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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶液を混合する方法であって、
　ａ）マイクロ流体デバイスを提供する工程であって、該マイクロ流体デバイスは、
　　（ｉ）第１ポンプおよび第１溶液を備える第１マイクロ流体チャネル；
　　（ｉｉ）第２の対向するポンプおよび第２溶液を備える第２マイクロ流体チャネル；
および
　　（ｉｉｉ）第３マイクロ流体チャネル、
　を備え、各ポンプが、入口バルブ、ポンプバルブおよび出口バルブを備え、そして該第
１チャネル、第２チャネルおよび第３チャネルが、共通の接合点で交差する、工程；なら
びに
　ｂ）ポンプ揚送サイクルを実施する工程であって、該ポンプ揚送サイクルが、
　　（ｉ）該第１ポンプの入り口バルブおよび該第２ポンプの入口バルブを開き、かつ、
該出口バルブを閉じる工程；
　　（ｉｉ）該第１ポンプのポンプバルブおよび該第２ポンプのポンプバルブを開く工程
であって、該第１溶液および該第２溶液が該第１ポンプのポンプバルブおよび該第２ポン
プのポンプバルブ内にポンプ揚送される、工程；
　　（ｉｉｉ）該第１ポンプの入り口バルブおよび該第２ポンプの入口バルブを閉じ、か
つ、該第１ポンプの出口バルブおよび該第２ポンプの出口バルブを開く工程；および
　　（ｉｖ）該第１ポンプのポンプバルブおよび該第２ポンプのポンプバルブを閉じる工
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程であって、該第１ポンプのポンプバルブおよび該第２ポンプのポンプバルブ内の溶液が
層流で該第３チャネル内にポンプ揚送され、該第１ポンプの出口バルブおよび該第２ポン
プの出口バルブを開き、かつ、該第１ポンプのポンプバルブおよび該第２ポンプのポンプ
バルブを閉じることの結果、該溶液の前後運動が生じ、該溶液が混合される、工程、
　を包含する、工程、
を包含する、方法。
【請求項２】
　前記構造体がマイクロチップ上に構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１チャネルが、前記第１溶液を保持するポートに接続され、そして前記第２チャ
ネルが、前記第２溶液を保持するポートに接続される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１流体が分析物を含み、そして前記第２流体が試薬を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　工程（ｂ）を繰り返す工程をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第３チャネルが蛇行領域を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記マイクロ流体デバイスが、流体層、変形可能な膜層、および空気層を備え、該デバ
イス内の各バルブが、該流体層内のバルブシートに対して着座する変形可能な該膜層を備
えて、該流体層内のマイクロ流体チャネル間の流体経路を閉じ、そして該空気層は、空気
置換チャンバを備え、該空気置換チャンバは、該膜に対向し、そして真空源または圧力源
に接続されており、そして該膜層への真空または圧力の適用が該変形可能な膜を変形させ
、これによって該バルブを開閉させる、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記空気置換チャンバが真空源に接続されており、そして前記膜層への真空の適用が、
該変形可能な膜を変形させ、これにより前記バルブを開く、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記バルブが前記流体層に通路を備え、該通路は、前記マイクロ流体チャネルに流体接
続されており、かつ、前記変形可能な膜層に対する開口部を有する、請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記流体層および前記空気層がガラス製ウェハを備え、該ガラス製ウェハにチャネルが
エッチングされる、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　溶液を混合する方法であって、
　ａ）ルータを備えるマイクロ流体デバイスを提供する工程であって、該マイクロ流体デ
バイスは、
　　（ｉ）第１バルブおよび第１流体を含む第１ポート備える第１マイクロ流体チャネル
；
　　（ｉｉ）第２バルブおよび気体を含む第２ポートを備える第２マイクロ流体チャネル
；
　　（ｉｉｉ）第３バルブおよび第２溶液を含む第３ポートを備える第３マイクロ流体チ
ャネル；および
　　（ｉｖ）第４バルブを備える第４マイクロ流体チャネル、
　　（ｖ）反応チャンバ
　を備え、該第１チャネル、第２チャネル、第３チャネルおよび第４チャネルが、中心隔
壁バルブに接続され、該第４チャネルが、該反応チャンバと接続している、工程；
　ｂ）



(3) JP 5063616 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

　　該第１溶液および第２溶液を該第１ポートおよび第３ポートから該反応チャンバ内に
ポンプ揚送し、そして、気体を該第２ポートから該反応チャンバ内にポンプ揚送すること
により、空気によって分離されるボーラスを形成し、該溶液の混合は、複数のポンプ揚送
工程の間の該第２チャネル内への２つの溶液の前後運動によって支援される、工程、
を包含する、方法。
【請求項１２】
　前記マイクロ流体デバイスがマイクロチップ上に構成されている、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記第１溶液が分析物を含み、そして前記第２溶液が試薬を含む、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１４】
　工程（ｂ）を繰り返す工程をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記気体が空気である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記マイクロ流体デバイスが、流体層、変形可能な膜層、および空気層を備え、該デバ
イス内の各バルブが、該流体層内のバルブシートに対して着座する変形可能な該膜層を備
えて、該流体層内のマイクロ流体チャネル間の流体経路を閉じ、そして該空気層は、空気
置換チャンバを備え、該空気置換チャンバは、該膜に対向し、そして真空源または圧力源
に接続されており、そして該膜層への真空または圧力の適用が該変形可能な膜を変形させ
、これによって該バルブを開閉させる、請求項１１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記空気置換チャンバが真空源に接続されており、そして前記膜層への真空の適用が、
該変形可能な膜を変形させ、これにより前記バルブを開く、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記バルブが前記流体層に通路を備え、該通路は、前記マイクロ流体チャネルに流体接
続されており、かつ、前記変形可能な膜層に対する開口部を有する、請求項１６に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記流体層および前記空気層がガラス製ウェハを備え、該ガラス製ウェハにチャネルが
エッチングされる、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記工程ｂ）は、
　前記第１溶液および第２溶液を（１）前記第４チャネル内および前記第４バルブを通し
てポンプ揚送し、該第４バルブを通過する際に該第１溶液および第２溶液が混合され、そ
して（２）前記第２チャネル内へとポンプ揚送する工程；ならびに
　前記気体および前記溶液を該第２チャネルからポンプ揚送する工程であって、該第１溶
液および第２溶液がさらに混合されて、ボーラスの液体およびボーラスの気体を生じる、
工程、
　を包含する、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（Ａ．連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載）
　本発明の態様は、国防総省によって承認された１つ以上のプロジェクト番号Ｗ９１１Ｓ
Ｒ－０４－Ｐ－００４７、ＮＩＨ（国立衛生研究所）によって承認された許可番号５Ｒ０
１ＨＧＯ０３５８３－０１、ＨＳＡＲＰＡ（国土安全保障先端研究計画局）によって承認
された契約番号ＮＢＣＨＣ０５０１３３、ＨＳＡＲＰＡによって承認された注文番号ＴＴ
Ａ－１－００１４（契約番号Ｗ８１ＸＷＨ－０４－９－００１２）に基づく政府支援によ
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って実施された。政府は、本発明に特定に権利を有する。
【背景技術】
【０００２】
　（Ｂ．背景）
　過去１０～２０年にわたって、多くの場合生物学的分析法におけるサンプル量の要件を
減少させることを目標にして、本質的に異なり、多くの場合は互換性がない設計の多様な
マイクロ流体デバイスが開発されてきた。外寸のフォームファクタを管理する規格がない
場合、上流および下流の外部インターフェース、並びに内部のマイクロ流体デバイスなど
のマイクロ流体経路の長さ、断面形状、および直径の特性は、多くの場合、互いに、およ
び既存の上流の精製デバイスおよび下流の分析デバイスと適合しないことが判明している
。
【０００３】
　マイクロリットル台、ナノリットルまたはピコリットル台の分析でも可能にする微細加
工の進歩にも関わらず、生体サンプルおよび環境サンプルは、既存のマイクロ流体分析デ
バイスの量よりはるかに多く、適合しない量で最初に入手される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、集積化流体システムの構成要素として使用可能であり、異なる外寸フォー
ムファクタ、外部インターフェース、および／または内部流体ジオメトリを有するマイク
ロ流体構成要素を効果的に流体的に連通させるようにインターフェースさせることができ
、マイクロ流体調製および／または分析構成要素とともに比較的大規模に動作する予備モ
ジュールまたは方法をインターフェースさせることができるモジュール式マイクロ流体構
成要素に対する技術的必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（Ｃ．概要）
　本発明は、上記およびその他の技術的必要性を解決するものである。
【０００６】
　当業者は、以下に説明する図面が、いかなる点でも本発明の開示範囲を制限することを
意図しているのではないことを理解するであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　（Ｅ．詳細な説明）
　図面を含む上記の一般的な説明、および以下の詳細な説明は、単なる例示および説明的
なものであり、本発明を制限するものではないことを理解するべきである。本開示では、
単数形を使用する場合、特記しない限り複数形を含む。また、「または」を使用する場合
、特記しない限り「および／または」を意味する。同様に、一人称または三人称の単数現
在の「備える」、「備えている」、一人称または三人称単数現在の「含む」、および「含
んでいる」は、制限することを意図するのではない。「要素」または「構成要素」などの
用語は、特記しない限り、１つのユニットを備える要素および構成要素、並びに複数のユ
ニットを備える要素または構成要素の両方を含む。本明細書で使用する各段落の見出しは
、単に構成上の目的であり、記載されている主題を制限するように解釈しないものとする
。本明細書で引用するすべての参考文献、および参考文献の部分は、あらゆる目的で本明
細書で引用することにより本明細書に明示的に援用し、こうした参考文献としては、特許
、特許出願、論文、書籍および専門書が挙げられるが、これらだけに限らない。援用され
た参考文献の１つまたは複数が本開示と矛盾する場合、本開示を優先する。
【０００８】
　本開示は、様々なサンプルに由来する標的分析物の調製および分析のための補足的な機
能を有する集積化モジュラーシステムを提供する。本明細書に開示するシステムは、様々
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な標的分析物の調製および分析に使用され、こうした標的分析物としては、分子（たとえ
ば、毒素、薬剤）、生体分子（たとえば、核酸、ポリペプチド、脂質）、細胞（たとえば
、真核細胞および原核細胞（たとえば、バシラス、エシェリキア））、胞子（たとえば、
Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）、ウイルス（たとえば、インフルエンザ、疱瘡
）、および医師の裁量で選択できるその他の材料が挙げられるが、これらだけに限らない
。様々な例示的な実施形態では、サンプル調製および分析は、以下に記載するとおり、１
つ以上のシステムモジュールによって実施することができる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載するシステムは、サンプル捕捉または精製（
ＳＣＰＭ）用のフロントエンドモジュールを備え、代表的な実施形態では、このフロント
エンドモジュールは、捕捉および／または精製サンプルをバイオプロセッサモジュール（
ＢＰＭ）内に導入することがさらに可能であり、バイオプロセッサモジュールは、さらに
他の調製および／または分析のために、１つまたはマイクロ流体デバイス（たとえば、マ
イクロスケール、ナノスケール、またはピコスケールのデバイス）を備えることが可能で
ある。したがって、本明細書では、サンプル由来の標的分析物を捕捉、濃縮、または精製
し、その後、標的分析物を１つ以上のマイクロ流体デバイス内に導入するために使用する
モジュラーシステムおよび方法を開示する。いくつかの実施形態では、マイクロ流体デバ
イスは、オフチッププラットフォームに供給することができる。
【００１０】
　様々な例示的な実施形態では、ＳＣＰＭは、溶解、乳化、音波処理、遠心分離、クロマ
トグラフィ、固相抽出法（ＳＰＥ）、免疫捕捉（たとえば、免疫分離（ＩＭＳ）、ビード
ベースの捕捉、およびこれらの組合せなどの様々な方法によって、標的分析物を捕捉、精
製、または濃縮することができる。いくつかの実施形態では、ＳＣＰＭは、ミリリットル
をマクロリットル以下の容量に濃縮することによって、マクロスケールのサンプル溶液を
マイクロスケールの容量に減少させて、１つ以上のマイクロ流体デバイス内に導入するこ
とができる。これらのＳＣＰＭ実施形態は、モジュールスケールインターフェースとして
動作することができ、マイクロスケールおよび／またはナノスケールデバイスを、より大
きいスケールで動作する動作モジュールを備える流体システムとして集積化することを可
能にする。これらのＳＣＰＭ実施形態は、有利なことに異なる寸法フォームファクタを有
するモジュールを、流体的に連通するシステム内に集積化することを可能にする。いくつ
かの実施形態では、ＳＣＰＭは、粗サンプル中に存在し、下流の処理または分析の抑制剤
として作用し得る１つ以上の作用物質を除去することによって、サンプルを浄化すること
ができる。サンプル中の標的分析物を捕捉、精製、または濃縮することによって、ＳＣＰ
Ｍは、本明細書で開示するシステムの感度を従来の方法と比較して増加させることができ
る。
【００１１】
　ＢＰＭは、一般に、１つ以上のマイクロ流体デバイスを備える。本明細書で使用する「
マイクロ流体デバイス」は、マイクロリットル（μＬ）、ナノリットル（ｎＬ）、および
／またはピコリットル（ｐＬ）容量など、ミリリットル未満の量の流体を操作、保存、処
理、または分析するために適しているデバイスを意味する。例示的な様々な実施形態では
、マイクロ流体デバイスは、１つ以上のマイクロチップ（たとえば、マイクロスケール、
ナノスケール、ピコスケールのデバイス）、毛細管、およびこれらの組合せを備えること
が可能である。本明細書に開示するマイクロチップは、先行技術で公知の微細加工技術に
よって製造することができ、バルブ、ポンプ、チャンバ、チャネル、レザバなどを備える
ことができ、１つ以上の標的分析物の処理または分析に適する可能性がある。例示的な様
々な実施形態では、マイクロ流体デバイスは、マイクロチップベースのカートリッジでよ
く、非交換／再使用または使い捨て式でよい。本明細書に開示するマイクロチップは、任
意の形状または寸法を有することが可能である。たとえば、マイクロチップは、１つ以上
の放射状サンプル調製または分析ユニットを有する円形カートリッジでよく、マイクロチ
ップを作動させる機器とともに使用することができる。いくつかの実施形態では、マイク
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ロ流体デバイスは自動化可能である。たとえば、マイクロチップは、「ＣＤチェンジャ」
内に保存し、１つ以上の機能を実行するために自動的に挿入、操作することができ、必要
に応じて、プログラム可能な機器によって保存することができる。したがって、機器は、
マイクロチップの取扱い、外部空気圧、温度制御装置、試薬溶液などを提供し、１つ以上
