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(57)【要約】
本発明は、被験者から、例えば、被験者の皮膚から、ま
たは皮膚の下において血液（または他の体液）を受容す
るためのシステムおよび方法に概して関する。一部の場
合において、血液（または他の体液）は、膜または他の
基材上に堆積させられてもよい。例えば、血液は、基材
に吸収され、一部の場合において、乾燥した血斑を生じ
させるために乾燥させられてもよい。一側面において、
本発明は、物質移送構成要素（例えば、１本以上の極微
針を含有し得る）を含むデバイスを使用して、被験者か
ら、例えば、皮膚から血液を受容し、例えば、血液を吸
収するための基材上に血液を方向付けるためのデバイス
および方法を概して対象とする。基材は、いくつかの実
施形態では、濾紙または綿ベースの紙を備えてもよい。
基材上での一部の血液の吸収後に、基材は、デバイスか
ら除去され、発送または分析されてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の皮膚からおよび／または皮膚の下から血液を受容するためのデバイスであって
、該デバイスは、
　該被験者の該皮膚から血液を受容するための物質移送構成要素と、
　真空チャンバであって、該真空チャンバは、血液が該物質移送構成要素から該デバイス
の中へ受容される前において、大気圧未満の内圧を有する、真空チャンバと、
　該被験者から受容される血液を吸収するための基材と
　を備える、デバイス。
【請求項２】
　前記基材は、血斑膜である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記基材は、濾紙を備える、請求項１または２のうちのいずれか一項に記載のデバイス
。
【請求項４】
　前記基材は、綿ベースの紙を備える、請求項１～３のうちのいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項５】
　前記基材は、Ｗｈａｔｍａｎ　９０３ＴＭ紙を備える、請求項１～４のうちのいずれか
一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記デバイスは、陥凹を備え、該陥凹は、前記血液を吸収するための基材を含有する、
請求項１～５のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記血液を吸収するための基材は、前記真空チャンバに近接して配置される、請求項１
～６のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記血液を吸収するための基材は、前記真空チャンバ内に配置される、請求項１～６の
うちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　ビーズ撹乱器をさらに備え、該ビーズ撹乱器は、前記物質移送構成要素に近接して配置
される、請求項１～８のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記ビーズ撹乱器は、突出を備える、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記ビーズ撹乱器は、前記物質移送構成要素から受容された血液を、前記血液を吸収す
るための基材に少なくとも部分的に方向付ける、請求項９または１０のうちのいずれか一
項に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記基材は、実質的に円形である、請求項１～１１のうちのいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項１３】
　前記基材は、約５ｃｍ２以下の面積を有する、請求項１～１２のうちのいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記デバイスは、前記被験者から受容された血液を吸収するための複数の基材を備える
、請求項１～１３のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記複数の基材のうちの少なくとも一部は、前記デバイス内の異なる場所に配置される
、請求項１４に記載のデバイス。
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【請求項１６】
　血液を吸収するための第２の基材をさらに備え、該第２の基材は、前記血液を吸収する
ための基材と直接物理的に接触して配置される、請求項１～１５のうちのいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記基材は、タブをさらに含有する、請求項１～１６のうちのいずれか一項に記載のデ
バイス。
【請求項１８】
　前記デバイスは、乾燥剤をさらに備える、請求項１～１７のうちのいずれか一項に記載
のデバイス。
【請求項１９】
　前記乾燥剤は、前記血液を吸収するための基材と気体連通している、請求項１８に記載
のデバイス。
【請求項２０】
　前記デバイスの一部分は、気密部分を作成するように密閉可能であり、該気密部分は、
前記血液を吸収するための基材を包囲している、請求項１～１９のうちのいずれか一項に
記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記デバイスの一部分は、可動部分を備え、該可動部分は、適所の中へ移動させられた
ときに、前記気密部分を密閉状態で作成する、請求項２０に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記デバイスは、前記物質移送構成要素の少なくとも一部分を覆うためのカバーを備え
る、請求項１～２１のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記カバーは、乾燥剤を備える、請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２４】
　追跡装置をさらに備える、請求項１～２３のうちのいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記追跡装置は、ＲＦＩＤタグを備える、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記基材は、安定剤をさらに備える、請求項１～２５のうちのいずれか一項に記載のデ
バイス。
【請求項２７】
　前記安定剤は、キレート剤を備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記安定剤は、酵素阻害薬を備える、請求項２６または２７のうちのいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項２９】
　前記安定剤は、溶解剤を備える、請求項２６～２８のうちのいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項３０】
　被験者の皮膚からおよび／または皮膚の下から体液を受容するためのデバイスであって
、該デバイスは、
　該被験者の皮膚から該体液を受容するための物質移送構成要素と、
　真空チャンバであって、該真空チャンバは、該体液が該物質移送構成要素から該デバイ
スの中へ受容される前において、大気圧未満の内圧を有する、真空チャンバと、
　該被験者から受容される該体液を吸収するための基材と
　を備える、デバイス。
【請求項３１】
　被験者の皮膚にデバイスを適用することであって、該デバイスは、該被験者の皮膚に減



(4) JP 2014-516644 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

圧を印加する、ことと、
　血液の少なくとも一部分が、該血液を吸収するための基材に接触するように、該被験者
の皮膚から該デバイスの中へ該血液を引き出すことと
　を含む、方法。
【請求項３２】
　被験者の皮膚に減圧を印加することによって、デバイスの中へ血液を受容することを含
み、該デバイス内の該血液の少なくとも一部分は、前記血液を吸収するための基材に接触
する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる米国仮特許出願第６１／４８０，９４１号（２０
１１年４月２９日出願、名称「Ｐｌａｓｍａ　ｏｒ　Ｓｅｒｕｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｖａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｕｎｄｅｒ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅ
ｓｓｕｒｅ」）、およびＢｅｒｎｓｔｅｉｎらによる米国仮特許出願第６１／５４９，４
３７号（２０１１年１０月２０日出願、名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂ
ｌｏｏｄ　Ｓｐｏｔｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｂｏｄｉｌｙ　Ｆｌｕｉｄｓ」）の利益を主
張する。これらの出願の各々は、参照することによって本明細書に援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、被験者から、例えば、被験者の皮膚から、または皮膚の下において
、血液（または他の体液）を受容するためのシステムおよび方法に関する。場合によって
は、血液（または他の体液）は、膜または他の基材上に堆積させられてもよい。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　静脈切開術または静脈穿刺は、静脈内療法の目的のために、静脈内アクセスを得る、ま
たは静脈血液の試料を得るプロセスである。このプロセスは、典型的には、救急救命士、
瀉血専門医、医師、看護師等を含む医療施術者によって実践される。実質的機器は、例え
ば、ＶａｃｕｔａｉｎｅｒＴＭ（Ｂｅｃｔｏｎ，Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｍｐ
ａｍｙ）およびＶａｃｕｅｔｔｅＴＭ（Ｇｒｅｉｎｅｒ　Ｂｉｏ－Ｏｎｅ　ＧｍＢＨ）シ
ステム等、真空排気された（真空）管の使用を含め、被験者から血液を得ることが必要と
される。他の機器は、皮下注射針、注射器等を含む。しかしながら、そのような手技は、
複雑であって、施術者の高度な訓練を要求し、多くの場合、非医療環境において行うこと
ができない。故に、皮膚から血液または他の流体を得る方法の改良が依然として必要とさ
れる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　（概要）
　本発明は、概して、被験者から、例えば、被験者の皮膚から、または皮膚の下において
血液（または他の体液）を受容するためのシステムおよび方法に関する。場合によっては
、血液（または他の体液）は、膜または他の基材上に堆積させられてもよい。本発明の主
題は、場合によっては、相関生成物、特定の問題の代替的解決法、および／または１つ以
上のシステムおよび／または部品の複数の異なる用途を含む。
【０００５】
　一側面では、本発明は、概して、被験者の皮膚から、および／または皮膚の下から、血
液を受容するためのデバイスを対象とする。一組の実施形態では、このデバイスは、被験
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者の皮膚から血液を受容するための物質移送構成要素と、血液が物質移送構成要素からこ
のデバイスの中へ受容される前に大気圧未満の内圧を有する真空チャンバと、被験者から
受容される血液を吸収するための基材とを含む。
【０００６】
　別の一組の実施形態では、このデバイスは、被験者の皮膚から体液を受容するための物
質移送構成要素と、体液が物質移送構成要素からこのデバイスの中へ受容される前に大気
圧未満の内圧を有する真空チャンバと、被験者から受容される体液を吸収するための基材
とを含む。
【０００７】
　本発明は、別の一組の実施形態では、概して、方法を対象とする。一組の実施形態では
、本方法は、場合によっては、このデバイスが被験者の皮膚に減圧を印加する、被験者の
皮膚にデバイスを適用する行為と、血液の少なくとも一部分が血液を吸収するための基材
に接触するように、被験者の皮膚からこのデバイスの中へ血液を引き出す行為とを含む。
【０００８】
　本方法は、別の一組の実施形態では、デバイス内の血液の少なくとも一部分が、血液を
吸収するための基材に接触する被験者の皮膚に減圧を印加することによって、デバイスの
中へ血液を受容する行為を含む。
【０００９】
　一側面では、本発明は、概して、血液または間質液等の物質を受容する目的で、皮膚に
極微針（または他の物体）を挿入するための、単純、一部品、薄型、大加速度、高エネル
ギーの作動機構を対象とする。一組の実施形態では、本発明のデバイスは、動作の容易性
、動作の速度、疼痛の低減または排除等における利点を提供することができる設置アクチ
ュエータによって作動させられる。
【００１０】
　別の側面では、本発明は、本明細書で説明される実施形態のうちの１つ以上、例えば、
被験者から血液等の流体を受容するためのデバイスを作製する方法を対象とする。別の側
面では、本発明は、本明細書で説明される実施形態のうちの１つ以上、例えば、被験者か
ら血液等の流体を受容するためのデバイスを使用する方法を対象とする。
【００１１】
　本発明の他の利点および新規の特徴は、添付図面と併せて考慮されることによって、本
発明の種々の非限定的実施形態の以下の詳細な説明から明白となるであろう。本明細書お
よび参照することにより組み込まれる文書が、相反する、および／または矛盾する開示を
含む場合、本明細書が優先するものとする。参照することにより組み込まれる２つ以上の
文書が相互に対して相反するか、および／または矛盾する開示を含む場合には、より最近
の発効日を有する文書が優先するものとする。
【００１２】
　概略的であり、一定の縮尺で描かれることを目的としていない添付図面を参照して、本
発明の非限定的実施形態を一例として説明する。図中、図示されるそれぞれの同一または
ほぼ同一の構成要素は、典型的には、単一の数字によって表される。明確にするために、
全ての構成要素が全ての図で標識されるわけでも、当業者が本発明を理解することを可能
にするために図示が必要ではない、示される本発明の各実施形態の全ての構成要素が標識
されるわけでもない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１Ａ－１Ｂは、本発明のある実施形態による、血液または他の体液を吸収する
ための基材を含むデバイスを図示する。
【図２Ａ】図２Ａ－２Ｂは、本発明の種々の実施形態による、血液または他の体液を吸収
するための基材を含む付加的なデバイスを図示する。
【図２Ｂ】図２Ａ－２Ｂは、本発明の種々の実施形態による、血液または他の体液を吸収
するための基材を含む付加的なデバイスを図示する。
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【図３】図３は、複数の基材を含む、一実施形態を図示する。
【図４】図４は、本発明のある実施形態における、タブまたはハンドルを含む種々の基材
を図示する。
【図５】図５Ａ－５Ｂは、本発明のある実施形態による、アプリケータ領域を図示する。
【図６】図６Ａ－６Ｂは、本発明のある実施形態における、皮膚の表面上の体液のプール
の形成を図示する。
【図７】図７Ａ－７Ｂは、本発明のある実施形態による、種々の毛細管を図示する。
【図８】図８Ａ－８Ｃは、設置アクチュエータを図示する、なおも別の実施形態における
デバイスを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、概して、被験者から、例えば、被験者の皮膚から、または皮膚の下において
血液（または他の体液）を受容するためのシステムおよび方法に関する。場合によっては
、血液（または他の体液）は、膜または他の基材上に堆積させられてもよい。例えば、血
液は、基材に吸収され、場合によっては、乾燥した血斑（ｂｌｏｏｄ　ｓｐｏｔ）を生じ
させるように乾燥させられてもよい。一側面では、本発明は、概して、物質移送構成要素
（例えば、１本以上の極微針を含有し得る）を含むデバイスを使用して、被験者から、例
えば、皮膚から血液を受容し、例えば、血液を吸収するための基材上に血液を方向付ける
ためのデバイスおよび方法を対象とする。基材は、いくつかの実施形態では、濾紙または
綿ベースの紙を備えてもよい。基材上の一部の血液の吸収後、基材は、このデバイスから
除去され、発送または分析されてもよい。場合によっては、このデバイス自体が、発送ま
たは分析されてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、基材が、このデバイスの、随
意で乾燥剤を含有する気密部分内に含有されるように、このデバイスの一部分が密閉され
てもよい。他の側面は、概して、血液（または、他の体液）を受容するための他のデバイ
ス、そのようなデバイスを有するキット、そのようなデバイスを作製する方法、そのよう
なデバイスを使用する方法等を対象とする。
【００１５】
　既述のように、本発明のある側面は、血液および／または他の体液を吸収するための基
材、例えば、血斑膜を対象とする。したがって、いくつかの実施形態では、血斑が、血斑
膜上に産生されてもよい。これらの場合において、このデバイス内のチャネルは、非常に
多孔性であり得、かつ流体を収集し得る血斑膜の容積に対して小さい容積を有してもよい
。血斑膜は、ある実施形態では、流体を収集するために使用される。血斑膜は、ある場合
では、（本明細書で論議される分離膜とは対照的に）細胞／血漿を分離するために使用さ
れない。流体は、血斑膜の全体または一部分を充填してもよい。第２の疎水性膜は、いく
つかの実施形態では、収集膜の上に配置されてもよい。いったん流体が疎水性膜に接触す
ると、流体収集が停止してもよい。血斑膜は、乾燥するためにこのデバイスの中にとどま
ってもよく、ついで、このデバイスから除去されることができる。いくつかの実施形態で
は、血斑膜は、このデバイスから除去され、このデバイスの外側で乾燥させられてもよい
。場合によっては、膜は、乾燥させられない。血斑膜に向かって採血するために真空が使
用される場合、真空は、少なくともいくつかの実施形態では、このデバイスからの血斑膜
の除去の前に放出されてもよい。
【００１６】
　一組の実施形態では、基材は、被験者の皮膚から血液を受容するためのデバイス内に含
有される。そのようなデバイスの実施例、ならびに血液および／または他の体液を吸収す
るための基材を含有することが可能なそのようなデバイスの詳細は、以下で詳細に論議さ
れる。血液および／または他の体液を吸収するための基材が利用され得るデバイスの付加
的な実施例は、あらゆる目的でその全体が参照することにより本明細書に組み込まれるＧ
ｏｎｚａｌｅｓ－Ｚｕｇａｓｔｉらによる「Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｒｅ
ｃｅｉｖｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題された２０１１年４月２９日出願の米国仮特許出願
第６１／４８０，９７７号に見出すことができる。
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【００１７】
　一組の実施形態では、血液を吸収するための基材は、例えば、このデバイスによって受
容される血液または他の体液を吸収することが可能である紙を備えてもよい。基材は、接
触する任意の血液（または他の体液）を部分的または完全に吸収することが可能であり得
る。例えば、基材は、例えば、セルロースフィルタ、綿繊維（例えば、綿くず）、ガラス
繊維等でできている、濾紙、セルロースフィルタ、綿ベースの紙を備えてもよい。市販さ
れている具体的な非限定的実施例は、Ｓｃｈｌｅｉｃｈｅｒ　＆　Ｓｃｈｕｅｌｌ　９０
３ＴＭまたはＷｈａｔｍａｎ　９０３ＴＭ紙（Ｗｈａｔｍａｎ　９０３ＴＭ　Ｓｐｅｃｉ
ｍｅｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐａｐｅｒ）（Ｗｈａｔｍａｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｋｅｎｔ，ＵＫ）、あるいはＡｈｌｓｔｒｏｍ　２２６検体収
集紙（Ａｈｉｓｔｒｏｍ　Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　ＬＬＣ，Ｍｏｕｎｔ　Ｈｏｌｌｙ　Ｓ
ｐｒｉｎｇｓ，ＰＡ）を含む。いくつかの実施形態では、紙は、ＣＬＳＩ（Ｃｌｉｎｉｃ
ａｌ　ａｎｄ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）ＬＡ
４－Ａ５合意標準の要件に従って確証されるものであってもよい。しかしながら、紙の代
わりに、および／または紙に加えて、他の材料もまた、血液を吸収するための基材に使用
されてもよい。例えば、血液（または他の体液）を吸収するための基材は、ガーゼ、布、
段ボール、発泡体、フォームボード、板紙、ポリマー、ゲル等を含んでもよい。場合によ
っては、吸収基材は、少なくとも約０．００１ｍ２／ｇ、少なくとも約０．００３ｍ２／
ｇ、少なくとも約０．００５ｍ２／ｇ、少なくとも約０．０１ｍ２／ｇ、少なくとも約０
