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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも４つの蛍光色素で標識したＤＮＡ断片を含む核酸試料中の複数の核酸種の分
離および検出用のプラスチック電気泳動チップであって、
　該チップは、頂部および底部表面を有する基材を含み、さらに、陽極部分、陰極部分、
および陽極部分と陰極部分との間のセンター部分、ならびに基材層の頂部表面がカバー層
の底部表面と結合して、複数の非交差マイクロ流体チャネルおよび検出窓を形成するよう
な頂部および底部表面を有するカバー層を含み、
　ここに、各非交差マイクロ流体チャネルは、１２００塩基対までの断片サイズの範囲に
わたり単一塩基対分解能を生成するように位置または配置された２～５０ｃｍの長さの分
離領域および検出窓を含む検出領域を有し；複数のマイクロ流体チャネルの各々の長さ、
幅および深さは、複数のマイクロ流体チャネルの各々における抵抗が実質的に等しいよう
に調整され；
　各非交差マイクロ流体チャネルは、該陽極に位置する第１のビアおよび該陰極に位置す
る第２のビアと流体連通し、
　該検出窓は、ポリエチレン、ポリ（アクリレート）、ポリ（カーボネート）および不飽
和、部分的不飽和もしくは飽和の環状オレフィンポリマー（ＣＯＰ）、不飽和、部分的不
飽和もしくは飽和の環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ）およびノルボルネン熱可塑性ポリ
マーよりなる群から選択されるプラスチックからなり、かつ２ｍｍ未満の厚みを有し、該
複数のマイクロ流体チャネルの各々の検出領域の一部を覆い、
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　ここに、電気泳動中に、少なくとも４つの蛍光色素で標識したＤＮＡ断片は該検出窓を
通過し、３を超える信号対雑音比で検出され、核酸試料中の複数の核酸種は、該核酸試料
の電気泳動後に単一塩基対分解能で検出される、該チップ。
【請求項２】
　検出窓プラスチックが、３００μｍ未満の厚みを有する請求項１記載のチップ。
【請求項３】
　検出窓プラスチックが、５００μｍ未満の厚みを有する請求項１記載のチップ。
【請求項４】
　検出窓プラスチックが、１ミリメートル以下の厚みを有する請求項１記載のチップ。
【請求項５】
　少なくとも１つのマイクロ流体チャネルが、注入チャネルをさらに含む請求項１記載の
チップ。
【請求項６】
　プラスチックが、４５０～５００ｎｍの間の波長で励起される場合に、本質的に５００
～８００ｎｍの間の波長を有する蛍光を発しない請求項１記載のチップ。
【請求項７】
　プラスチックが、４８８ｎｍの波長で励起される請求項６記載のチップ。
【請求項８】
　断片サイジング適用のために生成された核酸試料中の複数の核酸種が、ＰＣＲ増幅用の
核酸テンプレートの単一コピーで始めて検出できる請求項１記載のチップ。
【請求項９】
　ＤＮＡ配列決定適用のために生成された核酸試料中の複数の核酸種が、ＰＣＲ増幅用の
ＤＮＡテンプレートの単一コピーで始めて検出できる請求項１記載のチップ。
【請求項１０】
　少なくとも１つのマイクロ流体チャネルが、表面コーティングをさらに含む請求項１記
載のチップ。
【請求項１１】
　表面コーティングが、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ポリ（エチ
レンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリ（ジメチルアク
リルアミド）（ＰＤＭＡ）、ポリ（ビニルピロリジノン）、ジメチルアクリルアミド（Ｄ
ＭＡ）、ジエチルアクリルアミド　ＤＥＡ、ポリ（ジエチルアクリルアミド）およびそれ
らの混合物である請求項１０記載のチップ。
【請求項１２】
　少なくとも１つのマイクロ流体チャネルが、ふるい用マトリックスをさらに含む請求項
１０記載のチップ。
【請求項１３】
　ふるい用マトリックスが、線形または架橋ポリ（Ｎ,Ｎ－ジアルキルアクリルアミド）
、線形ポリアクリルアミド、ポリジメチルアクリルアミド、ポリビニルピロリジノンまた
はそれらの組合せを含む請求項１２記載のチップ。
【請求項１４】
　ふるい用マトリックスが、１～５０重量％のポリアクリルアミドを含む請求項１３記載
のチップ。
【請求項１５】
　各陰極ウェルおよび各マイクロ流体チャネル間の多孔質層をさらに含み、ここに、多孔
質層は、陰極ウェルから各マイクロ流体チャネルへのガス気泡の通過を実質的にブロック
できる請求項１記載のチップ。
【請求項１６】
　多孔質層が、ガラスフリット、ポリマーフリット、ポリマー膜またはポリマーフィルタ
ーを含む請求項１５記載のチップ。
【請求項１７】
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　核酸試料中の複数の核酸種を該核酸試料の電気泳動分析後に、単一塩基分解能で検出で
きる請求項１記載のチップ。
【請求項１８】
　各マイクロ流体チャネルが、分析される少なくとも２つの試料をマイクロ流体チャネル
に同時に注入し、１つの試料を各マイクロ流体チャネルに注入するためのインジェクター
をさらに含む請求項１記載のチップ。
【請求項１９】
　第２の検出窓を含む支持体；および請求項１に記載のチップを含む装置であって、
　ここに、チップは支持体に取付けられ、第２の検出窓はチップの検出窓と一致する該装
置。
【請求項２０】
　　基材およびカバー層が加熱結合される請求項１記載のチップ。
【請求項２１】
　複数の試料を電気泳動的に分離および検出する方法であって、
　　複数の試料を請求項１に記載のマイクロチップ上の複数のマイクロ流体チャネルの各
々に供し；
　　複数のマイクロ流体チャネルを横切る電位を印加して、複数の分析試料の各々を含む
検出可能な種を分離し；
　　検出窓にて複数の分離された試料を含む検出可能な種の各々を検出することを同時に
含むことを特徴とする該方法。
【請求項２２】
　複数のマイクロ流体チャネルの各々を横切って実質的に同一の電場を維持する工程をさ
らに含むことを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　本質的に同一の電場が、複数のマイクロ流体チャネルの各々の各部分の抵抗を平衡させ
ることにより、複数のマイクロ流体チャネルの各々を横切って維持されることを特徴とす
る請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
　検出可能な種が核酸を含むことを特徴とする請求項２１記載の方法。
【請求項２５】
　検出可能な種が、核酸に機能的に付着した色素を含むことを特徴とする請求項２４記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２００７年４月４日付けで出願した米国仮出願シリアル番号６０／９２１,８
０２；２００７年８月１３日付けで出願した米国仮出願シリアル番号６０／９６４,５０
２；および２００８年２月１２日付けで出願した米国仮出願シリアル番号６１／０２８,
０７３（各々をここに出典明示してそのすべてを本明細書の一部とみなす）の米国特許法
第１１９条（ｅ）下の出願日の利益を主張する。また、本願は、「Methods For Rapid Mu
ltiplexed Amplification Of Target Nucleic Acids」を表題とするアトニー整理番号０
８－３１８－ＵＳ；および「Integrated Nucleic Acid Analysis」を表題とするアトニー
整理番号０７－８０１－ＵＳの本願と同日出願のそれらの２つの米国出願をここに出典明
示してそのすべてを本明細書の一部とみなす。
【０００２】
　本発明は、レーザー誘起蛍光による検出を含む電気泳動による核酸配列決定および断片
サイジングの分野にある。この分析はプラスチック電気泳動チップで行なわれる。
【背景技術】
【０００３】
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　１９７０年代のＤＮＡ塩基配列決定技術の出現以来（Maxam & Gilbert, 1977, Proc Na
tl Acad Sci USA 74: 560-564; Sangerら, 1977, Proc Natl Acad Sci USA 74: 5463-546
7）、これらの技術を利用する広範囲の適用が開発された。並行して、ＤＮＡ塩基配列決
定を行うためのますます精巧な計測器が導入された。例えば、１９８６年には、Applied 
Biosystems社は、サンガー配列決定方法によって生成されたＤＮＡ断片の分離に基づいた
自動ＤＮＡシークエンサーを商業化し；ＤＮＡ断片を１組の４つの蛍光色素で標識し、キ
ャピラリー電気泳動により分離した（Smithら, 1986, Nature 321: 674-679）。結果とし
て、サンガー配列決定は、最近３０年間最も広範囲に利用されている配列決定方法となっ
ている。
【０００４】
　より最近では、様々な新しい配列決定方法および関連する計測器が開発され続けている
。「次世代」の方法（Metzker, 2005, Genome Research 15: 1767-1776に概説）と称され
たこれらの化学は、パイロシークエンス法、段階的ライゲーションによる配列解読および
単一分子シーケンシングを含む。次世代配列決定方法に研究を駆動する主要な目的は、一
般的に高速大量処理のゲノム配列決定を行ない、特に完全なゲノム配列を得ることのコス
トを低減することである。次世代技術の１塩基対当たりのコストはサンガー配列決定のも
のよりいくつかのケースにおいて少ないこともあるが、（サンガーを含めた）これらの方
法のすべてが、コストがかかり、かなりの時間、労働および実験装置を必要とする。
【０００５】
　所与のゲノムから非常に大量の配列データを得ることに対する現在の注目は、迅速に比
較的少量のゲノム配列を獲得する価値を否定しない。例えば、多数の一般的なヒト疾患は
、完全なヒトゲノムを生成するのに必要とされるより小オーダーの大きさでＤＮＡ塩基配
列の１０００個未満の塩基対に基づいて診断できる。同様に、短いタンデムリピート分析
によって生成された２０個未満の特定のＤＮＡ断片セットのサイズの正確な決定は、所与
の個体を同定するのに十分である。
【０００６】
　所与のヒト、動物または病原体のゲノムの部分集合の（核酸配列決定または断片サイジ
ングによる）迅速な同定として定義される、集中核酸分析を可能にする機器および技術の
開発につきまだ対処されていない必要性が存在する。集中核酸分析は、エンドユーザがリ
アルタイムの臨床的、法医学または他の決定を行うのを可能とするであろう。その適用に
依存して、集中核酸分析は、当該技術分野において、病院の検査室、医師のオフィス、病
床を含めた様々な周囲環境、あるいは法医学または環境上の適用の場合において行なわれ
得る。
【０００７】
　核酸（ＤＮＡおよびＲＮＡ）配列決定に関して、臨床適用は、細菌性、真菌性およびウ
