集団に対して数個のチップ電極を使用して膜非
透過性剤の同時および連続細胞内輸送の組み合わせ
１１．同一の細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に数個のチッ
プ電極を使用して膜非透過性剤の同時および連続細胞内輸送の組み合わせ
１２．異なる細胞型の単細胞あるいは細胞集団内で物理的に分離された細胞に対して数個
のチップ電極を使用して膜非透過性剤の同時および連続細胞内輸送の組み合わせ
１３．組合わせに利用される上述（１－１２）の膜非透過性剤の細胞内輸送のいずれかの
形態。
【０２３５】
応用
　本発明の方法の重要な利用に関し、薬物スクリーニング、タンパク分析、および治療薬
を細胞に充填する用途が含まれる。特に、細胞あるいは細胞構造の上方から膜透過用電場
を印加することにより、特定のプローブ（マーカー）、基質あるいはリガンドが細胞質内
部に導入され細胞小器官上の受容体および細胞質内酵素などの細胞内化学を選別できる。
より具体的には、これは細胞内薬物作用のスクリーニング並びに酵素、受容体、あるいは
構造タンパク質などの細胞内タンパク質のアッセイを促進させる。本発明の方法を使用す
ることにより、これらのマーカーは同一のシグナル伝達経路における一つあるいは複数の
標的タンパク質と直接相互作用する薬物あるいはリガンドと組み合わせて導入される。す
なわち、本発明に関し、多様なタンパク質の存在及びそれらの機能の両方を、単細胞レベ
ルまで特徴づけることが可能である。特定のリガンド、アンタゴニスト、阻害剤あるいは
モジュレーターにより特定の経路を遮断することにより細胞過程を制御でき、且つ新規な
システムの手がかりとなる。このような化合物は、例えば目的の一つあるいは数個のリガ
ンドを含有するチップ電極を利用してそれらと共エレクトロポレーションを行うことによ
り細胞内に導入される。あるいは、別の手段、例えば細胞透過剤を使用することにより細
胞構造内に内在化される。この方法は細胞中に存在するＤＮＡおよびＲＮＡのような核酸
を検出および／または改質すること、並びにＤＮＡ、ＲＮＡ、ｉＲＮＡ、およびアンチセ
ンスオリゴヌクレオチドなどの核酸で細胞をトランスフェクトすることにも非常に適して
いる。
【０２３６】
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　一般論として、本発明の方法は、限定されないが、以下の応用分野、プロテオミクス、
ゲノミクス、表現型プロファイリング（フェノミクス）、薬品分析およびスクリーニング
、薬物動態、体外受精、トランスジェニック、核移植、細胞小器官移植および診断に利用
される。より具体的には、限定されないが、本方法が利用される適用例として、遺伝子導
入、遺伝子同定、酵素同定、タンパク質同定、受容体同定、結合分析、酵素分析、競合酵
素分析、非競合的酵素分析、モジュレータでの酵素分析、等比体積阻害剤による酵素分析
、受容体測定、アンタゴニストによる受容体測定、モジュレータによる受容体測定、ウイ
ルス分析、細菌分析、薬品分析、動態検査、代謝経路の変更、シグナル伝達経路の変更が
ある。
【０２３７】
　具体的に、本発明の方法は細胞内受容体および受容体リガンドの同定に非常に適する。
Ｃａ２＋、ｃＡＭＰ、Ｋ＋などのシグナル伝達分子を解離させる細胞内受容体およびイオ
ンチャネルは、細胞内に好適には選択的受容体拮抗薬と組み合わせてエレクトロポレーシ
ョンされたリガンドライブラリーを利用して同定され且つ研究される。例えば、細胞内受
容体の活性化に基づき細胞内貯蔵から放出されたＣａ２＋はマグ－フラ－２あるいはフル
オロ－３などの蛍光性キレート試薬を利用して検出可能である。
【０２３８】
　更に、受容体を同定するために、あるいは受容体－リガンド相互作用を明らかにするた
めに、選択的受容体拮抗薬が利用され更に細胞内にエレクトロポレーションされることに
よりリガンドの作用を選択的に遮断する。蛍光性プローブに加えて、電波リガンド、ブロ
ット法あるいは電気生理学的方法、および蛍光発生基質が利用される。蛍光発生マーカー
は度々細胞浸透性エステル類を使用し、これは細胞溶液媒体に添加可能であり、且つ細胞