．０３ｍ２／ｇ、少なくとも約０．０５ｍ２／ｇ、少なくとも約０．１ｍ２／ｇ、少なく
とも約０．３ｍ２／ｇ、少なくとも約０．５ｍ２／ｇ、または少なくとも約１ｍ２／ｇの
表面積を有してもよい。場合によっては、吸収基材は、約１００ｇ／ｍ２から約２００ｇ
／ｍ２、または約１５０ｇ／ｍ２から約２００ｇ／ｍ２の表面積を有してもよい。
【００１８】
　血液が、基材を形成する繊維または他の材料内に埋め込まれるように、および／または
血液が、基材を形成する繊維または他の材料の間の空間に埋め込まれるように、血液（ま
たは他の体液）は、基材に吸収されてもよい。例えば、血液は、機械的および／または化
学的に（例えば、凝固および／または基材を形成する繊維または他の材料との反応を介し
て）基材内または上に保持されてもよい。
【００１９】
　場合によっては、基材は、比較的少量の血液を吸収してもよい。例えば、約１ｍｌ未満
、約８００マイクロリットル未満、約６００マイクロリットル未満、約５００マイクロリ
ットル未満、約４００マイクロリットル未満、約３００マイクロリットル未満、約２００
マイクロリットル未満、約１００マイクロリットル未満、約８０マイクロリットル未満、
約６０マイクロリットル未満、約４０マイクロリットル未満、約３０マイクロリットル未
満、約２０マイクロリットル未満、約１０マイクロリットル未満、または約１マイクロリ
ットル未満の血液が、基材に吸収されてもよい。
【００２０】
　基材は、任意の形状またはサイズであってもよい。いくつかの実施形態では、基材は、
実質的に円形であり得るが、他の実施形態では、例えば、正方形または長方形といった他
の形状が可能である。基材は、任意の好適な面積を有してもよい。例えば、基材は、（例
えば、上記の容量の）血液の１つだけの斑、またはいくつかの実施形態では１つよりも多
くの斑を含有するほど十分に大きくあり得る。例えば、基材は、約１ｃｍ２以下、約３ｃ
ｍ２以下、約５ｃｍ２以下、約７ｃｍ２以下、約１０ｃｍ２以下、約３０ｃｍ２以下、約
５０ｃｍ２以下、約１００ｃｍ２以下、約３００ｃｍ２以下、約５００ｃｍ２以下、約１
０００ｃｍ２以下、または約３０００ｃｍ２以下の面積を有してもよい。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、「タブ」またはハンドル、あるいは他の別個の部分が、例え
ば、吸収された血液または他の体液の分析および／または操作を容易にするために、基材
の上に、または基材に近接して存在してもよい。ハンドルは、基材を操作するために使用
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することができる任意の部分であってもよい。例えば、ハンドルは、例えば、基材を操作
するために個人が血斑自体に触れることを要求することなく、後続の発送および／または
分析のために、このデバイスから基材を除去するために使用されてもよい。ハンドルは、
基材、および／または異なる材料、例えば、プラスチック、段ボール、木材、金属等から
形成されてもよい。場合によっては、ハンドルは、基材の全体または少なくとも一部分を
包囲してもよい。そのようなハンドルの非限定的実施例は、図４に図示される。例えば、
図４Ａでは、タブ４１は、基材２０の一体部分として形成される。図４Ｂでは、別個のハ
ンドル４４が、タブ４１を含んで、基材２０を包囲する。
【００２２】
　ある実施形態では、基材は、例えば、基材の中で血液を安定させるか、および／または
処置するために、安定剤または他の薬剤を含んでもよい。安定剤の非限定的実施例は、キ
レート剤、酵素阻害薬、または溶解剤を含む。キレート剤の実施例は、ＥＤＴＡ（エチレ
ンジアミン四酢酸）またはジメルカプロールを含むが、それらに限定されない。酵素阻害
薬の実施例は、プロテアーゼ阻害薬（例えば、アプロチニン、ベスタチン、カルパイン阻
害薬ＩおよびＩＩ、キモスタチン、Ｅ－６４、ロイペプチンまたはＮ－アセチル－Ｌ－ロ
イシル－Ｌ－ロイシル－Ｌ－アルギニナル、アルファ－２－マクログロブリン、ペファブ
ロックＳＣ、ペプスタチン、ＰＭＳＦまたはフッ化フェニルメチルスルホニル、ＴＬＣＫ
、トリプシン阻害薬等）、または逆転写酵素阻害薬（例えば、ジドブジン、ディダノシン
、ザルシタビン、スタブジン、ラミブジン、アバカビル、エムトリシタビン、エンテカビ
ル、アプリシタビン等）を含んでもよいが、それらに限定されない。溶解剤の非限定的実
施例は、蒸留水またはチオシアン酸グアニジンを含む。
【００２３】
　デバイス内で血液および／または他の体液を吸収することが可能な基材の１つの非限定
的実施例が、図１Ａに見られ得る。この図では、デバイス１０は、皮膚１５の表面に配置
される。そのようなデバイスの付加的な実施例は、以下で、および／または参照すること
により本明細書に組み込まれる文書でさらに詳細に論議される。図１Ａでは、皮膚１５か
らの血液３０（または間質液等の他の体液）は、物質移送構成要素２５を介してデバイス
１０に進入する。例えば、１本以上の極微針（ここでは示されていない）等の物質移送構
成要素２５の流動活性化体が、基材２０に向かってデバイス１０の中へ血液を流れさせる
ために使用されてもよい。この図では、基材２０は、デバイス１０に進入する血液が基材
２０と接触するように配置される。このデバイスに進入する血液の少なくとも一部分は、
基材に吸収されてもよい。しかしながら、他の構成も可能であることを理解されたい。し
たがって、例えば、血液がデバイスの中へ受容されるときに、血液（または他の体液）が
、基材の少なくとも一部分と接触することができるように、基材は、このデバイス内の任
意の好適な場所に配置されてもよい。非限定的実施例として、基材が、皮膚と同一平面で
、または例えば、物質移送構成要素の陥凹の中に配置されてもよく、基材は、血液が基材
等に到達するよう、このデバイスの一部分を通って（例えば、１つ以上のチャネルを通っ
て）流れるように、物質移送構成要素からさらに遠く離れるように配置されてもよい。い
くつかの実施形態では、基材は、このデバイスが被験者の皮膚の表面に適用されたときに
、皮膚の表面から約１ｍｍ以下、約２ｍｍ以下、約３ｍｍ以下、約４ｍｍ以下、または約
５ｍｍ以下だけ離れるように配置されてもよい。
【００２４】
　ここで、図１Ｂを参照して、別の実施形態が説明される。本発明のある側面によるこの
デバイスおよび他のデバイスのさらなる詳細も、以下でさらに詳細に説明される。この例
の図では、デバイス１０は、被験者の皮膚１５に適用される。この図のこのデバイスは、
外部真空源、外部電源等の外部接続を要求することなく、このデバイスが、被験者から血
液を引き出して血漿または血清を産生するように機能することができるように、すなわち
、内蔵式である。他の実施形態では、しかしながら、このデバイスは、内蔵式である必要
はない。
【００２５】
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　大気圧または周囲圧力未満の真空または減圧が、以下のように、このデバイスの中への
血液３０の移動を促進するために使用されてもよい。真空は、デバイス１０内、例えば、
真空チャンバ３５内に含有されてもよい。被験者の皮膚１５の上の血液３０は、例えば、
以前に論議されたように、血液を吸収するための基材であり得る基材５０に向かって移動
して、例えば、アプリケータ領域４０を通してチャネル４５の入口４２の中へと血液をデ
バイス１０に進入させる真空または減圧に露出されてもよい。したがって、血液３０が基
材５０に到達すると、血液の少なくとも一部分は、基材５０に吸収されてもよい。場合に
よっては、一部の血液はまた、真空チャンバ３５の中へと基材５０を通過してもよい。
【００２６】
　例えば、遠隔で、またはボタン２２を押すことによる、図１Ｂに示されるこのデバイス
の作動時に、流動活性化体２５が被験者の皮膚１５の中へと設置される。流動活性化体は
、以下で、および／または参照することにより本明細書に組み込まれる文書で詳細に論議
される１本以上の針または極微針、あるいは他の流動活性化体を含んでもよい。この図に
示されるように、被験者の皮膚１５の中への流動活性化体２５の設置は、設置アクチュエ
ータ２８を使用して、または本明細書で説明されるもの等の他の技法によって達成されて
もよい。設置アクチュエータ２８は、ボタン、スイッチ、レバー、スライダ、ダイヤル、
圧縮バネ、ベルビルバネ、サーボ、回転または線形電気モータ、および／または空気圧装
置、あるいは他の好適なデバイス等の、流動活性化体２５を設置する好適な構成要素を含
んでもよい。
【００２７】
　別の非限定的実施例として、図２Ａは、本発明の別の実施形態による、流体受容デバイ
ス１０の裏面を示し、このデバイスの上面図が、図２Ｂにおいて見られ得る。図２Ａは、
開口部１３０、アプリケータ領域１３１、および流動活性化体９０を含む流体移送体１２
０を示す。この実施形態では、流動活性化体９０は、１本以上の針を含む。以下でさらに
詳細に説明されるように、針は、被験者の皮膚を穿刺するように開口部１３０から延長さ
せられ、次いで、血液または他の流体が開口部１３０に進入することを可能にするように
、開口部の中へと後退させられてもよい。つまり、被験者から血液を受容するようにデバ
イス１０を使用するために、開口部１３０が皮膚に隣接するように、基部１００が皮膚上
に配置されてもよい。その後、デバイスアクチュエータが針を設置するために押下されて
、皮膚を穿刺し、血液を放出させてもよい。血液は、開口部に進入し、貯蔵チャンバ１４
０の中に収集されてもよい。一実施形態では、血液は、開口部１３０からこのデバイスの
内部にある貯蔵チャンバの中へ血液を引き込む、デバイス１０における比較的低い圧力（
真空）の結果として、貯蔵チャンバ１４０に流入してもよい（ここでは示されていない）
。血液および／または他の体液を吸収するための基材２０は、貯蔵チャンバ内に、または
図２Ｂに示されるようにデバイスの基部１００の一部として配置されてもよい。
【００２８】
　基材上に吸収された後に、血液（または他の体液）は、本発明のある実施形態では、乾
燥および／または凝固させられてもよい。血液の凝固は、自然に、例えば、空気に露出す
ると起こってもよい。乾燥または凝固は、場合によっては、外部環境と、および／または
このデバイス内に含有される内部環境、例えば、比較的低い相対湿度を伴う環境とのガス
交換を介して起こってもよい。例えば、内部または外部環境は、相対湿度が、約５０％未
満、約３０％未満、約２５％未満、約２０％未満、約１５％未満、約１０％未満、または
約５％未満である環境であってもよい。具体的実施例として、内部環境は、このデバイス
が使用前に比較的低い相対湿度を有するか、および／またはこのデバイス内の相対湿度を
制御するために乾燥剤が使用され得るように、「事前パッケージ」されてもよい。場合に
よっては、このデバイスは、乾燥および／または凝固を促進するように、抵抗加熱器等の
熱源を含んでもよい。
【００２９】
　したがって、いくつかの実施形態では、このデバイスは、乾燥剤を含有してもよい。乾
燥剤は、このデバイスに「事前パッケージ」されてもよく、および／または乾燥剤は、血
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液または他の体液がこのデバイスの中へ受容された後に追加されてもよい。例えば、血液
がこのデバイスの中へ受容された後に、カバーまたは蓋が、このデバイスの上に置かれて
もよく、カバーまたは蓋は、乾燥剤を含有する。このデバイスにとって潜在的に好適な乾
燥剤の非限定的実施例は、Ｐ２Ｏ５、ＣａＳＯ４、ＣａＣｌ２、シリカ等の固体乾燥剤を
含む。乾燥剤は、吸収された血液（または他の体液）を含む基材と同一のチャンバの中に
このデバイス内で存在してもよく、および／または乾燥剤は、このデバイス内の異なるチ
ャンバ、例えば、基材とガス連通しているものの中に存在してもよい。
【００３０】
　一組の実施形態では、血液が基材上で受容された後、このデバイスは、基材の周囲に気
密シールを作成するために操作されてもよい。例えば、このデバイスの内部部分が、気密
シールを作成するように密封されてもよく、例えば、基材を包囲する封入気密チャンバを
形成する。いくつかの実施形態では、例えば、このデバイスの一部分は、デバイス内で気
密部分を作成するように移動可能または密閉可能であり得、あるいはカバーまたは蓋が、
気密部分を作成するようにデバイスに追加され、および／またはデバイス上の適所に運ば
れてもよい。このデバイスのユーザが、気密部分を作成するようにデバイスを操作しても
よく、および／またはこのデバイス自体が、例えば、被験者から物質移送構成要素の少な
くとも一部分を除去すると、気密部分を作成してもよい。例えば、一組の実施形態では、
このデバイスを包囲する外部環境から物質移送構成要素を密閉し、それにより、外部環境
との基材からのガスの交換を防止するために、カバーまたは蓋が使用されてもよい。カバ
ーまたは蓋は、任意の好適な材料、例えば、プラスチック、ゴム、金属等から形成されて
もよい。別の実施例として、弁が閉じられてもよく、またはこのデバイスが、基材を含有
するデバイス内で気密部分を形成するために弁を閉じてもよい。例えば、基材５０の周囲
に気密シールを形成するために（手動で、または自動的に）閉じることができる弁が、図
１Ｂのチャネル４５上に配置されてもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、血液または他の体液は、以降の使用および／または分析のた
めに、このデバイス内に、例えば、以前に論議されたような基材上に貯蔵されてもよい。
例えば、基材および／またはこのデバイスは、いくつかの実施形態では、例えば、分析ま
たは貯蔵のために、臨床および／または研究室環境に送られてもよい。いくつかの実施形
態では、デバイスおよび／または基材全体が、臨床および／または研究室環境に送られて
もよいが、他の実施形態では、このデバイスおよび／または基材の一部分のみが、臨床お
よび／または研究室環境に送られてもよい。例えば、発送または他の移送のために、例え
ば、基材が、このデバイスから除去されてもよく、または基材を含有するモジュールが、
このデバイスから除去されてもよい。場合によっては、基材および／またはこのデバイス
は、任意の好適な技法を使用して（例えば、郵便で、または手渡しで等）発送されてもよ
い。血液または他の体液は、乾燥形態（例えば、凝固した）で、または場合によっては少
なくとも部分的に液体である間に、発送中に存在してもよい。ある場合において、被験者
が、臨床訪問時に、基材および／またはこのデバイスを適切な人員に渡してもよい。例え
ば、医師が、被験者によって使用するために上記で論議されるようなデバイスを処方して
もよく、次に医師を訪ねるときに、被験者が、基材および／またはこのデバイスを医師に
渡してもよい。
【００３２】
　ある実施形態によれば、基材および／またはこのデバイスは、例えば、血液または他の
体液が、基材上で斑（例えば、乾燥斑）として存在する最小の準備で発送されてもよい。
場合によっては、この明細書で論議されるように、斑は、比較的小さくてもよい。例えば
、乾燥前の斑の中の血液の容量は、約１００マイクロリットル未満、約８０マイクロリッ
トル未満、約６０マイクロリットル未満、約４０マイクロリットル未満、約３０マイクロ
リットル未満、約２０マイクロリットル未満、約１０マイクロリットル未満、または約１
マイクロリットル未満であってもよい。ある実施形態では、発送は、一定温度または低温
を維持するために氷またはドライアイスを必要とすることなく、室温または周囲温度で起
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こってもよい。場合によっては、発送はまた、有害物質標識を必要とすることなく行われ
てもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、基材および／またはこのデバイスは、好適な運送用コンテナ
、例えば、封筒または箱内に含有されてもよい。例えば、封筒は、紙の封筒、段ボールの
封筒等であってもよい。箱は、例えば、紙箱、段ボール箱、プラスチック箱、金属箱等で
あってもよい。場合によっては、運送用コンテナは、例えば、布、プラスチック気泡、発
泡スチロールペレット等を詰められてもよい。場合によっては、運送用コンテナは、気密
性であり得、および／または運送用コンテナは、乾燥剤を含有してもよい。いくつかの実
施形態では、このデバイスおよび／または基材は、基材が少なくとも運送用コンテナ内の
空気に露出されるような形態で、運送用コンテナの中に配置されてもよく、気密コンテナ
および／または乾燥剤の使用は、基材内に吸収された血液または他の体液を比較的乾燥し
た状態で保つ働きをしてもよい。乾燥剤の実施例は、本明細書で説明されるものを含む。
しかしながら、他の実施形態では、乾燥剤および／または気密コンテナは、必要ではなく
てもよい。例えば、以前に論議されたように、このデバイス自体が、乾燥剤を含有しても
よく、または血液は、さらなる予防措置が不必要であるように基材上で乾燥させられても
よく、基材は、周囲条件に露出されている間に、および／またはいかなる後続の保存ステ
ップも伴わずに、発送され、または別様に操作（例えば、分析）されてもよい。
【００３４】
　一側面では、このデバイスおよび／または基材は、追跡装置を含んでもよく、および／
または追跡装置とともに発送されてもよい。追跡装置は、このデバイスの一部として、あ
るいはこのデバイス用のカバーまたは蓋の一部として存在してもよく、および／または追
跡装置は、このデバイスから分離するが、このデバイスおよび／または基材とともに発送
されるように設計されてもよい。例えば、追跡装置は、このデバイスおよび／または基材
を発送するための封筒または箱等の運送用コンテナとして形成され、または運送用コンテ
ナ内に含有されてもよい。場合によっては、例えば、追跡装置は、封筒または箱に取り付
けられてもよく、あるいは追跡装置は、このデバイスおよび／または基材とともに発送さ
れるように設計されているホルダの一部であってもよい。
【００３５】
　一組の実施形態では、追跡装置は、ＲＦＩＤ伝送機または「タグ」を含んでもよい。好
適なスキャナは、例えば、本デバイスおよび／または基材を発送するための封筒または箱
等の運送用コンテナが、例えば、臨床および／または研究室環境で受容されたときに、Ｒ
ＦＩＤタグを決定することが可能であり得る。別の実施例では、走査可能な標的が、追跡
装置として使用されてもよい。例えば、走査可能な標的は、１または２次元バーコード等
のバーコードであってもよく、線、色、パターン、形状、または任意の他の特徴、あるい
は特徴の組み合わせに基づいて、情報をコード化してもよい。いくつかの実施形態では、
走査可能な標的を操作することが可能なスキャナも、使用されてもよい。例えば、一組の
実施形態では、使用前または中に、例えば、本デバイスを起動するため、または本デバイ
スからデータを記録するため等に、本デバイスが走査可能な標的を走査することができる
ように、本デバイスは、走査可能な標的の隣に保持されてもよい。付加的な非限定的実施
例として、他の実施形態では、走査可能な標的は、基材の一部として形成されてもよく、
走査可能な標的は、基材が血液を受容した後、基材が発送される前または後、基材上の血
液（または他の体液）の分析の前または後等に、追跡されてもよい。
【００３６】
　場合によっては、血液および／または他の流体を吸収するための１つよりも多くの基材
が、本デバイスの中に存在してもよい。例えば、血液および／または他の流体を吸収する
ための１つよりも多くの基材が一緒に積み重ねられてもよい。例えば、ある場合において
、過剰な血液（または他の体液）が、本デバイスによって受容され、血液は、本デバイス
内の基材のうちの一部を飽和させることができる。積層構造の中の複数の基材の使用によ
って、いくつかの基材（例えば、中間基材）が、後続の分析に使用されてもよい一方で、
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（例えば、最上部および／または底部上の）他の基材は、過剰な血液を単に吸収するため
だけに存在する。
【００３７】
　しかしながら、既述のように、いくつかの実施形態では、１つよりも多くの基材が、後
続の分析に使用されてもよい。場合によっては、基材は、例えば、図３に関して図示され
るように、相互から分離して配列されてもよい。この図では、基材３１、３２、３３、お
よび３４は、中心領域３９の周囲に配列される。本デバイスの中へ受容される血液は、基
材３１、３２、３３、および３４のうちの一部または全てまで中心領域３５を通過しても
よく、次いで、これらのうちの一部または全ては、例えば、本明細書で論議されるもの等
の異なる被分析物について後に分析されてもよい。
【００３８】
　他の種類の基材または血斑膜もまた、本デバイス内に存在してもよい。例えば、いくつ
かの実施形態では、本デバイスは、血球および他の物質に対して透過性である分離膜を含
んでもよい。分離膜は、例えば、血液が本デバイス内の血液を吸収するための基材に接触
する前および後に、本デバイスの中のどこかに配置されてもよい。被験者から受容される
流体は、分離膜を通って流れてもよく、受容された流体は、種々のサイズの成分を含んで
もよい。例えば、本デバイスは、いくつかある成分の中でも、血球、凝固因子、タンパク
質、および血漿を含む、血液を受容してもよい。血球等のより大きい成分および他のより
大きい物質が、分離膜を通過することができない場合がある一方で、血漿は、自由に通過
することができる。抗凝固剤が血漿に導入されない場合、フィブリノゲン等の凝固因子を