イルス性の疾患の診断（生物体の薬物耐性プロフィールの決定を含む）、癌（化学療法へ
の反応性の決定を含む）、および遺伝性または他の一般的な疾患（薬物に対する反応性の
決定を含む）を含む。また、集中した核酸配列決定は、薬理ゲノミクス解析およびある種
の法医学適用（例えば、ミトコンドリアＤＮＡ配列決定を含む）に良好に適している。
【０００８】
　核酸断片サイジングに関して、集中核酸分析は、法医学および臨床適用に利用できる。
例えば、あるタイプのヒトの同定は、短いタンデムリピート（ＳＴＲ）解析に基づいてい
る（Edwardsら, 1991, Am J Hum Genet 49（4）746:756）。ＳＴＲ解析において、一連の
プライマーを利用して、可変数のある短いタンデムリピートを含むあるゲノム領域を増幅
する。得られたバンドのサイズは、（典型的にはキャピラリー電気泳動を用いる）核酸断
片サイジングによって決定され、ＳＴＲ対立遺伝子のセットの各メンバーのサイズは、ユ
ニークに個体を同定する。ＳＴＲタイピングは、ヒトの法医学的遺伝子同定のための世界
的な基準になっており、個体ならびにその個体の遺伝親類の同定を可能にする唯一のバイ
オメトリック技術である。臨床適用において、核酸断片サイジングを用いて、所与の障害
（例えば、フリードライヒ運動失調症においてのごときヌクレオチド反復領域の特徴的な
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欠失または挿入を探す、またはその反復領域のサイズを決定することによる）を診断でき
る（Pandolfo, M., 2006, Methods Mol. Med 126: 197-216）。また、断片サイジングは
感染病原体の同定に有用であり；ＤＮＡ指紋法は病原体診断に利用できる。
【０００９】
　集中核酸分析の適用は、前記で説明されたものに限定されない。集中核酸分析を利用し
て、配列決定および断片サイジングの双方により臨床および環境上の試料において生物兵
器病原体を同定できる。また、獣医学的および食物試験についての適用は、前記のものを
映し出す。また、競走馬の育種および追跡のごとき獣医学的同定の適用、家畜繁殖および
ペット同定は、開示された本発明の使用の範囲内にある。集中核酸分析の研究適用は多数
である。要約すれば、集中核酸分析にはいくつかの産業を劇的に変化させる可能性を有す
る。
【００１０】
　既存の高速大量処理の毛細管ベースのシークエンサーおよび次世代シークエンサーは、
タイムリーでかつコスト効率の良い方法で集中した核酸分析を行うことができない。それ
らの技術によって追求された規模の経済性は、非常に大量の配列データを得て解析するコ
ストを低下させることにより駆動される。ルーチンの使用にそれらの方法を行うための集
中核酸分析ができる機器およびシステムについては、それらは、ある種の「理想的な」特
性および特徴を所有するように設計されるすべきである。特に、機器およびシステムは、
できる限り迅速に動作可能なデータの生成を可能にするように結果を迅速に（理想的には
何分間かのうちに）生成するべきである。それらは操作するのが容易であるべきであり、
試薬および消耗品は安価であるべきである。加えて、いくつかの適用については、核酸分
離がディスポ製品中で行なわれることは有用であり；これは、劇的に試料汚染の可能性を
低減させる。これらの特性を達成するために、ポリマーベースのバイオチップは、ガラス
およびシリコンのごとき他の材料より、分離基材としてより良好に適する。
【００１１】
　プラスチックチップ上でＤＮＡ断片サイジングを達成する試みは、ＭｃＣｏｒｍｉｃｋ
（Anal Chem 69（14）:2626 1997））によって報告され、それは、ΦX174 RF DNAのHaeII
I制限断片の分離を示す。その分離は、単一レーンのチップにおいて単一試料で行うが、
しかしながら、貧弱な分解能の分離および貧弱な感度を示した。さらに、そのシステムは
、単一フルオロフォアからの発光を単に検出できた。Ｓａｓｓｉ（J Chromatogr A, 894
（1-2）:203 2000）は、ＳＴＲサイジング用の１６の流動的に分離された分離レーンより
なるアクリルチップの使用を報告したが、このアプローチもまた貧弱な分解能および低感
度を示した。この低いシステム感度は、同時の１６のレーンの分離および検出を行う場合
、対立形質の手段（法医学的分析に厳密に必要とされる内部サイジング標準）の検出を防
止した。システムの信号対雑音比を増加させる試みを表わす２Ｈｚの走査速度の使用は、
分解能および精度の双方の分解を引き起こした。最後に、このシステムは、単一のフルオ
ロフォアからの発光を単に検出できた。Ｓｈｉ（Electrophoresis 24（19-20）:3371 200
3およびShi, 2006, Electrophoresis 27（10）:3703）は、単一試料の単一レーンのプラ
スチック分離デバイスにおいて、２色および４色の分離および検出を報告した。４．５ｃ
ｍのチャネルが単一ベースの分解能を提供することが報告されたが、実際には、１塩基対
の間隔を空けた対立遺伝子の出現によって証拠づけられるように、分解能は貧弱である（
ＴＨ０１ ９.３および１０の対立遺伝子のピーク－対－谷の比率は、それに接近する）。
より長い分離チャネル（６、１０および１８ｃｍ）を持つデバイスは、４.５ｃｍのデバ
イスと比較して、解析用のより高い分解能を達成するようにこの研究において用いた。１
０および１８ｃｍ長のデバイスの分解能は、分解能につき最適化したふるい用マトリック
ス組成物を用いた場合にデバイスが層剥離したので、制限された。
【００１２】
　実際上、プラスチックは、核酸配列決定および断片サイジングのために設計されたバイ
オチップに使用されるいくつかの主な障害を示すことが判明した。プラスチック材料の自
己蛍光は、可視範囲の４５０～８００ｎｍの波長の検出と干渉する（Puriska, 2005, Lab
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 Chip 5（12）:1348; Wabuyele, 2001 Electrophoresis 22（18）:3939-48; Hawkins and
 Yager 2003 Lab Chip, 3（4）: 248-52）。
【００１３】
　これらの波長は、サンガーの配列決定およびＳＴＲサイジング用の市販キットに用いら
れる。さらに、既存のプラスチックデバイスは、一般的に用いられる基材に対して低結合
強度および一般的に用いられるふるい用マトリックスでの貧弱な効率結果を有する。最後
に、チャネルの内部表面は、ふるい用マトリックスおよびＤＮＡ試料と干渉する結果、電
気浸透の流れおよびＤＮＡ－対－壁相互作用により貧弱な分解能を生じる（Kan, 2004, E
lectrophoresis 25（21-22）:3564）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　結果的に、高分解能にて集中核酸分析を行うことができ、高い信号対雑音比を持つ安価
な複数レーンのプラスチック・バイオチップについての実質的に対処されていない必要性
が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、高分解能にて集中核酸分析を行うことができ、高い信号対雑音比を持つ安価
な複数レーンのプラスチック・バイオチップ、ならびにかかるチップを用いる方法を提供
する。
【００１６】
　第１の態様において、本発明は、プラスチック分離チップ、特に、陽極部分、陰極部分
および陽極部分と陰極部分との間のセンター部分を含む電気泳動チップを提供し、ここに
、陰極部分は、少なくとも１つの第１のビア（via）を含み；陽極部分は少なくとも１つ
の第２のビアを含み；およびセンター部分は、複数のマイクロ流体チャネルおよび検出窓
を含み、各マイクロ流体チャネルは分離領域および検出領域を有し；各マイクロ流体チャ
ネルは、少なくとも１つの第１のビアおよび少なくとも１つの第２のビアと流体連通（in
 fluid communication）し；複数のマイクロ流体チャネルは実質的に同一面にあり；複数
のマイクロ流体チャネルは、センター部分内で相互に交差せず；検出窓は薄いプラスチッ
クを含み；および、検出窓は、各マイクロ流体チャネルの検出領域を含む。検出領域の外
側のチップの部分は、同一の厚みのものであり得るか、または検出領域のそれより大きな
厚みのものであり得る。
【００１７】
　第２の態様において、本発明は、陽極部分、陰極部分および陽極部分と陰極部分との間
のセンター部分を含む頂部および底部表面を有する支持体を含むデバイスを提供し、ここ
に、センター部分は検出窓の開口部を含み、陽極部分は少なくとも１つの陽極ウェルを含
み、陰極部分は少なくとも１つの陰極ウェルを含み；装置は、さらに、頂部および底部表
面を有する第１の態様によるチップを含み、チップの頂部表面は、支持体の底部表面と接
触し、マイクロ流体チャネルは、それらのビアを介して陰極および陽極のウェルと流体連
通し；チップは、支持体に固定して取付けられる。
【００１８】
　第３態様において、本発明は、複数の試料を同時に電気泳動的に分離および検出する方
法を提供し、この方法は、第１の態様によるマイクロチップ上で複数のマイクロ流体チャ
ネルの各々に複数の試料を供し；複数のマイクロ流体チャネルを横切る電位を印加して、
分離チャネルに試料を注入し、複数の分析試料の各々を含む検出可能な種を分離し；次い
で、検出窓で複数の分離された試料を含む検出可能な種の各々を検出することを含む。
【００１９】
　本発明の特定の好ましい具体例は、ある種の好ましい具体例の以下のより詳細な記載お
よび特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】図１は、本発明の様々な具体例によるマイクロ流体分離および検出チップを示す
。
【図２】図２は、本発明の様々な具体例によるマイクロ流体分離および検出チップを構築
するために用いることができる別々の支持体およびチップ層を示す。
【図３】図３は、本発明の様々な具体例によるマイクロ流体分離および検出チップを構築
するために用いることができる別々のデバイス層を示す。
【図４】図４は、本発明の様々な具体例によるマイクロ流体分離の陽極部および検出チッ
プの拡大図を示す。
【図５】図５は、本発明の様々な具体例による注入チャネルを有するマイクロ流体分離お
よび検出チップを示す。
【図６】図６は、本発明の様々な具体例によるマイクロ流体分離および検出チップの模式
図である。
【図７】図７は、エンボス加工のために利用したスタックを示す。
【図８】図８は、３／８"の厚みのアクリル板（GE Plastic）からのＣＮＣミリングによ
って作製したチップ支持体を示す；（頂部）平面図；底部（側面図）。
【図９】図９は、典型的なガラス分離チップと比較した、プラスチックチップの低自己蛍
光を示す；（ａ）組み立てたプラスチックチップ（Ｐｃｈｉｐ２）；（ｂ）組み立てたプ
ラスチックチップ（Ｐｃｈｉｐ１）；（ｃ）プラスチックカバー層のみ；（ｄ）厚み１.