のマイクロチップを同時または順次作動させることが可能である。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、ＳＣＰＭは、１つ以上の付着標的分析物を含む可能性がある
懸濁液、コロイド（たとえば、乳濁液）、または捕捉ビードをＢＰＭ内に、また様々なこ
うした実施形態では、ＢＰＭの１つ以上のマイクロ流体デバイス内に導入することができ
る。こうした実施形態では、ＢＰＭの１つ以上のマイクロ流体デバイスは、１つ以上の固
体、たとえばビードをデバイスのマイクロ流体経路に通して、閉塞が生じない状態で移動
させるために適している。
【００１３】
　ビードまたはその他の固体をＳＣＰＭからＢＰＭに通過させると、検体含有サンプル量
をダウンスケールし、その結果、マクロスケールモジュールをマイクロスケールデバイス
にインターフェースするのに役立つ可能性がある。したがって、このようなＳＣＰＭおよ
びＢＰＭ実施形態は、異なるスケールおよび／または寸法フォームファクタのデバイスを
モジュール式でインターフェースし、マイクロスケール、および／またはナノスケールデ
バイスを、より大きいスケールで動作するモジュールを備える流体システム内に集積化す
ることを可能にする。
【００１４】
　ビードベースのマイクロ流体デバイスで処理するために適している例示的な様々な実施
形態では、ビードは、流体回路内に挿置された堰またはその他の物理的障害によって、磁
界によって、ビードのアフィニティー捕捉（ａｆｆｉｎｉｔｙ　ｃａｐｔｕｒｅ）によっ
て、電気的捕捉またはその他の機構によって、マイクロ流体通路または回路の様々な位置
で可逆的に固定化することができる。様々な実施形態では、ビードは、流体通路または回
路を通って移動し、物理的または化学的処理を受けることができる。ビードに対して付着
性であるか、または付着、吸着、吸収するか、さもなければ接着する検体は、その後下流
の反応チャンバ内に移動することができ、さらにオンチップ（つまり、マイクロ流体デバ
イス内で）処理または分析が行われる。いくつかの実施形態では、標的分析物などの物質
は、必要に応じてビードから溶離させることができる。いくつかの実施形態では、親和性
が異なる一連のビードは、高度の特異性および感受性を有するより複雑な生体分子プロセ
スに結合することができ、たとえば、１つの工程は、細胞をビードに結合することができ
、次の工程は、特異的なＤＮＡ配列をビード上に固定して、反応前に浄化することができ
、第３のビードは、反応生成物を結合し、精製してから質量分析計などに導入することが
できる。いくつかの実施形態では、アフィニティー捕捉試薬を有するゲルも、当業者の裁
量で選択される様々な工程で使用することができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ＢＰＭは、スタンドアロン型サンプル調製システムとして使
用することができる。したがって、例示的な様々な実施形態では、ＢＰＭは、上流の様々
なサンプル収集デバイス（たとえば、エアロゾルサンプラ）に接続するか、または下流の
分析プラットフォームもしくは方法（たとえば、質量分析（ＭＳ）、核磁気共鳴（ＮＭＲ
）、毛細管アレイ電気泳動法（ＣＡＥ）、逆転者－ＰＣＲ　（ＲＴ－ＰＣＲ）、単分子検
出システムなど）に供給することができる。しかし、いくつかの実施形態では、１つ以上
の分析方法は、チャネル、レザバ、反応チャンバなど、またはこれらの組合せのマイクロ
チップ上で実施することができる。
【００１６】
　本明細書に開示するシステムは、生物兵器防衛監視、感染性疾患の診断、法医学、ゲノ
ミクス、プロテオミクス、およびその他の分野に広汎な用途を有する。生物兵器防衛の場
合、この技術は、建築物、飛行機、または空港用の病原体監視デバイスとして使用される
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分野で展開されるか、またはテスト受容の急増に対応するために実験室で使用し得るコン
パクトなユニットを提供する。このシステムは、空気、体液、農産出物、またはその他の
ソースに由来するサンプルを調製および分析して、標的病原体を検出することができる。
消費コストの低下と、調製および分析の自動化との組合せは、分子診断に著しい影響を与
える。臨床診断の場合、この技術は、途切れない状態で集積化される使い捨てデバイスを
使用してＰＣＲ診断機器を製造し、必要に応じて追加の分析を設定するように構成するこ
とができる。本明細書に開示するシステムは、薬理遺伝学、ヒト遺伝医学、生物医学の研
究、動植物の型別分類、および人物同定に応用することもできる。
【００１７】
　本明細書に開示するシステムのその他の用途としては、微生物の検出、遺伝子型決定、
配列決定、および法医学などの分子診断学；ＲＴ－ＰＣＲ、再配列決定、およびタンパク
質分析など、様々な方法のためのサンプル調製および分析用プラットフォームの作製；質
量分析、毛細管アレイ電気泳動法、差次的発現、および単分子検出などの殆どの分析プラ
ットフォーム、並びに生物兵器防衛用途のためのサンプル調製ステーションの作製が挙げ
られる。
【００１８】
　本明細書に開示するシステムは、たとえばロボット工学を使用して全体的または部分的
に自動化することができ、ハンドヘルド型デバイスから現場のモニタ、実験機器に拡張す
ることが可能である。
【００１９】
　（１．標的分析物の濃度）
　いくつかの実施形態では、サンプル中の標的分析物は、マイクロ流体デバイス内に導入
する前に濃縮し、さらに他の処理または分析を行うことができる。いくつかの実施形態で
は、１つ以上の標的分析物は、マクロスケール容量（たとえば、ミリリットルからリット
ル容量）を保持し、１つ以上の標的分析物を小さい表面（たとえば、マイクロビード）上
に濃縮させることが可能な１つ以上のオフチップ貫流デバイスを使用して濃縮させること
ができる。いくつかの実施形態では、１つ以上の標的分析物は、マクロスケール容量を保
持するオフチップレザバによって供給可能なオンチップ貫流デバイスを使用して濃縮させ
ることができる。いくつかの実施形態では、オンチップとオフチップデバイスとを組み合
わせて使用することができる。いくつかの実施形態では、捕捉された標的分析物は、下流
での処理または分析に適する容量に選択的に溶離させることができる。図１に示すように
、ＳＣＰＭ１は免疫捕捉２、溶解３、核酸精製４のモジュールを含むことが可能であり、
ナノバイオプロセッサ５と集積化可能である。いくつかの実施形態では、毒素などの分子
を免疫捕捉し、ナノバイオプロセッサ５に直接供給することが可能である（図２）。
【００２０】
　表面上に標的分析物を捕捉するために適している物質としては、ビード、モノリス、変
性ポリマーなどを含むことが可能な様々なタイプの抽出マトリックス材が挙げられる。い
くつかの実施形態では、抽出マトリックス材は、様々な付着官能基（たとえば、Ｃ４、Ｃ

１８、カルボキシ基、およびアミノ基）、様々なビードまたは化学物質の混合床、または
アフィニティー捕捉部分（たとえば、抗体、レクチン、ハプテン、リガンド（たとえば、
ビオチン）、受容体、核酸など）を含むことができる。いくつかの実施形態では、核酸は
、ＳＰＲＩまたは未変性シリカビードなどのカルボキシル化ビードを使用して捕捉するこ
とができ、水などの適切な量の極性溶媒中に溶離させることができる。いくつかの実施形
態では、シリカ毛細管を使用するナノスケール捕捉法を使用でき、この場合、チオシアン
酸塩などのカオトロピック剤が核酸を毛細管の表面に押しやり、洗浄後、濃縮および精製
された核酸を緩衝液中に溶離させて、さらに処理または分析することができる（たとえば
、米国特許第６，４８９，１１２号参照）。様々な標的分析物の固相捕捉に関する他の方
法は、たとえば、Ｗｅｉｍｅｒ等、２００１　Ａｐｐｌ．Ｅｎｖｉｒｏｎ．Ｍｉｃｒｏｂ
ｉｏｌｏｇｙ，６７：１３００－１３０７に記載されている。
【００２１】
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　ａ）オフチップ貫流デバイス
　いくつかの実施形態では、標的分析物は、濃縮マトリックス１４０を通してマクロスケ
ールのサンプル量を送るオフチップ貫流デバイス１３０を使用して濃縮させることができ
る（図４）。いくつかの実施形態では、濃縮マトリックスは標的分析物を保持し、バルク
溶液および干渉化合物はデバイスを通過する。いくつかの実施形態では、干渉化合物また
は望ましくない化合物がマトリックス１４０上に保持され、標的分析物はデバイスを通過
する。粗濾過（約、２０μｍ）は、サンプルの形状（表面、水、土壌、エアロゾル、生体
材料）に応じて、嵩高な不純物および微粒子を除去するために使用し得る。いくつかの実
施形態では、オフチップ貫流デバイスは、内部にマトリックスが装填されている底部にフ
リットの開口部１５０を含むことができ、溶離用の穿孔（≦１ｍｍ）ポートを含むことが
可能である（図４）。濃縮マトリックスは、本明細書に記載するように、非親和性培地ま
たはアフィニティー捕捉培地を使用することができる。ＢＰＭマイクロ流体デバイスと集
積化されたオフチップ貫流デバイスの一例は、図３に示されている。
【００２２】
　ｉ）非アフィニティー捕捉
　本明細書で使用する「非アフィニティー捕捉」は、疎水性、親水性、またはイオン性相
互作用による培地上での標的分析物の非特異的捕捉を意味する。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、標的分析物の非アフィニティー捕捉は、２０μｍのポリエチ
レンフリットを含むＳＰＥ培地の組合せが事前に装填された１．５ｍＬ（または４ｍＬ）
のカラムを含むＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ（商標）固相抽出法（ＳＰＥ）キット（Ａｌ
ｌｔｅｃｈ）を使用することができる。培地は、標的分析物を捕捉して後に溶離させるか
、または望ましくない物質が培地上に保持されている時に、標的分析物が通過することを
可能にすることができる。たとえば、１～１０４ＣＦＵ／ｍＬ、約１０２～１０３ＰＦＵ
／ｍＬ、および０．１～１０２ｎｇ／ｍＬの範囲内の細胞溶解物中の細胞、ウイルス、ま
たはタンパク質は、それぞれ培地に塗布することができる。サンプルは、手動またはロボ
ットを介して装填し、必要に応じて真空を適用して培地を貫流させることができる。いく
つかの実施形態では、標的分析物は、洗浄可能な充填物質に結合され、標的分析物は培地
からの溶離によって濃縮させることができる。例示的な様々な実施形態では、流動特性お
よび保持特性の点でチャネリングを防止するためのシリカマイクロファイバディスクを有
する３ｍＬのシリンジバレルＳＰＥＣ（ＡＮＳＹＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、また
はＢｉｇビードを使用することができる。標準または特殊クロマトグラフィ用培地も、所
望の材料を濃縮または精製するために使用することができる。任意の選択された培地に関
して、床容量、異なる培地処方、洗浄、および溶離条件は、当業者であれば最大限に保持
して感受性を強化するように最適化することができる。
【００２４】
　様々な方法を使用して、デバイスを貫流するサンプルを監視することができ、こうした
方法としては、たとえばＡｖａｌａｎｃｈｅ蛍光スキャナ（ＧＥ）を使用する免疫標識付
けおよび蛍光検出、たとえばＭｅｇａＢＡＣＥ　１０００（ＧＥ）を使用する、細胞の成
長アッセイによる毛細管電気泳動法、または当業者が周知しているその他の方法が挙げら
れる。
【００２５】
　ｉｉ）アフィニティー捕捉
　本明細書で使用する「アフィニティー捕捉」は、標的分析物に対して実質的に特異的な
分子（たとえば、抗体、リガンド、受容体、レクチン、ハプテン、エピトープ、オリゴヌ
クレオチドなど）を含む培地を使用する標的分析物の捕捉を意味する。いくつかの実施形
態では、標的分析物（たとえば、細胞、有機体、胞子、または毒素）の表面エピトープに
対する単クローン抗体で修正された磁気ビードをサンプルに添加することができる。いく
つかの実施形態では、特異的な有機体、細胞型、亜型、種、核酸、タンパク質などに対す
る抗体を塗布されたビードの混合物または集合は、順次、または医師の裁量で選択された
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様々な組み合わせで適用することができる。抗体を塗布されたビードは、標的分析物に結
合し、それによって標的分析物を溶液から捕捉することができる。ビードは磁石によって
収集することができ、不純物および潜在的な抑制剤を洗浄して除去することができる。
【００２６】
　例示的な様々な実施形態では、収集して洗浄されたビードは、貫流デバイスまたは別の
デバイス内に再懸濁されてさらに処理されるか、またはＢＰＭのマイクロチップ上に移動
させることができる。本明細書に記載するとおり、生物兵器防衛用途に関連する実施形態
の場合、収集して洗浄されたビードは、１０μＬの緩衝液中に再懸濁させ、小型音波ホー
ンを挿入することができる。いくつかの実施形態では、図６に示すデバイスを使用する貫
流音波処理を使用することができる。音波処理後、音波処理された物質は、フィルタを通
してＢＰＭマイクロ流体デバイス上に送ることができる。
【００２７】
　ｂ）オンチップ貫流デバイス
　いくつかの実施形態では、ＢＭＰマイクロ流体デバイスは、標的分析物を濃縮するため
に使用することができる。いくつかの実施形態では、標的分析物のオンチップ濃縮は、モ
ジュールの集積化、超微細加工技術の使用、および同一チャンバ内でＰＣＲなどの様々な
方法を実施する能力を促進することができる。いくつかの実施形態では、この場合、適切
な流量を生成するために、比較的大径のチャネルを使用する必要があり得る。いくつかの
実施形態では、免疫アフィニティー捕捉は、サンプル由来の病原性有機体もしくはウイル
ス、タンパク質、またはその他の標的分析物を濃縮および精製するための迅速かつ特異的
な方法を提供する。たとえば、標的分析物を濃縮するため、ビードベースのサンプル調製
は、バッチ処理からオンチップ処理に変更することができる。たとえば、抗体が塗布され
たビードは、導電学的ビード床充填、および堰ビード補足方法を使用して集積化、超微細
加工捕捉チャンバ内に配置することができる（Ｏｌｅｓｃｈｕｋ等、２０００．Ａｎａｌ
ｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　７２：５８５－５９０９）。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、貫流モードにおける充填床内のカルボキシル化ビードは、微
細加工ガラスデバイス内で使用して、ＤＮＡ配列決定混合物などのポリヌクレオチドを後
処理することができる。ビードを捕捉するためのダムを有するガラスチップは、Ｂｏｒｏ
ｆｌｏａｔガラスから微細加工することができる。ダムの上部と反対側のチャネルとの間
のダムの隙間は、カルボキシル化ビード、またはシリカビードなどのその他のタイプのビ
ード、抗体、レクチン、もしくは核酸などを使用するアフィニティー捕捉によるビードに
応じて設計することができる。先ず、深いチャネルは、ＨＦでエッチングされ、次に、第
２の浅いエッチングは、特定のビードおよび用途に応じて、０．５μｍ以上のダム高さを
確定することができる。いくつかの実施形態では、ビードは、圧力で充填し、真空吸引で
除去することができる。いくつかの実施形態では、免疫官能化またはその他の磁気ビード
は、堰がないチャンバ内に導入し得る。チャンバの平面に垂直の小さい磁界を印加すると
、ビードは、ある程度規則的で、約５ｍｍの間隔を有する一連の垂直ポスト状に自己組織
化する（Ｄｏｙｌｅ等、２００２．Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９５：２２３７）。
【００２９】
　例示的な様々な実施形態では、マトリックス、たとえばクロマトグラフィ培地、付着抗
体、もしくはその他のアフィニティー捕捉物質を有するゲル、化学的変更が行われたか、
または行われないゲル、固相抽出培地、モノリス、または当業者が十分に周知しているそ
の他の分離または結合マトリックスを使用することができる。
【００３０】
　（２．溶解モジュール）
　いくつかの実施形態では、標的分析物は、オンチップまたはオフチップで破壊および溶
解することができる。破壊または溶解させることが可能な標的分析物の非制限的な例とし
ては、（たとえば、原核、真核、古細菌）、胞子（たとえば、細菌（たとえば、Ｂａｃｉ
ｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ、クロストリジウム）または真菌（たとえば、Ｃ．イミチ
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ス））、細胞小器官（たとえば、ミトコンドリア、核など）、核酸、染色体、プラスミド
、リボソーム、プロテオソーム、ウイルス（疱瘡、インフルエンザ、ウエストナイル、ポ
リオ、肝炎、およびレトロウイルス）が挙げられる。いくつかの実施形態では、標的分析
物は、音波処理によって破壊または溶解させることができる。いくつかの実施形態では、
ビード上に捕捉される標的分析物は、マイクロチップ上に導入する前に超音波処理するこ
とができる。
【００３１】
　超音波破壊は、未加工の標的分析物溶液、またはビード上に捕捉され、濃縮および精製
