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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体試料中の分析物を検出するためのマイクロ流体デバイスであって、
　第１の方向軸の分離流路を有し、前記試料中の分析物を分離するように構成されている
分離媒体と、
　該分離媒体と流体連通し、前記第１の方向軸と60度～120 度の範囲内で交差する第２の
方向軸の流路を有し、前記分離媒体によって分離して分離状態を維持して移動する分析物
に非特異的に結合するように構成されている結合媒体と
　を備え、
　２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されていることを特徴とするマイ
クロ流体デバイス。
【請求項２】
　前記結合媒体は、静電相互作用によって前記試料中の分析物に非特異的に結合するよう
に構成されていることを特徴とする請求項１に記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項３】
　前記結合媒体は、負の電荷を有するように構成されていることを特徴とする請求項１に
記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項４】
　前記結合媒体は、負に帯電したゲルを含んでいることを特徴とする請求項３に記載のマ
イクロ流体デバイス。
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【請求項５】
　前記結合媒体は、支持体と安定して会合し負に帯電し、前記試料中の分析物に非特異的
に結合するように構成されている結合メンバーを含んでいることを特徴とする請求項３に
記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項６】
　前記流体試料は、前記試料中の分析物に正の電荷を与えるように構成されている界面活
性剤を含んでいることを特徴とする請求項３に記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項７】
　前記界面活性剤は、臭化セチルトリメチルアンモニウムを含んでいることを特徴とする
請求項６に記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項８】
　前記分析物は、蛍光標識を含んでいることを特徴とする請求項１に記載のマイクロ流体
デバイス。
【請求項９】
　前記２以上の方向の異なる流れ場は、２以上の方向の異なる電場を含んでいることを特
徴とする請求項１に記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項１０】
　前記第２の方向軸は、前記第１の方向軸と直交していることを特徴とする請求項１に記
載のマイクロ流体デバイス。
【請求項１１】
　前記分離媒体及び前記結合媒体を収容するチャンバを更に備えていることを特徴とする
請求項１に記載のマイクロ流体デバイス。
【請求項１２】
　流体試料中の分析物を検出する方法であって、
　（ａ）２以上の方向の異なる流れ場に流体試料を曝すように構成されているマイクロ流
体デバイス内に、前記分析物を含む前記流体試料を導入することであって、前記マイクロ
流体デバイスは、
　　（ｉ）　第１の方向軸の分離流路を有し、前記試料中の分析物を分離するように構成
されている分離媒体と、
　　（ｉｉ）該分離媒体と流体連通し、前記第１の方向軸と60度～120 度の範囲内で交差
する第２の方向軸の流路を有し、前記分離媒体によって分離して分離状態を維持して移動
する分析物に非特異的に結合するように構成されている結合媒体と
　を備えていることと、
　（ｂ）前記分離媒体を通して前記試料を導いて、分離した分析物を生成することと、
　（ｃ）該分離した分析物を検出することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記分離した分析物を前記結合媒体に移動させることを更に含むことを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記分析物に特異的に結合して標識が付された分析物を生成する前記標識と前記分析物
を接触させることを更に含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記標識が付された分析物を検出することを更に含むことを特徴とする請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記２以上の方向の異なる流れ場は、２以上の方向の異なる電場を含んでいることを特
徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　流体試料中の分析物を検出するためのシステムであって、
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　（ａ）２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されているマイクロ流体デ
バイスであって、
　　（ｉ）　第１の方向軸の分離流路を有し、前記試料中の分析物を分離するように構成
されている分離媒体と、
　　（ｉｉ）該分離媒体と流体連通し、前記第１の方向軸と60度～120 度の範囲内で交差
する第２の方向軸の流路を有し、前記分離媒体によって分離して分離状態を維持して移動
する分析物に非特異的に結合するように構成されている結合媒体と
　を備えている前記マイクロ流体デバイスと、
　（ｂ）検出器と
　を備えていることを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　前記２以上の方向の異なる流れ場は、２以上の方向の異なる電場を含んでいることを特
徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記マイクロ流体デバイスを通して流体を導くように構成されているマイクロ流体要素
を更に備えていることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　流体試料中の分析物を検出するためのキットであって、
　（ａ）２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されているマイクロ流体デ
バイスであって、
　　（ｉ）　第１の方向軸の分離流路を有し、前記試料中の分析物を分離するように構成
されている分離媒体と、
　　（ｉｉ）該分離媒体と流体連通し、前記第１の方向軸と60度～120 度の範囲内で交差
する第２の方向軸の流路を有し、前記分離媒体によって分離して分離状態を維持して移動
する分析物に非特異的に結合するように構成されている結合媒体と
　を備えている前記マイクロ流体デバイスと、
　（ｂ）緩衝液と
　を備えていることを特徴とするキット。
【請求項２１】
　前記結合媒体は、負の電荷を有するように構成されており、
　前記緩衝液は、前記試料中の分析物に正の電荷を与えるように構成されている界面活性
剤を含んでいることを特徴とする請求項２０に記載のキット。
【請求項２２】
　前記界面活性剤は臭化セチルトリメチルアンモニウムを含んでいることを特徴とする請
求項２１に記載のキット。
【請求項２３】
　前記分析物に付される検出試薬、及び前記分析物と前記結合媒体との結合相互作用を阻
害するように構成されている剥離剤からなる群から選択される１以上の試薬を更に備えて
いることを特徴とする請求項２０に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　所与の試料中の特定の分析物を検出するために、様々な分析技術が使用され得る。例え
ば、ゲル電気泳動を使用して試料中のタンパク質を分離し、続いて、標的タンパク質に特
異的な抗体でプローブすることにより試料中のタンパク質を検出するウエスタンブロット
法が使用され得る。サザンブロット法は、電気泳動によって分離したＤＮＡ断片のフィル
タ膜への移動と、その後のプローブのハイブリダイゼーションによるＤＮＡ断片の検出と
を組み合わせたものである。ノーザンブロット法は、ＲＮＡ試料をサイズごとに分離する
ための電気泳動の使用と、標的配列の一部又は全体に相補的なハイブリダイゼーションプ
ローブを用いた検出とを含んでいる。イースタンブロット法は、脂質、炭水化物、リン酸
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化、又は任意の他のタンパク質修飾に特異的なプローブを使用して、翻訳後修飾について
電気泳動によって分離したタンパク質を分析することにより、タンパク質の翻訳後修飾（
ＰＴＭ）を検出するために使用され得る。ファーウエスタンブロット法は、ウエスタンブ
ロット法と類似しているが、対象となるタンパク質に結合するために非抗体タンパク質を
使用し、従ってタンパク質間相互作用を検出するために使用され得る。サウスウエスタン
ブロット法は、ゲル電気泳動を使用して試料中のタンパク質を分離し、その後、ゲノムＤ
ＮＡ断片でプローブすることによって、ＤＮＡ結合タンパク質を検出するために使用され
得る技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】米国特許出願公開第2002／0153046 号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述したような従来のブロッティング技術は、ハイスループット試料分析又はリソース
が不足している設定における操作のいずれかを必要とする用途の性能ニーズには及ばない
場合がある。ブロッティング技術は、熟練技師によって実行される労働集約的で時間のか
かる多段階の手順を必要とする可能性があり、従って、臨床設定における使用には非実用
的である場合がある。更に、より廉価でより製造し易いデバイスが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　マイクロ流体デバイス、及びマイクロ流体デバイスを使用するための方法を提供する。
本発明の態様は、分離媒体及び汎捕捉性の結合媒体を備えたマイクロ流体デバイスを含む
。マイクロ流体デバイスは、２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されて
いる。更に、マイクロ流体デバイスを使用する方法、並びにマイクロ流体デバイスを含む
システム及びキットを提供する。マイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、診断・
検証アッセイを含む様々な異なる用途に使用される。
【０００５】
　本開示の態様は、流体試料中の分析物を検出するためのマイクロ流体デバイスを含む。
ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、第１の方向軸の分離流路を有する分離媒体
と、分離媒体と流体連通し、第２の方向軸の流路を有する汎捕捉性の結合媒体とを備えて
いる。場合によっては、第２の方向軸は、第１の方向軸と直交している。
【０００６】
　結合媒体は、静電相互作用によって試料中の分析物に非特異的に結合するように構成さ
れてもよい。例えば、結合媒体は、負の電荷を有するように構成されてもよい。場合によ
っては、結合媒体は、負に帯電したゲルを含んでいる。ある実施形態では、結合媒体は、
支持体と安定して会合し負に帯電した汎捕捉性の結合メンバーを含んでいる。場合によっ
ては、流体試料は界面活性剤を含んでいる。界面活性剤は、試料中の分析物に正の電荷を
与えるように構成されてもよい。負に帯電したゲルと試料中の分析物に正の電荷を付与す
る界面活性剤とを含む実施形態では、分析物の結合媒体への静電結合を促進することがで
きる。ある場合には、界面活性剤は、臭化セチルトリメチルアンモニウムである。
【０００７】
　場合によっては、分析物は蛍光標識を含んでいる。場合によっては、マイクロ流体デバ
イスは、２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されている。例えば、２以
上の方向の異なる流れ場は、２以上の方向の異なる電場を含んでもよい。ある場合には、
マイクロ流体デバイスは、分離媒体及び結合媒体を収容するチャンバを備えている。
【０００８】
　本開示の態様は更に、流体試料中の分析物を検出する方法を含む。該方法は、（ａ）２
以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されているマイクロ流体デバイス内に
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、分析物を含む流体試料を導入することと、（ｂ）分離媒体を通して試料を導いて、分離
した試料を生成することと、（ｃ）分離した試料中の分析物を検出することとを含む。上
述したように、マイクロ流体デバイスは、第１の方向軸の分離流路を有する分離媒体と、
該分離媒体と流体連通し、第２の方向軸の流路を有する汎捕捉性の結合媒体とを備えてい
る。
【０００９】
　ある実施形態では、分析物を検出する方法は更に、分離した試料を結合媒体に移動させ
ることを含む。前記方法は更に、分析物に特異的に結合する標識と分析物を接触させて、
標識が付された分析物を生成することを含んでもよい。場合によっては、前記方法は、標
識が付された分析物を検出することを更に含む。
【００１０】
　ある場合には、前記方法は診断方法であり、他の場合には検証方法であってもよい。
【００１１】
　本開示の態様は更に、流体試料中の分析物を検出するためのシステムを含む。該システ
ムは、２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されているマイクロ流体デバ
イスと、検出器とを備えている。上述したように、マイクロ流体デバイスは、第１の方向
軸の分離流路を有する分離媒体と、該分離媒体と流体連通し、第２の方向軸の流路を有す
る汎捕捉性の結合媒体とを備えている。
【００１２】
　ある実施形態では、前記システムは更に、マイクロ流体デバイスを通して流体を導くよ
うに構成されているマイクロ流体要素を備えている。
【００１３】
　本開示の態様は更に、２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝すように構成されている
マイクロ流体デバイスと、緩衝液とを備えたキットを含む。上述したように、前記マイク
ロ流体デバイスは、第１の方向軸の分離流路を有する分離媒体と、該分離媒体と流体連通
し、第２の方向軸の流路を有する汎捕捉性の結合媒体とを備えている。
【００１４】
　ある実施形態では、緩衝液は、試料中の分析物に正の電荷を与えるように構成されてい
る界面活性剤を含んでいる。例えば、界面活性剤は、臭化セチルトリメチルアンモニウム
であってもよい。
【００１５】
　ある実施形態では、前記キットは更に、限定されないが、検出試薬、剥離剤、界面活性
剤、リフォールディング試薬、及び変性試薬等の１以上の試薬を含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（ａ）は、本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスを示す写真図であり、
（ｂ）は、本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスを示す概略図である。
【図２】本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスを示す概略図、並びに充填媒体、
分離媒体及び結合媒体を含むチャンバを示す拡大図である。
【図３】本開示の実施形態に従った試料中の分析物の分離、移動及び検出を示す概略図で
ある。
【図４】本開示の実施形態に従った、電気泳動注入による分離媒体内へのＣＴＡＢ緩衝液
流の添加、及びマイクロ流体デバイスの分離軸の確定を示す概略図である。
【図５】本開示の実施形態に係るマイクロ流体システムを示す写真図及び拡大図である。
【図６】本開示の実施形態に従って、マイクロ流体チャンバ内でポリアクリルアミドゲル
を光パターニングするために使用される製造ステップを示す概略図である。
【図７】上方は、本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスにおけるタンパク質試料
の分離に関する経時的な（秒単位の）蛍光画像のモンタージュを示す図であり、下方は、
本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスにおけるタンパク質試料の分離に関する線
形対数分子量（Ｍｒ）対移動度（１０-5ｃｍ2 ／Ｖ・ｓ）の関係を示すグラフである。



(6) JP 6133780 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

【図８】本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスを使用した試料中の４つのタンパ
ク質（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）の分離及び移動の蛍光画像を
示す図である。
【図９】（ａ）は、本開示の実施形態に係るマイクロ流体デバイスの結合媒体中に固定さ
れた試料中の分離したタンパク質（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）
の蛍光画像を示す図であり、（ｂ）は、本開示の実施形態に従った、分離した試料中にお
ける検出可能な標識（抗体）のプロテインＧへのその後の結合の蛍光画像を示す図である
。