４ｍｍのガラスチップ；（ｅ）厚み０.７ｍｍのガラスチップ；（ｆ）プラスチック基材
のみ。
【図１０】図１０は、５色標識したキット（ABI AmpFlSTR Identifilerキット）からの対
立形質ラダーのための対立遺伝子と呼ばれるプロフィールである；頂部から底部へ：青色
、緑色、黄色、赤色、オレンジ色の検出シグナル。
【図１１】図１１は、９９４７ＡのヒトゲノムＤＮＡについての対立遺伝子と呼ばれるＳ
ＴＲプロフィールである：頂部から底部へ：青色、緑色、黄色、赤色、オレンジ色の検出
シグナル；全プロフィールは１.０ｎｇのＤＮＡテンプレートで達成される。
【図１２】図１２は、４８０ｂｐまでについてのＲ＞０.４での分解能を示し、これは、
４８０ｂｐまでのその単一ベースの分解能を示す；頂部から底部へ：青色、緑色、黄色、
赤色、オレンジ色の検出シグナル。
【図１３】図１３は、１ヌクレオチドによって分離される２つの対立遺伝子（ＴＨＯ１　
９.３および１０）の分解能を示す。
【図１４】図１４はｐＧＥＭ断片のＤＮＡ配列決定解析である；頂部から底部へ：青色、
緑色、黄色および赤色の検出シグナル。
【図１５】図１５は、ｐＧＥＭ断片のＤＮＡ配列決定解析を示す合成した４つの塩基対グ
ラフである。
【図１６】図１６は、支持体（上部）およびチップ（底部）層を示す直接的な動電学的な
試料注入のチップデザインの分離模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、約１塩基対だけサイズにおいて異なり、少なくとも１.０ｎｇの濃度レベル
のＤＮＡテンプレートにて核酸種の分離を検出できるプラスチック分離チップを提供する
。
【００２２】
　ＳＴＲ分析につき分析される試料の最低レベルは、多重ＰＣＲ反応に先立ち８００未満
のコピー、４００未満のコピー、２００未満のコピー、１００未満のコピー、５０未満の
コピー、３０未満のコピー、１０未満のコピーまたは１コピーの核酸テンプレートを含む
核酸テンプレートよりなる。配列決定のために分析される最低濃度の試料は、サンガー配
列決定反応に対する入力として、０.５ピコモル未満、０.１ピコモル未満、０.０１ピコ
モル未満の核酸テンプレートよりなる。
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【００２３】
　本願明細書に用いた「注入チャネル」なる語句は、それが交差するマイクロ流体チャネ
ルへの試料の導入を可能にする、交差チャネルを意味する。交差チャネルは、単一のクロ
スチャネル、単一のＴ連結、またはオフセットの２重のＴ連結配置にあることができる。
【００２４】
　本願明細書に用いた「流体連通」なる語句とは、流体が２つのチャンバー、成分または
領域の間に流れることができるように一緒に連結された２つのチャンバー、あるいは流体
を含有する他の成分または領域をいう。従って、「流体連通」する２つのチャンバーは、
例えば、２つのチャンバー間のマイクロ流体チャネルによって一緒に接続でき、その結果
、流体は２つのチャンバー間に自由に流れることができる。かかるマイクロ流体チャネル
は、チャンバー間の流体連通を遮断および／または制御するために、閉じるかまたは閉塞
できるその中の１以上のバルブを所望により含むことができる。
【００２５】
　本願明細書に用いた「蛍光色素」なる語句は、光源での励起に際して、色素が３８０～
８５０ｎｍの波長を有する光を発光することを意味する。好ましくは、色素は、約４５０
～８００ｎｍの間の波長を有する光を発光し；より好ましくは、色素は、約４９５～７７
５ｎｍの間の波長を有する光を発光する。
【００２６】
　本願明細書に用いた「自己蛍光」なる用語は、光照射下で注目するフルオロフォア以外
の物質により生成された蛍光を意味する。
【００２７】
　本願明細書に用いた「実質的に蛍光を発しない」なる語句は、光照射（例えば、約３５
０～５００ｎｍ、４００～５００ｎｍまたは４５０～５００ｎｍの間の１以上の波長；特
に、４８８ｎｍ；レーザー照射）に付された場合に参照された対象（例えば、固体または
溶液）からのバックグラウンド蛍光シグナル（例えば、３８０～８５０ｎｍ；４００～８
００ｎｍ；４５０～８００ｎｍ；５００～８００ｎｍまたは４９５～７７５ｎｍ）が、厚
み０.７ｍｍのボロフロートガラスよりなる従来のガラスマイクロ流体デバイスからのも
のより低いバックグラウンドを有することを意味する。
【００２８】
　本願明細書に用いた「ノルボルネンベースのポリマー」なる用語は、ノルボルネン含有
モノマーが当業者に知られた方法（例えば、米国特許第４,９４５,１３５号；第５,１９
８,５１１号；第５,３１２,９４０号；および第５,３４２,９０９号参照）により開環メ
タセシス重合によって重合される場合のノルボルネン部分を含む少なくとも１つのモノマ
ーから調製されたポリマーを意味する。
【００２９】
　本明細書に用いた「ポリ（メチルメタクリレート）または「ＰＭＭＡ」なる用語は、メ
タクリル酸メチルの合成ポリマーを意味し、限定されるものではないが、商標名Plexigla
s（商標）、Limacryl（商標）、R-Cast（商標）、Perspex（商標）、Plazcryl（商標）、
Acrylex（商標）、ACrylite（商標）、ACrylplast（商標）、Altuglas（商標）、Polycas
t（商標）およびLucite（商標）下で販売されるもの、ならびに米国特許第５,５６１,２
０８号、第５,４６２,９９５号および第５,３３４,４２４号（各々をここに出典明示して
本明細書の一部とみなす）に記載されたそれらのポリマーを含む。
【００３０】
　本願明細書に用いた「ポリカーボネート」なる用語は、炭酸、グリコールまたは二価の
フェノールのポリエステルを意味する。かかるグリコールまたは二価のフェノールの例は
、ｐ－キシリエングリコール、２,２－ビス（４－オキシフェニル）プロパン、ビス（４
－オキシフェニル）メタン、１,１－ビス（４－オキシフェニル）エタン、１,１－ビス（
オキシフェニル）ブタン、１,１－ビス（オキシフェニル）シクロヘキサン、２,２－ビス
（オキシフェニル）ブタンおよびその混合物であり、それらは、限定されるものではない
が、Calibre（商標）、Makrolon （商標）、 Panlite （商標）、Makroclear （商標）、
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Cyrolon （商標）、Lexan （商標）およびTuffak （商標）下で販売されたものを含む。
【００３１】
　本願明細書に用いた「核酸」なる用語は、一本鎖または二本鎖のＤＮＡおよびＲＮＡ、
ならびに改変された塩基、糖および骨格を含む代替的な核酸のいずれかまたは全ての形態
を包含することを意図される。かくして、「核酸」なる用語は、限定されるものではない
が、一本鎖または二本鎖のＤＮＡもしくはＲＮＡ（および部分的に一本酸または部分的に
二本鎖であり得るその形態）、ｃＤＮＡ、アプタマー、ペプチド核酸（「ＰＮＡ」）、２
’－５’ＤＮＡ（ＤＮＡのＡコンフォメーションとマッチするベース間隔を有する短くさ
れた骨格を持つ合成物質；２’－５’ＤＮＡは、通常、ＢコンフォメーションのＤＮＡと
ハイブリダイズしないが、ＲＮＡと容易にハイブリダイズするであろう）および、ロック
された核酸（「ＬＮＡ」）を含むことが理解されるであろう。核酸類似体は、塩基対特性
の類似するまたは改善された結合、ハイブリダイゼーションを有する天然のヌクレオチド
の公知の類似体を含む。プリンおよびピリミジンの「類似」形態は、当該技術分野におい
てよく知られ、限定されるものではないが、アジリジニルシトシン、４－アセチルシトシ
ン、５－フルオロウラシル、５－ブロモウラシル、５－カルボキシメチルアミノメチル－
２－チオウラシル、５－カルボキシメチルアミノメチルウラシル、イノシン、Ｎ６－イソ
ペンテニルアデニン、１－メチルアデニン、１－メチルシュードウラシル、１－メチルグ
アニン、１－メチルイノシン、２，２－ジメチルグアニン、２－メチルアデニン、２－メ
チルグアニン、３－メチルシトシン、５－メチルシトシン、Ｎ６－メチルアデニン、７－
メチルグアニン、５－メチルアミノメチルウラシル、５－メトキシアミノメチル－２－チ
オウラシル、ベータ－Ｄ－マンノシルクエオシン、５－メトキシウラシル、２－メチルチ
オ－Ｎ－６－イソペンテニルアデニン、ウラシル－５－オキシ酢酸メチルエステル、シュ
ードウラシル、クエオシン、２－チオシトシン、５－メチル－２－チオウラシル、２－チ
オウラシル、４－チオウラシル、５－メチルウラシル、ウラシル－５－オキシ酢酸および
２,６－ジアミノプリンを含む。本発明によって供されるＤＮＡ骨格類似体は、燐酸ジエ