内にエレクトロポレーションされる必要がない。すなわち、このようなエステル類を利用
して、細胞は染料とともに充填され、その後エレクトロポレーションを実施する。特定の
受容体活性化に対するマーカーに加えて、受容体アゴニストの両方を導入する能力を備え
るため、例えば、アゴニストのライブラリーから最も強力な受容体アゴニストかあるいは
アンタゴニストのライブラリーから最も強力なアンタゴニストを同定することが可能であ
る。
【０２３９】
　更に、例えば用量反応曲線を得る実験を設計することも可能である。例えば、本発明の
方法において、受容体アゴニスト及び受容体アンタゴニストの両方を細胞質内に導入する
際特定の受容体活性用マーカーを添加して各化合物が異なる濃度で導入することが可能で
ある。また、受容体アゴニスト及び受容体アンタゴニストの両方を細胞質内に導入する際
、各化合物が異なる濃度で導入され、全面的な目的が受容体アゴニストと受容体アンタゴ
ニストの結合特性、すなわち競合的か非競合的かどうかなどを決定するために導入される
。受容体の同定に加えて、更にリガンドもまた、いわゆる「リガンドフィッシング」ある
いは「ジ－オーファニング」について同様な方法で実施可能である。公知の一組の受容体
を備える細胞は検出用として使用され、更にリガンドの潜在的サンプルのライブラリーは
細胞質内に導入されこれらのリガンドの作用を選別するのに利用される。
【０２４０】
　更に本発明は細胞内酵素及び酵素基質の同定に適する。蛍光生成物を生じる高度に特異
的な酵素基質は本発明の技術を利用する個別の細胞内システムの例えばプロテオミクスお
よび表現型プロファイリングにおけるタンパク質／酵素の同定に使用可能である。合成基
質はおそらく薬物、阻害剤、あるいはモジュレータと組み合わせて、本発明のエレクトロ
ポレーションを使用して細胞内に導入される。基質生成物変換工程において照明スイッチ
として利用可能な市販の多様な基質が存在する。このような基質はエステラーゼ、スルフ
ァターゼ、ホスファターゼ、等の基質を含む。基質は蛍光性であり且つ生成物は非蛍光性
であるか、あるいはその逆である。
【０２４１】
　細胞内の共役反応システムに関し、例えばＮＡＤ＋を－ＮＡＤＨに変換させるアルコー
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ル脱水素酵素によるアルコールの分解など、すなわち蛍光性における転換を生じ、標的分
子は検出可能な分子を生成する反応と共役される限りは蛍光性である必要はない。細胞に
おけるこのような天然蛍光化合物の別の例として、ＮＡＤＰＨおよびフラビンがある。
【０２４２】
　酵素による化学増幅はシステムの感度を増加させることにも利用される（Ｂｌａｅｄｅ
ｌ，他、Ｈ．Ｕ．Ｂｅｒｇｍｅｙｅｒ（ｅｄ）、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｅｎｚｙｍａｔ
ｉｃ　Ａｎａｌｙｓｉｓ，ｖｅｒｌａｇ　Ｃｈｅｍｉｅ／Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ
，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９７４　ｖｏｌ　１，ｐ１３１）。この方法の原理は酵素を利用
し基質を生成物に変換することにより、基質を高濃度に変化させ、これは測定が困難であ
るが、生成物に変換することにより容易に測定可能となる。
【０２４３】
　蛍光発生基質の一例として、フルオレセイン二リン酸（ＦＤＰ）があり、ホスファター
ゼの検出に利用される。この基質はアルカリ性ホスファターゼにより加水分解され、蛍光
生成物フルオレセインを発生する。別のシステムとしてカゼイン－ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬが
あり、これは金属性プロテアーゼ、セリンプロテアーゼ、酸性プロテアーゼおよびスルフ
ヒドリルプロテアーゼのための基質であり、カテプシン、キモトリプシン、エラスターゼ
