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(57)【要約】
　本発明は、マイクロコイル磁気共鳴ベースのモジュー
ルと、検出装置と、それらを使用する方法とを提供する
。特に、この方法は、サンプル流体中の標的の検出に関
連し、サンプル流体中の対象標的を磁気的に標識化する
ことと、サンプル流体にＮＭＲ分析を受けさせることと
を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モジュールであって、
　（ａ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、
　（ｂ）前記マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している
導管と、
　（ｃ）前記導管および前記サンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと
、
　（ｄ）前記モジュールを磁気共鳴検出器に結合させるためのコネクタと、
　を備えるモジュール。
【請求項２】
　請求項１記載のモジュールにおいて、
　前記アフィニティカラムは、前記導管の上流側に置かれるモジュール。
【請求項３】
　請求項１または２記載のモジュールにおいて、
　前記マイクロコイルは、前記導管の周りに巻かれているモジュール。
【請求項４】
　請求項３記載のモジュールにおいて、
　前記アフィニティカラムは、少なくとも部分的に前記導管の中に置かれているモジュー
ル。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか記載のモジュールにおいて、
　流体システムと流体連絡している隔離チャンバをさらに備え、前記隔離チャンバは前記
導管から下流側に位置するモジュール。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか記載のモジュールにおいて、
　前記アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は異なる捕獲薬剤を含むモジュー
ル。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか記載のモジュールにおいて、
　前記モジュールは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有する複数のマイ
クロコイルを備え、各マイクロコイルに近接して導管が配置され、流体システムは各導管
と流体連絡し、かつ前記流体システムは複数の枝路を含むモジュール。
【請求項８】
　モジュールであって、
　（ａ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有する複数のマイクロコイル
と、
　（ｂ）各マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導
管と、
　（ｃ）前記モジュールを磁気共鳴検出器に結合させるためのコネクタと、
　を備えるモジュール。
【請求項９】
　請求項８記載のモジュールにおいて、
　前記複数のマイクロコイルは、流体システムにおいて単一の流路に沿って配置されてい
るモジュール。
【請求項１０】
　請求項８記載のモジュールにおいて、
　前記複数のマイクロコイルは、独立した複数の流体流路に沿っているモジュール。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか記載のモジュールにおいて、
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　前記複数のマイクロコイルは、マルチコイル検出回路を形成するように電気的に接続さ
れているモジュール。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれか記載のモジュールにおいて、
　前記マイクロコイルから下流側に位置する１つ以上の隔離チャンバをさらに備えるモジ
ュール。
【請求項１３】
　請求項８～１２のいずれか記載のモジュールにおいて、
　少なくとも１つの導管と流体連絡している少なくとも１つのアフィニティカラムをさら
に備えるモジュール。
【請求項１４】
　請求項１３記載のモジュールにおいて、
　前記少なくとも１つのアフィニティカラムは、前記少なくとも１つの導管の上流側に位
置するモジュール。
【請求項１５】
　請求項１３または１４記載のモジュールにおいて、
　各々の個々のマイクロコイルは、その個々のマイクロコイルに近接して配置された前記
導管の周りに巻かれているモジュール。
【請求項１６】
　請求項１５記載のモジュールにおいて、
　前記少なくとも１つのアフィニティカラムは、少なくとも１つのマイクロコイルの中に
少なくとも部分的に位置するモジュール。
【請求項１７】
　２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を含むマイクロコイルであって、前記マイ
クロコイルは実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルであ
り、かつアフィニティカラムの中にあるかあるいはアフィニティカラムを包囲するマイク
ロコイル。
【請求項１８】
　請求項１７記載のマイクロコイルにおいて、
　前記アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は異なる捕獲薬剤を含むマイクロ
コイル。
【請求項１９】
　検出装置であって、
　（ａ）４テスラ以下の磁場強度を有する永久磁石と、
　（ｂ）前記永久磁石により生成された磁場に近接して配置された、２５ミクロンと５５
０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、
　（ｃ）前記マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している
導管と、
　（ｄ）前記導管および前記サンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと
、
　を備える検出装置。
【請求項２０】
　検出装置であって、
　（ａ）４テスラ以下の磁場強度を有する永久磁石と、
　（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有し、各々実効磁気共鳴トラ
ンスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルである複数のマイクロコイルと、
　（ｃ）各マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導
管と、
　を備える検出装置。
【請求項２１】
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　磁気共鳴検出装置であって、
　（ａ）導管ガイドを含むハウジングと、
　（ｂ）前記ハウジング内にある４テスラ以下の磁場強度を有する永久磁石と、
　（ｃ）請求項１～１６のいずれか記載のモジュールであって、前記コネクタは前記モジ
ュールを前記導管ガイドを介して前記ハウジングに結合させる請求項１～１６のいずれか
記載のモジュールと、
　を備える磁気共鳴検出装置。
【請求項２２】
　請求項１９～２１のいずれか記載の検出装置において、
　前記永久磁石により生成された磁場に磁場勾配を加えることのできる磁場勾配発生器を
さらに備える検出装置。
【請求項２３】
　請求項１９～２２のいずれか記載の検出装置において、
　前記マイクロコイルは共鳴回路の一部を形成し、前記共鳴回路は、
　　（ａ）前記マイクロコイルに直列に電気的に接続された補助インダクタコイルと、
　　（ｂ）共鳴回路を形成するように前記マイクロコイルおよび前記補助インダクタコイ
ルに電気的に接続された同調キャパシタと、をさらに備え、
　前記共鳴回路は前記永久磁石に近接して配置され、かつ磁場勾配発生器が存在するなら
ばその磁場勾配発生器に近接して配置される検出装置。
【請求項２４】
　請求項１～１６のいずれか記載のモジュールにおいて、
　前記マイクロコイルまたは複数のマイクロコイルは、密に巻かれているモジュール。
【請求項２５】
　請求項１～１６のいずれか記載のモジュールにおいて、
　前記導管は、１００μｍと４００μｍとの間の内径を有するモジュール。
【請求項２６】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって、
　（ａ）請求項１９～２３のいずれか記載の検出装置の前記導管を通して、１つ以上の磁
気的に標識化された標的を包含する流体を流すステップと、
　（ｂ）前記サンプル流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイクロコイル
を付勢するステップと、
　（ｃ）前記サンプル流体中の前記磁気的に標識化された標的を検出するために前記マイ
クロコイルから受信された信号を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項２７】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって、
　（ａ）導管と流体連絡しているサンプルリザーバの中にサンプル流体を導入するステッ
プと、
　（ｂ）前記導管内の、１つ以上の対象標的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含むアフィ
ニティカラムに、前記サンプル流体を流すステップと、
　（ｃ）前記アフィニティカラムに磁性粒子を含む流体を流すステップであって、前記磁
性粒子は前記１つ以上の捕獲薬剤を介して前記アフィニティカラムに結合された前記１つ
以上の対象標的に選択的に結合することができ、前記磁性粒子の前記標的への結合は磁性
粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を流すステップと、
　（ｄ）未結合磁性粒子数を減らすために前記アフィニティカラムを洗浄するステップと
、
　（ｅ）結合した磁性粒子－標的複合体を前記アフィニティカラムから溶出させるステッ
プと、
　（ｆ）マイクロコイルに近接して配置された導管を通して前記磁性粒子－標的複合体を
含む流体を流すステップであって、前記マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロン
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との間の内径を有し、かつ実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシー
バコイルであり、磁性粒子－標的複合体を含む流体を流すステップと、
　（ｇ）前記サンプル流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイクロコイル
を付勢するステップと、
　（ｈ）前記サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するために前記マイクロコイ
ルから受信された信号を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項２８】
　請求項２７記載の方法において、
　ステップ（ｆ）は、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有する複数のマ
イクロコイルに近接して配置された複数の導管を通して流体を流すステップを含み、各マ
イクロコイルは実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルで
あり、各導管はサンプルリザーバと流体連絡している流体システムの一部であり、
　ステップ（ｇ）は、流動する前記流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で各マイ
クロコイルを付勢するステップを含み、
　ステップ（ｈ）は、流動する前記流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するために各マ
イクロコイルから受信された信号を処理するステップを含む方法。
【請求項２９】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって、
　（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、前記サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、前記導管はマイクロコイルに近接して配置され、前記マ
イクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有し、かつ実効磁気共鳴ト
ランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルである、導入するステップと、
　（ｂ）前記導管内のアフィニティカラムに前記サンプル流体を流すステップであって、
前記アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は前記サンプル流体中の１つ以上の
対象標的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含み、前記アフィニティカラム内の各層は他の
層とは異なる分子に結合することができ、前記アフィニティカラムは少なくとも部分的に
前記マイクロコイルの中に位置する、サンプル流体を流すステップと、
　（ｃ）前記アフィニティカラムに磁性粒子を含む流体を流すステップであって、前記磁
性粒子は前記１つ以上の対象標的に選択的に結合することができ、前記磁性粒子の前記標
的への結合は磁性粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を流すステップと
、
　（ｄ）前記アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイク
ロコイルを付勢するステップと、
　（ｅ）前記アフィニティカラムの１つ以上の層に存する磁性粒子－標的複合体を検出す
るために前記マイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項３０】
　標的流体中のサンプルを検出する方法であって、
　（ａ）サンプル流体を、前記サンプル流体中の１つ以上の対象標的に結合することので
きる磁性粒子と混合するステップであって、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－標的複
合体を生じさせる、混合するステップと、
　（ｂ）前記サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、前記サ
ンプルリザーバは導管と流体連絡し、前記導管はマイクロコイルに近接して配置され、前
記マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有する、導入するステ
ップと、
　（ｃ）前記導管内のアフィニティカラムに前記サンプル流体を流すステップであって、
前記アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は１つ以上の対象標的に結合する１
つ以上の捕獲薬剤を含み、前記アフィニティカラム内の各層は他の層とは異なる分子に結
合することができ、前記アフィニティカラムは前記マイクロコイルの中に少なくとも部分
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的に位置する、流すステップと、
　（ｄ）前記アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイク
ロコイルを付勢するステップと、
　（ｅ）前記アフィニティカラムの１つ以上の層に存する磁性粒子－標的複合体を検出す
るために前記マイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項３１】
　請求項２９または３０記載の方法において、
　流体システムは、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有する別々のマイクロ
コイルに近接して各々配置された複数の導管を含み、各マイクロコイルは実効磁気共鳴ト
ランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルであり、各導管はサンプルリザー
バと流体連絡している流体システムの一部であり、
　各マイクロコイルは、前記サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で付
勢され、
　各マイクロコイルから受信された信号は、流動する前記流体中の磁性粒子－標的複合体
を検出するために処理される方法。
【請求項３２】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって
　（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、前記サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、前記サンプル流体は前記サンプル流体中の１つ以上の対
象標的に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性
粒子－標的複合体を生じさせる、導入するステップと、
　（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルに近接して
配置された前記導管を通して前記サンプル流体を流すステップと、
　（ｃ）前記サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイクロコイ
ルを付勢するステップと、
　（ｄ）前記サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するために前記マイクロコイ
ルから受信された信号を処理するステップと、
　（ｅ）流動する前記流体のうち、標識化されたエンティティが検出された部分を、二次
マイクロコイルに近接して配置された導管を通して流すステップと、
　（ｆ）前記サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記二次マイクロ
コイルを付勢するステップと、
　（ｇ）前記磁性粒子－標的複合体のさらなる特性を判定するために前記二次マイクロコ
イルから受信された信号を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項３３】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって、
　（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、前記サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、前記サンプル流体は前記サンプル流体中の１つ以上の対
象標的に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性
粒子－標的複合体を生じさせる、導入するステップと、
　（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルに近接して
配置された前記導管を通して前記サンプル流体を流すステップと、
　（ｃ）前記サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイクロコイ
ルを付勢するステップと、
　（ｄ）前記サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するために前記マイクロコイ
ルから受信された信号を処理するステップと、
　（ｅ）流動する前記流体のうち、前記磁性粒子－標的複合体が検出された部分を、濃縮
された標的溶液を生じさせるために隔離チャンバの中へ逸らすステップと、
　を含む方法。
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【請求項３４】
　サンプル流体中の標的を検出する方法であって、
　（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、前記サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、前記サンプル流体は２つ以上の対象標的を含み、前記サ
ンプル流体は前記２つ以上の対象標的に個別的に結合されて少なくとも第１の磁性粒子－
標的複合体および第２の磁性粒子－標的複合体を作る磁性粒子を含む、導入するステップ
と、
　（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルに近接して
配置された前記導管を通して前記サンプル流体を流すステップと、
　（ｃ）前記サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で前記マイクロコイ
ルを付勢するステップと、
　（ｄ）流動する前記流体中の前記少なくとも第１の磁性粒子－標的複合体および第２の
磁性粒子－標的複合体を個別的に検出するために前記マイクロコイルから受信された信号
を処理するステップと、
　を含む方法。
【請求項３５】
　請求項２６～３４のいずれか記載の方法において、
　前記信号処理は、前記マイクロコイルから受信された前記信号の中の複数の周波数成分
および複数の振幅成分を特定することと、前記複数の振幅成分および複数の周波数成分を
前記マイクロコイルの軸方向長さに沿う複数の位置における流動する前記流体中の標識化
されているエンティティの存在または不存在と相関させることとを含む方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気共鳴と標識化標的の検出とに関する。
【０００２】
相互参照
　本願は、２００７年１０月２３日に出願された特許文献１および２００８年９月２５日
に出願された特許文献２を優先権主張の基礎とするものであり、その全体が本願明細書に
おいて参照により援用されている。
【背景技術】
【０００３】
　核磁気共鳴（ＮＭＲ）の種々の実験が、検出コイルの小型化から恩恵を被る可能性があ
る。サンプルが質量限定されているときに、検出ボリュームをサンプルサイズに釣り合う
ように減少させることは、強化された信号対雑音比（ＳＮＲ）性能を提供する。携帯可能
なマイクロコイルに基づくＮＭＲシステムの開発にある程度の進歩があったが、改善され
たＳＮＲ、スループット、能力、およびその他の利益を提供する装置は、当該技術にとっ
て大いに価値あるものである。
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【発明の概要】
【０００６】
　第１の態様において、本発明はモジュールを提供し、このモジュールは、（ａ）２５ミ
クロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、（ｂ）マイクロコイル
に近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（ｃ）導管およびサ
ンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと、（ｄ）モジュールを磁気共鳴
検出器に結合させるためのコネクタと、を備える。
　第２の態様において、本発明はモジュールを提供し、このモジュールは、（ａ）２５ミ
クロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有する複数のマイクロコイルと、（ｂ）各マ
イクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（ｃ）
モジュールを磁気共鳴検出器に結合させるためのコネクタと、を備える。
【０００７】
　第３の態様において、本発明は、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を含むマ
イクロコイルを提供し、このマイクロコイルは、実効磁気共鳴トランスミッタコイルまた
は実効磁気共鳴レシーバコイルであり、かつアフィニティカラムの中にあるかあるいはア
フィニティカラムを包囲する。
　第４の態様において、本発明は検出装置を提供し、この検出装置は、（ａ）４テスラ以
下の磁場の強度を有する永久磁石と、（ｂ）永久磁石により生成された磁場に近接して配
置された、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、（ｃ
）マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（
ｄ）導管およびサンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと、を備える。
【０００８】
　第５の態様において、本発明は検出装置を提供し、この検出装置は、（ａ）４テスラ以
下の磁場強度を有する永久磁石と、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を
各々有し、各々実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルで
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ある複数のマイクロコイルと、（ｃ）各マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリ
ザーバと流体連絡している導管と、を備える。
　第６の態様において、本発明は磁気共鳴検出器を提供し、この磁気共鳴検出器は、（ａ
）導管ガイドを含むハウジングと、（ｂ）ハウジング内にある４テスラ以下の磁場強度を
有する永久磁石と、（ｃ）本発明の任意の態様の任意の実施形態のモジュールと、を備え
、コネクタはモジュールを導管ガイドを介してハウジングに結合させる。
【０００９】
　第７の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）本発明の任意の態様の任意の実施形態の検出装置の導管を通して、１つ以上
の磁気的に標識化された標的を包含する流体を流すステップと、（ｂ）サンプル流体内の
磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｃ）サン
プル流体中の磁気的に標識化された標的を検出するためにマイクロコイルから受信された
信号を処理するステップと、を含む。
　第８の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）導管と流体連絡しているサンプルリザーバの中にサンプル流体を導入するス
テップと、（ｂ）導管内の、１つ以上の対象標的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含むア
フィニティカラムに、サンプル流体を流すステップと、（ｃ）アフィニティカラムに磁性
粒子を含む流体を流すステップであって、磁性粒子は１つ以上の捕獲薬剤を介してアフィ
ニティカラムに結合された１つ以上の対象標的に選択的に結合することができ、磁性粒子
の標的への結合は磁性粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を流すステッ
プと、（ｄ）未結合磁性粒子数を減らすためにアフィニティカラムを洗浄するステップと
、（ｅ）結合した磁性粒子－標的複合体をアフィニティカラムから溶出させるステップと
、（ｆ）マイクロコイルに近接して配置された導管を通して磁性粒子－標的複合体を含む
流体を流すステップであって、マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の
内径を有し、マイクロコイルは実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レ
シーバコイルである、磁性粒子－標的複合体を含む流体を流すステップと、（ｇ）サンプ
ル流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、
（ｈ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信
された信号を処理するステップと、を含む。
【００１０】
　第９の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、導管はマイクロコイルに近接して配置され、マイクロコ
イルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有し、マイクロコイルは実効磁気共
鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルである、導入するステップと
、（ｂ）導管内のアフィニティカラムにサンプル流体を流すステップであって、アフィニ
ティカラムは２つ以上の層を含み、各層はサンプル流体中の１つ以上の対象標的に結合す
る１つ以上の捕獲薬剤を含み、アフィニティカラム内の各層は他の層とは異なる分子に結
合することができ、アフィニティカラムは少なくとも部分的にマイクロコイルの中に位置
する、サンプル流体を流すステップと、（ｃ）アフィニティカラムに磁性粒子を含む流体
を流すステップであって、磁性粒子は１つ以上の対象標的に選択的に結合することができ
、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を
流すステップと、（ｄ）アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で
マイクロコイルを付勢するステップと、（ｅ）アフィニティカラムの１つ以上の層に存す
る磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信された信号を処理する
ステップと、を含む。
　第１０の態様において、本発明は標的流体中のサンプルを検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体を、サンプル流体中の１つ以上の対象標的に結合することの
できる磁性粒子と混合するステップであって、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－標的
複合体を生じさせる、混合するステップと、（ｂ）サンプル流体をサンプルリザーバの中
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に導入するステップであって、サンプルリザーバは導管と流体連絡し、導管はマイクロコ
イルに近接して配置され、マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径
を有する、導入するステップと、（ｃ）導管内のアフィニティカラムにサンプル流体を流
すステップであって、アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は１つ以上の対象
標的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含み、アフィニティカラム内の各層は他の層とは異
なる分子に結合することができ、アフィニティカラムはマイクロコイルの中に少なくとも
部分的に位置する、流すステップと、（ｄ）アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を
可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｅ）アフィニティカラムの
１つ以上の層に存する磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信さ
れた信号を処理するステップと、を含む。
【００１１】
　第１１の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体はサンプル流体中の１つ以上の対象標的
に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－
標的複合体を生じさせる、導入するステップと、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンと
の間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置された導管を通してサンプル流体を流
すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロ
コイルを付勢するステップと、（ｄ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出する
ためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、（ｅ）流動する流体の
うち、標識化されたエンティティが検出された部分を、二次マイクロコイルに近接して配
置された導管を通して流すステップと、（ｆ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能
にする周波数で二次マイクロコイルを付勢するステップと、（ｇ）磁性粒子－標的複合体
のさらなる特性を判定するために二次マイクロコイルから受信された信号を処理するステ
ップと、を含む。
　第１２の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体はサンプル流体中の１つ以上の対象標的
に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－
標的複合体を生じさせる、導入するステップと、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンと
の間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置された導管を通してサンプル流体を流
すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロ
コイルを付勢するステップと、（ｄ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出する
ためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、（ｅ）流動する流体の
うち、磁性粒子－標的複合体が検出された部分を、濃縮された標的溶液を生じさせるため
に隔離チャンバの中へ逸らすステップと、を含む。
【００１２】
　第１３の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体は２つ以上の対象標的を含み、サンプル
流体は２つ以上の対象標的に個別的に結合されて少なくとも第１の磁性粒子－標的複合体
および第２の磁性粒子－標的複合体を作る磁性粒子を含む、導入するステップと、（ｂ）
２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置され
た導管を通してサンプル流体を流すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検
出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｄ）流動する流体中の
少なくとも第１の磁性粒子－標的複合体および第２の磁性粒子－標的複合体を個別的に検
出するためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、を含む。
【００１３】
　本発明の方法の全ての態様および実施形態は、本発明の任意の態様の任意の実施形態の
モジュール、マイクロコイル、および検出装置を用いて実行され得る。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に従う検出器の一部分を描いた図である。
【図２】本発明の一実施形態に従う検出器の横断面図を描いた図である。
【図３】３つの例であるマイクロコイル構造を描いた図である。
【図４】複数の導管枝路を含む導管を含む検出器の一部分を描いた図である。
【図５】導管に結合された付加的な流体工学的コンポーネントを含む検出器の一部分を描
いた図である。
【図６】流体サンプルの多重化を可能にするために配置された３つのアフィニティカラム
を含む検出器の一部分を描いた図である。
【図７ａ】同調回路とマイクロコイルとの電気的接続の回路図を描いた図である。
【図７ｂ】同調回路とマイクロコイルとの電気的接続の回路図を描いた図である。
【図７ｃ】同調回路とマイクロコイルとの電気的接続の回路図を描いた図である。
【図８】モジュール例を描いた図である。
【図９】本発明の一方法に従って生成されたイメージの時系列である。
【図１０】本発明の一方法に従って行なわれた検出実験の完全な時間経過を描いた輪郭プ
ロットである。
【図１１】本発明の一方法に従って生じた導管を通るエンティティの動きの図形表示であ
る。
【図１２】本発明に使用される層状アフィニティカラムの図形表示である。
【図１３】本発明に使用されるマイクロコイルと統合された層状アフィニティカラムの図
形表示である。
【図１４】本開示による電気ＬＣ共鳴回路の基本的実施形態を描いた略図であり、ここで
は同調インダクタが小型または「マイクロ」サンプルコイルと直列に接続されている。
【図１４Ａ】図１４に示されている回路を描いた略図であるが、単一のサンプルコイルは
、直列に接続された複数のコイルに取って代わられている。
【図１４Ｂ】図１４に示されている回路を描いた略図であるが、単一のサンプルコイルは
、並列に接続された複数のコイルに取って代わられている。
【図１５】本開示による電気回路が磁気共鳴実験においてどのように実現され得るかを示
す回路図である。
【図１６】本開示による電気回路の他の１つの実施形態を描いた回路図であり、ここでは
小型サンプルコイルは、共鳴周波数の四分の一波長に実質的に対応する長さのワイヤまた
はケーブルを介して同調インダクタと並列に接続されている。
【図１７】本開示による回路の別の１つの代替の実施形態の、図１６に似ている回路図で
あって、同調インダクタの１つの部分的セグメントに、その両端間に、接続された伝送線
を示す。
【図１８】本開示による回路の別の１つの代替の実施形態の、図１６に似ている回路図で
あって、サンプルコイルと同調インダクタとの間の、インピーダンス変換器の伝送線への
接続を示す。
【図１９】本開示による電気ＬＣ直列共鳴回路の１つの基本的実施形態を描いた略図であ
り、ここでは同調インダクタが小型または「マイクロ」サンプルコイルに直列に接続され
ている。
【図２０】図１４を幾分詳しく説明した回路図である。
【図２１】図１６を幾分詳しく説明した回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　第１の態様において、本発明はモジュールを提供し、このモジュールは、（ａ）２５ミ
クロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、（ｂ）マイクロコイル
に近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（ｃ）導管およびサ
ンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと、（ｄ）モジュールを磁気共鳴
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検出器に結合させるためのコネクタと、を備える。
　第２の態様において、本発明はモジュールを提供し、このモジュールは、（ａ）２５ミ
クロンと５５０ミクロンとの間の内径を各々有する複数のマイクロコイルと、（ｂ）各マ
イクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（ｃ）
モジュールを磁気共鳴検出器に結合させるためのコネクタと、を備える。
【００１６】
　第３の態様において、本発明は、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を含むマ
イクロコイルを提供し、このマイクロコイルは、実効磁気共鳴トランスミッタコイルまた
は実効磁気共鳴レシーバコイルであり、かつアフィニティカラムの中にあるかあるいはア
フィニティカラムを包囲する。
　第４の態様において、本発明は検出装置を提供し、この検出装置は、（ａ）４テスラ以
下の磁場の強度を有する永久磁石と、（ｂ）永久磁石により生成された磁場に近接して配
置された、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルと、（ｃ
）マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリザーバと流体連絡している導管と、（
ｄ）導管およびサンプルリザーバと流体連絡しているアフィニティカラムと、を備える。
【００１７】
　第５の態様において、本発明は検出装置を提供し、この検出装置は、（ａ）４テスラ以
下の磁場強度を有する永久磁石と、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を
各々有し、各々実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルで
ある複数のマイクロコイルと、（ｃ）各マイクロコイルに近接して配置され、サンプルリ
ザーバと流体連絡している導管と、を備える。
　第６の態様において、本発明は磁気共鳴検出器を提供し、この磁気共鳴検出器は、（ａ
）導管ガイドを含むハウジングと、（ｂ）ハウジング内に４テスラ以下の磁場強度を有す
る永久磁石と、（ｃ）本発明の任意の態様の任意の実施形態のモジュールと、を備え、コ
ネクタはモジュールを導管ガイドを介してハウジングに結合させる。
【００１８】
　本発明の種々の態様および実施形態のモジュール、マイクロコイル、検出装置および磁
気共鳴検出器は、例えば、増加した機能性および検出モード、改善した感度および特異性
、時間およびコスト節約、ならびに以下に記載されるものを含む他の種々の利益を提供す
る。
　本発明の第１～第６の態様のモジュール、マイクロコイルおよび検出装置のいろいろな
コンポーネントのための種々の実施形態の全ては一緒に使用することができ、従って、当
業者に理解されるように、１つの態様のために開示された任意の実施形態は、他の１つの
態様のための任意の実施形態と組み合わされ得る。
【００１９】
　本発明のモジュールは、例えば、本願明細書で論じられる導管ガイドを介してモジュー
ルを検出器に結合させることによって、例えば、本発明の任意の実施形態の検出器の使い
捨てコンポーネントを永久的な検出器のコンポーネントに結合させるために使用され得る
。一例では、検出器の全ての流体工学的コンポーネントはモジュール上に置かれ、このよ
うにして、流体サンプルの部分が永久的な検出器のコンポーネント内に漏れ込む確率を低
下させる。複数の検出実験の間での汚染の確率を減少させるために単一の検出器とともに
多数のモジュールが使用され得る。一実施形態では、様々のサンプル流体に、他のテスト
サンプルと接触しないそれら自身のモジュールが割り当てられ得る。取り外し可能なモジ
ュールは、導管およびマイクロコイル特性を、使用されるサンプル流体に基づいてあるい
は検出実験の他の態様に基づいて調整することも可能にする。例えば、一実験では長いマ
イクロコイルが使用され得る。他の１つの例では、大径の導管が使用され得る。
【００２０】
　構造上のサポートを提供するためにあるいはモジュールを扱いやすくするために、モジ
ュールは例えばカードあるいはボードなど表面上に配置され、あるいは取り外し可能なモ
ジュールはハウジング内に配置され得る。しかし、支えやハウジング手段は不要である。
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例えば、モジュールは、導管の一部分の周りに巻かれたソレノイド状マイクロコイルを伴
う導管のセクションを含み得る。１つの代表的なモジュールが図８において提供されてい
る。
【００２１】
　１つの例としての検出器では、モジュールは、永久磁石により生成される場一様領域に
導管およびマイクロコイルを置く導管ガイド上の検出器に滑り込むことができる。マイク
ロコイルを導管上に直接取り付けることができ、マイクロコイルから延びる電気リード線
はモジュールの縁の上の電気接点パッドまたはコネクタへ延びることができる。検出実験
の過程で使用される他の任意の流体チャネルもモジュール上に含まれ得る。導管ガイドは
、また、モジュールを磁場勾配コイルおよび真空流体駆動装置と選択整列させる。
　検出器の一実施形態は、テストボックスと使い捨てモジュールとを含む。ボックスは、
磁石、検出回路およびインターフェイス、流体駆動装置および制御装置、ユーザインター
フェイス、結果出力プリンタ、臨床データベースとのインターフェイス、モジュールＩＤ
読取装置、導管ガイド、マスタープロセッサシステムおよびソフトウェア、ならびに他の
関連電源および支援電子装置を含むことができる。
【００２２】
　本願明細書で使用される「アフィニティカラム」は、抗原－抗体相互作用、酵素－基質
相互作用、およびレセプタ－リガンド相互作用を含むがこれらに限定はされない、標的と
の特異的相互作用に基づいて生化学的混合物を分離することのできる標的エンティティを
捕獲するための任意の手段を含む。本発明の装置および方法に使用されるアフィニティカ
ラムは、導管内の「固定相」（検体を分離するために使用される特異物質または樹脂）を
含むことができ、導管内に置かれた別のアフィニティカラム（固定相およびカラムハード
ウェア）またはそれの他の任意の適切な変形例を含むことができる。
【００２３】
　標的エンティティを捕獲して、磁気標識などの標識化ビーズで標的エンティティを標識
化することを可能にするために、本発明のモジュールとともにアフィニティカラムが使用
され得る。標的との特異的相互作用に基づいて生化学的混合物を分離することのできる任
意のアフィニティカラムが使用され得る。例えば、１つ以上のアフィニティカラムは、導
管の検出ゾーンを通して流体を流す前に流体を濃縮する１つの方法として、サンプル流体
中の標的エンティティを固定するための捕獲薬剤を含むことができる。「捕獲薬剤」は、
サンプル流体中の対象標的を選択的に結合させるか、あるいは選択的に結合させることが
できるように誘導体化されることのできる任意の分子である。適切な捕獲薬剤は、タンパ
ク質、核酸、抗体、レクチン、酵素、モノサッカライド、またはポリサッカライドを含む
が、これらに限定されない。捕獲薬剤は、可逆結合反応を通してカラムに結合するリンカ
ーを用いてカラム充填剤に付着させられることができる。例えば、ヘキサヒスチジンリン
カーは、Ｎｉ－またはＣｏ－ニトリロアセテート(nitriloacetate)－アガロースカラムマ
トリックスに付着させられたＮｉまたはＣｏイオンに結合する。カラムへのリンカーの結
合は、ヘキサ－ヒスリンカー(hexa-his linker) の場合、ヒスチジンまたはイミダゾール
などの、遊離薬剤との競争を通して逆転させられることができる。このリンカーは、標準
的な化学方法を介して認識分子に共有結合で付着させられる。
【００２４】
　アフィニティカラムのこの使用は、検出装置のために「前置フィルタ」を提供し、標的
を濃縮するとともに余分の未結合標識化ビーズを除去するために使用され得る。大きなサ
ンプルのためあるいは低濃度の標的エンティティを有すると疑われているサンプルのため
に、アフィニティカラムなどの濃縮メカニズムの使用はサンプルのボリュームの減少を容
易にし得る。例えば、５０ミリリットルの１つの環境サンプルが低濃度の１つの標的エン
ティティを含んでいるのではないかと疑われ得る。検出プロセスを高速化するために、標
的エンティティに選択的に結合し得る標識化された捕獲薬剤を伴うアフィニティカラムが
、サンプルの残部が洗浄除去されると同時に標的エンティティを分離し保持するために使
用され得る。サンプルの無関係の部分が除去された後、前もって捕獲されていた標的エン
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ティティを検出器の感知領域に運び込むためにキャリア流体をしてアフィニティカラムを
通過せしめることができる。
【００２５】
　代わりに、例えばアフィニティカラムあるいはクロマトグラフィから知られている他の
カラムなどにおいて、固相の上の捕獲薬剤によって、標識化されていない標的エンティテ
ィが捕獲され得る。いったんアフィニティカラムに付着させられて固定されたならば、標
的エンティティに対して選択的に付着した抗体を伴う標識化されたビーズの溶液が、付着
した標的の全てがビーズで標識化されるように、導入され得る。どの標的も標識化しない
余分のビーズは、その後、カラムの外へ洗い出され得る。それらの付着した標識を伴う標
的を、その後、カラムから溶出することができ、この溶出液はその後、ＮＭＲ検出器によ
って処理され得る。
【００２６】
　他の１つの実施形態では、アフィニティカラムは２つ以上の層（２、３、４、５、６、
７、８、９、１０、またはもっと多くの層）を含み、各層は異なる捕獲薬剤を含み、カラ
ム内の空間の異なる領域において異なる標的を捕獲するために使用することができ、以下
でより詳しく記載されるように、複数のＮＭＲ検出器またはＭＲＩ技術を用いて個別的に
検出され得る。一実施形態では、総合磁気共鳴信号変化がまず検出され、その後にどのア
フィニティカラム層が変化の発生源であるかを特定するためにＭＲＩ技術が使用される。
【００２７】
　他の１つの実施形態では、マイクロコイルはアフィニティカラムに組み込まれる（すな
わち、アフィニティカラムの中にあるか、あるいはアフィニティカラムを囲む）。アフィ
ニティカラムを、非常に小さくすることができて、一般的に、ＮＭＲ信号を生じさせるこ
とのできる物質を包含する。従って、マイクロコイルを、中に捕獲されている標的を直接
検出し得るようにカラムの中（あるいはカラムの周り）に作ることができる。例えば、マ
イクロコイルを、アフィニティカラムの周りに巻くことができ、あるいはその壁の中に埋
め込むことができる。静止している磁性標的は、多数回検出され、確実な検出を確かめる
ことができる。既知の位置の標的に種々のプロトコルが適用されて、検出の精度および精
密さを改善し、より決定的な検出、個別的検出などを可能にすることができる。統合され
ている検出器コイルは別の溶出ステップを不要にし、それにより、時間、標的のダメージ
、標的からの磁気標識の剥離、より大きな溶出ボリューム中への標的の希釈、サンプルボ
リュームのより大きな領域への拡散プロセスを通しての標的の広がりなどを減少させる。
【００２８】
　カラム材料自体は、磁性標的の存在による影響を受ける信号部分を含むＮＭＲ信号に寄
与するように選択され得る。例えば、材料は、ゲル、または、静止しているけれども液様
ＮＭＲ信号(liquid-like NMR signal)を提供する他の任意の材料であり得る。一実施形態
では、材料は、検出ＮＭＲ信号を生じさせるに充分な水素原子またはフッ素原子を包含す
ることができる。材料は、例えばその四重極摂動ＮＭＲスペクトルの中央遷移からの、充
分に液様のＮＭＲ信号を生じさせるアルミニウムまたは他の任意の原子を含む固体材料で
あってよい。カラム材料は、検出されるＮＭＲ信号に寄与するように改められる（「液化
される」）ことができる。例えば、カラム材料は、初めは使えるＮＭＲ信号を生じさせな
い固体であってもよいけれども、化学薬品の作用または温度の変化を通して、使える液様
信号を生じさせるように変換され得る。極端な場合には、カラム材料は適切な溶媒の使用
を通して溶解され得る。カラム材料は、サンプル空間に加えられる磁場を変化させないよ
うに選択され得る（すなわち、カラムの固定相は流体と同じ磁化率を有するように選択さ
れ得る）。例えば、カラム材料は、材料の総合的磁気的性質が処理されるサンプル流体の
ものと調和するように、常磁性イオン（Ｃｕ、Ｍｎ、Ｇｄ）などの不純物の適切な添加物
を包含するガラス、セラミック、あるいはゲルであり得る。混合されるべき不純物とそれ
らの濃度とは、カラム材料の存在がカラム内の磁場の均一性を劣化させないように、選択
され得る。
【００２９】
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　他の１つの実施形態では、アフィニティカラムの固相は、それが溶解されてカラム内容
物が検出器を通過させられて、溶出を不要とするとともにカラム自体のより多くがＮＭＲ
信号に寄与することを可能にし得るように、選択され得る。例えば、溶解は、固相を溶か
すように選択された溶媒の使用を通して、あるいは固相を液体にするようにカラムの温度
を変化させる（例えば、固相を溶かすように温度を高める）ことによって、達成され得る
。溶解は完全でなくてもよく、固相は、単にＮＭＲ検出コイルを通過するのに充分に小さ
い破片に砕けるだけでよい。
　他の１つの実施形態では、各々の別々のカラムに１つの特定の病原体タイプを付けるた
めに複数の異なるアフィニティカラムが、並列あるいはより好ましくは直列に使用され得
る。
【００３０】
　本発明の検出器は、永久磁石により生成された磁場に近接して配置されたマイクロコイ
ルを備え、マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有する。マイ
クロコイルは実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルであ
る。種々の実施形態において、マイクロコイルの内径は、２５～５００、２５～４５０、
２５～４００、２５～３５０、２５～３００、２５～２５０、２５～２００、５０～５５
０、５０～５００、５０～４５０、５０～４００、５０～３５０、５０～３００、５０～
２５０、５０～２００、１００～５５０、１００～５００、１００～４５０、１００～４
００、１００～３５０、１００～３００、１００～２５０、１４８～６４８、１７０～５
５５、および１００～２００ミクロンの間にあり得る。一例である検出器において、マイ
クロコイルはソレノイド形状であって、検出実験中に流体のボリュームを保持する導管の
セクションの周りに巻くことができる。しかし、平面コイル、矩形コイル、サドルコイル
、および蛇行環状コイルを含むがこれらに限定されない他のコイル形状が使用され得る。
例えば、平らなまたはソレノイド状マイクロコイル円柱軸を導管の軸に対して垂直に向け
ることができて、コイルの感度を高めるために、コイルを例えばフェライトに限定されな
い材料で満たすことができる。さらに、マイクロコイルは、コイル材料を表面上に配置す
ることあるいはコイルをエッチングすることを含むがこれらに限定されない他の構築技術
を通して、形成され得る。マイクロコイルの長さは、マイクロコイルの長さが本発明の検
出装置の永久磁石により生成される磁場の一様領域と同一の広がりを持つように、選択さ
れ得る。他の長さも選択され得る。種々の実施形態において、マイクロコイルの長さは、
２５μｍ～５ｃｍ、５０μｍ～５ｃｍ、７５μｍ～５ｃｍ、１００μｍ～５ｃｍ、１００
μｍ～４ｃｍ、１００μｍ～３ｃｍ、１００μｍ～２ｃｍ、１００μｍ～１．５ｃｍ、１
００μｍ～１ｃｍ、１．５ｍｍ～１．５ｃｍ、２．０ｍｍ～１．５ｃｍ、３ｍｍ～１．５
ｃｍ、４ｍｍ～１．５ｃｍ、５ｍｍ～１．５、６ｍｍ～１．５ｃｍ、７ｍｍ～２ｃｍ、８
ｍｍ～１．５ｃｍ、および９ｍｍ～１ｃｍの間にある。一般的に、マイクロコイルにより
生成される信号の強さは、コイルの長さとともに増大する。ある検出器は異なるサイズの
複数のマイクロコイルを含むことができる。一例である検出器において、より大きな内径
を有する第１のマイクロコイルは、サンプルの初期分析を行なうために使用される。流体
内のエンティティの存在が第１のマイクロコイルによって検出されたならば、その流体は
、より小さな内径を有する第２のマイクロコイルによってより高い感度で分析されるよう
に逸らされることができる。
【００３１】
　本願明細書で使用される、マイクロコイルが「磁場に近接して配置される」ということ
は、マイクロコイルの少なくとも一部分が永久磁石により生成される磁場の中に位置する
ことを意味する。一例である検出器では、ソレノイド状マイクロコイルのコイル状セクシ
ョン全体が、磁場の中に置かれ、ソレノイド状マイクロコイルのコイル状セクション上の
全ての点で観察される磁場が一様であるように向けられる。しかし、磁場内のマイクロコ
イルの任意の方位、例えばＭＲＩ技術を採用するためにマイクロコイルを磁場の非ゼロ成
分と整列させる方位が使用され得る。例えば、マイクロコイルを磁場の方向に関して曲げ
ることができ、端部またはマイクロコイルからの電気リード線などの、マイクロコイルの
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部分は、磁場を越えて延びることができる。
【００３２】
　一実施形態では、マイクロコイルは、１００μｍと１５００μｍとの間の範囲、１００
μｍと１１００μｍとの間の範囲、あるいはその中間の任意の範囲を含む本発明の任意の
実施形態に従う全長を有する、密に巻かれたマイクロコイルである。他の１つの実施形態
では、マイクロコイルすなわち密に巻かれたマイクロコイルは、以下で論じられる外径お
よび／または内径を有するキャピラリの周りに巻かれる。他の１つの実施形態では、マイ
クロコイルは、ワイヤ材料の表皮深さの２．５倍以下の直径を有するワイヤを含む。
【００３３】
　マイクロコイルを、永久磁石により生成された磁場の強度に基づく導管内の１つのボリ
ュームの流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で付勢することができる。１つの
ボリュームの流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数はｆ＝γ’Ｂのように磁場の
強度とともに変化し、ここでｆは周波数であり、Ｂは磁場強度であり、γ’は流体の中の
テストされる原子核に基づく比例定数である。例えば、水素原子の核についてのγ’は約
４２．６ＭＨｚ／テスラである。種々の例において、導管内の１つのボリュームの流体の
中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数は、１～１００、１０～１００、２０～１００、
３０～１００、４０～１００、５０～１００、６０～１００、７０～１００、８０～１０
０、９０～１００、２０～８５、３０～８５、４０～８５、５０～８５、６０～８５、７
０～８５、８０～８５、２０～６５、３０～６５、４０～６５、６０～６５、および３５
～４５ＭＨｚの間にある。
【００３４】
　サンプル流体のスループットを増大させるために、本発明のモジュールおよび／または
検出器において２つ以上のマイクロコイルセクションを並列に使用することにより付加的
なスループットのために配慮することが可能である。これは、信号の特性、例えば周波数
特性の周波数内容によって特定のコイルからの信号が特定され得るようにＭＲＩ技術を用
いることによって最適化され得る。例えば、マイクロコイルに対して斜めの適切な角度で
加えられた磁場勾配（以下で論じられる）は、各コイルからの信号をそれ自身の固有の周
波数範囲に分離し、全てのコイルからの同時信号収集を可能にする。代わりにあるいは付
加的に、各コイルを個々別々に電気的に接続することができ、信号を別個の電子チャネル
で処理することができる。
【００３５】
　本発明の任意の態様の任意の実施形態において、マイクロコイルは共鳴回路の一部であ
ることができ、（ａ）マイクロコイルと、（ｂ）マイクロコイルに電気的に直列に接続さ
れた補助インダクタコイルと、（ｃ）共鳴回路を形成するようにマイクロコイルおよび補
助インダクタコイルに電気的に接続された同調キャパシタと、を備える。
　種々の好ましい実施形態において、マイクロコイルは、密に巻かれたマイクロコイルで
あり、かつ／または、ワイヤ材料の表皮深さの２．５倍以下の直径を有するワイヤを含む
。
【００３６】
　本発明の全ての態様および実施形態の共鳴回路は、例えば改善されたＳＮＲおよび線幅
性能および本願明細書に詳しく記載されている増大した機能性を提供し、従って検出能力
を大幅に改善し、また従来の方法および装置で可能であったよりもさらにサンプルボリュ
ームを減少させるとともにマイクロコイルＮＭＲ装置をさらに小型化することを可能にす
る、改良されたマイクロコイルＮＭＲ装置の設計および製造を考慮に入れている。共鳴回
路の種々の実施形態において、マイクロコイルあるいは密に巻かれたマイクロコイルは、
本願明細書の実施形態のうちの任意のもので開示された全長を有する。共鳴回路の他の１
つの実施形態において、マイクロコイルあるいは密に巻かれたマイクロコイルは、本願明
細書の実施形態のうちの任意のもので開示された外径および／または内径を有するキャピ
ラリの周りに巻かれる。本発明の検出器の態様の１つのさらなる実施形態において、補助
または同調インダクタは、マイクロコイルまたは密に巻かれたマイクロコイルワイヤの直
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径より大きな直径のワイヤを含む。本発明の共鳴回路の１つのさらなる実施形態において
、補助または同調インダクタコイルは０．３ｃｍ～０．６ｃｍの半径を有する。他の１つ
の実施形態では、共鳴回路は機械的支持体上に取り付けられる。機械的支持体上に取り付
けられたときに、共鳴回路を１つ以上の遮蔽プローブボディ内に据え付ることができる。
一実施形態において、１つ以上の遮蔽プローブボディは２つの遮蔽プローブボディを含み
、第１の遮蔽プローブボディは密に巻かれたマイクロコイルを遮蔽し、第２の遮蔽ボディ
は遮蔽プローブボディを遮蔽しかつ／または補助インダクタおよびキャパシタを遮蔽する
。これらの実施形態の各々を、本発明の全ての態様の他の実施形態、および共鳴回路の使
用を必要とする本発明のさらなる態様と組み合わせて使用することができる。
【００３７】
　キャピラリチューブを含むがこれに限定されない、流体サンプルを受け入れることので
きる任意の導管が使用され得る。一実施形態では、導管は中空で円筒形であり、内径およ
び外径は検出器の感知領域の中でピコリットル－マイクロリットルのボリュームを収容す
るサイズである。導管の内径は、検出実験に使用される流体の特性と、例えば流体により
生成される信号の強度、流体の流量、および実験の所望の分解能などの、検出実験の他の
パラメータとに基づいて選択され得る。導管は、２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の
内径を有する。種々の実施形態において、導管内径は、２５～５００、２５～４５０、２
５～４００、２５～３５０、２５～３００、２５～２５０、２５～２００、５０～５５０
、５０～５００、５０～４５０、５０～４００、５０～３５０、５０～３００、５０～２
５０、５０～２００、１００～５５０、１００～５００、１００～４５０、１００～４０
０、１００～３５０、１００～３００、１００～２５０、１７０～５５０、および１００
～２００ミクロンの間にあることができる。外径は、本願明細書で開示された内径の導管
に適切に使用され得る任意の外径であり得る。さらに、マイクロコイルが流体を保持する
ために使用される（マイクロコイルが導管を形成する）実施形態において、導管の壁厚は
ゼロまで減らされ得る。検出器の効率は、導管の内径と外径との差を減少させることによ
って改善され得る。一例である導管は、１００ミクロンの内径と１７０ミクロンの外径と
を有するキャピラリチューブである。楕円形導管を含むがこれに限定されない種々の形状
に従う導管も使用され得る。さらに、導管は、複数のセクションを含むことができ、また
取り外し可能なセクションを含むことができる。取り外し可能なセクションは、例えば、
サンプルの汚染の確率の減少を容易にすることができ、あるいは装置をより容易に清掃あ
るいは修理することを可能にすることができる。導管自体を、導管ガイド上に、その上に
直接置かれて、あるいは導管を導管ガイド内へ案内するのに役立つ他のコンポーネントを
用いて間接的に配置することができる。一実施形態では、導管は、導管ガイドが受け入れ
ることのできる、本願明細書でより詳しく論じられる、モジュール上に配置される。
【００３８】
　導管は、流体を導管に提供するためのリザーバを含むがこれに限定されない任意の適切
なコンポーネントから流体を受け入れることができる。そのようなリザーバは、装置に搭
載されるかあるいは本願明細書で論じられるモジュール上にあることができる。リザーバ
は、単に、リザーバから分析に使用される導管部分への流れを制御するためにバルブが置
かれる導管のコンポーネントであり得る。
【００３９】
　本願明細書で使用される、導管が「マイクロコイルに近接して配置される」ことは、マ
イクロコイルから送られた信号がそこから導管に到達することができるとともに導管の感
知領域内の流体から放出された対応するエネルギーがマイクロコイルに電流を誘導し得る
ところの任意の位置を意味する。一例である実施形態において、ソレノイド状マイクロコ
イルは、マイクロコイルの軸が導管の軸と平行であるように、導管の周りに巻かれる。他
の一例において、平面コイルが導管に直接隣接して置かれて、平面コイルの中心軸が導管
の中心軸に対して垂直となるように向けられる。
【００４０】
　さらに、導管は、１つのボリュームの流体を受け入れることのできる複数（すなわち、
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２、３、４、５、６、７、８、９、１０、５０、１００、あるいはそれ以上）の枝路を含
むことができる。複数の枝路は複数のマイクロコイルに近接して配置され得る。一実施形
態では、各枝路は別個のマイクロコイルに近接して配置され、各枝路および各マイクロコ
イルは、同じであるかあるいはその特定の用途に適切であると考えられる異なるサイズを
持つことができる。例えば、複数の枝路は、１つの流体サンプルを複数のサブサンプルに
分割することを可能にし、あるいは２つ以上の流体サンプルを一度に分析することを可能
にすることができる。１つの別の実施形態では、導管の一つ以上の枝路は他の流体工学的
プロセスに使用される。例えば、１つ以上の枝路が１つ以上のアフィニティカラムに流体
的に結合され得る。１つの流体中のエンティティの特定を助ける標識化ビーズを使用する
実験では、サブサンプルの各々に異なる標識が加えられ得る。複数の枝路は、バルブ、隔
離チャンバ、および／または所与の目的に適する他の流体工学的構造にも結合され得る。
そのような流体工学的コンポーネントを、検出器に「搭載」することができ、あるいは導
管ガイドに結合され得るもののような取り外し可能なモジュールを介して提供し得る。
【００４１】
　本発明の任意の態様の任意の実施形態の検出器は、流体を受け入れるための導管を受け
入れることのできる導管ガイドを含むことができ、導管ガイドは、導管をマイクロコイル
に近接させてかつ永久磁石により生成される磁場に近接させて（かつ検出器が使用されて
いるときには磁場勾配に近接させて）配置することができる。導管ガイドは、取り付けブ
ラケット、機械的ガイド、および継手を含むがこれらに限定されない、導管の方位を定め
るための任意の手段を含むことができる。導管ガイドを、導管ガイドの位置を確定し維持
することのできる任意の１つまたは複数の材料から作ることができる。例えば、導管ガイ
ドを形成するために、金属、プラスチック、複合材料、セラミック、および多層材料が個
々別々にあるいは組み合わされて使用され得る。一例である検出器において、導管ガイド
は、また、実験中にサンプル流体を保持する導管部分（感知領域）の軸を、磁場勾配発生
器により生成される磁場勾配の方向と整列させる。他の１つの例である検出器において、
磁場勾配が付勢されたときに感知領域により放射される信号の周波数シフトを最小にする
磁場勾配に関しての導管の位置をオペレータが選択することを可能にするように、導管ガ
イドは調整可能である。磁場勾配発生器としてコイルを利用する実施形態では、導管ガイ
ドは、円筒状導管の長軸を勾配コイルの中心と一直線に並べる。しかし、導管ガイドは、
導管を、オペレータが適切と考える他の位置および方位に配置することができる。
【００４２】
　モジュールは、モジュールを、本願明細書で開示されるものなどの検出器に結合させる
ためのコネクタを含む。モジュールを検出器に結合させることのできる任意のコネクタが
使用され得る。例えば、本発明の検出器の態様または方法の態様の一部として記載された
導管ガイドのいずれもが使用され得る。さらに、モジュールを定位置に固定することので
きる任意の機械的継手が使用され得る。例えば、モジュール上のねじ山付きスクリューま
たはボルトが検出器上の対応するねじ穴に結合されたコネクタが使用され得る。他のコネ
クタの例は、機械的クリップ、スナップフィッティング、ほぞ穴結合、ピン、ソケットフ
ィッティング、および圧力式フィッティングを含む。
【００４３】
　モジュールは、マイクロコイルまたはモジュールと本発明の任意の実施形態の検出器と
の電気的接続を確立することのできる電気的接点をさらに含むことができる。取り外し可
能なモジュールと検出器との電気的接続は、マイクロコイルが、本願明細書で開示される
ものなどの、検出器上の同調回路、信号処理装置、または他の任意の回路とインターフェ
イスすることを、可能にすることができる。取り外し可能なモジュール上に信号発生器、
信号処理装置、同調回路などのエレクトロニクスおよび他のエレクトロニクスを包含する
取り外し可能なモジュールにおいて、取り外し可能なモジュールと検出器との電気的接続
は、取り外し可能なモジュール上の電子コンポーネントのいずれもが検出器内の電気的コ
ンポーネントとインターフェイスすることを可能にすることができる。例えば、電気的接
続は、取り外し可能なモジュールに電力を供給し、あるいは取り外し可能なモジュールが
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ユーザインターフェイスに接続することを可能にするために使用され得る。電気的接続を
確立するための任意の手段が使用され得る。例えば、マイクロコイルに結合されたワイヤ
リードはモジュールから延びることができる。マイクロコイルがモジュールに電気的に接
続される実施形態では、導電性トレースがマイクロコイルとモジュール上の電気的継手と
の間の接続を確立することができ、検出器上のレセプタクルに挿入され得る。
【００４４】
　モジュールは、導管に流体的に結合される流体駆動装置をさらに含むことができる。モ
ジュールに任意の適切な流体駆動装置が使用され得る。本発明の任意の態様の任意の実施
形態のモジュールおよび検出器は、導管に流体的に結合され得る流体駆動装置をさらに備
えることができる。流体駆動装置は、導管内の流体の意図的な駆動を可能にすることがで
きる。通例、流体駆動装置は、導管の一端で圧力に変化を加えることによって動作する。
例えば、導管の一部分を通して流体を引くために導管の一端に真空が取り付けられ得る。
流体の流れを確立するために、シリンジポンプなどの容積式ポンプも使用され得る。流体
駆動装置は、流体を駆動するために空気圧または重力を使用することもできる。導管内の
流体に流れを与えることのできる任意の装置が使用され得る。流体駆動装置を、検出器に
「搭載」することができ、あるいは、（本願明細書でより詳しく記載される）導管ガイド
に接続され得るものなどの取り外し可能なモジュールを介して提供し得る。
【００４５】
　バルブ、隔離チャンバ、およびアフィニティカラムなどの、導管に流体的に結合され得
る他の流体工学的コンポーネントも、取り外し可能なモジュールおよび／または検出器に
含まれ得る。導管の一部分に流体的に結合することのできる任意のバルブが本発明のモジ
ュールに使用され得る。バルブは、導管内の流体の流れを制御することを可能にする。例
えば、複数の枝路を包含する導管を有するモジュールにおいて、複数の枝路を通しての流
体の流れを順番付けるために１つ以上のバルブが使用され得る。隔離チャンバ（例えば、
マイクロプレート上のウェル、別の導管枝路、リザーバなどであり得る）は、検出実験に
おいて使用される流体の一部分を保持するために使用され得る。例えば、流体内にエンテ
ィティが検出されたならば、流体の一部分を逸らして隔離チャンバに入れるためにバルブ
が使用され得る。任意ボリュームの隔離チャンバが使用され得る。例えば、標的が検出さ
れた流体のその後の顕微鏡評価を考慮に入れるには、数ナノリットルの小ボリュームで充
分である。他の１つの例では、サンプル流体の数マイクロリットル、あるいはボリューム
全体が隔離チャンバにおいて保持され得る。
【００４６】
　本発明の検出器は永久磁石を含む。永久磁石は場の強度を有し、場の強度は４テスラ以
下である。種々の実施形態において、場の強度は、０．１～４、０．１～３．８、０．１
～３．６、０．１～３．４、０．１～３．２、０．１～３．０、０．１～２．８、０．１
～２．６、０．１～２．４、０．１～２．２、０．１～２、０．１～１．９、０．１～１
．８、０．１～１．７、０．１～１．６、０．１～１．５、０．１～１．４、０．１～１
．３、０．１～１．２、０．１～１．１、０．１～１．０、０．２５～４．０、０．２５
～３．５、０．２５～３．０、０．２５～２．５、０．２５～２、０．２５～１．９、０
．２５～１．８、０．２５～１．７、０．２５～１．６、０．２５～１．５、０．２５～
１．４、０．２５～１．３、０．２５～１．２、０．２５～１．１、０．２５～１．０、
０．５～２、０．５～１．９、０．５～１．８、０．５～１．７、０．５～１．６、０．
５～１．５、０．５～１．４、０．５～１．３、０．５～１．２、０．５～１．１、およ
び０．５～１．０テスラの間にあり得る。永久磁石を単一の磁石から構成することができ
、あるいは複数の永久磁石を組み合わせることもできる。永久磁石の構成に使用される任
意の材料が、検出器のための永久磁石を形成するために使用され得る。例えば、鉄、他の
鉄系および非鉄系の合金、セラミック磁性材料、ＳｍＣｏおよびＮｄＦｅＢを含む希土類
磁石、および他の磁性材料が使用され得る。永久磁石はいかなる形状にも形成され得る。
例えば、曲線状、矩形、円柱状、あるいは他のプロフィールを有する磁石（あるいは複数
の磁石の組み合わせ）が使用され得る。一例である検出器において、スチールの磁極片を
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有する双極子磁石が永久磁石として使用される。しかし、他の、ハルバッハ磁石などの磁
石も使用され得る。一例である検出器では、永久磁石により生成される磁場は一様である
。しかし、磁石を構築するときに時折遭遇する静的勾配などの勾配を有する磁場を形成す
る永久磁石も検出器に使用され得る。永久磁石から存在し得る勾配の傾きは０Ｇ／ｃｍお
よび１．０Ｇ／ｃｍの間にあり得る。永久磁石が勾配を有する実施形態では、磁場勾配発
生器により生成される勾配は、強度に関してタイプ（例えば、パルス対スタティック）で
異なる。検出器は、多様な磁場を有する多様な永久磁石を含むこともできる。一例である
検出器において、２つの永久磁石を使用することができ、その第１のものは２．０テスラ
の磁場強度を有し、第２のものは１．０テスラの磁場強度を有する。検出実験の過程にお
けるいろいろな磁場強度の使用は、流体サンプルに伴う種々様々のエンティティの検出を
容易にすることができる。さらに、流体中の原子核の共鳴周波数は場の強度とともに変化
するので、多様な場の強度を有する検出器の使用は、２つ以上の場の強度および周波数で
流体を分析することによって偽陽性検出あるいは偽陰性検出の可能性をさらに減少させる
ことができる。
【００４７】
　本発明の任意の他の実施形態の１つのさらなる実施形態において、モジュール／検出装
置はＮＭＲイメージングシステムをさらに備える。そのようなイメージングシステムは当
業者に知られている。他の１つの実施形態では、モジュール／検出装置は共鳴回路に電気
的に接続した整合キャパシタをさらに備え、共鳴回路を装置の検出エレクトロニクス（す
なわち、ＮＭＲ検出システム）に接続する。
【００４８】
　本発明の実施形態の全態様の１つの実施形態において、本願明細書に開示されている検
出装置は、マイクロコイルＮＭＲ－ＭＲＩシステムを形成するために、磁場勾配発生器と
、信号処理装置などの他のコンポーネントとをも備える。この実施形態では、その１つま
たは複数のマイクロコイルは、磁場勾配に近接して配置される。この実施形態の検出器は
磁場勾配発生器を含む。勾配は、１つのマイクロコイルの中の複数の信号検出ボリューム
を特定するために使用される。勾配は、永久磁石により生成された磁場における勾配を補
償するためにも使用され得る。永久磁石、超伝導電磁石、あるいは傾斜磁場コイルを含む
がこれらに限定されない、永久磁石により生成された磁場に磁場勾配を加えることのでき
る任意の磁場勾配発生器が使用され得る。一例である検出器において、磁場勾配は線形で
あるけれども、非線形勾配を含むが、これに限定されない、任意の勾配が使用され得る。
勾配発生器は、０．０１Ｇ／ｃｍおよび１．０Ｇ／ｃｍの間の傾きを有する勾配を生成す
ることができる。種々の実施形態において、磁場勾配発生器により生成される勾配の局所
的領域の傾きは、０．０１～１．０、０．０１５～１．０、０．０２～１．０、０．０２
～０．９、０．０２～０．８、０．０２～０．７、０．０２～０．６５、および０．０２
～０．６Ｇ／ｃｍの間にある。本願明細書で論じられるように、永久磁石が勾配を有する
実施形態において、磁場勾配発生器により生成される勾配は、強度に関してタイプ（例え
ば、パルス対スタティック）で異なる。静的勾配は、小型化されたＮＭＲおよびＭＲＩプ
ラットホームに特に適合し、かつ他の勾配と比べて割合にシンプルであるので、一例であ
る検出器においては静的勾配が使用される。しかし、パルス勾配と、パルス勾配および静
的勾配の組み合わせとを含むがこれらに限定されない、他の勾配タイプが使用され得る。
検出器において使用される勾配の強さは、検出器の空間的分解能を決定する。磁場勾配の
強さを高めれば、検出器はマイクロコイルのより小さなセクションにおける磁気共鳴を特
定できるようになる。一例である検出器において、長さ１．１ｍｍのマイクロコイルと関
連して０．０７Ｇ／ｍｍの磁場勾配が使用される。所望の空間的分解能をなお提供する最
も弱い勾配を使用することは、検出器のより狭い検出帯域幅と改善した信号対雑音特性と
を容易にする。一例である検出器において、検出実験中のサンプル流体により放射される
エネルギーの中心周波数を変えずに、サンプル流体のＴ2