【図１０】本開示の実施形態に従った、結合媒体中に免疫グロブリンＧ（ＩｇＧ）を含ん
だマイクロ流体デバイスにおける分離及び結合中の試料内の分離したタンパク質（プロテ
インＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）の蛍光画像を示す図である。
【図１１】本開示の実施形態に従った、結合媒体中にβ－ガラクトシダーゼ（β－ｇａｌ
）を含んだマイクロ流体デバイスにおける分離及び結合中の試料内の分離したタンパク質
（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）の蛍光画像を示す図である。
【図１２】本開示の実施形態に係る方法の間に行われる分離、移動、結合（例えば、固定
）、洗浄、及びブロッキングを含む種々のステップにおける蛍光画像を示す図、並びに対
応する蛍光強度を示すグラフである。
【図１３】本開示の実施形態に係る方法の間に行われる分離、移動、結合（例えば、固定
）、洗浄、及びブロッキングを含む種々のステップにおけるタンパク質の捕捉効率を示す
グラフである。
【図１４】本開示の実施形態に従った、検出可能な標識（例えば、抗体プローブ）が付さ
れたプロテインＧを含む分離した試料タンパク質（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及び
β－ｇａｌ* （β－ガラクトシダーゼ単量体））の多重スペクトル合成蛍光画像を示す図
である。
【図１５】（ａ）は、本開示の実施形態に従った、静電結合媒体の電荷密度の影響を示す
捕捉効率（％）対β－ｇａｌ濃度（μＭ）を示すグラフであり、（ｂ）は、本開示の実施
形態に従った、捕捉効率（％）対移動緩衝液のイオン強度（ｍＭ）を示すグラフである。
【図１６】本開示の実施形態に従った、異なる電荷密度及び結合メンバー（β－ｇａｌ対
Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ）におけるタンパク質の結合強度の蛍光画像を示す図である。
【図１７】本開示の実施形態に従った、異なるイオン強度の緩衝液（例えば、異なる緩衝
液濃度）におけるタンパク質の結合強度の蛍光画像を示す図である。
【図１８】本開示の実施形態に従ってポリアクリルアミドゲル孔内に共重合したＣＴＡＢ
－タンパク質複合体と、（ａ）Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ及び（ｂ）β－ｇａｌとの夫々の電
荷相互作用の比較を示す概略図である。
【図１９】本開示の実施形態に従った、（ａ）１×ＴＡ緩衝液及び（ｂ）ヒト涙液中の、
タンパク質及びヒトラクトフェリンの試料のＣＴＡＢ－ＰＡＧＥ分離及び免疫ブロッティ
ングの蛍光画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　マイクロ流体デバイス、及びマイクロ流体デバイスを使用するための方法を提供する。
本発明の態様は、分離媒体及び汎捕捉性の結合媒体を備えたマイクロ流体デバイスを含む
。マイクロ流体デバイスは、２以上の方向の異なる電場に試料を曝すように構成されてい
る。更に、マイクロ流体デバイスを使用する方法、並びにマイクロ流体デバイスを含むシ
ステム及びキットを提供する。マイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、診断・検
証アッセイを含む様々な異なる用途に使用される。
【００１８】
　以下に、主題のマイクロ流体デバイスについてまず詳細に記載する。主題のマイクロ流
体デバイスが使用される、流体試料中の分析物を検出する方法を更に開示する。更に、主
題のマイクロ流体デバイスを含むシステム及びキットについても記載する。
【００１９】
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マイクロ流体デバイス
　本開示の態様は、流体試料中の分析物を検出するためのマイクロ流体デバイスを含む。
「マイクロ流体デバイス」は、小さな縮尺（例えば、サブミリメートル）に幾何学的に拘
束された流体を制御して作動するように構成されているデバイスである。マイクロ流体デ
バイスの実施形態では、分離媒体及び汎捕捉性の結合媒体が備えられている。分離媒体は
、試料中の分析物を互いに分離するように構成され得る。分離した分析物は、試料中の要
素に非特異的に結合する汎捕捉性の結合媒体と接することができる。その後、結合した対
象となる一又は複数の分析物を検出することができる。分離媒体及び汎捕捉性の結合媒体
に関する更なる詳細を以下に述べる。
【００２０】
分離媒体
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは分離媒体を備えている。分離媒体は、試料
中の分析物を互いに分離するように構成され得る。場合によっては、分離媒体は、分析物
の物理的特性に基づいて試料中の分析物を分離するように構成されている。例えば、分離
媒体は、分析物の分子量、サイズ、電荷（例えば、電荷対質量比）、等電点等に基づいて
、試料中の分析物を分離するように構成され得る。ある場合には、分離媒体は、分析物の
分子量に基づいて試料中の分析物を分離するように構成されている。場合によっては、分
離媒体は、分析物の等電点（例えば、等電点焦点）に基づいて試料中の分析物を分離する
ように構成されている。分離媒体は、試料中の分析物を、分析物の異なる検出可能なバン
ドに分離するように構成されてもよい。「バンド」とは、分析物の濃度が周囲の領域より
も著しく高い異なる検出可能な領域を意味する。分析物の各バンドは、１又は複数の分析
物を含んでもよく、分析物の単一のバンド中の各分析物は、上述したように実質的に同様
の物理的特性を有する。
【００２１】
　ある実施形態では、分離媒体は、試料が分離媒体を横切るときに試料中の分析物を分離
するように構成されている。場合によっては、分離媒体は、試料が分離媒体を通って流れ
るときに試料中の分析物を分離するように構成されている。分離媒体の態様は、分離媒体
が方向軸を有する流路を有することを含む。「流路」とは、流体試料が移動するときに進
む方向を意味する。場合によっては、流路は、試料が分離媒体等の媒体を横切るときに試
料が進む方向である。上述したように、分離媒体は、方向軸を有する流路を有してもよい
。ある実施形態では、分離流路の方向軸は分離媒体の長さに揃えられる。これらの実施形
態では、試料は、分離媒体の分離流路の方向に分離媒体を横切る（例えば、試料は、分離
媒体の長さに沿って分離媒体を横切ってもよい）。場合によっては、分離媒体の長さは、
分離媒体の幅よりも大きく、例えば、分離媒体の幅の２倍、３倍、４倍、５倍、１０倍等
である。場合によっては、分離媒体の分離流路は、分離媒体を含む領域によって画定され
ている。例えば、マイクロ流体デバイスはチャンバを含んでもよい。チャンバは、分離媒
体を含む分離領域と、汎捕捉性の結合媒体を含む結合領域とを含んでもよい。試料がチャ
ンバを通って流れると試料が分離媒体を横切るように、分離媒体がチャンバ内に含まれて
もよい。
【００２２】
　ある実施形態では、分離媒体は、ポリマーゲル等のポリマーを含んでいる。ポリマーゲ
ルは、ゲル電気泳動に好適なゲルであってもよい。ポリマーゲルは、限定されないが、ポ
リアクリルアミドゲル、アガロースゲル等を含んでもよい。分離媒体の分解能は、限定さ
れないが、孔径、全ポリマー含有量（例えば、総アクリルアミド含有量）、架橋剤の濃度
、印加される電場、アッセイ時間等の種々の要因に依存してもよい。例えば、分離媒体の
分解能は、分離媒体の孔径に依存してもよい。場合によっては、孔径は、分離媒体の全ポ
リマー含有量及び／又は分離媒体中の架橋剤の濃度に依存する。ある場合には、分離媒体
は、５０，０００Ｄａ以下、２５，０００Ｄａ以下、又は１０，０００Ｄａ以下、例えば
５，０００Ｄａ以下、２，０００Ｄａ以下、又は１，０００Ｄａ以下を含む７，０００Ｄ
ａ以下、例えば５００Ｄａ以下、又は１００Ｄａ以下の分子量の差を有する分析物を分解
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するように構成されている。場合によっては、分離媒体は、１％～２０％、例えば５％～
１０％を含む３％～１５％の範囲の総アクリルアミド含有量Ｔ（Ｔ＝アクリルアミド及び
ビスアクリルアミド単量体の総濃度）を有するポリアクリルアミドゲルを含んでもよい。
場合によっては、分離媒体は、６％の総アクリルアミド含有量を有する。
【００２３】
　ある実施形態では、分離媒体は緩衝液を含んでいる。緩衝液は、ゲル電気泳動に使用さ
れるあらゆる便利な緩衝液であってもよい。ある実施形態では、緩衝液は、限定されない
が、トリシン－アルギニン緩衝液等のアルカリ性緩衝液である。ある実施形態では、分離
媒体は、トリス－グリシン緩衝液等の緩衝液を含んでいる。例えば、緩衝液は、トリス及
びグリシンの混合物を含んでもよい。
【００２４】
　場合によっては、緩衝液は界面活性剤を含んでいる。ある場合には、界面活性剤は、試
料中の分析物に略同様の電荷対質量比を与えるように構成されている。略同様の電荷対質
量比を有する分析物は、試料中の分析物の分子量に基づいて、分析物の１以上のバンドへ
の分離媒体における分離を容易にする。ある場合には、界面活性剤は、試料中の分析物に
正の電荷等の電荷を与えるように構成されている陽イオン界面活性剤である。例えば、界
面活性剤は、試料中の分析物に正の電荷を与えるように構成されている陽イオン界面活性
剤であってもよい。以下により詳細に記載するように、正の電荷を帯びた分析物は、負に
帯電した結合媒体に静電結合し易くなる。ある実施形態では、界面活性剤は、臭化セトリ
モニウム又は臭化ヘキサデシルトリメチルアンモニウムとしても知られている臭化セチル
トリメチルアンモニウム（ＣＴＡＢ）である。
【００２５】
　場合によっては、上述したように、緩衝液は界面活性剤を含んでいる。緩衝液のある実
施形態では、陰イオン界面活性剤が含まれてもよい。ある場合には、界面活性剤は、試料
中の分析物に負の電荷を与えるように構成されている陰イオン界面活性剤である。負の電
荷を帯びた分析物は、正に帯電した結合媒体に静電結合し易くなる。例えば、界面活性剤
は、限定されないが、ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）等の陰イオン界面活性剤であっ
てもよい。
【００２６】
汎捕捉性の結合媒体
　マイクロ流体デバイスの態様は、汎捕捉性の結合媒体（ｐａｎ－ｃａｐｔｕｒｅ　ｂｉ
ｎｄｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）を含む。「汎捕捉性」（ｐａｎ－ｃａｐｔｕｒｅ）とは、結
合媒体が、試料中の分析物に非特異的に結合することを意味する。例えば、汎捕捉性の結
合媒体は、試料中のタンパク質に非特異的に結合し得る。非特異的結合は、試料中の略全
ての分析物との結合を含んでもよい。場合によっては、非特異的結合は、試料中の分析物
と汎捕捉性の結合媒体との結合相互作用に基づいている。結合相互作用は、限定されない
が、共有結合、イオン結合、静電相互作用、疎水性相互作用、水素結合、ファン・デル・
ワールス力（例えば、ロンドン分散力）、双極子間相互作用、それらの組み合わせ等の、
汎捕捉性の結合媒体と試料中の分析物との様々な結合相互作用のうちの１以上に基づくこ
とができる。結合相互作用は、（例えば、共有結合等による結合相互作用を克服するため
に比較的大量のエネルギーを必要とする）実質的に永久的であってもよいか、又は（例え
ば、双極子間相互作用等による結合相互作用を阻害するために比較的少量のエネルギーを
必要とする）可逆的であってもよい。
【００２７】
　ある実施形態では、汎捕捉性の結合媒体は、静電相互作用によって試料中の分析物に非
特異的に結合するように構成されている。場合によっては、静電相互作用は、２つの反対
に帯電したイオン間の引力による結合相互作用を含んでいる。例えば、静電相互作用は、
正に帯電した分析物と負に帯電した結合媒体との間に存在し得る。同様に、静電相互作用
は、負に帯電した分析物と正に帯電した結合媒体との間に存在し得る。ある場合には、結
合媒体は、負の電荷を有するように構成されている。そのため、負に帯電した結合媒体は
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、正に帯電した分析物との静電結合相互作用を有するように構成されてもよい。他の場合
には、結合媒体は、正の電荷を有するように構成されている。そのため、正に帯電した結
合媒体は、負に帯電した分析物との静電結合相互作用を有するように構成されてもよい。
【００２８】
　ある場合には、結合媒体は、ポリマーゲル又はポリマーモノリス等のポリマーを含んで
いる。モノリスとは、単一の連続的な構造を意味する。モノリスは、同一の物理的且つ化
学的な組成を有する単一領域を含み得るか、又は物理的且つ化学的な組成が異なる２以上
の領域を含み得る。ポリマーゲルは、ゲル電気泳動に好適なゲルであってもよい。ポリマ
ーゲルは、限定されないが、ポリアクリルアミドゲル、アガロースゲル等を含んでもよい
。ポリマーゲルは、限定されないが、アクリレートポリマー、アルキルアクリレートポリ
マー、アルキルアルキルアクリレートポリマー、そのコポリマー等のポリマーを含んでも
よい。場合によっては、結合媒体は、１％～２０％、例えば５％～１０％を含む３％～１
５％の範囲の総アクリルアミド含有量を有するポリアクリルアミドゲルを含んでもよい。
例えば、結合媒体は、９％の総アクリルアミド含有量を有するポリアクリルアミドゲルを
含んでもよい。
【００２９】
　上述したように、ある実施形態では、結合媒体は、負の電荷を有するように構成されて
いる。例えば、結合媒体は、負に帯電したポリアクリルアミドゲル等の負に帯電したゲル
を含んでもよい。負に帯電したゲルは、正に帯電した分析物との静電結合相互作用を容易
にすることができる。ある実施形態では、結合媒体は緩衝液を含んでいる。場合によって
は、緩衝液はアルカリ性緩衝液である。アルカリ性緩衝液は、結合媒体（例えば、ポリア
クリルアミドゲル）上の負電荷の存在を容易にすることができる。場合によっては、緩衝
液は、限定されないが、トリシン－アルギニン緩衝液等のアルカリ性緩衝液である。
【００３０】
　他の実施形態では、結合媒体は、正の電荷を有するように構成されている。例えば、結
合媒体は、正に帯電したポリアクリルアミドゲル等の正に帯電したゲルを含んでもよい。
正に帯電したゲルは、負に帯電した分析物との静電結合相互作用を容易にすることができ
る。上述したように、結合媒体は緩衝液を含んでもよい。場合によっては、緩衝液は、結
合媒体上の正の電荷の存在を容易にするように構成されてもよく、そのため、結合媒体は
、負に帯電した分析物との静電結合相互作用を容易にすることができる。
【００３１】
　ある実施形態では、結合媒体は、汎捕捉性の結合メンバーを含んでいる。汎捕捉性の結
合メンバーは、試料中の分析物と結合して保持するように構成され得る。例えば、汎捕捉
性の結合メンバーは、試料中のタンパク質との非特異的な結合等、試料中の分析物と非特
異的に結合するように構成されてもよい。上述した汎捕捉性の結合媒体と同様に、汎捕捉
性の結合メンバーは、限定されないが、共有結合、イオン結合、静電相互作用、疎水性相
互作用、水素結合、ファン・デル・ワールス力（例えば、ロンドン分散力）、双極子間相
互作用、それらの組み合わせ等の、汎捕捉性の結合メンバーと試料中の分析物との様々な
結合相互作用のうちの１以上に基づいて分析物と結合するように構成されてもよい。ある
実施形態では、汎捕捉性の結合メンバーは、静電相互作用によって試料中の分析物と非特
異的に結合するように構成されている。例えば、汎捕捉性の結合メンバーが試料中の正に
帯電した分析物に非特異的に結合するように、汎捕捉性の結合メンバーは、負の電荷を有
するように構成されてもよい。場合によっては、汎捕捉性の結合メンバーは、限定されな
いが、負に帯電したアクリルアミド化合物（例えば、Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ）等の負に帯
電した化合物を含んでいる。場合によっては、汎捕捉性の結合メンバーは、負に帯電した
タンパク質又はペプチドのようなペプチド又はタンパク質（例えば、捕捉タンパク質）を
含んでいる。例えば、汎捕捉性の結合メンバーは、免疫グロブリン－Ｇ（ＩｇＧ）、β－
ガラクトシダーゼ（β－ｇａｌ）、ミオシン、それらの誘導体、それらの組み合わせ等を
含んでもよい。上述したように、アルカリ性緩衝液（例えば、トリシン－アルギニン緩衝
液）等の緩衝液は、結合メンバー上の負電荷の存在を容易にすることができる。場合によ
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っては、アルカリ性緩衝液は、酸性アミノ酸残基をイオン化して結合メンバー上に負の電
荷を与える（例えば、酸性アミノ酸残基は、アルカリ性緩衝液のｐＨよりも低いｐＫ値を
有する可能性がある）。
【００３２】
　他の実施形態では、汎捕捉性の結合メンバーは、静電相互作用によって試料中の分析物
に非特異的に結合するように構成されてもよく、そのため、汎捕捉性の結合メンバーは、
正の電荷を有するように構成されている。例えば、汎捕捉性の結合メンバーが、試料中の
負に帯電した分析物に非特異的に結合するように、汎捕捉性の結合メンバーは、正の電荷
を有するように構成されてもよい。
【００３３】
　ある実施形態では、汎捕捉性の結合メンバーは、支持体と安定して会合している。「安
定して会合している」とは、標準的な条件下で、ある部分が、別の部分若しくは構造体と
結合しているか、又は会合していることを意味する。ある場合には、支持体は、上述した
ようなポリマーゲルである。そのため、ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、本