された標的分析物を含む溶液中に浸漬されるホーンを使用して実施することができる。ソ
ニケータは、収集装置の廃液中に直接浸漬可能なプローブを有する貫流音波処理デバイス
でもよい（図６）。チャンバも、エアロゾルを含有または捕捉するように設計することが
でき、本明細書に記載するように自動化することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、破壊または溶解は、ビードビーティングによって達成するこ
とができる。ビードは、本明細書に記載する捕捉ビードと同じであっても異なってもよい
。いくつかの実施形態では、溶解および／または捕捉に使用されるビードの磁気対非磁気
、相違する密度などの溶解および／または捕捉のために使用されるビードの微分的性質、
たとえば磁気対非磁気、異なる密度などは、様々なタイプのビードを分離して、下流の処
理または分析を単純化するために使用し得る。いくつかの実施形態では、貫流進行波ビー
ドビーティングデバイス１０を使用することができる（図５）。たとえば、図５に示すよ
うに、回転する磁極片２０は、磁極片が回転する時に、貫流管（ｆｌｏｗ　ｔｈｒｏｕｇ
ｈ　ｔｕｂｅ）３０の下方に磁気波（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｗａｖｅ）を生成する。回転は
最大約１００Ｈｚでよく、隣接する管を通るビードを十分に加速して、管を貫流する胞子
およびその他のタイプの標的分析物を破壊することができる。いくつかの実施形態におけ
るビードは、溶解を促進するために複数の形状を有する。
【００３３】
　破壊または溶解を評価するため、生存能力の損失対時間を使用して、所望の出力設定、
露出時間、容量、およびジオメトリを決定することができる；こうしたパラメータの設定
は、当業者の能力の範囲である。いくつかの実施形態では、ＴａｑＭａｎアッセイにおけ
るＤＮＡまたはＲＮＡの放出をテストするため、選択されたサンプルを使用することがで
きる。破壊は、胞子および巨大分子の粘度および断面積を低下させ、しかもこれらを下流
で処理または分析できない状態にならないように、胞子に関して、かつ巨大分子の剪断に
関して最適化することができる。いくつかの実施形態では、溶解物は、少なくとも約１０
μｍ、さらに少なくとも約２０μｍ、３０μｍ、またはそれ以上の細孔サイズを有するフ
ィルタに通過させて、マイクロ流体デバイスのマイクロチャネルを閉塞させる可能性があ
る塊を除去することができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、破壊または溶解された物質は、オンチップまたはオフチップ
で、さらに精製するための原材料として使用することができる。たとえば、核酸をアッセ
イするために、選択的オリゴヌクレオチドにより核酸をビード上にハイブリッド化する精
製工程は、標的配列を背景から精製することができる。選択的オリゴヌクレオチドを備え
るビード上での核酸ハイブリッド化の精製工程はバックグラウンドから標的配列を精製す
ることができる。タンパク質の場合、固体表面に対する捕捉、たとえば疎水性、カルボキ
シル化、またはその他の化学反応は、あるクラスのタンパク質の非特異的な精製を提供し
、同時に、アフィニティー捕捉は、必要に応じて強化された特異性を提供することができ
る。同様に、多数の精製工程は、必要に応じてオンチップおよびオフチップ、並びにビー
ドベースのその他のマトリックスの種々雑多な組合せにより実施することができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、溶解は、マイクロチップ内へ導入後に実施することができる
。こうした実施形態では、マイクロチップは、溶解される細胞を含むサンプルを収容する
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。
【００３６】
　（３．核酸精製モジュール）
　いくつかの実施形態では、本発明のシステムは、核酸精製モジュール（ＮＡＰＭ）を含
むことができる。ＮＡＰＭは、その他の物理的形態の溶液またはサンプル、たとえば１つ
以上のビード、コロイド、多相（不均質もしくは異質）溶液、またはその他の組成物を収
容するように設計することができる。いくつかの実施形態では、ＮＡＰは、溶解モジュー
ルからの投入量を収容するように設計することができる。ＮＡＰＭによって収容される量
の範囲は、ミリリットルからピコリットル未満の量にわたる可能性がある。いくつかの実
施形態では、ＮＡＰの生産量は、ＢＰＭマイクロチップまたはその他のマイクロ流体デバ
イスに供給され、さらに処理または分析を行うことができる。
【００３７】
　様々な化学物質は、ＮＰＡＭで使用するように構成することができる。例示的な様々な
実施形態では、ＮＡＰＭは、様々な方法で全核酸精製を実行するように設計することがで
き、こうした方法としては、カオトロピック剤を使用する表面吸着／脱離による精製；た
とえば、オリゴヌクレオチド含有ゲル上での電気泳動捕捉による選択的核酸精製；または
オリゴヌクレオチド含有ビード上へのハイブリッド化による選択的核酸精製が挙げられる
。ＮＡＰＭの実施例を図７に示す。
【００３８】
　ａ）全核酸精製
　サンプル中の全核酸は、カオトロピック剤を使用して、核酸を溶液から表面上に押しや
るという非特異的な捕捉方法を使用して精製することができる。たとえば、米国特許第６
，４８９，１１２号は、チオシアン酸塩またはグアニジニウムなどのカオトロピック剤を
使用して、核酸をシリカ毛細管の表面上に押しやる定量的ナノスケール「テンプレート捕
捉」法について記載している。洗浄後、濃縮および精製された核酸は、緩衝液中に溶離さ
せて、サイクル配列決定などのナノスケールサンプル処理または分析を行うことができる
。この方法は、核酸を溶解物から精製するために使用することもできる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、投入サンプルは、ガラスビード、またはその他の適切な表面
、たとえばチャネル壁部などの存在下でカオトロピック剤と混合することができる。また
、カオトロピック剤は、核酸を溶液から押し出して、ガラスビードまたはその他の表面に
吸着させる。カオトロピック剤は、サンプル中に存在する可能性があって、核酸の分解を
実質的に抑制するヌクレアーゼを不活性化する。定温放置期間後、細胞残屑、変性タンパ
ク質、およびカオトロピック剤中で溶解可能なその他の組成物は、たとえば真空を使用す
る吸引によって除去し、廃棄流中に廃棄することができる。精製されたサンプルは、さら
に洗浄してその他の不純物を除去し、拡散を緩衝液中に溶離して回収し、マイクロチップ
またはその他の流体システム内に導入することができる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、核酸精製条件は、５Ｍチオシアン酸ナトリウムを９５℃で９
０秒間変性させ、３０℃で５分間にわたって表面（たとえば、ガラスビード）に結合し、
および２秒間の８０％　ＥｔＯＨを含む。いくつかの実施形態では、核酸は、数種の異な
るカオトロピック剤および溶離回収化学作用を使用して、変性ビード上、たとえばＳＰＲ
Ｉカルボキシル化ビード上に精製することができる。
【００４１】
　ｂ）選択核酸精製
　いくつかの実施形態では、標的核酸は、オフチップハイブリッド化を使用して、オリゴ
ヌクレオチド捕捉配列に選択的に精製することができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、サンプルは、電気泳動法、動水圧、遠心分離、または他の力
によって、未変性ビード、変性ビード、交換可能なアフィニティー捕捉ゲル、モノリス、
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コロイド、２相溶液、およびその他の物質からなる固定または可動マトリックス上に移動
させることができる。例示的な様々な実施形態では、マトリックスは未変性で、物質の表
面特性に基づいて標的核酸へ結合し得るか、マトリックスは、サンプルの成分の結合を強
化または遅延させるために変性させることができるか、またはマトリックスは、標的配列
、結合抗体、もしくはその他のアフィニティー捕捉物質に相補的に付着したオリゴヌクレ
オチド配列を有することができる。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド上のビ
オチンラベルは、標的ＤＮＡとハイブリッド化することが可能である。ビード上のストレ
プトアビジン部分は、ビオチンに結合させて、所望の標的核酸を精製することができる。
【００４３】
　たとえば、標的核酸を含むサンプルは、標的核酸に対して相補的な結合オリゴヌクレオ
チド配列を含むビードに適用し得る。結合標的核酸は、低イオン強度緩衝液中で洗浄して
、塩、不純物、および誤対合断片を除去し、熱および電圧によってナノリットル容量中に
溶離させることができる。いくつかの実施形態では、アフィニティー捕捉は、迅速（≦７
分間）、かつ高効率で（サイクル配列決定生成物の場合≧９０％）行うことができる。こ
の方法は、オフチップ構成にスケールすることができる。出力値は、物理的構成に応じて
約１０ｎＬから約１ｍＬまで変化することができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、上記の組成物および方法は、タンパク質、脂質、炭水化物、
または非同族核酸に関してアッセイ可能なサンプルから核酸を除去するために使用するこ
ともできる。
【００４５】
　（４．ビードまたは溶液のマイクロチップ内への導入）
　サンプルは、様々なマイクロ流体デバイス、またはその他の流体システムに直接、また
は処理後、たとえば本明細書に記載するように捕捉および核酸精製によって導入すること
ができる。いくつかの実施形態では、アフィニティー捕捉工程に由来するビードは、マイ
クロリットルまたはナノリットル容量などの小量でマイクロチップ内に導入することがで
きる。ビードは、たとえばシリンジポンプまたはピペットデバイスを使用して、マイクロ
チップ上のレザバ内に揚送することができ、オンマイクロチップポンプは、ビードが捕捉
または保持されているマイクロチップの部分の内部にビードを移動させるために使用する
ことができる。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、単独のビードは、マイクロチップ上に移動させて、処理また
は分析、たとえば。マトリックス支援レーザ脱離／イオン化（ＭＡＬＤＩ）走査、および
ペプチドフィンガープリントを含むＤＮＡ配列決定、単一分子分析、タンパク質のＭＳ分
析を行うことができる。単一ビードは、たとえば、流動細胞技術を適用することによって
、個々のチャンバ内にオンマイクロチップで個々のチャンバに送ることができる。あるい
は、単一ビードは、平均で、１個のビードのみがチャンバ内に到達すると予測される確率
配分過程でチャンバ内に配置することができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、サンプルは、バッチモードなどの様々なタイプの流体システ
ム、貫流システム、またはこれらの組合せでさらに処理することができる。このシステム
は、マイクロチップ、毛細管、管類、ウェル、または他の容器、およびマイクロ流体デバ
イスをベースとすることができる。導入されたサンプルは、成分、タグ成分を分離するた
めに生化学的または化学的に処理するか、オンマイクロチップで分析するか、または下流
で分析するために調製することができる。
【００４８】
　（５．ＢＰＭ）
　ＢＰＭは、一般的に、以下に記載するように機器およびプログラム可能なソフトウェア
によって任意に動作することが可能な１つ以上のマイクロ流体デバイスを備える。いくつ
かの実施形態では、マイクロ流体デバイスは、カートリッジ内に保持されたマイクロチッ
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プ、ナノチップ、またはピコチップであって、ＳＣＰＭからサンプルを投入し、流体回路
と反応チャンバとの間に液体を送り、試薬を添加し、核酸および毒素などの様々な標的分
析物についてアッセイを実行することが可能なものでよい。いくつかの実施形態では、様
々なタイプのチップは、ＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータをシステム制御要素として
使用して、それによって反応時間および順序を制御する個々のバイオプロセッサモジュー
ル内でサンプルを処理することができる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示する
チップはＳＣＰＭと集積化することができる。
【００４９】
　ａ）マイクロロボットオンチップバルブおよびポンプ（ＭＯＶ（商標））技術
　ＭＯＶマイクロバルブ、マイクロポンプ、およびマイクロルータは、２つのガラスマイ
クロ流体層を、バルブを開閉するポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）などの変形可能な
膜層、および膜を変形させてバルブを作動させる空気層と結合する。上部ガラス層（図９
）内にエッチングされた流体チャネルは不連続であり、バルブシートとして作用するバイ
アに至る。ＰＤＭＳ膜４０は、バルブシートに接して着座し、通常は２つのバイア間の流
路を閉鎖する。ＰＤＭＳ膜４０の反対側には、エッチングによって形成された空気置換チ
ャンバが、フルスケールの真空源または圧力源に接続されている。超小型オフチップソレ
ノイドを制御することによって、真空または圧力（約１／２気圧）をＰＤＭＳ膜４０に印
加すると、可撓性膜の単純な変形によってバルブを開放（５０）または閉鎖（６０）する
ことができる。
【００５０】
　自給式ＭＯＶポンプ（図１０）は、３つのバルブ７０、８０、９０の動作を調整するこ
とによって製造することができ、いずれかの方向の流れを形成することができる。多様な
流量は、作動順序のタイミング、隔壁のサイズ、チャネル幅の変更、およびその他のオン
チップ寸法によって達成することができる。ルータ（図１１）は、同様にこれらのバルブ
およびポンプから形成することができる。ルータは、中心隔壁バルブ１００に接続する別
個のチャネル１１０、１２０上に各々の３つ以上のバルブを使用して形成することができ
る。適切な組み合わせのバルブを作動させることによって、１つのチャネルからの液体は
、中心隔壁バルブ内に吸収され、別のチャネル内に排出されて、液体を一掃することがで
きる。バス構造を形成することも可能である。
【００５１】
　ＭＯＶバルブおよびポンプは、単一シートのＰＤＭＳ膜を使用して１つの製造プロセス
で同時に作製することができ、つまり、１つのチップ上で５つのＭＯＶポンプを作製する
コストは、５００個のポンプを作製する場合と同じである。したがって、本明細書の開示
は、チップ上で複雑なマイクロ、ナノ、およびピコ流体回路を作成する方法を提供し、事
実上任意の反応またはアッセイをチップ上に移植することを可能にする。一般に、この技
術は、溶解イオン強度の変化、および表面汚染に対して少なくとも実質的に反応せず、電
界の印加を必要としない。
【００５２】
　ｂ）マイクロ流体デバイス
　図３１は、核酸分析に使用可能な単一バイオプロセッサモジュールの例を示す。この構
造では、捕捉されたビードは、ＩＭＳおよび核酸精製に由来する精製核酸が結合しており
、下方のチャネル３５０に投入することができる。オンチップＭＯＶポンプ３５１は、ビ
ードを堰３５２に移動させ、堰３５２では、リアルタイムＰＣＲ試薬および内部の標準物
質を試薬投入部から添加することができるため、核酸は、熱を局所的に印加することによ
って放出され、μＲＴ－ＰＣＲチャンバ３５３内に揚送することができる。チャンバを囲
むバルブは閉鎖して、熱が循環する。
【００５３】
　図３２は、図３１の設計を使用する６’’マイクロチップに関する４８ユニットの設計
の一例を示す。いくつかの実施形態では、９６以上のユニットは、６’’チップ上に放射
状に配置することができる。いくつかの実施形態では、３８４個の分離チャネルは、８’
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’チップ上に配置することができる。９６チャネルのマイクロチップは、これらのチャネ
ルが約３回のみ再利用される場合、約３０日間にわたって動作することができる。いくつ
かの実施形態では、２４０個のユニットは、最終的な仕様の要件、テストされる標的分析
物の数、および多重化の程度に応じて、１２’’マイクロチップ上に放射状に配置するこ
とができる。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、様々なチップは、たとえばＲＴ－ＰＣＲで使用可能な反応チ
ャンバ（図２９）として、バルブチャンバを形成する穿孔バイア孔を含むことが可能であ
る。３ｍｍ厚の穿孔ウェハ、および３００μｍのダイアドリルを使用することによって、
長軸（チャネルに対して横方向ではなく）に沿って下方に３ｍｍの検出経路長を有する２
１２ｎＬのチャンバを精製することができる。いくつかの実施形態では、これらのチャン
バは、優れた表面対容量比を有することが可能である。いくつかの実施形態では、容量が
より大きければ、表面対容量比もより優れ、経路長もより長くすることができる。一般に
、チップ上の検出は、チャネルに対して横断方向で実施することができ、経路長はチャネ