含有する血漿は、凝固し、それにより、固体血栓成分および液体成分をもたらし得る。こ
の液体成分は、フィブリノゲンまたは他の凝固因子がない血漿である血清として知られて
いる。この血清は、貯蔵チャンバの中に血栓を残して、貯蔵チャンバからの分離または他
の好適な方法を介して収集することができる。抗凝固剤が血漿に導入された場合、血漿は
凝固せず、代わりに、血漿を貯蔵チャンバから収集することができる。したがって、本明
細書の全体を通して説明される実施形態は、血漿または血清を産生するために使用されて
もよい。血漿および血清の産生に関するさらなる詳細は、その全体が参照することにより
本明細書に組み込まれる、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる２０１１年４月２９日出願の「Ｐ
ｌａｓｍａ　ｏｒ　Ｓｅｒｕｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｖａｌ　ｏｆ
　Ｆｌｕｉｄｓ　Ｕｎｄｅｒ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題された米国仮特
許出願第６１／４８０，９４１号に見出すことができる。
【００３９】
　また、図３では、随意的なビーズ撹乱器５１、５２、５３、および５４も示されている
。ビーズ撹乱器は、概して、皮膚の表面上の血液等の体液の「貯留」を撹乱し、血液が、
所望の場所へ、例えば、基材へ流れることを可能にする。したがって、図３に示されるよ
うに、ビーズ撹乱器５１、５２、５３、および５４は、基材３１、３２、３３、および３
４に向かって血液を方向付けるために使用される。これは、一例にすぎず、他の実施形態
では、１、２、３個、または任意の他の好適な数のビーズ撹乱器があってもよいことを理
解されたい。さらに他の実施形態では、ビーズ撹乱器が存在していなくてもよい。本発明
のある実施形態で使用するために好適である付加的なビーズ撹乱器の非限定的実施例は、
その全体が参照することにより本明細書に組み込まれる、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる２
０１１年４月２９日出願の「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｌ
ｌｅｃｔｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　ｆｒｏｍ　ａ　Ｓｕｂｊｅｃｔ」と題された米国仮特許出
願第６１／４８０，９６０号で開示されている。
【００４０】
　ここで、図５Ａおよび５Ｂを参照して、ビーズ撹乱器を備える、そのようなデバイスの
１つの非限定的実施例が説明される。これらの図では、デバイス１０が、被験者の皮膚か
ら、および／または皮膚の下から血液または他の体液を受容するために使用される。デバ
イス１０は、被験者の皮膚１５上に配置されて示される。体液３０は、例えば、この図に
示されるような極微針２５を含む１つ以上の流動活性化体を使用して、皮膚の表面に到達
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させられる。しかしながら、他の実施形態では、以下で、および／または参照することに
より本明細書に組み込まれる文書で論議されるように、極微針２５を含む流動活性化体に
加えて、および／またはその代わりに、他の流動活性化体の配列が使用されてもよい。体
液は、アプリケータ領域４０内の皮膚１５の表面上に集合し、体液のうちの少なくとも一
部は、入口４２を通ってデバイス１０に進入してもよい。図５Ａが、側面図を示す一方で
、図５Ｂは、あるデバイスのアプリケータ領域の断面の角度付きの図を示す。
【００４１】
　皮膚の表面上の体液３０は、典型的には、皮膚の表面上で液体の「プール」または「ビ
ーズ」を形成するであろう。しかしながら、この液体のビーズは、入口４２への体液３０
の移動を防止し、または少なくとも遅延させ得る。表面上にビーズを形成する体液の自然
な傾向に対抗するために、１つ以上のビーズ撹乱器が使用されてもよい。図５Ａおよび５
Ｂに描写されるように、ビーズ撹乱器８０は、表面画定アプリケータ領域４０の一部分か
ら延在する１つ以上の突起の形態を成すことができる。しかしながら、他の実施形態では
、ビーズ撹乱器は、１つ以上の突起の代わりに、および／またはそれに加えて、他の形態
を成してもよい。ビーズ撹乱器８０との体液３０の接触時に、流体のビーズの少なくとも
一部分は、以下で詳細に論議されるように、例えば、処理、分析、貯蔵等のために、本デ
バイスに進入するために変形させられ、または別様に入口４２に向かって移動させられて
もよい。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、アプリケータ領域は、流体流動を促進し得る毛細管を含んで
もよい。流体は、毛細管作用によって、またはよらずに、毛細管に沿って移動してもよく
、例えば、真空、空気圧力、重力送給、または他の好適な方式により移動させられてもよ
い。加えて、毛細管は、任意の断面形状、長さ、直径であってもよく、いかなる特定の配
列にも限定されない。場合によっては、毛細管は、例えば、比較的狭い溝を含む毛細管細
隙であってもよい。しかしながら、毛細管細隙は、１つの配列にすぎず、他の配列が可能
である。例えば、流体は、任意の好適な断面形状の閉鎖管を通って流れてもよい。また、
ビーズ撹乱器８０および毛細管細隙９０は、必ずしも全ての実施形態で必要とされるわけ
ではなく、ある場合では、これらの一方または両方が欠けてもよいことに留意されたい。
図５Ｂに示されるように、毛細管細隙９０は、入口４２と流体連通するように配置されて
もよい。この実施形態では、アプリケータ領域４０の表面に沿って閉回路または円を形成
する単一の毛細管細隙が示されている（明確にするために図５Ｂが半分に切断されている
ことに留意されたい）。しかしながら、他の実施形態では、１本よりも多くの毛細管が存
在してもよく、および／または毛細管は、必ずしもアプリケータ領域４０の表面に沿って
閉鎖円を形成しなくてもよい。加えて、この図では、毛細管細隙９０は、アプリケータ領
域の開口部および被験者の皮膚１５と実質的に平行に配向されるものとして描写されてい
るが、他の実施形態では、他の配向も可能である。毛細管細隙９０は、この実施例では、
２つの実質的に平行な壁９２、９３、および実質的に長方形である断面形状を有するもの
として図示されている。
【００４３】
　皮膚の表面上の体液３０は、使用中に毛細管細隙９０と接触してもよく、次いで、体液
の少なくとも一部分は、例えば、毛細管作用により毛細管細隙９０に沿って流れてもよい
。それにより、毛細管は、入口４２に向かって本デバイスの中へ体液３０を誘導してもよ
い。図５に示されるように、体液のビーズの少なくとも一部分が毛細管細隙９０に進入さ
せられ得、次いで、例えば、以前に論議されたように、入口４２に向かって流体を移動さ
せることができるように、ビーズ撹乱器８０は、毛細管細隙９０の底面の一部として形成
される。
【００４４】
　アプリケータ領域は、一組の実施形態では、皮膚の表面上の体液の貯留を撹乱するため
の１つ以上のビーズ撹乱器を含有してもよい。これは、図６に示される実施例を参照して
図示されている。図６Ａでは、血液等の体液３０が、皮膚１５の表面上に存在し、例えば



(14) JP 2014-516644 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

、本明細書で論議されるような１つ以上の流動活性化体によってそこに移送される。体液
は、典型的には、皮膚を湿潤させる代わりに、皮膚の表面上にビーズまたはプールを形成
する。ビーズの形状（例えば、接触角）は、皮膚の条件（例えば、その疎水性）および／
または皮膚上の体液によって制御されてもよい。例えば、体液は、皮膚の表面上の実質的
に円形の領域中で、約３０°、約４０°、約４５°、約５０°、約５５°等の接触角で被
験者の皮膚上に貯留してもよい。多くの場合、皮膚は、比較的疎水性であり、それにより
、皮膚の表面を湿潤させるか、またはその上で拡散する代わりに、体液にビーズを形成さ
せる。さらに、より多くの体液がビーズに進入するにつれて、ビーズは、典型的には、実
質的に同一の形状を保ちながらサイズを増大させる。したがって、ビーズがアプリケータ
領域の表面に接触することができる前に、ある量の体液が身体から皮膚の表面上のビーズ
の中へ流れなければならない。
【００４５】
　図６Ｂでは、皮膚１５の表面上の体液３０に加えて、ビーズ撹乱器８０も示されている
。ビーズ撹乱器８０は、体液３０の形状を撹乱して、皮膚の表面上に貯留する体液３０の
能力を妨げ、または少なくとも改変するように成形され、配置される。したがって、この
実施例では、アプリケータ領域内の皮膚から（例えば、アプリケータ領域の中心から）退
出する体液は、最初に、皮膚の表面上の体液のプールの形状を撹乱することができるビー
ズ撹乱器と接触するであろう。場合によっては、この図に示されるように、体液３０の少
なくとも一部分は、ビーズ撹乱器８０の存在により、例えば、本デバイスの入口、または
矢印８８によって示されるように別の好適な場所に向かって、流体のプールから離れるよ
うに移動させられてもよい。
【００４６】
　ビーズ撹乱器は、種々の形態のうちのいずれかを呈してもよい。一組の実施形態では、
ビーズ撹乱器は、体液が、流動活性化体、例えば、１本以上の針および／または極微針に
よってそこに移送される陥凹等のアプリケータ領域内に存在する。１つよりも多くのビー
ズ撹乱器も、いくつかの実施形態において、存在してもよい。
【００４７】
　一組の実施形態では、アプリケータ領域と接触している第１の端部、およびアプリケー
タ領域の幾何学的中心の最も近くに位置する第２の端部を有する突出において、第１の端
部と第２の端部との間の距離に対する第１の端部の幅の比は、約１、１以上、または１未
満であってもよい。この比は、任意の好適な値を有してもよい。例えば、比は、約１（す
なわち、突出が実質的に正方形であるように）、１未満、または１以上であってもよい。
具体的な非限定的実施例として、この比は、１未満または以上、２未満または以上、３未
満または以上、４未満または以上、５未満または以上、７未満または以上、１０未満また
は以上等であってもよい。
【００４８】
　しかしながら、ビーズ撹乱器は、必ずしも突起または突出に限定される訳ではないこと
を理解されたい。例えば、ある実施形態では、ビーズ撹乱器は、例えば、２つの部分にお
いてアプリケータ領域に接続されてもよく、例えば、アプリケータ領域を横断する「スパ
ン」を形成する。いくつかの実施形態では、ビーズ撹乱器は、アプリケータ領域の幾何学
的中心を含むが、他の実施形態では、アプリケータ領域の幾何学的中心が含まれない。例
えば、ビーズ撹乱器が、３つの端部、４つの端部（例えば、「Ｘ」または十字を画定する
）、または場合によってはより多くの端部でアプリケータ領域に物理的に接触するより複
雑な形状も、いくつかの実施形態で使用されてもよい。
【００４９】
　一組の実施形態では、ビーズ撹乱器は、アプリケータ領域の一部分に沿って「棚」また
は「リップ」を備えてもよい。一部において、例えば、２つの半体のうちの１つのみがビ
ーズ撹乱器を備えるように、アプリケータ領域を、同一の体積を有する２つの半体に分割
する想像上の面を配置することができるように、ビーズ撹乱器は、アプリケータ領域の一
部分に沿って配置されてもよい。
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【００５０】
　いくつかの実施形態では、ビーズ撹乱器は、本デバイスの入口まで、例えば、本デバイ
ス内のマイクロ流体チャネル等のチャネルの入口まで、体液の流動を促進するように配置
することができる。場合によっては、以下で論議されるように、ビーズ撹乱器は、本デバ
イスへの入口までの体液の流動を促進する毛細管の一部分を形成してもよい。
【００５１】
　一組の実施形態では、アプリケータ領域は、本デバイスの入口まで、あるいは血液また
は他の流体を吸収するための基材までの体液の流動を促進することができる１本以上の毛
細管を含有する。毛細管の非限定的実施例が、図７Ａに関して示されている。この図では
、デバイスの入口４２と流体連通している毛細管９０を含む、デバイス１０のアプリケー
タ領域４０の一部分の表面が図示されている。この図では、毛細管９０は、相互に実質的
に平行であり、それにより毛細管９０を形成する壁９２、９３によって画定される。いく
つかの実施形態では、壁９２、９３の一方または両方等の毛細管９０の少なくとも一部分
はまた、ビーズ撹乱器として使用されてもよい。
【００５２】
　１本だけの毛細管が図７Ａに示されているが、他の実施形態では、本デバイスの１つ以
上の入口に至り得る１本よりも多くの毛細管が存在してもよい。毛細管は、例えば、毛細
管作用を介して毛細管の少なくとも一部分に沿う体液の流動を促進するように、任意の好
適な構成を有することができる。場合によっては、毛細管は、アプリケータ領域の少なく
とも一部分を取り巻き、または取り囲んでもよい。例えば、毛細管は、毛細管に沿った任
意の方向での体液の流動が入口に到達するように、閉回路を形成してもよい。これの１つ
の実施例は、毛細管９０および入口４２を有する図７Ｂにおいて見ることができる。
【００５３】
　毛細管は、任意の好適なサイズを有してもよい。例えば、毛細管は、約１０ｍｍ未満、
約９ｍｍ未満、約８ｍｍ未満、約７ｍｍ未満、約６ｍｍ未満、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未
満、約３ｍｍ未満、または約２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約５００ミクロン未満、約３０
０ミクロン未満、または約１００ミクロン未満の（例えば、その中の流体の流動と垂直な
）平均断面寸法を有してもよい。例えば、毛細管は、約１００から約７００マイクロメー
トルの間、または約３００から約５００マイクロメートルの間の平均断面直径を有しても
よい。平均断面寸法は、一定であり得、または例えば、入口に向かう流動を推進するため
に、毛細管に沿って変化してもよい。毛細管は、任意の断面形状、例えば、円形、卵形、
三角形、不整形、正方形、または長方形（任意のアスペクト比を有する）等を有すること
ができる。毛細管は、ある実施形態では、毛細管の全体を通して実質的に一定のままであ
る断面形状および／または領域を有してもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、毛細管全体が、アプリケータ領域に露出されてもよいが、他
の実施形態では、毛細管の一部分は、必ずしもアプリケータ領域に対して開放または露出
されなくてもよい。場合によっては、例えば、アプリケータ領域内の流体によって、実質
的に毛細管の各部分が到達されることができるように、毛細管の一部または全体がアプリ
ケータ領域と流体連通している。例えば、ある実施形態では、毛細管のいずれの部分も、
アプリケータ領域から毛細管までの流体の流動によって決定される場合、約１０マイクロ
メートル、約５マイクロメートル、約３マイクロメートル、または約１マイクロメートル
よりも遠くアプリケータ領域の一部分から離れていない。いくつかの実施形態では、毛細
管のいずれの部分も、例えば、アプリケータ領域のサイズに応じて、アプリケータ領域か
ら毛細管までの流体の流動によって決定される場合、約５ｍｍ、約３ｍｍ、約１ｍｍ、約
５００マイクロメートル、約３００マイクロメートル、約１００マイクロメートル、約５
０マイクロメートル、約３０マイクロメートル、または約１０マイクロメートルよりも遠
くアプリケータ領域の一部分から離れていなくてもよい。いくつかの実施形態では、アプ
リケータ領域のいずれの部分も、約５ｍｍ、約３ｍｍ、約１ｍｍ、約５００マイクロメー
トル、約３００マイクロメートル、約１００マイクロメートル、約５０マイクロメートル
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、約３０マイクロメートル、または約１０マイクロメートルよりも大きく毛細管の一部分
から離れていなくてもよい。
【００５５】
　毛細管は、アプリケータ領域内の任意の好適な場所に配置されてもよい。場合によって
は、毛細管は、アプリケータ領域の入口付近に、または少なくとも一部の血液が基材に向
かって方向付けられるように血液を吸収するための基材付近に配置されてもよい。
【００５６】
　本発明は、一組の実施形態では、被験者の状態の決定を含む。例えば、基材上で吸収さ
れる皮膚と関連付けられる血液または他の体液が、例えば、被験者の過去、現在、および
／または将来の状態の表示として、または被験者の外部にある状態を決定するために、例
えば、１つ以上の被分析物の存在について分析されてもよい。決定は、例えば、視覚的に
、触覚的に、においによって、計装を介して等として起こってもよい。故に、一側面では
、本発明は、概して、被験者の皮膚から、および／または皮膚の下から、血液または他の
体液を受容するための種々のデバイスを対象とする。以下に続く説明では、血液について
の論議は、一例にすぎず、他の実施形態では、血液に加えて、および／または血液の代わ
りに、他の流体、例えば、間質液が、皮膚から受容されてもよい。
【００５７】
　場合によっては、例えば、基材上で、被験者から受容された血液または他の体液（例え
ば、間質液）は、被験者の過去、現在、および／または将来の状態の表示のために使用さ
れてもよい。したがって、決定される被験者の状態は、被験者に現在存在している状態、
および／または現在存在していない状態であってもよいが、被験者は、その状態の影響を
受けやすく、または別様にその状態になるリスクが高い。状態は、病状、例えば、糖尿病
または癌、あるいは脱水症、妊娠、違法薬物使用等の他の生理学的状態であってもよい。
一組の実施形態では、物質は、診断薬、例えば、被験者内の被分析物を決定することがで
きるもの、例えば、病状に対するマーカーであるものを含んでもよい。
【００５８】
　故に、一組の実施形態では、基材上の血液（または他の体液）が、例えば、被験者の過
去、現在、および／または将来の状態を決定するように、決定されてもよい。任意の好適
な方法が、基材上に存在する血液を決定または分析するために使用されてもよい。例えば
、基材の１つ以上の部分が使用され（例えば、切り取られ、または孔を開けられ）てもよ
く、または、例えば、基材のいかなる部分にも孔を開けることを必要とすることなく、基
材全体が使用されてもよい。場合によっては、例えば、血液は、１つ以上の乾燥斑として
存在してもよく、基材の複数部分が、分析のために切り取られてもよい（例えば、孔とし
て打ち抜かれる、鋏で切断される等）。既述のように、いくつかの実施形態では、１つよ
りも多くの基材が、本デバイス内に存在してもよく、場合によっては、基材のうちのいく
つかまたは全てを使用することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、基材上の血液（または他の体液）が、例えば、分光法、顕微
鏡検査等の技法を使用して、基材上で分析されてもよい。他の実施形態では、基材（また
はその切断部分）は、基材上の血液（または他の体液）の少なくとも一部分を除去するた
めに溶出されてもよい。一実施例として、随意でＴｗｅｅｎ等の洗剤を含有するリン酸緩
衝生理食塩水等の生理食塩水を使用して、血液を基材から溶出することができる。結果と
して生じた溶離液は、後に、血液内の被分析物を決定するために分析されることができる
。そのうちの多くが、市販されているか、または当業者に公知である任意の好適な技法、
例えば、分光法、ＨＰＬＣ分析、ＥＬＩＳＡ等を分析に使用することができる。
【００６０】
　そのような被分析物の非限定的実施例は、アカルボキシプロトロンビン、アシルカルニ
チン、アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ、アデノシンデアミナーゼ、アルブミ
ン、ａ－フェトプロテイン、アルギニン（クレブス回路）、ヒスチジン／ウロカニン酸、
ホモシステイン、フェニルアラニン／チロシン、またはトリプトファン等のアミノ酸、ア
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ンドロステンジオン、アンチピリン、アラビニトールエナンチオマー、アルギナーゼ、ベ
ンゾイルエクゴニン（コカイン）、ビオチニダーゼ、ビオプテリン、Ｃ反応性タンパク質
、カルニチン、カルノシナーゼ、ＣＤ４、セルロプラスミン、ケノデオキシコール酸、ク
ロロキン、コレステロール、コリンエステラーゼ、共役１－ｂヒドロキシコール酸、コル
チゾール、クレアチンキナーゼ、クレアチンキナーゼＭＭアイソザイム、シクロスポリン
Ａ、Ｄ－ペニシラミン、デ－エチルクロロキン、硫酸デヒドロエピアンドロステロン、例
えば、アセチル化多型、アルコール脱水素酵素、１－抗トリプシン、嚢胞性線維症、デュ
シェンヌ／ベッカー（例えば、筋ジストロフィー）、グルコース－６リン酸（例えば、デ
ヒドロゲナーゼ）、異常血色素症（例えば、Ａ、Ｓ、Ｃ、Ｅ、Ｄ－パンジャブ、ベータ・
サラセミア、Ｂ型肝炎ウイルス、ＨＣＭＶ、ＨＩＶ－１、ＨＴＬＶ－１、レーベル遺伝性
視神経症、ＭＣＡＤ、ｍＲＮＡ、ＰＫＵ、３日熱マラリア病原虫、性分化）を検出するた
めのＤＮＡ（ＰＣＲ）、２１－デオキシコルチゾール、デスブチルハロファントリン、ジ
ヒドロプテリジンレダクターゼ、ジフテリア／破傷風抗毒素、赤血球アルギナーゼ、赤血
球プロトポルフィリン、エステラーゼＤ、脂肪酸／アシルグリシン、遊離ｂ－ヒト絨毛性