*に基づいて磁場勾配が選択され
、使用される。一例である検出器において、サンプルの第１の分析中に約０．１４Ｇ／ｍ
ｍの第１の磁場勾配が適用され得る。その分析の結果が決定的でなければ、あるいは改善
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Ｇ／ｍｍの第２の勾配が適用され得る。この実施形態の検出器は信号処理装置をさらに備
えることができ、この信号処理装置は、マイクロコイルに電気的に結合されて、マイクロ
コイルから受信された信号の中の複数の周波数成分と複数の振幅成分とを特定することが
できるとともに、その複数の振幅成分および複数の周波数成分を導管の軸方向長さに沿う
複数の位置における流体のボリュームの中のエンティティの存在または不存在と相関させ
ることができる。信号処理装置は、信号の中の周波数成分および振幅成分を特定するため
の任意の方法を使用することができる。一例である検出器において、信号処理装置は、マ
イクロコイルからの信号の中の複数の周波数成分および複数の振幅成分を特定するために
、マイクロコイルから受信された信号に対して高速フーリエ変換を実行することができる
。
【００４９】
　本願明細書において使用される、マイクロコイルが「磁場勾配に近接して配置される」
ということは、マイクロコイルの少なくとも一部分が、磁場勾配発生器により生成された
磁場勾配の中に置かれることを意味する。一例である検出器において、マイクロコイルは
、磁場勾配の中に置かれて、マイクロコイルの軸が線形磁場勾配の方向と平行であるよう
に整列させられるように、向けられる。しかし、勾配に関してのマイクロコイルの、マイ
クロコイルを磁場勾配の非ゼロ成分と整列させる任意の方位が、使用され得る。本願明細
書の教示に基づいて当業者に理解されるように、マイクロコイルを勾配に近接させて配置
することと磁場に近接させて配置することとは、本発明の検出器の設計において別々の変
数である。
【００５０】
　本発明の任意の態様の任意の実施形態のモジュールおよび検出器は、マイクロコイルに
電気的に結合された同調回路をさらに備えることができる。同調回路は、マイクロコイル
のインダクタンスより少なくとも２倍大きいインダクタンスを持つことのできる同調コイ
ルと、共鳴回路を形成するように同調コイルに結合されたキャパシタとを含む。種々の実
施形態において、同調コイルは、マイクロコイルのインダクタンスより３、４、５、６、
７、８、９、１０、２０、２５、５０、１００、２５０、５００、または１０００倍大き
いインダクタンスを持つことができる。同調回路は、少なくとも２ｎＨのインダクタンス
を有する同調コイルを含み、同調コイルは、共鳴回路を形成するためにキャパシタに結合
される。種々の実施形態において、インダクタは、２ｎＨ～１μＨ、１０ｎＨ～１μＨ、
５０ｎＨ～１μＨ、１００ｎＨ～１μＨ、２００ｎＨ～１μＨおよび５００ｎＨ～１μＨ
の間のインダクタンスを有することができる。同調コイルは、マイクロコイルと直列また
は並列の接続を形成するようにマイクロコイルに結合され得る。そのような同調コイルを
、検出器に「搭載」することができ、導管ガイドに結合され得るものなどの取り外し可能
なモジュール、あるいはそれらの組み合わせを介して提供し得る。マイクロコイルと同調
コイルとの間の伝送線を含むがこれに限定されない、マイクロコイルを同調コイルに結合
させる任意の方法が使用され得る。一例である同調回路が、本願明細書において参照によ
り援用されている特許文献３に開示されている。そのような同調コイルを、検出器に「搭
載」することができ、導管ガイドに結合され得るものなどの取り外し可能なモジュール、
あるいはそれらの組み合わせを介して提供し得る。
【００５１】
　補助インダクタまたは同調インダクタとも称され得る同調コイルを１つの方法に従って
設計することができ、この方法は、（ａ）第１の直径のワイヤを用いてマイクロコイルを
作成するステップと、（ｂ）マイクロコイルのＲＦ抵抗を測定するステップと、（ｃ）第
２の直径のワイヤを用いて補助インダクタコイルを巻くステップであって、第２の直径は
第１の直径より大きく、補助インダクタコイルの半径は、
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を用いて決定され、ここでｌwireはワイヤ長さであり、ｄwireはワイヤ直径であり、ｋｄ

