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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特異的結合対のメンバーの両方が移動できるキャリヤー媒体中における特異的結合対の
メンバー間の結合相互作用を促進する方法であって、該キャリヤー媒体中を、特異的結合
対の１のメンバーを特異的結合対の他のメンバーに対して相対的に移動させることを特徴
とし、ここに、１の特異的結合対メンバーは粒状磁性材料の表面上に結合されたものであ
り、他の特異的結合メンバーは標的被検体上で発現されたものであり、該粒状磁性材料の
表面上に結合した１の特異的結合対メンバーを磁場勾配の影響下で１の方向に媒体中を移
動させ、次いで、磁場勾配の不存在下で該媒体を撹拌することによって該１の特異的結合
対メンバーを異なる方向に移動させる方法。
【請求項２】
　該粒状磁性材料の表面上に結合した１の特異的結合対メンバーを磁場勾配の影響下で１
の方向に媒体中を移動させる工程と、磁場勾配の不存在下で該媒体を撹拌することによっ
て該１の特異的結合対メンバーを異なる方向に移動させる工程とを繰り返すことを特徴と
する請求項１記載の方法。
【請求項３】
　特異的結合対メンバーがビオチン－ストレプトアビジン、抗原－抗体、ミメトープ（mi
metope）－抗体、受容体－ホルモン、受容体－リガンド、レクチン－炭水化物、プロテイ
ンＡ－抗体Ｆｃおよびアビジン－ビオチンよりなる群から選択される請求項１記載の方法
。
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【請求項４】
　標的被検体がホルモン、タンパク質、ペプチド、レクチン、オリゴヌクレオチド、薬剤
、化学物質、核酸分子、細胞、ウイルスおよび細菌よりなる群から選択される請求項１記
載の方法。
【請求項５】
　磁性材料が５０ｎｍ～５０μｍの範囲の粒子の大きさを有する請求項１記載の方法。
【請求項６】
　磁性材料が９０～４００ｎｍの範囲の粒子の大きさを有する請求項５記載の方法。
【請求項７】
　該粒状磁性材料の表面上に結合した１の特異的結合対メンバーを、前記メンバーの両方
を混合した直後に移動させる請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（技術分野）
　本発明は、特異的結合対相互作用、バイオエンティティー（bioentity）の分離および
希薄な物質の生物学的流体からの単離の分野に関する。好ましくは、標的エンティティー
上の促進された（enhanced）磁性負荷によって、かかる生物分離を促進し、それにより、
そのように単離された標的エンティティーの生物化学的および診断的分析を容易にする方
法が提供される。
【背景技術】
【０００２】
　特異的結合対相互作用を必要とする相当な数の製造、分析および研究室プロセスおよび
手法がある。多くの研究室的および臨床的手法は、バイオスペシフィック（biospecific
）アフィニティー反応と呼ばれるかかる相互作用に基づく。かかる反応は、一般に、生物
学的試料の診断試験において、または幅広い範囲の標的物質、特に、細胞、ウイルス、タ
ンパク質、核酸などの生物学的エンティティーの分離に利用される。実際問題として、で
きるだけ迅速かつ効率よく特異的結合対相互作用を行うことが重要である。これらの反応
は古典的な化学的問題、例えば、温度、濃度および特異的結合対メンバーのもう１つ別の
メンバーに対するアフィニティーに依存する。理想的には、複数の非共有結合を迅速に形
成する特異的結合パートナーを用いる分離が利用される。かかる結合パートナーの使用は
、特に、生物学的系においてよくあることであるが、単離されるべき１の特異的結合対メ
ンバーの濃度が非常に低い場合に重要である。もちろん、濃度は、水精製のような他の分
離プロセスあるいは微量汚染物質または他の望ましくない生産物を除去する必要のある応
用において問題とされる。
【０００３】
　目的の物質と標的物質が特異的に結合する別の物質との間の複合体形成に基づいて、上
記の標的物質を結合、分離または分析する種々の方法が利用できる。得られる複合体の溶
液または非結合材料からの分離は、重力によって、例えば、沈降によって、または別法で
は、リガンド物質に結合した微粒子またはビーズの遠心分離によって行ってもよい。所望
により、結合／遊離分離工程を容易にするために、かかる粒子またはビーズに磁気を帯び
させてもよい。磁性粒子は、免疫および他のバイオスペシフィックアフィニティー反応に
おけるそれらの使用のように、当該分野でよく知られている。例えば、米国特許第４，５
５４，０８８号およびImmunoassays for Clinical Chemistry、第１４７～１６２頁、Hun
terら編、Churchill Livingston, Edinborough (1983)を参照のこと。一般に、磁気また
は重力分離を容易にするいずれの材料もこの目的に使用できる。しかしながら、磁気原理
による方法が好ましい。
【０００４】
　磁性粒子は一般に、２つの幅広いカテゴリーに分かれる。第１のカテゴリーは、永久に
磁化可能であるかまたは強磁性体である粒子を包含し；第２のカテゴリーは、磁場に付さ
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れた場合にだけ、大量の磁気作用を示す粒子を含む。後者は磁気感応粒子と呼ばれる。磁
気感応作用を示す材料は、時々、超常磁性と記載される。しかしながら、大量の強磁性を
示す材料、例えば、磁性酸化鉄は、約３０ｎｍまたはそれ以下の直径の結晶である場合、
超常磁性として特徴付けられうる。対照的に、強磁性材料のより大きな結晶は、磁場に曝
露後、永久磁石の特徴を保持し、強力な粒子－粒子相互作用のため、その後に凝集する傾
向がある。
【０００５】
　磁性粒子は、大（１．５～約５０ミクロン）、小（０．７～１．５ミクロン）およびコ
ロイド状またはナノ粒子（＜２００ｎｍ）に分類することができる。後者は、強磁性流体
または強磁性流体様粒子とも呼ばれ、古典的な強磁性流体の特性の多くを有する。Libert
iら、pp 777-790、E. Pelezzetti（編）"Fine Particle Science and Technology", Kluv
er Aced. Publishers, Netherlands。
【０００６】
　小磁性粒子は、都合のよいことに生物機能ポリマー（例えば、タンパク質）でコートさ
れているので、バイオスペシフィックアフィニティー反応を含む分析において非常に有用
であり、非常に広い表面積を提供し、妥当な反応速度論を与える。０．７－１．５ミクロ
ンの範囲の磁性粒子は、例えば、米国特許第３，９７０，５１８号；４，０１８，８８６
号；４，２３０，６８５号；４，２６７，２３４号；４，４５２，７７３号；４，５５４
，０８８号および４，６５９，６７８号を包含する特許文献において記載されている。こ
れらの粒子のうち若干数が免疫学的試薬のための有用な固形支持体であると開示されてい
る。
【０００７】
　上記の小磁性粒子に加えて、超常磁性作用も有する大磁性粒子（＞１．５ミクロン～約
５０ミクロン）のクラスがある。かかる材料は、Ugelstad（米国特許第４，６５４，２６
７号）によって発明され、ダイナル社（Dynal）（ノルウェー、オスロ）によって製造さ
れたものを包含する。ポリマー粒子が合成され、粒子膨張の過程によって、磁鉄鉱結晶が
そこに埋め込まれる。同じ大きさの他の材料は、分散された磁鉄鉱結晶の存在下で粒子の
合成を行うことによって調製される。これは、磁鉄鉱結晶の捕捉をもたらし、かくして、
磁性を帯びた材料が製造される。どちらの場合も、得られる粒子は超常磁性作用を有し、
磁場の除去により難なく分散する。上記の磁性コロイドまたはナノ粒子とは異なり、かか
る材料ならびに小磁性粒子は、粒子あたりの大量の磁性材料のため、単純な研究室の磁性
物質を用いて難なく分離される。したがって、分離は２、３百ガウス／ｃｍから約１．５
キロガウス／ｃｍまでほどの低い勾配において行われる。コロイド状磁性粒子（約２００
ｎｍよりも小さい）は、それらの拡散エネルギー、粒子あたりの小さい磁気量およびスト
ークス剤のために、分離に実質的により高い磁気勾配を必要とする。
【０００８】
　米国特許第４，７９５，６９８号、Owenらは、ポリマーでコートされたミクロン以下の