ゴナドトロピン、遊離赤血球ポルフィリン、遊離チロキシン（ＦＴ４）、遊離トリヨード
サイロニン（ＦＴ３）、フマリルアセトアセターゼ、ガラクトース／ガル－１－リン酸、
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ、ゲンタマイシン、グルコース、
グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼ、グルタチオン、グルタチオンペルオキシダー
ゼ、グリココール酸、グリコシル化ヘモグロビン、ハロファントリン、ヘモグロビン変異
体、ヘキソサミニダーゼＡ、ヒト赤血球炭酸脱水酵素ｉ、１７－アルファヒドロキシプロ
ゲステロン、ヒポキサンチンホスホリボシルトランスフェラーゼ、免疫反応性トリプシン
（ＣＦ）、ラクターゼ、鉛、リポタンパク質（ａ）、Ｂ／Ａ－１、ｂ、リゾチーム、メフ
ロキン、ネチルマイシン、フェノバルビトン、フェニトイン、フィタン酸／プリスタン酸
、プロゲステロン、プロラクチン、プロリダーゼ、プリンヌクレオシド、ホスホリラーゼ
、キニーネ、逆トリヨードサイロニン（ｒＴ３）、セレン、血清膵リパーゼ、シソマイシ
ン、ソマトメジンＣ、特定の抗体（例えば、アデノウイルス、抗核抗体、抗ゼータ抗体、
アルボウイルス、アウエスキー病ウイルス、デング熱ウイルス、メジナ虫、単包条虫、赤
痢アメーバ、エンテロウイルス、ランブル鞭毛虫、幽門ヘリコバクター、Ｂ型肝炎ウイル
ス、ヘルペスウイルス、ＨＩＶ－１、ＩｇＥ（アトピー性疾患）、インフルエンザウイル
ス、ドノバンリーシュマニア、レプトスピラ、はしか／おたふくかぜ／風疹、ハンセン菌
、肺炎マイコプラズマ、回旋糸状虫、パラインフルエンザウイルス、熱帯熱マラリア原虫
、ポリオウイルス、緑膿菌、呼吸器合胞体ウイルス、リケッチア（ツツガムシ病）、マン
ソン住血吸虫、トキソプラスマゴンディアイ、梅毒トレポネーマ、クルーズトリパノソー
マ／ランゲリトリパノソーマ、水疱性口内炎ウイルス、バンクロフト糸状虫、または黄熱
病ウイルス）、特定の光源（例えば、Ｂ型肝炎ウイルスまたはＨＩＶ－１）、スクシニル
アセトン、スルファドキシン、テオフィリン、チロトロピン（ＴＳＨ）、またはチロキシ
ン（Ｔ４）を含むが、それらに限定されない。
【００６１】
　既述のように、ある側面では、基材は、被験者の皮膚から血液を受容するためにデバイ
ス内に含有されてもよい。本明細書で使用されるように、「皮膚から」という語句は、皮
膚の最上部または外面から、皮膚内から、および／または皮膚の下からを意味するために
使用される。同様に、「皮膚へ」は、皮膚の最上部または外面へ、皮膚内へ、および／ま
たは皮膚の下へを意味するために使用される。いくつかの実施形態では、例えば、本発明
は、概して、物質移送構成要素（例えば、１本以上の極微針および／または他の皮膚挿入
物体を含み得る）を有するデバイスを使用して、被験者から、例えば、皮膚から、および
／または皮膚の下から、血液または他の体液を受容または抽出するためのデバイスおよび
方法を対象とする。本デバイスはまた、いくつかの実施形態では、血液または他の体液を
受容する前に、大気圧未満の内圧を有する貯蔵チャンバおよび／または真空チャンバを含
有してもよい。デバイスの付加的な非限定的実施例は、その全体が参照することにより本
明細書に組み込まれるＧｏｎｚａｌｅｓ－Ｚｕｇａｓｔｉらによる、「Ｄｅｌｉｖｅｒｉ
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ｎｇ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題された２０１１年４月２
９日出願の米国仮特許出願第６１／４８０，９７７号に見出すことができる。種々の実施
形態では、これらのデバイスは、例えば、血液または他の体液を吸収するために、本明細
書で論議されるような１つ以上の基材を含んでもよい。
【００６２】
　場合によっては、本デバイスは、被験者の皮膚を穿刺してもよく、次いで、流体を被験
者から運搬および／または受容することができる。被験者は、通常はヒトであるが、ある
場合では、ヒトではない被験者、例えば、イヌ、ネコ、ウマ、ウサギ、ウシ、ブタ、ヒツ
ジ、ヤギ、ラット（例えば、ドブネズミ）、マウス（例えば、ハツカネズミ）、モルモッ
ト、ハムスター、霊長類（例えば、小型のサル、チンパンジー、ヒヒ、大型のサル、ゴリ
ラ等）等の他のほ乳類が使用されてもよい。
【００６３】
　本デバイスは、用途に応じて、１回または複数回使用されてもよい。例えば、デバイス
が、液体を受容するために１回使用されてもよく、次いで、本デバイスおよび／または基
材、あるいはその一部分が、発送されてもよく、またはデバイスが、例えば、モジュール
または基材を交換すること、あるいはそれを新しいモジュールまたは基材と交換すること
によって、複数回使用されてもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、本デバイスは、比較的小さくてもよい。例えば、本デバイス
は、手持ち式であり得、または以下で論議されるように、例えば、接着剤を使用して、被
験者の皮膚に適用されてもよい。本デバイスは、いくつかの実施形態では、すなわち、例
えば、外部真空源、外部電源等の外部接続を要求することなく、本デバイスが、被験者か
ら血液（または他の体液）を引き出し、血液の少なくとも一部を基材に吸収させるように
機能することができるように、内蔵式であり得る。例えば、本デバイス内の真空源、例え
ば、真空チャンバが、基材へ血液を引き出すために使用されてもよい。
【００６５】
　受容される流体は、間質液、他の皮膚関連物質、粘膜物質または粘液、全血、汗、唾液
、血漿、涙、リンパ液、尿、血漿、または任意の他の体液、あるいはそれらの組み合わせ
等の任意の好適な体液であってもよい。被験者から受容される物質は、皮膚、細胞、また
は被験者からの任意の他の物質等の固体または半固体物質を含むことができる。本発明の
いくつかの実施形態による、被験者に運搬することができる物質は、診断用物質、薬剤等
の治療用物質等を含む。本発明の種々の実施形態は、皮膚からおよび／またはそれを通し
て、血液等の流体を運搬または受容することに照らして、以下で説明される。本明細書の
全ての実施形態では、使用される具体的例示的用語（例えば、血液を受容すること）にか
かわらず、本発明の他の実施形態のデバイスおよび方法は、被験者の皮膚からおよび／ま
たは皮膚の下から、任意の物質を受容するため、および／または、被験者に、例えば、被
験者の皮膚および／または皮膚の下の場所に任意の物質を運搬するために使用できること
を理解されたい。
【００６６】
　場合によっては、本デバイスは、皮膚に適用し、被験者から流体を受容するように起動
されることができる。次いで、本デバイスまたはその一部分は、単独で、または外部装置
を用いて、流体および／または流体内の被分析物を決定するために処理されてもよい。例
えば、流体が、本デバイスから受容されてもよく、および／または本デバイスは、流体お
よび／または流体内に含有される疑いがある被分析物を決定することが可能なセンサまた
は作用物質を含有してもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、物質移送構成要素は、針、極微針、ランセット、刃、ナイフ
、突出、または他の好適な物体等の１つ以上の皮膚挿入物体を含んでもよい。本明細書で
使用されるように、「皮膚挿入物体」は、被験者の任意の器官、組織、または部分に挿入
されてもよく、皮膚のみについての使用に制限されない。
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【００６８】
　一組の実施形態では、デバイスは、被験者からの流体を運搬または受容可能な物質移送
構成要素を含む。本明細書で使用されるように、「物質移送構成要素」は、デバイスの一
部から別の部分まで、および／またはデバイスから被験者まで、または逆も同様に、物質
または流体の移動を促進する任意の構成要素または構成要素の組み合わせである。物質移
送構成要素は、デバイス内に流体を受容するように構成される任意のサイズおよび／また
は幾何学形状の開口部を含んでもよい。例えば、物質移送構成要素の開口部は、２次元平
面にあってもよく、または開口部は、３次元空洞、孔、溝、細隙等を含んでもよい。いく
つかの実施形態では、物質移送構成要素はまた、例えば、被験者の皮膚を穿刺することに
よって、被験者から流体を放出させるように配列される１つ以上の極微針または他の皮膚
挿入物体を含んでもよい。いくつかの実施形態では、流体が、皮膚挿入物体または他の物
体を包囲するエンクロージャを部分的または完全に充填し得る場合には、エンクロージャ
が、物質移送構成要素の少なくとも一部を画定することができる。物質移送構成要素は、
任意の他の好適な流体移送体または流動活性剤を含んでもよい。部分的または完全に取り
囲まれたチャネル、微小流体チャネル、管、吸い上げ部材、真空容器等を含む、他の構成
要素も、物質移送構成要素またはその一部となり得る。
【００６９】
　針または極微針が使用される場合、それらは中実または中空であってもよく、すなわち
、血液または他の流体が、デバイスの中へと、またはデバイスから、針または極微針内お
よび／または周囲を進行してもよい。場合によっては、針または極微針はまた、例えば、
被験者からの血液または他の流体の流量を増加させるために、例えば、皮膚への挿入後に
、被験者の皮膚から除去されてもよい。一組の実施形態では、物質移送構成要素は、皮膚
から除去される中実針と、血液または他の体液の流動を指向させるためのカップまたはチ
ャネルとを含む。
【００７０】
　本デバイスは、必ずしも被験者からの流体放出を引き起こすための機構を採用しなくて
もよいので、皮膚挿入物体または他の流動活性化体は、全ての実施形態に含まれる必要が
ないことに留意されたい。例えば、本デバイスは、切断または摩耗等の別の原因、別個の
ランセット等の別個かつ独立したデバイスによる流体放出、外科手術中等の開放流体アク
セス等により、すでに放出されている流体を受容してもよい。加えて、流体は、排尿、吐
出、デバイスに流体を注ぐこと等を介して、デバイスに導入されてもよい。含まれた場合
、皮膚挿入物体または他の物質移送構成要素は、物理的に貫通し、穿刺し、および／また
は摩耗させ、化学的に剥離し、腐食し、および／または刺激し、電磁、音響、または他の
波を放出および／または産生し、被験者から流体を放出させるように別様に動作してもよ
い。物質移送構成要素は、例えば、針を移動させる可動機構を含んでもよく、または機能
するために移動を要求しなくてもよい。例えば、物質移送構成要素は、圧力を受けて流体
を被験者に運搬するジェット式注射器または「ハイポスプレー」、流体を運搬および／ま
たは受容する空気圧システム、流体を吸着または吸収する吸湿剤、逆イオンフォトレシス
システム、超音波、あるいは熱、無線周波数、および／またはレーザエネルギーを放出す
る変換器等を含んでもよく、それらのうちのいずれもが、必ずしも被験者から流体を放出
させるために要素の移動を要求する必要がない。
【００７１】
　いくつかの側面では、デバイスは、筐体等の支持構造を含んでもよい。筐体は、本明細
書で議論されるように、例えば、流体が、被験者の皮膚からおよび運搬／または受容され
得るように、被験者の皮膚の表面に物質移送構成要素を適用するために使用されてもよい
。場合によっては、筐体は、物質移送構成要素が筐体に対して移動することができないよ
うに、物質移送構成要素を固定化してもよいが、他の場合においては、物質移送構成要素
またはその一部は、筐体に対して移動することが可能であってもよい。一実施形態では、
非限定的実施例として、物質移送構成要素は、筐体に対して固定化され、設置アクチュエ
ータは、皮膚へのデバイスの適用が、物質移送構成要素の少なくとも一部を被験者の皮膚
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に穿刺させるように、デバイス内に配置される。ある場合には、前述のように、筐体は、
設置アクチュエータを取り囲む。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、設置アクチュエータまたは設置アクチュエータの一部は、第
１の位置から第２の位置まで移動してもよい。例えば、第１の位置は、設置アクチュエー
タが、皮膚に接触していない物質移送構成要素をそこに取り付けた（例えば、物質移送構
成要素の皮膚挿入物体が、物質移送構成要素の陥凹内に含有されてもよい）位置であって
もよい一方で、設置アクチュエータの第２の位置は、物質移送構成要素が、例えば、皮膚
を穿刺するために、皮膚に接触していない位置であってもよい。設置アクチュエータは、
任意の好適な技法を使用して、例えば、手動で、機械的に、電磁的に、サーボ機構を使用
する等して移動させられてもよい。一組の実施形態では、例えば、設置アクチュエータは
、（直接的に、またはボタンを設置アクチュエータと結び付ける機構を介してのいずれか
で）設置アクチュエータを移動させる、デバイス上のボタンを押下することによって、第
１の位置から第２の位置まで移動させられてもよい。ボタンと併せて、またはその代わり
に、他の機構（例えば、本明細書で議論されるようなダイヤル、レバー、スライダ等）が
使用されてもよい。別の一組の実施形態では、設置アクチュエータは、自動的に、例えば
、コンピュータによる起動時に、遠隔起動時に、ある期間が経過した後等に、第１の位置
から第２の位置まで移動させられてもよい。例えば、一実施形態では設置アクチュエータ
に接続されたサーボが、電子的に起動され、第１の位置から第２の位置まで設置アクチュ
エータを移動させる。ある場合には、設置アクチュエータは、設置を開始するトリガ機構
を含んでもよい
　ある場合には、設置アクチュエータおよび／または物質移送構成要素はまた、第２の位
置から第１の位置（または何らかの他の位置）に移動されてもよい。例えば、流体が、例
えば、物質移送構成要素を使用して、皮膚から運搬および／または受容された後、設置ア
クチュエータが移動させ、物質移送構成要素を皮膚との接触から離してもよい。設置アク
チュエータは、上記で説明されるものを含む、任意の好適な技法を使用して、第２の位置
から第１の位置まで移動させられてもよく、第２の位置から第１の位置まで設置アクチュ
エータを移動させるための技法は、第１の位置から第２の位置まで設置アクチュエータを
移動させる技法と同じ、または異なってもよい。
【００７３】
　場合によっては、デバイスは、物質移送構成要素に向かって皮膚を引き寄せることが可
能であってもよい。例えば、一組の実施形態では、デバイスは、真空界面または領域を含
んでもよい。界面または領域は、（デバイスの外部および／または内部の）真空源と接続
されてもよく、真空が印加されると、皮膚は、例えば、１本以上の針および／または極微
針等の物質移送構成要素と接触するために、デバイスに向かって引き寄せられてもよい。
【００７４】
　一組の実施形態では、デバイスは、例えば、デバイスが被験者の皮膚から流体を受容す
ることができるように、および／または物質移送構成要素が物質を被験者に運搬する、例
えば、物質を被験者の皮膚および／または皮膚の下の場所に運搬することができるように
、物質移送構成要素を皮膚の中へ推進することが可能である、設置アクチュエータを含む
。設置アクチュエータは、補助のない力（例えば、人間が構造を押すことによる）、また
は他の力（例えば、電気的に印加した力、機械的相互作用等）を使用して変形させること
ができるが、力が除去されるか、または少なくとも部分的に低減された後に、その元の形
状を回復することが可能である構造であってもよい。例えば、構造は、自発的にその元の
形状を回復してもよく、または構造をその元の形状に回復するために何らかの作用（例え
ば、加熱）が必要とされてもよい。一組の実施形態では、設置アクチュエータは、可撓性
凹状部材、または第１の構成と第２の構成との間で移動可能である可逆的に変形可能な構
造を含んでもよい。設置アクチュエータは、場合によっては、好適な弾性材料から形成さ
れてもよい。例えば、構造は、プラスチック、ポリマー、金属等から形成されてもよい。
一組の実施形態では、構造は、凹または凸形状を有してもよい。例えば、構造の縁は、構
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造が「撓曲」し、凹または凸形状を形成するように、圧縮応力下に置かれてもよい。個人
が凹または凸形状を押し付けることにより、構造を変形させてもよいが、個人が構造を押
し付けるのを停止した後に、構造は、例えば、自発的に、または前述のような他の力を用
いて、その元の凹または凸形状に復帰することが可能であってもよい。場合によっては、
本デバイスは、双安定であってもよく、すなわち、本デバイスが安定している２つの異な
る位置を有する。
【００７５】
　ある実施形態では、皮膚への極微針または他の物質移送構成要素等の皮膚挿入物体の迅
速および／または高い速度、および／または高い力および／または圧力の印加が、ある実
施形態では、低痛または無痛設置をもたらしてもよい。いずれの理論によっても拘束され
るわけではないが、より高い速度、力等が、皮膚により少ない損傷、したがって、より少
ない疼痛をもたらす、皮膚の中への物体のより速い穿通をもたらし得ると考えられる。加
えて、比較的急速な挿入は、より少ない疼痛の間隔、および／または挿入を気にかけるの
により少ない時間を被験者に与え、それにより、より少ない疼痛の知覚をもたらしてもよ
い。迅速に、および／または高速で、および／または高い力および／または圧力を用いて
、物体を運搬することが可能なデバイスの実施例が、本明細書で詳細に開示され、以下で
説明されるもの等のスナップドームおよび他の設置アクチュエータを含むが、それらに限
定されない。
【００７６】
　次に、設置アクチュエータの実施例が、図８に関して図示される。図８Ａでは、構造７
００は、略凹状の形状を有し、皮膚７１０の表面上に配置される。構造７００はまた、皮
膚に挿入するための複数の物質移送構成要素７２０も含有する。図８Ｂでは、個人（指７
０５によって示される）が構造７００を押し付け、構造の少なくとも一部を変形させ、そ
れによって物質移送構成要素７２０を皮膚の少なくとも一部の中へ付勢する。図８Ｃでは
、個人が構造７００を解放した後に、構造は、例えば、自発的に、その元の位置に復帰す
ることが可能となり、物質移送構成要素７２０を皮膚から持ち上げる。場合によっては、
例えば、物質移送構成要素が、十分大きいか、または長い針または他の皮膚挿入物体を含
む場合、血液または他の流体７５０が、針によって作成された孔を通って皮膚から出てき
てもよく、随意に、流体は、本明細書で議論されるように、後の貯蔵および／または使用
のためにデバイスによって回収されてもよい。
【００７７】
　本発明のデバイスは、いくつかの実施形態によると、有意な利点を提供することができ
る。例えば、短時間の期間内に、および／または高速度で、および／または高度の力で、
および／または高圧力によって、物質移送構成要素を移動させ、および／または挿入物体
または極微針等の比較的に短皮膚挿入物体を、皮膚内におよび／または皮膚を通して、比
較的に深くまで推進するか、および／または前述の任意の組み合わせが可能な設置アクチ
ュエータは、有意な利点を提供することができる。いくつかの実施形態では、これらの特
徴は、物質運搬または受容のより優れた制御を提供することができる。より優れた機械的
安定性は、ある場合には、より短い物質移送構成要素（例えば、屈曲および／または座屈
を回避することができる）によって提供することができ、比較的に完全に（例えば、その
全長のほぼ全体を通して）皮膚内に推進されるように設計される比較的に短い皮膚挿入物
体は、いくつかの実施形態では、より優れた穿通制御をもたらし得る。より優れた穿通制
御を達成することができる場合、より優れた運搬または受容もまた、ある場合には達成さ
れ、例えば、痛みの少ない、または本質的に痛みがほとんどない設置をもたらすことがで
きる。
【００７８】
　さらに、物質移送構成要素が、皮膚内またはそれを通して、医薬組成物等の物質を運搬
するために使用される場合、より精密な運搬が、ある実施形態に従って、提供されること
ができる。物質移送構成要素の挿入深さのより優れた精密な制御によって（例えば、物質
移送構成要素を本質的に完全に挿入するように設計されるデバイスを使用することによっ
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て）、および／または物質移送構成要素が、医薬組成物を含有する、および／またはそれ
によってコーティングされる場合、いくつかの実施形態では、物質移送構成要素によって
皮膚内に挿入される医薬物質の量のさらなる制御が存在することになる。さらに、皮膚へ
の皮膚挿入物体の迅速および／または高速度、ならびに／あるいは高度の力および／また
は圧力適用は、ある実施形態では、より少ない痛みまたは痛みのほとんどない設置をもた
らし得る。
【００７９】
　一組の実施形態では、本明細書で議論されるような多くのデバイスは、例えば、物質移
送構成要素、皮膚挿入物体等に関連して、流体を運搬および／または受容するための種々
の技法を使用する。例えば、１本以上の針および／または極微針、吸湿性作用物質、カッ
タまたは他の穿刺要素、電子的支援システム等が、本明細書で説明されるスナップドーム
または他のデバイスと併せて使用されてもよい。そのような技法の付加的な実施例が、本
明細書および／または本明細書に組み込まれる出願において説明される。概して、流体は