wireはターン間ワイヤ間隔である、補助インダクタコイルを巻くステップと、を含む。
【００５２】
　本発明の任意の態様の任意の実施形態の検出器は、信号処理装置をさらに備えることが
でき、この信号処理装置は、マイクロコイルに電気的に結合されて、マイクロコイルから
受信された信号の中の複数の周波数成分と複数の振幅成分とを特定することができるとと
もに、その複数の振幅成分および複数の周波数成分を導管の軸方向長さに沿う複数の位置
における流体のボリュームの中のエンティティの存在または不存在と相関させることがで
きる。信号処理装置は、信号の中の周波数成分および振幅成分を特定するための任意の方
法を使用することができる。一例である検出器において、信号処理装置は、マイクロコイ
ルからの信号の中の複数の周波数成分および複数の振幅成分を特定するために、マイクロ
コイルから受信された信号に対して高速フーリエ変換を実行することができる。信号処理
装置は、本願明細書において開示されるコンピュータプログラムを含むことができる。
【００５３】
　１つのさらなる実施形態において、モジュール／検出器は、本願明細書で開示されるも
のなどの、本発明の方法を検出器で自動的に実行するために、物理的なコンピュータ可読
記憶媒体を含むことができる。本願明細書で使用される「コンピュータ可読媒体」という
用語は、磁気ディスク、光ディスク、有機メモリ、およびＣＰＵによって読まれ得る他の
任意の揮発性（例えば、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または不揮発性（例えば
、読み出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）の大容量記憶システムを含む。コンピュータ可読媒
体は協動するあるいは相互に接続されたコンピュータ可読媒体を含み、それらは、もっぱ
ら処理システム上に存在するかあるいは処理システムに対してローカルまたはリモートで
あり得る複数の相互に接続された処理システムに分散される。
【００５４】
　第７の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）本発明の任意の態様の任意の実施形態の検出装置の導管を通して、１つ以上
の磁気的に標識化された標的を包含する流体を流すステップと、（ｂ）サンプル流体内の
磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｃ）サン
プル流体中の磁気的に標識化された標的を検出するためにマイクロコイルから受信された
信号を処理するステップと、を含む。
【００５５】
　本発明の方法は、所与のサンプルボリューム内の個々の細胞、分子などの直接検出を可
能にする。この方法は、検出器を通してサンプル流体を移動させるステップと、対象物質
が通過するかどうかを判定するステップとを含み、それは数えられる。従来技術の検出器
は、最低濃度の物質に対して敏感である。在来のＮＭＲ検出技術は低感度であって、単一
の細胞または分子より何倍も大きな標的数を必要とするので、個々の物質を検出するため
にＮＭＲを使用することは非常に普通ではない。
【００５６】
　本発明の方法は、流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢
することを含む。マイクロコイルは、パルス電磁信号を選択された共鳴周波数で導管内の
流体のほうへ送るために使用される。送られる信号の周波数は、検出実験で調べられる特
定の原子核の特性と磁場の強度とに基づいて選択される。マイクロコイルは、また、共鳴
周波数信号の送信に応答して磁場内の原子核により吸収または放出されるエネルギーを検
出するためにも使用される。このエネルギーは、流れている流体中の原子核により吸収ま
たは放出されるエネルギーと対応する電流をマイクロコイルに誘導する。流体内のエンテ
ィティの存在は、マイクロコイルにより検出され得るエネルギーの変化を生じさせる。
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【００５７】
　このような形のコントラストは、標識化されたエンティティと周囲流体との他の任意の
相互作用からも生じ得る。この相互作用の一般的な形は、エンティティとキャリア溶液と
の間の、磁化率と称される磁気的特性のミスマッチに起因する。従って、原理的には、開
示される装置は、一様な気泡を含むほとんど任意の特定可能な物質に対しても敏感であり
得る。しかし、この効果は磁場の強度に比例するので、特に、磁気モーメントと称される
強い磁気強度を持っているために選択される磁性粒子と比べて、比較的に弱い場の永久磁
石において、それは大きな効果ではない。
【００５８】
　物質の近傍の一様な磁場の歪みが物質自体の強磁性または「超常磁性」の結果であると
きには、物質は、その一様な磁場に対して非線形に応答し、従ってそれは磁化率を有する
とは記載されない。代わりに、その物質は磁気モーメントを有すると記載され、それは物
質の飽和磁化に起因するかもしれないし、そうではないかもしれない。この磁性粒子は、
その近傍における場の一様性を乱し、この乱れはＮＭＲ方法によって検出され得る。
　その近傍の磁場を乱す物質は、ＮＭＲによって直接検出されるには小さすぎるかもしれ
ない。場の乱れは、物質自体より遥かに大きなボリュームにおよび得る。物質による影響
を受ける材料のボリュームが充分に大きければ、その物質の存在はＮＭＲにより検出され
得る。この意味において、磁場の乱れは、物質の存在を示すＮＭＲ信号を増幅するのに役
立つ。
【００５９】
　ＮＭＲコントラストの最も基本的な形は、なにものかがサンプル領域に存在するか否か
を検出することである。標識化されたエンティティ、例えばバクテリアを含む薄い溶液が
ＮＭＲ検出器を通されるときに、本発明の方法を用いることにより、その標識化されたエ
ンティティは個々別々に検出され得る。特定の標的を標識化する磁気ビーズは、周囲流体
からのＮＭＲ信号に逆に影響を及ぼす。従って、磁性粒子の「勢力球」が、検査されるボ
リュームと同等であるならば、すなわち、その「球」が溶液が流れているチューブの相当
の部分に及ぶならば、サンプルチューブの総横断面から生じるＮＭＲ信号は弱められる。
サンプル流体の他の特性を目立たせるための励起および検出のためのプロトコルも考案さ
れ得る。流体には、例えば１つの励起に応答してどれだけ長く信号を生成するかという点
で、違いがあり得る。「緩和時間」におけるそれらの差異は、混合物中の２つ（あるいは
それより多く）の流体の個別的検出を行なうために利用され得る。原子核を励起し検出す
るための特定の方法に各々適合し、異なる化学的または物理的特性（または特性の組み合
わせ）に各々関連する、いくつかの異なる緩和時間がある。最も一般的に論じられる緩和
時間はＴ1 、Ｔ2 、およびＴ2