大きさのコロイド状超常磁性粒子に関する。「６９８特許」は、生物機能的ポリマーの存
在下における磁性種の沈殿によるかかる粒子の製造を記載する。本明細書において単発粒
子と呼ばれる得られる粒子の構造は、５－１０ｎｍの直径を有する１以上の強磁性クリス
タライトがおよそ５０ｎｍの直径を有するポリマー体内に埋め込まれているミクロ－集塊
であることがわかった。これらの粒子は、数ヶ月ほどの長い観察期間に、水性懸濁液から
分離しないというはっきりとした傾向を示す。Molday（米国特許第４，４５２，７７３号
）は、非常に高濃度のデキストランの存在下での塩基の添加を介してＦｅ＋２／Ｆｅ＋３

から磁鉄鉱および他の酸化鉄を形成することによって製造された、Owenらの「６９８特許
」に記載されたのと同様の性質の材料を記載する。そのようにして製造された材料は、コ
ロイド性を有する。該方法は、Miltenyi Biotec（Bergisch Gladbach, Germany）によっ
て商業化されている。その生産物は、細胞分離アッセイにおいて非常に有用であることが
判明している。
【０００９】
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　もう１つ別の超常磁性コロイド状粒子の製造方法が米国特許第５，５９７，５３１号に
記載されている。「６９８特許」に記載の粒子とは対照的に、これらの後者の粒子は、超
音波エネルギーによって約２５～１２０ｎｍの範囲のある程度安定な結晶クラスター中に
分散させられた予め形成された超常磁性結晶上に生物機能的ポリマーを直接コーティング
することによって製造される。得られる粒子（本明細書において直接コートしたまたはＤ
Ｃ粒子と呼ばれる）は、同じ全体の大きさを有するOwenらまたはMoldayらのナノ粒子より
も有意に大きな磁気モーメントを示す。
【００１０】
　磁気分離技術は、強磁性体を流体媒体から分離するために磁場発生装置を利用する。対
照的に、コロイド状超常磁性粒子の比較的弱い磁気感応と関連して、それらが懸濁液中に
保持される傾向は、かかる粒子をそれらが懸濁している流体媒体から分離するために高勾
配磁気分離（ＨＧＭＳ）技術の使用を必要とする。ＨＧＭＳ系において、磁場の勾配、す
なわち、空間的誘導は、所定の点での磁場の強度によってもたらされるよりも大きな影響
を懸濁粒子の作用に対して与える。
【００１１】
　高勾配磁気分離は、真核生物および原核生物細胞、ウイルス、核酸、タンパク質および
炭水化物を包含する幅広い種々の生物学的材料の分離に有用である。これまでに知られた
方法において、生物学的材料は、抗体、抗体フラグメント、特異的結合タンパク質（例え
ば、プロテインＡ、ストレプトアビジン）、レクチンなどのような結合物質によって特異
的に認識できるかまたはそれらに結合できる少なくとも１個の特徴的決定子を有する場合
、ＨＧＭＳによって分離可能であった。
【００１２】
　ＨＧＭＳ系は、２つの幅広いカテゴリーに分けることができる。１のかかるカテゴリー
は、分離チャンバーまたは容器の外部に位置する磁気回路を用いる磁気分離系を包含する
。かかる外部分離器（または解放的磁場勾配（open-field gradient）分離器）の例は、
米国特許第５，１８６，８２７号に記載されている。「８２７特許」に記載される具体例
のいくつかにおいて、必要な磁場勾配は、磁石の同じ極が場に対向する配置にあるように
非磁性容器の周囲に永久磁石を配置することによって作成される。かかる系において得ら
れうる試験媒体内の磁場勾配の範囲は、磁石の強度および磁石間の分離距離によって制限
される。したがって、外部勾配系を用いて得ることができる勾配には限界がある。同時係
属中の米国仮出願第６０／０９８，０２１号において、新規な容器設計によって放射状勾
配を最大にする手段および分離効率を最大にする方法が開示されている。かかる容器は、
本明細書に記載の方法を実施するために使用できる。
【００１３】
　もう１つ別の型のＨＧＭＳ分離器は、１）適用される磁場を強めるため、および２）試
験媒体内に磁場勾配を作成するために、試験媒体内に配置されている強磁性収集構造を利
用する。内部ＨＧＭＳ系の１の既知の型において、微細なスチールウールまたはガーゼを
磁石に隣接して位置するカラム内に詰め込む。適用した磁場は、スチールワイヤーの付近
に集中し、その結果、懸濁した磁性粒子はワイヤーの表面に誘引され、付着するであろう
。かかるワイヤー上に生じた勾配は、ワイヤー直径に反比例し、一方、磁気の「リーチ」
は直径とともに減少する。したがって、非常に高い勾配を生じることができる。
【００１４】
　内部勾配系の１の欠点は、スチールウール、ガーゼ材料またはスチールミクロビーズの
使用が、交差しているワイヤーの付近または交差しているワイヤー間の隙間内における毛
管現象によって試験媒体の非磁性成分を捕らえることである。種々のコーティング方法が
かかる内部勾配カラムに適用された（米国特許第４，３７５，４０７号および５，６９３
，５３９号）が、かかる系における大きな表面積は今だ、吸着作用によって回収問題を生
じる。したがって、内部勾配系は、特に非常に低頻度の捕捉物質の回収が分離の目的であ
る場合、望ましくない。さらに、それらは自動化が困難であり、高価である。
【００１５】
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　一方、外部勾配を用いるＨＧＭＳに基づくアプローチを用いる細胞分離は、いくらか便
利である。まず、試験管、遠心管またはヴァキュテーナー（採血に使用される）のような
単純な研究室の管を用いてもよい。外部勾配が分離した細胞が効果的に単層化される種類
である場合、米国特許第５，１８６，８２７号に記載の四極子／六極子装置を用いる場合
または米国特許第５，４６６，５７４号に記載の対立二極子を用いる場合のように、細胞
の洗浄および続く操作が容易になる。さらに、管または同様の容器からの細胞の回収は、
単純かつ効率のよいプロセスである。これは、特に、高勾配カラムからの回収と比べた場
合である。かかる分離容器はまた、元の試料の容量を減らすことができるというもう１つ
別の重要な特徴を提供する。例えば、特定のヒト血液細胞サブセット（例えば、磁気的に
標識したＣＤ３４＋細胞）を粘度を減少させるために緩衝液で２０％希釈した血液から単
離する場合、１５ｍｌの円錐形試験管を適当な四極子磁気装置中における分離容器として
用いてもよい。非結合細胞を除去するための適当な洗浄および／または分離および再懸濁
後、ＣＤ３４＋細胞を２００μｌの容量で非常に効果的に再懸濁することができる。これ
は、例えば、１５ｍｌの円錐形試験管中の１２ｍｌの溶液（血液、強磁性流体および希釈
緩衝液）で開始し、分離を行い、上澄液およびその後の洗浄上澄液を捨て、回収した細胞
を３ｍｌの適当な細胞緩衝液中に再懸濁することによって行うことができる。次いで、さ
らなる分離／洗浄工程（必要に応じて標識または染色反応を行ってもよい）を包含しうる
第２の分離を行い、最後に、単離した細胞を最終容量２００μｌで容易に再懸濁する。こ
の一連の方法において容量を減らし、ボルテックスミキサーを再懸濁に用いることによっ
て、再懸濁容量より大きい試験管に付着した細胞が減少した容量で回収される。適当に処
理した容器中で注意深く、迅速に行う場合、細胞回収は非常に効率がよい（７０－９０％
）。
【００１６】
　磁気分離を行うことができる効率ならびに磁気的に標識した細胞の回収および純度は、
多くの因子に依存するであろう。これらは、分離している細胞の数、かかる細胞上に存在
する特徴的決定子の密度、細胞あたりの磁性負荷、磁性材料の非特異的結合（ＮＳＢ）、
使用される技術、容器の性質、容器表面の性質および媒体の粘度のような問題を包含する
。通常の場合であるが、系の非特異的結合が比較的一定である場合、標的集団が減少する
のと同様に、純度が減少する。例えば、元の混合物中０．２５％である集団の８０％を回
収する０．２％ＮＳＢを用いる系は５０％の純度を有するであろう。一方、最初の集団が
１．０％であった場合、純度は８０％であるであろう。
【００１７】
　標的細胞の集団が小さければ小さいほど、磁気的に標識し、回収することが困難になる
であろうことに注目することが重要である。さらに、標識および回収は、使用される磁性
粒子の性質に著しく依存する。例えば、ダイナル（Dynal）ビーズのような大きい磁性粒
子は大きすぎて、系の混合によって生じる衝突によって懸濁液中において細胞を拡散およ