ルの深さに等しく、約３０μｍであり；同様に、毛細管システムでは、経路長は約５０～
２００μｍである。優れた容量対表面比、および約１００倍長い経路長は、この単一構造
によって、それぞれサンプル調製生化学（より高い容量対表面比）、および蛍光検出の両
方に有利である。同じ検出構造は、毒素の検出に使用することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、様々なチップは、ＭＯＶルータを使用し、内部標準物質を含
有するＰＣＲマスターミックスなどの試薬を添加することによって、投入サンプルを適切
な数の反応に分配することができる（達成される多重化度に応じて）。図３３に示すよう
に、法医学的記録および再テストのためのサンプルは、投入ＭＯＶルータを使用して等分
することができ、次に任意の陽性リアルタイムＰＣＲ反応に由来するサンプルをμＣＡＥ
のために選択することができる。図３３は、いくつかの実施形態では、μＣＡＥチャネル
が、各々のバイオプロセッサユニットまたは反応に必要ではないことを示す。いくつかの
実施形態では、完全６’’マイクロチップ上の２～４つのμＣＡＥチャネルを使用でき、
つまり、これらのチャネルは、確認のために使用することができ、数十のリアルタイムＰ
ＣＲチャンバ、およびその他のタイプのアッセイチャンバ（たとえば、毒素アッセイチャ
ンバ）に接続するように深く入れ子状にすることができるからである。
【００５６】
　図２５は、使い捨てカートリッジとして設計される生物兵器防衛用途のマイクロチップ
、および病原体のサンプル調製のためにマイクロチップを作動させるプラットフォームの
一例を示す。チップは、ＭＯＶバルブ、ポンプ、および反応チャンバ、試薬注入用のサン
プルポート、並びに上流の濃縮モジュール、および下流の分析モジュールとインターフェ
ースするための入口および出口ポートを備える。図１７は、放射状に配置された１２ユニ
ットのバイオプロセッサを有する円形基板を使用するマイクロチップを示す。いくつかの
実施形態では、１度に１つのユニットを使用することができ、マイクロチップは、使用の
合間に回転させることができる。あるいは、様々なジオメトリの基板、および様々な流体
配置を有する実施形態を使用することができる。
【００５７】
　この例ではマイクロチップ上に流体機器を有するバイオプロセッサモジュールは、上流
のＳＣＰＭに由来するサンプルを収容し、記録および再テスト用の部分標本のサンプルを
生成し、サンプルをオンチップで溶解し、サンプルを調製および標識付けし、そのサンプ
ルを検出器に送って分析することができる。この実施例では、ＢＰＭは、流体機器有する
マイクロチップカートリッジ、およびカートリッジを作動させる機器を備える。カートリ
ッジは、「ＣＤ」形式であり、セクタ内のカートリッジごとに１２個のバイオプロセッサ
ユニットを有することができ、各々のユニットは単一サンプル、または複数のサンプルに
使用される。たとえば、カートリッジは１つのサンプルを処理し、回転して次のサンプル
を収容することができる。カートリッジは、様々なサンプリング方法に適合するように構
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成され、必要に応じて変更することができる。いくつかの実施形態では、カートリッジの
集合は、ＣＤチェンジャに類似する小型の回転ラック内に保管することができる。機器は
、試薬を保管、充填し、カートリッジを作動および変更し、プロセスを制御する機構を提
供する。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、オンカートリッジＭＯＶバルブおよびポンプを制御要素とし
て使用して、サンプルを処理するように設計されたナノバイオプロセッサカートリッジを
使用することができる。ＭＯＶバルブは通常は閉鎖されており、堅牢で製造が容易であり
、緻密なアレイで動作することができ、死空間は少なくてよい。このバルブは、Ｇｒｏｖ
ｅｒ等（２００３年）の　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｂ８９：３１
５－３２３の設計に従って、ガラス層とポリジメチルシラン（ＰＤＭＳ）とを変形可能な
膜として結合することによって作製することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、自給式ポンプ（図１０）は、図９に示す３つのバルブを結合
することによって作製することができる。中心の隔壁バルブは、流動方向を制御するよう
に機能する側面バルブより大きくてよい。さらに、中心バルブは、反応チャンバまたは混
合機として機能することが可能である：ＰＤＭＳは、最大２ｍｍ変形して、多ければ１０
０マイクロリットル台、少なければ１０ナノリットル台を有する反応チャンバを形成でき
る（Ｇｒｏｖｅｒ等、２００３年。Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｂ８
９：３１５－３２３）。これらのチャンバは、動的に拡張および縮小することが可能であ
る。
【００６０】
　本開示では、ＭＯＶバルブおよびポンプは、プロセッサ内に結合されて、マイクロスケ
ールおよびナノスケールサンプルを調製および処理することができる。
【００６１】
　本開示では、バイアホールのサイズは、バイアホール内に反応チャンバを形成するよう
に変化させることができる。バイアホールの幅、およびバイアホールが貫通するウェハの
厚さの変化を組み合わせることによって、広範なチャンバを構成することができる。バイ
ホールは、反応チャンバとして機能するほか、光学的検出およびその他の検出のために経
路長を増加するために使用することも可能である。たとえば、図２９は、バイアホール２
３１がリアルタイムＰＣＲを実施するために使用され、かつ検出セルとして使用されるマ
イクロチップ２３０を示す。検出は、バイアホールのコーティングまたはウェハ基板とし
て内部反射材料を使用して強化することも可能である。
【００６２】
　（６．用途、機器、およびソフトウェア）
　いくつかの実施形態では、マイクロチップは、真空チャック上の固定位置に保持するこ
とができる。マイクロチップインターフェースデバイスは、マイクロチップと合体させて
、外部の制御要素、たとえば外気、熱循環温度制御要素、温度制御装置、および試薬導入
ラインを提供することができる。
【００６３】
　図１６は、外部作動ＭＯＶバルブおよびポンプを使用して、流れを制御するように設計
され、比較的大きい中心隔壁バルブが反応チャンバとしても機能するマイクロチップカー
トリッジの一実施形態を示す。このカートリッジは、バイオプロセス１６０～１６２、記
憶領域１７０、およびレザバ１８０のための３つの主チャネルを有する。これらのチャネ
ルの１つは、ＤＮＡベースの分析のための処理のために設けられ、第２および第３チャネ
ルは、免疫学的アッセイでの分析による毒素および粒子の処理のために設けられる。図１
６に示す配置は、多くの可能性のある配置の１つであり、生物兵器防衛用途のための下流
の単一分子検出器とインターフェースするように設計される。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、カートリッジは、以下のように機能することできる。１００
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μＬのサンプルは、内部コントロールを追加した後に、オフチップサンプル濃縮器によっ
て、カートリッジ上の投入レザバ１９０内に送達される。７つの未処理１０μＬの部分標
本は、「Ａ」と標識されたルータ２００によって、レザバから４℃に保持されたオンカー
トリッジ保管チャンバ内に揚送される。これらの部分標本の３つは再テスト１８０用であ
り、分析サンプルのテストが陽性である場合、予定される確認用であり、その他の４つの
部分標本１７０は、最初の陽性の検出結果が、再テストによって確認された場合、後の回
収および法医学的分析用である。すべての部分標本は、ＴＥＣ　Ｐｅｌｔｉｅｒ冷却器な
どの外部冷却器によって、カートリッジ上で冷却保存され；必要な場合、これらのレザバ
内で、安定化試薬を乾燥保存することができる。カートリッジの使用後、使用済みのカー
トリッジは、冷蔵小型回転ラック内に保存される。
【００６５】
　次に、即時処理のための部分標本が形成および処理される。１０μＬのテスト部分標本
は、ルータＡ　２００を介してバイオプロセスチャネル２　１６１内に移動してチャンバ
Ｄ　１６３に到達し、以下に記載するように、毒素検出のための免疫標識付けが行われる
。第２の１０μＬテスト部分標本は、ルータＡ　１２０を介してバイオプロセスチャネル
３　１６０内に移動してチャンバＥ　１６４に到達し、以下に記載するように、完全な細
菌またはウイルス粒子の検出のための免疫標識付けが行われる。次に、投入レザバは、上
からキャップが形成され、残りのサンプルは、カートリッジの底部を介して結合された外
部ソニケータホーンを使用して音波処理される。生成された超音波は、増殖性細胞、胞子
、およびウイルスを破壊し、ＤＮＡを剪断して、粘度を減少させ、ハイブリッド化の反応
速度および流動特性を改善する。溶解サンプルは、ルータＡ　２００を介してバイオプロ
セスチャネル１　１６２内に移動してチャンバＣ　１６５に到達し、ＤＮＡ分析のために
標識付けされたプローブとのハイブリッド化が行われる。
【００６６】
　３つのチャネルのバイオプロセスは、同時に行うことができる。ＲＮＡ、タンパク質、
および脂質を分解するサンプル消化工程は、ＤＮＡベースの単一分子検出のためにサンプ
ルの背景を減少させ、下流検出器に対する要求を減少させるために望ましい場合がある。
このプロセスが実行される場合（たとえば、単一分子の検出のために）、ＤＮＡ分析サン
プルは、非ＤＮＡ物質を分解させるために添加された緩衝液中のＲＮＡｓｅ、プロテアー
ゼ、およびリパーゼのカクテルを有する可能性がある。添加は、物質をレザバＢから、サ
ンプルを有するチャンバＣ内に揚送することによって行ってよい。必要な場合、サンプル
および消化試薬は、隣接するチャンバ間を往復するように揚送して混合することができる
。チャンバＣ内の部分標本は、レザバＦに由来するＤＮＡプローブとハイブリッド化する
ことによって、ＤＮＡ分析のために標識付けすることができる。ハイブリッド化または抗
体プローブは、試薬カートリッジ内で低温保存することができ、個別バイオプロセッサユ
ニットを使用する前に、外部ポンプを使用してカートリッジに添加することができる。プ
ローブは、オンカートリッジポンプを使用してチャンバ内に送出され、試薬を混合するこ
とができる。やはり、サンプルおよび試薬は、プローブチャンバと反応チャンバＣとの間
を往復するように揚送し、必要に応じてさらに混合することができる。取付具は、加熱要
素をチャンバの下に有することができる。ハイブリッド化する場合、側面バルブを閉鎖し
、チャンバを９５℃まで加熱してＤＮＡを変性させてから、ハイブリッド化最適条件まで
冷却すると、存在する任意の標的にＤＮＡプローブをハイブリッド化することができる。
これらのバルブは、これらのチャンバ内でＰＣＲを実施するように十分に封止し、したが
って、蒸発を実質的になくすことができる。
【００６７】
　上記のＢＰＭは、任意のＰＣＲベースのアッセイ、たとえば個別もしくは多重化ＰＣＲ
、可変数縦列反復（ＶＮＴＲ）、多座ＶＮＴＲ分析（ＭＬＶＡ）、またはその他のアッセ
イに適用することができる。ハイブリッド化プローブは、適切なＰＣＲプライマーと置換
して、外部熱源を循環させることができる。消化工程は、制限消化と置換して、増幅され
た断片長多形（ＡＦＬＰ）をインプリメントすることができる。毒素を検出する場合、チ
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ャンバＤ内の部分標本は、レザバＧに由来する毒素に対する抗体プローブと混合すること
ができ、粒子の検出の場合、チャンバＥ内の部分標本は、レザバＨに由来する微生物の表
面層に対する抗体プローブ、３７℃に保持されたサンプルと混合することができる。
【００６８】
　標識付けの後、バイオプロセスされたサンプルは、３つの外部レザバ内に揚送すること
ができ、サンプルは、レザバ内に吸引することによって取り上げられ、検出器によって分
析される。あるいは、毛細管電気泳動法または光学的検出は、修正バージョンのマイクロ
チップ上で実行することができる。
【００６９】
　検出器が内部コントロールのみを検出する場合、カートリッジを回転させて、次のバイ
オプロセッサユニットを用意することができる。サンプルがテストで陽性だった場合、バ
イオプロセッサユニットは回転させず、代わりに再テストフラッシュレザバからフラッシ
ュされ、新鮮な試薬が争点される。サンプルの検査結果が陽性の場合は、バイオプロセッ
サユニットは回転させられず、その代わりに再検査フラッシュレザバからフラッシュされ
て新鮮な試薬が装填される。再テストのために保存された３つのサンプルは、ルータを介
して、１つのサンプルは、毒素アッセイのために直接チャンバＤに、第２のサンプルは、
粒子の検出のためにチャンバＣに、および第３のサンプルは、音波処理およびＤＮＡ分析
のために投入レザバに逆に揚送することができる。再テストサンプルは、上記のように処
理されて検出器に排出され、陽性が検出される可能性があると推測される事象として確認
される。
【００７０】
　マイクロチップを作動させるための機器は、外部機器であるマイクロチップインターフ
ェースデバイス内に収容することができる。マイクロチップは、真空チャックの上部に保
持されたマイクロチップカートリッジ、および空気圧、加熱、および冷却を有するマイク
ロチップと合体するマイクロチップインターフェースデバイス、並びに試薬をレザバ内に
移動させるシリンジポンプとともに開発される。コンピュータ制御マイクロチップインタ
ーフェースデバイスは、ソレノイドを制御して、外部のフルスケールのバルブを開閉し、
その結果、マイクロチップバルブを制御し、サンプルを揚送し、マイクロチップ上に移動
させることができる。
【００７１】
　マイクロチップインターフェースデバイスは、加熱器、たとえば、ニクロムなどの抵抗
加熱器、Ｐｅｌｔｉｅｒ加熱器、空気ベースの加熱器、または当業者が十分に周知してい
るその他の加熱器、および熱電対、またはその他の温度測定デバイス、並びにマイクロチ
ップの領域の温度、加熱および冷却速度を制御する関連制御回路構成およびソフトウェア
を備えることができる。冷却は、放射冷却、ファンからの能動的な冷却、Ｐｅｌｔｉｅｒ
による冷却、水、または当業者が十分に周知しているその他の方法によって行うことがで
きる。マイクロチップ全体の温度も、真空チャックを加熱することによって設定すること
ができる。
【００７２】
　シリンジポンプは、取り付けられたマイクロチップ上のレザバに試薬を送達するように
制御するか、または試薬を含有する加圧チャンバは、試薬が管を貫流して、マイクロチッ
プ上のレザバ内に入るのを可能にするように開放するバルブを有することができる。いく
つかの実施形態では、重力流を使用することができる。施態様によっては、電気によって
試薬を移動させ、ビードまたは粒子に付着した試薬を磁気的に送達することは、本開示の
範囲に含まれる。上記のすべてのハードウェアおよびＮａｎｏＰｒｅｐソフトウェアは、
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｒａｐｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｋｉｔソフトウェ
アまたは他のソフトウェアを使用して制御することができる。
【００７３】
　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｒａｐｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｋｉｔ（Ｌａｂ
ＲＡＴ（商標））ソフトウェアプラットフォーム５００（図２６）は、機器ソフトウェア
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開発キットであり、これは、機器を駆動させ、プロセスを自動化するための堅固な商業グ
レードのソフトウェアプラットフォームを迅速に作製することを可能にするものである。
ＬａｂＲＡＴは、一連の通信および命令プロトコル５０１～５０３を画定し、標準化され
た自動化アーキテクチャおよびフレームワークを有し、これは、市販のものより単純で、
より対応性があり、より効率的である。ＬａｂＲＡＴフレームワークは、多重オペレーテ
ィングシステム、開発言語、および通信媒体５０４にわたる可能性がある一連の技術の核
心をベースとしている。
【００７４】
　ＬａｂＲＡＴ自動化アーキテクチャの中心には、ＳＯＡＰ（シンプル・オブジェクト・
アクセス・プロトコル）標準の中心であるＸＭＬ－ＲＰＣ（拡張マークアップ言語－遠隔
手続き呼出し）をベースとする機器通信および制御インターフェースプロトコルがある。
ＸＭＬ－ＲＰＣは、プロセス間通信のための優れた機構である：これは、単純、迅速、堅
固であり、現在のほぼあらゆるソフトウェア開発システムのために広汎に利用可能なイン
プリメンテーションを有し、ＴＣＰ／ＩＰおよびＨＴＴＰ上で動作し、容易にインプリメ
ントすることができる。ＸＭＬ－ＲＰＣは、非常に高レベルの「メタ機構」として動作し
、本質的に異なる構成要素を、厳密に順序付けられたインプリメンテーションシステム状