、パパイン、ペプシン、サーモリシン、およびトリプシンが含まれる。別のシステムの例
として、β－ガラクトシダーゼがあり、これは基質がジ－β－Ｄ－ガラクトピラノシド（
ＦＤＧＰ）であり、これは順次β－ガラクトシダーゼにより加水分解され、最初にフルオ
レセインモノガラクトシド（ＦＭＧ）になり、次に高度蛍光性フルオレセインとなる。
【０２４４】
　図１４Ａ－Ｅはフルオレセイン二リン酸（ＦＤＰ）を利用して細胞内酵素アルカリ性ホ
スファターゼを標的化した実験結果を示し、これは基質のリン酸エステル－結合を触媒的
に加水分解することにより高度に蛍光性の生成物フルオレセインが細胞質中に形成される
。この基質のフルオレセイン二リン酸（ＦＤＰ）はチップ電極中の電解質に添加され更に
エレクトロポレーションの間細胞内に伝送される。この基質は非蛍光性であり生成物は蛍
光性である。図１４ＢおよびＥにおいて細胞中に得られた蛍光性は生成物の存在を示し、
更に酵素の存在を示唆する。
【０２４５】
　タンパク質間相互作用は複雑であり多くの工程を含む。特異的リガンドによる特定の経
路を遮断することにより細胞過程を制御可能にし新規なシステムの手がかりとなる（Ｚｕ
ｔｓｈｉ，他、Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ．２：６２－６６，１９９８）
。例えば、細胞内プロテアーゼ活性はタンパク質、カゼインを、酵素基質として緑色蛍光
分子ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬと共に多量に充填されることにより研究された。溶液中に、カゼ
イン－ＢＯＤＩＰＹ　ＦＬが折りたたまれることにより、分子中の四次配置が蛍光性を消
失させる。ペプチド結合が開裂する際、細胞質プロテアーゼの作用により、ＢＯＤＩＰＹ
　ＦＬで標識化された遊離ペプチドの断片は蛍光を発光し始める。
【０２４６】
　本発明はまた細胞プラズマ膜上に配置される受容体に作用する薬物及び薬剤の添加と組
み合わせて利用される。すなわち、一つあるいは数個の薬物の細胞内（細胞質）の相互作
用と表面受容体の両方は同時に精査可能であり、例えば更にシグナル伝達経路を特徴づけ
る方法として使用される。
【０２４７】
　個々の細胞小器官のエレクトロポレーションはまた本発明に関するチップ電極を利用し
て実施可能である。標的化された細胞小器官類で空間的に特定された細胞内領域でさえ本
発明の局在的電場を実施でき、極性溶質を細胞小器官中に伝送することができる。細胞小
器官に対してエレクトロポレーションを実施することはミトコンドリアゲノムを改質する
ことになる。ミトコンドリアゲノムにおける変異は多数の病気を生じさせ、且つ遺伝子治
療は主として重要となる可能性を導くことは周知である。これまでのところ、しかしなが
ら、ミトコンドリアは細胞から単離した後に新規の遺伝子フラグメントをミトコンドリア
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に導入する必要がある。その後ミトコンドリアは細胞内に再挿入する必要がある。本発明
に係る技術においては、遺伝子が細胞内に含まれる場合、遺伝子をミトコンドリアに直接
導入することが可能である。これはミトコンドリアのトランスフェクションに関する従来
のスキームから飛躍的に進歩させる。
【０２４８】
　細胞小器官は単細胞内部に含有可能であり、あるいは単細胞または細胞集団から単離可
能である。この応用において、チップ電極と連通するパルス発生器により発生するパルス
の強度はエレクトロポレーションされる構造体に依存し且つ電極間の距離に依存する。小
胞体、及びミトコンドリアのような、小さい細胞小器官構造は膜内に孔を形成するのに高
い電圧が必要となる。パルス幅はまた、膜構造だけではなく、組み込まれる化合物の構造
にも依存して、および数マイクロ秒から数分の範囲で変化可能である。低拡散速度の巨大
分子は細胞内に移動するのにより長い期間が必要である。細胞内部の細胞小器官のエレク
トロポレーションに関し、好適にはチップ電極は電気的に絶縁された軸部を有することに
より、細胞膜と接触する電極部分は電気的に誘発される孔形成を引き起こさない。細胞小