*と表示される。拡散テンソル、流速、弾性係数、化学環境
、および温度を含む他の多くのパラメータが、ＮＭＲ実験において検出された信号に符号
化され得る。２つ以上の物理的パラメータの検出を同じＮＭＲ実験に組み込むことも可能
である。例えば、Ｔ２検出と空間的位置検出との両方を組み合わせて「Ｔ２強調画像」と
することは一般的である。この場合、検出される信号は、空間内の全ての位置に位置する
材料の量と、そこに位置する材料のＴ２との両方から影響を受ける。
【００６０】
　第８の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）導管と流体連絡しているサンプルリザーバの中にサンプル流体を導入するス
テップと、（ｂ）導管内の、１つ以上の対象標的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含むア
フィニティカラムに、サンプル流体を流すステップと、（ｃ）アフィニティカラムに磁性
粒子を含む流体を流すステップであって、磁性粒子は１つ以上の捕獲薬剤を介してアフィ
ニティカラムに結合された１つ以上の対象標的に選択的に結合することができ、磁性粒子
の標的への結合は磁性粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を流すステッ
プと、（ｄ）未結合磁性粒子数を減らすためにアフィニティカラムを洗浄するステップと
、（ｅ）結合した磁性粒子－標的複合体をアフィニティカラムから溶出させるステップと
、（ｆ）マイクロコイルに近接して配置された導管を通して磁性粒子－標的複合体を含む
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流体を流すステップであって、マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の
内径を有し、マイクロコイルは実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レ
シーバコイルである、磁性粒子－標的複合体を含む流体を流すステップと、（ｇ）サンプ
ル流体内の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、
（ｈ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信
された信号を処理するステップと、を含む。
【００６１】
　ＮＭＲ検出の前のフィルタリングステップとしてのアフィニティカラムの使用は、標的
を濃縮しかつ／または余分の未結合標識を除去するために使用され得る。サンプル流体は
、アフィニティカラムの固定相が置かれているカラムを通してポンプ輸送される。固定相
は、対象標的を優先的に捕獲するための１つ以上の捕獲薬剤で機能化される。全ての標的
を捕獲するために有益であるならば、サンプル流体はいくどもカラムを通して循環させら
れ得る。カラムが１つ以上の標的タイプでロードされたならば、磁気標識を包含する流体
がカラムに流し込まれる。これらの標識は、１つまたは複数の標的だけに選択的に結合す
るように選択される。標識化流体は再循環させられ得る。標的が標識化されたならば、標
的に付着していない全ての磁気標識を除去するためにカラムは急激に洗浄される。その後
、カラムは、標的と磁気標識との結合を妨害せずに、標的と固定相との結合を解くように
、溶出させられる。従って、溶出剤は、標識化された標的と、数が減った余分の磁気標識
とを包含し、総ボリュームはオリジナルのサンプルより大幅に少ない（すなわち、標的は
濃縮されている）。その後、溶出剤はＮＭＲ検出器を通され、これは磁気的に標識化され
ている標的を数える。たとえ全ての余分のビーズが除去されなくても、それらの数の減少
は非常に有益である。他の１つの実施形態では、カラムの固定相を溶解することができて
ＮＭＲ検出器を通過することができる。例えば、カラムの固相材料に適切な溶媒は固相を
溶解する。固定相は、（カラムの出力側におけるフリットの除去または誘導故障を介して
）遊離されてＮＭＲ検出器を通過することができる。例えば、固相が、検出器を通過でき
る非常に細かい粒子で構成されているならば、それらを機械的に拘束してカラム内に留ま
らせるフリットと称される格子のような構造によってカラム内の定位置に保持され得る。
カラムがロードされたならば、フリットは解放され、今拘束されていない粒子はこれに結
合されている標的と一緒に検出器を通って流れる。
【００６２】
　アフィニティカラムでの標的エンティティの濃縮は、より多くの量の生物学的な流体、
あるいは他の、例えば環境水、産業廃棄物、プロセス水、または野菜などの食料を洗うの
に使われる水などの、対象流体を処理することを可能にする。カラムは、検出ステップで
使用されるよりも遥かに大きな流量を収容することができる。そうでなければ、大サンプ
ル流体ボリュームを直接にマイクロコイルを通して処理することは実際的でないかもしれ
ない。なぜならば、この方法の高感度は、ある程度は、非常に小さなボリュームのマイク
ロコイルの使用に由来するということが理解されているからである。コイルのボリューム
は、例えば、ナノリットル（１０-9リットル）を単位として測られ得る。しかし、例えば
数マイクロリットル（１０-6リットル）のボリュームを有するアフィニティカラムを使用
すれば、マイクロコイルのボリュームを処理するために必要とされる同じ量の時間で標的
を濃縮し捕獲するために一千倍の量の流体が処理され得る。これは、分析サイクルを著し
く、例えばこの場合には１０００倍、短くするのに役立ち得る。偽陽性結果の割合が低減
され得るように、ＮＭＲ検出器に導入される非特異的材料の量を減らすこともできる。ア
フィニティカラムの使用は、検出方法の感度を高めることができる。例えば、１０-2リッ
トルのヒトの全血の中の単一のバクテリア細胞を検出したいと希望するとすれば、流量が
限られていて例えば毎分１０-6リットルであれば、単一の血液サンプルを処理するために
１０，０００秒すなわちほぼ３時間が必要である。しかし、１０-5リットルのアフィニテ
ィカラムを置けば、流れを毎分１０-3リットルまで増やすことができて、血液サンプルが
僅か１０秒でカラムにロードされ得るという結果となり得る。その後、カラムを溶出する
ことができて、空隙容量ピークを含む（対象標的を含む）と分かっている小部分だけをＮ
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ＭＲコイル内に送るだけでよい。カラムは、固有の標的複合体を組み立てるために必要と
される特定の生化学がそれに対して行なわれ得るところの表面を提供するのにも役立つ。
遊離薬剤（イミダゾール、グルコース、ｐＨ、イオン強度など）によってカラムから特異
的に溶出された材料は、その後、検出ゾーンに入って、探されている標的に特有の信号特
性を提供する。
【００６３】
　第９の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この方
法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サンプ
ルリザーバは導管と流体連絡し、導管はマイクロコイルに近接して配置され、マイクロコ
イルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有し、マイクロコイルは実効磁気共
鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバコイルである、導入するステップと
、（ｂ）導管内のアフィニティカラムにサンプル流体を流すステップであって、アフィニ
ティカラムは２つ以上の層を含み、各層はサンプル流体中の１つ以上の対象標的に結合す
る１つ以上の捕獲薬剤を含み、アフィニティカラム内の各層は他の層とは異なる分子に結
合することができ、アフィニティカラムは少なくとも部分的にマイクロコイルの中に位置
する、サンプル流体を流すステップと、（ｃ）アフィニティカラムに磁性粒子を含む流体
を流すステップであって、磁性粒子は１つ以上の対象標的に選択的に結合することができ
、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－標的複合体を生じさせる、磁性粒子を含む流体を
流すステップと、（ｄ）アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数で
マイクロコイルを付勢するステップと、（ｅ）アフィニティカラムの１つ以上の層に存す
る磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信された信号を処理する
ステップと、を含む。
【００６４】
　第１０の態様において、本発明は標的流体中のサンプルを検出する方法を含み、この方
法は、（ａ）サンプル流体を、サンプル流体中の１つ以上の対象標的に結合することので
きる磁性粒子と混合するステップであって、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－標的複
合体を生じさせる、混合するステップと、（ｂ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に
導入するステップであって、サンプルリザーバは導管と流体連絡し、導管はマイクロコイ
ルに近接して配置され、マイクロコイルは２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を
有する、導入するステップと、（ｃ）導管内のアフィニティカラムにサンプル流体を流す
ステップであって、アフィニティカラムは２つ以上の層を含み、各層は１つ以上の対象標
的に結合する１つ以上の捕獲薬剤を含み、アフィニティカラム内の各層は他の層とは異な
る分子に結合することができ、アフィニティカラムはマイクロコイルの中に少なくとも部
分的に位置する、流すステップと、（ｄ）アフィニティカラムの中の磁気共鳴の検出を可
能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｅ）アフィニティカラムの１
つ以上の層に存する磁性粒子－標的複合体を検出するためにマイクロコイルから受信され
た信号を処理するステップと、を含む。
【００６５】
　これらの態様において、この方法は多層アフィニティカラムの中での位置によって標的
エンティティを特定する。空間の異なる領域において異なる標的を捕獲することにより、
それらは、複数のＮＭＲ検出器またはＭＲＩ技術を用いて個別的に検出され得る。例えば
、信号全体の中の変化を始めに検出することができ、次に、層のうちのどれがその信号変
化の源であるか特定するためにＭＲＩ方法が使用される。一実施形態では、マイクロコイ
ルはアフィニティカラムと統合される。アフィニティカラムを、非常に小さくすることが
できて、通例、ＮＭＲ信号を生成し得る物質を包含することができる。従って、マイクロ
コイルは、カラムの中（あるいは周り）に組み込まれて、中に捕獲されている標的を直接
検出するために使用され得る。コイルをカラムの周りに巻くかあるいはその壁の中に埋め
込むことができる。
【００６６】
　一実施形態では、磁気的に標識化された標的を含む流体をそのようなカラムを通って流
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すことができ、カラムは標的を優先的に捕獲するための捕獲薬剤で機能化される。この捕
獲は、本質的に化学的でありかつ／または物理的であることができる。標的の磁性は、検
出されるＮＭＲ信号に影響を及ぼす。本願明細書に記載されるように多数の異なる効果が
可能であり、ＮＭＲ信号検出プロトコルは各々のために適宜最適化される。一実施形態で
は、ＮＭＲ検出は流体がアフィニティカラムを通って流れている間に進行することができ
、あるいはサンプルがアフィニティカラムにロードされたならば流体の流れを止めること
ができる。ＮＭＲプロトコル（またはデータ分析手順）は、静止している磁性標的と動い
ている磁性粒子とを特定するように設計され得る。例えば、その特定は標的の位置の２つ
の検出に基づくことができ、その位置が変化したならば標的は動いていると特定される。
他の１つの例では、動いているサンプルおよび動いていないサンプルから検出される信号
を特定するために流れ補償ＮＭＲパルスシーケンス（ＭＲＩ血管造影法で使用されるもの
など）が使用される。例えば、流れ補償磁場勾配波形を使用することにより、あるいは最
適のＳＮＲを与えるように最適化された小さなフリップ角度を伴う急速反復データ収集に
より、動いているサンプル流体からのＮＭＲ信号の検出を最適化するための技術が使用さ
れ得る。カラム材料自体は、磁性標的の存在による影響を受ける信号部分を含む、ＮＭＲ
信号に寄与するように選択され得る。カラム材料を、検出されるＮＭＲ信号に寄与するよ
うに、変更（「溶解」）することができる。カラム材料は、サンプル空間に加えられてい
る磁場を変化させないように選択され得る（すなわち、カラムの固定相は、流体と同じ磁
化率を有するように選択され得る）。他の１つの実施形態では、アフィニティカラムの固
相を、カラムの内容が検出ゾーンを通過するように、溶解することができて、溶出の必要
をなくすとともにカラム自体のより多くの量がＮＭＲ信号に寄与することを可能にする（
カラム統合検出器について）。
【００６７】
　これらの方法の使用は、静止している磁性標的が多数回検出され得て、確実な検出を確
かめられるので、多くの利点を提供する。既知の位置の標的に種々のプロトコルが適用さ
れて、検出の精度および精密さを改善し、より決定的な検出、個別的検出などを可能にす
ることができる。統合されている検出器コイルは、あまりに多くの時間を要したり、標的
を損傷させたり、標的から磁気標識を剥離させたり、標的をより大きな溶出ボリューム中
に希釈したり、拡散プロセスを通して標的をより大きなサンプルボリューム領域中へ拡散
させたりなどすることのある別の溶出ステップを不要にする。
【００６８】
　第１１の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体はサンプル流体中の１つ以上の対象標的
に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－
標的複合体を生じさせる、導入するステップと、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンと
の間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置された導管を通してサンプル流体を流
すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロ
コイルを付勢するステップと、（ｄ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出する
ためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、（ｅ）流動する流体の
うち、標識化されたエンティティが検出された部分を、二次マイクロコイルに近接して配
置された導管を通して流すステップと、（ｆ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能
にする周波数で二次マイクロコイルを付勢するステップと、（ｇ）磁性粒子－標的複合体
のさらなる特性を判定するために二次マイクロコイルから受信された信号を処理するステ
ップと、を含む。
【００６９】
　信号対雑音（Ｓ／Ｎ）を高めるために２ステップのプロセスを持つことが可能であり、
この場合、病原体の存在を判定するためにより劣等なＳ／Ｎを有する高速検出プロセスが
使用され、その後に、使用される磁気ビーズレベル間の良好な離散性区別を伴う信号レベ
ルを決定するために、より良好なＳ／Ｎを有するより低速の検出プロセスが使用される。
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本発明のこの態様の方法は、同じ装置で二次測定をトリガするために初期検出ステップを
使用する。これは、隔離を伴ってあるいは隔離を伴わずに行われ得る。「二次マイクロコ
イル」は、異なるマイクロコイルであるか、あるいは、磁性粒子－標的複合体の二次的特
性の測定（すなわち、検出以外の何か）のためにサンプル流体が再循環させられてくる同
じマイクロコイルであり得る。一実施形態では、装置は最初高スループットモードで動か
され、サンプルの割合に大きなボリュームが処理される。初期検出プロセスはサンプルの
スループットのために最適化されるので、標的の単なる存在以上のものを知ることを難し
くする。しかし、検出イベントが起こったならば、装置の焦点を、物を単に検出すること
から、それらのアイデンティティなどの、それらに関するそれ以上のことを知ることに移
すことができる。これは、標的上の標識を変化させずに、ただし、より大きい分解能を与
え、より高い精度を有するなどする方法でデータを取得することによって可能である。こ
れらの他のデータ収集技術は、高スループットモードより低速である。第２の測定は、例
えば、別のマイクロコイルにおいて行われ得る。この別のコイルは、コイルにおける低減
した流体流速の他に、信号対雑音を最適化する特性を有することができる。別のコイルお
よび検出プロセスは、初めの検出器コイルで可能なものとは異なる測定を行なうことある
いは異なる測定精度を達成することのできる異なるＮＭＲ励起および検出技術を採用する
ことができる。
【００７０】
　一実施形態では、別のマイクロコイルは、初めのマイクロコイルから下流で導管流路に
沿って配置される。流体流量を止めるかあるいは遅くすることができ、あるいは流れの形
状寸法が、強化され減速された検出に適する仕方で変更され得る（より大きな導管直径な
ど）。第２のステップを第１のマイクロコイルで行うこともできて、標的は、サンプルを
反対方向に流すことによってそのコイルの中に戻される。第２のステップを、その中で流
体がより遅く移動するかあるいは一時的に止められるところの並列流路である「副次的ラ
イン」の中で行うことができる。第２のステップは、標的の信号の異なる態様を目立たせ
るように初めのプロトコルとは異なるＮＭＲ実験プロトコルを含むことができる。
【００７１】
　代わりに、第２の「高Ｓ／Ｒ」検出プロセスは、サンプル流体全体が初めのステップで
処理された後に適用され得る。
　これらの第２のステップは、緩和時間の精密測定と、装置の動作の希薄エンティティ検
出フェーズ中には特定不能であった標識の特性または特徴の特定を含む物質あるいは分子
の分光学的特定とを含むがこれらに限定されない、任意の有益な測定を含むことができる
。
【００７２】
　第１２の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体はサンプル流体中の１つ以上の対象標的
に選択的に結合することのできる磁性粒子を含み、磁性粒子の標的への結合は磁性粒子－
標的複合体を生じさせる、導入するステップと、（ｂ）２５ミクロンと５５０ミクロンと
の間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置された導管を通してサンプル流体を流
すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする周波数でマイクロ
コイルを付勢するステップと、（ｄ）サンプル流体中の磁性粒子－標的複合体を検出する
ためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、（ｅ）流動する流体の
うち、磁性粒子－標的複合体が検出された部分を、濃縮された標的溶液を生じさせるため
に隔離チャンバの中へ逸らすステップと、を含む。
【００７３】
　本発明の方法は標的が空間内のどこにあるかを判定するので、その後、特定された標的
はさらなる分析のために隔離され得る。検出ボリュームは非常に小さくあることができ（
通例、数ナノリットル）、このボリュームを非常に狭い導管の中に収容することができ、
測定されるサンプル流体をこの導管を通して流すことができる。例えば、流れているサン
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プルの非常に小さな、分離されたセクションを隔離チャンバに集めるミクロ流体バルブを
トリガするために検出イベントを使用することができるので、集められたセクションは、
ＮＭＲ検出器により発見された物質を包含する。バックグラウンド流体のほとんど全ては
、隔離されずに導管を通って流れる。最終結果は、対象物の、非常に小さな総ボリューム
中への隔離である。すなわち、標的の濃度の劇的向上であり、さらなる処理（ＮＭＲ装置
での、あるいはその後の装置または手続きでの）を遥かに高速に、容易に、かつより効率
的にする。標的を個別的に特定し、偽陽性（特に、例えば、局所的に高いバックグラウン
ドビーズ濃度によるもの）を抑えるなどするためにさらなる装置内処理が使用され得る。
一実施形態では、隔離を初めの検出ランの間に完了することを許し、隔離されたサンプル
の爾後の処理あるいは隔離された材料の処理を直ぐに始めることができる。１つのさらな
る実施形態では、隔離されたサンプルを再び検出ゾーン（同じまたは異なるマイクロコイ
ル）を通して流すことによって、高いバックグラウンド濃度からの偽陽性を減少させるた
めに隔離が使用され得る。
【００７４】
　第１３の態様において、本発明はサンプル流体中の標的を検出する方法を提供し、この
方法は、（ａ）サンプル流体をサンプルリザーバの中に導入するステップであって、サン
プルリザーバは導管と流体連絡し、サンプル流体は２つ以上の対象標的を含み、サンプル
流体は２つ以上の対象標的に個別的に結合されて少なくとも第１の磁性粒子－標的複合体
および第２の磁性粒子－標的複合体を作る磁性粒子を含む、導入するステップと、（ｂ）
２５ミクロンと５５０ミクロンとの間の内径を有するマイクロコイルに近接して配置され
た導管を通してサンプル流体を流すステップと、（ｃ）サンプル流体の中の磁気共鳴の検
出を可能にする周波数でマイクロコイルを付勢するステップと、（ｄ）流動流体中の少な
くとも第１の磁性粒子－標的複合体および第２の磁性粒子－標的複合体を個別的に検出す
るためにマイクロコイルから受信された信号を処理するステップと、を含む。
【００７５】
　この態様では、この方法は単一のデータ収集ステップでの検出および分類／特定を可能
にする。異なる量の磁性材料を各々に付着させることができるならば、２つ以上の固有の
標的を個別的に検出することができる。全てのそのような標識化された標的は、全て、検
出されるＮＭＲ信号の減少を引き起こすので、本発明の検出装置で検出される。より多く
の磁性標的は、信号のより大きな減少を引き起こす。信号減少（または信号の他の変更）
の程度を判定して、どの種類の標的が検出されたのかを判定するためにこの情報を使用す
ることができる。
【００７６】
　この方法は、区別されるべき標的に対する異なるレベルの磁気標識化を必要とする。標
識化のこれらのレベルは、以下を含むがこれらに限定されない種々の方法で達成され得る
。すなわち、
　（ａ）固有の標的に同サイズのビーズを（平均で）同数付着させる。この場合、標的Ａ
のためのビーズは、標的Ｂのためのビーズより高い磁気強度を有する。異強度ビーズを、
異なる磁性材料から作ることができ、あるいは異なる量の同じ材料を包含することができ
る（例えば、６０％Ｆｅ3 Ｏ4 対９０％Ｆｅ3 Ｏ4 ）。
　（ｂ）異なるサイズのビーズを異なる固有の標的に付着させる。これは個別的標識化と
いう結果をもたらす。なぜならば、単位標的表面積あたりに異なる数のビーズが付着し、
異なるサイズのビーズについてビーズあたりの磁気モーメントが異なるからである（例え
ば、同じ磁性材料の同じ分数量を包含するビーズは総磁性含有量に起因して磁気強度が異
なる）。
　（ｃ）固有の標的の全てに最大限の数の同じビーズを付着させる。この場合、標的自体
は総表面積が異なる。固有の標的は総磁気モーメントが異なる、なぜならば、収容され得
るビーズの総数が、
　（ｄ）全ての標的のために同じビーズを使用する。この場合、抗体などの、選択される
特定の捕獲薬剤は、異なる固有の標的について異なるアフィニティを有し、異なる（平均
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）数のビーズが各タイプの標的に付着するという結果をもたらす。
【００７７】
　一実施形態では、標識化のレベルは、初めの検出とは別のステップで測定される。この
第２のステップは、同じ流体ストリームにおいて（例えば、レベル検出のために最適化さ
れた第２のマイクロコイルおよび検出ボリュームにおいて、あるいはレベル精度を改善す
るために流れを一時的に遅くすることにより、など）生じることができ、あるいは並列の
ストリームまたは並列の流れ停止実験の中にあり得る。標識化のレベル判定を、初めの検
出器で隔離技術を用いて、完全に別の装置で行うことができる。異なるタイプまたは程度
の標識化を区別するために異なる実験磁気共鳴プロトコルが採用され得る。
　少数のビーズのクラスタの異なる検出を示すデータを生成した。このデータは、本発明
の方法および装置を用いる信号強度差の抽出と、「標識化」の複数のレベルを特定する能
力とを証明する。
【００７８】
　次のさらなる実施形態は、本発明の任意の実施形態／態様とともにも使用され得る。
　より強力な、より敏感な、より速い、あるいは別様に改善された検出を達成するために
、マイクロコイル検出器は、コイルを巻くために使用される金属の磁化率と調和する材料
に浸漬されることができる。その代わりにあるいはそれに加えて、コイルのワイヤを、そ
の磁化率がその周囲と調和するように選択あるいは処理することができる。コイルがその
上に巻かれ、あるいはコイルがその中に巻かれて流体サンプルを収容するチューブを形成
する材料を、流体のあるいはワイヤの磁化率と調和するように、あるいは検出を最も容易
にする他の任意の仕方で、選択することができる。
【００７９】
　一実施形態では、処理は、時間が経過するに連れて（すなわち、２つ以上の時点で）マ
イクロコイルから受信された複数の信号を処理することを含み、その処理は、マイクロコ
イルから受信された各信号の中の複数の周波数成分および複数の振幅成分を特定すること
と、各信号の中のその複数の振幅成分および複数の周波数成分を、マイクロコイルの軸方
向長さに沿う複数の位置における流れている流体の中の標識化されているエンティティの
存在または不存在に相関させることとを含む。この実施形態では、２つ以上の（すなわち
、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、あるいはもっと多くの）時点からの信号が処
理されて、信号がバックグラウンドまたは他の電気的外乱により引き起こされているので
はないことを確かめ、信号間の適切な相関を特定するために２つ以上の異なる時点からの
信号データを相関させることを可能にする。例えば、第１の信号が１つの位置で検出され
、第２の信号が、流体速度および他のファクタに基づいて、第１の信号から適切な距離を
置いて第２の時点で検出される。時点間の適切な間隔が、マイクロコイルのサイズ、流体
速度および粘度、導管サイズなどを含むがこれらに限定されないいろいろなファクタに依
存するということを、当業者であれば本願明細書の教示に基づいて理解できるはずである
。
【００８０】
　本発明の方法を、例えば、流体中の１つ以上の標識化された分子（「エンティティ」）
のＭＲＩおよび／またはＮＭＲ検出に使用することができ、本願明細書で開示されている
方法は、偽陽性検出および偽陰性検出に対する感受性を劇的に低下させる。この方法は、
流れている流体中の標識化されているエンティティの検出を可能にするとともに、検出プ
ロセスの多重化を提供することを可能にして、単一の実験において反復される１つのＮＭ
Ｒ実験の信頼性を提供する。この方法は、また、サンプルボリュームの中の標識化されて
いるエンティティの存在および移動を観察し記録することも可能にする。本発明の装置お
よび方法を用いて検出され得るエンティティは、細胞（バクテリア、菌類、他の寄生生物
、がん細胞など）、ウィルス、タンパク質（抗体を含む）、プリオン、核酸、炭水化物、
脂質、小分子、抗生物質、毒素などを含むが、これらに限定されない。
【００８１】
　種々の実施形態において、本発明の方法を介しての検出は、サンプル流体中のエンティ
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ティの検出、特定、および／または定量化を含むことができる。体液サンプル（血液、尿
、唾液、精液、膣分泌液、涙、羊水、脳脊髄液など）、皮膚、創傷、あるいは他の身体部
位からのスワブサンプル、糞便サンプル（液体中での適切なサンプル希釈により処理され
た）などの半固体サンプル、環境水、産業排水、プロセス水、液体食料（ミルク、ジュー
ス、飲料水、ソーダなどを含むがこれらに限定されない）あるいは野菜および果物などの
食料を洗うために使用される水を含むがこれらに限定されない、任意の対象サンプル流体
が使用され得る。サンプルボリュームのサイズは、分析される流体の特性、感知領域を通
る所望の流量、および導管のサイズに応じて異なり得る。導管の感知領域（すなわち、分
析されるボリューム）は、サンプルボリュームのサイズ、導管のサイズ、流量、マイクロ
コイルのサイズ、およびユーザにより決められる他のファクタに応じて異なり得る。種々
の実施形態において、感知領域は１００ピコリットルから５０マイクロリットルまでの範
囲にわたる。他の種々の実施形態では、感知領域は、４～７、２～１０、１～１５、０．
５～２０、０．４～５０、０．３～７５、０．２～１００、０．１～１５０、０．０５～
３００、０．０４～５００、０．０３～１０００、０．０２～２０００、０．０１～５０
００ナノリットルの範囲である。１つの例である検出器において、任意の所与の時点で１
ナノリットル未満の流体が検出器の感知領域に包含される。しかし、検出器の総容量に応
じてナノリットル、マイクロリットル、およびミリリットルのサイズのサンプルさえも使
用され得る。より大きなサンプル、あるいは低濃度の標的エンティティを有すると疑われ
ているサンプルについては、アフィニティカラムなどの濃縮メカニズムの使用によりサン
プルボリュームの減少を促進することができる。例えば、５０ミリリットルの環境サンプ
ルが低濃度の標的エンティティを含むと疑われるかもしれない。検出プロセスをスピード
アップするために、サンプルの残部が洗い流されている間に標的エンティティを分離し保
持するために、標的エンティティに選択的に結合することのできる部分を有するアフィニ
ティカラムが使用され得る。サンプルの無関係の部分が除去された後、前もって捕獲され
ていた標的エンティティを検出器の感知領域の中に移すために分散媒をアフィニティカラ
ムに通すことができる。
【００８２】
　標的エンティティを標識化するための任意の適切な方法が使用され得る。本発明の方法
の種々の実施形態において、サンプル流体の磁気共鳴特性に影響を及ぼすために特異的な
付着化学を用いる検出促進標識で標的エンティティを標識化することを含むことができる
。ある対象エンティティを特に標的とするために使用され得る任意の標識が使用され得る
。これには、対象エンティティに結合するように誘導体化された磁気ビーズを含むがこれ
に限定されない。標識の使用の一例において、磁気ビーズが、病原体上の標的抗原に対し
て選択的である磁気ビーズに結合された抗体を用いることにより病原体を標識化する。磁
気ビーズはビーズの周囲流体の磁気共鳴を変化させ、ビーズの周囲流体をして、磁気ビー
ズが存在しないときの流体とは異なるように振る舞わせる。標的エンティティまたは標的
エンティティの周囲流体をしてサンプル中の残りの流体とは異なる磁気共鳴挙動を示させ
る任意のビーズが標識として使用され得る。例えば、磁気ビーズおよび非磁気ビーズが使
用され得る。標識の使用の他の一例において、既知の磁気共鳴プロフィールと特定の標的
エンティティに付着する能力とを有する複数の異なるビーズが流体サンプルに付加される
。実験中に、それらの既知の磁気共鳴プロフィールのうちの１つが検出されたならば、対
応するエンティティが流体の中に存在する。単一の実験中に多数の異なるビーズを使用す
ることにより、単一の実験によって流体の中の多数のエンティティを検出することができ
る。例えば真核細胞により、ビーズは単独であるいは多数で、標的エンティティにより吸
収されてもよい。
【００８３】
　多層のビーズの使用は増大した磁気モーメントという結果をもたらす。ビーズ（または
単一ビーズ）の第１の層または分子の第１の層を付着させることによって標的細胞または
分子の有効面積を増大させ、この第１の層に磁気標識を付着させることによって、標的対
象物は実際上より大きくなってより大きな表面積を持つ。従って、検出のために使用する
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磁気標識をより多く結合させることができる。第１の層は磁性でなくてもよい。標的と第
１のビーズとの間の付着、および第１のビーズと磁気標識との間の付着のための方法は、
標識化の感度および特異性を高めるように選択され得る。
【００８４】
　他の１つの実施形態では、異なるカイ（ｃｈｉ）を有する２つ（あるいはそれ以上）の
磁性材料が、標的を個別的に標識化するために使用され、低い場では、一方は、より高度
に磁化されているので、他方より高い磁気モーメントを有する。常磁性材料は、印加され
る場の印加に対して線形に応答する。特に、印加された場の強度に正比例して磁化され、
比例定数はしばしば「カイ（ｃｈｉ）」、磁化率と称される。この線形応答はいつまでも
続くことはできなくて、場のどこかの高い値において材料の磁気はもはや増大しなくなる
。材料は飽和したと言われ、それがこの状態で有する磁気モーメント（Ｍｓａｔ）は、そ
れが有し得る最大のものである。ここで対象となるのは異なるカイ（ｃｈｉ）を有する２
つの材料である。低い場では、一方は、より高度に磁化されているので他方より高い磁気
モーメントを有する。しかし、より高いカイ（ｃｈｉ）値を有するこの材料がより低いＭ
ｓａｔ値を有するならば、印加される磁場が増加されてゆくと（例えば、異なるまたは次
の磁石の選択により）ついには第２の材料がより高い磁気モーメントを有することになる
。磁気モーメントの強さを本発明の検出プロセスで評価することができ、任意の所与の磁
場中でどれがより強いかを特定できる。そのとき、１つの場の強度ではビーズＡがより大
きなモーメントを有し、他の１つの強度ではビーズＢがより大きなモーメントを有する。
【００８５】
　標識は、例えばガラスまたはプラスチックのビーズを取り付けるなどして、１つまたは
複数の対象物の周囲の媒体を排除することによって信号を改変するものであってもよい。
あるいは、媒体からの信号とは対照的に、その特性が直接測定される材料の付着などによ
って、信号を強めるかあるいは変化させる標識が使用され得る。ビーズは、例えばガラス
またはプラスチックにカプセル封入されるなど、何らかの仕方でカプセル封入された鉄、
酸化鉄（Ｆｅ2 Ｏ3 、Ｆｅ3 Ｏ4 ）、Ｆｅ：Ｐｔ、ガドリニウム金属または酸化ガドリニ
ウム、窒化鉄（Ｆｅ4 Ｎ）、または他の強磁性、常磁性、または超常磁性材料から成るこ
とができる。コーティングされたかあるいはコーティングされていない磁性材料からほぼ
完全にビーズを構成することもできる。対象流体の中での不活性を保証するために、使用
中あるいは保管中に劣化しないように磁性粒子を安定させるために、あるいは標的エンテ
ィティへの付着を容易にするための抗体の付着などの、何らかの挙動を最適化するための
他の材料またはコーティングの付着を可能にするために、コーティングが付けられ得る。
【００８６】
　磁性材料は、最善の可能な磁気モーメントを提供するかあるいは最善の全体的な信号性
能を提供するように選択され得る。いくつかの材料は印加された場の中で飽和するので、
より低い磁気モーメントを有する他の１つの材料のほうが、飽和がないために、全体的に
より良好な信号を得ることができるかもしれない。磁性材料は、強磁性、フェリ磁性、常
磁性、超常磁性、あるいは反磁性であり得る。強磁性であれば、ビーズは、装置内で使用
される前に磁化されてもよいし、始めに消磁され、磁石を通過するときに永久的に磁化さ
れてもよい。
　酸化鉄ビーズは、超常磁性であるように特定のサイズのもの、すなわちナノ粒子とする
こともできる。その場合、強い場が印加されていないときにはビーズは磁化されていない
が、磁場にさらされたときには非常に大きな磁気モーメントを現わすという長所を有する
。永久磁気モーメントの欠如は、磁場が印加されていないときにビーズを凝集させないで
おくことができる。
【００８７】
　ビーズからの影響を受ける周囲流体のボリュームのサイズはビーズの磁気モーメントに
おおよそ比例するので、より小さな磁気モーメントを有するビーズの、周囲媒体に対する
効果は、より大きな磁気モーメントを有するビーズの効果とは異なり得る。これは、ビー
ズが優先的に付着する標的の区別を容易にするために使用され得る。ビーズ標識の磁気モ
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ーメントの差異を達成するために、さまざまな濃度の磁性材料を包含するビーズ、さまざ
まなサイズのビーズ、様々な材料を包含するビーズ、あるいは、これらのまたは他のファ
クタの任意の組み合わせが採用され得る。区別は、例えば、より多くのビーズをその表面
上に担持するより大きな標的など、標識化の多重性の変化によっても達成され得る。
【００８８】
　一実施形態の一例において、２種のバクテリアが流体中に存在し、各々が、特定の種の
バクテリアを標的とする関連抗体を有するビーズで特異的に標識化されている。一例では
、バクテリア２（Ｂ２）のための標識のビーズ中の酸化鉄の量は、バクテリア１（Ｂ１）
のための標識のものより多い。標的バクテリアに対するビーズ標識の平均結合濃度の効果
を含めて、正味の磁気モーメントの差異、従って、標的とされたバクテリアが検出コイル
を通って流れるときにそれが影響を及ぼす流体媒体の量の差異に基づいて、２種のバクテ
リアからの信号を区別することが可能である。検出イベントは、媒体からの信号が減少す
る中で、より大きな正味磁気モーメントを有する標的がより大きな信号減少を生じたとき
に現れる。
【００８９】
　例えば、検出イベントに関連する信号を増大させるように、付加的な標識を提供するこ
とは有益である。その場合、初めの標識ビーズ自体が後に付加的ビーズにより標識化され
る。これらの二次的なビーズは、付加的な信号またはエンティティの区別を生じさせるた
めに適切とすればよい。例えば、１つの特定のエンティティを認識する主ビーズに結合す
るようにより大きな割合の磁性材料を包含する二次ビーズを構成することができ、別の１
つのエンティティを認識する主ビーズに結合するようにより小さな割合の磁性材料を包含
する他の二次ビーズを構成することもできる。１つの標識化されたエンティティの他方か
らの区別は、媒体からの結果信号の分析により成し遂げられる。二次ビーズを用いれば、
他の何らかの仕方で、例えば、１つの特定のバクテリア種のための初期ビーズに強磁性二
次ビーズを付加し、他の１つのバクテリア種のための初期ビーズに常磁性二次ビーズを付
加するなどして、信号を変化させ、このようにして２つ以上のバクテリア種を区別するこ
とができる。
【００９０】
　この方法は、希少エンティティ検出のためあるいはエンティティ濃度測定装置のために
使用され得る。希少エンティティモードでは、検出器は、一般に、任意の時点でその感知
領域中に唯一の標的エンティティを有する。このモードでは、装置の目標は、検出器ボリ
ュームを通って流れている流体の比較的大きなボリュームの中にその希少標的を発見する
ことである。濃度モードでは、検出器は感知領域中に多数の標的を有し、この方法は相対
的または絶対的表現で濃度を特徴付けるために使用され得る。
【００９１】
　信号区別を、特定の標的に付けられるビーズの磁気モーメントの制御を通して成し遂げ
ることもできる。１つのビーズ中の磁性材料の量、所与の濃度でのビーズのサイズ、様々
な磁気モーメントを生成するために使われる磁性材料のタイプ、付けられるビーズの数な
どの制御を通して成し遂げることができる。従って、例えば複合的に標識化された病原体
の種または系統を提供し、それらを例えば振幅などの、ＮＭＲ信号の特性によって、一意
に特定させることが可能である。
【００９２】
　標的の区別を、検出される信号に対する標識の二次的効果の測定を介して成し遂げるこ
とができる。例えば、標的の存在の検出を例えばＴ2