明細書に記載されているように、汎捕捉性の結合媒体及び汎捕捉性の結合メンバーの両方
を備えている。結合メンバーと支持体との結合は、限定されないが、共有結合と、イオン
結合、静電相互作用、疎水性相互作用、水素結合、ファン・デル・ワールス力（例えば、
ロンドン分散力）、双極子間相互作用等の非共有結合相互作用とを含んでもよい。ある実
施形態では、結合メンバーは、支持体に共有的に結合してもよく、例えば、支持体に架橋
されても又は共重合されてもよい。例えば、結合メンバーは、限定されないが、受容体／
リガンド結合対、受容体のリガンド結合部分、抗体／抗原結合対、抗体の抗原結合断片、
ハプテン、レクチン／炭水化物結合対、酵素／基質結合対、ビオチン／アビジン結合対、
ビオチン／ストレプトアビジン結合対、ジゴキシン／抗ジゴキシン結合対、ＤＮＡ又はＲ
ＮＡアプタマー結合対、ペプチドアプタマー結合対等の連結基によって支持体に結合して
もよい。場合によっては、結合メンバーは、ビオチン／ストレプトアビジン結合対によっ
て支持体に結合している。
【００３４】
マイクロ流体デバイスの実施形態の更なる態様
　マイクロ流体デバイスの態様は、分離媒体が結合媒体と流体連通する実施形態を含む。
マイクロ流体デバイスは、まず分離媒体によって試料を導いて、分離した試料を生成する
ように構成されてもよい。ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、分離媒体及び結
合媒体が互いに直接流体連通するように構成されている。例えば、分離媒体は、結合媒体
と直接接してもよい。場合によっては、分離媒体及び結合媒体は互いに結合しており、例
えば、隣接して連続的に光パターニングされる。分離媒体が結合媒体と直接流体連通する
実施形態は、要素の損失を最小限度に抑えて、分離媒体から結合媒体への要素の移動を促
進することができる。場合によっては、マイクロ流体デバイスは、分離媒体から結合媒体
に要素を定量的に且つ再現性良く移動させるように構成されている。
【００３５】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、分離した試料を結合媒体に導くように構
成されている。他の場合には、試料又は分析物が分離媒体から結合媒体に直接横切ること
ができるように、マイクロ流体デバイスは、分離媒体及び結合媒体が互いに直接流体連通
するように構成されている。上述したように、結合媒体は、分離した試料中の対象となる
分析物を検出するために、試料中の分析物に非特異的に結合するように構成されてもよい
。
【００３６】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、多方向マイクロ流体デバイスである。「
多方向」とは、２以上の方向、３以上の方向、４以上の方向等の１より多くの方向を意味
する。ある場合には、２以上の方向が共平面であるように、２以上の方向が単一の平面に
含まれている。場合によっては、マイクロ流体デバイスは、２以上の方向、３以上の方向
、４以上の方向等の１より多くの方向に流体を導くように構成されている（例えば、マイ
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クロ流体デバイスは多方向性である）。例えば、マイクロ流体デバイスは、２の方向、３
の方向、４の方向等に流体を導くように構成されてもよい。例えば、マイクロ流体デバイ
スが平面であるように、マイクロ流体デバイスが基板に含まれてもよい。マイクロ流体デ
バイスは、その面内で複数の方向に流体を導くように構成されてもよい。
【００３７】
　マイクロ流体デバイスの態様は、分離流路を有する分離媒体と、分離媒体と流体連通す
る汎捕捉性の結合媒体とを含む。分離媒体は第１の方向軸を有する分離流路を含んでもよ
く、第１の方向軸は、試料が分離媒体を横切るときに試料が進む方向に相当する。結合媒
体は、第２の方向軸を有する第２の流路を含んでもよい。場合によっては、第２の流路は
、試料が分離媒体から結合媒体へと横切るときに試料が進む方向である。結合媒体は、分
離媒体の方向軸とは異なる方向軸を有してもよい。例えば、分離媒体は第１の方向軸を有
してもよく、結合媒体は第２の方向軸を有してもよく、第２の方向軸は、第１の方向軸に
対して１８０度以下の角度であり、例えば、第１の方向軸に対して１２０度以下、９０度
以下、６０度以下、４５度以下、又は３０度以下を含む１５０度以下、１３５度以下の角
度である。ある実施形態では、分離流路が結合媒体の流路に対して９０度の角度であるよ
うに、第２の方向軸が第１の方向軸と直交している。
【００３８】
　場合によっては、マイクロ流体デバイスは、２以上の方向の異なる流れ場に試料を曝す
ように構成されている。「流れ場」とは、要素が略同一の方向に領域を横切る領域を意味
する。例えば、流れ場は、移動性の要素が媒体を通って略同一の方向に移動する領域を含
んでもよい。流れ場は、分離媒体、結合媒体、充填媒体等の媒体を含んでもよく、緩衝液
、分析物、試薬等の要素が媒体を通って略同一の方向に移動する。流れ場は、印加される
電場、圧力差、電気浸透等によって導かれてもよい。ある実施形態では、２以上の流れ場
の方向が異なってもよい。例えば、第１の流れ場は、分離媒体の分離流路の方向軸に揃え
られてもよい。第１の流れ場は、分離流路に沿って分離媒体を通る試料又は分析物を導く
ように構成されてもよい。第２の流れ場が、結合媒体の流路の方向軸に揃えられてもよい
。場合によっては、第２の流れ場は、結合媒体の流路に沿って分離媒体から結合媒体に試
料又は分析物を導くように構成されている。第２の流れ場は、分析物が結合媒体と接して
結合するように、分離媒体から結合媒体に試料又は分析物を導くように構成されてもよい
。上述したように、ある場合には、結合媒体の流路の方向軸は、分離流路の方向軸と直交
している。これらの場合には、第２の流れ場は、第１の流れ場と直交してもよい。
【００３９】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、２以上の方向の異なる電場に試料を曝す
ように構成されている。電場は、マイクロ流体デバイスを通る試料の移動（例えば、マイ
クロ流体デバイスの１の領域からマイクロ流体デバイスの別の領域への試料の動電的移動
）を促進することができる。電場は更に、上述したように、電気泳動（例えば、ポリアク
リルアミドゲル電気泳動（ＰＡＧＥ））による試料中の分析物の分離を促進することがで
きる。例えば、電場は、マイクロ流体デバイスの分離媒体を通る試料中の分析物を導くよ
うに構成されてもよい。電場は、分析物の物理的特性に基づく試料中の分析物の分離を促
進するように構成されてもよい。例えば、電場は、分析物の分子量、サイズ、電荷（例え
ば、電荷対質量比）、等電点等に基づく試料中の分析物の分離を促進するように構成され
てもよい。ある場合には、電場は、分析物の分子量に基づいて試料中の分析物の分離を促
進するように構成されている。
【００４０】
　ある実施形態では、２以上の電場の方向が異なってもよい。例えば、第１の電場が、分
離媒体の分離流路の方向軸に揃えられてもよい。第１の電場は、分離流路に沿って分離媒
体を通る試料又は分析物を導くように構成されてもよい。第２の電場が、結合媒体の流路
の方向軸に揃えられてもよい。場合によっては、第２の電場は、結合媒体の流路に沿って
分離媒体から結合媒体に試料又は分析物を導くように構成されている。第２の電場は、分
析物が結合媒体と接して結合するように、分離媒体から結合媒体に分析物を導くように構
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成されてもよい。上述したように、ある場合には、結合媒体の流路の方向軸は、分離流路
の方向軸と直交している。これらの場合には、第２の電場は、第１の電場と直交してもよ
い。
【００４１】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、電場を発生するように構成されている１
以上の電場発生器を備えている。電場発生器は、分離媒体、結合媒体、充填媒体等のうち
の１以上のマイクロ流体デバイスの種々の領域に電場を印加するように構成されてもよい
。電場発生器は、マイクロ流体デバイスの種々の媒体を通る試料中の分析物及び要素を動
電的に運ぶように構成されてもよい。ある場合には、電場発生器は、マイクロ流体デバイ
ス上に配置される等、マイクロ流体デバイスの近傍にあってもよい。場合によっては、電
場発生器は、マイクロ流体デバイスから離れて配置されている。例えば、電場発生器は、
以下により詳細に記載するように、分析物を検出するためのシステム内に組み込まれても
よい。
【００４２】
　マイクロ流体デバイスの実施形態では、マイクロ流体デバイスは、マイクロ流体デバイ
スに使用されるアッセイ条件、試料、緩衝液、試薬等に適合するあらゆる好適な材料から
作製されてもよい。場合によっては、マイクロ流体デバイスは、主題のマイクロ流体デバ
イス及び方法に使用される試料、緩衝液、試薬等に対して不活性な（例えば、劣化しない
か又は反応しない）材料から作製されている。例えば、マイクロ流体デバイスは、限定さ
れないが、ガラス、石英、ポリマー、エラストマー、紙、それらの組み合わせ等の材料か
ら作製されてもよい。
【００４３】
　場合によっては、マイクロ流体デバイスは、１以上の試料注入ポートを備えている。試
料注入ポートは、試料がマイクロ流体デバイス内に導入され得るように構成されてもよい
。試料注入ポートは、分離媒体と流体連通してもよい。場合によっては、試料注入ポート
は、分離媒体の上流端部と流体連通する。試料注入ポートは、流体が試料注入ポートから
流出するのを防止するような構造を更に含んでもよい。例えば、試料注入ポートは、キャ
ップ、弁、シール等を含んでもよく、これらは、マイクロ流体デバイス内への試料の導入
を可能にするように、例えば、穿孔されるか又は開放されることができ、その後、試料及
び／又は緩衝液を含む流体が試料注入ポートから流出するのを実質的に防止するように再
密封されるか又は閉鎖されることができる。
【００４４】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは略透明である。「透明」とは、ある物質が
、その物質に可視光を透過させることを意味する。ある実施形態では、透明なマイクロ流
体デバイスは、結合媒体に結合した分析物、例えば、蛍光標識等の検出可能な標識を含む
分析物等の検出を促進する。場合によっては、マイクロ流体デバイスは略不透明である。
「不透明」とは、ある物質が、その物質に可視光を透過させないことを意味する。ある場
合には、不透明なマイクロ流体デバイスは、光の存在下で反応するか又は劣化する分析物
等の、感光性の分析物の分析を促進することができる。
【００４５】
　ある態様では、図２に示されているように、分離媒体及び結合媒体が単一の共通のチャ
ンバ内に含まれている。これらの実施形態では、マイクロ流体デバイスはチャンバを備え
ている。チャンバは分離媒体及び結合媒体を含んでもよい。上述したように、分離媒体は
、直接的な物理的接触等により、結合媒体と流体連通してもよい。場合によっては、分離
媒体は、結合媒体と隣接して連続的に光パターニングされる等、結合媒体に結合している
。そのため、チャンバは、互いに流体連通する分離媒体及び結合媒体の両方を収容するよ
うに構成されてもよい。
【００４６】
　分離媒体及び結合媒体に加えて、チャンバは、充填媒体を更に含んでもよい。充填媒体
は、分離媒体と流体連通してもよい。場合によっては、充填媒体は、分離媒体と直接的且
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つ物理的に接している。例えば、充填媒体は、分離媒体と隣接して連続的に光パターニン
グされる等、分離媒体に結合してもよい。充填媒体は、試料が分離媒体と接する前に充填
媒体と接するように設けられてもよい。ある実施形態では、充填媒体は、試料の分離媒体
との接触を促進する。例えば、充填媒体は、試料が分離媒体と接する前に試料を濃縮する
ように構成されてもよい。ある実施形態では、充填媒体は、異なる物理的及び／又は化学
的な特性を有する２以上の領域を含んでもよい。充填媒体は、充填領域及び蓄積領域を含
んでもよい。充填媒体は、蓄積領域から上流側に充填領域を含むように構成されてもよい
。
【００４７】
　ある実施形態では、充填媒体は、ポリマーゲル等のポリマーを含んでいる。ポリマーゲ
ルは、ゲル電気泳動に好適なゲルであってもよい。ポリマーゲルは、限定されないが、ポ
リアクリルアミドゲル、アガロースゲル等を含んでもよい。場合によっては、充填領域は
、孔径が大きいポリマーゲルを含んでいる。例えば、充填領域は、５％以下、例えば３％
以下、又は２％以下を含む４％以下の総アクリルアミド含有量を有するポリアクリルアミ
ドゲルを含んでもよい。場合によっては、充填領域は、３％の総アクリルアミド含有量を
有する。場合によっては、充填媒体の蓄積領域は、試料が分離媒体と接する前に試料を濃
縮するように構成されてもよい。蓄積領域は、充填領域より孔径が小さいポリマーゲルを
含んでもよい。例えば、蓄積領域は、５％～１０％、例えば５％～８％、又は５％～７％
を含む５％～９％の範囲の総アクリルアミド含有量を有するポリアクリルアミドゲルを含
んでもよい。場合によっては、蓄積領域は６％の総アクリルアミド含有量を有する。蓄積
領域のより小さい孔径は、蓄積領域を通る試料の電気泳動移動を遅らせることができ、従
って試料が分離媒体と接する前に試料を濃縮する。
【００４８】
　ある場合には、チャンバは、充填媒体、分離媒体及び結合媒体を収容する。チャンバは
、上述したように、充填媒体、分離媒体及び結合媒体が互いに流体連通するように、充填
媒体、分離媒体及び結合媒体を収容するように構成されてもよい。例えば、チャンバは、
種々の領域を有する連続的なポリマーゲルモノリスを含んでもよい。連続的なポリマーゲ
ルモノリスの各領域は、異なる物理的及び／又は化学的な特性を有してもよい。連続的な
ポリマーゲルモノリスは、充填媒体を有する第１の領域、分離媒体を有する第２の領域、
及び結合媒体を有する第３の領域を含んでもよい。ポリマーゲルモノリスの各領域の流路
は、試料が、最初に充填媒体と接し、次いで分離媒体と接し、最後に結合媒体と接するよ
うに構成されてもよい。
【００４９】
　ある実施形態では、ポリマーゲルモノリスは、０．１ｍｍ～５ｍｍ、例えば０．５ｍｍ
～１．５ｍｍを含む０．２ｍｍ～２．５ｍｍの範囲の幅を有する。場合によっては、ポリ
マーゲルモノリスは１ｍｍの幅を有する。場合によっては、ポリマーゲルモノリスは、０
．５ｍｍ～５ｍｍ、例えば１ｍｍ～２ｍｍを含む０．５ｍｍ～３ｍｍの範囲の長さを有す
る。ある場合には、ポリマーゲルモノリスは１．５ｍｍの長さを有する。ある実施形態で
は、充填媒体を含むポリマーゲルモノリスの第１の領域は、０．１ｍｍ～５ｍｍ、例えば
０．５ｍｍ～１．５ｍｍを含む０．２ｍｍ～２．５ｍｍの範囲の幅を有する。場合によっ
ては、充填媒体を含むポリマーゲルモノリスの第１の領域は、０．９ｍｍの幅を有する。
場合によっては、充填媒体を含むポリマーゲルモノリスの第１の領域は、０．１ｍｍ～２
ｍｍ、例えば０．１ｍｍ～０．５ｍｍを含む０．１ｍｍ～１ｍｍの範囲の長さを有する。
ある実施形態では、充填媒体を含むポリマーゲルモノリスの第１の領域は０．２ｍｍの長
さを有する。ある場合には、分離媒体を含むポリマーゲルモノリスの第２の領域は、０．
１ｍｍ～５ｍｍ、例えば０．５ｍｍ～１．５ｍｍを含む０．２ｍｍ～２．５ｍｍの範囲の
幅を有する。場合によっては、分離媒体を含むポリマーゲルモノリスの第２の領域は、０
．９ｍｍの幅を有する。場合によっては、分離媒体を含むポリマーゲルモノリスの第２の
領域は、０．５ｍｍ～５ｍｍ、例えば１ｍｍ～２ｍｍを含む０．５ｍｍ～３ｍｍの範囲の
長さを有する。ある実施形態では、分離媒体を含むポリマーゲルモノリスの第２の領域は
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、１．３ｍｍの長さを有する。ある場合には、結合媒体を含むポリマーゲルモノリスの第
３の領域は、０．０１ｍｍ～２ｍｍ、例えば０．０５ｍｍ～０．５ｍｍを含む０．０１ｍ
ｍ～１ｍｍの範囲の幅を有する。場合によっては、結合媒体を含むポリマーゲルモノリス
の第３の領域は、０．１ｍｍの幅を有する。場合によっては、結合媒体を含むポリマーゲ
ルモノリスの第３の領域は、０．５ｍｍ～５ｍｍ、例えば１ｍｍ～２ｍｍを含む０．５ｍ
ｍ～３ｍｍの範囲の長さを有する。ある実施形態では、結合媒体を含むポリマーゲルモノ
リスの第３の領域は、１．５ｍｍの長さを有する。
【００５０】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、１０ｃｍ～１ｍｍ、例えば１ｃｍ～５ｍ
ｍを含む５ｃｍ～５ｍｍの範囲の幅を有する。場合によっては、マイクロ流体デバイスは
、１００ｃｍ～１ｍｍ、例えば１０ｃｍ～５ｍｍ又は１ｃｍ～５ｍｍを含む５０ｃｍ～１
ｍｍの範囲の長さを有する。ある態様では、マイクロ流体デバイスは、１０００ｃｍ2 以
下、例えば５０ｃｍ2 以下を含む１００ｃｍ2 以下、例えば、１０ｃｍ2 以下、５ｃｍ2 

以下、３ｃｍ2 以下、１ｃｍ2 以下、０．５ｃｍ2 以下、０．２５ｃｍ2 以下、又は０．
１ｃｍ2 以下の面積を有する。
【００５１】
　関連するマイクロ流体デバイスの更なる態様が、２０１１年１月２４日に出願された米
国特許出願第１３／０５５，６７９号明細書に見出され、その開示は、参照により、その
全体が本明細書に組み込まれる。
【００５２】
　図１の（ａ）は、マイクロ流体デバイス１０の写真図を示す。図１の（ｂ）に示されて
いるように、マイクロ流体デバイス１０は、充填媒体、分離媒体及び結合媒体を収容する
チャンバ１１を備えている。マイクロ流体デバイス１０は、流入チャネル１、２、３、及