器官のエレクトロポレーション用の細胞内電極の物理的な大きさは、直径が数ナノメート
ルから数マイクロメートルである。
【０２４９】
　好適には、チップ電極は透過化される細胞小器官が電極の間に設置されその間充分な強
度の電場が印加されるよう配置される。細胞小器官非透過性分子は一つあるいは両方のチ
ップ電極の内腔部を通して細胞小器官内に導入される。この工程は所望の数の細胞小器官
が透過化されるまで繰り返される。過剰な分子は分解経路を利用して、あるいは別の手段
により細胞質から除去し、更に、分子は透過化細胞小器官集団の内部にのみ配置される。
【０２５０】
　本発明の更なる利用として、バイオセンサ技術への利用である。特に、単細胞の上方に
透過化するための電場を印加することにより、細胞内化学および細胞小器官はバイオセン
シングの目的で利用される。一例として、イノシトール三リン酸があり、これは小胞体の
受容体を活性化させるが、このようなスキームを利用するためにアッセイされる。この化
合物は透過化細胞を包囲するバッファに単純に添加され更に細胞内部に放散され更に小胞
体上の受容体に結合される。イノシトール三リン酸が受容体に結合すると、小胞体はカル
シウムイオンを放出する。細胞は次に例えばフルオロ－３などの蛍光性カルシウムキレー
ト染料が追加されると、受容体活性化は蛍光性の増加により測定される。
【０２５１】
　本発明に関し、チップ電極が利用されると、非固形導電性媒体に添加された細胞非透過
分子はかん流システム、例えばマイクロシリンジポンプあるいは蠕動ポンプを利用して細
胞に投与される。別のスキームに関して、電解液中に含まれる細胞非透過分子は電気泳動
あるいは電気浸透を利用して細胞中に伝送される。印加された電場は上述のように孔を形
成させる。電極の電解液内部の成分はそれらの電荷に対する摩擦抵抗の割合に基づき分離
されるため、電気泳動により分画された種に対して細胞小器官センサに基づく検出が実施
できるようになる。
【０２５２】
　本発明に関する方法が生体外で実施される場合細胞構造を観察するために外科用顕微鏡
を使用できる。更にチップ電極のポジショニングのために、定位固定装置を使用できる。
本方法が生体内で実施される場合には、当然バッファを含む何かしらの容器に細胞構造を
配置することは不可能である。代わりに、細胞構造内に組み込まれる化合物がカテーテル
を通して離れて、あるいは中空糸電極を通して直接的に生理学的バッファ内に投与される
。チップ電極が使用されると、チップ電極の標的対向端部の開口部を通して化合物が細胞
構造に投与される。チップ電極の受け入れ端部は正確な量を投与できるマイクロインジェ
クションポンプあるいはマイクロメーターねじにより制御されるシリンジなどの点滴装置
と連結する。
【０２５３】
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　この技術はエレクトロポレーションが生じると同時に、あるいは少し遅れて化合物を添
加できることにより非常に有用となる。選択された細胞において、局所的に非常に高濃度
となり、細胞内への拡散は濃度勾配が増加するに従ってより迅速に進む。別の利点として
、化合物の浪費が少なく洗浄過程よる問題が最小化されることである。何度も限局性投与
すること、すなわち、機能不全の細胞群、薬物あるいは遺伝子に対する直接的投与は腹腔
内投与、経口投与、脳質内投与、あるいは別の種類の通常使用される薬物の投与技術より
もはるかに優れたものである。
【０２５４】
　生体内における細胞内の薬物結合遺伝子投与は本発明の方法により実施可能である。低
電圧の印加に組み合わせて非常に小さい寸法の電極であるため、組織損傷がほとんどない
。更に、電極のポジショニングと遺伝子あるいは薬物の連続送達は非常に正確である。微
小透析プローブは本発明に使用される電極のおよそ１００倍もの大きさであるが、組織損
傷がほとんどなく、且つ局所的代謝の阻害を引き起こすことが明らかになる。
【０２５５】
　遺伝子治療と組み合わせて利用される本発明の方法に関し、「再プログラム」細胞に対