び効果的に標識できない。非常に初期の癌における腫瘍細胞の場合のように、細胞が血液
１ｍｌあたり１細胞またはそれ以下の集団である場合、標的細胞を標識する確率は、系に
加えられた磁性粒子の数および混合時間の長さに関連するであろう。細胞とかかる粒子の
実質的な時間の混合は心身に有害であるので、粒子濃度をできるだけ増加させることが必
要になる。しかしながら、加えることのできる磁性粒子の量には限りがある。他の血液成
分中に混合した希薄な細胞を扱う代わりに、分離において大量の磁性粒子中に混合した希
薄な細胞に対処する。後者の状態は、かかる細胞を数える能力またはそれらを試験する能
力を著しく改善することはない。したがって、妥協は、非常に希薄な標的エンティティー
の単離を可能にすると同時に、磁性材料の量および混合時間を制限することである。
【００１８】
　希薄な頻度（血液１ｍｌあたり１ないし２０－５０個）の細胞を単離するための大きな
粒子の使用に対するもう１つ別の欠点は、大きな粒子がケージ様方式において細胞の周囲
に密集しやすいことであり、それらの「検分（see）」または分析を困難にする。したが
って、粒子は分析前に解離させなければならず、それは明らかに他の複雑な状況を導く。
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【００１９】
　理論的には、高勾配磁気分離と共にコロイド状磁性粒子を使用することは、特に、目的
の細胞サブセットが全集団の小さなフラクションを含む場合、目的の細胞サブセットを真
核生物細胞の混合集団から分離するための特別の方法であるようである。適当な磁性負荷
を用いると、適度に希釈した全血と同じくらいの粘り気のある媒体中でさえも単離できる
ように、細胞上に十分な力がはたらく。注目されるように、約２００ｎｍ未満のコロイド
状磁性材料は、希薄な細胞と衝突し、磁気的に標識するそれらの能力を著しく促進するブ
ラウン運動を示すであろう。これは、例えば、１００ｎｍのコロイド状磁性粒子（強磁性
流体）を用いる非常に効率のよい腫瘍細胞パージング実験の結果が記載されている米国特
許第５，５４１，０７２号において明らかにされている。まさに重要なことに、記載の大
きさの範囲またはそれ以下のコロイド状材料は、一般に、細胞の見かけを損なわない。そ
のように回収された細胞は、フローサイトメトリーまたは可視または蛍光技術を用いる顕
微鏡によって試験できる。大きな磁性粒子とは対照的に、かかる物質は、それらの拡散性
のため、血中の腫瘍細胞のような希薄な事象を難なく「見出し」、磁気的に標識する。
【００２０】
　しかしながら、上記の理由のために、特別の装置設計である外部磁場勾配系における細
胞分離のための強磁性流体様粒子の使用に関連する有意な問題がある。Miltenyi Biotec
によって製造されたようなOwenまたはMoldayによって記載された型のミクロン以下の大き
さの磁性粒子に対する直接的モノクローナル抗体結合体は、米国特許第５，１８６，８２
７号に記載の四極子または六極子磁気装置のような最も良好な利用可能な外部磁気勾配装
置を用いる細胞選択法における使用に十分な磁気モーンメントを有さない。適度に希釈し
た全血中における分離に使用する場合、それらは、いっそう効果がない。米国特許第５，
５９７，５３１号、LibertiおよびPinoに記載のような実質的により磁性を帯びた同様な
材料を用いると、より有望な結果が得られた。モデル・スパイキング実験において、比較
的高い上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）決定子密度を有するＳＫＢＲ３細胞（胸部腫瘍系
統）が、非常に低いスパイキング密度（血液１ｍｌあたり１－５細胞）でさえも抗－Ｅｐ
ＣＡＭ強磁性流体の直接結合体を用いて全血から効果的に分離されることが見出された。
一方、低いＥｐＣＡＭ決定子密度を有するＰＣ３細胞（前立腺系統）は、有意に低下した
効率で分離される。おそらく、これは、これらの低い決定子密度細胞上に負荷している不
十分な磁性の結果である。
【００２１】
　上記に照らして、本発明者らは、大、小またはコロイド状のどれかの磁性粒子の目的の
生物学的エンティティー上への「負荷」の増加または促進に向けられた方法に対する要望
を高く評価した。これらの方法は、低い決定子密度を有する標的物質または細胞を単離す
ることに役立たせるために使用してもよい。標的バイオエンティティーの単離の効率を上
げることは、次いで、続くかかるエンティティーの生化学的および組織化学的分析を容易
にする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２２】
（発明の開示）
　制御および最適化された様式で生物学的溶液中に存在する特異的結合対メンバー間の衝
突を組織的に強制することによって、特異的結合対メンバー間の相互作用を促進するため
の有効な方法を提供することが本発明の目的である。これは、衝突数が増えるように、１
の特異的結合対メンバーの他のメンバーに対する相対的な運動を引き起こすことによって
達成される。顕微鏡レベルで、溶液の勢いのある攪拌は、常に特異的結合対のメンバー間
に最適数の衝突をもたらすわけではないようである。例えば、細胞表面決定子に特異的な
モノクローナル抗体に結合したコロイド状磁性ナノ粒子は、磁気的に標識されるべき標的
細胞と混合したとき、２つのエンティティーが互いに相対的に移動する場合に、かかる細
胞をより効果的により高い標識密度で標識するであろう。したがって、細胞が懸濁液中に
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あり、磁性コロイドが細胞中を「引っ張られる」場合、実質的により多数のナノ粒子が連
続攪拌、ボルテックスおよび他の混合法と比べて特異的に細胞に結合する。別法では、磁
性コロイドが遠心分離に対して安定である場合、細胞を遠心分離によってコロイド中を移
動させてもよい。該過程はまた、標的細胞に特異的に結合したコロイド状ナノ粒子の量を
有意に増加する。したがって、該原理を混合の代わりに、または混合に加えて用いること
ができる。
【００２３】
　１のエンティティーの他に対する相対的な運動を引き起こす多くの方法がある。下記の
実施例において、細胞の懸濁液中を粒子を移動させるために磁気勾配を用いるか、または
、重力上安定なコロイド状磁性粒子中を細胞を移動させるために遠心分離を用いる。明ら
かに後者の場合、どちらの成分も磁性である必要はない。例えば、該過程のｇ力に対して
安定ないずれかのコロイド中で細胞を遠心分離することができた。例えば、コロイド状金
中で細胞を遠心分離する。
【００２４】
　上記の特異的結合対メンバーの相対的な移動を引き起こす方法に加えて、磁気力または
重力を包含するいずれかの差を用いることもできるが、１の成分の他の成分に対して相対
的な電荷または電荷差を用いることができる。１のエンティティーをいくつかの他の成分
に対して相対的に媒体中で振動させる振動電場を想像することができる。同様に、内部力
を使用してもよい。
【００２５】
　限定するものではないが、免疫アッセイ、細胞分離、分析的使用またはバイオプロセッ
シングのためのタンパク質単離、細菌捕捉および核酸操作を包含する本発明の方法が有利
に用いられる多数の応用がある。２つのエンティティーが結合または衝突して生産物また
は生産中間体を形成しなければならない工業的プロセスがある。温度はしばしばかかる反
応を加速するために用いらのだが、本発明をインキュベーション時間の短縮または反応温
度の低下のために使用してもよい。本発明の方法は、上記の種々の応用に望ましい有効な
特異的結合対メンバー相互作用を実現する。磁気分離の場合、本発明により作成可能なリ
ガンド特異的粒子の増加した磁性負荷のため、低い決定子密度を有するバイオエンティテ
ィーが捕捉される。さらに、本発明は低濃度の１の特異的結合対メンバーの使用を可能に
することによって莫大な利益を提供する。磁性粒子（またはいずれか他の物質）を１の特
異的結合対メンバーと結合した標的エンティティーと何回か繰り返し接触させることがで
きる場合、同じレベルの標識を達成するためにより少量が必要とされるであろう。
【００２６】
　本明細書で使用される場合、「標的バイオエンティティー」または「被検体」なる語は
、幅広く種々の目的の生物学的または医学的材料をいう。例えば、ホルモン、タンパク質
、ペプチド、レクチン、オリゴヌクレオチド、薬剤、化学物質、核酸分子（ＲＮＡまたは