*などの１種類の測定を行なうことに
よって成し遂げることができ、そのようにして検出された様々な標的の区別は第２の、例
えばＴ1 などのＮＭＲ特性の測定を介して成し遂げることができる。何らかの検出特性の
同じ（またはほぼ同じ）値を共有するけれども他の特性に関しては異なる２種類以上のビ
ーズを使用すれば、区別を向上させることができる。これらの異なるビーズは別々の標的
を標識化することもできるし、ビーズの何らかの組み合わせが各標的を標識化することも
できる。その組み合わせは標的ごとに異なる。
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【００９３】
　磁気標識のほかに、蛍光、光吸収、あるいは音響標識などの他の材料の標的への付着を
通じて、さらなるエンティティ区別が成し遂げられ得る。音響標識の一例は、特有の超音
波特性を有する構造である。蛍光標識は、蛍光団（フルオレセイン、ローダミン）および
量子ドットを含む。この付加的な標識化は、本発明の方法による検出の前または後に、合
同してあるいは別のステップとして、例えばサンプル検出および特定を行うために、提供
されるとよい。例えば検出イベントは検出されたバクテリアの、別の流路中への分離また
は隔離をトリガすることができ、その中で例えば蛍光または吸収を用いて光学的に、さら
に調べることができる。付加的な標識は、検出ステップの前または後に付けられてもよい
し「マルチモード」標識として単一の物質に統合されてもよい。
【００９４】
　標識化された標的がサンプル流体中で処理されるが、このサンプル流体を信号を強める
ために変更あるいは改変することができる。有益な変更は、流体の水素濃度、粘度、また
は他の化学的あるいは物理的な特性に対して行なえばよい。１つの流体を他の１つの流体
に置換すること、マトリックス流体に固体または流体成分類を付加すること、流体の温度
または圧力を変更することなどによって、変更を成し遂げることができる。これらの変更
は、例えばより高い検出信号を生じさせてより早い処理を可能にするなどにより、流体の
Ｔ1 、Ｔ2 、またはＴ2

*に有益な仕方で影響を及ぼすことができる。流体のＴ1 を、マグ
ネビストまたは他の任意のＴ1 コントラスト剤の導入を通じて減じることができる。より
短いＴ1sは、検出測定をより迅速に実行することができるとともにより高速で反復し得る
ので、有益である。
【００９５】
　個々の標的エンティティの標識化は、抗体ベースの技術を含むがこれらに限定されない
任意の適切な標識化技術によることができる。抗体は、他の分子上の、エピトープと呼ば
れる特定の化学部位を認識するタンパク質分子である。主または二次の磁気ビーズの表面
に化学的あるいは生化学的に抗体を付けることができる。生化学的な一例は、ビオチンに
非常に堅く結合するタンパク質であるストレプトアビジンでコーティングされたビーズで
ある。このあと、特定のエンティティに対するビオチン化された抗体が、ストレプトアビ
ジン－コーティングされたビーズに結合する。次に、抗体標識化されたビーズの溶液が、
例えば血液中のバクテリアなど、標的エンティティ（病原体など）が中に存在するかもし
れないサンプル流体と混合される。ビーズの抗体コーティングのタイプに基づいて、１つ
のビーズ、あるいは複数のビーズが標的バクテリアに付着する。その後、その標識化され
たバクテリアを包含する血液は検出コイルを通って流れ、その標識化されたバクテリアの
存在を確かめることが可能になる。
【００９６】
　代わりに、固相に、例えばアフィニティカラムまたは他のクロマトグラフィカラムなど
に標的エンティティを捕獲することができる。アフィニティカラムに付着して固定された
ならば、付着した抗体を伴う標識ビーズの溶液が導入されるとよい。その結果、付着した
標的の全てがビーズで標識化される。次に、標的を標識化していない余分のビーズは、カ
ラム外へ洗い出される。その後、標的は、付着したそれ自身の標識とともに、カラムから
溶出され、この溶出剤をＮＭＲ検出器により処理することができる。
【００９７】
　多数のビーズが単一のバクテリアに付着するならば、標識化されているバクテリアが媒
体からの信号に及ぼす効果を、分離された個々のビーズの存在下に媒体のバックグラウン
ド信号と対照して容易に観察することができる。あるいは、１つのバクテリアに単一のビ
ーズが付着するときには、結合していないビーズは好ましくは除去される。余分のビーズ
の除去は、任意の適切な手段により成し遂げることができる。一例では、抗体－ビーズは
臨床サンプルとともに温置される。その後、付着していない抗体－ビーズは、ｎｍスケー
ルの細孔寸法（すなわち、どんな標的病原体にも小さすぎる）を有するシリコンなどの一
方向バルブを通して洗浄される。その後、第２のバルブが開いて、第２の洗浄がビーズ－
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抗体複合体および血液成分だけを検出器の中へ送る。あるいは、余分のビーズの除去をフ
ィルタカラムによって成し遂げることもできる。
【００９８】
　検出中は流体の流れを止めてもよいし、あるいは流れを連続的な流れにしてもよい。例
えば、この方法は流体流動中に標的エンティティの存在を検出することを含むことができ
、その次に、検出された標的エンティティの正体を判断するために、流体を流動させなが
らあるいは流体流動を止めて、第２の検出が行なわれる。流れの制御（標的をコイル内へ
戻すために流れを逆にすることを含む）を伴う単一のマイクロコイルを使用することがで
き、または二次コイル（主コイルの下流側あるいは標的が向けられる枝路の中に置かれる
）を使用することもできる。検出されるべき標的エンティティは、実質的に改変されるこ
となく検出器を通って隔離チャンバの中に入ることができる。生きている生物または細胞
は生活力を維持する。隔離チャンバ内に出された流体は、装置、異なる測定のために最適
化されている類似装置、または他の任意の装置またはプロセスでのさらなるテストまたは
繰り返しテストのために利用可能である。隔離された標的エンティティを、顕微鏡スライ
ド上での標的の迅速な位置決めあるいは次のプロセスまたは装置における小ボリュームだ
けの迅速な処理を可能にするために、非常に小さなボリュームに隔離することができる。
集められ濃縮された標的を、検出器において、初めにそれらを検出するために使用された
コイルあるいは別の検出回路または方法でさらに分析することができる。
【００９９】
　磁場は、本発明の検出器の態様の一部として記載された永久磁石などの永久磁石によっ
て生成され得る。本発明の検出器の態様に使用され得る磁場勾配発生器のうちのいずれも
、この態様の方法に従って磁場に磁場勾配を印加するために使用され得る。本願明細書に
開示されたマイクロコイル、導管、モジュール、検出器、およびそれらの組み合わせのい
ずれも、本発明の方法に従って使用され得る。この方法のさらなる多重化を複数の枝路を
含む導管の使用により達成することができ、多様な検出ゾーンを提供するために複数のマ
イクロコイルの使用と合わせることができるとともに、例えば（ｉ）別々の検出アッセイ
（すなわち、様々な流体流動、様々な磁場強度、様々な磁場勾配、それらの組み合わせな
ど）のための複数の検出ゾーンへの、対象流体サンプルの選択的流動と、（ｉｉ）サンプ
ル多重化のための別々の検出ゾーンへの、複数の対象流体サンプルの選択的流動とを可能
にするためにマイクロフルイディクスとさらに合わせることができる。当業者にとって本
願明細書の教示に基づいて他の変形例があることは明らかである。
【０１００】
　流体を流動させる任意の方法が使用され得る。例えば、本願明細書において開示される
流体工学的駆動装置のいずれもが、流体に流れを与えるために使用され得る。使用される
流量は、所与のアプリケーションのために望ましい任意の量とすることができる。本願明
細書で使用される「流量」は、時間が経過するに連れて検出器の感知領域を通って移動す
る流体の量を指す。一実施形態では、流体の流量は毎分０．０１マイクロリットルと毎分
２．０マイクロリットルとの間にあり得る。他の種々の実施形態において、流体の特性と
、本発明の方法を使用する特定の実験とに応じて、流量は、毎分０．０１～５００、０．
０１～４５０、０．０１～４００、０．０１～３５０、０．０１～３００、０．０１～２
５０、０．０１～２００、０．０１～１５０、０．０１～１００、０．０１～５０、０．
０１～１０、０．０１～８、０．０１～６、０．０１～４、０．０１～３、０．０１～２
、０．０１～１．７５、０．０１～１．５０、０．０１～１．２５、０．０１～１．０、
０．０１～０．９、０．０１～０．８、０．０１～０．７、０．０１～０．６、０．０１
～０．５、０．５～２．５、０．５～２．２５、０．５～２．０、０．５～１．９、０．
５～１．８、０．５～１．７、０．５～１．６、０．５～１．５、０．５～１．４、０．
５～１．３、０．５～１．２、０．５～１．０、１５０～２５０、１７５～２２５、１８
０～２２０、１８５～２１５、１９０～２１０、１９５～２０５、１９８～２０２、およ
び１９９～２０１マイクロリットルの間にあることができる。より低い流量および静止流
体も使用され得る。流体の中の磁気共鳴の検出を可能にする任意の流量が使用され得る。
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検出器の感知領域の外側での流量も変動し得る。例えば、隔離チャンバ内に保持されてい
るかあるいはバルブの背後に保持されている流体は静止してもよい。アフィニティカラム
を通って、あるいは他の導管枝路に流体サンプルを分配する導管部分を通って流れている
流体については、流量をより高くしてもよい。さらに、検出器の感知領域を通る流量を変
化させてもよい。例えば、検出実験の過程において流量を増減するために、感知領域の前
に置かれたバルブが使用され得る。一例である方法において、検出実験は主として毎分２
マイクロリットルで行なわれる。しかし、マイクロコイルから受信された信号が、１つの
エンティティが流体中に存在するかもしれないことを示したならば、感知領域を通る流量
を毎分１．０マイクロリットルまで減速させるためにバルブが作動させられ得る。他の一
例である方法において、検出実験は毎分０．５マイクロリットルの流量で始まることがで
きる。所定時間後にエンティティが検出されていなければ、検出実験をもっと速やかに完
了させるために検出器の感知領域を通る流量を増やすようにバルブが作動させられ得る。
【０１０１】
　流れている流体が磁場に入ったときに、磁場は流体中の原子核のいくつかを磁場と整列
させる。磁場勾配は、流体中の原子核を、それらの、磁場および磁場勾配に対する相対的
位置に依存して異なる周波数で共鳴させる。流体中の原子核が共鳴する周波数を変化させ
ることにより、磁場勾配は検出器の空間的分解能を確定し、マイクロコイルの特定可能な
セクションの中のエンティティの検出を可能にする。本発明の方法の実施の一例において
、導管の長軸が勾配の方向と平行になるように導管が配置される。しかし、導管に沿って
磁気共鳴イベントを空間的に分解するために充分な勾配成分が導管に沿って存在するなら
ば、導管を磁場勾配発生器の磁場の中の他の場所に配置することができる。
【０１０２】
　この方法は、流体中のエンティティを検出するためにマイクロコイルから受信された信
号を処理することも含む。磁場勾配（存在するならば）と磁場との組み合わせは磁場の強
度を導管の長さに沿って変化させ、流体内の原子核を流体の位置に依存して異なる周波数
で共鳴させ、マイクロコイルに沿う多数の連続する信号生成ボリュームエレメントの特定
を可能にする。従って、マイクロコイルは、流体から、流体の位置に各々対応する複数の
周波数の信号を受信する。マイクロコイルにより受信された信号の周波数成分および振幅
成分を導管内の対応する位置に相関させることにより、導管の一部分の長さにわたる流体
の磁気共鳴挙動を特定する測定値が得られ得る。
【０１０３】
　これらの測定値を、流体を通しての１つのエンティティの移動を表す、時間対周波数お
よび位置のデータアレイを含むがこれに限定されない、種々の異なる表現に変換すること
ができる。マイクロコイルから受信された信号からのデータアレイの構築を、フーリエ変
換を含むがこれに限定されないいろいろな手法を用いて成し遂げることができる。この方
法の実施の一例において、高速フーリエ変換手法が用いられる。信号処理を強化するため
に、ベースライン補正手法および位相調整も使用され得る。信号処理装置は、マイクロコ
イルから受信された信号を処理されたまたは未処理の形でモニタまたはスクリーンなどの
ユーザインターフェイス上に表示することができる。
【０１０４】
　偽陽性検出および偽陰性検出の発生度を低下させるために、他のデータ操作も特に有益
である。マイクロコイルにより検出された信号の部分集合を導管内のいろいろな位置に帰
することを可能にする仕方でデータが取得されるならば、この方法を実行する装置は自己
較正となることができる。さらに、導管の一部分におけるあるエンティティの有無の判断
は、１つの振幅成分の、複数の他の振幅成分に対する変化を検出することに基づくことが
できる。相対振幅を比較すれば、処理された信号が流体中のエンティティの有無とは無関
係に全体的に増大あるいは減少することによって検出イベントをトリガしていた確率を減
少させることができる。
【０１０５】
　信号の処理は、連続する信号取得からのデータを比較することも含むことができる。一
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方向の流れを流体に課す実施形態では、流体中のエンティティは検出器を通って導管の一
端から他端へ進むことができる。連続するデータ取得を比較することによって、導管を通
しての１つのエンティティの通過が追跡され得る。さらに、電気的ノイズまたは他のラン
ダムな揺らぎが、複数のデータ取得において流体を通って移動する１つのエンティティの
状況に似るということはありそうもないので、連続するデータ取得を比較する実施形態に
おいては電気的ノイズまたは他のランダムな揺らぎによる偽検出を排除するために相関分
析などのデータ分析手法が使用され得る。
【０１０６】
　信号の処理は、マイクロコイルから受信された信号のデータアレイ表示の、信号ピーク
あるいは標的に関連する信号極小値を含むがこれに限定されない関連する信号特徴を、蓄
積することも含むことができる。信号ピークを蓄積すれば、複数のスキャンを相関させ組
み合わせて、流体を通してのあるエンティティの移動を示すことを可能にすることができ
る。あるエンティティの導管内での半径方向位置に関連する１つの信号ピークの特性速度
は、連続するスキャンにおける信号ピークを蓄積するために使用され得る。
【０１０７】
　取得されたデータの精度をさらに高めるために、運動補正方法も利用され得る。流体流
動が比較的遅いかあるいは静止している実施形態において、スピンエコー画像またはグラ
ジエント・リコールド・エコー画像(gradient-recalled echo images) が形成され得る。
パルス磁場勾配を用いる実施形態において、画像の信号対雑音比および精度がさらに改善
され得る。低速のあるいは静止している流れを使用する実施形態であれば、多次元作像も
実行され得る。エコーに基づく手法を実行する実施形態は、流体中の標識化されたエンテ
ィティの存在の複数の効果を測定し作像することを可能にすることができる。
【０１０８】
　複数の枝路と複数のマイクロコイルとを有する実施形態において、所与のマイクロコイ
ルの中の磁気共鳴挙動を特定するために種々の方法が使用され得る。例えば、各マイクロ
コイルの各々の空間的エレメントが異なる周波数範囲で共鳴するように、マイクロコイル
は磁場勾配に対して角度をなすようにすればよい。他の一例では、マイクロコイルをある
期間にわたって選択的に監視するために電気的スイッチングが使用され得る。他の一例で
は、各マイクロコイルは１つの専用信号処理装置に結合され得る。
　共鳴回路が使用される本発明の方法の任意の態様の任意の実施形態において、この方法
は、共鳴回路を低い周波数で共鳴させることと、サンプルからの共鳴信号を検出すること
とを含むことができる。「低い」周波数は、装置のために選択された磁石の磁場の中の所
望の共鳴を検出するのに適する周波数である。
【０１０９】
　本発明の方法はマイクロコイルを同調回路に電気的に結合させることをさらに含むこと
ができ、同調回路は、マイクロコイルのインダクタンスの少なくとも２倍であるインダク
タンスを有する同調コイルと、共鳴回路を形成するために同調コイルに結合されたキャパ
シタとを含む。本願明細書において開示される同調回路のいずれもが同調回路として使用
され得る。
　さらに、本発明の方法のいずれもが、本願明細書に開示されているものなどの検出器で
使用されるコンピュータプログラムにより実行され得る。コンピュータプログラムはソフ
トウェアまたはハードウェアで、あるいはハードウェアおよびソフトウェアの両方の組み
合わせで、実現され得る。
【０１１０】
　１つのさらなる態様において、本発明は、本願明細書に開示されているものなどの検出
器で本発明の方法を自動的に実行するために、物理的コンピュータ可読記憶媒体を提供す
る。本願明細書で使用される用語「コンピュータ可読媒体」は、磁気ディスク、光ディス
ク、有機メモリ、およびＣＰＵによって読まれ得る他の任意の揮発性（例えば、ランダム
アクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または不揮発性（例えば、読み出し専用メモリ（「ＲＯＭ
」）の大容量記憶システムを含む。コンピュータ可読媒体は協動するかあるいは相互に接
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続されたコンピュータ可読媒体を含み、それらは、もっぱら処理システム上に存在し、あ
るいは処理システムに対してローカルまたはリモートであり得る複数の相互に接続された
処理システムに分散される。
【実施例１】
【０１１１】
　ここで図を参照すると、図１は、代表的なマイクロコイルＭＲＩ検出器１００の一部分
を描いた図である。マイクロコイル１０２はソレノイド状であって、導管１０４の周りに
巻かれている。マイクロコイル１０２の中にある導管１０４の部分は検出器１００の感知
領域である。導管１０４の軸は磁場勾配１０６と整列している。検出実験中、方向１０８
に流れる流体が導管１０４およびマイクロコイル１０２を通って進む。マイクロコイル１
０２は同調回路１１０と信号処理装置１１２の両方に電気的に結合される。
　図２は、代表的なＭＲＩ検出器１００の一部分の横断面を描いた図である。マイクロコ
イル１０２は、導管１０４の周りに巻かれ、磁石２０６内のギャップの中に配置されてい
る。磁極面２０８および２１０は反対の極性を有し、一様な磁場２１２が磁石２０６内の
ギャップを横断して確立される。　図３は、３つの異なる例であるマイクロコイル構造３
０２、３０４、および３０６を描いた図である。第１のマイクロコイル３０２は、導管３
０８の周りに巻かれたソレノイドコイルである。第２のマイクロコイル３０４は、平らな
コイルであって、導管に隣接して位置して、第２のマイクロコイル３０４の軸を導管３０
８の軸に垂直に置くように向けられる。第３のマイクロコイル３０６は、導管３０８に隣
接して置かれる蛇行線コイルである。
【０１１２】
　図４は、一例である検出器４００の一部分を描いた図である。導管４０２は３つの導管
枝路４０４ａ～４０４ｃを包含している。マイクロコイル４０６ａ～４０６ｃは、ソレノ
イドの形状であって導管枝路４０４ａ～４０４ｃの周りに巻かれている。流体は、流体流
入口４０８において導管に流入し、流体流出口４１０において導管から流出することがで
きる。例である検出器４００において、導管枝路４０４ａ～４０４ｃおよびマイクロコイ
ル４０６ａ～４０６ｃの各々は独立していればよい。例えば、マイクロコイル４０６ａ～
４０６ｃの各々は異なる周波数または周波数範囲で付勢されればよく、導管枝路４０６ａ
～４０６ｃの各々における異なるエンティティの検出を可能にすることができる。一方、
マイクロコイル４０６ａ～４０６ｃは各々同一の検出実験に使用されてもよく、導管の感
知領域を通る減少される流量を考慮することによって、検出器の偽陽性検出および偽陰性
検出に対する発生度をさらに低下させることができる。
【０１１３】
　図５は、導管５０２に流体的に結合された付加的な流体コンポーネントを含む例である
検出器５００の一部分を描いた図である。アフィニティカラム５０４は、検出実験が行わ
れ得るようになるまで病原体または他のエンティティを捕獲し保持しておくために使用さ
れ得る。検出実験中、除去剤５０６を包含する流体は、アフィニティカラム５０４を通過
して流れ、病原体または他のエンティティを流体中に入らせることができる。その後、流
体は、マイクロコイル５０８により包まれている導管５０２のセクションを通って流れる
ことができる。エンティティがマイクロコイル５０８により検出されたならば、貯蔵ある
いはさらなる分析のために流体を逸らして隔離チャンバ５１２の中に入れるためにバルブ
５１０を作動させることができる。エンティティが検出されなければ、バルブ５１０によ
って流体を流体流出口５１４に通し導管から出せばよい。
【０１１４】
　図６は、複数のアフィニティカラム６０２ａ～６０２ｃを含む例である検出器６００の
一部分を描いた図である。アフィニティカラムの各々の流出口端部において、ソレノイド
マイクロコイル６０４ａ～６０４ｃが導管６０６ａ～６０６ｃの周りに巻かれている。バ
ルブ６０８は、アフィニティカラム６０２ａ～６０２ｃを通過する除去剤６１０の流れを
制御する。複数のアフィニティカラム６０２ａ～６０２ｃの使用は、付加的な判別を可能
にするとともに検出器のスループットを増大させることができる。例えば、１つの検出方
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法は、１０レベルの特定可能な信号判別を提供し、アフィニティカラム６０２ａ～６０２
ｃの各々において１０の特異的ビーズを使用することができる。各アフィニティカラム６
０２ａ～６０２ｃを別々に処理することにより、マイクロコイル６０４ａ～６０４ｃを通
る流れは多重化され、僅か１０のビーズ特性レベルを用いて３０の別々の特定を可能にす
ることが見込まれる。さらに、３つのアフィニティカラム６０２ａ～６０２ｃが使用され
るので、１つのサンプルを３つの部分に分割することができて、そのサンプルを、単一カ
ラムの場合より３倍速く分析することを可能にする。
【０１１５】
　図７ａ～７ｃは、同調回路１１０およびマイクロコイル１０２の３つの例である概略構
成を描いた図である。図７ａでは、同調コイル１２０とマイクロコイル１０２とは直列に
接続され、同調キャパシタ１２２を用いて共鳴回路が形成される。図７ｂでは、同調コイ
ル１２０とマイクロコイル１０２とは並列に接続されている。図７ｃでは、同調コイル１
２０とマイクロコイル１０２とは再び並列に接続されているけれども、マイクロコイル１
０２は伝送線１２４を介して同調回路１１０から遠く離れて置かれている。一例である検
出器において、伝送線は、共鳴中にマイクロコイルに誘導される交流電流の波長の四分の
一の奇数倍（すなわち、１×、３×、５×）である長さを有する。
【０１１６】
　図８は、流体がサンプルチャンバ１１１２に収容される、モジュール１１１０の一例を
描いた図である。サンプルチャンバ１１１２は、流体中の標的エンティティに付けること
のできるビーズを収容するビーズチャンバ１１１４に流体的に結合されている。導管１１
１６は、ビーズチャンバ１１１４に流体的に結合され、マイクロコイル１１１８を通過し
、マイクロコイル１１１８を通過した後にバルブ１１２０に流体的に結合されている。バ
ルブ１１２０は隔離チャンバ１１２２および出口リザーバ１１２４に流体的に結合されて
いる。検出実験中に標的エンティティの存在を示す流体内の磁気共鳴をマイクロコイル１
１１８が検出したならば、流体を隔離チャンバ１１２２の中へ向かわせるためにバルブ１
１２０を作動することができる。標的エンティティが検出されなければ、流体を出口リザ
ーバ１１２４の中へ向けるようにバルブ１１２０を作動することができる。モジュール１
１００のコンポーネントの全ては基板１１２６に機械的に結合され、構造支持を提供する
とともにモジュール１１００上のコンポーネントの相対位置を維持する。
【０１１７】
　１つの例である実施形態では、１７０ミクロンの内径と約１．１ｍｍの長さとを有する
マイクロコイルが導管の周りに巻かれる。導管およびマイクロコイルは、永久磁石により
生成された約１テスラの強度を有する磁場の中に配置され、０．０７Ｇ／ｍｍの磁場勾配
がマイクロコイルの長軸に沿って印加される。流体が導管を通ると、流体中の標識化され
ているエンティティの存在を検出するために、本願明細書で開示されたデータ取得手法が
適用される。
　この例の装置を使用したところ、この方法の実施が成功した。マグネビスト（Magnevis
t)ドープされた水（Ｔ1 ～４３０ｍｓ）と希釈磁気ビーズ（５ミクロンのバングス(Bangs
) ビーズ）とから成る流体が導管内に置かれ、本発明の方法に従ってあるビーズが明確に
特定された。図９は、明瞭性を得るためにオフセットされた画像の時系列を含み、ここで
ビーズは、矢印で示されたプロフィール中のくぼみとして現れている。
【０１１８】
　図１０は、検出実験の完全な時間経過を等高線プロットとして描いた図である。図９に
おいて、明確に特定されたビーズは、中央に位置するバンドを横断して左斜め上に移動す
る線状のフィーチャとして現れている。中央に位置するバンドは、サンプルボリュームの
位置を描いている。
　図１１は、例である装置と本発明の方法とを使用する類似の検出実験からのデータセッ
トを描いた図である。明確に検出されたビーズは、明るいバンドの中で右下に傾いている
暗いバンドとして見える。
【実施例２】
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【０１１９】
　バクテリアに多くの種があり、各種の中に多くの系統がある。毒性のバクテリアのうち
、いくつかの系統は他よりも毒性が強い。さらに、例えばＭＲＳＡ（メチシリン耐性の黄
色ブドウ球菌(staph. aureus) ）およびＧＢＳなど、特定の種のいくつかの系統は、抗生
物質に対して抵抗性であり得る。細菌性病原体の系統特異的標識化を提供する抗体が利用
可能であるかあるいは生産され得る。この種の情報は、バクテリアの種または系統の特定
に基づく臨床用の適切な抗生物質の特定のために有益である。
【０１２０】
　「全細菌性(pan-bacterial) 」であり、また、例えばある種の中の全系統、あるいはあ
る共通の抗原特性を共有するある特定のグループのうちの全てなどの、バクテリアの何ら
かの部分集合、あるいは例えば全てのグラム陽性（Ｇ＋）またはグラム陰性（Ｇ－）のバ
クテリアなどを表すある特定の抗原について特異的である抗体も存在する。このようにし
て、本発明の方法を使用するテストは、どんなグラム陽性またはグラム陰性のバクテリア
の存在も検出されるように血液のスクリーニングに備えている。さらなる変形例は、［グ
ラム陽性、グラム陰性、菌類］、または［グラム陽性、グラム陰性、菌類、マイコバクテ
リア］、またはこれらの何らかの集合に加えて、ある特定の疾病状態または他の重要な臨
床情報を表す１つの特定のタンパク質または複数のタンパク質を含むけれどもこれらに限
定されない。
【０１２１】
　ある信号特性を有する特定の標識を、特定の抗生物質に対して敏感である全てのバクテ
リアまたは他の病原体に対して用いることができ、従って患者が１つの特定の抗生物質の
使用から利益を受けるであろう人であることが、その患者からのテストサンプルにおける
特徴的信号からわかる。特定の性質または特性を有する一連の病原体を標識化するこの標
識化アプローチを、そのいくつかの抗体を全てのビーズに付けることによって、あるいは
単一のタイプの抗体を１つのビーズに付けてから単一標的ビーズをいくつか混合して混合
ビーズ溶液とすることによって、成し遂げることができる。例えば全［Ｇ＋］（ｐａｎ－
［Ｇ＋］）および全［Ｇ－］（ｐａｎ－［Ｇ－］）など、２つ以上の抗体を１つの標識ビ
ーズに、例えば全ての一般的［Ｇ＋］バクテリア、あるいは１つの特定の抗生物質に対し
て敏感な全てのバクテリアなど、所望のセットを構成する抗体の何らかの特異的セット、
あるいは最も一般的な菌類の各々ための１つの抗体を付けることが可能である。これは、
各々の特定の標的とされた生物についてのビーズの濃度と比べて、バックグラウンドのビ
ーズ濃度を減少させるために望ましいかもしれない。
【０１２２】
　１つの別の実施形態では、Ｇ＋標識溶液は、例えば各ビーズに１０種類の異なる抗体が
付けられるかあるいはビーズの各サブセットにその１０種類の抗体のうちの１つだけが付
けられている１０タイプのビーズなど、複数の抗体が付けられているビーズを包含する。
あるいは、特定の標的の標識化を容易にするために、ある全細菌性抗体で標識化されたビ
ーズを、他の抗体で標識化された別のビーズと混合することができる。この実施形態は、
例えば、全細菌性標識が全バクテリアのセットの何らかのサブセットに充分に付着しない
場合に、使用され得る。
　使用され得る代表的なサンプル流体は、血液、尿、ＣＳＦ、または他の流体などの生体
試料を含むがこれらに限定されなくて、皮膚、創傷または他の身体部位からのスワブサン
プルを、サンプルを捕集剤から流体中へ同伴させるように洗うことによってテストするこ
とができ、糞便サンプルなどの半固体サンプルも、液体での適切なサンプル希釈により処
理することができる。
【０１２３】
　本発明の方法を用いれば、特定のバクテリア系統について特異的な抗体を、特定の信号
特性を有するビーズに付けることによって、特定のバクテリアがサンプル流体中に存在す
るかどうかを判定することが可能である。例えば、特定の量の鉄を有するビーズを使用す
ることができ、それは特定の信号レベルを生成する。このようにして、１つのサンプルに
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おける多数の異なるタイプのバクテリアの存在を判定することができ、１つの特定のバク
テリアタイプまたは複数のタイプの存在を単一の測定サイクルで行うことができる。例え
ば測定の信号対雑音比およびダイナミックレンジにより規定される、検出プロセスの信号
判別を前提にすれば、検出され得るバクテリアの異なるタイプの数は、判定され得る離散
的な検出レベルの数に依存する。例えば、１０のビーズタイプ（あるいは１０の別々の多
重度のビーズ標識）が特定され得るように、そしてそれにより１０の異なるタイプのバク
テリアが特定され得るように、１０の個々別々の信号レベルが検出され得る。異なるエン
ティティの標識化も、特異的結合を介して成し遂げられる選択よりはむしろ、各々に付け
られる標識の数によって区別され得る。
【０１２４】
　検出されるレベルの数を増やすために、例えば１０ｍｌのテストサンプルを例えばそれ
ぞれ２ｍｌのいくつかのサブサンプルに分割し、５つの別々の標識化ステージを持つこと
が可能である。この特定の例では５０のそれぞれ異なるバクテリアを特定できるようにな
る。各サブセットの別々のテストは、各サブセットのために独自の検出コイルを持つか、
あるいは検出コイルを通るサブサンプルを順番付けるバルブを持つことによって行われ得
る。
　サイズの異なる多様なＮＭＲコイル、あるいは異なる流量、あるいはいろいろな磁気標
識を検出するように最適化されたいろいろな磁場を使用することも可能である。テストを
受ける流体は、多様な異なるエンティティが検出され得るように、各検出器をシーケンシ
ャルに通過させることができる。
【０１２５】
　人の血液に対するテストシナリオの一例は次のとおりである。
　１）Ｇ＋、Ｇ－、菌類のためのスクリーンモジュールを動作させる。
　２）テスト結果の例：Ｇ＋、４ＣＦＵ／ｍｌ；菌類、８ＣＦＵ／ｍｌ
　３）Ｇ＋特定モジュールを動作させる。
　４）結果の例：ＭＲＳＡ、４ＣＦＵ／ｍｌ
　５）菌類特定モジュールを動作させる。
　６）テスト結果の例：口そうカンジダ、８ＣＦＵ／ｍｌ
　他の一例では、全てのテストが単一のモジュールから行われ、その場合、行われるサブ
テストは先行する結果に依存する。
　１）サンプル１０ｍｌをロードする。
　２）Ｇ＋、Ｇ－、菌類サブセクションを通して２ｍｌを流す。
　３）テスト結果の例：Ｇ＋、４ＣＦＵ／ｍｌ；菌類、８ＣＦＵ／ｍｌ
　４）Ｇ＋サブセクションを通して２ｍｌを流す。
　５）結果の例：ＭＲＳＡ、４ＣＦＵ／ｍｌ
　６）菌類サブセクションを通して２ｍｌを流す。
　７）テスト結果の例：口そうカンジダ、８ＣＦＵ／ｍｌ
【０１２６】
　このように、可能な特定される種または病原体の数はサブセクションテストの数と、生
成され得る離散的な検出レベルの数とに依存する。モジュールは、２つ以上の検出プロト
コルを並行して実行するようにも設計され得る。例えば、装置は、高濃度の標的の存在に
ついて、おそらくシーケンシャルにサンプルを迅速にテストすると同時に、同じまたは異
なる性質の非常に稀な標的についてのより長い探索を開始することもできる。この並行処
理は、多重化された仕方で操作される、複数のコイルまたは単一の検出器コイルの使用を
通じて進行することができる。
　検出プロセスの１つの付加的特徴は、一人の所与の患者からいろいろな時点で得られた
テストサンプルを用いて感染の性質、状態および進行度が判定され監視され得るように例
えばバクテリアなどの病原体の濃度を測定することである。
【０１２７】
　病原体を検出することに加えて、タンパク質などの分子状標的が装置で検出され得る。
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個々の分子にビーズが付着されているならば、その分子は検出され得る。なぜならば、分
子のための検出増幅プロセスは、細胞または生物のものと同一だからである。たんぱく質
濃度も、検出の濃度モードで測定され得る。例えばウィルス（ＨＩＶ、ＨｅｐＡ、Ｂ、Ｃ
）またはプリオン病（ｖＣＪＤ、ＴＳＥ）など、抗体が作られ得るところの他の任意のエ
ンティティも標的とされ得る。この装置は、哺乳動物の細胞、例えばがん細胞を希少エン
ティティモードまたは濃度モードで検出するために使用され得る。従って、この技術は、
例えば尿中の膀胱がん細胞、血液中の循環がん細胞、あるいは母体血または羊水中の胎児
細胞を検出するために使用され得る。
【０１２８】
　希少エンティティ検出モードで動作している間、装置は、検出された標的を非常に小さ
なボリューム（数ｎＬ～１００ｎＬあるいは１μＬなど）の中に隔離することができる。
これによって標的のこのコレクションは濃縮されることになる。コレクションボリューム
は、顕微鏡スライド上での標的の迅速な位置特定、あるいは爾後のプロセスまたは装置で
の小ボリュームだけの迅速な処理が可能な程度に充分に小さくすることができる。捕集さ
れ、濃縮された標的は、装置において、始めにそれらを検出するために使用されたコイル
で、または別の検出回路または方法で、さらに分析され得る。あるいは、コレクションボ
リュームは、そのボリュームを静止ＮＭＲサンプルとして研究するように最適化されてい
る第２の磁石および検出器のシステムの中にそのボリュームを導入することを容易にする
仕方でモジュール上に置かれることができる。これらのさらなるＮＭＲ研究は、緩和時間
の精密な測定、装置の動作の希少エンティティ検出フェーズ中には特定不能であった標識
の特性または特徴の特定を含む、対象物または分子の分光学的同定であり得る。
【０１２９】
　本発明の方法および装置の臨床応用は、血液中に病原体があるかどうかを判断するため
に現在使用されている方法である血液培養に代わることであり得る。血液培養は結果を生
じさせるために相当の時間を要するが、変動性が高く、相当の割合で偽陰性を有し、病原
体の正体ではなくて病原体の存在を判断するだけである。現実の病原体タイプを判断する
ためには、人により実行されるステップを含むさらなる特定ステップが採用されなければ
ならない。例えば、専門技術者は、陽性の血液培養ボトルからサンプルを取り、そのサン
プルの調製および染色を行い、病原体の予備的定性分析（すなわち、「グラム－桿菌(Gra
m-rod)」、または「グラム＋球菌(Gram+cocci)」）を行なう。抗生物質感受性についての
さらなる特定およびテストが、追加の処理ステップおよび器具で実行されなければならな
い。プロセスが１～２日を要することは普通であり、ある場合にはプロセスが５日超を要
することもあり得る。
　開示された技術に基づく装置は、病原体の検出に、また病原体の特定にも備えることが
できる。抗生物質耐性を示す系統に対して特異的な抗体が存在するので、開示された技術
は、例えばバクテリアなどの病原体の検出、特定、および感受性判断（系統特定を通して
）を行なうことができる。従って、技術は、サンプル中に存在する病原体について最適の
抗生物質の適時特定を可能にする結果を臨床医に提供することができる。
【０１３０】
　感染症の進行は、しばしば、血液培養あるいは他のサンプルの培養に関連する期間より
遥かに速いので、そのような装置は臨床的に非常に有益である。例えば、細菌性髄膜炎は
ＣＳＦからのサンプルの検査を通して特定される。これらのサンプルは培養され得るけれ
ども、細菌性髄膜炎は、致死までの期間(mortality period)が非常に短く検出および特定
のために培養が使用され得ない。サンプルの染色および顕微鏡検査が実行されなければな
らず、しかもバクテリアを検出し特定する最上の方法ではない。臨床的使用で必要となる
前にスワブサンプルの培養結果が得られない他の一例として、出産間近の女性のＧＢＳテ
ストがある。
　開示された装置は、前述した場合および他の多くの場合において、臨床的使用に適する
時間のうちに検出および特定をもたらすことができる。
【０１３１】
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　開示された技術は、病原体に、あるいは病原体に対する宿主の反応に、または病気もし
くは感染に関連する炎症性反応に、または病気もしくは健康の状態一般についての他の何
らかの指標に、関連するタンパク質を検出することもできる。例えば、敗血症の発生およ
び進行を示す可能性のある宿主反応タンパク質が多くある。これらのタンパク質の関連性
については現在検討されつつあるけれども、開示された技術は、磁気標識化および検出を
通して、これらのタンパク質を検出することができ、従ってテストされている流体の中の
タンパク質を特定し定量することができる。従って、タンパク質の特定の組み合わせ、ま
たはそれらの濃度が特定の病気の状態または進行を示すように相関関係が決定されるかも
しれない。あるいは、検出された病原体とともに取られたタンパク質の濃度が特定の病気
の状態または進行を示すかもしれない。あるいは、タンパク質の濃度とともにおよび／ま
たは特定された病原体とともに取られた他の臨床情報および診断アッセイまたは測定など
のパラメータの何らかのセットがある病気の状態または進行を示すかもしれない。これは
、前述した測定の時間ダイナミックスを含み得る。
　装置は、他の技術よりかなり低い濃度でタンパク質を検出することができる。原理的に
は、１０ｍＬ中の１分子が可能である。２以上のビーズがタンパク質分子に付着され得る
ならば、タンパク質検出のための均質アッセイアプローチが可能である。
【０１３２】
　この技術の一実施形態は、標的を認識する捕獲薬剤を包含するように改変されたカラム
上で標的エンティティを、それがバクテリアであれ、細胞であれ、ウィルスであれ、タン
パク質であれ、原生動物であれ、プリオンであれ、核酸であれ、あるいは他の対象生物学
的物質であれ、濃縮するためのアフィニティクロマトグラフィの使用を含む。例えば、あ
るタンパク質（ＢＳＡ：ウシ血清アルブミン）はヘキサヒスチジンペプチドタグで改変さ
れる。このタンパク質を、その後、ヒスチジン残基がニッケルまたはコバルトのイオンを
認識してタンパク質をカラムに結合させる、ニッケル－アガロースまたはコバルト－アガ
ロースのカラムに結合することができる。カラムは、その後、抗ＢＳＡ抗体が付けられて
いる磁性粒子で調べられる。粒子は、固定されているＢＳＡに結合する。結合した粒子を
遊離するために、カラムはイミダゾールで溶出させられ、金属イオンに結合しているヒス
チジンに競合的に干渉する。その結果として、ビーズ－Ａｂ－ＢＳＡ複合体が非常に小さ
なボリュームでカラムから遊離される。この遊離された物質を、ＮＭＲマイクロコイルに
入り、サンプル中のバックグラウンド水の横（Ｔ2