、種々の方法で運搬および／または受容されてもよく、流体を皮膚から運搬および／また
は受容するための種々のシステムおよび方法が、以下の本明細書および／または本明細書
に組み込まれる出願において議論されることを理解されたい。いくつかの実施形態では、
例えば、流体を移送するように皮膚の表面を穿刺または改変するための技法、例えば、皮
下注射針または極微針等の針、皮膚に塗布される化学物質（例えば、浸透増進剤）、また
はジェット式注射器、あるいは以下で議論される他の技法等が議論される。
【００８０】
　実施例として、一実施形態では、皮膚に流体を運搬する、および／または皮膚から流体
を受容するために、皮下注射針等の針を使用することができる。皮下注射針は、当業者に
公知であり、一連の針ゲージを伴って商業的に入手することができる。例えば、針は、２
０～３０ゲージ範囲であってもよく、または針は、３２ゲージ、３３ゲージ、３４ゲージ
等であってもよい。
【００８１】
　針が存在する場合、針は、任意の好適なサイズおよび長さであってもよく、中実または
中空であってもよい。針は、任意の好適な断面（例えば、穿通方向に垂直）、例えば、円
形、正方形、卵形、楕円形、長方形、角丸長方形、三角形、多角形、六方晶、不整形等を
有してもよい。例えば、針は、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未
満、約１ｍｍ未満、約８００マイクロメートル未満、６００マイクロメートル未満、５０
０マイクロメートル未満、４００マイクロメートル未満、約３００マイクロメートル未満
、約２００マイクロメートル未満、約１７５マイクロメートル未満、約１５０マイクロメ
ートル未満、約１２５マイクロメートル未満、約１００マイクロメートル未満、約７５マ
イクロメートル未満、約５０マイクロメートル未満等の長さを有してもよい。針はまた、
約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約３ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約８００マ
イクロメートル未満、６００マイクロメートル未満、５００マイクロメートル未満、４０
０マイクロメートル未満、約３００マイクロメートル未満、約２００マイクロメートル未
満、約１７５マイクロメートル未満、約１５０マイクロメートル未満、約１２５マイクロ
メートル未満、約１００マイクロメートル未満、約７５マイクロメートル未満、約５０マ
イクロメートル未満等の最大断面寸法を有してもよい。例えば、一実施形態では、針は、
１７５マイクロメートル×５０マイクロメートルの寸法を有する、長方形断面を有しても
よい。一組の実施形態では、針は、少なくとも約２：１、少なくとも約３：１、少なくと
も約４：１、少なくとも５：１、少なくとも約７：１、少なくとも約１０：１、少なくと
も約１５：１、少なくとも約２０：１、少なくとも約２５：１、少なくとも約３０：１等
の長さ対最大断面寸法のアスペクト比を有してもよい。
【００８２】
　一実施形態では、針は極微針である。実施例として、Ａｌｌｅｎらによる２００２年１
月１日発行の米国特許第６，３３４，８５６号「Ｍｉｃｒｏｎｅｅｄｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　Ｔｈｅ
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ｒｅｏｆ」に開示されているもの等の極微針は、被験者に流体または他の物質を運搬し、
および／またはそこからそれらを受容するために使用されてもよい。極微針は、中空また
は中実であってもよく、任意の好適な物質、例えば、金属、セラミック、半導体、有機物
、ポリマー、および／または複合物から形成されてもよい。実施例は、医薬品グレードス
テンレス鋼、チタン、ニッケル、鉄、金、スズ、クロム、銅、これらの金属または他の金
属の合金、シリコン、二酸化ケイ素、ならびに、乳酸およびグリコール酸等のヒドロキシ
酸のポリマー、ポリラクチド、ポリグリコリド、ポリラクチド－コ－グリコリドを含むポ
リマー、およびポリエチレングリコール、ポリ無水物、ポリオルトエステル、ポリウレタ
ン、ポリ酪酸、ポリ吉草酸、ポリラクチド－コ－カプロラクトン、ポリカーボネート、ポ
リメタクリル酸、ポリエチレン酢酸ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメタクリ
ル酸メチル、ポリアクリル酸、またはポリエステルを伴う共重合体を含むが、それらに限
定されない。
【００８３】
　場合によっては、２本以上の極微針が使用されてもよい。例えば、極微針のアレイが使
用されてもよく、極微針は、任意の好適な構成、例えば、周期的、ランダム構成等におい
て、アレイに配列されてもよい。場合によっては、アレイは、３本以上、４本以上、５本
以上、６本以上、１０本以上、１５本以上、２０本以上、３５本以上、５０本以上、１０
０本以上、または任意の他の好適な数の極微針であってもよい。いくつかの実施形態では
、デバイスは、少なくとも３本以上５本以下の針または極微針（あるいは他の皮膚挿入物
体）、少なくとも６本以上１０本以下の針または極微針、あるいは少なくとも１１本以上
２０本以下の針または極微針を有してもよい。典型的には、極微針は、約１ミクロン未満
の平均断面寸法（例えば、直径）を有するであろう。本明細書で議論されるような「針」
または「極微針」への言及は、一例によるもので、表現を容易にするためにすぎず、他の
実施形態では、２本以上の針および／または極微針が、本明細書の説明のうちのいずれか
に存在してもよいことを理解されたい。
【００８４】
　当業者であれば、一実施形態では、皮膚の表面に対して９０°以外の角度で皮膚に針を
導入すること、すなわち、穿通の深さを制限するよう、傾斜して皮膚に１本または複数の
針を導入することを含んで、これらの目的で皮膚に対して針を配列することができる。し
かしながら、別の実施形態では、針は、約９０°で皮膚に進入してもよい。
【００８５】
　場合によっては、極微針は、アレイ内の極微針の密度が約０．５本／ｍｍ２から１０本
／ｍｍ２の間であり、場合によっては、密度が約０．６本／ｍｍ２から約５本／ｍｍ２の
間、約０．８本／ｍｍ２から約３本／ｍｍ２の間、約１本／ｍｍ２から約２．５本／ｍｍ
２の間、等であるように選択されるアレイに存在してもよい。場合によっては、針は、２
本の針が、約１ｍｍ、約０．９ｍｍ、約０．８ｍｍ、約０．７ｍｍ、約０．６ｍｍ、約０
．５ｍｍ、約０．４ｍｍ、約０．３ｍｍ、約０．２ｍｍ、約０．１ｍｍ、約０．０５ｍｍ
、約０．０３ｍｍ、約０．０１ｍｍ等よりも近くないように、アレイ内に配置されてもよ
い。
【００８６】
　別の一組の実施形態では、針（または極微針）は、針の面積（針による被験者の皮膚の
表面上の穿通または穿孔の面積を決定することによって決定される）が、被験者の皮膚を
往復する流体の十分な流量を可能にするように選択されてもよい。極微針は、皮膚への極
微針の接触面積が、被験者からデバイスへの十分な血流を可能にする限り、より小さいま
たは大きい面積（あるいは、より小さいまたは大きい直径）を有するように選択されても
よい。針または極微針は、任意の好適な断面積を有してもよい。例えば、ある実施形態で
は、各極微針は、少なくとも５ｎｍ２、少なくとも約１００ｎｍ２、少なくとも約５００
ｎｍ２、少なくとも約少なくとも約１，０００ｎｍ２、少なくとも約３，０００ｎｍ２、
少なくとも約１０，０００ｎｍ２、少なくとも約３０，０００ｎｍ２、少なくとも約１０
０，０００ｎｍ２、少なくとも約３００，０００ｎｍ２、少なくとも約１ミクロン２、少
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なくとも約３ミクロン２、少なくとも約１０ミクロン２、少なくとも約３０ミクロン２、
少なくとも約１００ミクロン２、少なくとも約３００ミクロン２、少なくとも約５００ミ
クロン２、少なくとも約１，０００ミクロン２、少なくとも約２，０００ミクロン２、少
なくとも約２，５００ミクロン２、少なくとも約３，０００ミクロン２、少なくとも約５
，０００ミクロン２、少なくとも約８，０００ミクロン２、少なくとも約１０，０００ミ
クロン２、または少なくとも約２５，０００ミクロン２の断面積を有するように選択され
てもよい。例えば、ある実施形態では、極微針は、用途に応じて、少なくとも約５００ｎ
ｍ２、少なくとも約１，０００ｎｍ２、少なくとも約３，０００ｎｍ２、少なくとも約１
０，０００ｎｍ２、少なくとも約３０，０００ｎｍ２、少なくとも約１００，０００ｎｍ
２、少なくとも約３００，０００ｎｍ２、少なくとも約１ミクロン２、少なくとも約３ミ
クロン２、少なくとも約１０ミクロン２、少なくとも約３０ミクロン２、少なくとも約１
００ミクロン２、少なくとも約３００ミクロン２、少なくとも約５００ミクロン２、少な
くとも約１，０００ミクロン２、少なくとも約２，０００ミクロン２、少なくとも約２，
５００ミクロン２、少なくとも約３，０００ミクロン２、少なくとも約５，０００ミクロ
ン２、少なくとも約８，０００ミクロン２、少なくとも約１０，０００ミクロン２、少な
くとも約３５，０００ミクロン２、少なくとも約１００，０００ミクロン２等の統合皮膚
穿通面積を有するように選択されてもよい。
【００８７】
　針または極微針は、任意の好適な長さを有してもよく、長さは、場合によっては、用途
に依存してもよい。例えば、表皮のみを穿通するように設計されている針は、真皮も穿通
するように、あるいは真皮または皮膚の下に延在するように設計されている針より短くて
もよい。ある実施形態では、針または微針は、約３ｍｍ以下、約２ｍｍ以下、約１．７５
ｍｍ以下、約１．５ｍｍ以下、約１．２５ｍｍ以下、約１ｍｍ以下、約９００ミクロン以
下、約８００ミクロン以下、約７５０ミクロン以下、約６００ミクロン以下、約５００ミ
クロン以下、約４００ミクロン以下、約３００ミクロン以下、約２００ミクロン以下、約
１７５マイクロメートル以下、約１５０マイクロメートル以下、約１２５マイクロメート
ル以下、約１００マイクロメートル以下、約７５マイクロメートル以下、約５０マイクロ
メートル等の皮膚への最大穿通度または挿入深さを有してもよい。ある実施形態では、針
または極微針は、少なくとも約５０マイクロメートル、少なくとも約１００マイクロメー
トル、少なくとも約３００マイクロメートル、少なくとも約５００マイクロメートル、少
なくとも約１ｍｍ、少なくとも約２ｍｍ、少なくとも約３ｍｍ等の最大挿入深さを有する
よう選択されてもよい。
【００８８】
　ある実施形態では、比較的長い針または極微針が使用されてもよい。例えば、本デバイ
スの中の針または極微針の平均長さは、いくつかの実施形態では、少なくとも約２００マ
イクロメートル、少なくとも約３００マイクロメートル、少なくとも約４００マイクロメ
ートル、少なくとも約５００マイクロメートル、少なくとも約６００マイクロメートル、
少なくとも約７５０マイクロメートル、少なくとも約８００マイクロメートル、少なくと
も約９００マイクロメートル、少なくとも約１，０００マイクロメートル、少なくとも約
１，２００マイクロメートル、少なくとも約１，５００マイクロメートル、少なくとも約
１，７００マイクロメートル、または少なくとも約２，０００マイクロメートルであって
もよい。
【００８９】
　一組の実施形態では、針（または極微針）は、被覆されてもよい。例えば、針は、針が
皮膚に挿入されたときに運搬される物質で被覆されてもよい。例えば、被覆は、被験者の
皮膚からの血流を支援するように、ヘパリン、抗凝固剤、抗炎症化合物、鎮痛剤、高ヒス
タミン化合物、または血管拡張剤を含んでもよい。被覆は、本明細書で説明されるもの等
の薬剤または他の治療薬を含んでもよい。薬剤または他の治療薬は、（例えば、被覆され
た針または極微針が適用される領域の、またはそれに近接した）局所的運搬に使用される
ものであってもよく、および／または薬剤または他の治療薬は、被験者内の全身運搬のた
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めに意図されたものであってもよい。
【００９０】
　皮膚挿入物体の少なくとも一部は、浸漬または吹き付け被覆、あるいは他の好適な技法
を使用することによって、薬剤、鎮痛剤、または作用物質によって少なくとも部分的に被
覆されてもよい。したがって、物質は、皮膚または他の対象部位において、あるいはその
中で、物質が溶解すること、または別様に物質移送構成要素から着脱することによって、
皮膚に運搬されてもよい。代替として、物質は、例えば、皮下注射針と同様に、物質移送
構成要素が被験者を穿通した後に運搬されてもよい。例えば、物質移送構成要素の皮膚挿
入物体が、皮膚に挿入されてもよく、物質が、（例えば、高圧ガスによって）皮膚挿入物
体の孔、溝、または他のチャネルを通して送出され、または押し通されてもよい。
【００９１】
　一実施形態では、流体は、手動で、例えば、シリンジ上のプランジャを操作することに
よって受容される。別の実施形態では、流体は、例えば、ピストンポンプ等を使用して、
機械的または自動的に皮膚から運搬され、および／または受容されることができる。流体
はまた、本明細書で説明されるもの等の真空を使用して受容されてもよい。例えば、プー
ルされた領域から流体の少なくとも一部を引き上げるために、真空が、体液と流体連通し
ている針等の導管に印加されてもよい。さらに別の実施形態では、流体は、毛細管作用を
使用して（例えば、好適に狭い内径を有する微小流体チャネルまたは皮下注射針を使用し
て）受容される。なおも別の実施形態では、針から流体を付勢するように圧力が印加され
てもよい。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、皮膚の表面を切断または穿刺することが可能な
カッタを備えてもよい。カッタは、それを通して、流体が、皮膚から運搬および／または
受容され得る経路を生成することが可能な任意の機構を備えてもよい。例えば、カッタは
、皮膚から流体を運搬および／または受容するために好適な導管を生成するために皮膚に
適用されることができる皮下注射針、刃（例えば、ナイフの刃、鋸歯状の刃等）、穿刺要
素（例えば、ランセット、あるいは中実または中空針）等を備えてもよい。一実施形態で
は、そのような経路を生成するためにカッタが使用され、除去され、次いで、この経路を
介して流体が運搬および／または受容されてもよい。別の実施形態では、カッタは、皮膚
内の適所にとどまり、流体は、カッタ内の導管を通して運搬および／または受容されても
よい。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、流体は、電荷を使用して受容されてもよい。例えば、逆イオ
ン導入が使用されてもよい。いずれの理論にも拘束されることを所望するわけではないが
、逆イオン導入は、皮膚を横断して帯電および高極性化合物を推進するために、少量の電
流を使用する。皮膚は生理的ｐＨにおいて負に帯電しているので、カチオンに対する選択
浸透性膜としての役割を果たし、皮膚を横断する対イオンの通過は、アノードからカソー
ドへの方向に中性分子を搬送し得る電気浸透溶媒流を誘発する。溶媒流中の構成要素は、
本明細書の他の場所において説明されるように分析されてもよい。場合によっては、逆イ
オン導入装置は、それぞれ皮膚と接触しているアノードセルおよびカソードセルを備えて
もよい。アノードセルは、例えば、４より大きいｐＨおよび電解質（すなわち、塩化ナト
リウム）を有する水性緩衝液（すなわち、水性トリス緩衝液）で充填されてもよい。カソ
ードセルは、水性緩衝液で充填することができる。一実施例として、第１の電極（例えば
、アノード）をアノードセルに挿入することができ、第２の電極（例えば、カソード）を
カソードセルに挿入することができる。いくつかの実施形態では、電極は、皮膚と直接接
触していない。
【００９４】
　電流が、逆イオンフォトレシスを誘発し、それにより、皮膚から流体を受容するように
印加されてもよい。印加される電流は、例えば、０．０１ｍＡよりも大きいか、０．３ｍ
Ａよりも大きいか、０．１ｍＡよりも大きいか、０．３ｍＡよりも大きいか、０．５ｍＡ
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よりも大きいか、または１ｍＡよりも大きくてもよい。これらの範囲外の電流も使用され
てもよいことを理解されたい。電流は、設定された時間期間にわたって印加されてもよい
。例えば、電流は、３０秒よりも長く、１分よりも長く、５分よりも長く、３０分よりも
長く、１時間よりも長く、２時間よりも長く、または５時間よりも長く印加されてもよい
。これらの範囲外の時間も使用されてもよいことを理解されたい。
【００９５】
　一組の実施形態では、デバイスは、皮膚を切除するための装置の形態で物質移送構成要
素を備えてもよい。いずれの理論にも拘束されることを所望するわけではないが、アブレ
ーションは、角質層の微視的断片を除去し（すなわち、アブレーションが微小孔を形成す
る）したがって、体液へのアクセスを可能にすることを含むことが考えられる。場合によ
っては、熱、無線周波数、および／またはレーザエネルギーが切除に使用されてもよい。
場合によっては、発熱体を使用して、熱アブレーションが適用されてもよい。水および／
または組織を加熱することが可能な周波数およびエネルギーを使用して、無線周波数アブ
レーションが実行されてもよい。皮膚の上の場所に照射して、一部を除去するために、レ
ーザも使用されてもよい。いくつかの実施形態では、急な温度勾配が皮膚の表面に本質的
に垂直に存在するように、熱がパルスで印加されてもよい。例えば、少なくとも１００℃
、少なくとも２００℃、少なくとも３００℃、または少なくとも４００℃の温度が、１秒
未満、０．１秒未満、０．０１秒未満、０．００５秒未満、または０．００１秒未満にわ
たって印加されてもよい。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、組織の固体試料を取るための機構の形態で物質
移送構成要素を備えてもよい。例えば、固体組織試料は、皮膚を擦り取ること、または一
部を切り取ること等の方法によって、取得されてもよい。擦過は、往復運動する動作を含
んでもよく、それによって、２つ以上の方向に皮膚の表面に沿って器具が擦り付けられる
。擦過はまた、例えば、皮膚の表面に平行で１つの方向の回転動作で、または（すなわち
、掘削器具を用いて）皮膚の表面に平行で円形の回転動作によって達成されることもでき
る。切断機構は、１つ以上の切開を作成することが可能なブレードと、組織の一部を除去
するための機構（すなわち、吸引によって、または機械的に採取することによって）とを
備えてもよく、または組織の一部を切り取るためのペンチ機構を使用してもよい。切断機
構はまた、芯を取り除く動作によって機能してもよい。例えば、組織の円筒芯が除去され
てもよいように、中空円柱形デバイスを皮膚の中へ穿通させることができる。固体試料が
直接分析されてもよく、または分析前に液化されてもよい。液化は、有機溶媒、酵素溶液
、界面活性剤等を用いた処理を含むことができる。
【００９７】
　デバイスはまた、いくつかの側面では、真空源を含有してもよい。場合によっては、真
空源は、デバイス内に内蔵されるものであり、すなわち、デバイスは、皮膚から血液を引
き抜くためのデバイスの使用中に外部真空源（例えば、屋内真空）に接続される必要がな
い。例えば、一組の実施形態では、真空源は、血液（または、他の流体）がデバイスの中
へ受容される前に大気圧未満の圧力を有する真空チャンバを含んでもよく、すなわち、真
空チャンバは、「陰圧」（すなわち、大気圧に対して陰性である）または「真空圧」にあ
る（または、単に「真空」を有する）。例えば、真空チャンバ内の真空は、少なくとも約
５０ｍｍＨｇ、少なくとも約１００ｍｍＨｇ、少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少なくとも
約２００ｍｍＨｇ、少なくとも約２５０ｍｍＨｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、少なく
とも約３５０ｍｍＨｇ、少なくとも約４００ｍｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨｇ、少
なくとも約５００ｍｍＨｇ、少なくとも５５０ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少
なくとも６５０ｍｍＨｇ、少なくとも約７００ｍｍＨｇ、または少なくとも約７５０ｍｍ
Ｈｇ、すなわち大気圧以下にあってもよい。しかしながら、他の実施形態では、他の圧力
が使用されてもよく、および／または他の圧力（大気圧よりも大きいか、または小さい）
を生成するために異なる方法が使用されてもよいことを理解されたい。非限定的実施例と
して、外部真空または機械的デバイスが真空源として使用されてもよく、種々の付加的な
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実施例が本明細書で詳細に議論される。
【００９８】
　具体的な非限定的実施例として、一実施形態では、外部電力および／または真空源によ
らずに流体を受容するために、デバイスが使用されてもよい。そのようなデバイスの実施
例として、皮膚パッチ、細片、テープ、包帯等が挙げられる。例えば、皮膚パッチは、被
験者の皮膚と接触させられてもよく、皮膚から流体を運搬および／または受容するために
使用され得る皮膚パッチまたは他のデバイス（例えば、形状記憶ポリマーを使用する）の
一部の形状の変化を介して真空が生成されてもよい。具体的実施例として、形状記憶ポリ