ＤＮＡ）および細胞、ウイルス、細菌などのような生物粒子を包含する生物学的起源の粒
状被検体を包含する。上記の標的バイオエンティティーのいずれかに関して使用される場
合、「決定子」なる語は、バイオスペシフィックリガンドまたはバイオスペシフィック試
薬によって特異的に結合され、その存在が選択的結合が起こるために必要とされる特異的
結合物質に選択的に結合することに関与し、その原因となる標的のバイオエンティティー
の一部分を示す。基本的用語において、決定子は、特異的結合対反応において受容体によ
って認識される標的バイオエンティティー上の分子接触領域である。本明細書で使用され
る場合、「特異的結合対」なる語は、抗原－抗体、受容体－ホルモン、受容体－リガンド
、アゴニスト－アンタゴニスト、レクチン－炭水化物、核酸（ＲＮＡまたはＤＮＡ）ハイ
ブリダイズ配列、Ｆｃ受容体またはマウスＩｇＧ－プロテインＡ、アビジン－ビオチン、
ストレプトアビジン－ビオチン、およびウイルス－受容体相互作用を包含する。想像上、
当業者に明らかなように、種々の他の決定子－特異的結合物質の組み合わせが本発明の方
法の実施に使用できる。本明細書で使用される場合、「抗体」なる語は、免疫グロブリン
、モノクローナルまたはポリクローナル抗体、免疫反応免疫グロブリンフラグメントおよ
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び１本鎖抗体を包含する。伝統的に作成される抗体と同様な特異性を有する決定子を特異
的に認識するペプチド、オリゴヌクレオチドまたはその組み合わせもまた、本発明の使用
が意図される。本明細書で使用される場合、「検出可能に標識する」なる語は、物理的ま
たは化学的手段による直接または間接的なその検出または測定が試験試料中の標的バイオ
エンティティーの存在を示すいずれかの物質を示す。有用な検出可能な標識の代表例は、
限定するものではないが、光吸収、蛍光、反射率、光散乱、燐光またはルミネセンス特性
に基づいて直接または間接的に検出可能な分子またはイオン；それらの放射能特性によっ
て検出可能な分子またはイオン；それらの核磁気共鳴または常磁性特性によって検出可能
な分子またはイオンを包含する。光吸収または蛍光に基づいて間接的に検出可能な分子の
群のなかでも、例えば、適当な基質を変換する、例えば、非－光吸収から光吸収分子に、
または非－蛍光から蛍光分子へ変換する種々の酵素が包含される。「実質的に除外して」
なる句は、バイオスペシフィックリガンドまたはバイオスペシフィック試薬とその対応す
る標的決定子との間の結合反応の特異性を示す。バイオスペシフィックリガンドおよび試
薬は、その標的決定子に対して特異的結合活性を有し、また、今だ、他の試料成分に対し
て低レベルの非特異的結合を示しうる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１Ａはヒストグラムであり、図１ＢはＥｐＣＡＭ特異的モノクローナル抗体を
用いるＰＣ３細胞の標識を示すグラフである。
【図２】図２Ａおよび図２Ｂは、ＥｐＣＡＭ特異的モノクローナル抗体に結合した磁性ナ
ノ粒子を異なる濃度で用いるＰＣ３細胞の標識を示す１対のヒストグラムである。細胞の
標識は、磁気分離の前（図２Ａ）および後（図２Ｂ）で示す。
【図３】図３Ａおよび３Ｂは、非特異的モノクローナル抗体結合強磁性流体を用いて得ら
れた標識（図３Ｂ）と比較した、強磁性流体に結合した細胞特異的モノクローナル抗体を
用いるＰＣ３細胞の標識（図３Ａ）を示すヒストグラムである。各場合において、磁気分
離の前後のＰＣ３細胞の蛍光強度を示す。
【図４】図４は、磁気収集の前後のＣＤ３４特異的モノクローナル抗体に結合した磁性ナ
ノ粒子を用いるＫＧ１ａ細胞の標識を示すヒストグラムである。
【図５】図５Ａ－５Ｄは、磁場の外側（図５Ａおよび５Ｃ）および内側（図５Ｂおよび５
Ｄ）におけるダイナル抗－上皮細胞ビーズを用いるインキュベーション後の前立腺腫瘍（
ＰＣ３）細胞を示す一連の顕微鏡写真である。小さいドットは遊離のダイナルビーズであ
る。図５Ａおよび５Ｂは、１０ｘ倍率であり；図５Ｃおよび５Ｄは２０ｘ倍率である。
【図６】図６Ａ－６Ｄは、磁場の外側および内側でのダイナル抗－上皮細胞ビーズを用い
るインキュベーション後の胸部腫瘍細胞（ＳＫＢＲ３）を示す一連の顕微鏡写真である。
小さいドットは遊離のダイナルビーズである。
【図７】図７Ａ－７Ｃは、磁気分離の間の特異的または非特異的強磁性流体を用いるＰＣ
３細胞の標識を示すヒストグラムである。図７Ａ：磁気分離の間に存在する遊離の強磁性
流体なし；図７Ｂ：磁気分離の間に存在する特異的強磁性流体：図７Ｃ：磁気分離の間に
存在する非特異的強磁性流体。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　発明の詳細な記載
　上記の議論から、特異的結合対のメンバー間の結合相互作用を促進するためのいずれか
の手段が１または他のかかるメンバーを有する被検体の分離性を改善することが明らかで
あろう。広く認められている特許出願（名称「磁性ナノ粒子の調節した凝集方法（"Metho
ds of Controlled Aggregation of Magnetic Nanoparticles"）」、Libertiら）において
、凝集原理によって標的エンティティー上での磁性負荷を増加する方法が開示されている
。該開示は、正常な集団の約８５％由来のヒト血液中において種々のレベルで生じるＩｇ
Ｍと考えられる特異的因子の発見に基づいている。該ＩｇＭ－様因子は、LibertiおよびP
inoの米国特許第５，５９７，５３１号に記載の方法によって調製された強磁性流体と反
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応する。強磁性流体凝集因子（ＦＦＡＦ）は、付加的な強磁性流体をすでに細胞に結合し
ている強磁性流体上に密集させる。該付加的な磁性負荷は有意に希薄な細胞単離、特に低
決定子密度細胞の単離の効率を上げる。これらの観察は、また、細胞が損傷せず、細胞回
収が増えるように、強磁性流体の密集を逆転させる方法の開発を容易にした。好ましい順
序は、（１）その多くが潜在的に存在する血中のいずれかの内因性ＦＦＡＦを除去または
無能力にし；（２）細胞を決定子特異的リガンドに結合した強磁性流体と共にインキュベ
ートし；（３）工程２と同時またはその後に、可逆性凝集剤を添加することによって強磁
性流体の凝集を引き起こし；（４）試料を磁気勾配に付して標的の単離を引き起こし；（
５）少なくとも１つの細胞相溶性脱凝集剤を用いて凝集を逆転させることである。該手順
は、全血由来の希薄な低決定子密度細胞の効率のよい、再現可能な単離をもたらす。内因
性ＦＦＡＦを含有しない血液を洗浄することによって、工程１を削除でき、回収が増える
であろうことは明らかである。
【００２９】
　標識実験を行う場合、標的物質を標識化剤と共にインキュベートすることが通例である
。インキュベーション時間はいくつかの因子に依存するであろう。これらは、標識化剤の
大きさおよび濃度、アッセイの温度および系を混合するか否かを包含する。１－２μｇ／
ｍｌの濃度のモノクローナル抗体を用いて細胞を標識する場合、抗体アフィニティーに依
存して、標識物質を標識リガンドと共に室温で１５分間インキュベートすることが一般的
である。抗体濃度を５μｇ／ｍｌまで増加することによって、インキュベーション時間を
約５分間に短縮することができる。いずれかの場合、試料の混合は、結合される抗体量に
明白な影響を与えない。ダイナルビーズのような大きい磁性粒子の場合、製造者によって
推奨されるインキュベーション時間は、沈降を防ぐために必要とされる混合を行いながら
、２０～３０分である。強磁性流体標識は１５分間のインキュベーションを必要とし、そ
の後、四極子分離器（米国特許第５，１８６，８２７号）において１５分間の標準化され
た分離を行い、それは典型的に最も良好な結果を与えることが見出された。おそらく、こ
れは、強磁性流体コロイドの安定性、大きさおよびコロイドの性質の結果である。
【００３０】
　粘性溶液（典型的には血液）からの細胞の単離における研究において、慣例的に、媒体
からの最適な分離は上記の四極子磁気装置の１つにおいて１０－１５分かかることが観察
された。しかしながら、磁気的に収集された細胞を緩衝液中に再懸濁し、再び分離する場
合、かかる過程の最適時間は約３～４分である。該観察は、粘性効果だけでは説明できな
い。内因性凝集因子を除去するために処理された全血中にスパイクされた低決定子密度上