*）緩和時間に対する磁気ビーズの効果
によって検出することができる。例えば、コンカナバリンＡがプロトタイプであるところ
のレクチンなど糖類を認識する結合した標的タンパク質をカラムが包含するならば、同様
の性能が達成され得る。カラム結合材料は、その後、レクチンが結合した糖でカラムを溶
出させることによって遊離されることができ、コンカナバリンＡの場合には、この遊離薬
剤はグルコースである。この目的のために使用され得る多くのレクチン／糖の組み合わせ
がある。他のアフィニティ媒体は、１つの種由来の抗体を含み、この抗体は、異なる種由
来の抗体に対するものである。例えば、ヤギにおいて作られる抗体はウサギの抗ヤギ抗体
により認識され得る。他のアフィニティ媒体は、ストレプトアビジン／ビオチン、プロテ
インＡ／抗体、およびデキストラン／グルコースを含むが、これらに限定されない。
【０１３３】
　カラムは、例えば１つのタンパク質、菌類もしくはバクテリアまたはより広い種類の標
的、例えば全てのＧ＋またはＧ－バクテリア、などのある特定の標的などの、対象標的の
ための抗体が付けられている材料マトリックスであり得る。一例として、標的がカラムに
付けられたならば、サンプルの流れを止めることができ、カラムから余分の材料が洗い除
かれ、その後に磁気標識ビーズを包含する流体をカラムを通して流すことができる。これ
らのビーズは、カラムと同じ抗体を持つことができ、あるいは他の何らかの抗体を持つこ
とができる。例えば、カラムがＧ＋抗体を持っているならば、標識はＭＲＳＡのための抗
体を持つことができて、従ってＭＲＳＡバクテリアにだけ、存在するならば、付着する。
あるいはいくつかの異なるタイプのビーズがあり得る。例えば各特定タイプは異なる特性
信号と異なる標的Ｇ＋バクテリアに対する抗体とを有する。このようにして全てのＧ＋バ
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クテリアが収集されて、その後、１つの検出可能な特性信号を有する１つの特定のビーズ
タイプの特異的付着を引き起こす特定の標識抗体を通してＧ＋バクテリアのタイプの判断
が行われる。
【０１３４】
　各々の別々のカラムにそれぞれ特定の病原体タイプを付着させるために、サンプル流体
を、並列の、あるいはより好ましくは直列の、いくつかの異なるアフィニティカラムを通
って流すことができる。例えば、Ｇ＋、Ｇ－、および菌類のために１つずつ、３つのアフ
ィニティカラムが直列に使用され得る。例えば血液であるサンプルは、連続して各々を通
って、またループをなして数回、付着の確率が容認できる程度になるまで、流される。Ｇ
＋、Ｇ－、あるいは菌類がサンプル中に別々にまたは一緒に存在するならば、病原体は関
連するカラムに付着される。カラムへの付着の後、サンプルの流れはオフにされ、結合し
ていない物質を除去するために洗浄ステップを使用することができ、その後、標識を伴う
溶液をカラムを通して流すことができる。カラムを通ってビーズ溶液が流れると、ビーズ
は、自身の持っている抗体に合った病原体に付着することができる。標識化の確率につい
て容認できるレベルを得るのに充分な程度に、例えばループをなして、ビーズ溶液がカラ
ムを流れたならば、ビーズ溶液の流れは止められる。次に、カラムは洗われ、その後に、
付着した病原体を標識とともにカラムから遊離させて検出回路を通過させる薬剤で溶出さ
せられる。
【０１３５】
　磁気ビーズを包含する標識溶液を、直列または並列の複数のカラムを通って流すことが
できる。磁気ビーズは、本願明細書に記載されているように、特定のバクテリアを標的と
するためにある特定の抗体を付けられている。例えば、Ｇ＋、Ｇ－、および菌類のタイプ
の各々に１０ずつ、３０の異なるレベルがあり得る。このようにして、ビーズを包含する
溶液を直列のアフィニティフィルタを通って流すことができ、標識は、ビーズが自身の持
っている抗体に合う特定の病原体に付着する。
【０１３６】
　他の１つの実施形態において、特定可能な信号区別のレベルが１０だけあるとしてもよ
い（例えば、検出方法の信号対雑音に基いて）。この場合には３つのアフィニティフィル
タの各々において１０の特異的ビーズが使用され得る。病原体のタイプの判断がビーズか
らの信号レベル、例えばレベル７、およびその溶液がそれから生じたところのカラム、例
えば菌類カラムを含むように、各カラムのための溶液は別々に処理され、検出回路を通る
流れは多重化される。これは、僅か１０のビーズ特性レベルを用いて、３０の別々の特定
を提供する。
【０１３７】
　標的病原体が特定の領域に付着するようにアフィニティカラムにおいて別々の層を持つ
ことも可能である。例えば、１つのカラムに１０の層があり、各層に１つの特定の抗体が
関連付けられ得る（図１２）。そのとき、バクテリアは関連領域に付着して、標識化され
る。その後、遊離洗浄は検出コイルを通る液体の流れを生じさせ、やがては、カラム上の
位置に関連する一定のプロフィールを有することになる。特定のレベルに関連する流体か
らの検出イベントは、あるバクテリアを示す。従って、洗浄流動開始から検出イベントま
での時間は、流体をカラム上の特定の領域に関連付けることになる。
【０１３８】
　層は一般的タイプの病原体に対するものとすることができ、ビーズ標識はさらなる特異
性を提供する。例えば、Ｇ＋、Ｇ－、および菌類のために１つずつ、３つの層があり、各
々１つの特異的信号特性および抗体を有する１０の磁気標識化されたビーズがあり得る。
１レベルが３つの抗体、Ｇ＋、Ｇ－、および菌類の１つの特定の種または系統に関連付け
られる。病原体が層に付着したならば、ビーズ溶液がカラムを通して流され、特定のビー
ズを標的病原体に標識化する。遊離されたときに、信号レベルと、ビーズが出てきた層に
関連する遊離からの時間とによって特定の病原体についての特定が成し遂げられる。
【０１３９】
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　さらに、層状カラムを検出コイルの中に保持することができ、従って、特定は検出され
た信号に関連する層によって行われ得る（図１３）。ＭＲＩに基づく技術を用いて、信号
の位置が判断され、これにより関連する層が判断され得る。前述したように、多層アフィ
ニティカラムが構築され得る。この場合には各層の病原体が検出のために充分に標識化さ
れる限りは、標識ビーズは特定の抗体または一般的抗体を有することができる。特異性は
、ある層に関連する特定の抗体と、あるいはカラム上の位置と、特定の病原体に対する抗
体を有する特定の標識に関連する信号強度とによって達成される。例えば、アフィニティ
カラム層が任意のＧ＋バクテリアを局在化させるために全Ｇ＋抗体を有することができ、
そのときには種々のＧ＋バクテリアについて特性信号強度を有する特異的標識ビーズが個
々の標的を標識化する。特定は、カラム上の位置と、特定のＧ＋標的バクテリアのための
標識に関連する信号強度とにより判断される。
　アフィニティカラムステップが使用されないのであれば、磁気ビーズが標的を架橋結合
するように磁気ビーズが多価であるか、あるいは複数のビーズが単一の標的エンティティ
に付着させられ、ＮＭＲ信号が、周囲の水に対する塊状対分散状の磁気ビーズの差動的効
果から生じることが好ましい。
【０１４０】
血液安全性
　血液銀行における献血された血液のスクリーニングは、少量の、いくつかの潜在的病原
体の検出を必要とする。バクテリア汚染は、全血液成分の最も良くある輸血伝染感染とし
て知られている。しかし、寄生虫性、ウィルス性、宿主－白血球、およびプリオン汚染も
、輸血を介する病気の伝染において重要な存在である。本発明の開示された方法および装
置は、続く血液供給に及ぶ脅威一つ一つに対して超高感度検出を提供することができる。
　バクテリア：現在、人間の輸血用血液はいくつかの保障措置に従っているけれども、病
原体についての一連のテストがあるにも拘らず、たった一つのバクテリア株、梅毒トレポ
ネーマ(Treponema pallidum)、すなわち梅毒を引き起こすバクテリアだけが歴史的にルー
チンスクリーニングのために選択されている。バクテリアの監視がないために、輸血関連
のバクテリアによる敗血症は輸血された６つの汚染されたユニットあたりに１つのケース
で発生すると見積もられ、死亡はこれらのケースのうちの最大２５％で発生する。英国で
は、１９９６～２００１年の輸血関連有害事象の報告制度（ＳＨＯＴ：Serious Hazards 
of Transfusion）の研究からのデータは、輸血伝染される感染症の全ての報告された症例
のうちの６０％がバクテリア汚染のせいにされたことを指摘した。フランスでは、ヘモビ
ジランスネットワーク(Haemovigilance Network)からのデータが、１９９６～１９９７年
の間の輸血関連死亡の１５％がバクテリア性汚染によると報告した。いろいろなクラスの
バクテリアの存在を検出するための自動化された培養方法が利用可能であるけれども、こ
れらのシステムは、サンプリングエラー、偽陽性および偽陰性の結果、および報告のため
の４８時間以上に及ぶ長いリードタイムを含む欠点がある。
　血小板濃縮物において、それらが急速なバクテリア成長に有利な室温で保管されるため
に、バクテリアが特に問題となる。さらに、バクテリアは、血小板輸液においては十分に
報告されていない問題である。バクテリア汚染の見積もられている発生率は、２，０００
ランダムドナーまたはアフェレーシス血小板ユニットにつき１つである。
【０１４１】
　寄生生物：バクテリアに加えて、血液供給の他の脅威は寄生生物を含む。献血された血
液中の認識されているどの寄生生物の存在のための検出テストもまだ開発されていない。
この２０年間に世界的な旅行および人口移動が増えて、マラリア、シャーガス病およびリ
ーシュマニア症などの血液で運ばれる寄生虫症は輸血においてより一般的になっている。
寄生生物スクリーニングテストは日常の業務としては使用されていなくて、悪評のとおり
に当てにならないドナー面接が依然としてそのような感染に対する主要な防御手段である
。
　地球規模では、マラリアは熱帯地域において毎年４億以上の人に感染すると推定されて
いる。輸血を通して伝染したこの病気は米国で１９６３年から１９９９年までの間に９１
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症例発生した。現在、マラリアが風土病となっている地域を訪れた供血者に対して６ヶ月
にわたって献血を延期させることができる。
　シャーガス病の原因因子であるトリパノソーマクルジ(Trypanosoma cruzi)は南米の多
くで風土病である。この病気は輸血を通して伝染する可能性があり、米国およびカナダで
確認されているが、トリパノソーマクルジのための血液のルーチンスクリーニングは行な
われていない。カリフォルニア州ロサンゼルスでの研究は、ある地域では７，５００の供
血者のうちの１人もの人が感染の証拠を示したと指摘している。
　リーシュマニア種(Leishmania Sp.)により引き起こされるリーシュマニア症は、亜熱帯
地域に特有の重い病気である。リーシュマニア／ＨＩＶ重感染についての最近の研究は、
スペインおよび南欧におけるリーシュマニアの真の患者数は充分には報告されていないか
もしれず、寄生生物が免疫無防備の患者に健康上の深刻な危険性をもたらす可能性がある
ということを明らかにしている。
【０１４２】
　ウィルス：バクテリアおよび寄生生物だけではなくて、ウィルスおよびプリオンも人間
の輸血用血液を汚染する。生物薬剤製品の製造業者にはウィルス安全性も重要な関心事で
ある。２５もの既知ウィルス性病原体が血液中に存在する可能性があるけれども、ＨＩＶ
、ＨＣＶ、およびＨＢＶを含む少数のウィルスだけが収集後のスクリーニングを要してい
る。検査の必要性は感染発生率に遅れをとっている。例えば、表１は、過去２０年以上に
わたって、輸血用血液に対して特定された新しいウィルス脅威を示している。