ステルおよびホスホロチオエート、ホスホロジチオエート、メチルホスホナート、ホスホ
ラアミデート、アルキルホスホトリエステル、スルファメート、３’－チオアセタール、
メチレン（メチルイミノ）、３’－Ｎ－カルバマート、モルホリノカルバマートおよびペ
プチド核酸（ＰＮＡ）、メチルホスホナート結合、交互メチルホスホナートならびにホス
ホジエステル結合（Strauss-Soukup, 1997, Biochemistry 36:8692-8698）および米国特
許第６,６６４,０５７号に言及されたベンジルホスホナート結合を含む；また、Oligonuc
leotides And Analogues, A Practical Approach, Edited By F. Eckstein, IRL Press A
t Oxford University Press （1991）; Antisense Strategies, Annals Of The New York
 Academy Of Sciences, Volume 600, Eds. Baserga And Denhardt （NYAS 1992）; Milli
gan, 1993, J. Med. Chem. 36:1923-1937; Antisense Research And Applications （199
3, CRC Press）参照。本明細書における核酸は、当業者に知られたいずれかの手段により
細胞から抽出または合成的に調製でき；例えば、核酸は、化学的に合成できるか、あるい
は他のソースのうちのｃＤＮＡまたはｍＲＮＡから転写または逆転写できる。
【００３２】
　本願明細書に用いた「ビア（via）」なる用語は、固体物質の頂部および底部間の流体
接続を可能とする固体物質中に形成された貫通孔を意味する。
【００３３】
　本発明の様々な具体例による典型的な電気泳動チップを図１に示す。チップ（１００）
は陽極部分（１０１）、陰極部分（１０２）および陽極部分と陰極部分との間のセンター
部分（１０３）を含む。陰極部分は、少なくとも１つの第１のビア（１０４）を含み、陽
極部分は、少なくとも１つのビア（１０５）を含む。センター部分は、複数のマイクロ流
体チャネル（１０６）、および検出窓（１０７）を含み、各マイクロ流体チャネルは、分
離領域および検出領域を有し；ここに、各マイクロ流体チャネルは、少なくとも１つの第
１のビアおよび少なくとも１つの第２のビアと流体連通している。複数のマイクロ流体チ
ャネルは、実質的に同一面にあり、センター部分内で相互に交差しない。各マイクロ流体
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チャネルは、試料の励起および／または検出を行うことができる領域を有する。複数のマ
イクロ流体チャネルの励起および検出領域を包含する領域は、検出窓として知られ、この
窓は、薄いプラスチックを含む。
【００３４】
　本明細書に用いた「薄いプラスチック」なる語句は、参照材料が、（その最小寸法で）
１ｍｍ未満、７５０μｍ未満、６５０μｍ未満、５００μｍ未満、４００μｍ未満、３０
０μｍ未満、２００μｍ未満または１００μｍ未満の厚みを有するプラスチックを含むか
；または、参照材料が、２５～２０００μｍ、２５～１０００μｍ、２５～７５０μｍ、
２５～５００μｍ、２５～４００μｍ、２５～３００μｍまたは２５～２００μｍの範囲
の厚みを有するプラスチックを含む。チップが検出窓において薄いように設計されるが、
検出領域の外側のチップの複数の部分は、同一の厚み、または検出領域のものより大きい
厚みのものであり得る。
【００３５】
　図１のチップは４つのマイクロ流体チャネルを有するように例示のために示されるが、
しかしながら、かかる開示は、限定することを意図せず、むしろ、当業者が、チップが一
つのチャネルを持つチップおよび２以上のチャネルを持つチップを含めた交互の数のマイ
クロ流体チャネル（以下に）を含むことができることを容易に認識するであろう。本願明
細書に用いた「複数」なる用語は、２以上、４以上、８以上、１６以上、３２以上、４８
以上、６４以上、９６以上、１２８以上、２５６以上、３８４以上、５１２以上または１
０２４以上；あるいは２～４、２～８、２～１６、２～３２、２～４８、２～６４、２～
９６、２～１２８、２～３８４、２～５１２、２～１０２４のマイクロ流体チャネルを意
味する。
【００３６】
　チップ（２５０）は、図３に示された基材層（３６０）およびカバー層（３７０）より
なる。複数の溝（３６１）は、基材層にパターン化される。一連のビア（すなわち、穴部
を通って）（３７１、３７２）はカバーに形成されて、マイクロ流体チャネルへの流体の
アクセスを供し、そのビアは、チップの陽極および陰極部分においてマイクロ流体チャネ
ルの終わりに位置できる。別法として、ビアは、カバー層の代わりに基材層において形成
して、同じ機能性を達成できる。基材層の頂部表面はカバー層の底部表面と結合して、マ
イクロ流体チャネルを形成する。ポリマーベースのマイクロ流体システムを作成するため
の技術は、BeckerおよびGartner （Becker, 2000, Electrophoresis 21: 12-26 およびBe
cker, 2008, Electrophoresis 390（1）:89）（ここに出典明示してその全てを本明細書
の一部とみなす）により広範囲に概説されている。いずれの数のこれらのプロセスを用い
ても、本願明細書に記載されたプラスチック分離チップを作成できる。
【００３７】
　特に、当該プラスチック分離チップは、生成される構造のネガティブなマスター型を用
いて薄い熱可塑性フィルムの加熱エンボス法によって調製できる。マスター型は、電鋳法
を用いて固体基材中で調製されたデバイスを複製することにより調製できる。固体基材は
、当業者に知られた標準的な写真石版およびケミカルエッチング方法によってパターン化
される板ガラスであり得る。基材およびカバー層は、加熱および圧力の適用により拡散結
合される。
【００３８】
　チップの基材およびカバー層は、限定されるものではないが、ポリエチレン、ポリ（ア
クリレート）（例えば、ポリ（メタクリル酸メチル））、ポリ（カーボネート）および不
飽和、部分的不飽和もしくは飽和の環状オレフィンポリマー（ＣＯＰ）、または不飽和、
部分的不飽和もしくは飽和の環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ）（例えば、ZEONOR（商標
）、ZEONEX（商標）またはTOPAS（商標））を含めた様々なプラスチック基材から構成で
きる。特に、ＣＯＰおよびＣＯＣは、それらが他のポリマーと比較して可視波長範囲で光
学的に固有の低い自己蛍光を示すので、本チップ適用に有利である。
【００３９】



(11) JP 5557733 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

　本プロセスに利用したプラスチック基材およびカバー層の厚みは、チップからの自己蛍
光を最小限にするために薄いままとする。プラスチック基材およびカバー層は、各々、独
立して、２ｍｍ未満、１ｍｍ未満、７５０μｍ未満、６５０μｍ未満、５００μｍ未満、
４００μｍ未満、３００μｍ未満、２００μｍ未満または１００μｍ未満の厚みを有する
ことができるか；あるいは、プラスチック基材およびカバー層は、各々、独立して、２５
～２０００μｍ、２５～１０００μｍ、２５～７５０μｍ、２５～６５０ｍｍ、２５～５
００μｍ、２５～４００μｍ、２５～３００μｍ、２５～２００μｍまたは２５～１００
μｍの範囲の厚みを有するプラスチックを含む。
【００４０】
　一つの具体例において、図２に例示されるように、チップ（２５０）は、頂部および底
部表面を有する支持体（２０１）に取付けられ、それは、陽極部分（２０２）、陰極部分
（２０３）および陽極部分と陰極部分との間のセンター部分（２０４）を含み、ここに、
センター部分は検出窓（２０５）を含み、陽極部分は少なくとも１つの陽極ウェル（２０
６）を含み、および陰極部分は少なくとも１つの陰極ウェル（２０７）を含む。上へのビ
ア穴部を持つチップの頂部表面は、支持体の底部表面と接触し、チップは、固定的に支持
体に取り付ける。チップは、当業者に知られた方法、例えば、拡散結合、溶媒結合および
接着結合により支持体に取り付けることができる。
【００４１】
　支持体層は、限定されるものではないが、ポリエチレン、ポリ（アクリレート）（例え
ば、ポリ（メタクリル酸メチル））、ポリ（カーボネート）、および不飽和、部分的に不
飽和または飽和した環状オレフィンポリマー（ＣＯＰ）または不飽和、部分的に不飽和ま