皮腫瘍細胞の単離を評価するために実験を行った。抗－ＥｐＣＡＭモノクローナル抗体に
直接結合した強磁性流体を用いた。室温で１５分間インキュベーション後すぐに、細胞に
結合した強磁性流体の量を定量し、合わせたインキュベーション後および１０分分離工程
後に達成された標識の量と比較した。データは、磁気分離工程の不在下で、標的細胞に結
合した強磁性流体の量が５倍減少したことを示す。インキュベーション時間が強磁性流体
結合に影響したかどうかを評価するために、処理時間が２つの試料間で同一となるように
、第１の試料を室温でさらに１０分インキュベートした。より長いインキュベーションに
おいて、強磁性流体結合における実質的な増加は観察されなかった。インキュベーション
工程直後および分離工程前に、強磁性流体のさらなる結合を防ぐために所定量の抗－Ｅｐ
ＣＡＭモノクローナル抗体を加える場合、分離した細胞に結合した強磁性流体の量はイン
キュベーションだけの後で得られた量と同一であった。これらの観察は、分離工程の間に
細胞に結合する付加的な強磁性流体が特異的細胞決定子に結合するのであって、磁性物質
によって誘導される強磁性流体－強磁性流体現象の型ではないことを示唆した。下記の実
施例に示される研究は、上記の仮定が本当に正しいことを証明するであろう。
【００３１】
　したがって、いずれかの特異的結合対間の相互作用をその大きさにかかわらず促進する
ために適用されうる新規な方法が提供される。特異的結合対メンバーの促進された結合を
誘導するために、１つの特異的結合対メンバーだけを他に対して相対的に移動させなけれ
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ばならない。本発明の基礎を成す原理の一般的な応用性の例として、細胞だけが遠心場に
おいて移動するように（強磁性流体自体ではない）、特異的強磁性流体と共にインキュベ
ートしている細胞懸濁液を遠心分離する場合、懸濁液を強磁性流体と徹底的に混合した場
合よりもかなり多くの強磁性流体が細胞に結合するであろう。より大きなダイナルビーズ
は、その大きさおよび密度のため、細胞と一緒に遠心分離し、それゆえ、本明細書の記載
と同一の磁性負荷現象を提供できない。したがって、ダイナルビーズ－特異的リガンド結
合体を細胞懸濁液とともにインキュベートし、容器に隣接して適当な磁石を置くことによ
って、磁性ビーズを相互に作用するサイクルで懸濁液中を移動させる場合、単純に混合し
た場合と比較して、細胞に結合したビーズの量が非常に有意に増える。これらの観察は、
顕微鏡およびおそらく巨大分子レベルで、真の混合または衝突を包含する混合に限りがあ
ることを示唆する。
【００３２】
　１の特異的結合対メンバーの他に対する相対的な運動を誘導する種々の方法があり、そ
の多くは特異的結合対メンバーのいずれかまたは両方に対する磁気的効果を必要としない
。一般的な意味において、本発明は、多くの実際的利益および応用を有する。単純な混合
または攪拌と比較して、より大きな特異的結合対相互作用を達成することができる。さら
に、多くの例において、より短時間で最適な結合を達成することが有益であろう。本発明
は、その目的に適用でき、一般に、必要とされる特異的結合対メンバーの量を減少させる
だけでなく、特異的結合対メンバー間の相互作用が重要な事象であるいずれかの試験また
はプロセスの効率を大いに増加させるであろう。細胞および細胞様分離に加えて、免疫ア
ッセイ、ＤＮＡまたはＲＮＡの捕捉および工業的プロセスのような本発明によって利益を
得るであろう多くの他の可能性のある応用が存在する。磁気勾配分離の手段によって目的
の物質を非磁性試験媒体から単離するために磁性粒子を使用する磁気分離法が好ましい。
試料をまず混合し、それにより、磁気分離装置中に置く前に磁性粒子が標的を見出すこと
が可能になる。該インキュベーション期間の間、ボルテックスのようないくつかの手段に
よって試料を混合または攪拌して、磁性粒子と標的細胞との間により大きな接触を引き起
こし、同様に成分の沈降を防ぐことが通例である。下記の実施例において、ナノ粒子を細
胞に対して相対的に溶液中を移動させる磁気勾配の影響下での目的物質の標識が、標識密
度を著しく増加させることが明らかにされる。標識密度の増加は、標的物質のより効率の
よい分離をもたらす。
【００３３】
　細胞、細菌、ウイルス、タンパク質または核酸のようなバイオエンティティーを磁性粒
子で標識する場合、異なる大きさの粒子を使用することができる。しかしながら、磁性粒
子の標識されるべき溶液または懸濁液中での移動は、衝突および結合を最適化する方法で
行われなければならない。粒子を移動させるために磁気勾配が使用される場合、粒子を標
的バイオエンティティーと衝突させるが、標的バイオエンティティーから決定子（例えば
、受容体）を「剥ぎ取らない（rip）」勾配が好ましい。したがって、ダイナル粒子は低
勾配場を必要とし、一方、より高い磁気勾配は、コロイド状ナノ粒子と共に利用されうる
。標識反応の間の標的の差別的な移動および物質の収集は、分離工程の間に、または反復
分離もしくは部分的分離および再懸濁によって実現できる。別法では、磁性材料をインキ
ュベーション容器内で多方面にわたって移動させることができる。相対的な移動をもたら
すために遠心分離を使用する場合、特異的結合対メンバーの１方が遠心力によって影響さ
れないか、または特異的結合対のメンバーに対して作用する遠心力の差が十分に衝突を引
き起こすことができるべきである。
【００３４】
　下記の実施例は、さらに、本発明の基礎を成す基本的原理および磁気分離に関連するよ
うな本発明を用いるための種々の手段をいくらか詳細に記載する。細胞分離のためのコロ
イド状磁性ナノ粒子（強磁性流体）の使用は、本開示時に発明者らによって意図された最
も良好な様式を構成する。これらの粒子例は、いかなる方法においても、本発明を制限す
るように考えられるべきではない。
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【実施例】
【００３５】
［実施例１］
　強磁性流体の不在下での細胞特異的モノクローナル抗体を用いる細胞標識
　上皮細胞接着分子（ＥｐＣＡＭ）は、典型的標的抗原であり、本発明の方法にしたがっ
て標的バイオエンティティー上の促進された磁性負荷を明らかにするために利用された。
ＥｐＣＡＭは、上皮細胞起源の細胞上で発現するが、造血起源の細胞上では発現しない。
ＥｐＣＡＭ抗原の密度は単離および／または分析されるべき細胞型に依存する。例えば、
前立腺腫瘍細胞系統（ＰＣ３細胞）上でのＥｐＣＡＭの発現は均一であり、発現レベルは
比較的低い。図１Ａは、ＥｐＣＡＭに特異的なマウスモノクローナル抗体を用いるＰＣ３
細胞上でのＥｐＣＡＭの分布を示すヒストグラムである。次に、ＥｐＣＡＭ抗体結合のレ
ベルをフルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）に結合した二次ヤギ抗－マウス抗
体（ＧＡＭ）ＧＡＭ－ＦＩＴＣを用いて定量した。蛍光強度は、細胞上の抗体量に正比例
する。図１のヒストグラムは、細胞上でのＥｐＣＡＭの分布を示すＰＣ３細胞の蛍光強度
を示す。図１Ａはまた、ＰＣ３細胞がＥｐＣＡＭに関して細胞の１集団よりなることを示
す。抗原の飽和は、図１Ｂに示すように、４μｇ／ｍｌ濃度のＥｐＣＡＭモノクローナル
抗体で得られる。
【００３６】
［実施例２］
　相対的磁気移動運動の不在下での抗－ＥｐＣＡＭ－強磁性流体を用いる細胞標識
　ＥｐＣＡＭに特異的なマウスモノクローナル抗体を磁性ナノ粒子（強磁性流体）と結合
させた。ＰＣ３細胞を１ｍｌあたり５、１０、２０、４０および６０μｇの鉄（Ｆｅ）の
濃度の上皮細胞特異的強磁性流体（抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ）と共にインキュベートした。
強磁性流体に結合した抗体の全てが標的に特異的に結合できると仮定する場合、およその
抗体濃度は、１ｍｌあたり各々、０．４、０．８、１．５、３．１および４．６μｇであ
る。実験において、０．７５ｍｌの等張緩衝液中における約２００，０００個のＰＣ３細
胞を１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管に加えた。抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ（２０μｌ容量）を