　これらのうちの１つである西ナイルウィルス（ＷＮＶ）は、大陸を横断して移動して新
しい地域で脅威として現れる病原体の能力の顕著な例を示している。過去４０年にわたっ
て、ＷＮＶはヨーロッパで人間の病気として散発的に発生している。ヨーロッパで人間に
発生した一番最近の例は、１９９６～７年にルーマニアのブカレストで起きた。５００以
上の報告症例が含まれ、死亡率は約１０％であった。さらに、２００２年以降、このウィ
ルスの１つの新型株が米国中に急速に広まり、２００３年２月１８日までに１２，３７５
症例のＷＮＶ感染と４６６例の関連死亡とが報告されている。さらに、２００３年４月現
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在で、輸血または臓器移植からの感染の結果として患者２３症例にＷＮＶ病が現れたと確
認された。
【０１４３】
　一般的に使用されているルーチンスクリーニングテストの大部分はウィルス性病原体に
対するものであるが、輸血用血液は依然として多くの既知ウィルス性疾病に対して脆弱で
ある。サイトメガロウィルス（ＣＭＶ）は、その罹患率が高いために（西側成人人口の４
０～１００％）日常業務的にはスクリーニングされない一般的感染症である。しかし、Ｃ
ＭＶは、免疫無防備の人に対しては深刻な脅威となり得る。そのような限られた在庫から
ＣＭＶ－血清陰性の血液ユニットを受け取る。ＣＭＶ－血清陰性のユニットの使用に代わ
るものとして白血球除去(leukoreduction)が提案されているけれども、いくつかの研究は
、ＣＭＶの伝染を防ぐ上で白血球ろ過(leuko-filtration)は完全には有効でないことを指
摘している。パルボウィルスＢ１９は、広範囲に存在し（成人では最大７０～９０％に及
ぶ推定血清有病率）、血液銀行スクリーニングテストのパネルには含まれていない別のウ
ィルスである。Ｂ１９感染は、免疫無防備の人、鎌型赤血球／サラセミア患者、および妊
婦などのある人々にとっては危険であり得る。
【０１４４】
　プリオン：伝染性海綿状脳症（ＴＳＥ：Transmissable Spongiform Encephalopathy）
および変異型クロイツフェルト－ヤコブ病（ｖＣＪＤ）などのプリオン病は、誤って折り
畳まれたプリオンタンパク質（ＰｒＰＳｃ）により引き起こされる。プリオン病は、食物
供給、臓器移植、汚染された医療器具、血液供給、あるいは動物由来製品から作られた医
薬品を通して広がる可能性がある。近ごろ、無症状の感染者から血液伝染した変異型クロ
イツフェルト－ヤコブ病で２人の患者が死亡した。プリオン病用の迅速な血液スクリーニ
ングが必要である。脳ホモジネートからのヒトＰｒＰＳｃを効率的に捕獲して濃縮するた
めに、病原体プリオンタンパク質アイソフォームＰｒＰＳｃを結びつけるプリオンペプチ
ド試薬が磁気ビーズにコーティングされている。血清からのＰｒＰＳｃの迅速な血液スク
リーニングテストは、プリオン特異的抗体１５Ｂ３を使用することができる。この磁気プ
リオンアッセイは、ヒトの血液サンプルをスクリーニングするために必要な感度およびス
ループットを達成することができる。
【０１４５】
　ドナー白血球：献血された血液中に生存可能なドナー白血球が存在していることは、長
い間、レシピエントにとって危険の源であるとして認識されてきた。レシピエントにおけ
るドナーＴ細胞の増殖によって引き起こされる輸血後移植片対宿主病（ＴＡ－ＧＶＨＤ）
は、８４％もの高さの死亡率を保持するかもしれない。さらに、ユニット保管中に白血球
により放出されるサイトカインは、発熱性非溶血性輸血反応を引き起こす可能性がある。
白血球は、また、ＣＭＶおよびＨＴＬＶなどの潜伏性ウィルスをかくまっている可能性が
ある。白血球を検出したならば、白血球に対する現在の安全措置を利用することができる
。これらは、しばしばガンマ照射の形をとり、これはドナー白血球を不活化するために使
用される。白血球除去は、レシピエントに対する危険を減少させるための別の標準的ツー
ルであり、白血球ろ過された(leukofiltered) ユニットは、遥かに少なくなった白血球を
包含する。
【実施例３】
【０１４６】
構築方法
　巻線コイル：目標は小型の携帯可能なＮＭＲシステムを程よいコストで構築することで
あるので、最初の実験のためのコイルを構築するために使われた集束イオンビーム技術よ
りかなり簡単なマイクロコイルを製造する方法を得ようとしている。古典的なコイル構築
方法は、標準的な（普通はエナメルが付された）ワイヤを用いて「手巻き」することであ
る。引かれたピペット先端上に非常に小さなコイルを正確に巻くための簡単なギア同期式
装置が以前に説明された（非特許文献１７）。任意のそのような装置の主要な要求条件は
、サンプルチューブを保持してそれを回転させ、また、非常に細いワイヤの位置を、それ
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がチューブに巻きつけられるときに、制御するための方法である。マイクロ－キャピラリ
チューブ［Ｖｉｔｒｏｃｏｍ］を保持するサイズに適宜作られた光ファイバチャック［Ｎ
ｅｗｐｏｒｔ］と関連させて小型旋盤［Ｔａｉｇ　Ｔｏｏｌｓ，Ｃｈａｎｄｌｅｒ，ＡＺ
］を用いることによってこれらの要求条件が容易に満たされることを知っている。チュー
ブは、ファイバチャックを用いて旋盤の主軸台に取り付けられる。ワイヤの一端はファイ
バチャックにテープ付けされ、同時に他端はその位置が旋盤のサドルおよび前後送りによ
って制御される支持体にテープ付けされる。主軸台を徐々に回転させ、旋盤の前後送りを
手で再位置決めすることによってコイルが巻かれてゆくときにコイルを視覚的に監視する
ために７×－３０×解剖顕微鏡が使用される。キャピラリチューブは非常にしなやかであ
り、巻きつけ中のその撓みはワイヤ上の適切な引張り力を維持するのに役立つ［通例、５
０ゲージのエナメル線、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｆｉｎｅ　Ｗｉｒｅ］。仕上がったとき
に、コイルは、標準的５分エポキシを用いてチューブに固定される。最小のプラクティス
では、コイルを約１５分で巻くことができる。
【０１４７】
　この急速コイル構築に対する１つの鍵は、本発明のコイルを密巻きする選択にある。一
般的に、ＮＭＲ実務家は、コイル巻線の高周波抵抗を増大させて過度の電気的ノイズをも
たらす可能性のある強い近接効果を避けるためにコイルはターン間にある程度のスペース
を伴って巻かれるべきであると考える（非特許文献２５、２７）。しかし、本発明のワイ
ヤの直径が無線周波数（ＲＦ）表皮深さより約２．５倍大きいだけに過ぎないように充分
に低い、幾分低い周波数で本発明のコイルを使っている。さらに、本発明のワイヤ上のエ
ナメル層は約６μｍの厚さで、測定された約３７μｍのターン間間隔をもたらす。（５０
ゲージ裸銅線の直径は２５μｍである。）これらの条件下で、ＲＦ抵抗は、ＤＣ抵抗より
、表皮効果により４％、また近接効果によりさらに４～１１％だけ高められる（非特許文
献１）。一方、密に巻かれたコイルは最高の可能なピッチを、従って最高の信号検出感度
を有する。密に巻かれたマイクロコイルの高い性能は実験的に証明され（非特許文献１７
）、ＳＮＲは最小ターン間隔に対して最大になると知られている。しかし、本願明細書で
論じられているように、このような実施は、結局は過剰なノイズをもたらす強い近接効果
をもたらすものとしてＮＭＲ実務家からは否定されている（非特許文献２５、２７）。密
巻きの１つの実際的な利益は、それがコイル構築中にワイヤを精密に制御する必要を大幅
に減少させることである。
【０１４８】
　プローブ回路の設計：マイクロコイルについての初期研究において、プローブの共鳴回
路に大きな、固定値補助インダクタを用いるという反直感的なアイデアを導入した。初期
研究において「大きな」（５５０μｍ直径）コイルのために厳密には必要でないけれども
、そのような補助インダクタは低周波数で動作する小さなコイルのためには実際上必需品
である。補助インダクタには少なくとも２つの利益がある。非常に高いキャパシタンスを
用いなければ永久磁石ベースのＮＭＲ装置に特有な低い動作周波数では非常に小さなサン
プルコイルを共鳴させることはできない。物理的に大きな可変キャパシタ（小型化という
目標に反する）または可変キャパシタと並列の大量の固定キャパシタンス（これは同調レ
ンジを減少させ、永久磁石の磁場ドリフトがあるとすれば扱いにくい）が必要とされる。
さらに、マイクロコイルのための共鳴回路を構築することは、そのインダクタンスがマイ
クロコイルを包含する回路の枝路より大きい、電流を循環させるための経路を導入しなけ
れば、困難である。並列の２つ以上の同調キャパシタを包含する回路では、特にそうであ
る。このような条件下では、全体としての回路は所望の周波数で共鳴し得るけれども、こ
の共鳴モードでの電流経路は、回路のサンプルコイルを包含する枝路を大きく避ける。マ
イクロコイルと直列に置かれた補助インダクタは、サンプルコイルを通して共鳴電流を流
れさせるとともに、多数のキャパシタとそれらの多数の競合する電流経路とを含める必要
性を低下させる。
【０１４９】
　補助インダクタは、プローブ回路のＱを高める。高抵抗マイクロコイルについて、結果
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として生じるＱは依然としてあまり大きくなくて（約１０～２０）、プローブの安定性あ
るいは過度のリングダウンに関して困難をもたらすことなく電気的共鳴を検出しやすくす
る。
　補助インダクタの適切な設計は、それがプローブのＳＮＲ性能を補助インダクタなしで
理論的に達成され得るものより悪くしないことを保証する。１つの重要なアイデアは、補
助インダクタが共鳴回路の抵抗に寄与するべきでないということである。ＮＭＲ回路の性
能を悪くするのは漂遊抵抗であって、漂遊インダクタンスではない。非特許文献２７のマ
イクロコイルが巻かれたならば、そのＲＦ抵抗を測定または計算することができ、この値
は補助インダクタ設計のための出発点として役立つ。理想的には、補助インダクタのＲＦ
抵抗は、マイクロコイルのものより遥かに小さくあるべきである。インダクタが回路のＲ
Ｆ抵抗に１０％を追加するならば、ＳＮＲは５％だけ下げられる。その抵抗を最小にする
ために、補助インダクタは大直径ワイヤを用いて巻かれる。本発明のプローブのために、
一般的に１４ゲージ銅ワイヤ（直径＝１．６３ｍｍ）を選ぶ。電流がワイヤの外表面にお
いてのみ伝導されるとすれば、低抵抗という目標と矛盾しない最長のそのようなワイヤ片
を計算することができる。長さｌwireのワイヤから構築され得る最大インダクタンスは、
半径、

のコイルで達成されるということを証明することができ、ここでｄwireはワイヤ直径であ
り、ｋｄwireはターン間間隔（一般的にはｋ＝１．３）である。本発明のマイクロコイル
は本発明の動作周波数（４４ＭＨｚ）で一般的には０．２～１．０ΩであるＲＦ抵抗を有
し、計算された補助インダクタは好都合なサイズにされる（半径０．３～０．６ｃｍ、２
～４ターン）。
【０１５０】
　適切に構築された補助インダクタを用いて、ＮＭＲプローブ回路の残りを造る。例えば
、小さな長方形のアクリルシート（およそ４ｃｍ×３ｃｍ×０．７ｃｍ）を機械的支持体
として役立てることができる。サンプルコイル、補助インダクタ、および同調および整合
キャパシタが全てブロック上に取り付けられ得るように、接着剤を裏に付けられた銅箔の
小片が切られて、アクリルブロック上に置かれる。サンプルコイルが巻かれているキャピ
ラリチューブは、標準的な５分エポキシを用いて２本の可撓性チュービング（ＰＥＥＫお
よびＲａｄｅｌを用いた）内に接着される。この構造物は、次に、壊れやすいキャピラリ
チューブが可撓性チュービングに沿って伝わる機械的ショックから絶縁されるように、ア
クリルブロックに接着される。補助インダクタおよびキャパシタは銅箔にはんだ付けされ
、アクリルブロック搭載モジュールは遮蔽されたプローブボディ内に据え付けられる（鋳
造アルミニウム箱または銅箔で覆われたプラスチック箱を用いた）。本願明細書で示すよ
うに、これらの非常に簡単で簡素なプローブ構築技術は、最適の性能を達成するＮＭＲ検
出器をもたらす。
【０１５１】
結果
　本願明細書に記載されている方法を用いて、表１に詳述されているように、サイズの異
なる一系列のマイクロコイルを巻いた。
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【０１５２】
　キャピラリのサイズを２つの数、マイクロメータ数で表したチューブの外径および内径
で示す。コイルの長さは、ターン数と、測定された３７μｍの総ワイヤ直径とから計算さ
れる。インダクタンスは、標準公式を用いて計算されている。非特許文献２５の最も小さ
いほうの３つのコイルは１つの補助インダクタ、直径１４．５ｍｍを有する３ターンの１
４ゲージ裸銅ワイヤ（計算されたインダクタンスは１５０ｎＨ）を包含するプローブ回路
に組み込まれた。最大のコイルのためのプローブ回路は補助インダクタを採用しなかった
。
【０１５３】
　ＳＮＲを判定するために、シングルパルス実験を行なって単一の２チャネル自由誘導緩
和（ＦＩＤ）信号を得た。実験の全てについて、線形勾配／シムコイルを備えた５ｃｍク
リアギャップを有する１．０４テスラ永久磁石を使った。これは、とても携帯可能な磁石
ではないけれども、０．６ｋｇ１テスラ磁石と同じ磁場を持っていて、遥かに大きなギャ
ップが迅速な検出器プロトタイピングを容易にする。ＮＭＲコンソールはＭＲＴｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｙ（日本）からのコンパクトなイメージングシステムであった。サンプル流体は
、キャピラリに付けられたチュービングを通して注射器により加えられたマグネビスト（
Ｇｄ）－ドープされた水（Ｔ1 ～４３０ｍｓ）であった。ＳＮＲを判定するために、検出
された信号はベースラインオフセットのために訂正され、その後、チャネルのうちの１つ
の信号電力の全部で共鳴するように数学的に調整された。

【０１５４】
　ノイズ値は、ベースライン領域（データセットの終わりの５０％ほど）におけるデータ
の標準偏差であると考えられた。信号は、ＦＩＤをゼロ時間まで戻って外挿することによ
り判定された。狭帯域幅フィルタはＲＦパルス後に有意な時間にわたってリンギングする
ので外挿が必要であった。（イメージングのために設計されたコンソールは、狭い帯域幅
での動作のために最適化されてはいなくて、調整可能なレシーバミューティング回路を備
えていない。）測定されたＳＮＲ値は表２に与えられていて１０％の見積もり不確定性を
有し、外挿とベースラインデータの標準偏差における不確定性との両方から生じる。
【０１５５】
　最小の達成された線幅（ＦＩＤデータのフーリエ変換へのローレンツフィット(Lorentz
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ian fit)のＦＷＨＭ）も表２に与えられている。プローブは磁石内の最も均質な位置に位
置決めされ、線形シムはＦＩＤの寿命を最大にするように（そして、その形状を最適化す
るように）調整された。シムは一般的には線幅の２～５倍の減少を提供した。表２で報告
されている線幅は、達成した最も狭いものである。一般的に、磁石内の同じ位置に各プロ
ーブを慎重に置くことは、線幅が２０％以内に再現されることを可能にした。最小線幅を
判定するために使用されたＦＩＤデータは最大ＳＮＲを判定するために使用されたものと
同じではなかったということに留意するべきである。

【０１５６】
　表２に与えられているマイクロコイルのＤＣ抵抗は、２ワイヤモードで動作するベンチ
トップＤＭＭ（Ｆｌｕｋｅ８８４０Ａ／ＡＦ）で測定された。マイクロコイルをプローブ
回路の残りに接続するリード線を伴うマイクロコイルの抵抗が測定された。０．０４０±
０．００５ΩのＤＭＭリード線抵抗が測定値から引かれ、約０．０１Ωの総合的不確定性
を有する。表２の右端の列は、実験で１００μｓπ／２パルスを作るために必要とされた
ＲＦ電力を与えている。この電力は、プローブ回路により見られるパルスのピーク間電圧
を、このパルスを５０Ω終端オシロスコープへ送ることによって、測定することにより判
定された。測定における不確定性は、オシロスコープのスクリーンからの読み取りのおよ
そ±１０％の不確定性から生じる。
【０１５７】
検討
　オリジナルのマイクロコイルの結果との比較：±２５０Ｈｚの検出帯域幅を用いて５０
ゲージワイヤ巻き５５０／４００マイクロコイルで４８５±５０のＳＮＲを達成した。前
の集束イオンビーム（ＦＩＢ）コイル結果との比較を容易にするために、本願明細書に記
載された方法を用いて前のデータを再分析した。（今後、このコイルを「ＦＩＢコイル」
と称する。）ＦＩＢコイルについての再分析されたＳＮＲ値は、±５，０００Ｈｚの検出
帯域幅で３８±２であった。この帯域幅では、ワイヤ巻きコイルは１０８±１２のＳＮＲ
を与えるはずである。異なる長さのサンプルボリュームについて説明するために、ワイヤ
巻きコイルを２．１ｍｍ長のＦＩＢコイルまで伸ばせば、３．２４倍大きなボリュームを
囲み、同時に同じ倍率で抵抗を増やすことになるということに留意するべきである。従っ
て、ＳＮＲを√３．２４（ｓｑｒｔ（３．２４））でスケーリングし、ＦＩＢコイルと同
じサイズのワイヤ巻きコイルは１９４±２０のＳＮＲをもたらすはずであると推定する。
従って、ワイヤ巻きコイルはＳＮＲ性能に関してＦＩＢコイルと比べて５倍（５．１±０
．８）の改善を成し遂げた。ＦＩＢコイルと同じ長さであるワイヤ巻きコイルのＤＣ抵抗
は、ＦＩＢコイルの５．４２Ωと比べて、５．２２Ωである。ワイヤ巻きコイルのピッチ
はＦＩＢコイルより２倍細かい。これら２つの差異は、ＳＮＲにおける２倍の改善の原因
である。ＦＩＢコイルのプローブ回路は、４５ｃｍの四分の一波長ケーブルと、２つの遮
蔽された箱の中のコンポーネント間の長い（１０ｃｍ）リード線とを含む、他の抵抗性損
失の発生源を包含していた。これらの抵抗は現在の設計では除去され、観察されたＳＮＲ
における５倍の改善を説明するのに役立っている。
【０１５８】
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　ワイヤ巻き５５０／４００プローブで達成された線幅は１１５ｐｐｂで、ＦＩＢコイル
の結果より２倍悪かった。非特許文献２６で、狭い線はＦＩＢコイルの高い円柱対称性に
よって達成されたと推測した。次の実験により、今では、主な理由がそのコイルに存在す
る金属の相対的欠如であったと考えている。
　表１に記載されている５５０／４００コイルを巻く前に、４０ゲージのエナメル銅ワイ
ヤを用いて５５０／４００チューブに２０ターンのコイルを巻いた。このコイルは、１．
５ｍｍの長さで、約１９０ｎＬのサンプルボリュームを包含した。ターン間間隔は約８０
ミクロンで、ＦＩＢコイルとほとんど同じであるが、ボリュームはＦＩＢコイルのサンプ
ルボリュームの約３／４であった。しかし、この４０ゲージのプローブで達成された最も
狭い線は１ｐｐｍであって、ＦＩＢコイルよりほとんど２０倍悪かった。ＦＩＢコイルで
はより大きなサンプルボリュームに比べてより狭い線が達成されたので、バックグラウン
ド磁場の均質性を、線幅を制限する因子としては無視することができた。過度の線広幅化
の発生源を確かめるために、この４０ゲージのプローブに対して一連の改変が行なわれた
。プローブ回路あるいは支持構造のどの部分もサンプルボリュームから３ｍｍ以内にはな
かったオリジナルのＦＩＢコイルプローブに案内されて、支持構造、電気回路、および流
体処理チュービングが全てサンプルボリュームから適切に遠ざけられている新バージョン
の４０ゲージのプローブが構築された。線幅の改善は観察されなかった。最後の改変は、
４０ゲージのワイヤを５０ゲージのワイヤと交換することであった。この５０ゲージのコ
イルは、表２に与えられている遥かに小さな線幅を達成した。
【０１５９】
　５０ゲージのワイヤで巻かれた５５０／４００コイルは、オリジナルＦＩＢコイルの結
果より２倍悪い線幅をもたらし、４０ゲージのコイルは５０ゲージのコイルより１０倍悪
かった。これらの線幅差は、これらのコイルの各々におけるワイヤの横断面積、すなわち
４０ゲージ、５０ゲージ、およびＦＩＢコイルについてそれぞれ４９００μｍ2 、４９０
μｍ2 、および２３５μｍ2 と非常に良く関連している。（ワイヤ巻きコイルは銅であっ
た。ＦＩＢコイルは、金をある程度補う非常に薄いクロム層の上の、銅より３倍反磁性で
ある金であった。）表皮深さ効果により、４０ゲージのワイヤの外表面（２５０μｍ2 の
実効面積）だけが電流を伝導するので、そのワイヤ内の銅の大部分は「浪費」される。こ
の余分の銅は、コイルのＳＮＲ性能に影響を及ぼさないけれども［Ｐｅｃｋ１９９５］（
非特許文献１）、サンプルボリュームにおける場の均質性に影響を及ぼす。最高の解像度
を達成するためにはサンプルボリュームの近くの銅の存在は最小にされるべきであり、表
皮深さより遥かに大きなワイヤは回避されるべきであるということを示していると思われ
る。もちろん、ワイヤによる場の歪みを克服するために磁化率整合技術（非特許文献３、
６）が使用され得るけれども、それは本発明の装置を複雑にする。
【０１６０】
　より小さなコイルの性能：表２に示されているように、３つの最小のコイルで達成され
た解像度は極めて良好であり、線形シムだけを使用する３０ｐｐｂに近い。さらに、ＳＮ
Ｒは、最小のコイルの約１ｎＬボリュームにおいても、単一のショットでＦＩＤが見える
ほど充分に高い。本発明のプローブ回路の設計と、簡単で、速くて安価な構築方法が使用
に耐えるＮＭＲ検出器を作り出すということは明らかである。しかし、これらの検出器が
最適に動作するかどうか尋ねることができる。
【０１６１】
　これらのコイルおよびプローブ回路から予期するＳＮＲ値を、（非特許文献１）の

を用いて計算することができ、ここでｋ0 は、有限のソレノイドにより生成されるＢ1 場
の不規則性と、サンプルボリューム中のスピンの不均一な励起とに関連する幾何学的効果
の原因となる定数である。（Ｂ1 ／ｉ）はＢ1 の生成に関してのコイルの効率であって、
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ソレノイドについてはμ0 ｎの値を有し、ここでμ0 ＝４π×１０-7Ｔｍ／Ａであり、ｎ
は単位長さあたりのターン数である。νs はサンプルボリュームであり、Ｎ＝６．７×１
０28／ｍ3 は水サンプル中の水素原子核の数密度であり、γ＝２．６７５×１０8 ラジア
ン／秒であり、Ｔは水素原子核についての磁気回転比であり、Ｉは水素については１／２
であり、場の中の水素原子核についてはω0 ＝２．７８×１０8 ラジアン／ｓであり、Ｔ
＝２９７Ｋであり、ＲはＬＣ共鳴回路の高周波抵抗であり、Δｆは検出帯域幅である。ｋ

0 は、容易には測定も計算もできない唯一のパラメータである。それは、１．０に近いけ
れども僅かに小さい値を持つべきであり、またプローブのためには、それらが皆同様のコ
イルおよびサンプル形状寸法を有するので、大幅に異なるべきではない。計算において、
ｋ0 ＝１．０とする。検出器は、主として、それらのサンプルボリュームおよび抵抗に関
して異なる。
【０１６２】
　期待されるＳＮＲを計算するためには、ＬＣ共鳴回路の各エレメントのＲＦ抵抗を知ら
なければならない。整合キャパシタ、グランドへの結線などを含む、プローブの他の部品
は、プローブのこれらのセクションを流れる電流が共鳴ループ自体におけるものよりも遥
かに小さいので、回路での損失への寄与に関しては遥かに小さな役割を果たす。共鳴回路
の各エレメントについての抵抗を、それらの物理的寸法を測定することによって、また、
電流が表面から表皮深さ（周波数では銅において１０μｍ）以内の領域において流れるだ
けであるということを考慮することにより、計算することができる。５０ゲージのワイヤ
について、マイクロコイルおよびそのリード線のＤＣ抵抗を測っている。この値は表２に
与えられるとともに、便宜上、表３の第２列において再掲されている。Peckらの非特許文
献１の表２および表４を用いることによって、このＤＣ抵抗を、計算されたＲＦ抵抗に変
換する。リード線のＲＦ抵抗は表皮深さ効果により高められ、その強さをPeckらの表２を
用いて見出すことができる。本発明の表３の第３列に示されているように、ＤＣ抵抗への
フラクショナルエンハンスメントは本発明のコイルについては約４％である。コイル内の
ワイヤについて、近接効果も１つの役割を果たす。近接効果の強さは、ターンの数とコイ
ルのアスペクト比とに依存し、Peckらの図２および図４を用いて計算することができる。
本発明の表３の第４列は、本発明のコイルの各々における近接効果によるＤＣ抵抗へのフ
ラクショナルエンハンスメントを与える。表の第５列は、測定されたＤＣ抵抗にエンハン
スメント係数を適用することにより計算された総ＲＦ抵抗であり、近接効果はワイヤ長さ
のマイクロコイル内の小部分だけに適用されている。補助インダクタの計算されたＲＦ抵
抗は第６列に与えられ、ＬＣ回路の合計のＲＦ抵抗は第７列に与えられている。銅箔と同
調キャパシタとが抵抗性損失に無視できる程度に寄与するということを見出す。
【０１６３】
　絶対ＳＮＲの測定値を理論に関連付けることに関して人はいくつかの定義上の疑問に直
面する（非特許文献２８、２９）。Johnson の測定値は、サブメガヘルツ電圧信号の単チ
ャネルのインコヒーレントな測定値であった。本発明のＮＭＲ分光計は、ＮＭＲ電圧信号
と局部発振器とのコヒーレントな結合から各々導出される２チャネルの電圧データを生成
するべくＮＭＲコイルからの信号を処理する。より古い測定値と最も直接的に関連付ける
ために、信号全体がチャネルのうちの１つにおいて現れるように本発明の２チャネル信号
を、それらを周波数および位相シフトさせることによって、処理する。今後、この単一信
号チャネルを全体信号として扱い、信号レベルをゼロ時間におけるその振幅から測定する
とともに、前述したようにノイズをベースラインにおける値の標準偏差として計算する。
【０１６４】
　第２の考慮は帯域幅Δｆの定義に当てはまる。ナイキストの処理では、ｒｍｓ電圧ノイ
ズは白色である（すなわち、全ての周波数間隔Δｆにおいて等しい電力を有する）。方程
式２の分母の数４は、帯域幅Δｆの中の周波数だけを（いかなる重み付けもなしで）通過
させて他の全てを遮断する理想的フィルタにふさわしい。そのローレンツ伝達関数を伴う
単一極フィルタはより多くのノイズを通し、係数４は、Δｆがローレンツ伝達関数のＦＷ
ＨＭを表すと仮定して、π／２を乗じられるべきである。本発明のフィルタは８次である
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　表３の計算されたＳＮＲ値は、表２の測定された値と非常に良く一致し、プローブ回路
における損失を正確に説明したことを示す。
【０１６５】
　システムのＳＮＲ性能を、送信モードにおけるその特性に関連付けることも可能である
。非特許文献２７のＢ1 を生じさせる電流ｉが損失の原因である抵抗Ｒを通って流れれば
、散逸する電力はＰ＝ｉＲ2 であって、方程式（２）を、