たは飽和した環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ）（例えば、ZEONOR（商標）, ZEONEX（商
標）またはTOPAS（商標））を含めた様々なプラスチック基材から構築できる。本プロセ
スに利用されるプラスチック支持体の厚みは、構造的な剛性を供し、リザーバ中の十分な
容積の試料および緩衝液を可能とするために、十分に厚い。プラスチック支持体の厚みは
、１００～１５,０００μｍの範囲であろう。
【００４２】
　別法として、チップは、固体支持体上に溝をパターン化することにより作製して、チッ
プ基材および支持体構造の双方を一緒に形成できる。カバー層を支持体に結合させて、そ
の構造を完成できる。この配置において、マイクロ流体チャネルの検出部分と一致する支
持体およびチップの検出窓の厚みは、自己蛍光を最小限にするように薄いままとする。こ
の部分のチップの厚みは、１０００μｍ未満、７５０μｍ未満、５００μｍ未満または２
５０μｍ未満であるか；または２５～１０００μｍ、２５～７５０μｍまたは２５～５０
０μｍの範囲にある。
【００４３】
　複数のマイクロ流体チャネルの各々は、少なくとも１０μｍ、５０μｍ、１００μｍ、
２００μｍ、５００μｍまたは１ｍｍの深さを有することができるか；あるいは１～１０
００μｍ、１０～１００μｍ、１０～５０μｍまたは２５～５０μｍの範囲の深さを有す
ることができる。複数のマイクロ流体チャネルは、、少なくとも２５μｍ、５０μｍ、１
００μｍ、２００μｍ、５００μｍまたは１ｍｍの幅を有することができるか；あるいは
、２５～１０００μｍ、２５～２００μｍまたは５０～２００μｍの範囲の幅を有するこ
とができる。各チャネルのマイクロチャネル断面は、実質的に正方形、長方形、円形、半
円、楕円、三角形、台形の断面を有することができる。当業者ならば、マイクロ流体チャ
ネルが、深さ、幅および断面が均一であっても、そうでなくてもよいことを認識するであ
ろう。
【００４４】
　複数のマイクロ流体チャネル（１０６）の各々は、分離領域（１０８）および検出領域
（１０９）を含む。分離領域は、約２～５０ｃｍ、１０～５０ｃｍ、２～２５ｃｍ、１０
～２５ｃｍの分離長を持つチャネルを典型的に有する。分離長は、試料注入点と試料検出
点との間のチャネルの部分として定義される。分離長は、典型的には、陰極リザーバと陽
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極リザーバとの間にわたる分離チャネルの全体長未満である。
【００４５】
　複数の試料の同時解析は、本願明細書に記載されたいずれかの分離チップへの別々の分
離チャネルにおいて各試料を注入およびスタックすることにより行うことができる。分離
チャネルに沿った電場の適用は、当業者が精通しているであろうように、例えば、チャネ
ル（以下に）の表面に存在する電荷に依存して、分離チャネルの陰極部分から陽極部分に
、または陽極部分から陰極部分にチャネルに沿って試料を移動させる。ふるい用マトリッ
クスを介する試料の移動は、サイズに基づき種を分離する。
【００４６】
　分離された試料が検出窓を通過すると、試料内の各種に付着した色素ラベルを励起でき
、得られた蛍光を検出できる。検出窓は、典型的には各チャネルの分離領域の終点にて複
数のマイクロチャネルの各々の検出領域の一部を覆う。典型的には、複数のマイクロ流体
チャネルの各々のための検出領域は、実質的にチャネルに沿った同じ位置にあり、検出窓
が支持体のセンター部分において一つの位置にあることができる。
【００４７】
　複数の試料を複数の試料または緩衝液のウェルに同時に注入するためのインジェクター
をチップに有利に設けて、同時の複数の試料分離および検出を可能にする。かかるインジ
ェクターは、例えば、複数のマイクロ流体チャネルの１つのマイクロ流体チャネルに複数
の試料の１つの試料を供する。インジェクターは、当業者に知られたいずれかの方法、例
えば、試料を分離チャネルに連結する針またはチューブまたはチャネルを介した電気泳動
輸送、空気作動または液体作動により、試料をチャネルに導入できる。
【００４８】
　ある具体例において、試料はチップの陰極リザーバを介してチップに負荷できる。各試
料の注入容積は、当業者に知られた方法による陰極ウェルの１つを介して導入できる。例
えば、試料は、分離チャネルおよび／または分離チャネルの交差チャネルならびに試料お
よび廃棄物ウェルの適切なバイアスを介して注入でき、試料ウェル中の一部分の試料（す
なわち、注入容積）は、分離チャネルに供される。試料注入後に、さらなる緩衝液は、各
陰極ウェルに導入され；十分な容積を供して、ウェル中のいずれかの残存する試料を希釈
できる。例えば、ある容積の緩衝液は、試料の注入容積の少なくとも約５、１０、２５、
５０、または１００倍である陰極ウェルへ導入される。別法として、ある容積の緩衝液は
、試料の注入容積の約５～１００倍、５～５０倍、１０～５０倍の範囲にある陰極ウェル
に導入される。
【００４９】
　他の具体例において、複数のマイクロ流体チャネルの各々は、さらに、試料の導入のた
めの注入チャネルを含む。例えば、参照が図４になされ；そこには、陰極部分（４０１）
を示し、センター部分（４０３）の断面に隣接するチップ（４００）の拡大図が示されて
いる。陰極部分は、少なくとも１つの第２のビア（４０５）を含み、センター部分は複数
のマイクロ流体チャネル（４０６）を含む。各マイクロ流体チャネルは、チップの陰極部
分内に、各マイクロ流体チャネル用の試料（４０９）および廃棄物（４１０）ウェルを含
む注入チャネル（４０８）をさらに含む。
【００５０】
　注入チャネルは、単一の交差チャネル（図４に示す）、単一のＴ字路またはオフセット
２重Ｔ字路配置であり得る。いくらかの具体例において、注入チャネルは、試料の注入容
積を最小限にするオフセット２重Ｔ字路配置であり、それによって、分離分解能を改善す
る。注入チャネルからマイクロ流体チャネルへの試料の注入は、試料、廃棄物、陽極およ
び陰極ウェルでの適切な電位の印加を通じた電気泳動注入を含めた当業者に知られた方法
により達成できる。
【００５１】
　マイクロ流体分離および検出チップの別法の具体例を図５に示す。チップ（５００）は
、陽極部分（５０１）、陰極部分（５０２）およびセンター部分（５０３）を含む。陰極
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部分は、各マイクロ流体チャネル（５０６）のための１つの第１のビア（５０４）を含み
、陽極部分は、各マイクロ流体チャネル（５０６）のための少なくとも１つの第２のビア
（５０５）を含む。センター部分は、複数のマイクロ流体チャネル（５０６）および検出
窓（５０７）を含み、各マイクロ流体チャネルは、分離領域および検出領域を含み；ここ
に、各マイクロ流体チャネルは、１つの第１のビアおよび１つの第２のビアと流体連通す
る。複数のマイクロ流体チャネルは、実質的に同一面にあり、センター部分内で相互に交
差しない。検出窓は薄いプラスチックを含み、各マイクロ流体チャネルの検出領域の一部
を覆う。
【００５２】
　この場合には、注入チャネルは、各マイクロ流体チャネルのための陽極（第２）および
陰極（第１）のビアを優先して省略される。各試料の注入容積は、当業者に知られた方法
（前記）により一つの陰極ビアを介して導入される。試料注入後に、さらなる緩衝液は、
各陰極緩衝液ウェルに導入され；十分な容積を有利に供して、ウェル中でいずれかの残存
する試料を希釈し、それにより、試料注入の延長から導入されたバックグラウンドシグナ
ルを媒介して、検出窓で観察された信号対雑音比を改善する。例えば、ある量の緩衝液は
、試料の注入容積の少なくとも約５、１０、２５、５０または１００倍である陰極ウェル
に導入される。別法として、ある容積の緩衝液は、試料の注入容積の約５～１００倍、５
～５０倍、１０～５０倍の範囲にある陽極緩衝液ウェルに導入される。
【００５３】
　マイクロ流体チャネル内の試料の電気泳動分離は、マイクロチップ上のマイクロチャネ
ルを横切る電位差の印加によって供される。高電圧は、典型的には、陰極ウェルおよび陽
極ウェルに、各々、陰極および陽極を配置し、マイクロ流体チャネルの分離部分に沿って
電場を確立し、次いで陰極端から、分離部分を通って、検出部分、最終的には陽極に試料
（例えば、核酸）を移動させることにより、マイクロ流体チャネルの端を横切って印加す
る。効率的な分離のために必要な電場は、しばしば、５０Ｖ／ｃｍ～６００Ｖ／ｃｍの範
囲にある。電源からの電圧は、電極を介して印加され、緩衝液を陽極および陰極リザーバ
中で用いて、電極とふるい用ポリマーとの間の電気的接触を供する。
【００５４】
　試料分離に必要な高電圧は、陰極および陽極ウェル中にある緩衝液と接触する電極で分