して利用可能であり、機能不全細胞を正しく働かせるかあるいは細胞に新規な機能を提供
する。
【０２５６】
　すなわち、本発明の方法は、パーキンソン病と脳腫瘍などの、単細胞または小さい細胞
集団の機能不全による異なる状態および病気の処置あるいは治療に利用でき、以下に更に
説明される。
【０２５７】
　遺伝的に獲得したものであろうとなかろうと多くの病気は代謝的崩壊が生じる。例えば
黒質線条体路におけるニューロンの変性により生じるパーキンソン病は単離された細胞集
団におけるドーパミンの生成に関する生化学的機構の機能不全の結果生じる。これは言い
換えると運動／行動障害を引き起こす。パーキンソン病の標準的な治療はＬ－ＤＯＰＡ、
ドーパミンの前駆体の経口投与である。あるいは、ドーパミンを生成する神経細胞を移植
した組織は患者の脳内に移植される。適切な脳構造内に対する細胞内薬物あるいは遺伝子
生体内投与は、上述の２つの実施例に記載されたものと同様なエレクトロポレーションの
手順を使用して実施され、更に治療方針として利用可能である。
【０２５８】
　遺伝子導入用として遺伝的に改変されたウイルスを利用する脳腫瘍の実験的な治療は成
功事例報告で利用されている。導入システムとしてウィルスの使用はウィルスが突然変異
するかもしれない潜在的危険性をもたらす可能性における制限がある。以下の実施例に記
載されるものと同様の、サイトカインデアミナーゼあるいはチミジンキナーゼ用の例えば
「自殺遺伝子」など、遺伝子導入用のエレクトロポレーション方法を使用することにより
、がん治療におけるウイルス導入システムを利用する必要を排除する。
【０２５９】
　チップ電極のポジショニングはデカルト座標系に示される図における、定位固定アトラ
ス、および定位固定ミクロポジショナを使用して実施される。かん流はシリンジを使用し
た図に示されるように、あるいは別の適切な手段により実施される。電極のポジショニン
グと印加された電場を変化させると所望の数の細胞がエレクトロポレーションされる。
【０２６０】
　細胞内にエレクトロポレーションされる薬剤は次に一つのあるいは複数の電極の中心に
ある細いチャネルを介して、シリンジポンプ、蠕動ポンプ、あるいは電気泳動を含む別の
型の溶液ポンプ装置手段による流動を用いて単純に投与される。
【０２６１】
　特に興味深い可能性として、細胞内に対して溶質を連続投与するために生物耐性材料内
における電池式かん流／エレクトロポレーションインプラントの利用である。これは低電
位が要求されるため、数ボルトから約２０ボルトの範囲の電圧を供給する電池が使用され
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る。これらの電池式エレクトロポレーション機器は小型化され、わずかに数平方ミリメー
トルのサイズのチップに搭載可能である。このようなシステムは溶質含有溶液貯蔵部と、
エレクトロポレーション用の２つの電極と、時限送達用およびエレクトロポレーションパ
ラメータ、すなわちパルスプロファイル、パルス幅、繰り返し、および電源と同時の振幅
の制御用の電子回路と、貯蔵部補充用注入口とから構成される。
【０２６２】
　本発明に関する方法は、封入された溶質を細胞構造の外側に運搬すること、いわゆる反
転エレクトロポレーションに利用される場合、利用されるものの一つに単細胞あるいは小
細胞集団への薬物送達がある。これは、例えば細胞あるいは細胞様構造、リポソームなど
を透過化するために使用され、細胞非透過性溶質をその内部から細胞外媒体に伝送するた
めに利用される。次に溶質の濃度勾配を反対方向にし、すなわち細胞構造内部の溶質濃度
を高く、細胞構造外部の溶質濃度を低くする。特に、薬物を封入されたリポソームは、上
述と同様な方法で配置された炭素繊維チップ電極を介して標的細胞の膜の上方にＤＣ電圧
パルスを単純に印加することにより、標的細胞に近接する制御された方法において、空に
される。エレクトロポレーションにより誘発されるこのリポソームに基づく薬物送達は、
基礎研究ならびに医薬産業、例えば遅延放出を備える合成物に利用可能である。
【実施例】
【０２６３】
　本発明は更に以下に詳細に説明されるが、本発明の範囲を限定するものではない。