び制御チャネル４、５、６、７、８等の種々のマイクロ流体チャネルを更に備えている。
各マイクロ流体チャネルは、（黒い点で表されている）対応するアクセスポートを有して
いる。
【００５３】
　図２は、充填媒体２２、分離媒体２３及び結合媒体２４を収容するチャンバ２１を備え
たマイクロ流体デバイス２０の概略図を示す。充填媒体２２は分離媒体２３と流体連通し
ており、分離媒体２３は結合媒体２４と流体連通している。分離媒体２３の方向軸が、垂
直方向の矢印によって示されており、試料が充填媒体２２から分離媒体２３へ、更に分離
媒体２３を通って横切る流路を示している。結合媒体２４の方向軸が、水平方向の矢印に
よって示されており、試料が分離媒体２３から結合媒体２４に横切る流路を示している。
マイクロ流体デバイス２０は、流入チャネル１、２、３、及び制御チャネル４、５、６、
７、８等の種々のマイクロ流体チャネルを更に備えている。流入チャネル１、２、３は、
流体試料をチャンバ２１内に導くように構成され得る。制御チャネル４、５、６、７、８
は、チャンバ２１内に及び／又はチャンバ２１から離れるように流体（例えば、試薬、標
識、緩衝液、洗浄液等）を導くように構成されてもよい。更に、制御チャネル４、５、６
、７、８は、チャンバ２１内の充填媒体２２、分離媒体２３及び結合媒体２４を通って試
料中の分析物を動電的に運ぶために、マイクロ流体デバイスの種々の領域に電場を印加す
るように構成されてもよい。
【００５４】
方法
　本方法の実施形態は、試料中に分析物が存在するか否かを判定すること、例えば、試料
中の１以上の分析物の有無を判定することを対象としている。本方法のある実施形態では
、試料中の１以上の分析物の存在が定質的に又は定量的に判定され得る。定質的判定は、
試料中の分析物の存在に関する単純な存在／非存在の結果がユーザに提供される判定を含
む。定量的判定は、試料中の分析物の量に関して、例えば少ない、中程度、多い等の大ま
かな結果がユーザに提供される半定量的判定と、分析物の濃度の正確な測定値がユーザに
提供される詳細な結果との両方を含む。
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【００５５】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、試料中の１以上の分析物の存在を検出す
るように構成されている。本方法は、マイクロ流体デバイス内に流体試料を導入すること
を含む。マイクロ流体デバイス内に流体試料を導入することは、試料を分離媒体と接触さ
せることを含んでもよく、又は充填媒体を含むマイクロ流体デバイスの実施形態では、試
料を充填媒体と接触させることを含んでもよい。本方法は、分離媒体を通して試料を導い
て、分離した試料を生成することを更に含む。場合によっては、分離した試料は、上述し
たように、試料が分離媒体を横切るときにゲル電気泳動によって生成される。分離した試
料は、分析物の異なる検出可能なバンドを含んでもよく、各バンドは、行われるゲル電気
泳動の種類に応じて分子量、サイズ、電荷（例えば、電荷対質量比）、等電点等の略同様
の特性を有する１以上の分析物を含む。
【００５６】
　本方法の態様は、分離した試料を汎捕捉性の結合媒体に移動させることを更に含み得る
。ある実施形態では、本方法は、分離した試料全体を汎捕捉性の結合媒体に移動させるこ
とを含む。他の場合には、分離した試料中の分析物の特定のバンドが、結合媒体に選択的
に移動されてもよい。場合によっては、本本法は、分離した試料中の分析物を汎捕捉性の
結合媒体と接触させることを含む。上述したように、汎捕捉性の結合媒体は、分析物に非
特異的に結合するように構成されてもよく、従って、略全ての分析物を結合媒体中に保持
する。
【００５７】
　ある実施形態では、本方法は、結合媒体に結合した対象となる分析物を検出することを
含む。対象となる分析物の結合媒体への検出可能な結合は、試料中の対象となる分析物の
存在を表す。場合によっては、対象となる分析物を検出することは、対象となる分析物に
特異的に結合するように構成されている標識と対象となる分析物を接触させることを含む
。標識は、標的とされるタンパク質、核酸配列又は生体高分子（例えば、対象となる分析
物）に特異的に結合するあらゆる分子であってもよい。分析物の性質に応じて、標識は、
限定されないが、核酸を検出するための標的ＤＮＡ又はＲＮＡ配列の特有な領域に相補的
なＤＮＡの一本鎖、タンパク質及びペプチドを検出するためのペプチド分析物のエピトー
プに対する抗体、又は、特異的結合対のメンバー等のあらゆる認識分子であってもよい。
例えば、好適な特異的結合対は、限定されないが、受容体／リガンド対のメンバー、受容
体のリガンド結合部分、抗体／抗原対のメンバー、抗体の抗原結合断片、ハプテン、レク
チン／炭水化物対のメンバー、酵素／基質対のメンバー、ビオチン／アビジン、ビオチン
／ストレプトアビジン、ジゴキシン／抗ジゴキシン、ＤＮＡ又はＲＮＡのアプタマー結合
対のメンバー、ペプチドアプタマー結合対のメンバー等を含む。ある実施形態では、標識
は抗体を含む。抗体は、対象となる分析物に特異的に結合することができる。
【００５８】
　ある実施形態では、標識は検出可能な標識を含む。検出可能な標識は、本方法及びシス
テムを使用して検出され得るあらゆる便利な標識を含み、限定されないが、蛍光標識、比
色標識、化学発光標識、マルチカラー試薬、酵素結合試薬、アビジン－ストレプトアビジ
ン会合検出試薬、放射標識、金粒子、磁気標識等を含んでもよい。ある実施形態では、標
識は、検出可能な標識と会合した抗体を含む。例えば、標識は、対象となる分析物に特異
的に結合する蛍光標識された抗体を含んでもよい。
【００５９】
　主題の方法を用いてアッセイされ得る試料は、単純試料及び複合試料の両方を含んでも
よい。単純試料は、対象となる分析物を含む試料であり、対象とならない１以上の分子要
素を含んでも含まなくてもよく、これらの非対象分子要素の数は少なくてもよく、例えば
、１０以下、５以下等である。単純試料は、初めの生体試料、又は、例えば干渉し得る分
子要素を試料から除去するために何らかの方法で処理された他の試料を含み得る。「複合
試料」とは、対象となる分析物を有しても有さなくてもよいが、対象とならない多くの異
なるタンパク質及び他の分子を更に含む試料を意味する。場合によっては、主題の方法で
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アッセイされる複合試料は、分子構造又は物理的特性（例えば、分子量、サイズ、電荷、
等電点等）で互いに異なる１０以上、例えば１００以上を含む２０以上、例えば１０3 以
上、１５，０００、２０，０００又は２５，０００以上のような１０4 以上の別個の（す
なわち、異なる）分子要素を含む試料である。
【００６０】
　ある実施形態では、対象となる試料は、限定されないが、尿、血液、血清、血漿、唾液
、精液、前立腺液、乳頭吸引液、涙液、汗、便、口腔粘膜採取検体、脳脊髄液、細胞溶解
物試料、羊水、胃腸液、生検組織（例えば、レーザー・キャプチャー・マイクロダイセク
ション（ＬＣＭ）から得られた試料）等の生体試料である。試料は、生体試料であり得る
か、又はＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質及びペプチドを適切に抽出するための従来の方法を
使用して、ヒト、動物、植物、菌類、酵母、細菌、組織培養、ウイルス培養、又はそれら
の組合せに由来する生体試料から抽出されてもよい。ある実施形態では、試料は、流体中
の分析物の溶液等の流体試料である。流体は、限定されないが、水、緩衝液等の水溶液で
あってもよい。
【００６１】
　上述したように、主題の方法でアッセイされ得る試料は、１以上の対象となる分析物を
含み得る。検出可能な分析物の例として、限定されないが、核酸、例えば、二本鎖又は一
本鎖のＤＮＡ、二本鎖又は一本鎖のＲＮＡ、ＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッド、ＤＮＡアプタ
マー、ＲＮＡアプタマー等と、修飾されているか又は修飾されていないタンパク質及びペ
プチド、例えば、抗体、二重特異性抗体、Ｆａｂ断片、ＤＮＡ又はＲＮＡの結合タンパク
質、リン酸化タンパク質（リン酸化プロテオミクス）、ペプチドアプタマー、エピトープ
等と、阻害因子、活性因子、リガンド等の小分子と、オリゴ糖類又は多糖類と、それらの
混合物等とが挙げられる。
【００６２】
　ある実施形態では、本方法は、分離媒体を通して試料を導く前に、試料を濃縮するか、
希釈するか、又はバッファ交換することを含む。試料を濃縮することは、試料を分離媒体
と接触させる前に、試料を濃縮媒体と接触させることを含んでもよい。濃縮媒体は、小孔
径ポリマーゲル、膜（例えば、サイズ排除膜）、それらの組み合わせ等を含んでもよい。
試料が分離媒体を通って横切るときに分析物の各分離したバンドがあまり分散しない可能
性があるため、試料を分離媒体と接触させる前に試料を濃縮することによって、分離した
試料中の分析物のバンド間の分解能が増加し易くなる。試料を希釈することは、試料を分
離媒体と接触させる前に、試料を追加の緩衝液と接触させることを含んでもよい。試料の
バッファ交換は、試料を分離媒体と接触させる前に、試料をバッファ交換媒体と接触させ
ることを含んでもよい。バッファ交換媒体は、試料緩衝液とは異なる緩衝液を含んでもよ
い。バッファ交換媒体は、限定されないが、分子篩、多孔性樹脂等を含んでもよい。
【００６３】
　ある実施形態では、本方法は、対象となる分析物を検出する前に、結合媒体に結合する
分離した分析物をブロッキング剤と接触させることを含む。場合によっては、対象となる
分析物を検出する前に、分離した分析物をブロッキング剤と接触させることにより、検出
可能な標識の分離した分析物への非特異的結合を最小限度に抑えることが可能になる。例
えば、対象となる分析物を検出する前に、分離した分析物をブロッキング剤と接触させる
ことにより、標識が付された抗体の分離した分析物への非特異的結合を最小限度に抑える
ことが可能になる。ブロッキング剤は、上述したように機能するあらゆるブロッキング剤
であってもよく、限定されないが、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、脱脂粉乳、カゼイン
、及びゼラチンを含んでもよい。ある実施形態では、本方法は、本方法の他のステップの
前、他のステップの間、及び他のステップの後の種々の時点で行われてもよい任意の洗浄
ステップを更に含む。例えば、洗浄ステップは、分離した試料を分離媒体から結合媒体に
移動させた後、分離した試料をブロッキング剤と接触させた後、分離した試料を検出可能
な標識と接触させた後等に行われてもよい。
【００６４】
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　本方法の実施形態は、結合媒体に結合した分析物を剥離することを更に含んでもよい。
剥離することは、結合した分析物を剥離剤と接触させることを含んでもよい。剥離剤は、
分析物と結合媒体との結合相互作用を阻害するように構成されてもよい。場合によっては
、剥離剤は、分析物と結合媒体との結合相互作用を阻害し、結合媒体に分析物を解放させ
る試薬、緩衝液等である。結合媒体から分析物を剥離した後、本方法は、分析物を結合媒
体から離して移動させることを含んでもよい。例えば、本方法は、限定されないが、紫外
分光計、赤外分光計、質量分析計、ＨＰＬＣ、親和性アッセイデバイス等の二次的分析デ
バイスを用いた二次分析のために、剥離した分析物を結合媒体から下流側に導くことを含
んでもよい。
【００６５】
　ある実施形態では、本方法は、試料中の分析物の一重（ｕｎｉｐｌｅｘ）分析を含む。
「一重分析」とは、試料中の１の分析物の存在を検出するために試料が分析されることを
意味する。例えば、試料は、対象となる分析物と対象とならない他の分子要素との混合物
を含み得る。場合によっては、本方法は、試料混合物中の対象となる分析物の存在を判定
するための試料の一重分析を含む。
【００６６】
　ある実施形態は、試料中の２以上の分析物の多重（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）分析を含む。
「多重分析」とは、２以上の分析物が互いに異なる２以上の別個の分析物の存在が判定さ
れることを意味する。例えば、分析物は、それらの分子量、サイズ、電荷（例えば、質量
対電荷比）、等電点等における検出可能な差異を含み得る。場合によっては、分析物の数
は、２より多くの、例えば、４以上、６以上、８以上等、最高２０以上、例えば１００以
上を含む５０以上の別個の分析物である。ある実施形態では、本方法は、２～１００の別
個の分析物、例えば４～２０の別個の分析物を含む４～５０の別個の分析物の多重分析を
含む。ある実施形態では、多重分析は、２以上の異なる検出可能な標識の使用を更に含む
。２以上の異なる検出可能な標識は、同一の又は異なる分析物に特異的に結合することが
できる。場合によっては、２以上の異なる検出可能な標識が、同一の分析物に特異的に結
合することができる。例えば、２以上の異なる検出可能な標識は、同一の分析物上の異な
るエピトープに特異的な異なる抗体を含んでもよい。同一の分析物に特異的な２以上の検
出可能な標識の使用は、シグナル対ノイズ比を向上させることによって分析物の検出を容
易にすることができる。他の場合には、２以上の異なる検出可能な標識は、異なる分析物
に特異的に結合することができる。例えば、２以上の検出可能な標識は、異なる分析物上
のエピトープに特異的な異なる抗体を含んでもよい。異なる分析物に夫々特異的な２以上
の検出可能な標識の使用は、単一のアッセイにおける試料中の２以上の夫々の分析物の検
出を容易にすることができる。
【００６７】
　ある実施形態では、本方法は自動化された方法である。そのため、本方法は、マイクロ
流体デバイス内に試料を導入した後、ユーザとマイクロ流体デバイス及びシステムとのや
り取りを最小限度に抑える。例えば、分離媒体を通して試料を導き、分離した試料を生成
するステップ、及び分離した試料を結合媒体に移動させるステップは、マイクロ流体デバ
イス及びシステムによって行われ、ユーザがこれらのステップを手動で行う必要がない。
場合によっては、自動化された方法により、全アッセイ時間が短縮され得る。例えば、試
料中の分析物の分離及び検出を含む本方法の実施形態は、３０分以内、例えば１５分以内
、１０分以内、５分以内、２分以内、又は１分以内を含む２０分以内に行われ得る。
【００６８】
　図３は、試料中の分析物の存在を検出するための方法の一実施形態の概略図を示す。こ
の方法は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動（ＰＡＧＥ）、ＰＡＧＥに続く分離後の試料
移動、最後に標識が付された抗体プローブを使用した検出を含む。分析物は、ＰＡＧＥ分
離媒体から連続的な汎捕捉性の結合媒体へと動電的に移動され、特異的親和性相互作用に
よってその場所で特定される。ステップ１（図３の（ａ））では、試料３０を充填媒体３
１と接触させる。試料は臭化セチルトリメチルアンモニウム（ＣＴＡＢ）を含んでおり、
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ＣＴＡＢは、等モル比で試料中の分析物（例えば、タンパク質）に結合して略同一の電荷
対質量比を有する分析物を生成する。そのため、ＣＴＡＢで処理したタンパク質の分離に
関して、線形対数分子量（Ｍｒ）対移動度の関係が観察される（図７（下方）参照）。更
に、ＣＴＡＢで処理したタンパク質は正の電荷を有しており、試料中のタンパク質を負に
帯電した汎捕捉性の結合媒体に静電結合させ易くする。試料３０を充填媒体３１と接触さ
せた後、試料を、充填媒体３１を通って充填媒体３１と分離媒体３２との界面に導くため
に、分離媒体の方向軸に沿って電場を印加する（図３の（ａ）及び（ｂ））。ステップ２
（図３の（ｂ）及び（ｃ））では、試料中の種々の分析物を、分離媒体３２を通る電気泳
動によって分離する。分離媒体３２は、第１の方向軸の分離流路を有する。分離媒体３２
を通して試料を導くために、（垂直方向の矢印によって示されている）第１の方向軸に沿
って電場を印加する（図３の（ｂ））。ステップ３（図３の（ｃ）及び（ｄ））では、分
離した分析物３３を汎捕捉性の結合媒体３４に導くために、（水平方向の矢印によって示
されている）第２の方向軸に沿って電場を印加することによって、分離した分析物３３を
汎捕捉性の結合媒体３４に移動させることができる（図３の（ｃ））。汎捕捉性の結合媒
体は、アルカリ性緩衝液（例えば、トリシン－アルギニン緩衝液）を含んでおり、負に帯
電している。正に帯電し分離した分析物は、負に帯電した結合媒体に静電的に結合する（
図３の（ｄ））。ステップ４（図３の（ｅ））では、ブロッキング剤（例えば、ＢＳＡ）
を、結合媒体に結合する分離した分析物と接触させる。場合によっては、ブロッキング剤
は、標識が付された抗体の分離した分析物への非特異的結合を最小限度に抑える。分離し
た分析物とブロッキング剤を接触させた後、ブロッキング剤を洗い流してもよい（図３の
（ｆ））。ステップ５（図３の（ｇ））では、検出可能な標識（例えば、蛍光標識が付さ
れた抗体）を、結合媒体に結合する分離した分析物と接触させる。検出可能な標識は、対
象となる分析物３５（例えば、標的タンパク質）に特異的に結合する。バックグラウンド
信号を減らすために、未結合の標識を洗い流す（図３の（ｈ））。検出可能な標識の陽性
検出が、試料中の対象となる分析物３５の存在を表す。
【００６９】
システム
　ある実施形態の態様は、試料中の分析物を検出するためのシステムを含む。場合によっ
ては、システムは、本明細書に記載されているようなマイクロ流体デバイスを備えている