離チャネルに印加される。緩衝液と接触する電極で存在する高電圧により、緩衝液水分子
は加水分解する結果、ＯＨ－、Ｈ＋、またＨ２ガスを形成する。この形成の結果、経時的
に緩衝液のｐＨが変化し、緩衝液内に気泡を形成する。緩衝液のｐＨ変化は、陽極および
陰極リザーバ（例えば、1X TTE； Amresco）中の緩衝液の十分な使用を通じて減弱して、
電極とふるい用マトリックスとの間の接触を提供できる。緩衝液内に生成された気泡は、
チャネルをブロックするふるい用マトリックスへ移動する傾向を有する結果、核酸の貧弱
な分離を生じる。
【００５５】
　電極で形成される気泡は、以下の方法のうちの１つまたは組合せを用いてチャネルへの
移動を防止できる。第１に、リザーバ内の電極を上げて、チャネルにおいてアクセスホー
ルから離れて気泡発生源（電極）を移動できる。第２に、ガラスフリット、ポリマーフリ
ットまたは高分子膜またはポリマーフィルターを陰極アクセスホールと電極の端との間に
挿入できる。特に、ポリマーフリット（例えば、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ
））を陰極アクセスホールと電極の端との間に挿入できる。
【００５６】
　フリット、膜またはフィルターを非導電性となり、電極で形成された気泡が細孔を通過
するのを防止する細孔サイズを持つように選択する。電極とふるい用マトリックスとの間
のフリット、ポリマー膜またはフィルターの挿入の結果として、電気分解プロセスから形
成された気泡が、チャネルに入ることを防止する。この実行は、チャネルにおける気泡遮
断に起因する破壊を低下および／または消失できる。
【００５７】
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　複数の試料よりなる同時分析用の分離デバイスは電気的に接続され、共用電源を用いて
、複数のチャネルに同時にバイアスをかけることができる。さらに、チップおよび機器の
物理的な制約は、全てのチャネルが、長さ、深さおよび幅に関して同一の物理的配置を有
するのを通常可能にしないであろう。
【００５８】
　複数のマイクロ流体チャネルの各々のための実質的に同一の電気泳動注入および分離条
件を達成するために、個々のデバイスの各チャネル区間は、本質的に同一の抵抗を有し、
かくして、本質的に同一の電場を有するべきである。実質的に同一の電場、すなわち、複
数のマイクロ流体チャネルの各々を横切る電場は約＋／－５％を越えて異ならないことが
、複数のマイクロ流体チャネルの各々の長さ、幅および深さの双方を同時に調整して、チ
ャネルの各セグメントの抵抗を調整することにより確立できる。各セグメントの抵抗Ｒは
、以下の関係により記載できる。
【００５９】
【数１】

【００６０】
　［式中、ρは比抵抗であり、ιは長さであって、Ａはチャネルの断面積である。］
【００６１】
　分離チップのチャネルの壁に常在の表面電荷は、電気浸透および試料－対－壁の相互作
用を生じかねない。これらの効果は、マイクロ流体チャネルの内部壁に表面コーティング
を適用することにより最小化できる。かかる表面コーティングおよび修飾は、当業者に知
られた方法を介して達成できる（例えば、Ludwigおよび Belder, 2003 Electrophoresis 
24（15）:2481-6）。
【００６２】
　表面修飾についての多数の候補物は、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ
）、ポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ）、ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）、ポリ
ジメチルアクリルアミド（ＰＤＭＡ）、ポリ（ビニルピロリジノン）、ジメチルアクリル
アミド（ＤＥＡ）、ジエチルアクリルアミド（ＤＥＡ）、ポリ（ジエチルアクリルアミド
）（ＰＤＥＡ）およびそれらの混合物、例えば、ＰＤＭＡ：ＰＤＥＡのを含めて利用可能
である。
【００６３】
　加えて、電気泳動の適用の使用のために、複数のマイクロ流体チャネルの各々は、ふる
い用マトリックスで有利に充填される。かかるふるい用マトリックスは、非限定例におい
て、線形ポリアクリルアミド（ＰＡＡ）、ポリジメチルアクリルアミド（ＰＤＭＡ）、ポ
リジエチルアクリルアミド（ＰＤＥＡ）、ポリビニルピロリジノン（ＰＶＰ）および、例
えば、ＰＶＰ：ＰＡＡ、ＰＤＭＡ：ＰＡＡ、ＰＤＥＡ：ＰＡＡ、ＰＤＥＡ：ＰＤＭＡ：Ｐ
ＡＡを含めたそれらの組合せを含むことができる。ある具体例において、ふるい用マトリ
ックスは、０.１～５０重量％のポリアクリルアミドを含む。また、多数のふるい用マト
リックスは動力学的な自己コーティング能力を所有する。本発明の電気泳動分離チップの
これらの具体例を用いて実施されると、核酸は陽極から陰極端へふるい用マトリックスを
通って電気泳動的に移動し、その中でサイズ分離される。前記のように、チャネルの内部
壁をコーティングして、電気浸透の影響および核酸－対－壁相互作用を最小限にできる。
【００６４】
　分解能、特に、本明細書中の電気泳動分解能は、時を違えず（または塩基サイズにより
）分離された２つのピークを明白に識別する能力である。分解能（Ｒ）は、以下の式によ
り定義される：
【００６５】
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【数２】

【００６６】
　［式中、tはｎｔｈピークの移動時間であり、ｈｗはｎｔｈピークの全幅および半値で
あって、Δｂは、その２つのピーク間の塩基数の差である］。単一塩基対分解能は、Ｒが
０.４を超える点で定義される。視覚的には、ピーク－対－谷比が０.７を超えるものであ
る場合、２つのピークは相互に区別可能である。Ｒおよびピーク－対－谷の必要条件の双
方を高分解能を有するために満たさなければならなく、分解能も、ある範囲の断片サイズ
に特有であると考えることができる。ＳＴＲ解析範囲における対立遺伝子についての断片
サイズの範囲は９０から４００ｂｐの範囲にあり、この範囲の断片サイズを横切る単一塩
基対分解能はＳＴＲ解析に必要である。配列決定解析のための断片サイズは、１２００ｂ
ｐまでの範囲にある。１レーン当たりの長い読取り長およびデータスループットを達成す
る能力は、部分的に、チップが単一塩基対分解能を生成できる範囲により決定される。
【００６７】
　光学的検出システムについての検出限界は、信号対雑音比（ＳＮＲ）によって定義され
る。この比率は、信号を汚す信号電力－対－雑音電力（雑音電力の標準偏差）の比として
定義される。高ＳＮＲは、シグナルが存在するというより高い確実性を示す。３の信号対
雑音比は、シグナルの存在の確信的な同定を許容できるものとして一般的に定義される（
Gilder, 2007, J Forensic Sci. 52（1）: 97）。
【００６８】
　核酸試料中の複数の核酸種を分析および検出する場合、チップの検出窓においてプラス
チックからの自己蛍光は、強力に蛍光バックグラウンドの一因となる。本発明の電気泳動
の分離チップの有利な特徴は、薄い検出窓を用いて、プラスチックからのバックグラウン
ド蛍光を最小限にすることである。このバックグラウンドレベルは、マイクロ流体分離チ
ップを作製するために一般的に用いられる基材であるｂｏｒｏｆｌｏａｔ（登録商標）と
比較される。薄いプラスチック窓の使用では、分析のための蛍光標識断片を生成するＰＣ
Ｒプロセスにおけるテンプレート核酸の最低１０００コピー、３００コピー、１００コピ
ー、３０コピー、１０コピー、１コピーが検出できる。また、配列決定反応のための核酸
テンプレートの最低０.５ピコモル、０.１ピコモル、０.０１ピコモルまたは０.００１ピ
コモルが検出できる。
【００６９】
　分離および検出チップの適用
　本発明の様々な態様の適用は、核酸同定および配列決定の双方につき広範囲に広がる。
ヒト同定における使用の例は、犯罪法医学および国土安全保障、例えば、軍事検問所、国
境および港、空港ならびに集団災害現場での同定を含む。また、競走馬の育種および追跡
、家畜の育種を含めた獣医学的同定適用ならびにペット同定は、開示された電気泳動チッ
プの用途の範囲内である。
【００７０】
　さらに、本発明の機器を高耐久化でき、それにより、その機器は、結果がリアルタイム
で用いることができる分野において作動できる。従って、その機器は軍事検問所、国境お
よび港、空港ならびに集団災害現場で用いることができる。
【００７１】
　核酸配列決定に対するその技術の適用は４つの領域：例えば、細菌感染および抗体感受
性、ウイルス感染（同定および薬物耐性プロファイリング）、遺伝子疾患、複合疾患（喘