【０２６４】
実施例１．融合性培地における細胞の唯一のスポットのエレクトロポレーション
　ＰＣ－１２細胞を従来のペトリ皿において標準的手順で培養した。この細胞培養の媒体
は除去しＨｅｐｅｓ塩バッファ、ｐＨ７．４で置換し、更に細胞培地は倒立顕微鏡（Ｌｅ
ｉｃａ，ｘ－ｙ並進試料台付きｍｏｄｅｌ　ＤＭＩＲＢ）の試料台に移した。チップの内
側に水平に挿入される白金線を備えた従来型のピペットチップでできたチップ電極を５０
０μＭのフルオレセイン二リン酸（ＦＤＰ）を添加したＨｅｐｅｓ－塩バッファで充填し
た。チップ電極はパルス発生器（ＡＭ－ｓｙｓｔｅｍｓ　ｉｓｏｌａｔｅｄ　ｐｕｌｓｅ
　ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒ，ｍｏｄｅｌ　２１００）にパルス監視用のオシロスコープを介
して接続した。細胞液中の対極は接地に接続し且つチップ電極の電位の標示を負にした。
チップ電極の排出口を細胞培地の上方へ５０μｍの距離に設置した。細胞は１００ｍｓの
暴露時間、３ｍＡ振幅のパルス間で１００ｍｓの遅延を伴い５×１０パルスで暴露した。
ＦＤＰは、電気浸透力によりチップ電極から放出させ、ここではシステムに対して追加的
な圧力あるいはポンピングを行わなかった。非特異的ホスファターゼにより細胞の細胞質
中のフルオレセインに対してＦＤＰのスプライシングを行った後に、デジタルＣＣＤカメ
ラで制御され且つ蛍光画像ソフトウェアがストアされた顕微鏡の蛍光発光システムにより
、フルオレセインＦＤＰの内在化を検出した。この結果を図１３Ａに示す。この図からわ
かるように、チップ電極壁の下に設置された細胞はエレクトロポレーションが成功し、明
るい蛍光を暴露した。このことは、接地された細胞液とチップ電極内部の均一な電場との
間の接点において生成された電界強度が高いことに基づく。この実験において、およそ５
００の細胞が標的化され且つエレクトロポレーションが成功した。
【０２６５】
実施例２．融合性細胞培養における複数のスポットの同時エレクトロポレーション
　ＰＣ－１２細胞を従来のペトリ皿において標準的手順で培養した。この細胞培養の媒体
を除去しＨｅｐｅｓ－塩バッファ、ｐＨ７．４で置換し、更に細胞培養を倒立顕微鏡の試
料台に移した。２つのチップを通して挿入された単一ロッドを介してパルス発生器に接続
した２つのチップ電極を５００μＭのフルオレセイン二リン酸（ＦＤＰ）を添加したＨｅ
ｐｅｓ－塩バッファで充填した。一つの対極を細胞液中に配置し接地に接続した。２つの
チップ電極の排出口を細胞培地から上方へ１００μｍの距離に設置した。２つのチップ電
極の下方の、細胞の２つのスポットは１００ｍｓの暴露時間、４ｍＡ振幅のパルス間で１
００ｍｓの遅延を伴い４×１０パルスで暴露した。ＦＤＰは、電気浸透力によりチップ電
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極から放出させ、ここではシステムに対して追加的な圧力あるいはポンピングを行わなか
った。検出および画像化は実施例１と同様に実施した。この結果は図１４Ｃ－Ｅに示した
。チップ電極の真下に設置された２つの領域はエレクトロポレーションが成功し、ＦＤＰ
が細胞内に内在化した。２つのチップ電極間の距離はおよそ２ｍｍであり、図からわかる
ように、この距離は実質的に減少可能である。
【０２６６】
　ここに記載されるものの変更、修正および別の実施例は本発明の範囲から逸脱すること
なく当業者に対して可能である。
【０２６７】
　ここに記載される全ての文献、特許、特許出願、特許公報および国際出願は全てここに
組み入れられる。
【図面の簡単な説明】
【０２６８】
【図１】図１は本発明の一態様のチップ電極からなる電極システムの説明図である。この
システムは電解質充填チップ電極（１）からなり、電極プレート（３）と電気接触する内
部電極（２）を備える。電極プレート（３）はパルス発生器（４）と接続し電圧あるいは
電流パルスをチップ電極およびアース端子を介して対極（５）に伝送する。チップ電極は