の形に書き直すことができ、ここで

である。１つの１００μｓπ／２パルスはＢ1 ＝０．５９Ｇ＝５．９×１０-5Ｔに対応す
る。方程式（３）、表１からのサンプルボリュームνs 、および表２からの測定されたＳ
ＮＲ値を用いて、４つのプローブについて９．１μＷ、１４μＷ、２３μＷ、および５２
μＷの期待されるＲＦ電力必要条件を計算する。表２に与えられている測定された値との
一致は、３つの最小コイルについて不確定性の範囲内にある。従って、ＳＮＲ測定はプロ
ーブの送信性能と矛盾しなくて、ＳＮＲ値が本発明のレシーバにおいて過度のノイズで損
なわれないということを示す。最大のコイルについて、測定されたＳＮＲおよび電力の不
確定性が考慮されたときにも、一致は同じようによくはない。このことについて、最大の
コイルが他よりかなり大きくて、それに相当してより高いＳＮＲを有することに留意する
以外は、今のところは詳しい説明を持っていない。
【０１６６】
　表３は、本発明の補助インダクタがＳＮＲ性能を容認できないほど低下させないことを
示している。テストされたプローブにおいて、補助インダクタが抵抗性損失の約１０％を
生じさせ、それなしで達成され得るＳＮＲの５％低下をもたらすということを知る。従っ
て、インダクタを除去しても、これらのプローブのＳＮＲ性能はあまり大きくは改善しな
い。しかし、補助インダクタなしでは、プローブ回路は遥かに造りにくくかつ操作しにく
い。
【０１６７】
　より良いプローブをつくりテストすること：第１のセットのプローブにおける観察され
たＳＮＲと計算されたＳＮＲとの一致は、ＳＮＲ性能に寄与するファクタについての的確
な量的理解を持っていることを示している。今、ＳＮＲを改善できるかどうかを問う。
　これは、除去し得る漂遊抵抗があるかどうかを問うことと同等である。第１のセットの
コイルは、サンプルに近すぎる大きな導体の均質性劣化効果を避けるために、マイクロコ
イル自体とプローブ回路の残りとの間にかなり長い結線を持っていた。これらの結線は、
細ゲージ(narrow gauge)のワイヤで作られているので、寄与信号なしで、本発明の検出器
における抵抗（従って、ノイズ）にかなり寄与する。本発明のコイルのリード線長さを測
定し、次にPeckらの非特許文献１の結果を使ってマイクロコイルおよびリード線のＬＣ回
路の抵抗への別々の寄与を計算した。値は表４の第２および第３列に与えられている。第
４列はコイルおよびその導線の計算された合計ＲＦ抵抗を与え、第５列はこの同じ量の、
測定されたＤＣ抵抗（表３を参照）に基づいて計算した値を与える。最後の列は、同様に
表３からの、補助インダクタの計算されたＲＦ抵抗を与える。
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【０１６８】
　表４は、より短いリード線を有するプローブがより高いＳＮＲ性能を達成し得ることを
示している。リード線を短くするには、より大きな導体をサンプルボリュームに近寄せる
ことを必要とする。４０ゲージのワイヤおよび５５０／４００コイルに関しての経験を考
慮して、より多量の銅がサンプルボリュームにより近づけられて置かれるので、解像度は
結局悪くなるだろうと予測する。行なわれるべき測定の必要条件により教えられる、解像
度とＳＮＲとの妥協が、プローブ回路デザインの最適化を決定する。
【０１６９】
結論
　非常に小さなマイクロコイルが永久磁石の低磁場においてＮＭＲ検出器として容易に動
かされ得ること、小型化されたＮＭＲ検出器のための１つの新しいサイズおよび周波数体
制を示した。測定されたＳＮＲと、ＮＭＲプローブにおける抵抗性損失の発生源について
の詳細な分析に基づいて計算された値との密接な一致は、採用する簡単な構築方法が傑出
したプローブをもたらすということを示す。特に、ＳＮＲ性能は、補助「同調」インダク
タがＳＮＲ性能を悪くしないことを確認する。抵抗性損失についての詳細な分析は、また
、ＳＮＲ性能の利用可能な改善への道、マイクロコイルをプローブ回路の残りに接続する
リード線の減少を指し示す。しかし、これらのリード線長さの減少は、より多くの金属を
サンプルボリュームに近寄せれば場の均質性が直ぐに悪くなる可能性があるという事実を
尊重しなければならない。
【実施例４】
【０１７０】
同調コイル
　例は、他にも有益な目的がある中で、特に磁気共鳴実験を実行するという目的のために
適切なＬＣ共鳴回路を含んでいる。回路は、マイクロコイル、調整可能な同調キャパシタ
ンス、および同調インダクタを有する。２５ｎＨ以下のインダクタンスを有するマイクロ
コイルは、しばしば、同調インダクタより遥かに小さい。回路エレメントはワイヤにより
接続され、「リード線」としてエレメントに取り付けることができ、あるいは当業者に知
られている接続技術を用いて構築中に別々に付け加えることもできる。新機軸は、マイク
ロコイルに加えて同調インダクタを含めたことを特徴とする。
【０１７１】
　本発明の回路の１つの実施形態が図１４に描かれている。この回路は、他にもある中で
、特に磁気共鳴実験に適する。図１の回路は、他のＭＲ／ＮＭＲシステムコンポーネント
がそれにどのように結合されるかにより、並列共鳴または直列共鳴と解釈され得る。直ぐ
次の検討のためには、図１４は並列共鳴回路と考えられてよい。回路は、マイクロコイル
１０と、調整可能な同調キャパシタ１２と、同調インダクタとして機能する第２のコイル
１４とを有する。好ましくはほぼ２５ｎＨ以下のインダクタンスを有するマイクロコイル
１０は、一般的には同調インダクタより遥かに小さい。同調キャパシタンス１２と同調イ
ンダクタンス１４とは連携して共鳴回路の主要エレメントを構成する。回路エレメントは
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ワイヤにより接続され、「リード線」としてエレメントに取り付けることができ、あるい
は当業者に知られている接続技術を用いて構築中に別々に付け加えることもできる。同調
インダクタ１４およびマイクロコイル１０の両方が回路中に存在することは、本願明細書
の開示の基本的な一面である。
【０１７２】
　マイクロコイル１０は、研究対象の材料の位置に磁場を生じさせるべく意図された任意
の電子伝導性構造であり得る。マイクロコイル１０は、当業者に知られている技術を用い
て、任意の仕方で設計され構築され得る。例えば、マイクロコイル１０は、螺旋状コイル
を形成するべく銅、銀、金または他のワイヤを巻くことによって構築され得る。ワイヤの
横断面は円形、長方形、あるいは楕円形であり得る。マイクロコイル１０は、非伝導性支
持材料上の金属層を、金属層が螺旋の形状を有するように、パターニングすることによっ
ても構築され得る。そのようなコイルを使用する実験では、研究対象の材料は螺旋の内部
に置かれる。あるいは、マイクロコイル１０の形状は平ら（あるいは平面状）であっても
よくて、研究対象の材料はコイルの平面の非常に近くに置かれる。マイクロコイル１０は
、凹凸コイルが研究対象の材料の周りにあるいは内側にうまく嵌るように、１つのカーブ
を確定するべく曲げられた平らな平面コイルの形を持つこともできる。マイクロコイル１
０は、前述した形状から合成される構造でもあり得る。マイクロコイル１０を、その特定
の実験に必要とされる特許あるいは公有の技術を用いて、任意の仕方で設計し構築するこ
とができる。開示された装置の第１の実施形態では、マイクロコイル１０は、好ましくは
、補助同調インダクタが使用されなければ不都合に大きな同調キャパシタが必要とされる
ことになるように充分に低いインダクタンスを有する。
【０１７３】
　マイクロコイル１０は、必ずしも単一のコイルでなくてもよい。特定の適用法が示唆す
るように、代わりの回路実施形態は、単一のコイル１０の代わりに電気的に直列に（図１
４Ａ）または並列に（図１４Ｂ）接続された複数のマイクロコイル１０’を使用すること
ができる。組み立てられた複数のマイクロコイル１０’は、共鳴回路内の同調インダクタ
ンス１４と直列または並列に接続される。
　同様に、調整可能な同調キャパシタ１２を１つ以上のキャパシタから構築することがで
きて、それらは各々固定されているかあるいは調整可能であり得る。任意のキャパシタ技
術および複数のキャパシタの任意の配列が使用され得る。
【０１７４】
　同調インダクタ１４は、当該技術分野で知られている技術のうちの任意のものを用いて
構築される。例えば、螺旋をなしてあるいは平らな渦巻きをなして巻かれたワイヤから形
成することができたり、あるいはインダクタであり続ける限りは他のどのような形をとる
こともできる。ワイヤは銅、銀、金、または他の任意の電導性材料であり得る。ワイヤは
、単線、撚り線、編み線、「リッツ」線などの特殊ワイヤであることができ、あるいはキ
ャピラリ上に蒸着されることができる。ワイヤを、低温(a reduced temperature) で使用
することができ、また超伝導状態で使用することもできる。同調インダクタ１４を、各々
同じまたは異なる構造または形を有する別々のインダクタから合成することができる。
【０１７５】
　同調インダクタ１４は、非常に好ましくは、実用上好都合なサイズの同調キャパシタで
共鳴させられ得るように充分に大きなインダクタンスを有する。多くの場合に、同調イン
ダクタ１４のインダクタンスは、好ましくは、マイクロコイル１０のインダクタンスより
少なくとも２、３、４、５、６、７、８、９、または１０倍大きい。従って、同調コイル
１４はマイクロコイル１０のインダクタンスよりかなり大きなインダクタンスを有するの
で、マイクロコイルは、実効磁気共鳴トランスミッタコイルまたは実効磁気共鳴レシーバ
コイルであって、依然として、共鳴に必要とされる実質的インダクタンスを与えない。
【０１７６】
　図１４の閉じた直列共鳴ＬＣ回路が使用されているときに、その電気信号はＮＭＲまた
はＭＲＩ装置の残りに伝えられる。このことは多様な仕方で行うことができる。図１５に
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示されている一例は、同調キャパシタンス１２と同調インダクタ１４との間の接合部を接
続する同調または「結合」キャパシタ１６を使用する。１つの付加的な結線が、通例、同
調キャパシタンス１２の他方の端子に与えられるので、共鳴回路全体はＮＭＲ／ＭＲＩエ
レクトロニクスの残りに２つの端子を与える。容量結合または誘導結合を利用するほとん
ど無限に多様な結合回路が当業者に知られていて、この方法での使用に適合するようにな
され得る。そのような結合／通信方式の全てが、図１４に示されているマイクロコイル同
調回路に適合する。
【０１７７】
　この装置および方法は、非常に小さなサンプルコイル（「マイクロコイル」）の使用が
望ましいけれども、そうでなければ（すなわち、在来の共鳴回路が採用されたならば）不
都合に大きな物理的サイズのキャパシタが必要となるような低い周波数でサンプルコイル
が電気的共鳴状態に至らせられなければならないような環境において、最も有益である。
本発明の作用を記述するときには、オペレータがマイクロコイルを既に持っていてマイク
ロコイルを不都合に低い周波数で共鳴させようとしているということが想定されている。
【０１７８】
　公知の回路理論は、ＬＣ共鳴回路においては総インダクタンスＬおよび総キャパシタン
スＣが電気エネルギーを蓄積するのに役立つということを教えている。蓄積されたエネル
ギーはキャパシタンスに、またインダクタンスに、交互に蓄積される。エネルギーが行っ
たり来たりする速さを、電気的共鳴周波数であって、

を用いて計算することができる。従って、総インダクタンスＬが非常に低い値を有するな
らば、周波数ｆの低い値を達成するためにキャパシタンスＣの非常に大きな値が必要であ
る。例えば、回路中の唯一のインダクタンスがマイクロコイルのインダクタンス１０ｎＨ
であって、実験が僅か１テスラの場（これはプロトン核磁気共鳴周波数を４２．６ＭＨｚ
にセットする）で行なわれるならば、必要なキャパシタンスは１４００ｐＦである。
【０１７９】
　図１４の回路では、総インダクタンスＬは、マイクロコイル１０のインダクタンスと同
調インダクタ１４のインダクタンスとの合計である。同調インダクタ１４を導入すること
によって、総インダクタンスの値を、適切な電気的共鳴周波数を達成するために必要なキ
ャパシタンスが便利な値となるポイントまで高めることができる。実際、この便利さを達
成する同調インダクタ１４は、同じ所要の周波数での動作のための標準サイズのサンプル
コイルと非常に類似している。ＮＭＲ／ＭＲＩ回路構成の技術分野の知識を有する人は、
必要とされる同調インダクタ１４を容易に構築できるようにする。
【０１８０】
　同調インダクタの無線周波数抵抗はマイクロコイル１０の無線周波数抵抗より遥かに小
さいことが好ましい。そうでなければ、同調インダクタ１４は共鳴回路の電気ノイズを高
めるかもしれなくて、回路の信号検出性能は悪くなる。例えば、同調インダクタ１４がマ
イクロコイル１０と同じワイヤで構築されるときに、そうなる。好ましくは、同調インダ
クタ１４は、マイクロコイル１０のＲＦ抵抗のおよそ十分の一未満を有する。例えば、同
調インダクタ１４を非常に太いワイヤから作ることにより、撚り線を使用することにより
、リッツ線を使用することにより、同調インダクタを冷却することにより、あるいは超伝
導線を使用することにより、達成することができる。
　マイクロコイル１０は、大幅に大きな（例えば、少なくとも２倍、あるいは１０倍以上
の）インダクタンスを有し得るが必ずしも有しなくてもよい第２のコイル１４と直列とな
っている。接続されているコイル１０および１４はキャパシタ１２と協動して共鳴回路を
形成し、マイクロコイル１０は実効磁気共鳴トランスミッタ／レシーバコイルとして機能
する。
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【０１８１】
　マイクロコイル１０とともに別の同調インダクタ１４を使用することは、直列共鳴回路
においても実行され得る。このことに関して、図１９に注意するべきである。それ故に、
低い周波数でマイクロコイル１０から磁気共鳴信号を得るための方法および装置が開示さ
れ、ここでマイクロコイルはマイクロコイルのインダクタンスより大幅に大きいインダク
タンスを有する同調コイル１４と直列に電気的に接続され、マイクロコイルは、共鳴に必
要な実質的インダクタンスを与えずに実効的に磁気共鳴トランスミッタコイルまたは磁気
共鳴レシーバコイルとして機能し、キャパシタを伴うコイル１０、１４の共鳴回路は直列
共鳴回路または並列共鳴回路であり得る。
【０１８２】
　図１６に注意するべきである。開示された装置の１つの代替の実施形態を示し、マイク
ロコイル１０は同調キャパシタンス１２および同調インダクタンス１４からある距離を置
いて置かれている。このような実施形態は、受信／送信「センサ」マイクロコイル１０が
、例えば一定の場または実験室条件（例えば、評価されるサンプルの特性または形状が、
低温バス中に置かれるなどの極端な条件の中にマイクロコイルを隔離することを必要とす
るなど）のもとで必要とされることがあるように、システムの残りから物理的に遠くなけ
ればならないという環境において本発明を実施することを可能にする。遠くに置かれたマ
イクロコイル１０は、２つの別々の導体を包含するケーブルまたは伝送線１８によって共
鳴回路の残りに接続される。マイクロコイル１０の端部は、伝送線１８の中の２つの導体
の末端に接続される。伝送線１８の近端において、その導体は、マイクロコイル１０が同
調キャパシタンス１２、同調インダクタンス１４、あるいは同調インダクタンスまたはキ
ャパシタンスの何らかの部分と電気的に並列に配置されるように、同調回路エレメントに
接続される。
【０１８３】
　伝送線１８は、その長さに沿って信号を伝えることのできる任意の電気伝導構造である
ことができる。たいていの磁気共鳴実験の周波数では、伝送線１８は通例同軸ケーブルで
あるけれども、マイクロウェーブ型導波路、ツイストペア線、および当業者に知られてい
るその他の技術が使用され得る。伝送線１８の長さは、（線１８が同調エレメント１２、
１４に接続するポイントでマイクロコイル１０のインピーダンスが異なるインピーダンス
に変換されるように）その近端および末端の間でインピーダンス変換を達成するような長
さである。これは、共鳴時の交流電流の波長の四分の一の長さの奇数倍（すなわち、１×
、３×、５×）である長さを有する伝送線１８を提供することによって最も簡単に成し遂
げられる。伝送線１８を利用するこの実施形態では、マイクロコイル１０は同調／整合コ
ンポーネントから実際上任意の距離で運用され得る。しかし、遠隔運用されるマイクロコ
イルは、共鳴波長の少なくとも四分の一の長さを有する伝送線１８を利用する。従って、
伝送線１８の存在にも関わらず、もしかすると、マイクロコイルが同調／整合コンポーネ
ントから実際上任意の物理的分離直線距離を置いて運用が実行され得るということが明確
に理解される。しかし、遠隔運用の利点は、マイクロコイルが相当の分離距離を置いて機
能するときに実現される。従って、本願明細書および特許請求の範囲において、「遠隔(r
emote)」および「遠く(remotely)」とは、共鳴回路の残りのエレメントから相当の距離を
置いているけれども伝送線によってそれと通信しているマイクロコイルの運用に関連して
いる。言及されたように、伝送線１８は好ましくは共鳴波長の少なくとも四分の一に対応
する長さを有するので、マイクロコイル１８は、他の回路コンポーネントから少なくとも
そのような物理的分離距離を置いて機能することができる。同調キャパシタンス１２およ
び同調インダクタンス１４の便利な選択を可能にするインピーダンス変換を達成するため
に伝送線長さをどのように選ぶかを当業者は容易に理解するはずである。
【０１８４】
　この代替の実施形態を用いるために、図１６の回路の電気信号は、ＮＭＲ／ＭＲＩエレ
クトロニクスの残りに伝えられる。このタスクを、好ましい実施形態について前に論じら
れたのと同じであって、そこで説明された方法のどれでも、あるいは当業者に知られてい
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る他の方法により、成し遂げることができる。代替の実施形態のマイクロコイル１０、同
調キャパシタンス１２、および同調インダクタンス１４は、図１４の好ましい実施形態に
関して説明された対応するエレメントと実質的に同じく作用する。しかし、伝送線１８は
、マイクロコイル回路の抵抗を明らかに増大させないように構築あるいは選択されなけれ
ばならない。
【０１８５】
　図１７は、図１６に示されている実施形態の変形例を示す。この代替の実施形態でも、
マイクロコイル１０は同調／整合エレメント１２、１４から遠くに置かれている。伝送線
１８は、好ましくは、共鳴時の交流電流の波長の四分の一の長さの奇数倍に対応する長さ
を有する。マイクロコイル１０は同調インダクタンス１４との並列接続を有するけれども
、伝送線１８は、同調インダクタに、その一部セクションを渡って、接続されている。従
って、同調コイルの全長の１つの選択されたセグメントだけがマイクロコイル１０と電気
的に並列に配置されている。
【０１８６】
　図１８を参照すると、装置の「遠隔マイクロコイル」の変形例の他の１つの実施形態が
開示され、これはマイクロコイル１０と同調インダクタンス１４との間にインピーダンス
変換器２０を配置している。この実施形態は、マイクロコイルが伝送線１８および別のイ
ンピーダンス変換器２０によって同調インダクタンスと並列に接続されていることを除い
て、図１６の実施形態と実質的に同様である。インピーダンス変換器２０の組み込みは、
マイクロコイル１０が同調インダクタンス１４に対して１つの大きなキャパシタとして与
えられることを可能にするので、遠くに置かれたマイクロコイル１０は同調インダクタン
スと並列の大きなインピーダンスとして共鳴回路に与えられる。その結果として、マイク
ロコイル１０は、共鳴に必要とされるインダクタンスに著しく寄与することなく実効磁気
共鳴トランスミッタ／レシーバコイルとして役立つ。
【０１８７】
　前述した開示の可能な応用において、図２０および２１を参照すると、回路は、インダ
クタンスと共鳴する可変同調キャパシタンスＣT と、共鳴回路をＮＭＲ分光計（図示せず
）の５０Ωトランスミッタおよびレシーバに適切に結合させるために使用される可変結合
（または整合）キャパシタンスＣM とを包含する。キャパシタンスＣT 、ＣM は、単一の
、または直列または並列に結合された複数の、可変キャパシタから成ることができ、固定
キャパシタと並列または直列に追加的に取り付けることができる。インダクタンスは、（
通例より大きな）同調コイルＬを伴う非常に小さいサンプルマイクロコイルである。
【０１８８】
　サンプルマイクロコイルと「同調」コイルとを結合させるための２つの例が考えられる
。図１４において提供されている情報の精緻化である図２０の回路は、直列の２つのコイ
ルを付け加える。図１６の開示を拡張している図２１の回路は、サンプルコイルを、共鳴
周波数における四分の一波長にほぼ等しい長さのケーブルの末端に置いている。ケーブル
の他端すなわち近端は、より大きなコイルに並列に接続されている。その効果は、サンプ
ルコイルのリアクタンスを（ケーブルを介して）遥かに大きな値に変換し、そのリアクタ
ンスをより大きなコイルと並列に置くことである。（サンプルコイルの小さなインダクタ
ンスは、このケーブルによってより大きな容量性リアクタンスに変換される。）大きなイ
ンダクタンスの値Ｌを、キャパシタンスについて不便に大きな値を必要とすることなく回
路が所望の周波数で電気的共鳴を達成するように、選択することができる。
【０１８９】
　この例の回路は、磁気共鳴信号をマイクロコイルから低周波数で得るときに使用され得
る。最も基本的な手順では、マイクロコイルを通例大幅に大きなインダクタンスを有する
第２の、同調、コイルに直列に接続するステップと、それらの結合されたコイルとキャパ
シタとから、キャパシタのキャパシタンスが主として同調コイルのインダクタンスにより
決定されるようにマイクロコイルが並列共鳴に必要なインダクタンスに著しくは寄与せず
に実効磁気共鳴トランスミッタ／レシーバコイルとして機能するように、共鳴回路を形成
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するステップとを含む。マイクロコイルを第２の、同調、コイルと直列に接続するという
ことは、単一のマイクロコイルの代わりに複数のコイルのアセンブリを使用できるように
複数のマイクロコイルを電気的に相互に直列に接続するステップであり得るということを
認識するべきである。あるいは、そのような複数のマイクロコイルを、単一のマイクロコ
イルに代わって使用されるコイルのアセンブリを構成するように相互に並列に接続するこ
とができ、その後にその複数のアセンブリを第２のあるいは「同調」コイルと直列に接続
する。
【０１９０】
　この開示に従う方法は、同調／整合エレメントから遠くに置かれたマイクロコイルから
、低周波数で、磁気共鳴信号を得ることを可能にする。この利益は、マイクロコイルおよ
び第２のあるいは同調コイルを、共鳴時の交流電流の波長の四分の一の長さの奇数倍であ
る伝送線と並列に接続することによって、実現される。第２のコイルは、大幅に大きなイ
ンダクタンスを提供するように構築され、並列共鳴回路の一部を形成するようにキャパシ
タに電気的に接続される。遠くに置かれるマイクロコイルは、並列共鳴に必要なインダク
タンスに著しく寄与することなく、実効磁気共鳴トランスミッタ／レシーバコイルとして
動作するように同じ大きさのインピーダンスを第２のコイルに並列に与える。基本的な好
ましいプロセスの場合と同様に、マイクロコイルを第２のあるいは「同調」コイルと並列
に接続することは、単一のマイクロコイルの代わりにマイクロコイルのアセンブリが使用
され得るように複数のマイクロコイルを相互に直列にまたは並列に接続するステップであ
り得る。
【０１９１】
　同調／整合エレメントから遠く離れて置かれたマイクロコイルから低周波数で磁気共鳴
信号を得るための方法において、プロセスステップは、共鳴時の交流電流の波長の四分の
一の長さの奇数倍であるケーブルを伴うマイクロコイルを、大きなインダクタンスの第２
コイルの一部セクションだけに並列に接続することを含むことができる。共鳴回路を提供
するべくこれらをキャパシタと接続することにより装置が提供され、ここで、遠くに置か
れたマイクロコイルは、並列共鳴に必要とされるインダクタンスに著しくは寄与せずに、
実効磁気共鳴トランスミッタ／レシーバコイルとして動作するように第２のコイルに並列
のインピーダンスとして機能する。
【０１９２】
　代わりの方法のステップは、伝送線と、マイクロコイルを大きなキャパシタとして与え
るインピーダンス変換器とを伴うマイクロコイルを、大幅に大きなインダクタンスを有す
る第２のコイルに並列に接続することと、これらを、共鳴回路の一部を確定するキャパシ
タに接続することとを含み、ここで、共鳴回路から距離を置いているマイクロコイルは、
共鳴に必要なインダクタンスに著しくは寄与せずに実効磁気共鳴トランスミッタ／レシー
バコイルとなるべく、マイクロコイルを第２のコイルに並列の大きなインピーダンスとし
て与える。
【０１９３】
　要約すれば、大きなコイルの形の「余分の」インダクタンスは、この例の回路に故意に
含まれている。このような漂遊インダクタンスは、漂遊インダクタンスが信号検出の効率
を低下させるであろうという想定のために、一般的に、また以前は、ＮＭＲ共鳴回路の設
計においては弱点と見なされている。しかし、余分のインダクタンスが回路の電気抵抗を
明らかには増やさないとすれば、公知の回路設計原理の適用は検出効率の低下を回避する
と判定した。余分のインダクタンスを許さない、ＮＭＲ共鳴回路のための在来の回路設計
アプローチは、例えば１００ＭＨｚより低い低共鳴周波数で動作する小さなサンプルコイ
ルのための実用的で同調させやすい回路をもたらすことができない。実際、非常に小さな
サンプルコイル（＜２５ｎＨインピーダンス）のための共鳴回路が１００ＭＨｚより低い
共鳴周波数で動作し得るとは知られていない。この例によれば、キャパシタンスと同調イ
ンダクタンスとを、「マイクロ」サンプルコイルから遠い位置に取り付けることができる
。容易に操作されるノブまたは他の調整器具をキャパシタンスに取り付けることができる
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。なぜならば、それらにはスペース制約がないからである。サンプルコイルを主共鳴回路
に接続するために伝送ケーブルを使用することができて、ＮＭＲプローブの遠隔運用と小
型化とを容易にする。
【０１９４】
　本発明に従う種々のアレンジメントおよび実施形態が本願明細書に記載された。本発明
の各態様の全ての実施形態は、本発明の他の態様の実施形態とともに使用され得る。しか
し、これらのアレンジメントおよび実施形態にも、また種々の実施形態の組み合わせにも
、添付の特許請求の範囲で定義される本発明の真の範囲および精神から逸脱することなく
変更および改変がなされ得るということを当業者は理解するであろうということが認めら
れる。

【図１】

【図２】

【図３】
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