息、心臓疾患、糖尿病）およびゲノム薬理学を含めたヒトの臨床診断；獣医学的な臨床診
断；再配列決定および完了を含めた研究配列決定；例えば、炭疽菌（Ｂ.ａｎｔｈｒａｃ
ｉｓ）およびエボラウイルス検出を含めた生物兵器剤同定；および食品安全性に分割でき
る。いくつかの例を次に記載する。
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【００７２】
　ＨＩＶの患者は、薬物耐性試験を必要とする。今日、耐性を確立するのに何週間もかか
り得る。薬物耐性株は、その時間の間に根付くことができる。患者が医師のオフィスで待
っている間の１～２時間以内に回答を供することができる機器およびシステムについての
満たされていない必要性が存在する。本発明による電気泳動の分離チップの使用は、頻繁
な薬物耐性モニタリング、抗ウイルス剤のより臨床的およびコスト的に有効な使用および
より良好な患者予後を可能にする。
【００７３】
　菌血症の患者はショック状態にある。今日、原因物質が抗生物質耐性であるかどうかお
よびその同一性を決定するのに何日もかかりかねない。その間、患者は、患者に重大な副
作用を生じかねなく、かつ今日一般的な抗菌性耐性の増大の一因となる広域抗生物質で治
療されなければならない。加えて、かかる処置は部分的に最適であり得る。本発明による
電気泳動分離チップの使用は、１～２時間で病原体の抗生物質耐性プロフィールの同定を
可能して、より有効な標的処置、抗生物質毒性における低減、およびより良好な患者予後
に導く。患者および公衆衛生に対する利点は相補的である。
【００７４】
　癌の患者は手術を受けている。目下、患者が手術台上にいる間に腫瘍試料を病理に持っ
て行く。
単純な組織病理学系統の結果に基づいて、外科医がどれくらい積極的でなければならない
かに関する決定を行っている。本発明による電気泳動分離チップの使用は、組織病理学を
１時間未満での癌の確定的な核酸診断に置き換えることができ、良好に通知された外科的
決定がなされるのを可能とする。
【００７５】
　以下の実施例は、本発明の特定の具体例およびその様々な使用の例示である。それらは
、説明の目的だけに記載され、本発明の制限として取られるべきではない。
【００７６】
　実施例
実施例１
チップデザインおよび電気泳動
実施例１Ａ：チップデザイン
　本発明のデバイスの特定の具体例の模式図を図６に示す。このマイクロ流体デバイスは
、各々ダブルＴクロスインジェクターを持つ１６のマイクロチャネルよりなった。チャネ
ルの横断面の寸法（幅９０μｍおよび深さ４０μｍ）ならびに陽極とクロスインジェクタ
ーとの間のチャネルの長さ（２５ｃｍ）は、すべてのチャネルにつき等しかった。各チャ
ネルについての分離長（交差と励起／検出窓との間の距離）は、１６～２０ｃｍの範囲に
ある。陰極ウェルとインジェクターとの間の横断面の面積は、全ての抵抗および、従って
、陰極と交差との間の電場がバイアス下で本質的に等しいように調節した。これにより、
試料によって経験された電場が、試料が負荷された分離チャネルにかかわらず同一である
ことを保証した。すべてのチャネルについての交差電圧は本質的に同一であった。試料注
入のための試料入口および試料廃棄アームは、双方とも長さ２.５ｍｍであった。双方の
チャネル間のオフセットは５００μｍであった。
【００７７】
　実施例１Ｂ：チップおよび支持体作製
　チップは、加熱エンボス法によりパターン化し、穿孔してアクセスホールを形成し、次
いで、拡散結合させてチャネルを密閉した。マスターを化学的湿式エッチングプロセスを
用いて、写真平版によりガラスに作製した。次いで、このガラスマスターを用いて、電気
鋳造することによりニッケル・コバルトエンボスツールを作製して、ガラスマスターのネ
ガティブ複製を生成した。
Ｚｅｎｏｒ（商標）－１４２０Ｒフィルムのシート（５"×２"のサイズおよび１８８μｍ
の厚み）を基材材料として用いた。これらのシートにおいては、陰極、陽極、試料および
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廃液アクセスホールを穿孔により形成した。この後、基材へエンボスツール上のチップデ
ザイン特徴を加熱エンボスした。エンボス法は、図７に示すスタックを１３５℃の１５分
間の加熱水圧プレスおよび１２５０ｐｓｉの圧縮圧力に入れることにより達成した。スタ
ックは、１２５０ｐｓｉの圧縮力下に保持し、放出に先立ち３８℃に冷却させた。ノルボ
ルネンモノマーを含有する薄い熱可塑性ポリマーでのこのチップの製作は、励起および検
出窓での低バックグラウンド蛍光を生じさせた。高結合強度の分散結合の達成は、高粘度
ふるい用マトリックスの使用を可能とした。
【００７８】
　基材の拡散結合は、基材上へのＺｅｎｏｒ（商標）－１４２０Ｒフィルムのシート（５
"×２"のサイズおよび１８８μｍの厚み）を整列させ、このスタックを加熱および圧力に
付して達成した。接着剤をフィルムのシート間に適用せず；結合を完全に加熱および圧力
によって達成した。チップの最終の厚みは約３７６μｍであった。この方法により作製し
た分離チップをテストして、破壊前に少なくとも８３０ｐｓｉの圧力に耐えることができ
ることを示した。
【００７９】
　図８は、３／８"の厚みのアクリル板（ＧＥ Ｐｌａｓｔｉｃ）からＣＮＣミリングによ
り作製したチップ支持体を示す。チップ支持体は３つの主要部分：陰極ボード、センター
部品および陽極ボードよりなった。陰極ボードは陰極ウェル、試料および廃棄物ウェルな
らびに配列穴部を含んだ。陽極ボードは陽極ウェルおよび配列穴部を含んだ。陰極ボード
および陽極ボードの双方は、試料注入につき十分な試料容積および電気泳動用につき十分
な緩衝液容積を供するために厚み３／８"であった。センター部分は厚み０.０４"であり
、マイクロチャネル中へのレーザー誘起蛍光検出用の「検出窓」として開口部を有した。
この配置を用いて、分離チップからの自己蛍光は、約３７６μｍの厚みの基材により支配
されるようになる。分離チップは、両側の圧力感受性接着剤でチップ支持体に付着させた
。接着剤を分離緩衝液およびふるい用マトリックスに不活性となるように選択した。支持
体および分離チップを感圧エポキシで付着させた。励起および検出領域におけるプラスチ
ックの厚みは、この領域において担体上でカットアウトを作成することにより最小限にし
た。
【００８０】
　Ｚｅｎｏｒ（商標）－１４２０Ｒの光学発光スペクトルは、蛍光色素で蛍光検出を制限
した５７０ｎｍのラマン発光ピークを有する。図９は、典型的なガラス分離チップ（Glas
s １.４ｍｍおよびGlass ０.７ｍｍ）と比較したプラスチックチップ（ＰＣｈｉｐｌおよ
びＰＣｈｐ２）の低自己蛍光を示す。プラスチックチップの低自己蛍光は、ＣＯＰポリマ
ーを選択し、検出領域におけるデバイスの厚みを最小限にすることにより、および薄いフ
ィルムでデバイスを作製することにより達成した。
【００８１】
　実施例１Ｃ：表面修飾およびふるい用マトリックス
　表面修飾は、最初に脱イオン水、続いて１Ｍ ＮａＯＨでマイクロチャネル表面を予め
処理することにより達成した。窒素フラッシュを適用して、チャネルから流体を除去した
。表面処理後に、チャネルを介して０.１％（ｗ／ｖ）のヒドロキシプロピルメチルセル
ロース（ＨＰＭＣ）溶液を流し、それに続いて、室温にて一晩インキュベートした。高純
度窒素を用いて、チャネルを通じてフラッシュして、チャネルの内部の流体を除去した。
【００８２】
　これらの実験に用いたふるい用マトリックスは、７Ｍ尿素および１Ｘ ＴＴＥ（Ａｍｒ
ｅｓｃｏ）緩衝液中の４％線形ポリアクリルアミド（ＬＰＡ）であった。
【００８３】
　実施例１Ｄ：電気泳動ＳＴＲサイジング
　核酸分析の電気泳動の分離および分析は、Ｇｅｎｅｂｅｎｃｈ－ＦＸ（商標）シリーズ
１００（Network Biosystems, Inc., Woburn, MA） で行った。この機器は、プラスチッ
ク分離チップおよびチップ支持体を受入れ、チップおよび機器の間の良好な光学的、電気
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的および熱カップリングを可能にするように構成した。チャンバーの温度を操作の全体に
わたって５０℃に維持した。
【００８４】
　ＤＮＡサイジング実験では、ヒトのゲノムＤＮＡを、ＡＢＩ ＡｍｐＦＩＳＴＲキット
（Applied Biosystems Inc., Foster City, CA）で増幅した。ＰＣＲ生成物（２.７μＬ
）を０.３μＬのサイジング標準および１０μＬのホルムアミドと混合して、分析のため
に試料ウェルに負荷した。アッセイは、陽極ウェルに３９００Ｖの電位差を印加し、陰極