に互いに結合することができる。中心の通信および命令プロトコルのほかに、構成要素間
で「実験サービス」を交換するために、実験用インプリメンテーションに適する一連のイ
ンターフェースが画定され、インプリメントされた。
【００７５】
　ＬａｂＲＡＴまたは類似のソフトウェアは、マイクロチップインターフェースデバイス
を制御するように構成されていた。既存のＬａｂＲＡＴソフトウェアは、個々の構成要素
のドライバが「ラップされる」と、すべての層に機能を提供する。局所的な温度循環を制
御するＮａｎｏＰｒｅｐサーマルサイクラーソフトウェアは、ＬａｂＲＡＴ内に既に組み
込まれている。空気ソレノイド、シリンジポンプ、および検出器を含むその他の要素も、
ＬａｂＲＡＴソフトウェアで制御することができる。さらに、様々なハードウェア構成要
素の相互作用は、ＬａｂＲＡＴスクリプト記述命令を介して調整することができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、３つのハードウェアデバイスを制御することができる：１）
加熱および温度循環、２）オンチップバルブおよびポンプ（空気圧で動作）、並びに３）
試薬を送達するシリンジポンプ。温度循環は、反応チャンバの真下に配置されたニクロム
加熱コイルを使用して行うことができ、既存のＮａｎｏＰｒｅｐソフトウェアおよびハー
ドウェアにより制御することができる。ＭｉｎｉＰｒｅｐ　Ｃａｒｔｅｓｉａｎロボット
（Ｔｅｃａｎ）は、「Ｓｍａｒｔ　Ｉ／Ｏ」基板（Ｔｅｃａｎ）を駆動して、マイクロチ
ップ上の小型ロボットバルブおよびポンプを制御するための最大３２ｔｔｌの出力ライン
、およびマイクロチップ上にサンプルを装填し、マイクロチップ上のサンプルを取り出す
ためのフルスケールのロボットを作動させるために使用することができる；また、Ｌａｂ
ＲＡＴ　ＣＡＮインターフェースは、高精度シリンジポンプを作動させて流体をチップ内
に分配することができる。
【００７７】
　Ｓｍａｒｔ　Ｉ／Ｏ基板は、Ｃｒｙｄｏｍ固体リレーモジュールを駆動させることがで
きる（各ラインに対して１個、ＭＯＤＣ－５　ＳＳＲモジュール、ＤｉｇｉＫｅｙ　＃Ｃ
Ｃ１２２６－ＮＤ、およびＭＳ－４４－Ｐｏｓ実装基板、ＤｉｇｉＫｅｙ　＃ＣＣ１２３
０－ＮＤ）、その結果、２４Ｖ　ＤＣソレノイドバルブ（ＡＲＯ、Ｐ２５１ＳＳ－０２４
－０）を作動させることができる。これらのバルブは３方直接駆動ユニットであり、１つ
の共通ポート、通常開放するポート、通常閉鎖するポートを各１つ（それぞれ真空および
加圧空気ラインに接続）有する。ソレノイドは、８つの多岐管（マイクロチップ上のＭ１
～Ｍ８）を介して作動する８本のフルスケールの真空および加圧ラインを制御するであろ
う。制御ソフトウェアは、チップ上のチャネル内で流体を駆動するポンプ作用を生じるよ
うに、これらのソレノイドを順次作動させることができる。ロボット制御ソフトウェアは
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、ＬａｂＲＡＴソフトウェアの制御下で順に、Ｅｘｐｒｅｓｓ　Ｓｃｒｉｐｔ　Ｅｎｇｉ
ｎｅ（Ｔｅｃａｎ）によって実行されるＡＳＣＩＩ符号化スクリプトの形態でよい。既存
のＬａｂＲＡＴソフトウェアは、高度ＸＭＬ－ＲＰＣベースのフレームワークを使用して
機器を作動させる完全な機能を提供する。
【００７８】
　マイクロチップを作動させるためのハードウェアは、スタンドアロン型機器として開発
するか、または既存の機器と結合することができる。たとえば、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰ
ｒｅｐ機器は、必要に応じてオンチップおよびオフチップで溶液を滴定し、Ｔｅｃａｎ　
Ｓｍａｒｔ　Ｉ／Ｏカードはハードウェアを制御し、ひいてはＭＯＶバルブおよびポンプ
を制御するために使用することができる。
【００７９】
　図２７は、マイクロチップを有するＭｉｎｉＰｒｅｐロボットを使用するシステムの正
面図の一実施形態を示す。ステージの前面（右）には、アルミニウム合金の真空チャック
が存在する。このチャックは、チップの広範囲にわたる加熱を可能にする「サンドイッチ
型」構造内に埋め込まれた抵抗加熱要素を有る。温度制御装置は、一番左の黒色パネルの
上部に見られる。オンチップバルブおよびポンプを駆動する８本の真空ラインは、チャッ
クの左側から、管類を介して、Ｔｅｃａｎパネル（この写真では見えない）の１つの裏側
に設置された真空多岐管に接続される。ステージの左側には、「レザバ」の試薬をチップ
上に分配するためのシリンジポンプ（シリンジが取り付けられている）が存在する。
【００８０】
　図２８は、温度制御装置、８つの２４Ｖ　ＤＣ、およびリレーを含む多くの設置構成要
素を有するＭｉｎｉＰｒｅｐの内部（後部パネルを取り外した後）を示す。空気ポンプお
よびＳｍａｒｔ　Ｉ／Ｏ基板もＭｉｎｉＰｒｅｐ内部に実装されているが見えない。
【００８１】
　本明細書に記載するバイオプロセッサカートリッジは、マイクロ流体オンカートリッジ
バルブおよびポンプを制御要素として使用して、サンプルを処理するように設計すること
ができる。カートリッジは、これらの外部作動バルブおよびポンプを使用して流れを制御
し、より大きい中心隔壁バルブが、反応チャンバとしても機能するように設計することが
できる。図１５は、カートリッジ上の１２個の同じバイオプロセッサユニット２００の１
つを示す。各々のユニットは１つのサンプルを投入し、バイオプロセスされた３つの産出
サンプル２０１～２０３を調製する：１）ＤＮＡハイブリッド化標識を使用するＤＮＡ分
析、２）免疫標識を試用する毒素分析、および３）免疫標識を使用する粒子分析。さらに
、各々のユニットは、試薬添加領域２０４、混合および反応領域２０５、並びに再テスト
のためのサンプル保存領域２０６を有することができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、１ｍＬのサンプルは、内部コントロールを添加した後、エア
サンプラによってカートリッジ上の投入レザバ２０７内に送達することができる。投入レ
ザバは、チャネルを閉塞させる恐れがある「大きい粒子状物質」を除去するために組み込
まれる粗いフィルタを有するとよい。未処理の７００μＬ部分標本は、投入レザバから「
Ａ」と標識されたチャンバ２０８内に揚送され、４℃に保持されたオンカートリッジ保管
チャンバ２０６内に入る。保存サンプルは、１）任意の分析サンプルのテスト結果要請で
ある場合、再テストおよび可能性のある確認が行われ、および２）最初に陽性の検出結果
が、再テストによって確認された場合、後に回収され、法医学的な分析が行われる。保管
サンプルは、ＴＥＣ　Ｐｅｌｔｉｅｒ冷却器などの外部冷却器によってカートリッジ上で
冷却保存することができる；必要な場合、安定化試薬をこれらのレザバ内に乾燥保存する
ことができる。カートリッジの使用後、使用済みのカートリッジは、冷蔵小型回転ラック
内に保管することができる。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、ＤＮＡ、毒素、および粒子を即時処理するための３つの部分
標本を形成し、処理することができる。毒素を標識するための１００μＬのテスト用部分
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標本は、最初にチャンバＡ　２０８内に揚送し、免疫標識および毒素の検出用の試薬を、
このチャンバ内に揚送することができる。サンプルおよび試薬を混合する必要がある場合
、サンプルをチャンバＢ　２０９まで往復させて揚送することができる。サンプルは、低
温放置用の産出レザバ２０１～２０３内に揚送し、検出器に移動させることができる。第
２の１００μＬテスト用部分標本は、免疫標識用のチャンバＡ　２０８内に移動させて、
完全な細菌またはウイルス粒子を検出することができる。微生物またはウイルス表面層に
対する抗体プローブは、チャンバＡ　２０８内に揚送することができ、サンプルは３７℃
に保持することができる。抗体プローブは、後に検出器で選別可能な抗体の複合混合物で
よい。標識後、バイオプロセスされた粒子サンプルは、レザバ内に揚送され、毛細管内に
吸引することによって取り上げられ、検出器で分析される。
【００８４】
　ＤＮＡサンプルを調製するには、毒素および粒子検出のために部分標本およびサンプル
を処理した後、投入レザバは、上からキャップが形成され、残りのサンプルは、カートリ
ッジの底部を介して結合された外部ソニケータホーンを使用して音波処理することができ
る。生成された超音波は、増殖性細胞、胞子、およびウイルスを破壊し、ＤＮＡを剪断し
て粘度を減少させ、ハイブリッド化の反応速度および流動特性が改善される。溶解したサ
ンプルは、ＤＮＡ分析用に標識されたプローブでハイブリッド化するために、試薬投入部
２０４からチャンバＡ　２０８内に移動させることができる。ハイブリッド化のため、取
付具は、チャンバＡ　２０８の下方に加熱要素を備えることができる。側面バルブは閉鎖
し、チャンバは９５℃まで加熱してＤＮＡを変性させ、存在する任意の標的にＤＮＡプロ
ーブをハイブリッド化するのに最適な温度まで冷却することができる。これらのバルブは
、これらのチャンバ内でＰＣＲを実施するように十分に封止し、したがって、蒸発を実質
的になくすことができる。
【００８５】
　ＲＮＡ、タンパク質、および脂質を分解するためのサンプル消化工程は、ＤＮＡベース
の検出のためにサンプルの背景を減少させ、下流検出器に対する要求を減少させるために
望ましい場合がある。これが望ましい場合、ＤＮＡ分析サンプルは、非ＤＮＡ物質を分解
させるために試薬投入部２０８から添加される緩衝液中のＲＮＡｓｅ、プロテアーゼおよ
びリパーゼのカクテルを有する可能性がある。添加は、サンプルを有するチャンバＡ　２
０８内に物質を揚送することによって行うことができる。必要な場合、サンプルおよび消
化試薬は、隣接するチャンバＡ　２０８およびＢ　２０９間を往復するように揚送して混
合することができる。消化が望ましい場合、チャンバＡ　２０８内の消化された部分標本
は、本明細書に記載するように、ＤＮＡプローブでハイブリッド化することによってＤＮ
Ａ分析のために標識することができる。
【００８６】
　ハイブリッド化または抗体プローブは、試薬カートリッジ内に低温で保存することがで
き、個別バイオプロセッサユニットを使用する直前に外部ポンプを使用してカートリッジ
に添加することができる。プローブは、オンカートリッジポンプを使用してチャンバ内に
揚送し、試薬を混合することができる。やはり、サンプルおよび試薬は、必要な場合、チ
ャンバＡおよびチャンバＢ間を往復するように揚送させて、さらに混合することができる
。その後のインプリメンテーションは、バイオプロセッサカートリッジ内に予め装填され
た試薬を有してよい。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、検出器が、添加された内部コントロールのみを検出する場合
、カートリッジを回転させて、次のバイオプロセッサユニットを用意することができる。
サンプルのテスト結果が陽性である場合、バイオプロセッサユニットは回転させず、代わ
りに試薬投入部から緩衝液をフラッシュする。保存されている１００μＬのサンプルは、
テスト結果が陽性のプロセスから開始して、チャンバＡ内に逆に揚送し、再テストする。
再テストサンプルは、上記のように処理されて検出器に排出され、陽性が検出される可能
性があると推測される事象として確認される。ＬａｂＲＡＴ（商標）ソフトウェアは、シ
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リンジポンプ、チャンバＡ用の温度循環加熱要素、およびフルスケールのソレノイドを制
御して、オンチップバルブを作動させることができる。
【００８８】
　ハイブリッド化および抗体結合に関する化学作用は、全容量またはマクロスケール容量
の結果に基づいて、カートリッジ内で個々に最適化することができる。反応物質の濃度、
反応時間、および温度は、カートリッジのフォーマットに応じて再度最適化し、スパイク
エアサンプルを使用して、ある範囲の投入微生物の影響をテストすることができる。試薬
の保存条件の決定は、当業者の能力の範囲内である。すべての試薬は、試薬カートリッジ
内において４℃で保存することができる；安定剤、たとえば浸透圧保護剤（トレハロース
、グリシンベタイン）、またはその他の作用物質を添加すると、保存期間を延長すること
ができる。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、混合方法としては、薄いエッチングの寸法で、一方の流れが
他方の流れの上になるように、チャネル内で混合される２つの流れを配置することができ
る。流れの間の経路が短い場合、混合を強化する。別の混合方法としては、反応チャンバ
内のビード、たとえば磁気ビードの存在、またはこうしたビードの添加を利用して、ビー
ドを磁気的に操作することによって、層流を破壊することができる。いくつかの実施形態
では、これは、一方の流れにある標的分析物を強制的に「他方の」流れに入れることがで
き、その結果、処理または分析反応を開始するために使用することができる。いくつかの
実施形態では、必要に応じて、堰を使用して、ビードを捕捉することができる。いくつか
の実施形態では、ビードは使用後に廃棄物中にフラッシュすることができる。
【００９０】
　試薬の安定化は、開示するシステムの様々な実施形態、たとえばフィールドデバイスに
とって重要な問題である可能性がある。したがって、いくつかの実施形態では、試薬レザ
バは、Ｐｅｌｔｉｅｒを使用して温度制御して４℃まで冷却することができる。いくつか
の実施形態では、試薬は、Ｒｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ（商標）の化学作用、または浸透圧保
護剤、たとえばトレハロースもしくはグリシンベタインを使用する凍結乾燥方法を使用し
て安定化させ、その後、使用前に再水和することができる。再水和に関するコンセプトは
、破壊可能に封止されたアンプル中で安定化した試薬の毎日、または週ごとの部分標本で
よい。水または緩衝液は、機器内のアンプル内に揚送し、安定化された試薬を水和させて
、毎日または週ごとのストックを提供する。在庫されているストックは、安定性に応じて
、シリンジポンプ内に移動させるか、または直接バイオプロセッサ内に装填することがで
きる。
【００９１】
　ａ）マイクロビード集積化ＤＮＡ配列決定（ＭＩＮＤＳ）システム
　いくつかの実施形態では、ＭＩＮＤＳシステムは、Ｓａｎｇｅｒサンプルの自動化無人
調製および分析を使用して、きわめて低い消費コストで配列決定サンプルを調製および分
析することができる。配列決定テンプレートは、各々のビードが、１つのＤＮＡ断片に由
来するＤＮＡを搬送するバルク乳濁液ＰＣＲ反応において、剪断染色体またはＢＡＣ　Ｄ
ＮＡから開始して、ビード上で調製することができる。分類を行って、断片を含まないビ
ードを除去した後、個々のビードは、浄化およびμＣＡＥ分析とともに４００チャネルマ
イクロチップ上に集積化された低用量（たとえば、２５ｎＬ）のサイクル配列決定反応チ
ャンバに送達することができる。いくつかの実施形態では、ビードは堰によって捕捉され
、サイクル配列決定は、順方向および逆方向両方の対合末端読み込みに関して実行され、
生成物は、順方向または逆方向の読み込みのいずれかの親和性ゲル捕捉マトリックスを含
む二重サンプル浄化チャンバ内に電気泳動することができる。親和性ゲルは、イオンヌク
レオチド、および組み込まれていないヌクレオチドを除去するように洗浄することができ
る。精製されたサイクル配列決定断片は、温度を上昇させることによって親和性マトリッ
クスから溶離させ、折り畳まれたＣＥチャネル内に注入して、電気泳動分析を行うことが
できる。この方法は、分子数によって決まる基本的限界に近い規模で配列決定を行うこと
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ができるため、試薬の量およびコストをある程度の桁数だけ減少させることができる。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、集積化ＭＩＮＤＳシステムは、ショットガン配列決定、指向
性配列決定、および再配列決定のためのすべてのプロセスを自動化し、小型化することが
できる。ＭＩＮＤＳシステムは、既存の配列決定基礎構造を活用するマイクロビードベー
スの蛍光ＤＮＡμＣＡＥシーケンサを形成し、事業費を１００分の１以下に削減すること
ができる。各々のシステムは、フルスケールのロボットに代わる小型ロボットマイクロ流
体回路を使用して、最大１週間の無人運転による完全自動化配列決定を実行することがで
きる。
【００９３】
　ＭＩＮＤＳシステムは、モジュールで実行することができ、各モジュールは、その後集
積化される。いくつかの実施形態では、２００ｎＬのサイクル配列決定マイクロチップを
ベースとするモジュールを使用することができる。高速回転ＬＩＦスキャナをベースとす
るＤＮＡ分析モジュールは、μＣＡＥマイクロチップを有するＭＩＮＤＳシステム用のプ
ラットフォームモジュールとして構成され、このマイクロチップは、二重アフィニティー
捕捉チャンバにより対合末端読み込みサンプルを浄化してから、高度マトリックスを使用
して、電気泳動チャネルの対の内部に射出することができる。これらの５層マイクロチッ