。システムは、検出器を更に備えてもよい。場合によっては、検出器は、検出可能な標識
を検出するように構成されている検出器である。検出器は、アッセイに使用される検出可
能な標識を検出するように構成されているあらゆる種類の検出器を備えてもよい。上述し
たように、検出可能な標識は、蛍光標識、比色標識、化学発光標識、マルチカラー試薬、
酵素結合試薬、アビジン－ストレプトアビジン会合検出試薬、放射標識、金粒子、磁気標
識等であってもよい。場合によっては、検出可能な標識は蛍光標識である。これらの場合
、検出器は、蛍光標識を励起して検出可能な電磁放射線（例えば、可視光等）を蛍光標識
に放出させる電磁放射線（例えば、可視光、ＵＶ、Ｘ線等）と蛍光標識を接触させるよう
に構成されてもよい。放出された電磁放射線は、結合媒体に結合した分析物の存在を判定
するために、検出器によって検出され得る。
【００７０】
　場合によっては、検出器は、上述したように、蛍光標識からの放出を検出するように構
成されてもよい。ある場合には、検出器は、光電子増倍管（ＰＭＴ）、電荷結合素子（Ｃ
ＣＤ）、増強電荷結合素子（ＩＣＣＤ）、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）センサ、
視覚比色読み出し情報、フォトダイオード等を含んでいる。
【００７１】
　本開示のシステムは、必要に応じて種々の他の構成要素を含むことができる。例えば、
システムは、マイクロ流体の流体処理要素等の流体処理要素を含んでもよい。流体処理要
素は、マイクロ流体デバイスを通して１以上の流体を導くように構成されてもよい。場合
によっては、流体処理要素は、限定されないが、試料溶液、緩衝液（例えば、電気泳動緩
衝液、洗浄緩衝液、剥離緩衝液等）等の流体を導くように構成されている。ある実施形態
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では、マイクロ流体の流体処理要素は、流体が分離媒体に接するように、マイクロ流体デ
バイスの分離媒体に流体を運ぶように構成されている。流体処理要素は、マイクロ流体ポ
ンプを含んでもよい。場合によっては、マイクロ流体ポンプは、本明細書に開示されてい
るマイクロ流体デバイス及びシステムを通る流体の圧力駆動によるマイクロ流体処理及び
分配のために構成されている。ある場合には、マイクロ流体の流体処理要素は、少量の流
体、例えば１ｍＬ以下、例えば１００μＬ以下を含む５００μＬ以下、例えば５０μＬ以
下、２５μＬ以下、１０μＬ以下、５μＬ以下、又は１μＬ以下の流体を運ぶように構成
されている。
【００７２】
　ある実施形態では、システムは、１以上の電場発生器を備えている。電場発生器は、マ
イクロ流体デバイスの種々の領域に電場を印加するように構成されてもよい。システムは
、試料がマイクロ流体デバイスを通って動電的に運ばれるように、電場を印加するように
構成されてもよい。例えば、電場発生器は、分離媒体に電場を印加するように構成されて
もよい。場合によっては、印加される電場は、分離媒体の分離流路の方向軸と揃えられて
もよい。そのため、印加される電場は、分離媒体を通して試料中の分析物及び要素を動電
的に運ぶように構成されてもよい。ある実施形態では、システムは、試料中の分析物及び
／又は要素が分離媒体から結合媒体に動電的に運ばれるように、電場を印加すべく構成さ
れている電場発生器を備えている。例えば、印加される電場は、結合媒体の流路の方向軸
と揃えられてもよい。場合によっては、印加される電場は、分離媒体によって分離され選
択された分析物を動電的に運ぶように構成されている。分離媒体によって分離された分析
物は、結合媒体の流路の方向軸に沿って適切な電場を印加することによって結合媒体に運
ばれてもよい。場合によっては、電場発生器は、１０Ｖ／ｃｍ～１０００Ｖ／ｃｍ、例え
ば２００Ｖ／ｃｍ～６００Ｖ／ｃｍを含む１００Ｖ／ｃｍ～８００Ｖ／ｃｍの範囲の強度
で電場を印加するように構成されている。
【００７３】
　ある実施形態では、電場発生器は電圧調整要素を含んでいる。場合によっては、電圧調
整要素は、印加される電場の強度が分離媒体及び／又は結合媒体に亘って略均一であるよ
うに、印加される電場の強度を制御するように構成されている。電圧調整要素は、試料中
の分析物の分解能を増加させ得る。例えば、電圧調整要素は、分離媒体を通る試料の非均
一的な移動を減少させ得る。更に、電圧調整要素は、分析物が分離媒体を横切るときに、
分析物のバンドの分散を最小限度に抑えることができる。
【００７４】
　ある実施形態では、主題のシステムは、バイオチップ（例えば、バイオセンサチップ）
である。「バイオチップ」又は「バイオセンサチップ」とは、基板の表面に２以上の別個
のマイクロ流体デバイスを表示する基板表面を含むマイクロ流体システムを意味する。あ
る実施形態では、マイクロ流体システムは、マイクロ流体デバイスのアレイを有する基板
表面を備えている。
【００７５】
　「アレイ」は、アドレス可能な領域の任意の二次元的な又は実質的に二次元的な（及び
三次元的な）配置、例えば、空間的にアドレス可能な領域を含んでいる。アレイは、アレ
イの特定の所定の位置（例えば、「アドレス」）に置かれた複数のデバイスを有する場合
に、「アドレス可能」である。アレイの特徴（例えば、デバイス）は、介在する空間によ
って分離されてもよい。任意の所与の基板が、基板の前面に配置された１、２、４、又は
それ以上のアレイを有してもよい。使用法に応じて、アレイのうちのいずれか又は全てが
同一であってもよいか又は互いに異なってもよく、各々が、複数の異なるマイクロ流体デ
バイスを有してもよい。アレイは、２以上、４以上、８以上、１０以上、２５以上、５０
以上、又は１００以上を含む１以上のマイクロ流体デバイスを有してもよい。ある実施形
態では、マイクロ流体デバイスは、１００ｃｍ2 以下、５０ｃｍ2 以下、２５ｃｍ2 以下
、１０ｃｍ2 以下、又は５ｃｍ2 以下、例えば５０ｍｍ2 以下、２０ｍｍ2 以下、又は１
０ｍｍ2 以下を含む１ｃｍ2 以下、又はそれより更に小さい面積を有するアレイ内に配置
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されてもよい。例えば、マイクロ流体デバイスは、１００ｍｍ×１００ｍｍ以下を含む１
０ｍｍ×１０ｍｍ～２００ｍｍ×２００ｍｍの範囲の寸法、例えば５０ｍｍ×５０ｍｍ以
下、例えば２５ｍｍ×２５ｍｍ以下、１０ｍｍ×１０ｍｍ以下、又は５ｍｍ×５ｍｍ以下
、例えば１ｍｍ×１ｍｍ以下の寸法を有してもよい。
【００７６】
　マイクロ流体デバイスのアレイは、試料の多重分析のために設けられてもよい。例えば
、一連のマイクロ流体デバイス内で複数の異なる分析物の存在について試料を分析するこ
とができるように、複数のマイクロ流体デバイスが直列に配置されてもよい。ある実施形
態では、２以上の試料を略同時に分析できるように、複数のマイクロ流体デバイスが並列
に配置されてもよい。
【００７７】
　システムの態様は、マイクロ流体デバイスが、依然として検出可能な結果を与える一方
で、最小量の試料を消費するように構成されてもよいことを含む。例えば、システムは、
依然として検出可能な結果を与える一方で、１００μＬ以下、例えば５０μＬ以下、２５
μＬ以下、又は１０μＬ以下を含む７５μＬ以下、例えば５μＬ以下、２μＬ以下、又は
１μＬ以下の試料体積を使用するように構成されてもよい。ある実施形態では、システム
は、１ｎＭ以下、例えば１００ｐＭ以下を含む５００ｐＭ以下、例えば１ｐＭ以下、５０
０ｆＭ以下、又は２５０ｆＭ以下、例えば５０ｆＭ以下、２５ｆＭ以下、又は１０ｆＭ以
下を含む１００ｆＭ以下の検出感度を有するように構成されている。場合によっては、シ
ステムは、１μｇ／ｍＬ以下、例えば１００ｎｇ／ｍＬ以下を含む５００ｎｇ／ｍＬ以下
、例えば１０ｎｇ／ｍＬ以下、又は５ｎｇ／ｍＬ以下、例えば１ｎｇ／ｍＬ以下、０．１
ｎｇ／ｍＬ以下、又は１ｐｇ／ｍＬ以下を含む０．０１ｎｇ／ｍＬ以下の濃度の分析物を
検出することができるように構成されている。ある実施形態では、システムは、１０-18 

Ｍ～１０Ｍ、例えば１０-12 Ｍ～１０-6Ｍを含む１０-15 Ｍ～１０-3Ｍの範囲のダイナミ
ックレンジを有する。
【００７８】
　ある実施形態では、マイクロ流体デバイスは、１℃～１００℃、例えば１０℃～５０℃
を含む５℃～７５℃、又は２０℃～４０℃の範囲の温度で作動される。場合によっては、
マイクロ流体デバイスは、３５℃～４０℃の範囲の温度で作動される。
【００７９】
　図５は、マイクロ流体システムの写真図及び拡大図を示す。ある実施形態では、マイク
ロ流体システムは、蛍光顕微鏡５０１内に配置されているマイクロ流体デバイス５００を
備えている。蛍光顕微鏡５０１は、光源５０３及び検出器５０２に動作可能に接続されて
いる。場合によっては、システムは、アッセイを行うときにシステムの種々の構成要素を
制御するように構成されているコンピュータ５０５を備えている。コンピュータ５０５は
更に、アッセイによって生成されたデータを記憶して分析するように構成されてもよい。
ある場合には、システムは、高電圧シーケンサ等の電場発生器５０４を備えている。電場
発生器５０４は、電極５０８を含むリード線５０７によってマイクロ流体デバイス５００
に動作可能に接続されてもよい。マイクロ流体デバイス５００は、マイクロ流体デバイス
５００を蛍光顕微鏡５０１内に配置するためのガイドワイヤ５０９を更に備えてもよい。
更に、マイクロ流体デバイス５００は、流体（例えば、試料流体、緩衝液、検出可能な標
識、試薬等）の流れをマイクロ流体デバイス５００へと導くように構成されているマニホ
ールド５１０に流体接続されてもよい。アッセイに使用するために、試料、緩衝液、検出
可能な標識、試薬等が試験管５０６に含まれてもよい。
【００８０】
有用性
　主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、試料中の１以上の分析物の有無
の判定、及び／又は定量化が所望される様々な異なる用途に使用される。例えば、主題の
マイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、タンパク質、ペプチド、核酸等の分離及
び検出に使用される。場合によっては、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方
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法は、タンパク質の分離及び検出に使用される。ある場合には、タンパク質は天然のタン
パク質（例えば、未変性タンパク質）である。例えば、マイクロ流体デバイスは、タンパ
ク質を変性させることなく天然のタンパク質を分離するように構成されている分離媒体を
備えてもよい。場合によっては、分離媒体は、試料中のタンパク質を著しく変性させない
試薬、緩衝液、界面活性剤等を使用すること等によって、非変性条件下でタンパク質を分
離するように構成されている。例えば、分離媒体は、限定されないが、臭化セチルトリメ
チルアンモニウム（ＣＴＡＢ）等の非変性界面活性剤を含んでもよい。非変性条件の使用
は、試料中のタンパク質を復元する必要性を排除することによって、全体的な分離及び検
出のプロセスを簡略化することができる。
【００８１】
　ある実施形態では、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、試料中の核
酸、タンパク質、又は他の生体分子の検出に使用される。方法は、一組のバイオマーカー
、例えば、試料中の２以上の別個のタンパク質バイオマーカーの検出を含んでもよい。例
えば、方法は、例えば対象の病態の診断、又は対象の病態の継続的な管理若しくは治療に
用いられるように、生体試料中の２以上の疾患バイオマーカーの迅速な臨床検出に使用さ
れてもよい。更に、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、限定されない
が、ウエスタンブロット法、サザンブロット法、ノーザンブロット法、イースタンブロッ
ト法、ファーウエスタンブロット法、サウスウエスタンブロット法等の、試料中の分析物
の検出のためのプロトコルに使用され得る。
【００８２】
　ある実施形態では、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、バイオマー
カーの検出に使用される。場合によっては、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及
び方法は、限定されないが、尿、血液、血清、血漿、唾液、精液、前立腺液、乳頭吸引液
、涙液、汗、便、口腔粘膜採取検体、脳脊髄液、細胞溶解物試料、羊水、胃腸液、生検組
織等の、血液、血漿、血清、又は他の体液若しくは排出物中の特定のバイオマーカーの有
無、特定のバイオマーカーの濃度の増減を検出するために使用されてもよい。
【００８３】
　バイオマーカーの有無、又はバイオマーカーの濃度の著しい変化は、個人における疾患
リスク、疾患の存在を診断するため、又は個人における疾患に対する治療を調整するため
に使用され得る。例えば、特定のバイオマーカー又はバイオマーカーのパネルにより、個
人に施される薬物治療又は投与計画の選択に影響を及ぼす可能性がある。薬物療法を評価
する上で、バイオマーカーは、生存又は不可逆的な疾病等の自然なエンドポイントの代わ
りとして使用されてもよい。治療によって、健康の改善と直接的な関連性を有するバイオ
マーカーが変化する場合、バイオマーカーは、特定の治療計画又は投与計画の臨床的な利
点を評価するための代替エンドポイントとしての役割を果たすことができる。よって、個
人で検出された特定のバイオマーカー又はバイオマーカーのパネルに基づく個人に合わせ
た診断及び治療は、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法によって容易にな
る。更に、疾患に関連するバイオマーカーの早期検出は、上述したように、主題のマイク
ロ流体デバイス及びシステムの高い感度によって容易になる。感度、拡張性、及び使い易
さと併せて、単一のチップで複数のバイオマーカーを検出する能力により、本開示のマイ
クロ流体デバイス、システム、及び方法は、携帯型のポイントオブケア診断又はベッドサ
イド分子診断に使用される。
【００８４】
　ある実施形態では、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、疾患又は病
態に関するバイオマーカーの検出に使用される。ある場合には、主題のマイクロ流体デバ
イス、システム、及び方法は、創薬及びワクチン開発のための細胞シグナル伝達経路及び
細胞内情報伝達機構の特徴付けに関するバイオマーカーの検出に使用される。例えば、主
題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、疾患試料、正常試料、又は良性試料
中のバイオマーカーの量を検出する及び／又は定量化するために使用されてもよい。ある
実施形態では、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、感染症又は病態に
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関するバイオマーカーの検出に使用される。場合によっては、バイオマーカーは、限定さ
れないが、タンパク質、核酸、炭水化物、小分子等の分子バイオマーカーであってもよい
。
【００８５】
　主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、限定されないが、上述したよう
なバイオマーカーの検出及び／又は定量化、無症候性の対象について一定間隔で試料を検
査するスクリーニングアッセイ、バイオマーカーの存在及び／又は量を、起こり得る疾患
の経過を予測するために使用する予後アッセイ、異なる薬物治療に対する対象の反応を予
測することができる層別化アッセイ、薬物治療の有効性をモニタリングする有効性アッセ
イ等のような診断アッセイに使用される。
【００８６】
　主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は更に、検証アッセイにも使用され
る。例えば、検証アッセイは、疾患マーカーが、様々な個体に亘って疾患の有無の信頼性
が高い指標であることを検証するか又は確認するために使用されてもよい。主題のマイク
ロ流体デバイス、システム、及び方法のアッセイ時間が短いことにより、最小の時間で複
数の試料をスクリーニングするためにスループットが増大し得る。
【００８７】
　場合によっては、主題のマイクロ流体デバイス、システム、及び方法は、実施のために
実験室を必要とせずに使用され得る。同等の分析研究用の実験機器と比較して、主題のマ
イクロ流体デバイス及びシステムは、携帯型の手持ち式システムで同等の分析感度を有す
る。場合によっては、大きさ及び操作コストが典型的な固定型実験機器よりも低い。対象
となる分析物の分離、移動、標識の付与、及び検出を含むアッセイの全てのステップを単
一の装置によって行うことができるように、主題のマイクロ流体デバイス及びシステムは
単一の装置に組み込まれてもよい。例えば、場合によっては、対象となる分析物の分離、
移動、標識の付与、及び検出のために別個の装置は存在しない。更に、主題のマイクロ流
体デバイス及びシステムは、試料中の１以上の分析物を検出するために、医療訓練を受け
ていない人物によって、市販の家庭用検査のために家庭環境で用いられ得る。主題のマイ
クロ流体デバイス及びシステムは更に、臨床現場で、例えば、迅速な診断のためにベッド
サイドで、又はコスト若しくは他の理由から固定型実験機器が提供されない現場で用いら
れてもよい。
【００８８】
キット
　本開示の態様は、本明細書に詳述されているようなマイクロ流体デバイスを有するキッ
トを更に含む。キットは、緩衝液を更に含んでもよい。例えば、キットは、電気泳動緩衝