マーが、第１の温度（例えば、室温）において平坦であるが、第２の温度（例えば、体温
）においては曲線状となるように成形されてもよく、皮膚に適用されると、形状記憶ポリ
マーは、平坦形状から曲線形状に改変し、それによって、真空を生成してもよい。別の実
施例として、真空を生成するために、機械的デバイスが使用されてもよい。例えば、バネ
、コイル、膨張する発泡体（例えば、圧縮状態から）、形状記憶ポリマー、形状記憶金属
等が、被験者への適用時に圧縮された、または巻装放出された状態で格納され、次いで、
真空を機械的に生成するために解放されてもよい（例えば、巻装解除するか、圧縮解除す
る等）。
【００９９】
　したがって、場合によっては、デバイスは、好適な真空源（例えば、事前に真空排気さ
れた真空チャンバ）を伴って「事前パッケージ」され、例えば、一実施形態では、デバイ
スは、皮膚に適用され、真空源を生成し、および／または真空源にアクセスするように、
何らかの様式で起動されてもよい。さらに別の実施例では、真空を生成するために、化学
反応、例えば、ガスが産生される反応が使用されてもよく、それは、機械力を提供して真
空を生成するために利用されることができる。さらに別の実施例では、デバイスの構成要
素は、機械力がない場合に真空を生成することが可能であってもよい。別の実施例では、
デバイスは、内蔵式真空アクチュエータ、例えば、化学反応物質、変形可能な構造、バネ
、ピストン等を含んでもよい。
【０１００】
　一組の実施形態では、デバイスは、圧力差（例えば、真空）を生成することが可能であ
ってもよい。圧力差は、圧力調節器によって生成されてもよい。本明細書で使用されるよ
うに、「圧力調節器」は、２つ以上の場所の間に圧力差を生成することが可能な圧力コン
トローラ構成要素またはシステムである。圧力差は、本明細書で議論される本発明の種々
の実施形態によると、流体または他の物質の移動を付勢させることに少なくとも十分とな
るべきであり、２つ以上の場所での絶対圧力は、それらの差が適切であり、それらの絶対
値が、本明細書において議論される目的に妥当である限り、重要ではない。例えば、圧力
調節器は、１つの場所において、別の場所におけるより低い圧力（大気圧または何らかの
他の圧力）に対して、大気圧よりも高い圧力を生じさせてもよく、その圧力間の差は、本
発明による流体を付勢させることに十分である。別の実施例では、調節器またはコントロ
ーラは、１つの場所における大気圧よりも低い圧力（真空）、別の場所におけるより高い
圧力（大気圧または異なる圧力）を含み、この圧力間の差は、本発明による流体を付勢さ
せることに十分である。本発明の圧力調節器または圧力差と関連して、「真空」または「
圧力」が本明細書においてどこで使用されようと、当業者によって理解されるように、そ
の反対も実装することができ、すなわち、多くの場合、流体または他の物質の移動を付勢
するために好適な圧力差を生成するために、真空チャンバを圧力チャンバと交換できるこ
とを理解されたい。
【０１０１】
　圧力調節器は、外部真空源（例えば、研究所、診療所、病院等の屋内真空ラインまたは
外部真空ポンプ）、機械的デバイス、真空チャンバ、事前パッケージ真空チャンバ等であ
ってもよい。場合によっては、例えば、シリンジポンプ、プランジャ等を操作することに
よって、真空が手動で生成されてもよく、または、例えば、ピストンポンプ、シリンジ、
バルブ、ベンチュリ管、手動（口）吸引等を使用して、低圧が機械的または自動的に生成
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されてもよい。いくつかの実施形態では、デバイスが、例えば、真空が存在するか、また
は真空を生成することができる領域（例えば、可変容積チャンバ、その容積の変化が真空
または圧力に影響を及ぼす）を含有する真空チャンバを使用することができる。真空チャ
ンバは、事前真空排気（すなわち、事前パッケージの）チャンバまたは領域、および／ま
たは内蔵式アクチュエータを含むことができる。
【０１０２】
　「内蔵式」真空（または、圧力）調節器とは、デバイスと関連付けられる（例えば、デ
バイスの上またはデバイス内にある）もの、例えば、デバイスの一体部分を画定する、ま
たは圧力差を形成するように特定のデバイスに特異的に接続可能に構築および配列される
（すなわち、病院、診療所、研究所等の屋内真空ライン等の外部真空源、またはごく一般
的な使用に好適な真空ポンプへの接続ではない）別個の構成要素であるものを意味する。
いくつかの実施形態では、内蔵式真空源は、デバイス内で真空を生成するように、何らか
の様式で作動させられてもよい。例えば、内蔵式真空源は、ピストン、シリンジ、デバイ
ス内で真空を生成することが可能な真空ポンプ等の機械的デバイス、および／または反応
によって推進される機械的または他の手段の支援により、圧力調節器と関連付けられる圧
力差を形成することができる、圧力を増加または減少させるように反応することができる
化学物質または他の反応物質を含んでもよい。化学反応はまた、化学反応自体に基づく圧
力の変化によって、またはよらずに、機械的作動を推進することもできる。内蔵式真空源
はまた、膨張性発泡体、形状記憶材料等を含むこともできる。
【０１０３】
　本発明の内蔵式真空または圧力調節器の１つの分類は、内蔵式支援調節器を含む。これ
らは、起動（例えば、ボタンを押すこと、または、例えば、包装から除去したとき、ある
いは皮膚にデバイスを押し付けたときの自動作動）時に、デバイスと関連付けられる真空
または圧力が形成される調節器であり、チャンバを加圧または真空排気する力は、作動力
と同じではない。内蔵式支援調節器の実施例は、作動、作動時の形状記憶材料または膨張
性材料の解放、作動時の化学反応の開始等によって誘起されるバネによって推進される膨
張によって真空排気されるチャンバを含む。
【０１０４】
　本発明の内蔵式真空または圧力調節器の別の分類は、必ずしも圧力または真空とともに
事前にパッケージされないが、例えば、デバイスのチャンバを真空または圧力源に接続す
ることによって、使用前に、例えば、被験者、病院または診療所の医療専門家によって加
圧または真空排気されることができるデバイスである。例えば、被験者または別の個人は
、例えば、デバイスの使用直前に、デバイスを作動させて、デバイス内に圧力または真空
を生成してもよい。
【０１０５】
　真空または圧力調節器は、使用時にデバイスの中の「事前パッケージされた」圧力また
は真空チャンバであってもよい（すなわち、初期真空を形成するための作動の必要なしに
、デバイスの上または中に真空排気領域を伴った、被験者または施術者による使用のため
に準備ができたデバイスを提供することができる）。事前パッケージされた圧力または真
空チャンバ調節器は、例えば、製造時に、および／または被験者または施術者によって使
用される時点の前のある時点において（大気圧に対して）真空排気される領域となり得る
。例えば、チャンバは、製造時に、または製造後であるが、ユーザ、例えば、臨床医また
は被験者へのデバイスの運搬前に真空排気される。例えば、いくつかの実施形態では、デ
バイスは、大気圧を下回る、少なくとも約５０ｍｍＨｇ、少なくとも約１００ｍｍＨｇ、
少なくとも約１５０ｍｍＨｇ、少なくとも約２００ｍｍＨｇ、少なくとも約２５０ｍｍＨ
ｇ、少なくとも約３００ｍｍＨｇ、少なくとも約３５０ｍｍＨｇ、少なくとも約４００ｍ
ｍＨｇ、少なくとも約４５０ｍｍＨｇ、少なくとも約５００ｍｍＨｇ、少なくとも５５０
ｍｍＨｇ、少なくとも６００ｍｍＨｇ、少なくとも６５０ｍｍＨｇ、少なくとも約７００
ｍｍＨｇ、または少なくとも約７５０ｍｍＨｇの真空を有する真空チャンバを含有する。
【０１０６】
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　一組の実施形態では、本発明のデバイスは、外部電力および／または真空源を有さなく
てもよい。場合によっては、デバイスは、好適な真空源を「事前装填されて」おり、例え
ば、一実施形態では、デバイスは、皮膚に適用され、真空源を生成し、および／または真
空源にアクセスするように何らかの方式で起動されてもよい。一実施例として、本発明の
デバイスは、被験者の皮膚と接触させられてもよく、（例えば、形状記憶ポリマーを使用
した）デバイスの一部の形状の変化を介して真空が生成されてもよく、またはデバイスは
、１つ以上の密閉内蔵式真空チャンバを含有してもよく、真空を生成するために何らかの
方式でシールが穿通される。例えば、シールを穿通したときに、真空チャンバは、デバイ
スに向かって皮膚を移動させるか、皮膚から流体を受容する等を行うために使用されるこ
とができる針と流体連通してもよい。
【０１０７】
　別の実施例として、形状記憶ポリマーが、第１の温度（例えば、室温）において平坦で
あるが、第２の温度（例えば、体温）においては曲線状となるように成形されてもよく、
皮膚に適用されると、形状記憶ポリマーは、平坦形状から曲線形状まで改変し、それによ
って真空を生成してもよい。さらに別の実施例として、真空を生成するために、機械的デ
バイスが使用されてもよく、例えば、バネ、コイル、膨張する発泡体（例えば、圧縮状態
から）、形状記憶ポリマー、形状記憶金属等が、被験者への適用時に圧縮状態、または巻
装放出された状態で格納され、次いで、真空を機械的に生成するために解放されてもよい
（例えば、巻装解除するか、圧縮解除する等）。形状記憶ポリマーおよび金属の非限定的
実施例は、Ｎｉｔｉｎｏｌ（登録商用）、オリゴ（イプシロン－カプロラクトン）ジオー
ルおよび結晶化可能オリゴ（ロー－ジオキサノン）ジオールの組成物、またはオリゴ（イ
プシロン－カプロラクトン）ジメタクリラートおよびｎ－アクリル酸ブチルの組成物を含
む。
【０１０８】
　さらに別の実施例では、真空を生成するために、化学反応、例えば、ガスが産生される
反応が使用されてもよく、それは、機械力を提供して真空を生成するために利用されるこ
とができる。いくつかの実施形態では、デバイスは、ユーザによる外部制御を伴わずに、
いったん起動されると自動的に真空を生成するために使用されてもよい。
【０１０９】
　一組の実施形態では、デバイスは、被験者から受容された血液または他の流体をデバイ
スの中へ受容するために、貯蔵チャンバとしても使用される真空チャンバを含有する。例
えば、物質移送構成要素を通して、またはそれを介して、被験者から受容された血液は、
その陰圧により（すなわち、チャンバが大気圧未満の内圧を有するため）真空チャンバに
流入し、随意に、後に使用するために真空チャンバの中に貯蔵されてもよい。非限定的実
施例が、図３に図示されている。本図では、デバイス６００は、物質移送構成要素６２０
（例えば、１本以上の極微針を含み得る）に接続される真空チャンバ６１０を含有する。
（例えば、以下で議論されるようなアクチュエータ６６０を使用した）真空チャンバ６１
０の起動に応じて、真空チャンバ６１０は、物質移送構成要素６２０と流体連通させられ
てもよい。物質移送構成要素６２０は、したがって、例えば、真空チャンバ６１０内の内
圧により、陰圧を被験者の皮膚に印加させてもよい。物質移送構成要素６２０を介して皮
膚から流出する流体（例えば、血液）は、したがって、例えば、導管６１２を通して、デ
バイスおよび真空チャンバ６１０の中へ引き込まれてもよい。次いで、デバイスによって
回収された流体は、デバイス内で分析するか、または分析、貯蔵等のためにデバイスから
除去することができる。
【０１１０】
　しかしながら、別の一組の実施形態では、デバイスは、別個の真空チャンバおよび貯蔵
チャンバ（例えば、被験者からの血液等の流体を貯蔵するチャンバ）を含んでもよい。真
空チャンバおよび貯蔵チャンバは、流体連通していてもよく、任意の好適な配列を有して
もよい。いくつかの実施形態では、真空チャンバからの真空は、少なくとも部分的に、皮
膚から流体を受容するために使用されてもよく、次いで、流体は、例えば、以下で議論さ
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れるように、例えば、後に分析または使用するために、貯蔵チャンバの中へ指向させられ
る。実施例として、血液は、デバイスの中へ受容され、真空チャンバに向かって流れても
よいが、流体は、真空チャンバに流入することを妨げられてもよい。例えば、ある実施形
態では、ガスについて浸透性であるが血液等の液体について浸透性ではない材料が使用さ
れてもよい。例えば、材料は、好適な多孔性、多孔質構造、多孔質セラミックフリット、
溶解性界面（例えば、塩またはポリマー等で形成される）等を有する親水性または疎水性
膜等の膜であってもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、貯蔵チャンバの中への血液（または、他の流体）の流量は、
流量コントローラを使用して制御されてもよい。流量コントローラは、血液の流量を制御
するように、手動で、および／または自動的に制御されてもよい。流量コントローラは、
ある場合において、ある量または容量の流体が貯蔵チャンバに流入したときに起動または
動作停止してもよい。例えば、流量コントローラは、所定の量または容量の血液が貯蔵チ
ャンバに流入した後に血液を停止してもよく、および／または流量コントローラは、例え
ば、所定のレベル等の特定のレベルまで、貯蔵チャンバの内圧を制御することが可能であ
ってもよい。デバイスに対する好適な流量コントローラの実施例は、膜、弁、溶解性界面
、ゲート等を含むが、それらに限定されない。
【０１１２】
　したがって、場合によっては、デバイスは、被験者から、制御された量の流体、例えば
、制御された量または容量の血液を再現可能な方法で取得するように、構築および配列さ
れてもよい。被験者から再現可能な方法で取得される流体の量は、本明細書で議論される
ように、例えば、流量コントローラ、ガスについて浸透性であるが液体については浸透性
ではない材料、膜、弁、ポンプ、ゲート、微小流体システム等を使用して制御されてもよ
い。特に、被験者から取得される血液または他の流体の容量は、厳密にデバイス内の初期
真空圧または容量の関数である必要はないことに留意されたい。例えば、流量コントロー
ラは、流体がデバイスに流入し始めることを可能にするように、最初に開かれてもよく（
例えば、手動で、自動的に、電子的に等）、所定の条件に達した時（例えば、ある容量ま
たは量の血液がデバイスに流入した時）に、たとえ一部の真空圧がデバイス内にとどまっ
ていても、流量コントローラは、その時点で閉じられてもよい。場合によっては、この流
体の制御は、被験者から再現可能な方法で取得される流体の量が大きく制御されることを
可能にする。例えば、一組の実施形態では、被験者から受容される流体の量は、約１ｍｌ
未満となるように制御されてもよく、約３００マイクロリットル未満、約１００マイクロ
リットル未満、約３０マイクロリットル未満、約１０マイクロリットル未満、約３マイク
ロリットル未満、約１マイクロリットル未満等であってもよい。
【０１１３】
　ある実施形態では、物質移送構成要素は、設置アクチュエータ上に締結されてもよい。
ある場合には、設置アクチュエータは、物質移送構成要素を皮膚にもたらすことができ、
ある事例では、物質移送構成要素を皮膚内に挿入することができる。例えば、物質移送構
成要素は、機械的に、電気的に（例えば、コンピュータ制御され得る、サーボを用いて）
、空気圧的に、ピストン、ネジ、機械的連結等を介して移動させらることができる。一組
の実施形態では、設置アクチュエータは、少なくとも約０．１ｃｍ／ｓ、少なくとも約０
．３ｃｍ／ｓ、約１ｃｍ／ｓ、少なくとも約３ｃｍ／ｓ、少なくとも約１０ｃｍ／ｓ、少
なくとも約３０ｃｍ／ｓ、少なくとも約１ｍ／ｓ、少なくとも約２ｍ／ｓ、少なくとも約
３ｍ／ｓ、少なくとも約４ｍ／ｓ、少なくとも約５ｍ／ｓ、少なくとも約６ｍ／ｓ、少な
くとも約７ｍ／ｓ、少なくとも約８ｍ／ｓ、少なくとも約９ｍ／ｓ、少なくとも約１０ｍ
／ｓ、少なくとも約１２ｍ／ｓ等の速度において、物質移送構成要素を皮膚内に挿入する
ことができ、その時点において、物質移送構成要素が、最初に、皮膚に接触する。いかな
る理論にも拘束されることを望むものではないが、比較的に高速の挿入速度は、皮膚を穿
通するための物質移送構成要素の能力を向上させ（皮膚を変形させるか、またはそれに応
答して皮膚を移動させることなく）、および／または皮膚への物質移送構成要素の適用に
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よって感じられる痛みの量を減少させ得ると考えられる。本明細書に説明されるものを含
め、皮膚内への穿通速度を制御する任意の好適な方法が、使用されてもよい。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、例えば、接着剤、または本明細書で説明される
もの等の他の技法を使用して、皮膚の表面に適用可能または貼付可能である電気および／
または機械的デバイスであってもよい。接着剤は、永久的または一時的であってもよく、
デバイスを皮膚の表面に貼付するために使用されてもよい。接着剤は、任意の好適な接着
剤、例えば、感圧接着剤、接触接着剤、永久接着剤、ヒドロゲル、シアノアクリレート、
糊、粘剤、熱溶融物、エポキシ等であってもよい。場合によっては、接着剤は、生体適合
性または低刺激性となるように選択される。
【０１１５】
　別の一組の実施形態では、デバイスは、皮膚に機械的に保持されてもよく、例えば、デ
バイスは、ストラップ、ベルト、バックル、糸、ひも、弾性バンド等の機械的要素を含ん
でもよい。例えば、被験者の皮膚に対して適所にデバイスを保持するように、ストラップ
がデバイスの周囲に装着されてもよい。さらに別の一組の実施形態では、これらの技法お
よび／または他の技法の組み合わせが使用されてもよい。１つの非限定的実施例として、
デバイスは、接着剤およびストラップを使用して、被験者の腕または脚に貼付されてもよ
い。
【０１１６】
　別の実施例として、デバイスは、被験者の皮膚の表面に適用される手持ち式デバイスで
あってもよい。しかしながら、場合によっては、デバイスは、被験者がデバイスを自己管
理することができるほど十分に小型または携帯用であってもよい。ある実施形態では、デ
バイスはまた、電動であってもよい。場合によっては、デバイスは、皮膚の表面に適用さ
れてもよく、皮膚に挿入されない。しかしながら、他の実施形態では、デバイスの少なく
とも一部が、例えば、機械的に、皮膚に挿入されてもよい。例えば、一実施形態では、デ
バイスは、本明細書で議論されるように、皮下注射針、ナイフの刃、穿刺要素（例えば、
中実または中空針）等のカッタを含んでもよい。
【０１１７】
　本明細書で説明される配列のうちのいずれかまたは全ては、被験者に近接して、例えば
、被験者の皮膚の上、またはそれに近接して提供することができる。デバイスの起動は、
種々の方法で実行することができる。一実施形態では、デバイスを被験者に適用すること
ができ、間質液にアクセスするよう針または極微針を注射するように、デバイスの領域を
起動することができる（例えば、ユーザによって、押される、押下される、軽くたたかれ
る）。同じまたは異なる、軽くたたく、または押す作用が、真空源を起動し、種々の弁の
うちの１つ以上を開放および／または閉鎖し、または同等のことを行うことができる。デ
バイスは、皮膚に適用され、自動的に動作する（例えば、皮膚への適用が間質液にアクセ
スし、間質液を分析領域に引き込む）単純なものとなり得て、またはデバイスを皮膚に適
用することができ、１回軽くたたくこと、または他の起動が、針または極微針の投与、弁
の開放、真空の起動、またな任意の組み合わせを通して流体を流れさせることができる。
ユーザが、ある場所を繰り返し押す、または軽くたたくか、あるいは、選択的、連続的、
および／または周期的に種々のスイッチを起動することによって、任意の数の起動プロト
コルを実行することができる。別の配列では、針または極微針の起動、吸引水疱の生成、
弁の開放および／または閉鎖、および１つ以上の分析を促進する他の技法は、電子的に、
または被験者あるいは外部制御実体によって促進される他の方式で、実行することができ
る。例えば、デバイスまたはパッチを被験者の皮膚に近接して提供することができ、任意
の１つまたは複数の検定を所望に応じて実行することができるように、説明されるデバイ
スの針、水疱デバイス、弁、または他の構成要素のうちのいずれかを起動するよう、近く
のコントローラまたは遠隔の信号源によって、無線周波数、電磁、または他の信号を提供
することができる。
【０１１８】
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　本明細書で使用されるように、「流体」という用語は、概して、流れ、その容器の輪郭
に一致する傾向がある物質を指す。典型的には、流体は、静的剪断応力に耐えることがで
きない物質であり、剪断応力が印加されると、流体は、継続的かつ永久的歪曲を受ける。
流体は、少なくとも一部の流体の流動を可能にする、任意の好適な粘度を有してもよい。
流体の非限定的実施例は、液体および気体を含むが、また、自由流動性固体粒子、粘弾性
流体等を含んでもよい。例えば、流体は、例えば、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ乳
酸・グリコール酸共重合体等の生分解性および／または生適合性物質、または他の類似物
質から形成される、流動性を有する基質またはゲルを含んでもよい。
【０１１９】
　本発明の一側面によると、デバイスは、比較的小さいサイズである。いくつかの実施形
態では、デバイスは、被験者によって装着可能および／または担持可能であるように定寸