細胞槽（６）内に設置されチップ中に含有する電解質溶液を細胞槽内の溶液と接触させる
。
【図２】図２Ａは本発明の一態様においてペトリ皿などの細胞培養容器における「スポッ
ト」あるいは離れた場所において、あるいはマイクロタイタープレートの一ウェル中の細
胞における薬剤の内在化および局部エレクトロポレーション用の単一チップ電極を示す。
図２Ｂは多数のウェルあるいはスポット内の細胞の同時エレクトロポレーション用に整列
させた直線配列のチップ電極を示す。図２Ｃは複数のウェルあるいはスポットに含有する
複数の細胞のエレクトロポレーション用の二次元配列されたチップ電極を示す。
【図３】図３Ａおよび３Ｂはチップ電極の変更設計例を示し、複数のチップ電極は一つの
プレート内に並列に成形される。一態様において、プレートは異なる三層からなり、層（
１）は電極と電解質貯蔵部の両方を兼ね備えたウェルを備え更に少なくとも一部分が導電
材料で形成されており；層（２）は前記層（１）内のウェルに対応する並列チップを備え
た非導電層からなり、層（３）は対極層であり、ここには各チップ電極に対応する個々の
環状の対極が図示される。図３Ａはこの様式における単一のチップ電極の拡大図であり、
図３Ｂは二次元配列された並列チップ電極を備えたプレートを示す。
【図４】図４Ａおよび４Ｂは細胞に近接されたチップ電極の端部の形状の多様な変更例を
示すがこれに限定されない。図４Ａは同一の内径で且つ外径を変更させた、すなわち外径
を均一、先細あるいは拡大させたチップ電極を示す。図４Ｂは先細にした内径および先細
、均一、あるいは拡大した外径を備えたチップ電極を示す。
【図５】図５Ａ～Ｃは図２に示されるようにチップ電極を受け入れる電極プレートを示す
。図示された態様において、チップ電極はプレートから取り外すことができる。図５Ａは
単一のチップ電極を受け入れる開口部を備えた電極プレートを示し、図５Ｂは直線配列の
チップ電極の開口部を備えた電極プレートを示す。図５Ｃは二次元配列されたチップ電極
に接着する電極プレートを示す。
【図６】図６Ａ～Ｃは単一のチップ電極（図６Ａ）、数個のチップ電極（図６Ｂ）、複数
のチップ電極（図６Ｃ）に関する本発明の一態様の電極プレートに取り付けられたチップ
電極を図示する。図６Ｂおよび６Ｃは本発明の更なる一実施態様を図示し、ここでチップ
電極の中心と中心との距離を工業規格のマイクロタイタープレートの中心から中心への距
離に対応させることによりマイクロタイタープレートの各ウェルにおける並列エレクトロ
ポレーションを促進させるようチップ電極間を離して配置させる。
【図７】図７Ａ～Ｄは本発明の異なる態様における細胞培養プレートあるいは異なる細胞
容器を例示する。図７Ａは細胞の単一スポットをエレクトロポレーションするための適切
なプレートを示す。図７Ｂ～Ｄは複数のスポットがエレクトロポレーションされる場合の
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適切なプレートを示す。図７ＢおよびＣはまたマイクロタイター皿などの細胞容器におけ
る各ウェルを選択的にエレクトロポレーションするための適切なプレートを示す。図７Ｄ
はまた融合培養などの多量の細胞集団をエレクトロポレーションするのに適切な細胞容器
を示す。
【図８】図８Ａ～Ｅはチップ電極の数および細胞容器中、例えばマイクロタイタープレー
トのウェルの数を変化させた本発明の異なるエレクトロポレーションシステムを示す。
【図９】図９Ａ～Ｈは本発明のエレクトロポレーションシステムの異なる成分に対して形
状あるいは機能を変更する方法を図示する。図９Ａはチップ電極の変更方法を示すがこれ
に限定されない。チップの導電部分はチップを画定するケースの壁部を貫通するワイヤと
して（図９Ａ）、片側のチップ壁部を貫通するロッドとして（図９Ｂ）、両側のチップ壁
部を貫通するロッドとして（図９Ｃ）、頂部からチップ内部に下向きに突き刺すワイヤあ
るいはロッドとして（図９Ｄ）設計され且つリングプレートの外側に接続され、あるいは
導電部分はチップの内部および一部外部において被覆される（図９Ｅ）。このチップは更
に出口領域に孔を備えるため電場が三次元方向に拡散されることにより細胞浮遊液に対す