ウェルをアースすることにより、試料導入に先立って６分間１５６Ｖ／ｃｍで行う予めの
電気泳動よりなった。ＤＮＡ試料は、１８秒間３５０Ｖ／ｃｍの電場を印加することによ
り導入することに続いて、試料および廃棄物ウェルを横切る３５０Ｖ／ｃｍの電場を印加
し、同時に陰極および陽極のウェルを横切る１５.６Ｖ／ｃｍの電場を印加することによ
り、１.２分間２重の負荷を行った。試料注入後に、電気泳動ＤＮＡ分離を、４０分間８
００Ｖの障害電圧を維持しつつ、陰極および陽極を横切る１５６Ｖ／ｃｍの電場を印加す
ることにより行なった。
【００８５】
　ＤＮＡ配列決定実験については、Ｍ１３プラスミドをＧＥ Ａｍｅｒｓｈａｍ ＤＹＥｎ
ａｍｉｃ（商標） ＥＴ色素ターミネーターサイクル配列決定キット（GE Healthcare）で
サイクル配列決定し、エタノール沈殿させ、次いで１０μＬ脱イオン水中に再懸濁させた
。分離アッセイは、陽極ウェルにて３９００Ｖの電位差を印加し、陰極ウェルをアースす
ることにより、試料導入に先立ち６分間１５６Ｖ／ｃｍで行う予めの電気泳動よりなった
。ＤＮＡ試料は、６０秒間３５０Ｖ／ｃｍの電場を印加することにより導入した。試料注
入後に、電気泳動のＤＮＡ分離を６０分間４００Ｖの障害電圧を維持しつつ陰極および陽
極のウェルを横切る１５６Ｖ／ｃｍの電場を印加することにより行なった。ＤＮＡ分離分
解能をＰｅａｋｆｉｔ（登録商標）からのピーク情報（ピーク間隔およびピーク幅）を抽
出することにより計算した。
【００８６】
　分離の成功をプラスチックチップにおける１６レーン中で同時に達成した。図１０は、
５色標識キット（ＡＢＩ ＡｍｐＦｌＳＴＲ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｌｅｒキット）から対立形
質ラダーにつき対立遺伝子と呼ばれるプロフィールを示す。これらの結果は、本発明のデ
バイスがプラスチックチップにおいて５色で分離でき、明らかに、単一塩基対だけに同等
な距離によって間隔を空けたものを含めた対立遺伝子を解析できることを示した（ＴＨＯ
 １、対立遺伝子９.３および１０）。図１１は、９９４７ＡのヒトゲノムＤＮＡについて
の対立遺伝子と呼ばれるＳＴＲプロフィールを示し、これは、全プロフィールが１.０ｎ
ｇのＤＮＡテンプレートで達成されたことを示している。図１２は、＞４８０ｂｐまでに
ついてＲ＞０.４での分解能を示し、これは４８０ｂｐまでの単一塩基分解能を示す。図
１３は、１ヌクレオチドだけ間隔が空いた２つの対立遺伝子が、曖昧さなくして明確に分
離できることを示すことによるこの分解能を示す。図１４および１５は、単一塩基対の分
解能を示すＤＮＡ配列決定プロフィールを示す。
【００８７】
実施例２
　動電学的注入プラスチックチップ
　実施例２Ａ：チップデザイン
　本発明の電気泳動の分離チップのもう一つの配置は、分離のために単一チャネルを用い
る。各試料を動電学的な試料注入により分離チャネルに導入する。この別法のアプローチ
は、小試料容積の使用および分離プロセスにおけるかなりの単純化を可能とする。動電学
的な試料注入についてのチップデザインの模式図を支持体および分離チップ領域を示す図
１６の分離図で示す。このデバイスは、分離長が有効には２０ｃｍである１６のマイクロ
チャネルよりなる。各チャネルは、各末端にアクセスホールを有する。チャネルは幅９０
μｍおよび深さ４０μｍである。
【００８８】
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　実施例２ｂ：デバイス作製
　図１６のデバイスは上記の断面図に記載された手順に従って作製される。要約すると、
アクセスホール（直径が１ｍｍ）は１８８μｍの厚みを持つＣＯＰフィルム（Ｚｅｏｎｏ
ｒ（商標）１４２０Ｒ）に形成される。次いで、チャネルパターン（幅９０μｍおよび深
さ４０μｍ）を加熱エンボス法により形成する。ＣＯＰ（Ｚｅｏｎｏｒ（商標）１４２０
Ｒ）のカバーを基材に拡散結合して、チャネルを密閉する。
【００８９】
　実施例２Ｃ：電気泳動
　デバイスを上記の断面図に記載したチャネルに表面修飾を適用することにより、分離の
ために調製する。これに続いて、チャネルをふるい用マトリックスで充填する。試料を試
料／陰極リザーバに負荷する。注入場を電極を介して試料に適用して、負に帯電したＤＮ
Ａを分離チャネルに注入する。チャネルへのＤＮＡの注入に続いて、緩衝液（１Ｘ ＴＴ
Ｅ；Ａｍｅｒｅｓｃｏ）を試料容積の１０倍容積で試料／陰極リザーバに添加する。電場
を陰極および陽極を横切って印加して、分離チャネルの下の注入プラグからＤＮＡを分離
する。この添加は、試料／陰極にある試料を希釈するように機能し、緩衝液を負荷するに
先立ち試料を取り出す必要性はない。分離および検出をＧｅｎｅｂｅｎｃｈ－ＦＸ（商標
）シリーズ１００機器で行い、データ分析を先の実施例に記載されたソフトウェアで行う
。
【００９０】
　実施例３
　ＤＮＡ配列決定
　ＤＮＡ配列決定分析については、ＤＮＡテンプレートをＰＣＲ酵素ＳｐｅｅｄＳＴＡＲ
 ＨＳ（Ｔａｋａｒａ, Ｍａｄｉｓｏｎ, ＷＩ）（Ｕ／μＬ）：０.０２５、Ｆａｓｔ緩衝
液１：１ｘ、ｄＮＴＰ：０.２５ｍＭ、プライマー（順方向）：２５０ｎＭおよびプライ
マー（逆方向）：２５０ｎＭよりなる反応ミックス中で増幅する。所望のレベルの鋳型Ｄ
ＮＡをミックスに添加する。ＤＩ水またはＴＥ緩衝液（トリス１０ｍＭまたはＥＤＴＡ０
.１ｍＭ）を１０μＬの全容積まで反応ミックスに添加する。ＰＣＲ反応ミックスの熱サ
イクルは、製造者の推奨したプロトコールに従い、９５℃での６０秒間のホットスタート
活性化、３０サイクルの変性、アニーリングおよび伸長（９８℃で５秒間、５５℃で１０
～１５秒間、次いで、７２℃での５～１０秒／ｋｂｐ）よりなった。
【００９１】
　全ＰＣＲ生成物を３０Ｋ ＭＷＣＯ ＵＦフィルター（Pall, East Hills, NY）を用い、
製造者のプロトコールに従い、きれいにする。ＤＩ水中のＤＮＡよりなるきれいにした生
成物を希釈するか、あるいは配列決定反応用のテンプレートとしてその全てを適用する。
【００９２】
　ＰＣＲテンプレートのサイクル配列決定は、以下の反応ミックスで半分強度の反応にて
ＤＹＥｎａｍｉｃ（商標） ＥＴターミネーターサイクル配列決定キット（ＧＥ Ａｍｅｒ
ｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）を用いて行なった。配列決定プレミックス：４μＬ
、希釈緩衝液：４μＬ、プライマー（１０μＭ）：５ｐｍｏｌ。ＤＮＡテンプレートを配
列決定反応ミックスに添加した。ＤＩ水を２０μｌの全容積まで反応ミックスに添加した
。製造者の推奨したサイクリングプロトコールに従い、用いたサイクリング条件は、３０
サイクルの（９５℃で２０秒間、５０℃で１５秒間、６０℃で６０秒間）よりなった。
【００９３】
　配列決定反応ミックスをエタノール沈澱によりきれいにした。沈殿生成物を１３μｌの
ＤＩ水に再懸濁し、分離および検出用の試料として用いた。
【００９４】
　ＳＴＲ分析については、増幅は、以下のものよりなる反応ミックスを用いて１０μＬ反
応で実行した：ＰＣＲ酵素ＳｐｅｅｄＳＴＡＲ ＨＳ（Ｔａｋａｒａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、
ＷＩ）（Ｕ／μＬ）：０.０３１５、Ｆａｓｔ緩衝液１：１ｘ、プライマーセット：２μ
ｌ、Ｆａｓｔ緩衝液１：１ｘ、ｄＮＴＰｓ：２００μＭ、プライマー（順／逆方向）：２
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μＬよりなる（AmpFlSTR Profiler（商標）, COFiler（商標）または Identifiler（商標
） （Applied Biosystems, Foster City, CA）より）。
【００９５】
　サイクリングプロトコールは、９５℃で６０秒間のホットスタート活性化に続いて、２
８サイクルの変性、アニーリングおよび伸長（９８℃で４秒間、５９℃で１５秒間、７２
℃で5秒間）および７２℃での６０秒間の最終伸長よりなる酵素製造者の条件に従った。
ＰＣＲ生成物は、分離および検出用試料として用いた。また、別法として、ＰＣＲ生成物
を精製し、分離および検出用試料として用いることができる。
【００９６】
　前記の開示は本発明のある特定の具体例を強調し、それに対するすべての変形または代
替的な等価物が、添付した特許請求の範囲に記載された本発明の精神および範囲内にある
ことは理解されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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