されてもよい。例えば、デバイスは、内蔵式であってもよく、ワイヤ、ケーブル、管、外
部構造要素、または他の外部支持材を必要としない。デバイスは、被験者上の任意の好適
な位置、例えば、腕または脚、背部、腹部等に配置されてもよい。既述のように、いくつ
かの実施形態では、デバイスは、任意の好適な技法を使用して、例えば、接着剤、ストラ
ップ、ベルト、バックル、糸、ひも、弾性バンド等の機械的要素を使用して、皮膚の表面
上に貼付または保持されてもよい。場合によっては、デバイスは、デバイスを装着してい
る間に、被験者が動き回る（例えば、歩く、運動する、タイピングする、書く、飲む、ま
たは食べる、トイレを使用する等）ことができるように、被験者の上に配置されてもよい
。例えば、デバイスは、被験者が、少なくとも約５分にわたって、場合によっては、より
長い期間、例えば、少なくとも約１０分、少なくとも約１５分、少なくとも約３０分、少
なくとも約４５分、少なくとも約１時間、少なくとも約３時間、少なくとも５時間、少な
くとも約８時間、少なくとも約１日、少なくとも約２日、少なくとも約４日、少なくとも
約１週間、少なくとも約２週間、少なくとも約４週間等にわたってデバイスを装着するこ
とができるような質量および／または寸法を有してもよい。
【０１２０】
　ある実施形態では、本デバイスはまた、デバイスアクチュエータを含んでもよい。デバ
イスアクチュエータは、デバイスアクチュエータの作動時に、皮膚への物質移送構成要素
の露出を引き起こすように構築および配列されてもよい。例えば、活性化体が、物質移送
構成要素を皮膚に接触する化学物質を放出させ、極微針または他の物質移送構成要素を皮
膚の中へ駆動させ、真空を皮膚に印加させ、流体の噴出を皮膚に方向付けさせ等を行って
もよい。デバイスアクチュエータは、被験者によって、および／または別の個人（例えば
、医療提供者）によって作動させられてもよく、またはデバイス自体が、例えば、被験者
の皮膚への適用時に、自己作動式であり得る。アクチュエータは、１回、または場合によ
っては、複数回、作動させられてもよい。
【０１２１】
　デバイスは、例えば、ボタンを押すこと、スイッチを押すこと、スライダを移動させる
こと、ダイヤルを回すこと等によって、作動させられてもよい。被験者および／または別
の個人が、アクチュエータを作動させてもよい。場合によっては、デバイスは、遠隔で作
動させられてもよい。例えば、医療提供者が、デバイスを起動するために、デバイスによ
って受信される電磁信号、例えば、無線信号、高周波信号等を送信してもよい。
【０１２２】
　一組の実施形態では、デバイスは、例えば、流体のプールされた領域内で、皮膚の中ま
たは外へ、流体および／または他の物質を運搬および／または受容するために使用され得
る、微小流体チャネル等のチャネルを含んでもよい。場合によっては、微小流体チャネル
は、皮膚に流体を運搬し、および／またはそこから流体を受容するために使用される、物
質移送構成要素と流体連通している。例えば、一組の実施形態では、デバイスは、皮膚に
挿入することができる皮下注射針を含んでもよく、流体は、針を介して皮膚の中へ運搬さ
れ、および／または針を介して皮膚から受容されてもよい。デバイスはまた、例えば、流
体源から、針に運搬するための流体を含有し、および／または、例えば、デバイス内の分
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析チャンバへ、後の分析のためのリザーバへの運搬のために等のために、皮膚から流体を
受容するための１つ以上の微小流体チャネルを含んでもよい。
【０１２３】
　場合によっては、１つより多くのチャンバがデバイス内に存在してもよく、場合によっ
ては、チャンバのうちのいくつかまたは全ては、例えば、微小流体チャネル等のチャネル
を介して、流体連通してもよい。種々の実施形態では、種々のチャンバおよび／またはチ
ャネルが、用途に応じて、デバイス内に存在してもよい。例えば、デバイスは、被分析物
を感知するためのチャンバ、試薬を保持するためのチャンバ、温度を制御するためのチャ
ンバ、ｐＨまたは他の状態を制御するためのチャンバ、圧力または真空を生成または緩衝
するためのチャンバ、流体流量を制御または抑制するためのチャンバ、混合チャンバ等を
含有してもよい。
【０１２４】
　したがって、一組の実施形態では、デバイスは、微小流体チャネルを含んでもよい。本
明細書で使用されるように、「微小流体」、「微視的」、「マイクロスケール」、「マイ
クロ」接頭辞（例えば、「マイクロチャネル」のような）等は、概して、約１ｍｍ未満、
および場合によっては約１００ミクロン（マイクロメートル）未満の幅または直径を有す
る、要素または部品を指す。いくつかの実施形態では、本明細書で議論される実施形態の
うちのいずれかについて、微小流体チャネルの代わりに、またはそれと併せて、より大き
いチャネルが使用されてもよい。例えば、ある場合においては、約１０ｍｍ未満、約９ｍ
ｍ未満、約８ｍｍ未満、約７ｍｍ未満、約６ｍｍ未満、約５ｍｍ未満、約４ｍｍ未満、約
３ｍｍ未満、または約２ｍｍ未満の幅または直径を有するチャネルが使用されてもよい。
場合によっては、要素または部品は、それを通って流体が流れることができるチャネルを
含む。全ての実施形態では、特定の幅は、最小幅（すなわち、その場所で、部品が異なる
次元でより大きい幅を有することができるように特定されるような幅）、または最大幅（
すなわち、その場所で、部品は、特定されるような幅を超えない広さの幅を有するが、よ
り大きい長さを有することができる）となり得る。したがって、例えば、微小流体チャネ
ルは、約１ｍｍ未満、約５００ミクロン未満、約３００ミクロン未満、または約１００ミ
クロン未満の平均断面寸法（例えば、微小流体チャネルの中の流体の流動の方向と垂直で
ある）を有してもよい。場合によっては、微小流体チャネルは、約６０ミクロン未満、約
５０ミクロン未満、約４０ミクロン未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未満、約
１０ミクロン未満、約５ミクロン未満、約３ミクロン未満、または約１ミクロン未満の平
均直径を有してもよい。
【０１２５】
　本明細書で使用されるような「チャネル」は、流体の流動を少なくとも部分的に指向さ
せる部品（例えば、基材）の上または中の特徴を意味する。場合によっては、チャネルは
、単一の構成要素、例えば、エッチングされた基材または成形されたユニットによって、
少なくとも部分的に形成されてもよい。チャネルは、任意の断面形状、例えば、円形、卵
形、三角形、不整形、正方形、または長方形（任意のアスペクト比を有する）、あるいは
同等物を有することができ、覆う、または覆いを取る（すなわち、チャネルを包囲する外
部環境に開いている）ことができる。チャネルが完全に覆われる実施形態では、チャネル
の少なくとも一部が、完全に取り囲まれる断面を有することができ、および／またはチャ
ネル全体が、その入口および出口を除いて、その全長に沿って完全に取り囲まれてもよい
。
【０１２６】
　チャネルは、任意のアスペクト比、例えば、少なくとも約２：１、より典型的には、少
なくとも約３：１、少なくとも約５：１、少なくとも約１０：１等のアスペクト比（長さ
対平均断面寸法）を有してもよい。本明細書で使用されるように、流体または微小流体チ
ャネルに関する「断面寸法」は、チャネル内の流体流動と略垂直な方向で測定される。チ
ャネルは、概して、流体移送に対する制御を促進する特性、例えば、構造特性および／ま
たは物理的あるいは化学的特性（疎水性対親水性）、および／または流体に力（例えば、
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含有力）を及ぼすことができる他の特性を含む。チャネル内の流体は、チャネルを部分的
または完全に充填してもよい。場合によっては、流体は、何らかの様式で、例えば、表面
張力を使用して（例えば、流体が、凹状または凸状メニスカス等のメニスカス内のチャネ
ル内で担持されるように）、チャネルまたはチャネルの一部内で保持または拘束されても
よい。部品または基材の中で、チャネルのうちの一部（または全体）は、特定のサイズま
たはそれ以下であってもよく、例えば、約５ｍｍ未満、約２ｍｍ未満、約１ｍｍ未満、約
５００ミクロン未満、約２００ミクロン未満、約１００ミクロン未満、約６０ミクロン未
満、約５０ミクロン未満、約４０ミクロン未満、約３０ミクロン未満、約２５ミクロン未
満、約１０ミクロン未満、約３ミクロン未満、約１ミクロン未満、約３００ｎｍ未満、約
１００ｎｍ未満、約３０ｎｍ未満、または約１０ｎｍ未満、あるいは場合によってはそれ
以下の流体流動と垂直な最大寸法を有してもよい。一実施形態では、チャネルは、毛細管
である。
【０１２７】
　場合によっては、デバイスは、流体を保持するための１つ以上のチャンバまたはリザー
バを含有してもよい。場合によっては、チャンバは、１つ以上の物質移送構成要素および
／または１つ以上の微小流体チャネルと流体連通してもよい。例えば、デバイスは、（例
えば、貯蔵および／または後の分析のために）被験者から受容された流体を採取するため
のチャンバ、被験者に運搬するための流体（例えば、血液、生理食塩水、随意で含有する
薬剤、ホルモン、ビタミン、医薬品等）を含有するチャンバ等を含有してもよい。
【０１２８】
　デバイスの中へ流体を受容した後に、デバイスまたはその一部は、例えば、被験者によ
って、または別の個人によって、被験者の皮膚から除去されてもよい。例えば、デバイス
全体が除去されてもよく、または貯蔵リザーバを含有するデバイスの一部がデバイスから
除去され、随意に、別の貯蔵リザーバと交換されてもよい。したがって、例えば、一実施
形態では、デバイスは、２つ以上のモジュール、例えば、皮膚から貯蔵リザーバの中への
流体の受容を引き起こすことが可能な第１のモジュールと、貯蔵モジュールを含有する第
２のモジュールとを含有してもよい。場合によっては、貯蔵リザーバを含有するモジュー
ルは、デバイスから除去されてもよい。モジュールおよびモジュラーシステムの他の実施
例が以下で議論され、他の実施例は、その全体が参照することにより本明細書に組み込ま
れる、２０１１年５月５日に米国特許出願第２０１１／０１０５８７２号として公開され
た、「Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈ
ｅ　Ｓｋｉｎ」と題された２０１０年１０月２９日出願の米国仮特許出願第１２／９１５
，７３５号で議論されている。
【０１２９】
　本発明のある側面による種々の材料および方法は、デバイス、例えば、微小流体チャネ
ル、チャンバ等を形成するために使用することができる。例えば、本発明の種々の構成要
素は、固体材料から形成することができ、チャネルは、微細機械加工、スピンコーティン
グおよび化学蒸着等の膜堆積過程、レーザ加工、フォトリソグラフィ技法、湿式化学また
はプラズマ過程を含むエッチング方法等を介して形成することができる。例えば、Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ　Ａｍｅｒｉｃａｎ，２４８：４４－５５，１９８３（Ａｎｇｅｌｌ　ｅ
ｔ　ａｌ．）を参照されたい。
【０１３０】
　一組の実施形態では、本発明のシステムおよびデバイスの種々の構成要素は、例えば、
ポリジメチルシロキサン（「ＰＤＭＳ」）、ポリテトラフルオロエチレン（「ＰＴＦＥ（
登録商標）」またはＴｅｆｌｏｎ（登録商標））等の弾性ポリマーで形成することができ
る。例えば、一実施形態によると、微小流体チャネルは、ＰＤＭＳまたは他のソフトリソ
グラフィ技法を使用して、別々に流体システムを製造することによって実装されてもよい
（この実施形態に好適なソフトリソグラフィ技法の詳細は、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ
　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，１９９８，Ｖｏｌ．２８，ｐａｇｅｓ１５
３－１８４に発表されたＹｏｕｎａｎ　ＸｉａおよびＧｅｏｒｇｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓｉ
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ｄｅｓらによる「Ｓｏｆｔ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ」と題された参考文献、Ａｎｎｕａ
ｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，２００１，
Ｖｏｌ．３，ｐａｇｅｓ３３５－３７３に発表された、Ｇｅｏｒｇｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅｓ
ｉｄｅｓ、Ｅｍａｎｕｅｌｅ　Ｏｓｔｕｎｉ、Ｓｈｕｉｃｈｉ　Ｔａｋａｙａｍａ、Ｘｉ
ｎｇｙｕ　Ｊｉａｎｇ、およびＤｏｎａｌｄ　Ｅ．Ｉｎｇｂｅｒによる「Ｓｏｆｔ　Ｌｉ
ｔｈｏｇｒａｐｈｙ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」で議
論されており、これらの参考文献のそれぞれは、参照することにより本明細書に組み込ま
れる）。
【０１３１】
　潜在的に好適なポリマーの他の実施例として、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
、ポリアクリル酸塩、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、ポリテ
トラフルオロエチレン、フッ素化ポリマー、ポリジメチルシロキサン等のシリコーン、ポ
リ塩化ビニリデン、ビスベンゾシクロブテン（「ＢＣＢ」）、ポリイミド、ポリイミドの
フッ素化誘導体等を含むが、それらに限定されない。上記で説明されるものを含むポリマ
ーを有する組み合わせ、共重合体、または混合物も想起される。デバイスはまた、複合材
料、例えば、ポリマーおよび半導体材料の複合物から形成されてもよい。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、本発明の種々の構成要素は、ポリマーおよび／または可撓性
および／または弾性材料から製造され、成形（例えば、レプリカ成形、射出成形、鋳型成
形等）を介した製造を促進する硬化可能な流体で便利に形成することができる。硬化可能
な流体は、本質的に、流体ネットワークでの使用および流体ネットワークとの使用に検討
される流体を含有および／または移送することが可能な固体に、凝固するように誘導する
ことができるか、または自発的に凝固する任意の流体となり得る。一実施形態では、硬化
可能な流体は、ポリマー液体または液体ポリマー前駆体（すなわち、「プレポリマー」）
を含む。好適なポリマー液体は、例えば、熱可塑性ポリマー、熱硬化性ポリマー、ワック
ス、金属、またはそれらの融点以上で加熱されたそれらの混合物あるいは複合物を含むこ
とができる。別の実施例として、好適なポリマー液体は、好適な溶媒中の１つ以上のポリ
マーの溶液を含んでもよく、その溶液は、例えば、蒸発による溶媒の除去時に、固体ポリ
マー材料を形成する。例えば、溶融状態から、または溶媒蒸発によって固化することがで
きるそのようなポリマー材料は、当業者に公知である。その多くが弾性である種々のポリ
マー材料が好適であり、また、金型マスターの一方または両方が弾性材料から構成される
実施形態について、金型または金型マスターを形成するためにも好適である。そのような
ポリマーの実施例の非限定的リストは、シリコーンポリマー、エポキシポリマー、および
アクリレートポリマーという一般分類のポリマーを含む。エポキシポリマーは、一般的に
エポキシ基、１，２－エポキシド、またはオキシランと呼ばれる三員環状エーテル基の存
在によって特徴付けられる。例えば、芳香族アミン、トリアジン、および脂環式骨格に基
づく化合物に加えて、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテルを使用することができる
。別の実施例は、公知のノボラックポリマーを含む。本発明による使用に好適なシリコー
ンエラストマーの非限定的実施例として、メチルクロロシラン、エチルクロロシラン、フ
ェニルクロロシラン等のクロロシランを含む、前駆体から形成されるものが挙げられる。
【０１３３】
　シリコーンポリマー、例えば、ポリジメチルシロキサンというシリコーンエラストマー
が、ある実施形態で使用される。ＰＤＭＳポリマーの非限定的実施例は、Ｄｏｗ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，（Ｍｉｄｌａｎｄ，ＭＩ）によってＳｙｌｇａｒｄという商標の下
で販売されているもの、具体的には、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８２、Ｓｙｌｇａｒｄ　１８４
、およびＳｙｌｇａｒｄ　１８６を含む。ＰＤＭＳを含むシリコーンポリマーは、本発明
の微小流体構造の製造を単純化するいくつかの有益な性質を有する。例えば、そのような
材料は、安価で、容易に入手可能であり、熱による硬化を介して、ポレポリマー液体から
凝固させることができる。例えば、ＰＤＭＳは、典型的には、例えば、約１時間の露出時
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間にわたって、例えば、約６５℃から約７５℃の温度にポリマー液体を露出することによ
って硬化可能である。また、ＰＤＭＳ等のシリコーンポリマーは、弾性となり得て、従っ
て、本発明のある実施形態で必要な比較的高いアスペクト比を有する非常に小さい特徴を
形成するために有用であってもよい。可撓性（例えば、弾性）金型またはマスターが、こ
の点に関して有利となり得る。
【０１３４】
　ＰＤＭＳ等のシリコーンポリマーから本発明の微小流体構造等の構造を形成することの
１つの利点は、酸化構造が、他の酸化シリコーンポリマー表面に、または種々の他のポリ
マーおよび非ポリマー材料の酸化表面に架橋結合することが可能な化学基を、それらの表
面で含有するように、例えば、空気プラズマ等の酸素含有プラズマへの露出によって、そ
のようなポリマーが酸化される能力である。したがって、構成要素を製造し、次いで、酸
化させ、別個の接着剤または他の封止手段の必要なく、他のシリコーンポリマー表面に、
または酸化シリコーンポリマー表面と反応する他の基質の表面に、本質的に不可逆的に封
止することができる。ほとんどの場合は、封止は、補助圧力を印加してシールを形成する
必要はなく、単に酸化シリコーン表面を別の表面に接触させることによって完成すること
ができる。つまり、事前酸化シリコーン表面が、好適な噛合表面に対する接触接着剤とし
ての役割を果たす。具体的には、それ自体に不可逆的に封止可能であることに加えて、酸
化ＰＤＭＳ等の酸化シリコーンはまた、例えば、（例えば、酸素含有プラズマへの露出を
介して）ＰＤＭＳ表面と同様に酸化させられているガラス、シリコン、酸化ケイ素、石英
、窒化ケイ素、ポリエチレン、ポリスチレン、ガラス状炭素、およびエポキシポリマーを
含む、それ自体以外の一連の酸化物質に不可逆的に封止することもできる。本発明に照ら
して有用な酸化および封止方法、ならびに全体的成形技法は、例えば、参照することによ
り本明細書に組み込まれる、「Ｒａｐｉｄ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏ
ｆｌｕｉｄｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｐｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘａｎｅ
，」Ａｎａｌ．Ｃｈｅｍ．，７０：４７４－４８０，１９９８（Ｄｕｆｆｙ　ｅｔ　ａｌ
．）と題された論文において、当技術分野で説明されている。
【０１３５】
　酸化シリコーンポリマーから本発明の微小流体構造（または、内部流体含有表面）を形
成することの別の利点は、これらの表面が、典型的なエラストマーポリマーの表面（親水
性内面が所望される）よりもはるかに親水性となり得ることである。したがって、そのよ
うな親水性チャネル表面は、典型的な未酸化エラストマーポリマーまたは他の疎水性材料
から成る構造よりも、水溶液によって容易に充填され、湿潤化されることができる。
【０１３６】
　別の側面では、本発明は、以前に議論されている組成物のうちの１つ以上を含むキット
、例えば、皮膚から流体を運搬および／または受容するためのデバイスを含むキット、被
験者の皮膚内で流体のプールされた領域を生成することが可能なデバイスを含むキット、
流体を決定することが可能なデバイスを含むキット等を対象とする。本明細書で使用され
るような「キット」は、典型的には、本発明の組成物またはデバイスのうちの１つ以上、
および／または、例えば、以前に説明されているような本発明と関連付けられる他の組成
物またはデバイスを含む、パッケージまたはアセンブリを定義する。例えば、一組の実施
形態では、キットは、デバイスと、デバイスとともに使用するための１つ以上の組成物と
を含んでもよい。キットの組成物のそれぞれは、存在する場合、液体形態で（例えば、溶
液で）、または固体形態（例えば、乾燥粉末）で提供されてもよい。ある場合においては
、組成物のうちのいくつかは、例えば、キットとともに提供されてもされなくてもよい、
好適な溶媒または他の種の添加によって、構成可能であってもよく、またはそうでなけれ
ば（例えば、活性形態に）加工可能であってもよい。本発明と関連付けられる他の組成物