液、試料緩衝液等の緩衝液を含んでもよい。ある場合には、緩衝液は、限定されないが、
トリシン－アルギニン緩衝液等のアルカリ性緩衝液である。場合によっては、緩衝液は界
面活性剤（ＳＤＳ又はＣＴＡＢ等）を含み、界面活性剤は、本明細書に記載されているよ
うに、分離したタンパク質の汎捕捉において用いられる。例えば、緩衝液は、臭化セチル
トリメチルアンモニウム（ＣＴＡＢ）を含んでもよい。
【００８９】
　キットは、限定されないが、剥離剤、変性試薬、リフォールディング試薬、界面活性剤
、検出可能な標識（例えば、蛍光標識、比色標識、化学発光標識、マルチカラー試薬、酵
素結合試薬、検出試薬（例えば、アビジン－ストレプトアビジン会合検出試薬）、較正標
準試薬、放射標識、金粒子、磁気標識等）等の付加的な試薬を更に含んでもよい。
【００９０】
　上述した構成要素に加えて、主題のキットは、主題の方法を行うための使用説明書を更
に含んでもよい。これらの使用説明書は、主題のキット内に様々な形態で備えられてもよ
く、使用説明書のうちの一又は複数がキット内に備えられてもよい。これらの使用説明書
が備えられる一形態は、好適な媒体又は基板上に印刷された情報であり、例えば、情報が
印刷されている一又は複数の紙片、キットの包装体、又は添付文書等である。更なる別の
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手段は、情報が記録されているか又は保存されているコンピュータ可読媒体であり、例え
ば、ディスケット、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ、コンピュータ可読メモリ等である。存在
し得る更なる別の手段は、離れた場所で情報にアクセスするためにインターネットを介し
て使用可能なウェブサイトアドレスである。あらゆる簡便な手段がキット内に設けられ得
る。
【００９１】
　上記に提供した開示から明らかであるように、本発明の実施形態は、多様な用途を有す
る。従って、本明細書に提示されている実施例は、例示のために提供されているのであっ
て、本発明に対する何らかの制限であるとみなされることを意図するものではない。当業
者は、本質的に同様の結果をもたらすために変更されるか又は修正されてもよい様々な重
要ではないパラメータを容易に認識する。よって、以下の実施例は、本発明をどのように
作製して使用するかについての完全な開示及び説明を当業者に提供するために記載される
のであって、本発明者が自身の発明であるとみなすものの範囲を限定することを意図する
ものではなく、また、以下の実験が、行われた全ての又は唯一の実験であることを表すこ
とを意図するものでもない。使用された数値（例えば、量、温度等）に関して正確性を確
保するために努力がなされたが、ある程度の実験誤差及び偏差は考慮に入れられるべきで
ある。別途記載のない限り、部は質量部であり、分子量は質量平均分子量であり、温度は
摂氏であり、圧力は大気圧であるか又は大気圧に近い圧力である。
【００９２】
［実施例］
実施例１
マイクロ流体デバイスの設計
　Ａｕｔｏｃａｄソフトウェア（Ａｕｔｏｄｅｓｋ社、Ｓａｎ　Ｒａｆａｅｌ，ＣＡ）を
使用して、ガラス製のマイクロ流体チップ（１０ｍｍ×１５ｍｍ）（図１の（ａ））を設
計した。異なるウエスタンブロット法のステップのために、３つの機能的なゲル領域を収
容するための矩形のマイクロ流体チャンバ（１ｍｍ×１．５ｍｍ×０．０２ｍｍ）を設計
した。図２は、試料を充填するための充填用ゲル、タンパク質のサイジングのための分離
用ゲル、並びに移動及び標的プロービングのためのブロッティング用ゲルを含むマイクロ
流体チャンバの概略図を示す。チャンバを、注入チャネル及び制御チャネル等の複数のマ
イクロ流体チャネルに接続した。各注入チャネルの幅が２５μｍであり、各制御チャネル
の幅が１０μｍであった。注入チャネルは、二重のＴ字分岐部分を形成する３つのチャネ
ルに分岐しており（図２のチャネル１、２、３参照）、ピンチ電流を印加することによっ
てＴ字分岐部分に幅の狭い試料プラグが形成された。制御チャネル（図２のチャネル４、
５、６、７、８参照）もチャンバに接続した。これらの幅の狭い抵抗性チャネルを介して
、電流源から定電流を印加した。電場は電流と平行であった。チャンバ内に試料プラグを
移動させるために使用した注入チャネルから電場に平行になるように電場を制御した。電
場を制御することにより、チャンバ内での試料の分散を最小限度に抑えた。このように電
流を印加することにより、分離パターンを確保する一方で、タンパク質の水平方向及び垂
直方向の移動を促進した。
【００９３】
製造
　マイクロ流体チップを調製するために、ガラス製のマイクロ流体チップにリソグラフィ
処理を施し、等方的にエッチングし、ダイシングした（Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃ
ｉｅｎｃｅｓ社、Ｈｏｐｋｉｎｔｏｎ，ＭＡ）。エッチングの深さは２０μｍであった。
ガラス用ドリルビットを使用して８つのアクセス孔を開けた。チップをピラニア溶液で洗
浄し、プログラム可能なオーブンで５９２℃で６時間ブランクチップに熱的に結合させた
。
【００９４】
　マイクロ流体チャンバ内でポリアクリルアミド（ＰＡ）ゲルを光パターニングする前に
、０．１ＭのＮａＯＨを１０分間マイクロ流体チャネルに流し、脱イオン化（ＤＩ）水で
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ルを内側のガラス表面に共有結合させるために、２：２：３：３の比率の３－（トリメト
キシシリル）プロピルメタクリレート、氷酢酸、ＤＩ水、及びメタノール（全てＳｉｇｍ
ａ社、Ｓｔ．Ｌｕｉｓ，ＭＯから調達）の塩分溶液（ｓａｌｉｎａｔｉｏｎ　ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ）をチップ内に導入し、３０分間インキュベートし、メタノールで３０分間すすい
だ。３つの機能的なゲルを光パターニングするために、各ゲルの前駆体溶液を毛管作用に
よりチャンバ内に導入し、ＵＶ光を使用して重合し、その後排出し、真空吸引を使用して
次の前駆体溶液と交換した。図６は、マイクロ流体チャンバ内でポリアクリルアミドゲル
を光パターニングするために使用される製造ステップを示す概略図である。３０μＬの３
０％Ｔアクリルアミド／ビスアクリルアミド（Ｓｉｇｍａ社）、１０μＬの１ｍｇ／ｍＬ
ストレプトアビジンアクリルアミド（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣＡ
）、４０μＬの２ｍｇ／ｍＬ結合メンバー（例えば、捕捉タンパク質）、５×ＴＡ緩衝液
（１×ＴＡ：２５ｍＭトリシン－１４ｍＭアルギニン、全てＳｉｇｍａ社から調達）、及
び５μＬの１％（ｖ／ｗ）光開始剤ＶＡ－０８６溶液（Ｗａｋｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、
Ｒｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡ）を使用して、結合媒体のゲルのための９％Ｔ（Ｔ＝総アクリル
アミド含有量）の前駆体溶液を調製した。６％Ｔの分離用ゲル及び３％Ｔの充填用ゲルも
同様に光パターニングしたが、ポリアクリルアミドゲル前駆体はストレプトアビジン－ア
クリルアミド及び結合メンバー（例えば、捕捉タンパク質）を含まなかった。更に、次の
試料を充填するために３％Ｔのゲルをマイクロ流体注入チャネル内で重合した。
【００９５】
　光パターニングにはＵＶ照射システムを使用した。水銀ランプ及びＵＶ対物レンズ（Ｕ
ＰＬＡＮＳ－ＡＰＯ　４×、Ｏｌｙｍｐｕｓ社）を備えた倒立顕微鏡（ＩＸ－５０、Ｏｌ
ｙｍｐｕｓ社、Ｍｅｌｖｉｌｌｅ，ＮＹ）により、ガラスチップ及び透明マスク（Ｆｉｎ
ｅｌｉｎｅ－Ｉｍａｇｉｎｇ社、Ｃｏｌｏｒａｄｏ　Ｓｐｒｉｎｇｓ，ＣＯ）とＵＶ照射
部との手動による調整が可能になった。結合用ゲル及び分離用ゲルを１３ｍＷ／ｃｍ2 で
８分間照射した。充填用ゲルをＵＶランプ（Ｂｌａｋ－Ｒａｙ、Ｕｐｌａｎｄ，ＣＡ）下
で９ｍＷ／ｃｍ2 で６分間全面照射した。
【００９６】
　８００ｎＭプロテインＧ（２０ｋＤａ、Ａｂｃａｍ社、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ）、
２００ｎＭ卵白アルブミン（ＯＶＡ、４５ｋＤａ、Ｓｉｇｍａ社）、２００ｎＭウシ血清
アルブミン（ＢＳＡ、６８ｋＤａ、Ｓｉｇｍａ社）、及び５００ｎＭのαアクチニン（９
５ｋＤａ、Ｓｉｇｍａ社）の４つの分子量標準物質をフルオレセイン（Ａｌｅｘａ　Ｆｌ
ｕｏｒ　４８８、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）に結合した。タンパク質を１×ＴＡ緩衝液に
溶解した。チップに充填する５分前に、０．１％ＣＴＡＢ（Ｓｉｇｍａ社）をタンパク質
に加えた。
【００９７】
マイクロ流体ＰＡＧＥアッセイ
　マイクロチップを用いたウエスタンブロット法の全てのアッセイステップ（図３参照）
は、高電圧シーケンサ（Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社）を使用して８
つのアクセスポート（図２）を介して電圧及び電流を制御することにより行った。電圧／
電流シーケンスを表１に示す。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
　試料充填ステップの前に、ＰＡゲル内にＣＴＡＢを電気泳動的に導入した（図４参照）
。ゲル内に十分なＣＴＡＢ濃度がないと、（１）希釈に起因して、タンパク質が試料調製
ステップで事前に結合したＣＴＡＢイオンを失う可能性があり、（２）負に帯電したＰＡ
ゲルと正に帯電しＣＴＡＢ処理したタンパク質との静電相互作用によって、ＰＡＧＥ分離
の前にタンパク質の結合がもたらされる可能性があるため、ＣＴＡＢでＰＡゲルを前処理
することにより、試料中の分析物を分離し易くする。従って、タンパク質プラグが非特異
的な相互作用なしで泳動するのに十分な幅である幅の狭いバンドとして、アクセスポート
１、２、３から０．１％ＣＴＡＢをマイクロチャネル内に１０分間注入し、マイクロ流体
チャンバ内に５分間注入した。
【０１００】
　ペルチェ冷却ＣＣＤカメラ（ＣｏｏｌＳＮＡＰ　ＨＱ２、Ｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｓ社
、Ｔｕｃｓｏｎ，ＡＺ）を備えた落射型蛍光顕微鏡（ＩＸ－７、Ｏｌｙｍｐｕｓ社）を使
用して、全てのアッセイ段階でタンパク質の蛍光画像を撮像した。後で、ＩｍａｇｅＪソ
フトウェア（ＮＩＨ（アメリカ国立衛生研究所）、Ｂｅｔｈｅｓｄａ，Ｍａｒｙｌａｎｄ
）を使用してタンパク質の定量化について蛍光画像を分析した。
【０１０１】
結果
　ＣＴＡＢで処理した分子量標準物質をピペットでアクセス孔３に加えた。二重のＴ字分
岐部分に幅の狭いプラグが形成された。孔径が大きいため、充填用ゲル（３％Ｔ）への試
料の充填に要した時間は１分以下であった。マイクロ流体チャンバ内に試料を注入した（
図３の（ａ））。分離用ゲル（６％Ｔ）に達すると、孔径の減少により充填用ゲル－分離
用ゲルの界面に試料の蓄積が生じた（図３の（ｂ））。下流側に泳動する一方で、タンパ
ク質混合物は、ＰＡゲル内のふるい作用により、タンパク質の分子量に基づいて複数のバ
ンドに分離した（図３の（ｃ））。図７の上方に見られるように、αアクチニン、ＢＳＡ
、ＯＶＡ、及びプロテインＧを含むタンパク質試料の蓄積が生じ、次いで、３０秒以内に
コンパクトなバンドに分離した。線形対数分子量（ｌｏｇ－Ｍｒ）対移動度（１０-5ｃｍ
2 ／Ｖ・ｓ）の関係が観察され（図７の下方参照）、ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥを使用したＭｒ
の決定が正確であったことが示された。
【０１０２】
　分離後、分離したタンパク質のバンドを結合用ゲルに移動させるために水平方向の電場
を印加した（図３の（ｃ）及び（ｄ））。結合用ゲルに達すると、ＰＡゲルとの静電相互
作用により、分離したタンパク質のバンドを圧縮して固定した（図３の（ｄ））。図８は
、試料中の４つのタンパク質（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）の分
離及び移動の蛍光画像を示す。図８の（ａ）は、分離用ゲルにおける４つのタンパク質の
異なるバンドへの分離の蛍光画像を示す。図８の（ｂ）は、分離したタンパク質の分離用
ゲルから結合媒体への移動の蛍光画像を示す。図８の（ｃ）は、分離したタンパク質の結
合媒体への結合の蛍光画像を示す。
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【０１０３】
　アルカリ性のトリシン－アルギニン（ＴＡ）緩衝液（ｐＨ８．２）中で、ＰＡが加水分
解され、正味の負電荷を有した。ストレプトアビジン－アクリルアミドリンカーを使用し
て、ＩｇＧ（ｐＩ＝５．５－８．０、Ｍｒ＝１５０ｋＤａ）及びβ－ガラクトシダーゼ（
ｐＩ＝４．６１、Ｍｒ＝４６５ｋＤａ）等のＭｒが大きくｐＩ点が低いビオチン化した結
合メンバーをＰＡゲルに共重合すると、電荷密度が増加した。電荷密度の増加は試料タン
パク質のより強力な固定から明らかであった。電気的移動は約４２秒で完了した。蛍光強
度に基づいて、著しく検出可能な量の分離したタンパク質が保持された。固定後の分離し
たタンパク質の保持率が、プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニンの夫々に関
して７５％、７７％、６５％、及び７８％であった。分離パターンと固定との間に略１：
１の相関関係が認められ（例えば、プロテインＧとＯＶＡとの間の分離分解能は、ブロッ
ティングの前後で１．４１であった）、タンパク質の移送が効率的であったことが示され
た。
【０１０４】
　試料の充填から電気的移動までのアッセイは約６３秒で完了し、このような時間は従来
のウエスタンブロットアッセイより約１０分の１短い時間であった。固定後、残留したＣ
ＴＡＢを結合用ゲルから洗浄するために水平方向の電場を連続的に印加した。プローブ抗
体がＣＴＡＢに曝されると沈殿する可能性があるため、残留したＣＴＡＢを洗浄すること
により、その後のプローブ抗体が導入され易くなる。図９の（ａ）は、結合媒体に固定さ
れたタンパク質（プロテインＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びαアクチニン）の蛍光画像を示す
。その後のブロッキングステップでは、抗体の非特異的な結合を防止するために、ＴＡ緩
衝液に溶解した１％ＢＳＡを電気泳動的に導入することによりゲル上の解放電荷部位にブ
ロッキング処理を行った（図３の（ｅ））。逆電場を印加することにより、残留したＢＳ
Ａを洗浄した（図３の（ｆ））。ブロッキング後、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　５６８（Ｉ
ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）と結合した抗体プローブを導入し、１０分間インキュベートした
（図３の（ｇ））。逆電場を印加することにより抗体プローブを洗浄した（図３の（ｈ）
）。図９の（ｂ）に示されているように、免疫親和性プローブは、固定した標的に特異的
に結合した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル電気泳動を使用する従来のウエスタンブロット法に一
般に必要とされるタンパク質復元ステップを必要とせずに、８００ｎＭのプロテインＧが
検出された。
【０１０５】
結論
　本明細書に開示されているマイクロ流体デバイスは、多重チャネルによる電圧／電流制
御を使用することにより、マイクロ流体デバイスの小型化及びアッセイの自動化を可能に
した。更に、マイクロ流体アッセイの性能も、典型的なＳＤＳ－ＰＡＧＥウエスタンブロ
ットアッセイより著しく良好であり、マイクロ流体アッセイは、約１００分の１～１００
０分の１（例えば、約１０ｎｇ）少ない試料の消費量及び迅速な完了時間（１～２日に対
して約２．５時間）を有する。試料分析物と結合媒体との静電相互作用により、全ての分
解されたタンパク質の結合媒体への電気的移動が可能になった。ある実施形態では、分離
したタンパク質標的を固定するために、一致するペア抗体を結合媒体に共重合させる必要
がなかった。代わりに、分離したタンパク質を結合媒体に静電的に固定した後で免疫親和
性プローブを導入した。場合によっては、分離したタンパク質の静電的な固定により、対
象となる分析物に結合した一次抗体に特異的に結合することができる、酵素に結合した二
次抗体の使用による分離したタンパク質の検出が容易になった。二次抗体は、検出可能な
信号を増大させることができ、検出限界を高め、非標識検出を可能にする。更に、ＣＴＡ
Ｂ－ＰＡＧＥを使用する本開示の実施形態は、複雑且つ時間のかかるタンパク質の復元を
行うことなく免疫ブロッティングを容易にすることができる。
【０１０６】
実施例２
　移動効率及びアッセイの再現性を判定するために、実施例１と同一の実験プロトコルを
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使用して実験を行った。マイクロ流体デバイスの結合媒体の製造に使用した結合メンバー
（例えば、捕捉タンパク質）は、１５０ｋＤａのＩｇＧ（抗Ｃ反応性タンパク質）であっ
た。プロテインＧ（２０ｋＤａ）、ＯＶＡ（４５ｋＤａ）、ＢＳＡ（６８ｋＤａ）、及び
αアクチニン（９５ｋＤａ）を含有する試料を分離媒体中で分離し、結合媒体に移動させ
た。分離ステップは、試料を充填した２１秒後に完了した（図１０の（ａ））。図１０の