プは、「サービス」を行うマイクロ流体回路とともに、ＭＯＶバルブおよびポンプによっ
て動作することができる。サイクル配列決定モジュールは、オンチップで結合して、１０
０ｎＬのサイクル配列決定、サンプル浄化、および分離を集積化するコアＭＩＮＤＳチッ
プを製造することができる。いくつかの実施形態では、２５ｎＬのサンプル調製チャンバ
を含む完全なＭＩＮＤＳチップは、マイクロビードライブラリを入力し、出力配列情報を
可能にすることができる。
【００９４】
　ｂ）サイクル配列決定モジュール
　マイクロ流体サイクル配列決定モジュール（ＣＳＭ）は、スタンドアロン機能として、
およびＭＩＮＤＳシステム用のマイクロチップベースのサンプル調製におけるモジュール
として使用することができる。ＣＳＭは、１）流れを制御するためのオンチップバルブお
よびポンプを含むサンプル調製マイクロ流体回路を含むマイクロチップ、並びに２）オン
チップバルブおよびポンプを介してマイクロチップを作動させるための外部インターフェ
ースを含むことができる。サンプル調製ＣＳＭは、２００ｎＬのサイクル配列決定容量を
有する１６チャネルスケールであり、偏位チップ分析は、毛細管（ＣＡＥ）およびマイク
ロチップ（μＣＡＥ）により行われる。いくつかの実施形態では、外部流体インターフェ
ース、加熱、および空気作動装置を有するマイクロチップインターフェースデバイス（Ｍ
ＩＤ）は、４００チャネル以上に拡張することができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、オンチップバルブおよびポンプを有する１６チャネルの２０
０ｎＬサイクル配列決定サンプル調製マイクロチップデバイスを使用することができる。
単純化されたマイクロチップカートリッジの２つのチャネルは、図１４に概略的に示され
ている。「投入」２６０および「排出」２６１と標識されたレザバは、本質的に、マイク
ロ流体チャネルに接続可能なマイクロチップ２６２の上層にある孔である。このデバイス
は、マイクロタイタープレートに由来する投入ＤＮＡサンプル（ＰＣＲ、プラスミド、ま
たは他のテンプレート）を取り出し、２００ｎＬ容量でサイクル配列決定を実施し、蛍光
標識されたサイクル配列決定生成物を、サンプル浄化、およびＣＡＥ機器またはμＣＡＥ
分析の準備が整ったマイクロタイタープレート内に排出することができる。マイクロチッ
プは、マイクロチップインターフェースデバイスによって作動し、ひいてはＬａｂＲＡＴ
（商標）ソフトウェアによって駆動することが可能である。ＣＳＭマイクロチップインタ
ーフェースデバイスは、１）オンチップバルブを開閉する、２）オンチップポンプを作動
させる、３）貯蔵場所からマイクロチップ上に送達されるサイクル配列決定試薬を計量す
る、４）サイクル配列決定を実施するための加熱および冷却を制御する、並びに５）緩衝
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液および洗浄溶液によりチップを再生するための機構を提供することができる。マイクロ
チップおよびＭＩＤは、流体の移送が可能なＴｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐ流体処理ロボ
ットのデッキ上に取り付けることができる。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、２００ｎＬのＣＳＭマイクロチップは、以下のように作動さ
せることができる。サンプルは、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐロボットによって、マイ
クロタイタープレートから投入レザバ２６０のウェル内に装填することができる。ＭＯＶ
オンチップポンプ２６４は、図９～１０に記載するように、オンチップポンプを駆動する
真空／圧力ラインの外部作動を使用するポンピングを制御することによって、部分標本を
反応チャンバ内に移動させることができる。サイクル配列決定混合物２６５（ＣＳ　Ｍｉ
ｘ、図１４）は、そのオンチップポンプで揚送され、ダイターミネータ法によるサイクル
配列決定マスターミックスを反応チャンバ２６３内に分配することができる。コンピュー
タ制御下のＭＩＤは、各々の反応チャンバ２６３を囲む３つのバルブを封止し、反応ミッ
クスを熱サイクルする。完了後、２００ｎＬのサンプルは、オンカートリッジポンプによ
って、５μＬの水を収容する投入レザバ２６１内に揚送することができる。希釈サンプル
は、Ｔｅｃａｎによってマイクロタイタープレート内の３５μＬのアルコール中に移動さ
れ、さらにオフチップ後処理および分析が行われる。いくつかの実施形態では、サンプル
は、二重アフィニティー捕捉チャンバに移動され、浄化および分析が行われる。ＣＳＭカ
ートリッジは、緩衝液をフラッシュして残留ＤＮＡテンプレートを除去して、新しいサン
プルを再装填し、再度プロセスを開始することができる。サイクル配列決定は、以前の反
応からのテンプレートによる５％を超える汚染を許容することができる：したがって、反
応チャンバをフラッシュして、マイクロチップを再生することができる。いくつかの実施
形態では、およびのマイクロチップは何百回もの反応に再使用することができる。
【００９７】
　ｃ）ＣＳＭ機器
　ＣＳＭを作動させるための機器の特徴としては、１）ＣＳＭマイクロチップベースのカ
ートリッジ内の液体の移動を制御するオンチップ小型ロボットの自動化外部作動、２）温
度循環のための外部加熱および冷却の制御、３）サイクル配列決定試薬をチップに送達す
るためのシリンジポンプの駆動、および４）サンプルをマイクロタイタープレートから投
入レザバ内に移動させ、調製されたサイクル配列決定サンプルをマイクロチップ排出レザ
バからマイクロタイタープレート内に送るためのＴｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐロボット
の制御が挙げられる。これらの４つの要素はすべて、ＬａｂＲＡＴソフトウェアを介して
制御することができる。
【００９８】
　温度循環は、加熱および冷却を使用して、マイクロチップの製造を単純化し、事業費を
減少させることができる。いくつかの実施形態では、ファンからの冷却とともに、抵抗加
熱コイル群を使用する。いくつかの実施形態では、熱電対センサを有するマイクロチップ
の上部に配置されたニクロム線加熱器を使用することができ、３０℃／秒を超える変化時
間を有することが可能である。いくつかの実施形態では、加熱器は、４００チャネルのレ
ベルでインプリメントすることができ、その結果、再現性かつ信頼性があり、すべてのチ
ャネルを監視する必要はない。いくつかの実施形態では、サンプル調製および分析が集積
化された場合、冷却空気にエンクロージャを使用して、マイクロチップの他の部分の温度
が変化することを防止することができる。いくつかの実施形態では、高性能のＰｅｌｔｉ
ｅｒ効果加熱ポンプをストリップ状に使用して、反応チャンバにおける温度を迅速に循環
させることができる。これらの様々な方法は、ＬａｂＲＡＴ（商標）の制御下で、既存の
ＮａｎｏＰｒｅｐサーマルサイクラーソフトウェアを使用することができる。
【００９９】
　Ｐｅｌｔｉｅｒ加熱ポンプによって冷却状態に維持されたシリンジポンプを使用して、
サイクル配列決定試薬をマイクロチップ上のＣＳレザバチャネルに送達し、オンチップポ
ンプが試薬を分配する際に、レザバに補充することができる。同様に、マイクロチップを
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再生するための水または緩衝液を送達し、調整することができる。いくつかの実施形態で
は、シリンジポンプは、１ｎＬのフルステップサイズを有することができ、ＬａｂＲＡＴ
（商標）ソフトウェアによって制御可能である。いくつかの実施形態では、溶液は、単純
な重量流でレザバに補充することが可能である；ソフトウェア制御による小型バルブは、
流れを調整することができる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、ＣＳＭは、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐのデッキ上にイン
プリメントすることができる。Ｔｅｃａｎは、サンプルをマイクロタイタープレートから
投入レザバ内に移動させ、完成サンプルを排出レザバから取り上げて、マイクロタイター
プレート内に移動させることができる。Ｔｅｃａｎは、チップが、ＣＡＮ制御下でＸ－Ｙ
－Ｚ運動を行なうロボット上に実装された状態で、単一シリンジポンプを作動させる能力
を有する。上記のとおり、ＬａｂＲＡＴソフトウェアは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＳＨ制
御装置を使用してＣＡＮデバイスを制御することができる。液体をマイクロタイタープレ
ート間で移動させるスクリプト記述は、単純である。手動滴定の代わりにＴｅｃａｎを使
用すると、ＣＳＭを完全自動化モードで作動させることが可能になる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、ＣＳＭは、ＭｅｇａＢＡＣＥ　ＣＡＥおよびμＣＡＥマイク
ロチップシステムの両方により、オンチップでのサイクル配列のサンプリング、およびオ
フチップでの分析を含むことが可能である。ダイターミネータ配列決定反応は、本質的に
は、ＤＹＥｎａｍｉｃ（商標）ＥＴターミネータ配列決定キット（Ａｍｅｒｓｈａｍ）を
使用して、メーカーが指定するプロトコルに従って実施することができる。いくつかの実
施形態では、試薬は９５℃で２５秒間、５０℃で１０秒間、および６０℃で２分間を３０
サイクルで循環させることができる。温度循環後、サンプルは、マイクロチップ排出レザ
バ内に移動し、マイクロタイタープレート内の室温の８０％エタノール４０μＬ中に空気
圧によって搬送することができる。エタノールによる後処理では、サンプルは、約２，８
００ＲＣＦで４５分間にわたって遠心処理され、５０ＲＣＦで３０秒間にわたって、短時
間逆回転させることによってアルコールを除去することができる。サンプルは、１０μＬ
の二重蒸留水中に再度懸濁させることができる。
【０１０２】
　対照としては、マイクロタイタープレート内で調製した全量サンプル、および毛細管内
で調製された５００ｎＬおよび２００ｎＬのＮａｎｏＰｒｅｐサンプルが挙げられる。サ
ンプルは、１０ｋＶ、１５秒間の注入を使用して、９６毛細管ＭｅｇａＢＡＣＥ機器内に
注入し、１２０Ｖ／ｃｍの磁界強度を使用して分離することができる。４色電気泳動図は
、説明するとおり、Ｃｉｍａｒｒｏｎ　３．１２ベースコーラー（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂ
ｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）、およびＰｈｒｅｄベースコーリングおよび品質スコア生成アプ
リケーションを含むＳｅｑｕｅｎｃｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒベースコーリングソフトウェア
パッケージを使用して処理することができる。全体の読込み長さは、精度９９％のＰｈｒ
ｅｄ２０ウィンドウとして報告することができる。
【０１０３】
　増幅サイクルの数、反応時間、サイクリングプロファイル、および様々な反応物質、つ
まりプライマー、ポリメラーゼ、ｄＮＴＰｓ、ｄｄＮＴＰｓなどの濃度は、必要に応じて
個々に最適化することができ、当業者の能力の範囲内である。たとえば、許容されるＤＮ
Ａ濃度の範囲を決定し、ある範囲のＤＮＡ対プライマー濃度の性能のマトリックスを測定
することができる。先ず、サンプルは、精製されたＰＣＲ産出物でよい。ＣＳＭをＰＣＲ
産出物に応じて最適化すると、問題のない配列、および問題のある配列の両方を表す一連
の実際のサンプルは、ＣＡＥおよびμＣＡＥ分析の両方に関してテストし、μＣＡＥの結
果を含む全量サンプル調製と比較することができる。許容基準は、全量サンプル調製結果
と比較した等価なデータ品質、読込み長さ、および成功率でよい。対照としては、全量反
応、並びにＮａｎｏＰｒｅｐ（５００ｎＬおよび２００ｎＬ容量）反応が挙げられる。
【０１０４】
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　均一性は、加熱器および冷却器の構造、並びにマイクロチップの配置の変更の両方で対
処することができる。表面の相互作用は、ＢＳＡまたはＰＶＡなどの添加物によって抑制
することができる。反応チャンバの表面の化学作用は、変性ＬＰＡ、ＰＥＧ、またはその
他のコーティング剤のいずれかを使用して抑制することができる。ガラスの場合、多くの
部位を加水分解して、ポリマーを遊離させなければならないため、代替方法は、ポリエー
テルおよび酸化多糖類などのポリマーを多くの表面部位に同時に多点共有結合し、その結
果、表面の不動態化の寿命を延長する方法でよい。
【０１０５】
　ｄ）集積化ＭＩＮＤＳシステム
　いくつかの実施形態では、完全なＭＩＮＤＳシステムは、３つのモジュール、つまりビ
ードライブライリーモジュール、サイクル配列決定モジュール、およびＤＮＡ分析モジュ
ールを含むことができる。いくつかの実施形態では、完全なＭＩＮＤＳシステムは、４０
０チャネルのＭＩＮＤＳマイクロチップ上で、ビードベースのライブラリを分析すること
ができ、このマイクロチップは、ハイパーターンを含む折り畳まれたマイクロチャネル上
に、２５ｎＬの対合末端読み込みサイクル配列決定、対合アフィニティー捕捉浄化、およ
びμＣＡＥに分離を集積化する。ＭＩＮＤＳシステムは、ビードライブラリーの構造に応
じて、ショットガン配列決定または再配列決定のための完全自動化システムでよい。いく
つかの実施形態では、サイクル配列決定モジュールおよびＤＮＡ分析モジュールは集積化
することができ、ＰＣＲまたは精製プラスミドなどの調製されたサンプルは投入サンプル
として使用することができる。いくつかの実施形態では、ＰＣＲまたは他の増幅は、マイ
クロチップ上で実施することができる。
【０１０６】
　ＤＮＡ分析モジュールは、回転スキャナ（図３０）を備えることができ、マイクロチッ
プ上で対合末端読み込みサンプルの浄化を実行し、次に、２つの別個のμＣＡＥチャネル
内にサンプルを注入して、順方向および逆方向配列決定反応の分離および検出を行うこと
ができる。検出装置は、４８８ｎｍの励起、および４色による検出を行なう回転ＬＩＦス
キャナでよい。コアＭＩＮＤＳシステムを作製するため、サイクル配列決定モジュールは
、ＤＮＡ分析モジュール機器と集積化することができる。このコアシステムは、１００ｎ
Ｌのサイクル配列決定、対合アフィニティー捕捉浄化、および分離を同じマイクロチップ
上に集積化することができる。ＦＡＣＳ機器によって分類されたＰＣＲフラグメントを含
むビードは、マイクロチップに送達することができ、個々のビードは２５ｎＬサイクル配
列決定チャンバ内に送ることができる。
【０１０７】
　ｉ）ＤＮＡ分析モジュール
　ＤＮＡ分析モジュールは、標識されたＤＮＡ断片を各々の対合末端読み込みから分離お
よび検出するため、対合末端読み込みおよびμＣＡＥのサンプル浄化を行うことができる
。サイクル配列決定は、ベクター内に挿入された固有のアフィニティー捕捉配列を各々有
する順方向および逆方向の両方にプライマーを使用することができる。全容量、ナノスケ
ール調製、またはＣＳＭに由来する対合サイクル配列決定サンプルは、放射状構造を有す
る分析マイクロチップのレザバ内に装填することができる。サンプルは、順方向または逆
方向読み込みの何れかに関するアフィニティー捕捉オリゴヌクレオチドを含む２つのサン
プル浄化プチャンバ内に動電学的に移動させることができる。サイクル配列決定サンプル
は、約２０ｎＬの容量に濃縮することができ、イオン、組み込まれていない色素、テンプ
レート、ヌクレオチド、および酵素は通過して廃棄物中に入る。濃縮および浄化されたサ
ンプルは、温度を上昇させることによって遊離させ、ｔｗｉｎ　Ｔインジェクタ内に注入
して、分離マトリックスが充填されたマイクロチャネル内で分離することができる。放射
状チャネルは、環状検出領域に集束し、この領域でマイクロチャネルを走査して検出する
ことができる。
【０１０８】
　モジュール式ハードウェア構成要素としては、１）多くの異なるマイクロチップのサイ
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ズおよび構造に適応することが可能なＬＩＦ回転式スキャナ、２）マイクロチップ、３）
電気泳動制御装置、４）温度制御装置、および５）マイクロチップ再生が挙げられる。Ｄ
ＮＡ分析モジュールは、完全集積化および自動化ＭＩＮＤＳシステムの一部でよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態は、きわめて感受性の高い走査システムを形成し、検出性能は、既
存の回転スキャナと比較して１０倍も改善された。１０倍の改善は、スキャナ、マイクロ
チップの構造、および色素の化学的性質で、倍数的に増加する小さい改善（１．５～３倍
）を引き出すことによって得ることができる。スキャナの場合、最高品質のＰＭＴ、２色
性、およびミラーが、光学効率を改善することができ、高開口レンズを有する高出力（２
００ｍＷ）の小型レーザと結合することができる。色素の化学的性質は、シアニン供与体
を使用して、より明るい色素で改善することができる。マイクロチップは、追加の経路長