または構成要素の実施例は、例えば、試料および／または被験者に対する特定の用途のた
めの組成物および構成要素を、例えば、使用する、投与する、修正する、組み立てる、貯
蔵する、包装する、調製する、混合する、希釈する、および／または保存するための、溶
媒、界面活性剤、希釈剤、塩、緩衝剤、乳化剤、キレート剤、充填剤、酸化防止剤、結合
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剤、増量剤、防腐剤、乾燥剤、抗菌剤、針、シリンジ、包装材、管、ボトル、フラスコ、
ビーカー、皿、フリット、フィルタ、リング、クランプ、ラップ、パッチ、容器、テープ
、接着剤等を含むが、それらに限定されない。
【０１３７】
　本発明のキットは、場合によっては、取扱説明書が本発明の組成物と関連付けられるも
のであることを当業者が認識するような方式で、本発明の組成物と関連して提供される、
任意の形態の取扱説明書を含んでもよい。例えば、取扱説明書は、キットと関連付けられ
る組成物および／または他の組成物の使用、修正、混合、希釈、保存、投与、組立、貯蔵
、包装、および／または調製のための取扱説明書を含んでもよい。場合によっては、取扱
説明書はまた、例えば、試料および／または被験者に対する特定の用途のための、例えば
、組成物の運搬および／または投与のための取扱説明書を含んでもよい。取扱説明書は、
例えば、任意の方式で提供される、書面または出版、口頭、可聴（例えば、電話による）
、デジタル、光学、視覚（例えば、ビデオテープ、ＤＶＤ等）、または電子通信（インタ
ーネットまたはウェブベースの通信を含む）といった、そのような取扱説明書を含有する
ための好適な媒介物として、当業者によって認識可能な任意の形態で提供されてもよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、本明細書で議論されるような本発明の１つ以上の
実施形態を販促する方法を対象とする。本明細書で使用されるように、「販促する」は、
本明細書で議論されるような本発明のシステム、デバイス、装置、部品、方法、組成物、
キット等と関連付けられる、販売する、宣伝する、割り当てる、使用許諾する、契約する
、命令する、教育する、研究する、輸入する、輸出する、交渉する、出資する、融資する
、取引する、販売供給する、再販売する、流通させる、修理する、交換する、保証する、
告訴する、特許取得する、または同等のことを行う方法を含むが、それらに限定されない
全ての営業する方法を含む。販促の方法は、個人、事業（公営または民間）、パートナー
シップ、企業、トラスト、契約または非契約機関、単科大学または総合大学等の教育機関
、研究機関、病院または他の臨床機関、政府機関等を含むが、それらに限定されない、任
意の当事者によって行うことができる。販促活動は、本発明と明確に関連付けられる任意
の形態の通信（例えば、書面、口頭、および／またはＥメール、電話、インターネット、
ウェブベース等であるが、それらに限定されない電子通信）を含んでもよい。
【０１３９】
　一組の実施形態では、販促の方法は、１つ以上の取扱説明書を伴ってもよい。本明細書
で使用されるような「取扱説明書」は、指導有用性の構成要素（例えば、指図、ガイド、
警告、標識、注釈、ＦＡＱまたは「よくある質問」等）を定義し、典型的には、本発明に
関する、あるいは本発明および／または本発明のパッケージと関連付けられる、書面の取
扱説明書を伴うことができる。取扱説明書はまた、例えば、本明細書で議論されるように
、取扱説明書が本発明と関連付けられるものであることをユーザが明確に認識するような
任意の方式で提供される、任意の形態の指導通信（例えば、口頭、電子、可聴、デジタル
、光学、視覚等）を含むこともできる。
【０１４０】
　以下の文書が、参照することにより本明細書に組み込まれる：Ｇｏｎｚａｌｅｓ－Ｚｕ
ｇａｓｔｉらによる「Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｆｌ
ｕｉｄｓ」と題された２０１１年４月２９日出願の米国仮特許出願第６１／４８０，９７
７号、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる２０１１年４月２９日出願の「Ｐｌａｓｍａ　ｏｒ　
Ｓｅｒｕｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｖａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｓ　Ｕ
ｎｄｅｒ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題された米国仮特許出願第６１／４８
０，９４１号、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　ｆｒｏｍ　ａ　Ｓｕｂｊｅｃｔ」と題さ
れた２０１１年４月２９日出願の米国仮特許出願第６１／４８０，９６０号、２０１０年
３月１８日に米国特許出願公開第２０１０／００６９７２６号として公開された、Ｌｅｖ
ｉｎｓｏｎらによる「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄ
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ｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ，　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎｓ」と題された２００９年６月４日出願の米国特許出願第１２／４７８，７５６号
、２０１０年９月３０日に米国特許出願公開第２０１０／０２４９５６０号として公開さ
れた、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる「Ｏｘｙｇｅｎ　Ｓｅｎｓｏｒ」と題された２０１０年
３月２日出願の米国特許出願第１２／７１６，２２２号、２０１１年１月１３日に米国特
許出願公開第２０１１／０００９８４７号として公開された、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる
「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｓｕｃｔｉｏｎ　Ｂｌｉｓｔｅｒｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｏｏｌｅｄ　Ｒｅｇ
ｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ」と題された２０１０年
３月２日出願の米国特許出願第１２／７１６，２３３号、２０１０年１０月７日に米国特
許出願公開第２０１０／０２５６５２４号として公開された、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる
「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　
Ｂｌｏｏｄ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ」と題された２０１０年３月２日出願の米国特許出願第１
２／７１６，２２６号、２０１０年１０月７日に米国特許出願公開第２０１０／０２５６
４６５号として公開された、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎらによる「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔ
ｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｔｈ
ｅｒａｐｉｅｓ，ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
　Ｓｋｉｎ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」と題された２０１０年
３月２日出願の米国特許出願第１２／７１６，２２９号、Ｌｅｖｉｎｓｏｎらによる「Ｐ
ａｔｉｅｎｔ－Ｅｎａｃｔｅｄ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ」と題された２
０１０年１１月２４日出願の米国特許出願第１２／９５３，７４４号、Ｃｈｉｃｋｅｒｉ
ｎｇらによる「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　ｔｏ　Ｓｋｉｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ａｃｔｕａｔｉｏｎ，Ｄｅｌｉ
ｖｅｒｙ，ａｎｄ／ｏｒ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」と題された２０１０
年１０月２９日出願の米国特許出願第１２／９１５，７３５号、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎらに
よる「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｉｎｇ，Ｓａｎｉ
ｔｉｚｉｎｇ，ａｎｄ／ｏｒ　Ｓｈｉｅｌｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ　ｏｒ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ」と題された２０１０年１０月２９日
出願の米国特許出願第１２／９１５，７８９号、Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎらによる「Ｒｅｌａ
ｔｉｖｅｌｙ　Ｓｍａｌｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｓｋｉｎ
，Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ　Ｔｈｅｒ
ｅｏｆ」と題された２０１０年１０月２９日出願の米国特許出願第１２／９１５，８２０
号、Ｃｈｉｃｋｅｒｉｎｇらによる「Ｒａｐｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｗ
ｉｔｈｄｒａｗａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題された２０１１年１月１３日出願の米国
特許出願第１３／００６，１７７号、Ｃｈｉｃｋｅｒｉｎｇらによる「Ｓａｍｐｌｉｎｇ
　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ」と題された２０１１年１月１３日出願の米国特
許出願第１３／００６，１６５号、Ｃｈｉｃｋｅｒｉｎｇらによる「Ｓａｍｐｌｉｎｇ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ　Ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ
　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｐａｉｎ」と題された２０１０年６月２３日出願の米国仮特許出願第６
１／３５７，５８２号、Ｄａｖｉｓらによる「Ｒａｐｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ａｎｄ／
ｏｒ　Ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題された２０１０年７月２６日出
願の米国仮特許出願第６１／３６７，６０７号、Ｃｈｉｃｋｅｒｉｎｇらによる「Ｃｌｉ
ｎｉｃａｌ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ」と題された２０１０年８月１３日出願の米国仮特許出願第６１／３７３，７６
４号、およびＢｒａｎｃａｚｉｏらによる「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅｓ　ｆｏｒ　Ｂｌｏｏｄ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ」と題された２０１０年１１月９日出願の
米国仮特許出願第６１／４１１，５６６号。また、それぞれ本明細書と同日付に出願され
た、「Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題
された国際特許出願、および「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｗｉ
ｔｈｄｒａｗｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｆｒｏｍ　ａ　Ｓｕｂｊｅｃｔ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒｅ
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ｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題された国際特許出願も、それらの全体で参照するこ
とにより本明細書に組み込まれる。加えて、Ｈａｇｈｇｏｏｉｅらによる「Ｐｌａｓｍａ
　ｏｒ　Ｓｅｒｕｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｍｏｖａｌ　ｏｆ　Ｆｌｕｉ
ｄｓ　ｕｎｄｅｒ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ」と題された、２０１１年４月２
９日出願の米国仮特許出願第６１／４８０，９４１号、およびＢｅｒｎｓｔｅｉｎらによ
る「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ
／ｏｒ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｌｏｏｄ　Ｓｐｏｔｓ　ｏｒ　Ｏｔｈｅｒ
　Ｂｏｄｉｌｙ　Ｆｌｕｉｄｓ」と題された、２０１１年１０月２０日出願の米国仮特許
出願第６１／５４９，４３７号がそれぞれ、その全体が参照することにより本明細書に組
み込まれる。
【０１４１】
　本発明のいくつかの実施形態が本明細書で説明および例示されているが、当業者であれ
ば、機能を果たし、および／または本明細書で説明される結果および／または利点のうち
の１つ以上を得るための種々の他の手段および／または構造を容易に想起し、そのような
変化例および／または修正のそれぞれは、本発明の範囲内と見なされる。より一般的には
、当業者であれば、本明細書で説明される全てのパラメータ、寸法、材料、および構成は
、例示的となるように意図されており、実際のパラメータ、寸法、材料、および／または
構成は、本発明の教示が使用される、１つまたは複数の具体的用途に依存することを容易
に理解するであろう。当業者であれば、日常的にすぎない実験を使用して、本明細書で説
明される本発明の具体的実施形態の多くの同等物を認識し、または確認することができる
であろう。したがって、前述の実施形態は、一例のみとして提示され、添付の請求項およ
びそれらの同等物の範囲内で、具体的に説明および請求される通り以外で本発明が実践さ
れてもよいことを理解されたい。本発明は、本明細書で説明される各個別特徴、システム
、部品、物質、キット、および／または方法を対象とする。加えて、そのような特徴、シ
ステム、部品、物質、キット、および／または方法が相互に矛盾していなければ、２つ以
上のそのような特徴、システム、部品、物質、キット、および／または方法の任意の組み
合わせが、本発明の範囲内に含まれる。
【０１４２】
　本明細書で定義および使用されるような全ての定義は、辞書の定義、参照することによ
り組み込まれる文書内の定義、および／または定義された用語の通常の意味に対して優勢
であると理解されるべきである。
【０１４３】
　明細書および請求項で使用されるような「１つの」という不定冠詞は、明確にそれとは
反対に示されない限り、「少なくとも１つの」を意味すると理解されるべきである。
【０１４４】
　明細書および請求項で使用されるような「および／または」という語句は、そのように
結合された要素の「いずれか一方または両方」、すなわち、場合によっては接合的に存在
し、他の場合においては離接的に存在する要素を意味すると理解されるべきである。「お
よび／または」で記載される複数の要素は、同じように、すなわち、そのように結合され
た要素のうちの「１つ以上」と解釈されるべきである。「および／または」節によって具
体的に識別される要素以外に、具体的に識別される要素に関係しようと、無関係であろう
と、他の要素が随意的に存在してもよい。したがって、非限定的実施例として、「Ａおよ
び／またはＢ」への言及は、「～を備える」等の制約のない用語と併せて使用されると、
一実施形態ではＡのみ（随意でＢ以外の要素を含む）、別の実施形態ではＢのみ（随意で
Ａ以外の要素を含む）、さらに別の実施形態ではＡおよびＢの両方（随意で他の要素を含
む）等を指すことができる。
【０１４５】
　明細書および請求項で使用されるように、「または」は、上記で定義されるような「お
よび／または」と同じ意味を有すると理解されるべきである。例えば、リストの中のアイ
テムを分離する時に、「または」あるいは「および／または」は、包括的として、すなわ
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ち、少なくとも１つを含むが、いくつかの要素または要素のリストのうちの１つより多く
、および随意で付加的な記載されていないアイテムも含むと解釈されるものとする。「～
のうちの１つのみ」または「～のうちの正確に１つ」等の明確にそれとは反対に示される
他の用語、あるいは請求項で使用される時の「～から成る」は、いくつかの要素または要
素のリストのうちの正確に１つの要素の包含を指す。概して、本明細書で使用されるよう
な「または」という用語は、「いずれか一方」、「～のうちの１つ」、「～のうちの１つ
のみ」、または「～のうちの正確に１つ」等の排他性の用語が続く時に、排他的な代替用
語（すなわち、「一方または他方であるが両方ではない」）を示すと解釈されるだけのも
のとする。「本質的に－から成る」は、請求項で使用されると、特許法の分野で使用され
るようなその通常の意味を有するものとする。
【０１４６】
　明細書および請求項で使用されるように、「少なくとも１つ」という語句は、１つ以上
の要素のリストを参照して、要素のリストの中の要素のうちのいずれか１つ以上から選択
される少なくとも１つの要素を意味するが、要素のリスト内に具体的に記載されたあらゆ
る要素のうちの少なくとも１つを必ずしも含まず、要素のリストの中の要素の任意の組み
合わせを排除しないと理解されるべきである。この定義はまた、具体的に識別される要素
に関係しようと、無関係であろうと、「少なくとも１つ」という語句が指す、要素のリス
ト内で具体的に識別される要素以外に、要素が随意で存在してもよいことを許容する。し
たがって、非限定的実施例として、「ＡおよびＢのうちの少なくとも１つ」（または、同
等に「ＡまたはＢのうちの少なくとも１つ」、あるいは同等に「Ａおよび／またはＢのう
ちの少なくとも１つ」）は、一実施形態では、いずれのＢも存在しない、随意で１つより
多くを含む、少なくとも１つのＡ（および随意でＢ以外の要素を含む）、別の実施形態で
は、いずれのＡも存在しない、随意で１つより多くを含む、少なくとも１つのＢ（および
随意でＡ以外の要素を含む）、さらに別の実施形態では、随意で１つより多くを含む、少
なくとも１つのＡ、および随意で１つより多くを含む、少なくとも１つのＢ（および随意
で他の要素を含む）等を指すことができる。
【０１４７】
　また、明確にそれとは反対に示されない限り、１つより多くのステップまたは行為を含
む、本明細書で請求される任意の方法では、方法のステップまたは行為の順序は、方法の
ステップまたは行為が記載される順序に必ずしも限定されないことも理解されたい。
【０１４８】
　請求項において、ならびに上記の明細書において、「～を備える」、「～を含む」、「
～を携持する」、「～を有する」、「～を含有する」、「～を伴う」、「～を担持する」
、「～から構成される」等の全ての移行句は、制約がない、すなわち、「～を含むが、そ
れに限定されない」を意味すると理解されるものである。「～から成る」および「本質的
に～から成る」という移行句のみが、米国特許審査手続便覧第２１１１．０３条（Ｕｎｉ
ｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｐａｔｅｎ
ｔ　Ｅｘａｍｉｎｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ，Ｓｅｃｔｉｏｎ　２１１１．０３）で
規定されているように、それぞれ、制約的または半制約的移行句であるものとする。



(41) JP 2014-516644 A 2014.7.17

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】 【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】



(42) JP 2014-516644 A 2014.7.17

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】
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