（ｂ）は、分離した試料が移動する間の試料の充填から３５秒後の蛍光画像を示す。分離
媒体１０１０から結合媒体１０２０への分離した試料の移動は４２秒で（例えば、試料の
充填から６３秒後に）完了した（図１０の（ｃ））。図１０の（ｄ）の蛍光画像に示され
ているように、結合したタンパク質を緩衝液で洗浄した後であっても、結合媒体１０２０
によってタンパク質が保持されており、試料の充填から１３９秒かかった。表２は、移動
ステップの間（図１０の（ｂ））及び結合媒体への結合後（図１０の（ｃ））の試料中の
タンパク質の分離分解能（ＳＲ）を示す。表２に示されているように、移動ステップ及び
結合ステップの間、タンパク質は自身の分離分解能を維持した。表３は、結合媒体への結
合後（図１０の（ｃ））及び緩衝液による洗浄後（図１０の（ｄ））の試料中のタンパク
質の捕捉効率（％）を示す。表３に示されているように、結合媒体は、アッセイの間、各
タンパク質の検出可能な量を保持した。
【０１０７】
【表２】

【０１０８】
【表３】

【０１０９】
実施例３
　移動効率及びアッセイの再現性を判定するために、実施例１と同一の実験プロトコルを
使用して実験を行った。マイクロ流体デバイスの結合媒体の製造に使用した結合メンバー
（例えば、捕捉タンパク質）は、４６５ｋＤａのβ－ガラクトシダーゼ（ｐＩ＝４．６１
）であった。プロテインＧ（２０ｋＤａ）、ＯＶＡ（４５ｋＤａ）、ＢＳＡ（６８ｋＤａ
）、及びαアクチニン（９５ｋＤａ）を含有する試料を分離媒体中で分離し、結合媒体に
移動させた。分離ステップは、試料を充填した１８秒後に完了した（図１１の（ａ））。
図１１の（ｂ）は、分離した試料が移動する間の試料の充填から２１秒後の蛍光画像を示
す。分離媒体１１１０から結合媒体１１２０への分離した試料の移動は、２０秒で（例え
ば、試料の充填から３８秒後に）完了した（図１１の（ｃ））。図１１の（ｄ）の蛍光画
像に示されているように、結合したタンパク質を緩衝液で洗浄した後であっても、結合媒
体１１２０によってタンパク質が保持されており、試料の充填から５３秒かかった。表４
は、移動ステップの間（図１１の（ｂ））及び結合媒体への結合後（図１１の（ｃ））の
試料中のタンパク質の分離分解能（ＳＲ）を示す。表４に示されているように、移動ステ
ップ及び結合ステップの間、タンパク質は自身の分離分解能を維持した。表５は、結合媒
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体との結合後（図１１の（ｃ））及び緩衝液による洗浄後（図１１の（ｄ））の試料中の
タンパク質の捕捉効率（％）を示す。表５に示されているように、結合媒体は、アッセイ
の間、各タンパク質の検出可能な量を保持した。
【０１１０】
【表４】

【０１１１】
【表５】

【０１１２】
実施例４
マイクロ流体デバイスの製造
　ＡＵＴＯＣＡＤソフトウェア（Ａｕｔｏｄｅｓｋ社、Ｓａｎ　Ｒａｆａｅｌ，ＣＡ）を
使用して、ガラス製のマイクロ流体チップを設計し、微細加工した（Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｌ
ｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社、Ｈｏｐｋｉｎｔｏｎ，ＭＡ）。注入チャネルの幅は２５μ
ｍであり、制御チャネルの幅は１０μｍであった。中央のマイクロ流体チャンバのサイズ
は、１．０ｍｍ×１．５ｍｍであった（図１）。８つのアクセスポートをあけて、チップ
をブランクチップにプログラム可能なオーブンで熱的に結合させた。完成したガラスチッ
プを図１の（ａ）に示す。０．１ＭのＮａＯＨ（１０分）、ＤＩ水（１０分）、及びメタ
ノール（５分）を使用して、ゲル重合の前にガラスチップの内部を完全に洗浄した。ＰＡ
（ポリアクリルアミド）ゲルへの共有結合のために、２：２：３：３の比率の３－（トリ
メトキシシリル）プロピルメタクリレート、氷酢酸、ＤＩ水、及びメタノール（全てＳｉ
ｇｍａ社、Ｓｔ．Ｌｕｉｓ，ＭＯから調達）を含むシラン溶液を使用して内側のガラス表
面を官能化した。ゲル前駆体溶液を毛管作用によりガラスチップ内に導入した（図６、ス
テップ１）。ストレプトアビジン－ビオチンリンカーを使用してβ－ｇａｌ（β－ガラク
トシダーゼ、四量体、４６５ｋＤａ）をアクリルアミドと共重合させることにより、静電
結合媒体を調製した。前駆体の組成は、１×ＴＡ（トリシン－アルギニン）緩衝液（Ｓｉ
ｇｍａ社）中の６～９％Ｔｗ／ｖのアクリルアミド／ビスアクリルアミド（Ｓｉｇｍａ社
）、３．８μＭのストレプトアビジンアクリルアミド（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、Ｃａｒ
ｌｓｂａｄ，ＣＡ）、０～１．６μＭの大腸菌由来ビオチン化β－ｇａｌ（Ｓｉｇｍａ社
）、及び０．１％ｗ／ｖの光開始剤ＶＡ－０８６溶液（Ｗａｋｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社、
Ｒｉｃｈｍｏｎｄ，ＶＡ）であった。倒立顕微鏡（ＩＸ－７０、Ｏｌｙｍｐｕｓ社、Ｃｅ
ｎｔｅｒ　Ｖａｌｌｅｙ，ＰＡ）、ＵＶ光源、及びフォトリソグラフィ用マスクを使用し
てＰＡ前駆体組成物を重合した（図６、ステップ２）。重合されなかった前駆体組成物を
排出し、真空吸引を使用して次の前駆体と交換した（図６、ステップ３）。ゲルの製造が
完了した後、使用するまでチップを１×ＴＡ緩衝液中で保存した。マイクロ流体デバイス
は再利用可能であったため、アッセイが完了した後、加熱した２：１の過塩素酸及び過酸
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化水素の溶液に浸漬してＰＡゲルを除去することにより、マイクロ流体チップを再利用し
た。
【０１１３】
アッセイステップ
　本方法は、１）試料の充填、２）タンパク質の分離及びサイジングのためのＣＴＡＢ－
ＰＡＧＥ、３）静電結合媒体（ＥＢＭ）による分離したタンパク質の電気的移動及び静電
的な汎捕捉、４）ＥＢＭにおける非特異的結合部位のブロッキング、並びに５）固定した
タンパク質バンドの抗体に基づくプロービングという５つのアッセイステップを含む。ア
ッセイは自動化されてもよく、マイクロ流体システムのためのアッセイステップの電圧及
び電流シーケンスを以下の表６に示す。
【０１１４】
【表６】

【０１１５】
　中央のチャンバ（図２）にて６％ＴのＰＡゲルの分離媒体を光重合し、分離軸を画定し
た。充填用ゲル（３％Ｔ）の比較的より大きな孔径のために効率的なタンパク質の充填が
可能となり、充填媒体（３％Ｔ）と分離媒体（６％Ｔ）との間の界面では孔径が次第に小
さくなるため、試料タンパク質を「蓄積」することによって注入分散を最小限度に抑えた
。タンパク質の注入前にＣＴＡＢ流を電気泳動的に注入することにより、分離軸に沿った
泳動緩衝液を画定した（図４）。充填媒体及び分離媒体の緩衝液中に、ＣＴＡＢ界面活性
剤が含まれた。ＣＴＡＢをその場所で緩衝液に加えた。０．１～０．５％のＣＴＡＢを注
入チャネル１～３（図２参照）に充填し、マイクロチャネル内に１０分間電気泳動的に導
入した。その後、試料を充填する前に、ＣＴＡＢを幅の狭いバンド（図４）として分離媒
体に１０分間注入した。この注入により、タンパク質バンドの分散を最小限に抑えて分離
軸を画定した。
【０１１６】
　プロテインＧ（ＰＧ、２０ｋＤａ）、ＯＶＡ（４５ｋＤａ）、ＢＳＡ（６８ｋＤａ）（
全てＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社から調達）、ホスホリラーゼｂ（９７．２ｋＤａ）、αアク
チニン（αＡ、９５ｋＤａ）、β－ｇａｌ* （β－ガラクトシダーゼ単量体、１１６ｋＤ
ａ）（全てＳｉｇｍａ社から調達）、並びにＳ１００Ｂ（１０．５ｋＤａ）及びラクトフ
ェリン（ＬＦ、７８ｋＤａ）（全てＡｂｃａｍ社、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡから調達）
を、Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ４８８（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）と、製造者の指示に従っ
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て製造の際に又は使用する前に結合した。抗ウサギポリクローナルＰＧ（Ａｂｃａｍ社）
をＡｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ５６８（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）と結合した。タンパク質及
び抗体を全て１×ＴＡ緩衝液に溶解した。アッセイを開始する前に、タンパク質試料を試
料緩衝液（１×ＴＡ：２５ｍＭトリシン＋１４ｍＭアルギニン＋０．１％ｗ／ｖのＣＴＡ
Ｂ）にアッセイの１５分前に希釈し、その後、充填媒体に電気泳動的に充填した。
【０１１７】
　アッセイのステップ１）では、β－ｇａｌ* （* は、ＥＢＭ内でタンパク質の捕捉のた
めに使用される四量体「β－ｇａｌ」ではなく、β－ｇａｌの単量体を表す）、ＢＳＡ、
ＯＶＡ、及びプロテインＧを含むタンパク質試料を分離軸に沿って注入した。典型的なＳ
ＤＳ－ＰＡＧＥシステムとは対照的に、正に帯電したＣＴＡＢ－タンパク質複合体は陽極
から陰極に移動した。充填媒体と分離媒体との間の不連続な３～６％Ｔのゲル界面により
、注入したタンパク質試料プラグの、ガウス分布フィッティングの±２σとして定義され
る幅が５７％（すなわち、４９３μｍから２１３μｍに）減少した。
【０１１８】
　ステップ２）の間、ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥを使用して、タンパク質を分離してタンパク質
のサイズ情報を得た。印加された電場（４７Ｖ／ｃｍ）下では、３６秒の分離時間が経過
後に、中程度から小程度のＭｒの種が完全に分解された（例えば、分解の程度が最も少な
かったＢＳＡ－ＯＶＡピークでＳＲ＞１．５）。サイジングは、（分解の程度が最も少な
かったピーク対がＳＲ＝１．５のときの最も速いピーク位置として定義される）１４９６
μｍの分離距離で完了した。Ｍｒ標準ラダーのＣＴＡＢ－ＰＡＧＥ分析（２０～１１８ｋ
Ｄａ、プロテインＧ，ＯＶＡ，ＢＳＡ，及びαアクチニンを各２００ｎＭ）により、線形
対数Ｍｒ対移動度の関係が得られた（ｙ＝－１．９６×１０3 Ｘ＋５．３３、Ｒ2 ＝０．
９９７、ｎ＝５、図７（下方）参照）。
【０１１９】
　未知の種の分子量を更に、ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥを使用して正確に予測した。線形対数Ｍ
ｒ対移動度曲線を使用して、ラクトフェリン（ＬＦ、７８ｋＤａ）のＭｒを１．１％以内
の誤差で推定した。５つのラダータンパク質（ｌａｄｄｅｒ　ｐｒｏｔｅｉｎ）であるＳ
１００Ｂ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、ホスホリラーゼｂ、及びβ－ｇａｌ* を使用して、線形対数
Ｍｒ対移動度の関係を得た。ＬＦタンパク質（７８ｋＤａ）はラダーと共に移動し、移動
度データ及び線形対数Ｍｒ対移動度較正曲線を使用してＬＦのＭｒを算出した。予測され
たＭｒは、７８．８ｋＤａ（誤差１．０５％）であった。
【０１２０】
　ステップ３）は、移動及び結合を含み、移動は、分離したタンパク質の電気泳動による
移動を含み、結合は静電結合媒体（ＥＢＭ）上での汎タンパク質の捕捉を含んだ。静電的
な捕捉は非特異的であり、つまり、全てのＣＴＡＢ－タンパク質複合体が結合媒体上で固
定されたということである。電気的移動後に、自由溶液中の検出可能な標識（例えば、検
出抗体）を結合媒体に導入した。結合媒体では一致する抗体ペアが必要なかった。ＥＢＭ
を製造するために、β－ガラクトシダーゼ（β－ｇａｌ）を陰イオン部分として９％Ｔの
ＰＡゲルに共重合した。β－ｇａｌは、低いｐＩ点（４．６１）及び大きなＭｒ（４６５
ｋＤａ）の結果として生じる高い負の表面電荷を有した。大腸菌由来の野生型β－ｇａｌ
上の負の表面電荷の合計数は著しいものであった（－１６０、ｐＨ８．２）。１．６μＭ
のβ－ｇａｌをＰＡ結合媒体と共重合させることにより、分離媒体と連続した定常的な、
電荷を帯びた領域を得た。
【０１２１】
　図１２に示されているように、分解したタンパク質を分離軸からＥＢＭに電気的に移動
させた。横方向の電場を印加することにより、電気的移動は３１秒で完了した。ＥＢＭに
対する静電気引力がＣＴＡＢ－タンパク質複合体を結合媒体に結合させ、タンパク質の固
定をもたらした。更に、水平方向に圧縮されることにより、ＥＢＭに移動するタンパク質
バンドが濃縮された（ＰＧ、ＯＶＡ、及びＢＳＡの夫々に関して、２５％、５６％、及び
６５％ピーク幅が減少した）。移動前のＡＵＣ（曲線下面積）をＥＢＭでのＡＵＣと比較
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することによって判るように、３１秒での材料保持率は、ＰＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びβ
－ｇａｌ* の夫々に関して、９２％、１００％、６６％、及び２１％であった。ＰＡゲル
は、アルカリ性媒体中で加水分解し、正味の負電荷を保持する。正に帯電したＣＴＡＢ－
タンパク質複合体は、負に帯電した結合媒体に結合する。試料タンパク質は、分離情報を
失うことなく結合媒体上で固定され、その後の分離したタンパク質の特定を容易にした。
電気的移動後のステップ４）及び５）を通して、図１２の対応する蛍光強度のグラフに示
されているようにサイジング情報が保持された。分離軸での分離分解能（ＳＲ）とＥＢＭ
での分離分解能（ＳＲ）との比較は、電気的移動及び結合の間、試料タンパク質の分離が
保持されたことを示す（表７参照）。表７は、マイクロ流体アッセイのステップの間の、
２つの隣り合うタンパク質のピーク間の分離分解能を示す。式ＳＲ＝（Ｘ2 －Ｘ1 ）／（
ｗ2 ＋ｗ1 ）を使用して分離分解能を算出した。ここで、Ｘ1 、Ｘ2 は、２つの隣り合う
ピークの中心であり、ｗ1 、ｗ2 はそれらのピーク幅（ガウス分布フィッティングの分散
の２倍）である。ピークの幅及び中心は、非線形ガウス曲線のフィッティング（Ｏｒｉｇ
ｉｎＬａｂ社、Ｎｏｒｔｈａｍｐｔｏｎ，ＭＡ）を使用して推定した。
【０１２２】
【表７】

【０１２３】
　アッセイのステップ４）は、ＥＢＭのブロッキングステップであり、その後のステップ
５）における抗体プローブの非特異的結合を最小限度に抑えるために、ＰＡ結合媒体の電
荷部位をＢＳＡと接触させた。ブロッキングの前に、横方向の電場（Ｅ＝４５Ｖ／ｃｍ）
を３０分間印加することにより、残留して遊離しているＣＴＡＢをＥＢＭから電気泳動的
に洗浄した。洗浄ステップにより、抗体のＣＴＡＢとの会合に起因する可能性のあるバッ
クグラウンド信号を最小限度に抑えた。洗浄ステップの間、タンパク質の捕捉は、ＰＧ、
ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びβ－ｇａｌ* の夫々に関して、１１％、２９％、１３％、及び５％
であった。ブロッキングステップでは、逆極性を使用して１％ｗ／ｖのＢＳＡをＥＢＭと
電気泳動的に接触させた（例えば、ＢＳＡは、非界面活性剤条件下で負に帯電した）。１
０分間のブロッキングのためにインキュベーションした後、逆電場を１５分間印加して未
結合のブロッキング用ＢＳＡを除去した。ブロッキングステップの後、固定したタンパク
質の信号は、ＰＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びβ－ｇａｌ* の夫々に関して、６％、１９％、
８％、及び５％であった。最終的なブロッキング用ＢＳＡの洗浄後、タンパク質の捕捉は
定常状態に達した。図１３は、（秒単位の）経時的なタンパク質バンドの材料保持を表す
蛍光強度（正規化されたピーク高さ）のグラフを示す。半対数プロットにおいて、蛍光強
度は、時間の関数として指数関数的に減少した（対数時間目盛りのために時間軸を０．１
秒ずらした）。図１３では、未結合のブロッキング用ＢＳＡを除去するための洗浄ステッ
プの後、更なる著しい減少は観察されなかった。
【０１２４】
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　ステップ５）では、ＥＢＭ上に固定されブロッキング処理された分離したタンパク質の
抗体プロービングを行った。赤色フルオロフォア（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　５６８）と
結合した抗体プローブをＥＢＭに電気泳動的に導入し、１０分間インキュベートし、未結
合の抗体を電気泳動的に洗い流した。図１４は、固定したプロテインＧ（ＰＧ）標的に結
合する２００ｎＭウサギポリクローナル抗体に関するプロービング結果の多重スペクトル
蛍光画像を示す。抗体を洗浄するステップから１１分後のプローブ抗体からの蛍光信号は
、バックグラウンドが低く、ＰＧに特異的であった（ＡＵＣに基づいてＳＮＲは３４）。
固定したタンパク質のシグナル対ノイズ比（ＳＮＲ）は、２時間の電場印加後に依然とし
て検出可能であった。ＰＧ、ＯＶＡ、ＢＳＡ、及びβ－ｇａｌ* の夫々に関して、６、１
６、８、及び５であった。２つの濃度（６００ｎＭ対２６０ｎＭ）のＰＧを抗体でプロー
ブした結果、夫々１２７８対６３７の対応するプローブ抗体の信号を得た。濃度と信号と
の直接的な相関関係は、較正曲線の作成を容易にし、従って、タンパク質の絶対定量化を
可能にする。抗体プロービングは、従来のＳＤＳウエスタンブロット法に必要とされる別
個のタンパク質復元ステップを含まなかった。従来のウエスタンブロット法と比較して、