で検出を改善し、帯域を鮮鋭化することによって解像度を改善するように、検出領域に非
常に深いエッチングを有することができる。マイクロチップのサンドイッチおよびマイク
ロ光学系内の反射表面は、光収集を強化することができる。最後に、以下に記載する直接
注入法は、完全サイクル配列決定サンプルを分離チャネル内に装填することを可能にする
ことが可能である。およびの要素を入念に最適化することによって、堅固な配列決定に必
要な標識断片の量は、平並行して減少するため、検出限界は、現在の研究バージョンと比
較して著しく改善することができる。
【０１１０】
　回転式スキャナおよび機器。いくつかの実施形態では、上向きの回転式共焦点レーザ誘
導蛍光スキャナを使用して、放射状μＣＡＥデバイスに問い合わせることができる。回転
式スキャナは、４色共焦点検出ユニットに結合された回転式対物ヘッドを備える。回転走
査は、高度の位置決め精度、および速度の均一性による高度の走査速度を提供するという
基本的な利点を有する。回転走査は、最少で１チャネルから３８４チャネルを超える１０
ｃｍ、３０ｃｍ、またはそれ以上の直径の任意の放射状ウェハデバイスに適合可能である
。したがって、チップの設計は、様々な用途、たとえば新しい配列決定用の長いレーン、
および再配列決定用の短いレーンに適応させることができる。
【０１１１】
　回転スキャナの一例の略図は、図３０に示す。２００ｍＷ、４８８ｎｍのレーザ（Ｓａ
ｐｐｈｉｒｅ（商標）ＯＰＳＬ、Ｃｏｈｅｒｅｎｔ、サンタクララ）は、２色ビームスプ
リッタおよびミラーによって、ステッピングモータの中空シャフトを通して反射される。
シャフトの上部では、菱形プリズムがビームを回転軸から１ｃｍ移動させて、高開口（＞
０．７）対物レンズが、マイクロチップの最下層を通してチャネル上に収束させる。蛍光
は、対物レンズによって収集され、光学系を通して返されて、そこでスペクトル的かつ空
間的に濾過されてから、ＤＡ用の８チャネルを含むＭｉｃｒｏｓｔａｒ　ＩＤＳＣ基板を
有するモジュール式共焦点４ＰＭＴユニット内で検出される。ステッピングモータは５Ｈ
ｚで動作し、１２ミクロンの空間解像度を有する５１２０のデータ点／回転を与え、代表
的な１００ミクロンチャネル全体に約８個のデータ点が存在する。第５チャネルは、光ダ
イオードによって提供され、この光ダイオードは、スキャナのシャフトに取り付けられた
ディスク内のスロットによってトリガーされる；他の４つのチャネル内のデータ取得の開
始は、第５チャネルにおける電圧上昇に関連付けられる。この構造は、一般に５Ｈｚの走
査速度で数ｐＭの蛍光色素検出限界に感受性がある。いくつかの実施形態では、データは
、市販のベースコーラーを使用して予め処理し、分析することができる。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、ＤＮＡ分析モジュール機器は、電気泳動法およびマイクロチ
ップ再生を制御するために、マイクロチップインターフェースデバイスも有することがで
きる。マイクロチップは、位置合わせツールを使用して位置決めした後、加熱された真空
チャックによって所定の位置に保持することができる。いくつかの実施形態では、マイク
ロチップは、約６００回の作動寿命を有することが可能である。チャックは、共焦点検出
器の平面に対して平面状に維持するために、チップの高さを調節するための３つの位置を
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有することが可能である。電極リングは、マイクロチップの周囲でレザバに適合すること
ができる；電極は、４つの高電圧電源装置（Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ、Ｍｏｄｅｌ　３１０１）によって制御することができる。以下に記載するマ
イクロチップ再生は、中心に位置する「臍帯」を使用して所定の位置で実施し、使用する
マトリックスのフラッシュ、および再充填を行うことができ、一方、レザバの清掃および
再補充は、内側の管が外側の材料を除去し、外側の管が緩衝液またはその他の溶液を流す
という管の中の管構造から行うことができる。
【０１１３】
　マイクロチップおよび作動。いくつかの実施形態では、マイクロチップは、親和性サン
プル浄化および分離チャネルを４層デバイス内に組み込むことができる。オリゴヌクレオ
チド捕捉配列によるアフィニティー捕捉浄化は、サンプル浄化および濃縮のための確かな
解決策の可能性がある。オンチップでの濃縮工程ではなく、注入時に希釈サンプルを濃縮
できる動電学的注入と違って、Ｔｗｉｎ　Ｔインジェクタは、サンプルが装てんされる時
に予め分離し、「中間留分」の注入を行うが、これらはともに、希釈サンプルの検出には
不利な作用をする。分離用マイクロチップ上にアフィニティー捕捉を含むと、２００ｎＬ
のＣＳＭサンプルをマイクロリットル容量まで希釈してから装填することが可能になり、
つまり、アフィニティー捕捉は、組み込まれていないターミネータ、イオン、およびテン
プレートを除去する際に、希釈サンプルを再度濃縮することができるからである。したが
って、ＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールは、個々に設計し、後に集積化することができ
る。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、ＭＩＮＤＳシステムは、放射状構造２９０（図３４）、ハイ
パーターン、および中心の起点２９１を有する１２’’のウェハを使用することができる
。いくつかの実施形態では、８’’ウェハ２９２を有する部分放射状構造を使用すること
ができ、この構造は、用途に応じて、４００チャネル、および最大４５ｃｍの分離長さ（
チャネルを折り畳むことによって達成される）を有することが可能な１２’’構造と同じ
チャネル密度および長さを有する。８’’ウェハは、約１０８の分離チャネル２９３を有
することができる。
【０１１５】
　図２１は、８’’ウェハの１つの実施形態を示す。例示的な様々な実施形態では、この
８’’ウェハは、短い読込みの場合は直線状の１４ｃｍ分離チャネル、長い読込みの場合
は最大約４５ｃｍの折り畳まれたチャネルを有することが可能である。サンプルは、２つ
のアフィニティー捕捉チャンバに接続する単一の装填レザバ内にピペットで移され、その
結果、分離チャネルに供給することができる。サンプルが装填された後、電極を含む電極
リングを下降させ、各々のサイクル配列決定サンプルは、２つのアフィニティー捕捉サン
プル浄化チャンバ上に電気泳動することができ、各々のチャンバは、順方向または逆方向
読み込みの何れかを補足および濃縮し、その際サイクル配列決定反応ミックスに含まれる
望ましくない構成成分を除去する。順方向または逆方向読み込みは、チャンバを＞６５℃
まで加熱して各々の読込みを個々にＴｗｉｎ　Ｔインジェクタ内に電気泳動することによ
って遊離させ、分析することができる。したがって、各々の装填レザバは、２つの分離チ
ャネルに供給する。分離後、分離マトリックスは交換することができる。マトリックスは
、マトリックスおよびフラッシュ溶液用の管類、および中心の共通陽極緩衝液レザバの電
気接続を含む中心の「臍帯」を通して揚送することができる。４００チャネルＭＩＮＤＳ
マイクロチップには、多くのジオメトリおよび構造を使用することができる。分離は、多
くのＣＡＥマトリックス中で実施することができる。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、マイクロチップは、Ｐｅｌｔｉｅｒ加熱器上の真空チャック
上に保持され、最適な分離条件、および必要に応じて、マトリックス操作のために温度を
制御することができる。分離後、緩衝液は、臍帯を通してフラッシュし、使用済みのマト
リックスを置換することができる。マイクロチップインターフェースデバイス内の手動管
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内管真空吸引ユニットは、レザバから使用済み緩衝液およびマトリックスを除去すること
ができる。新しいマトリックスは、中心チャンバを通して添加することができる；マトリ
ックスセンサを組み込むと、マトリックス廃棄物を最小限に抑えるためのフィードバック
を提供し得る。いくつかの実施形態では、マトリックスの交換は、カラム長さよりわずか
に多いマトリックスのみを交換する精密ポンピングを使用して制御することができる。い
ずれの方法も、マトリックスの使用を１０分の１に減少させることができる。緩衝液は、
管内管の外側管によってレザバ内に再補充することができ、その際、マトリックスは内側
管によって真空除去することができる。親和性サンプル浄化マトリックスも、必要に応じ
て、本明細書に記載するように、サービスラインを使用して交換することができる。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、マイクロチップは、サンプルが清潔な場合、６００回使用す
ることができる。マイクロチップの性能は、性能が低下すると、ＬａｂＲＡＴ、ｅ－メー
ル、ページング、またはオンスクリーンディスプレイによって警告されたソフトウェアお
よび操作者により監視することができる。マイクロチップの交換は、操作者が手動で実施
することができる。いくつかの実施形態では、使用済みマイクロチップの除去は、マイク
ロチップの解放の前に、臍帯、電極リング、並びにオンチップバルブおよびポンプの作動
バンドルを引き抜くことを含むことができる。新しいマイクロチップの取付けは、マイク
ロチップを適切に位置決めするための位置合わせツールによって促進することができる。
位置合わせは、位置合わせマークの検出、並びにソフトウェアの補助による手動、または
完全自動化の何れかによる光学系の焦点合わせによって検証することができる。
【０１１８】
　マイクロチップの製造。例示的な様々な実施形態では、微細加工プロセスは、Ｌｉｕ等
、２０００．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９７（１０）：５３６９
－５３７４およびＡｎｄｅｒｓｏｎ等、２０００年．Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅ
ｓ．２８：ｅ６０に記載されているとおりでよい。一般に、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔガラス製
ウェハ（Ｓｃｈｏｔｔ、ニューヨーク州ヨンカーズ）は、高濃度ＨＦで事前にエッチング
し、次にＣＶＤまたはスパッタリングによって、アモルファスシリコンマスクを蒸着させ
ることができる。いくつかの実施形態では、アモルファスシリコンの代わりにクロム－金
を使用することができる。ＨＭＤＳの接着層をアモルファスシリコンの上部にコーティン
グし、ウェハにフォトレジスト（Ｓｈｉｐｌｅｙ、カリフォルニア州サンタクララ）の薄
層をスピンコーティングし、ソフトベークすることができる。フォトレジストは、所望の
チャネルパターンを有するマスクを通して紫外線でパターン化することができる。フォト
レジストが現像された後、露出したアモルファスシリコンは除去し、チャネルパターンは
、濃縮フッ化水素酸を使用して、流体ウェハ上のチャネルの場合は約４０μｍの深さ、多
岐管ウェハの場合は約７０μｍの深さまでガラスに化学エッチングすることができる。し
かし、様々な成分の深さを決定することは、当業者の能力の範囲内である。残留するフォ
トレジストおよびアモルファスシリコンは、剥離させることができる。２５０μｍ以下の
点検孔は、ダイアモンドドリルを含むＣＮＣ小型ミルを使用してＢｏｒｏｆｌｏａｔバイ
アウェハ内に穿孔することができる。いくつかの実施形態では、より小さい孔は、特注の
レーザを使用して穿孔することができる。製造する場合、超音波穿孔は、すべての孔を同
時に穿孔することができる。Ｈ２ＳＯ４ＺＨ２Ｏ２中で最後に洗浄した後、流体ウェハお
よびバイアウェハは、バイアホールがチャネル隙間とともに正確に位置決めされ、約５７
０℃の真空炉内でバイアウェハと熱結合させて、２層のμＣＡＥチップを製造するように
位置合わせすることができる。５層マイクロチップでは、先ず３つのガラスウェハを位置
合わせして組み立てることができる；ガラス層のうちの２つは薄いウェハでよい。多岐管
ウェハおよび厚さ２５４μｍのＰＤＭＳ膜（Ｂｉｓｃｏ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ、イリノイ
州エルクグローブ）は、ＵＶオゾンクリーナ中で洗浄し、４または５層のマイクロチップ
を組み立てることができる。ＵＶオゾン処理は、不可逆性ガラス－ＰＤＭＳ結合を形成す
ることができる。完成したマイクロチップは、個々のＣＳＭマイクロチップを製造するた
めにダイスカットするか、または全体をＭＩＮＤＳマイクロチップに使用することができ
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る。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、マイクロチップは、射出成形、熱エンボス加工、積層などの
方法、および十分に周知されているその他の方法を使用して、プラスチックおよびその他
の物質で作製し、構造を複製することができる。これらの製造方法を応用してマイクロチ
ップを製造することは、本開示の範囲に含まれる。
【０１２０】
　ＤＮＡ分析モジュールの特性化。回転スキャナを使用する実施形態では、検出限界は、
流動する色素溶液、および内部標準物質として測定された水のＲａｍａｎピーク（５７７
．６ｎｍおよび５８９．４ｎｍの２つのピークから）を使用して測定することができる。
ＤＮＡ分析モジュールを含むサンプル浄化および分離マイクロチップの性能は、全容量Ｐ
ＣＲ反応、その後の標準のＰＣＲ産出物の一連の希釈が行われた標準物質を使用して特性
化することができる。サンプル浄化（たとえば、装填、洗浄、および溶離条件）、並びに
注入および分離（時間、電圧、分離温度、緩衝液の濃度など）のパラメータは、当業者が
十分に周知している方法を使用して最適化することができる。品質値、成功率、および読
込み長さを測定し、テストサンプルおよび実際のサンプルと比較することができる。いく
つかの実施形態では、読込み長さは約６００塩基以上でよい。いくつかの実施形態では、
アフィニティー捕捉の再生をテストし、性能が低下するまでの作動回数を測定することが
できる。分離マトリックス中における尿素とＤＭＳＯとの部分的交換は、作動時間を短縮
し、毛細管内に長い読込み長さを形成することができる。いくつかの実施形態では、マイ
クロチップは、様々なマトリックスまたはコーティングを使用して、標準サンプルを使用
して繰返し作動させて、マイクロチップの寿命を決定することができる。たとえば、８倍
までショットガン配列を行うには、１００チャネルのＤＮＡ分析モジュールマイクロチッ
プを２２回作動させる必要がある。
【０１２１】
　ｉｉ）ＤＮＡ分析モジュールとサイクル配列決定モジュールとの集積化
　ＣＳＭの機能をＤＮＡ分析モジュールと結合すると、コアＭＩＮＤＳシステムを形成す
ることができる。上記および図１４のＣＳＭマイクロチップの基本ユニット構造は、８’
’ＤＮＡ分析モジュールマイクロチップ上に移植することができる。その結果、１００の
対合末端読み込み親和性サンプル浄化チャンバおよび分離マイクロチャネルと集積化され
た対合末端読み込みのための５０個の１００ｎＬサイクル配列決定サンプル調製チャンバ
を含むマイクロチップを形成することができる。このシステムのサービスでは、マイクロ
流体および小型ロボットオンチップ機能を使用して、マイクロチップを作動および再生さ
せることができる。サンプルを装填するために外部自動化を含む実施形態では、コアＭＩ
ＮＤＳシステムは、現在の方法と比べて実質的に低コストで、１日当たり７Ｍ塩基の高品
質配列を生成することができる。
【０１２２】
　機器。コアＭＩＮＤＳシステム機器のベースは、ＤＮＡ分析モジュール機器でよい。ス
キャナは、変更せずに使用することができる。上記のＣＳＭマイクロチップインターフェ
ースデバイスは、最低限の変更を加えることによって、１）ＣＳＭマイクロチップベース
のカートリッジ内における液体の移動を制御するオンチップ小型ロボットの外部作動化を
自動化し、２）温度循環のための外部加熱および冷却を制御し、および３）サイクル配列
決定試薬をチップに送達するために、シリンジポンプを駆動するように直接適応させるこ
とができる。いくつかの実施形態では、Ｔｅｃａｎロボットは不要である。１）のオンチ
ップバルブの外部作動の場合、各々の作動チャネルが、２個または４００個であっても、
すべてのチャネルの１つの特定のバルブのすべてにサービスするために、装置を適応させ
る必要はない。２）の場合、加熱および冷却はマイクロチップの外側にあり、一連の抵抗
加熱器またはＰｅｌｔｉｅｒのストリップでよい。熱の管理は、このシステムにとって重
要な問題である。３）のシリンジポンプの場合、追加のポンプは不要である。以下に記載
するサービスチャネルの追加によって、１つのシリンジポンプがすべてのチャネルにサー
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ビスすることが可能でなければならない。したがって、機器の変更は、ＣＳＭマイクロチ
ップインターフェースデバイスの構成要素と、ＤＮＡ分析モジュールマイクロチップイン