５、１０、２０、４０および６０μｇ／ｍｌの最終濃度で試料に加えた。穏かなボルテッ
クスによって試料を混合した。１５分間のインキュベーション後、試料を５００ｇで５分
間遠心分離して、細胞を非標識強磁性流体から除去した。上記および下記に示すように、
該工程は細胞上への強磁性流体負荷を促進する。該実施例の目的の場合、該工程によって
負荷された加えられた強磁性流体は、全結果に影響しないであろう。上澄液を廃棄した。
細胞ペレットを１００μｌの等張緩衝液中に再懸濁した。次いで、細胞をＧＡＭ－ＦＩＴ
Ｃで染色して、細胞に結合した抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦの量を定量した。１５分間インキュ
ベーション後、１ｍｌの等張緩衝液を細胞に加え、試料を遠心分離して過剰のＧＡＭ－Ｆ
ＩＴＣを除去した。細胞ペレットを５００μｌの等張緩衝液中に再懸濁し、細胞の蛍光強
度をフローサイトメトリー（FACScaliber, Becton-Dickinson,San Jose, CA）によって測
定した。観察された蛍光強度は、細胞上の強磁性流体量に正比例した。
【００３７】
　図２Ａは、蛍光ヒストグラムを示す。平均蛍光強度（ＭＦＩ）または非染色細胞のベー
スライン蛍光は、任意の単位において４．１であった。５μｇ／ｍｌ濃度の抗－ＥｐＣＡ
Ｍ－ＦＦでのＭＦＩは２２．４であった。１０μｇ／ｍｌ濃度でのＭＦＩは３３．７であ
った。２０μｇ／ｍｌ濃度でのＭＦＩは６７．３であった。４０μｇ／ｍｌ濃度でのＭＦ
Ｉは１５３．０であった。６０μｇ／ｍｌ濃度でのＭＦＩは２２０．３であった。図２Ａ
のデータから、図１Ａに示されるように細胞の標識に精製抗体を用いたときに得られたの
と同様の強磁性流体の滴定曲線を得ることができたことが明らかである。
【００３８】
　図２Ａに示されるような細胞を飽和するために必要とされる比較的大量の強磁性流体（
６０μｇ／ｍｌ）は、大容量が処理されなければならない場合に、該手法の経済的可能性
を束縛する。分析を実施するために２００μｌに減らされるべき全血試料、例えば、２０
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ｍｌを用いて行う場合、もう１つ別の複雑な状況が存在する。試料容量減少後に存在する
遊離の強磁性流体の量は、続く分析を妨げることができる。したがって、最適な標識およ
び効率のよい分離を提供すると同時に、磁性粒子濃度を最小に維持することが望ましい。
【００３９】
［実施例３］
　磁気分離の前後の細胞特異的または非特異的強磁性流体の標識強度
　該実施例および追随するいくつかは、どのように相対的運動原理が見出されたのか、な
らびに、その効果の規模およびその結果を明らかにする。該実施例において、低ＥｐＣＡ
Ｍ決定子密度を有する前立腺腫瘍細胞系統ＰＣ３の細胞を使用した。１．５ｍｌの等張緩
衝液中における約５００，０００個のＰＣ３細胞を１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管に加え
た。抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ（２０μｌ容量）を０、５、１０、２０、４０および６０μｇ
／ｍｌの最終濃度で試料に加えた。試料を穏かにボルテックスしながら混合し、四極子磁
気分離器中に１０分間置いて分離をもたらした。１０分後、上澄液を廃棄した。管を磁気
分離器からはずした。容器壁に収集された細胞および遊離の強磁性流体を１ｍｌの等張緩
衝液中でボルテックスしながら再懸濁した。試料を上記のように遠心分離して細胞を遊離
の強磁性流体から除去した。細胞ペレットを飽和量のＧＡＭ－ＦＩＴＣを含有する１００
μｌの等張緩衝液中に再懸濁した。１５分間インキュベーション後、１ｍｌの等張緩衝液
を管に加え、遠心分離して過剰のＧＡＭ－ＦＩＴＣを除去した。細胞ペレットを５００μ
ｌの等張緩衝液中に再懸濁し、細胞の蛍光強度をフローサイトメトリーによって測定した
。
【００４０】
　図２Ｂに示されるヒストグラムは、図２Ａと対照的に、強磁性流体を用いるＰＣ３細胞
の標識が、磁場における強磁性流体標識化ＰＣ３細胞の分離後に試験した強磁性流体の全
ての濃度において比較的一様であることを示す。さらに、各場合の標識は、図２Ａの実験
、すなわち、磁気分離を行わなかった実験において使用された強磁性流体の最も高レベル
を用いて得られたのと同様であった。
【００４１】
　磁気分離器中でのインキュベーションにおいて磁気的に収集された細胞の標識が促進さ
れる理由を調べるために、下記の実験を行った。抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ（２０μｌ容量）
を５μｌ／ｍｌの最終濃度および１．５ｍｌの容量でＰＣ３細胞試料に加えた。１５分間
インキュベーション後、５００μｌの強磁性流体標識化細胞を１２ｘ７５ｍｍポリスチレ
ン管に移し、５００ｇで５分間遠心分離して非標識化強磁性流体から細胞を除去した。残
存する１ｍｌの強磁性流体標識化細胞を四極子磁気分離器中に１０分間置いた。上澄液を
吸引後、収集された細胞および遊離の強磁性流体を１ｍｌの等張緩衝液中に再懸濁し、上
記のように遠心分離して遊離の強磁性流体から細胞を分離した。各遠心分離後、上澄液を
捨て、細胞ペレットを１００μｌの細胞緩衝液中に再懸濁し、ＧＡＭ－ＦＩＴＣで標識し
た。１５分間インキュベーション後、１ｍｌの等張緩衝液を管に加え、遠心分離して過剰
のＧＡＭ－ＦＩＴＣを除去した。細胞ペレットを５００μｌの等張緩衝液中に再懸濁し、
細胞の蛍光強度をフローサイトメトリーによって測定した。さらに、磁気分離実験後、緩
衝液中に残存した非収集細胞を１２ｘ７５ｍｍ管に移し、遠心分離して細胞をいずれかの
遊離の強磁性流体から分離し、上記のようにＧＡＭ－ＦＩＴＣで染色した。図３Ａは、抗
－ＥｐＣＡＭ－ＦＦに曝露されなかった細胞、分離前の抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦと共にイン
キュベートした細胞、および磁気インキュベーション後の非収集および収集細胞フラクシ
ョンの蛍光強度のヒストグラムを示す。平均蛍光強度（ＭＦＩ）は、非標識細胞（バック
グラウンド蛍光）で５．０、磁気分離前の強磁性流体標識化細胞で１９．４、磁気選択後
に得られた細胞で６９．５および磁気選択後に懸濁液中に残存した細胞で２８．２であっ
た。データは、収集細胞のＭＦＩが磁気分離前の同じ細胞と比べて４倍高かったことを示
す。非収集細胞のＭＦＩは、磁気分離前の細胞よりもわずかに高かった。図３Ａは、明ら
かに、ＰＣ３細胞は磁気分離後のＥｐＣＡＭ密度に関して均一であるが、磁気的に収集さ
れた細胞は、非収集細胞と比べた場合、その表面に有意により多くの強磁性流体を有する
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ことを示す。分離の間に収集されなかった細胞は、強磁性流体で標識されたが磁気分離器
に付されなかった細胞と比べて、その細胞表面上にわずかにだけ多くの量の強磁性流体を
有する。
【００４２】
　強磁性流体標識におけるこの増加が特異的強磁性流体－受容体相互作用に起因すること
を確信するために、ＣＤ３４抗原（ＣＤ３４　ＦＦ）、ＰＣ３細胞上に存在しない抗原を
認識する非特異的抗体で標識した強磁性流体用いて実験を繰り返した。図３Ｂは、抗－Ｃ
Ｄ３４－ＦＦの不在下でのＰＣ３細胞、分離前の抗－ＣＤ３４－ＦＦと共にインキュベー
トした細胞、および磁気インキュベーション後の非収集および収集細胞フラクションの蛍
光強度のヒストグラムを示す。平均蛍光強度（ＭＦＩ）は、非標識細胞（バックグラウン
ド蛍光）で５．０、磁気分離前の強磁性流体標識化細胞で４．８、磁気選択後の懸濁液中
に残存した細胞で４．５、非特異的に選択されたわずかな細胞で１７．１であった。抗－
ＥｐＣＡＭ－ＦＦを用いる実験とは対照的に、細胞は二次ＧＡＭ－ＦＩＴＣ結合抗体で標
識されず、強磁性流体が細胞上に存在しなかったをことを示す。
【００４３】
　上記の実験から引き出すことのできる結論は：１）リガンド特異的強磁性流体の試料へ
の添加後、その後の磁場への曝露は、細胞に結合した磁性粒子の数に増加をもたらす；２
）磁気的に収集された細胞および非収集細胞は図１に示されるように、同数のＥｐＣＡＭ
抗原を発現するが、磁気的に収集された細胞は非収集細胞と比べて多数の磁性粒子を細胞