るエレクトロポレーションが可能となる。図９Ｇは対極の設計における変更例を示す。こ
れは単一あるいは複数のワイヤあるいはロッドとして、チップ電極が中央に設置されるシ
リンダとして、中央におけるチップ電極に備わるリング形状のワイヤとしてあるいは小さ
いプレート電極として形成される。図９Ｈは対極が電極プレートの代わりに、電極として
かあるいは細胞プレート上に被覆された導電層として細胞プレートに設置される。
【図１０】図１０Ａ～Ｃは５０ｍｓパルスを印加中の電気浸透および電気泳動により生じ
たチップ電極の溶液排出を示す。チップ電極は０ｍｓ（図１０Ａ）、２５ｍｓ（図１０Ｂ
）、および５０ｍｓ（図１０Ｃ）の時点でｐＨ９の緩衝液中１００μＭのフルオレセイン
を含有させた。チップが浸されるバルク溶液をｐＨ４で中和し蛍光消光させた。流動は電
場におけるフルオレセインの電気浸透／電気泳動の結果生じ；圧力は付加されない。
【図１１】図１１Ａ～Ｃは微小流体チャネルが溶液の分配および交換のために本発明のエ
レクトロポレーションシステムの別の部分に一体化される方法が示される。例えば、微小
流体チャネルはチップ電極プレート（図１１Ａ）、あるいは電極プレート（図１１Ｂ）に
一体化され薬剤を孔に投与するか、あるいはチップ電極を介して一つあるいはそれ以上の
薬剤を連続送達する。微小流体チャネルは図示されるように（図１１Ｃ）細胞培養プレー
トに一体化され細胞周囲液を迅速に交換するか、あるいは細胞培養の溶液を連続洗浄／か
ん流する。
【図１２】図１２は本発明の一態様のエレクトロポレーションシステムにおいて、チップ
電極プレートおよび細胞プレートに対して、パルス発生器、液体分配装置、および検出器
を追加させたものを示す。
【図１３】図１３Ａ～Ｇは電極の標的対向端部と標的との間の距離を制御する異なった位
置決め装置を示す。図１３Ａは剛性のチップ電極が電極プレートの可撓性部分に接続ある
いは一体化される本発明の一態様を示す。図１３Ｂはチップ電極が可撓性であり電極プレ
ートに接続あるいは一体化される本発明の一態様を示す。図１３Ｃは位置決め装置（例え
ば縦棒）が設けられ、これは更に導電性表面を提供する本発明の一態様を示す。図１３Ｄ
はチップ電極がそのチップに一体化された位置決め要素からなる本発明の一態様を示す。
図１３Ｅはチップ電極がチップにおいて取外し可能な位置決め要素からなる本発明の一態
様を示す。図１３Ｆは本発明に関する別の典型的な位置決め要素を示す。図１３Ｇは位置
決め要素がチップを形成する先細の端部からなる本発明の一態様を示す。
【図１４】図１４Ａ～Ｅはチップ電極から５０μｍ下に配置されたＰＣ１２細胞内に対し
てフルオレセイン二リン酸塩（ＦＤＰ）の内在化およびエレクトロポレーションを示す。
ＦＤＰはホスファターゼによりフルオレセインに対して細胞質が裂かれるまで蛍光を発し
ない。チップ電極は５００μＭ　ＦＤＰを含むＨｅｐｅｓ－塩バッファ（ｐＨ７．４）で
充填された。細胞は５×１０パルス、３ｍＡで、１００ｍｓの期間に対しパルス間の１０
０ｍｓの遅延時間を加えてエレクトロポレーションされた。図１４Ａは細胞培養の明視野
像であり、図１４Ｂはエレクトロポレーション後のフルオレセイン中の同じ培養を示す。
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図１４Ｃ～Ｅは同一の細胞培養中の細胞中２つのスポットにおける同時並行のエレクトロ
ポレーションを示す。ＰＣ－１２細胞はＨｅｐｅｓ－塩バッファ（ｐＨ７．４）中５００
μＭのＦＤＰにより、パルス間の１００ｍｓの遅延時間と１００ｍｓの期間において４ｍ
Ａのパルス列の２０パルスでエレクトロポレーションされた。２つのチップ電極と細胞培
養との間の距離はおよそ１００μｍだった。図１４Ｃは細胞培養の明視野像であり；図１
４Ｄはエレクトロポレーション前のチップ電極の標的対向端部と培養の蛍光画像である。
図１４Ｅはエレクトロポレーション後の同一の培養の蛍光を示す。

【図１３】
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