タンパク質の充填から電気的移動までアッセイ時間が約１００分の１未満に（４～５時間
に対して約３分）減少し、完全なアッセイでは１０分の１～２０分の１に（例えば、１～
２日に対して約２時間）減少した。更に、試料消費量が１００分の１未満に（例えば、１
～４０μｇに対して約１０ｎｇ）減少した。
【０１２５】
実施例５
　ＥＢＭ上でのタンパク質の捕捉を特徴付けるための追加実験を行った。ＥＢＭ上の捕捉
部位の電荷密度及び移動緩衝液のイオン強度の２つの物理化学的なＥＢＭの特性について
調べた（図１５参照）。試験試料としてＰＧ及びＢＳＡ（＋０．１％ＣＴＡＢ）を注入し
て分離し、ＥＢＭに固定した。上述した実施例４のステップ３）で行った電気的移動の特
徴付けと同様に、実施例４のステップ４）におけるＣＴＡＢ洗浄のための３０分間の電場
印加後の材料保持率に基づいて捕捉効率を得た。電荷密度の変化の影響を調べるために、
固定したβ－ｇａｌの濃度を増加させた（０μＭ、０．２μＭ、０．８μＭ、１．６μＭ
）ＥＢＭを有するマイクロ流体デバイスを製造した（図１５の（ａ）及び図１６）。図１
６は、異なる電荷密度におけるタンパク質の結合強度を調べる実験の蛍光画像を示す。プ
ロテインＧ及びＢＳＡは、バンドとして分離媒体１６１０内で移動した。横方向の電場を
印加した後、プロテインＧ及びＢＳＡは、異なる濃度のβ－ガラクトシダーゼ（例えば、
０μＭ、０．２μＭ、０．８μＭ、及び１．６μＭ）中、異なる捕捉効率で結合媒体１６
２０に結合した。比較のために、１ｍＭのＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅ中での結合を更に示す。
β－ｇａｌ濃度を１．６μＭまで増加すると、ＰＧ及びＢＳＡ両方の材料保持率が増加し
、ＰＧは最大に達した。逆に帯電した表面上の電荷を増加させることにより、タンパク質
の捕捉が増加した。ＢＳＡと比較してＰＧの捕捉効率がより低いことは、ＰＧがより低い
Ｍｒ及び表面電荷を有することに起因する可能性がある。ＰＡゲルが負の電荷を有するこ
とに起因して、０μＭのβ－ｇａｌではＢＳＡとＥＢＭとの弱い相互作用が観察された。
ＥＢＭ内のより高い濃度のβ－ｇａｌ（例えば、３．２μＭ）では、タンパク質の捕捉が
減少した（データを図示せず）。
【０１２６】
　ＥＢＭの細孔におけるデバイの長さがタンパク質の捕捉に与える影響を調べるために、
移動緩衝液のイオン強度を変化させて実験を行った（図１５の（ｂ））。７．５７×、１
×、及び０．１３×ＴＡ緩衝液＋０．１％ＣＴＡＢの夫々に関して、１１５．４ｍＭ、１
６．４ｍＭ、及び４．５ｍＭの３つの異なるイオン強度条件を調べた。図１５の（ｂ）に
示すように、緩衝液のイオン強度を増加させてＥＢＭ上の電荷の遮蔽を増強すると、タン
パク質の捕捉が減少した。図１７は、異なるイオン強度の緩衝液（例えば、異なる緩衝液
濃度）におけるタンパク質の結合強度の蛍光画像を示す。異なる緩衝液濃度（例えば、７
．５７×、１×、及び０．１３×ＴＡ緩衝液＋０．１％ＣＴＡＢ）の結合媒体に結合（例
えば、固定）する前後の、分離媒体１７１０及び静電結合媒体１７２０に対するプロテイ
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ンＧ及びＢＳＡの結合が示されている。デバイの長さが減少すると（例えば、緩衝液のイ
オン強度が増加すると）、電荷遮蔽効果の増強に起因してタンパク質の捕捉効率が減少し
た。
【０１２７】
　ＣＴＡＢのタンパク質との会合は緩衝液のイオン強度に依存していたため、タンパク質
－ＣＴＡＢ複合体の表面電荷もイオン強度に依存して変化した。異なる表面電荷がタンパ
ク質の捕捉に与えるこの影響を異なるイオン強度から切り離すために、プロテインＧ及び
ＢＳＡの表面電荷密度の特徴付けを行った。任意の緩衝液濃度Ｃにおける表面電荷ＱS （
Ｃ）の相対的な増加又は減少が対象であるため、標準濃度Ｃ0 （１×ＴＡ緩衝液）に対す
るＣＴＡＢ－タンパク質複合体の相対的な電荷密度ＱS （Ｃ）／ＱS （Ｃ0 ）を得た。電
気泳動移動度に関するＨｅｎｒｙの式、電気泳動移動度データ、及びタンパク質の流体力
学的パラメータをＱS （Ｃ）／ＱS （Ｃ0 ）の算出に用いた。タンパク質が完全な球体（
ｒ＝流体力学的半径）であり、均等に分布した表面電荷を有するものと仮定した。１０×
ＴＡ緩衝液を適切に希釈して７．５７×ＴＡ緩衝液、１×ＴＡ緩衝液、及び０．１３×Ｔ
Ａ緩衝液の溶液を調製し、０．１％ｗ／ｖのＣＴＡＢを各緩衝液に加えた。イオン強度を
１１５．４ｍＭ、１６．３７ｍＭ、及び４．５２ｍＭとして夫々算出した。蛍光標識が付
されたＰＧ（６０５ｎＭ）及びＢＳＡ（１７９ｎＭ）を、各緩衝液条件下で共に溶解した
。２つのタンパク質が、定電場下且つ均一な６％ＴのＰＡゲルで二重のＴ字分岐チップ（
Ｃａｌｉｐｅｒ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社）で分離した。移動の速度（すなわち、
直線状のマイクロ流体チャネルにおいて２ｍｍの距離を進むための時間）に基づいて電気
泳動移動度を得た。自由溶液の移動度と％Ｔ値（例えば、６％Ｔ）との数学的関係を用い
て、異なるイオン強度における移動度の比率を算出した。％Ｔの項を無効化し、その後、
ＱS （Ｃ）／ＱS （Ｃ0 ）を自由溶液の移動度の関数として表した。回転型レオメータ（
Ｐｈｙｓｉｃａ　ＭＣＲ　３０１、Ａｎｔｏｎ－Ｐａａｒ社、Ａｓｈｌａｎｄ，ＶＡ）を
使用してトリシン－アルギニン緩衝液システムの粘度を測定した。ＢＳＡのストークス半
径を文献から得た。操作された組み換えＰＧ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社、２０ｋＤａ）に
ついて、同様のＭｒ値を有するタンパク質のストークス半径から半径を推定した。最後に
、Ｈｅｎｒｙの式を用いて、１×ＴＡ緩衝液に対する７．５７×ＴＡ緩衝液及び０．１３
×ＴＡ緩衝液での相対的な負の表面電荷を算出した。表８は、計算に用いられたパラメー
タである粘度μ、６％Ｔのゲルで実験的に得られた移動度η、タンパク質の流体力学的半
径ａとデバイの長さλD との比率、及び表面電荷比ＱS （Ｃ）／ＱS （Ｃ0 ）を示す。
【０１２８】
【表８】

【０１２９】
　図１５の（ｂ）は、イオン強度の増加に伴ってタンパク質の捕捉が減少したことを示し
ており、このような現象は表面電荷に起因して観察されたタンパク質の捕捉に対する反対
の影響であった。イオン強度の増加に伴うタンパク質の捕捉の減少は、静電相互作用がＥ
ＢＭ上でのタンパク質の捕捉に対する優勢な機構であったことを示すものであった。
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【０１３０】
実施例６
　タンパク質の捕捉効率は、電荷密度を増加させること及び／又は緩衝液濃度を減少させ
ることによって調整され得る。負に帯電した結合メンバーをＥＢＭに共重合させるための
追加実験を行った。使用した負に帯電した結合メンバーは、アクリルアミド緩衝液である
酸性Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ種（ｐＫ＝３．８）であった。Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅを結合メ
ンバーとして使用してタンパク質の固定を観察した。
【０１３１】
　静電結合媒体（ＥＢＭ）にＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅを含んだ実験を以下の通り行った。酸
性Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ種（ｐＫ＝３．８、ＧＥ　ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ社、Ｐｉｔｔｓ
ｂｕｒｇｈ，ＰＡ）をＥＢＭと共重合した。複数の異なるゲル多孔度（例えば、６～１０
％Ｔ）及びＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅ濃度（例えば、０．１～１０ｍＭ）のＥＢＭを調製し、
捕捉効率を調べた。使用した最も濃度の高いＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅ（１０ｍＭ）に関して
、分離ステップの間にＥＢＭで濃度分極が観察された（Ｅ＝８７Ｖ／ｃｍ）。このＥＢＭ
では、数秒後に、制御チャネル５（図１の（ｂ）参照）からの電流が初期値の１０％未満
まで指数関数的に減少した。電流の減少は、分離媒体と静電結合媒体との界面に形成され
た定常性の高い電荷密度に起因する可能性がある。１ｍＭのＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅでは、
中程度の濃度分極が観察され、ＣＴＡＢ－タンパク質複合体がサイジングされ、ＥＢＭ上
に固定された。このＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅ濃度での捕捉効率は、０．２μＭのβ－ｇａｌ
に共重合したＥＢＭの捕捉効率と同様であることが算出され、１．６μＭのβ－ｇａｌを
使用した場合の捕捉効率よりも低かった。ＥＢＭにおける０．２μＭのβ－ｇａｌの正味
の電荷密度は０．０３２ｍＭであると推定された。０．１ｍＭのＩｍｍｏｂｉｌｉｎｅ濃
度では、ＥＢＭ上でのタンパク質の捕捉は、０μＭのβ－ｇａｌに共重合したＥＢＭの基
準値と同等であった。図１８は、ＣＴＡＢ－タンパク質複合体と、ポリアクリルアミドゲ
ル孔内に共重合した（ａ）Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅ及び（ｂ）β－ｇａｌとの夫々の電荷相
互作用の比較の概略図を示す。細孔の形状を理想化し、Ｉｍｍｏｂｉｌｉｎｅが均等に分
布されているものと仮定した。次元解析に基づいて、β－ｇａｌの１～２個の分子を６％
ＴのＰＡゲルの各細孔に１．６μＭのβ－ｇａｌで固定した。β－ｇａｌ分子は、蓄積し
た点電荷（例えば、分子当たり－１６０）として機能した。グラフトしたＩｍｍｏｂｉｌ
ｉｎｅに由来する電荷は、各細孔の周囲に均等に分布された（図１８）。従って、Ｉｍｍ
ｏｂｉｌｉｎｅに対する静電引力は全方向に働き、結果としてβ－ｇａｌ等の点電荷に向
かう引力よりも低いベクトル力の和をもたらした。
【０１３２】
実施例７
　疾患及び機能障害のタンパク質バイオマーカーについて調べるために免疫ブロットアッ
セイを行った。ラクトフェリン（ＬＦ）を分析するためにマイクロ流体アッセイを行った
。ＬＦは、免疫細胞が外分泌腺を攻撃する自己免疫疾患であるシェーグレン症候群のため
のバイオマーカーである。ヒト涙液におけるＬＦのマイクロ流体ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥ分析
を行った。増加したＣＴＡＢ濃度（０．５％）を用いて分離軸を準備した。ＬＦが負に帯
電した分離媒体と非特異的に会合することが観察されたため、より高いＣＴＡＢ濃度は、
ＰＡ分離用ゲル上の負電荷の遮蔽を増加させ得る。抗体スクリーニング後、無担体の抗Ｌ
Ｆヤギポリクローナル抗体を用いてＬＦに関する検出可能な信号を生成した。希釈したＢ
ＳＡ（０．２％）をブロッキング緩衝液として使用した。図１９の（ａ）は、タンパク質
ラダー（ＯＶＡ及びβ－ｇａｌ* ）と共に１×ＴＡ緩衝液＋０．２％ＣＴＡＢ中に添加さ
れたヒト母乳（４００ｎＭ）から精製したＬＦの試料に関する結果を示す。１６秒の分離
時間が経過後（Ｅ＝８４Ｖ／ｃｍ）、ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥはＯＶＡ及びβ－ｇａｌ* から
ＬＦを分離した（ＳＲ＞１．５）。約８５ｋＤａの未分解のピーク（* ）は、ＬＦピーク
と共に密接に移動した。対照実験により、未同定のピークの源がβ－ｇａｌ* 試料である
ことが示された。合計分離時間は１９秒であり、抗体の結合及び検出を含む合計アッセイ
時間は１１５分であった。結合媒体への結合後、検出可能な標識抗体はＬＦに結合した。
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（ＳＮＲ＝２７５、抗体洗浄ステップを開始してから５分後）。
【０１３３】
　６００ｎＭのＬＦを加えた希釈涙液（４８×）についてもアッセイを行った（図１９の
（ｂ））。涙液（約８０種、合計１０ｍｇ／ｍＬ）におけるタンパク質のバックグラウン
ドのために、試料緩衝液中のＣＴＡＢを０．７％まで増加して界面活性剤の会合を促進し
た。分離前の試料の蛍光信号は、試料に涙液のマトリクスを含まない場合の信号の３１％
であった。１４秒の分離時間経過後及び分離長さ９９２μｍ（Ｅ＝６０Ｖ／ｃｍ）で、未
同定のピーク（* ）を除いてＬＦは共に移動するタンパク質試料から分離した。ＬＦに特
異的な抗体との結合は、ＣＴＡＢ－ＰＡＧＥの間に観察されたＬＦのバンドと一致した。
ＬＦに対する免疫ブロッティングのＳＮＲは４３であった（抗体洗浄ステップを開始して
から５分後）。合計分離時間は２１秒であり、抗体の結合及び検出を含む合計アッセイ時
間は１１５分であった。
【０１３４】
　上記実施形態は、理解し易くするために例証及び例示としてある程度詳細に記載されて
いるが、当業者には、本開示の教示に鑑みて、添付の特許請求の範囲の趣旨及び範囲から
逸脱することなく、特定の変更及び修正が行われてもよいことは容易に明らかである。本
明細書に使用されている専門用語は、具体的な実施形態について説明するためだけのもの
であり、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるので、限定的であ
ることを意図するものではないことも理解されたい。
【０１３５】
　ある範囲の値が与えられる場合、その範囲の上限及び下限の間の、文脈が別段に明示し
ない限りは下限の単位の１０分の１までの各介在値、及びその記載された範囲内の任意の
他の記載された値又は介在する値が本発明に包含されることを理解されたい。これらのよ
り小さい範囲の上限及び下限は、より小さい範囲内に独立して含まれてもよく、記載され
た範囲内の任意の具体的に除外された限度を条件として本発明に包含される。記載された
範囲が限度のうちの一方又は両方を含む場合、これらの含まれた限度の一方又は両方を除
外した範囲も本発明に包含される。
【０１３６】
　本明細書に引用されている全ての刊行物及び特許は、個々の刊行物又は特許が、具体的
に且つ個別に参照によって組み込まれると示されているかのように参照によって本明細書
に組み込まれ、刊行物の引用に関連する方法及び／又は材料を開示して記載すべく、参照
によって本明細書に組み込まれる。任意の刊行物の引用は、出願日前のその開示に関する
ものであって、先行発明を理由として、本発明がそのような刊行物に先行する権限がない
ことを認めるものであるとみなされるべきではない。更に、提供される刊行物の日付は、
実際の公開日とは異なる場合があり、個別に確認する必要がある。
【０１３７】
　単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」が、本明細書
及び請求項で用いられている場合、文脈が別段に明示しない限り、複数の指示対象を含む
ことを留意すべきである。更に、請求項がいかなる選択的な要素も排除して記載されてい
ることを留意すべきである。従って、この記述は、請求項の要素の記載に関する「唯一の
（ｓｏｌｅｌｙ）」、「のみの（ｏｎｌｙ）」等の排他的用語の使用、又は「否定的な（
ｎｅｇａｔｉｖｅ）」限定の使用のための先行記載として機能すべく意図される。
【０１３８】
　当業者が本開示を読むと明らかであるように、本明細書に説明され例示された個々の実
施形態は夫々、別々の構成要素及び特徴を有しており、別々の構成要素及び特徴は、本発
明の範囲又は趣旨から逸脱することなく、他の複数の実施形態のいずれかの特徴から容易
に分離されてもよく、又はいずれかの特徴と容易に組み合わされてもよい。全ての記載さ
れた方法は、記載された事象の順序で、又は論理的に可能な任意の他の順序で実行され得
る。
【０１３９】
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　従って、前述の内容は本発明の本質を単に示しているに過ぎない。本明細書に明示的に
説明されていないか又は示されていないが、本発明の本質を具体化して本発明の趣旨及び
範囲に含まれる様々な構成を当業者が考案することが可能であることは明らかである。更
に、本明細書に述べられている全ての例及び条件的な用語は、本発明の本質と、本技術分
野を進展させるために本発明者により与えられた概念とを理解する際に読者を支援するこ
とを本質的に意図するものであり、このように具体的に述べられた例及び条件に限定する
ものではないと解釈されるべきである。更に、本発明の本質、態様及び実施形態だけでな
く、本発明の具体的な例を述べている本明細書における全ての記載は、本発明の構造的且
つ機能的な等価物の両方を含むことを意図するものである。加えて、このような均等物は
、現時点で既知の均等物及び今後開発される均等物の両方、すなわち構造に関わらず同一
の機能を有する開発された全ての要素を含むことを意図するものである。従って、本発明
の範囲は、本明細書に示され説明された例示的な実施形態に限定されることを意図するも
のではない。むしろ、本発明の範囲及び趣旨は、添付の特許請求の範囲により具体化され
る。
【０１４０】
　本出願は、米国特許法１１９条に基づいて、２０１０年１１月２３日に出願された米国
仮特許出願第６１／４１６，６９３号明細書の優先権を主張しており、その開示は、参照
によりその全体が本明細書に組み込まれる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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