表面上に有する；３）細胞あたりの磁気量の増加は、細胞特異的強磁性流体を用いてのみ
得ることができる。
【００４４】
［実施例４］
　標識密度の増加は異なる抗原を用いて得ることができる
　本明細書に記載の現象が腫瘍細胞上に存在する特定の抗原決定基に限らないことを明ら
かにするために、ＣＤ３４＋ＫＧ１ａ細胞系統およびＣＤ３４モノクローナル抗体が結合
した強磁性流体を用いる実験を行った。該実験で用いられた実験手順は、上記のＰＣ３細
胞および抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦについて記載されたものと同様であった。該実験の結果は
、図４に示される。データは、磁気分離が標的細胞に結合している磁性粒子の量に増加を
もたらしたことを明らかにする。平均蛍光強度（ＭＦＩ）は、非標識細胞（バックグラウ
ンド蛍光）で２．１、磁気分離前の強磁性流体標識化細胞で１６．７、磁気選択後に得ら
れた細胞で１２５．１および磁気選択後の懸濁液中に残存した細胞で２０．２であった。
これらの結果は、ＥｐＣＡＭ抗原陽性細胞について得られた結果と一致する。
【００４５】
［実施例５］
　相対的移動によって誘導される標識密度の増加は粒子の大きさに無関係である
　上記の実施例は、磁性粒子が標的細胞に対して相対的に移動しているとき、特異的磁性
ナノ粒子を用いる細胞の標識における増加を分離過程の間に得ることができることを示す
。上記で使用した磁性ナノ粒子は、１５０－１８０ｎｍの大きさの範囲の強磁性流体であ
る。該現象がより大きな磁性粒子に適用されるかどうかに取り組むために、ダイナルビー
ズを用いる実験を行った。ダイナル社（ノルウェー）は、細胞の単離に用いられる２つの
異なる大きさ（２．８および４．５μｍ）の磁性ビーズを製造している。該実施例におい
て、２．８μｍの大きさであって、ＥｐＣＡＭに特異的なマウスモノクローナル抗体（Be
r-EP4)でコートされた抗－上皮細胞ダイナビーズ（Dynabeads）を使用した。これらのビ
ーズは顕微鏡下で見ることができるので、細胞に結合したビーズの量を定量するために二
次染色（例えば、ＧＡＭ－ＦＩＴＣ）は必要とされない。４００，０００個の前立腺腫瘍
細胞（ＰＣ３）を含有する等張緩衝液（０．７５ｍｌ）を１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管
に加えた。抗－上皮細胞特異的ダイナビーズ（１ｘ１０６個のビーズ）を含有するＰＢＳ
緩衝液（５０μｌ）を試料に加え、ボルテックスによってよく混合し、試料を単極子磁気
分離器に接して１０分間置いた。２分毎に試料を磁気分離器から離し、混合し、戻した。



(14) JP 5442544 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

該実験に用いられた磁気勾配は、ダイナルビーズが試料中をゆっくりと移動するようなも
のであった。対照として、ＰＣ３細胞を含有するもう１つ別の試料をダイナビーズと共に
磁場の不在下で混合しながら１０分間インキュベートした。１０分間処理したこれらの試
料の各々から、５μｌを顕微鏡スライド上にスポットした。次いで、細胞および遊離のダ
イナビーズをデジタルカメラを取り付けた顕微鏡を用いて撮影した。
【００４６】
　図５は、磁性ビーズに結合したＰＣ３腫瘍細胞および遊離のビーズを示す。図５Ａおよ
び５Ｃは、混合したが、磁場に曝露されなかった試料を示す。遊離のDynabeaseの有意な
数に注目されたい。図５Ｂおよび５Ｄにおいて、Dynabeasおよび細胞が磁気勾配に曝露さ
れたので、非常にわずかしか遊離のビーズが試料中に観察されなかった。また、後者の場
合、１細胞あたり明らかにより多くのビーズが存在する。これらの結果は、ビーズが細胞
試料中を移動させられるならば、標的細胞含有試料のより大きな磁性ビーズとのインキュ
ベーションが細胞に対する磁性ビーズの結合において有意な増加をもたらすことを示す。
高ＥｐＣＡＭ密度胸部癌細胞系統、ＳＫＢＲ３を用いて、実験を抗－上皮ダイナビーズを
用いて繰り返し、結果を図６に示す。これらの結果は、ＰＣ３細胞について観察されたも
のと一致する。すなわち、単に混合しただけの試料と比べて、より多くのビーズが細胞に
結合し、磁場に付された試料中で遊離のビーズは観察されなかった。
【００４７】
［実施例６］
　磁気分離の前後の細胞特異的強磁性流体を用いるインキュベーション後の細胞の標識強
度
　本明細書に記載の原理をさらに確認するため、および細胞標識において観察される増加
を得るために溶液中で遊離した強磁性流体が必要か否かを決定するために、下記の実験を
行った。実験は、抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦおよび抗－ＣＤ３４－ＦＦを用い、前立腺腫瘍細
胞系統ＰＣ３を用いて行った。図７Ａは、磁気分離の前後の両方で、抗－ＥｐＣＡＭ－Ｆ
Ｆを用いるインキュベーション後に得られるＰＣ３細胞の蛍光強度のヒストグラムを示す
。図３に示される実験と対照的に、磁気分離前に遠心分離によって細胞を溶液中で遊離し
た強磁性流体から除去した。図７Ａから明らかなように、標識密度は、磁気分離の間に増
加せず、磁気分離の間に遊離の強磁性流体が必要なことを示した。図７Ｂにおいて、磁気
分離の前に２μｇ／ｍｌの濃度で添加された抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦを用いて、実験を繰り
返した。この場合、収集細胞の標識は明らかに増加した。しかしながら、抗－ＣＤ３４－
ＦＦを分離前に添加した場合、細胞の標識強度における増加は観察されなかった。さらに
、このことは、図３および下記の表Ｉに示されるように、細胞の標識増加を得るために、
溶液中で遊離した強磁性流体が標的細胞に特異的でなければならないことを明らかにする
。したがって、磁気勾配は、細胞に対して相対的に強磁性流体を動かすように作用して、
特異的結合を促進する。
【００４８】
【表１】

【００４９】
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　下記の結論が上記の実験から引き出されうる。１）過剰／非結合強磁性流体が磁気分離
の前に除去される場合、磁気分離は標識強度を増加させない；２）溶液中における遊離の
強磁性流体は、標的バイオエンティティーの標識強度を増加させるのに特異的な細胞型で
なければならない。
【００５０】
［実施例７］
　標識強度および分離効率を上げるための最適化
　上記の実験から、細胞標的に対して相対的な特異的磁性粒子の移動は、結合反応を有意
に増大させる。該実施例において、観察される増大のための最適条件を提供するために、
異なるインキュベーション条件下での特異的抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦを用いる腫瘍細胞の標
識を評価した。２００，０００個の前立腺細胞（ＰＣ３）を含有する等張緩衝液（１ｍｌ
）を異なる１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管に加えた。特異的抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ（２０
μｌ）を各試料に最終濃度５μｇ／ｍｌまで加え、各試料をボルテックスによって混合し
た。表ＩＩに示す種々の条件下で試料をインキュベートした。１５分インキュベーション
後、試料をボルテックスによって混合し、５００ｇで５分間遠心分離して、過剰の強磁性
流体から細胞を除去した。上澄液を吸引後、細胞ペレットを１００μｌの等張緩衝液中に
再懸濁した。次いで、細胞をＧＡＭ－ＦＩＴＣで染色し、細胞の蛍光強度をフローサイト
メトリーによって測定した。結果を表ＩＩに下記する。
【００５１】
【表２】

【００５２】
　細胞を強磁性流体と共にインキュベートし、四極子磁気分離器中の磁場に曝露したとき
、すなわち、強磁性流体の移動が起きている間、強磁性流体を用いる標的細胞の標識は有
意に増加した（５～７倍）。非常に類似した実験を一様な磁場、すなわち、非磁気勾配中
において行ったとき、得られた標識は、細胞および強磁性流体を磁場の不在下でインキュ
ベートしたときの本明細書で得られたものと同一であったことに注目されたい。
【００５３】
［実施例８］
　重力によって強磁性流体中を細胞を移動させることによる標的細胞の標識
　上記の実験は、磁場の高勾配領域における強磁性流体の移動が標的細胞への強磁性流体
の結合を促進すること、すなわち、細胞がより速く、より効果的に標識されることを示す
。強磁性流体に対して相対的な標的細胞の移動が同様に、特異的強磁性流体の結合の増加
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をもたらすことを明らかにするために、遠心分離実験を行った。該実験のために、標的細
胞（ＰＣ３）を上記の抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦと混合し、すぐに、５００ｇで５分間遠心分
離した。これらの条件下で、強磁性流体は顕著に再分布しない。強磁性流体を用いる細胞
の標識は、上記のようにＧＡＭ－ＦＩＴＣでの染色後にチェックした。これらの実験は、
遠心力によって強磁性流体中を細胞を移動させることもまた、静止インキュベーションに
付された細胞と比べて、２倍の細胞標識の増加をもたらしたことを明らかにした。注目す
べきは、標識量を測定するために使用される手段が非結合強磁性流体からの細胞の遠心分
離を用いることである。したがって、コントロールは全て、人為的に上昇する。しかしな
がら、得られたデータは明らかに、特異的結合対メンバー間の結合の増加のための差別的
な移動の原理を示す。
【００５４】
　上記の事件から引き出されうる結論は、下記のとおりである。１）標識強度の増加を実
現するのは、磁気勾配であり、インキュベーションの間に存在する磁場の強さではない。
したがって、ナノ粒子の移動が必要とされる。２）最適以下の濃度の磁性粒子を用いる標
的細胞標識における有意な増加は、ａ）強磁性流体懸濁液中を標的エンティティーを移動
させることによって、またはｂ）細胞懸濁液中を磁性粒子を移動させることによって得る
ことができる。
【００５５】
［実施例９］
　細胞上の粒子数の増加は細胞回収を増加する
　本明細書で下記する実験の結果は、さらに、本発明の方法を用いて標的バイオエンティ
ティー上の磁性粒子の負荷を増加することが有意にかかるエンティティーの収集効率を向
上することを示す。血液（１ｍｌ）を遠心分離し、血漿を除去し、等張緩衝液で置き換え
て、細胞の標識をもたらすことのできるいずれかの潜在的な成分を取り出した。血液細胞
を１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管に加え、次いで、０．５ｍｌの希釈洗浄緩衝液（Immuni
con）を加えた。既知数の低ＥｐＣＡＭ密度ＰＣ３細胞を含有する等張緩衝液（５０μｌ
）を血液試料中にスパイクした。２０μｌの抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦを各試料に最終濃度５
μｇ／ｍｌまで加えた。
【００５６】
　１の試料を磁気勾配の不在下で１５分間、混合しないでインキュベートした。インキュ
ベーション後、試料を四極子磁気分離装置中に１０分間置いて分離をもたらした。洗浄し
収集した細胞を標識化抗体で染色して、下記のように、フローサイトメトリーによってス
パイクされた腫瘍細胞の回収を測定した。腫瘍細胞を同定するフィコエリトリン（ＰＥ）
に結合したＨｅｒ２－ｎｅｕ ＭＡｂおよび白血球に特異的なペリジニンクロロフィルタ
ンパク質（ＰｅｒＣＰ）結合ＣＤ４５ ＭＡｂを試料に加え、１５分間インキュベートし
た。染色後、細胞を磁気分離によって洗浄して、過剰な染色抗体を除去した。磁気的に洗
浄し、収集した細胞を５００μｌの希釈－洗浄緩衝液中に再懸濁した。１０μｌ容量の核
酸色素および１０，０００個の３μｍ蛍光ビーズを試料に加えた。次いで、発端として試
料を核酸色素の放射蛍光を用いるフローサイトメーター上で分析した。フローサイトメト
リーにおいて獲得された蛍光ビーズのフラクションは、フローサイトメトリーによって分
析された試料の量を決定するために使用し、次いで、それは、スパイクされた腫瘍細胞の
回収の算出を可能にする。
【００５７】
　細胞および強磁性流体の混合後、第２の試料を四極子磁気分離装置の内部に１５分間置
いた。１分毎に、管を磁気分離装置から取りだし、試料をボルテックスによって５秒間混
合し、戻した。最終的に、管を分離器中にさらに１０分間放置して分離をもたらした。試
料を処理するための手順の残りは、試料１について上記したとおりであった。第３の試料
は、５分毎に分離器から取り出し、ボルテックスし、戻す以外は、試料番号２と同様に処
理された。第４の試料は、１５分間の期間の最後にだけ、分離器から取り出し、ボルテッ
クスし、戻し、次いで、１０分間磁気分離装置中に放置して分離をもたらす以外は、試料
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番号２と同様に処理された。これらの実験は二連で行い、結果は表ＩＩＩに示し、添加し
たＰＣ３細胞の回収％として表す。
【００５８】
【表３】

【００５９】
　データは、血液および磁性粒子を細胞に対して相対的な磁性ナノ粒子の移動を実現する
磁気勾配の存在下でインキュベートしたとき、ＰＣ３細胞の回収において非常に有意な増
加があったことを示す。磁気勾配の存在下でのインキュベーションスキームの種々の修飾
は、磁気勾配の不在下で行われたインキュベーションスキームと比べて、一貫してＰＣ３
細胞のより大きな回収をもたらした。磁気装置中における異なるインキュベーション間の
ＰＣ３細胞の回収において、いくつかの差異が存在した。強磁性流体中を標的細胞が３回
通過するプロセスが最も良好な結果を与えるようである。
【００６０】
　同様の実験は、遊離のＥｐＣＡＭ ＭＡｂが磁気分離工程前の室温でインキュベートさ
れた試料に加えられたとき、標的腫瘍細胞の回収が減少することを明らかにする。強磁性
流体移動の不在下でＥｐＣＡＭ－ＭＡｂを分離前に加えるとき、特に、比較的低い決定子
密度細胞、例えば、ＰＣ３の場合、分離効率は著しく減少する。ＳＫＲＢ３のような高決
定子密度細胞を用いると、効果はそれほど劇的ではない。表ＩＶを参照のこと。
【００６１】
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【表４】

【００６２】
［実施例１０］
　細胞標識の増加は広範囲な抗原密度を発現する細胞を用いて得ることができる
　嚢癌系統Ｔ２４、前立腺癌細胞系統ＰＣ３および胸部癌細胞系統ＳＫＢＲ－３由来の細
胞は、種々の密度のＥｐＣＡＭ抗原を細胞表面上に発現する。抗原密度を、細胞をＥｐＣ
ＡＭに特異的なフルオレセイン化モノクローナル抗体で染色することによって評価した。
非染色細胞の蛍光強度と比べた場合、下記の表Ｖに示すように、Ｔ２４細胞の平均蛍光強
度は２倍高く、ＰＣ３細胞は８倍高く、ＳＫＢＲ３細胞は５０倍高かった。本発明の基礎
を成す原理においてかかる範囲の抗原密度の効果を評価するために、下記の実験を行った
。洗浄した血液細胞のアリコート（１ｍｌ）を１２ｘ７５ｍｍポリスチレン管に加え、次
いで、０．５ｍｌの希釈－洗浄緩衝液を加えた。各細胞系統について既知数の腫瘍細胞を
含有する細胞緩衝液（５０μｌ）を各試料中にスパイクした。抗－ＥｐＣＡＭ－ＦＦ（２
０μｌ）を各試料に最終濃度５μｇ／ｍｌまで加えた。試料をよく混合し、適当な対を混
合せずに室温で１５分間インキュベートするか、または磁気分離器中に１５分間置いた。
上記のように、全試料をよくボルテックスし、磁気分離器中に１０分間置いて分離をもた
らした。
【００６３】
　回収された細胞を適当な標識化抗体で染色して、上記のようにフローサイトメトリーに
よってスパイクされた腫瘍細胞の回収を測定した。下記の表Ｖに示す結果は、標的被検体
に対して相対的な強磁性流体移動を誘導する磁気勾配の影響下でインキュベーションを行
うことにより、腫瘍細胞回収における有意な増加が達成されることを明らかにする。注目
すべきは、より低いＥｐＣＡＭ密度を有する腫瘍細胞において、効果がより明白であるこ
とである。
【００６４】
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【表５】

【００６５】
　若干数の本発明の好ましい具体例を記載し、詳細に上記に例示したが、本発明はかかる
具体例に限定されるものではない。上記の請求の範囲に示すように、本発明の範囲および
精神から逸脱することなく、種々の修飾がそれになされることができる。

【図１】 【図２】
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