ターフェースデバイスとを結合することでよい。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、マイクロチップインターフェースデバイス、およびマイクロ
チップの細部は、空間または温度に関する何らかの矛盾をなくすように設計することがで
きる。真空チャックは、サンプル調製および浄化チャンバのために、より低温のリングを
有するように構成することができる。結合されたＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールマイ
クロチップインターフェースデバイスの構造は、以下に記載するオンチップマイクロロボ
ットを使用してマイクロチップにサービスするというコンセプトによって大幅に単純化す
ることができる。
【０１２４】
　マイクロチップおよび作動。コアＭＩＮＤＳマイクロチップは、ＣＳＭマイクロチップ
の機能および構造を、ＤＮＡ分析モジュールからのサンプル浄化および分離と直接集積化
することができる。図２２は、１つの例示的な構造における１対のチャネルを示す。マイ
クロチップ上の環状リング内に存在するバルブおよびポンプの作動ライン３１４に注意す
る。これらは、図２２に水平のラインとして示されている。
【０１２５】
　サンプル、つまりＰＣＲ産出物、またはＰＣＲ産出物を含むビードは、投入レザバ内に
装填することができる。基本的なＣＳＭ反復ユニット（約２００回反復することが可能）
は、１００ｎＬサイクル配列決定反応チャンバ３１６内にサンプルをサイクル配列決定混
合物とともに揚送することができ、４つの周囲バルブが閉鎖し、サイクル配列決定が開始
する。サイクル配列決定後、ＣＳＭの場合と同様、サイクル配列決定産物および反応物質
は、水を含むレザバ内に揚送されるが、この場合は電極接続を有する。サンプルは、２つ
の対合読込みアフィニティー捕捉チャンバ３１７～３１８上に電気泳動することができる
。不純物を除去し、精製された蛍光標識サイクル配列決定の断片は、ｔｗｉｎ　Ｔインジ
ェクタを通して２つの分離チャネル内に注入することができ；このユニットは、たとえば
、４００個の分離チャネルを形成するために約２００回繰り返すことができる。断片は、
高性能ナノゲルまたは他のマトリックス内で分離し、回転式スキャナによって中心付近で
検出することができる。いくつかの実施形態では、約１００の分離チャネルを有する８’
’を使用して、約４００の分離チャネルを有することが可能な１２’’ウェハの４分の１
部分をモデル化することができる。
【０１２６】
　マイクロチップは、４５分間の分離サイクル時間、４５分間のサイクル配列決定および
浄化サイクル時間を提供することができ、１つの対合読込みサイクル配列決定反応チャン
バは、２つの分離チャネルに供給することができる。その結果、構造が単純化し、必要な
バルブ、電極、およびチャネルの数が減少する。分離はほぼ連続的で、マイクロチップ再
生および予備作動のみが、サイクル時間および分離を共用する。３５分間の分離の際、サ
ンプル調製サイクルは、やはり、投入レザバ内に装填されたサンプルで開始することがで
きる。いくつかの実施形態では、サンプルは、分離チャネルの注入が可能になる時までに
、調製され、分離の準備が可能になる。いくつかの実施形態では、必要に応じて単一の分
離チャネルに供給する複数のサイクル配列決定または遺伝子型決定チャンバを使用するこ
とができる。マイクロチップは、共通の中心陽極を有するほかに、大きい緩衝液容量を含
むマイクロチップの周囲を通る共通の円形開放陰極チャネルをさらに有することができる
。このチャネルは、分離を悪化させるイオン枯渇を防止する追加の緩衝液能を有すること
ができ、電極の数および配置を単純化し、緩衝液および過剰なマトリックスを除去するこ
となく、繰り返しマトリックスを装填することを可能にし得る。マイクロチップは、サー
ビスチャネル（つまり、サイクル配列決定混合物、廃棄物、親和性ゲルポリマー、水）が
他のチャネルに交差することを可能にするために３次元を使用し、構造および動作を大幅
に単純化することができる。
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【０１２７】
　いくつかの実施形態では、結合ＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールマイクロチップイン
ターフェースデバイスは、中心ウェハが両側にエッチングされた３次元マイクロチップ構
造を使用するオンチップ小型ロボットを使って、マイクロチップにサービスすることに頼
っている。サービスチャネルは、多層構造の様々な層を接続するバルブの能力に基づく。
【０１２８】
　図１２は、サンプル浄化チャンバ３２１に新しいアフィニティー捕捉マトリックスを提
供するサービスチャネル３２０の接続の一実施形態を示す。図示の構造では、サービスチ
ャネルの流路は、エッチングウェハ３２２の上部の左から、分離チャネルを横断し、ＰＤ
ＭＳ層上のバルブ３２３の１つの開口入って上昇し、次に、二重にエッチングされたウェ
ハの最下層までバルブの第２開口を下降し、最下層では、サンプル調製、浄化、および分
離チャネル３２１、３２４がエッチングされている。次に、サービスチャネルの流体路は
、アフィニティー捕捉サンプル浄化チャンバ（図の平面に垂直に位置する）、およびバル
ブを通過して、エッチングマイクロチップの上部で再度結合する。その結果、マイクロチ
ップの上側のサービスチャネルは、サンプル分離およびその他のチャネルの上を妨げられ
ずに通過することによって、これらのチャネルを横断することを可能にする。この同じ原
理は、サンプル調製チャネルに適用されるが、分析チャネルに適用することはできない。
個々のサービスチャネルは、幅が広く深くてよく、サイクル配列決定混合物を送達し、２
つのアフィニティー捕捉マトリックスを２つのサンプル浄化チャンバ内に補充し、洗浄し
てサンプル調製チャンバを回復させ、サンプル調製、サンプル浄化、および分離チャネル
のすべてから廃棄物を収集する。６つのサービスチャネルは、各々がマイクロチップ上で
同心リングを形成する。これらのリングは、シリンジポンプ、マクロスケールの流体ライ
ン、または真空ラインに接続される。二重エッチングされたウェハとＰＤＭＳとの間の「
追加の」ウェハ層は、貫通孔のみを含む。エッチングされたチャネルは、エッチングされ
たウェハの両側にあるため、貫通孔は、サイクル配列決定混合物を除いて、相対的に大き
くてよい。
【０１２９】
　マイクロチップの再生は、以下のとおりに行うことができる。分離後、中心の臍帯は、
新しいマトリックスをチャネル内に押し入れ、分離チャネルを適切に充填する。側面チャ
ネルの異なるチャネル幅は、マトリックスを陰極方向に方向付けることを可能にする。い
くつかの実施形態では、２つのサンプル浄化チャンバは、２つのサービスチャネルを使用
して再生することができる。サービスチャネルは、通常はバルブで閉鎖することができる
。親和性マトリックスを交換するため、バルブを開放して、チャネルのシリンジポンプを
作動させ、新しい親和性マトリックスは、たとえば、すべての順方向チャンバに揚送する
ことができる（親和性マトリックスの装填ごとに、複数の作動が可能なであり得る）。他
の親和性チャンバの場合も、類似の配列が生じる。サイクル配列決定反応チャンバは、洗
浄溶液を洗浄サービスラインからチャンバを通し、廃棄物レザバ内に揚送することによっ
て同様に洗浄することができる。緩衝液レザバは、一番上のウェハの上部にある大きな共
通レザバに接続することができる。容量がより大きい場合、蒸発、および緩衝液の枯渇の
影響を最小限にし、緩衝液の充填およびフラッシュを単純化することができる。
【０１３０】
　本開示の態様は、以下の例を考慮すると、さらに理解することができるが、これらの態
様は、いかなる点でも、本開示の範囲を制限するものであると解釈するべきではない。
【実施例】
【０１３１】
　（Ｆ．実施例）
　（１．Ｅ．ｃｏｌｉのビードベースの捕捉）
　磁気ビードに共役した単クローンまたは多クローン抗体を含む希釈溶液に由来するモデ
ル標的有機体の捕捉は、ＢＰＭマイクロデバイス内に導入する濃縮精製物質を提供するた
めに使用することができる。ここで、Ｅ．ｃｏｌｉ株Ｏ１５７に対する抗体と共役したＤ
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ＹＮＡＬ（登録商標）ビードの使用について説明する。３シリーズの実験を実施した：（
１）希釈されたストックに由来するＥ．ｃｏｌｉを捕捉する、（２）大幅に過剰なバシラ
ス属細菌が存在する状態で、Ｅ．ｃｏｌｉを捕捉する、（３）Ｂａｌｔｉｍｏｒｅエアサ
ンプラのエアロゾルサンプルに由来するＥ．ｃｏｌｉを捕捉する。
【０１３２】
　先ず、食品サンプル中でＥ．ｃｏｌｉＯ１５７を検出するために使用されるＤＹＮＡＬ
（登録商標）「スワブプロトコル」を、適切な成長培地上にビードを直接平面培養と比較
した。非病原性菌株Ｏ１５７およびＥ．ｃｏｌｉ？　ＡＴＣＣ株７００７２８をトリプチ
ケース大豆寒天培地（ＴＳＡ）上に直接平面培養すると、約５倍多いコロニーが生じ、そ
の結果、スワブ法と比べて、捕捉有機体の数の推定値がより良好であることが分かった。
したがって、その後のすべての実験で、平面培地を使用した。
【０１３３】
　ＤＹＮＡＬ（登録商標）ビードが、ＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ緩衝液中で１０５ＣＦＵ／ｍＬ
～１０１ＣＦＵ／ｍＬの細胞力価範囲にわたってＥ．ｃｏｌｉに結合する能力を測定した
。上記、およびその後の免疫磁性分離（ＩＭＳ）実験では、プロトコルは、５μＬのＤＹ
ＮＡＬ（登録商標）ビード懸濁液を、２５０μＬのＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中のＥ．ｃｏｌｉ
の適切な希釈液に添加することだった。ビードが添加された細胞は、揺動プラットフォー
ム上で１０分間にわたって、キャップ付きのプラスチック微量遠心管内で混合した。ビー
ドは、次に、強力な磁石を使用して、管の側面に捕捉し、上清を除去し（ただし、平面培
養のために保存）、ビードをＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ緩衝液で３回洗浄した。ビードを再度懸
濁させて、ビードの希釈液を平面培養した。数回の実験では、洗浄液もプレートアウトし
た。一般に、洗浄液は、標的有機体を殆ど含んでいなかった；標的細胞はビード上に捕捉
されるか、または結合せず、一次上清中で回収可能だった。
【０１３４】
　図３５は、細胞が２×ｌ０５、１０４、１０３、１０２、２０、および２個／１ｍＬと
いう細菌の開始濃度に関して捕捉を３回実施した場合の、ＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中で希釈し
たＥ．ｃｏｌｉＯ１５７を捕捉した結果を示す。捕捉された細胞の観察値は、細胞が１０
５～１０個／ｍＬの範囲で線形（Ｒ２＝０．９９５）であり、捕捉効率は、細胞が１０３

～１０３個／ｍＬの範囲で約９５％を超え、細胞が１００個／ｍｌでは８７％に低下し、
細胞２０個／ｍＬでは６９％に低下した。他の実験（データは示さない）では、回収率は
、一般に１０３～１０５のＥ．ｃｏｌｉ濃度でＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎから８５％を超えた。
【０１３５】
 
　（２．単クローン抗体を使用するＥ．ｃｏｌｉ捕捉の動作範囲）
　捕捉の化学作用について、先ず、管内で２５０μＬの容量で調査し、捕捉および洗浄は
、緩衝液中に分散させたモデル有機体を使用して最適化した。図３６は、ＤＹＮＡＬ（登
録商標）ビードに結合した単クローン抗体を使用したＥ．ｃｏｌｉの代表的な捕捉を示す
。Ｅ．ｃｏｌｉＯ１５７は、２５０μＬのＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中に様々な濃度で含まれる
抗Ｅ．ｃｏｌｉ抗体と結合した５μＬのビードに添加した。この混合物は、回転混合器で
１０分間混合した。ビードは、強力な磁石を使用して管の側面に引き寄せ、上清を除去し
た。ビードは、２５０μＬのＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ　（ＰＢＳＴ）を使用して３回洗浄した
。洗浄したビードは、２５０μＬのＰＢＳＴ中に再度懸濁させて、捕捉したＥ．ｃｏｌｉ
をＴＳＡで計算した。
洗浄したビー酢を２５０μＬのＰＢＳＴ中に再懸濁させ、捕捉したＥ．ｃｏｌｉをＴＳＡ
上で計数した。
【０１３６】
　図３６に示した結果は、ビードの量と、ビードがＥ．ｃｏｌｉを捕捉する能力との間に
用量反応が見られたことを示すことを実証している。図３６は、約１０６個／ｍＬまでの
細胞では線形であり、最高約４×１０７個／ｍＬの細胞で飽和することを示す。細胞が１
０６個／ｍＬを超えると、より多くの割合の細胞が上清中で回収される。Ｅ．ｃｏｌｉが
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飽和したＤＹＮＡＬ（登録商標）を直接顕微鏡検査すると、約５個／ビードの細胞が明ら
かになった。この捕捉方法は、２５０μＬ中に含まれる平均９０％を超える標的細胞を、
１５分間未満で１０μｌ未満の量まで精製および濃縮する能力を実証した。２５０μＬ中
に含有される標的細胞の平均９０％超を１５分間未満に１０μＬ未満の容量に精製および
濃縮する能力を証明した。
【０１３７】
　（３．単クローン抗体を使用したＥ．ｃｏｌｉの特異的捕捉）
　ビードベースの捕捉の特異性を決定するため、添加されたセレウス菌（ＡＴＣＣ　１１
７７８）細胞が、抗体が塗布されたビードに対するＥ．ｃｏｌｉの結合に与える影響を、
標準のアッセイ条件でテストした。Ｅ．ｃｏｌｉが約１０４個／ｍＬの懸濁液を様々な力
価のセレウス菌と混合し、ＩＭＳを実施したが、回収は、選択的にセレウス菌を抑制する
レベルで添加されたテトラゾリウムを含むＴＳＡ培地上で行った。その結果、細胞混合物
の直接平面培養が可能になったが、Ｅ．ｃｏｌｉのみを複製し、コロニー形成単位（ＣＦ
Ｕ）として定量化できた。
【０１３８】
　図３７に示すように、セレウス菌を添加すると、２つの細菌が１／１比で存在する場合
、ビードに結合するＥ．ｃｏｌｉの量は約２０％減少したが、１００，０００倍過剰なバ
シラス属細菌は、Ｅ．ｃｏｌｉの結合をコントロールの５６％まで減少させたにすぎなか
った。これは、ＤＹＮＡＬ（登録商標）ビードが優れた特異性を生じることが可能である
ことを示唆している。
【０１３９】
　（４．単クローン抗体を使用した、エアロゾルサンプルに由来するＥ．ｃｏｌｉの捕捉
）
　細菌細胞を効率的に捕捉し、精製、および回収できることを実証したので、これを、Ｓ
ｐｅｃｔｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから提供されたＢａｌｔｉｍｏｒｅエアサンプラに
由来する液体（ＢＡＳＬ）サンプルの９０％を含む溶液からのＥ．ｃｏｌｉＯ１５７の回
収に拡張することにした。ＢＡＳＬは、抗体を媒介とする結合および回収を潜在的に妨げ
る可能性がある、非常に多様な競合する微生物、花粉、並びにその他の化学物質および生
物学的物質を含む。
【０１４０】
　ＢＡＳＬ溶液からのＥ．ｃｏｌｉＯ１５７を濃縮および回収する能力をテストするため
、菌株を純粋培地中で成長させ、９０％のＢＡＳＬ、さらにコントロールとしてのＰＢＳ
Ｔ中で、１０２、１０３、および１０４ＣＦＵ／ｍＬの力価を用意した。ＤＹＮＡＬ（登
録商標）ビード（抗Ｏ１５７抗体を含む）の５μＬ懸濁液は、９０％ＢＡＳＬまたはＰＢ
ＳＴ中にＥ．ｃｏｌｉを含む２５０μＬのサンプルに添加し、揺動プラットフォーム上で
１０分間培養し、その後ビードを捕捉した。上清を除去し、ビードをＰＢＳＴで３回洗浄
し、ＰＰＢＳＴ中に再度懸濁させた。一次上清およびビードをプレートアウトしてＣＦＵ
の数を決定した。すべてのプレートの数は、セフィキシムおよび亜テルル酸塩（ＣＴ－Ｓ
ＭＡＣ）を添加されたＭａｃＣｏｎｋｅｙソルビトール寒天培地を使用して決定した。Ｃ
Ｔ－ＳＭＡＣは、Ｅ．ｃｏｌｉＯ１５７のための半選択培地であり、ＢＡＳＬ中に含まれ
る非常に多くの有機体から非Ｅ．ｃｏｌｉＣＦＵの総数を減少させるのに役立ち、ソルビ
トールの発酵によってＯ１５７の比色分析を提供する。
【０１４１】
　Ｅ．ｃｏｌｉＯ１５７の優れた結合および回収は、本願の標準ＩＭＳプロトコルを使用
して、９０％ＢＡＳＬを含む溶液から得られた（図３８）。一般に、細胞が、ＰＢＳＴま
たは９０％　ＢＡＳＬ中のどちらに分散していたかに関わらず、９０％を超える細胞がＩ
ＭＳビードに結合して回収された。これは、１０４、１０３、および１０２ＣＦＵ／ｍｌ
からテストした細胞濃度範囲全体に言えることだった。
【０１４２】
　図３９は、特に１０４ＣＦＲ／ｍｌの力価に関するデータセットを示す。第１バーおよ
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び第３バーは、コントロールの力価を示す。第２バーは、サンプルが、ＰＢＳＴ中でのみ
コントロールとして実施された場合のビード分画および上清分画中で回収された細胞の比
率を示す。第４バーは、実験が９０％　ＢＡＳＬ中でのみ実施された場合のビード分画お
よび上清分画中で回収された細胞の比率を示す。この実験は、ＢＡＳＬ中の構成成分が、
少なくともこの抗体およびそのエピトープに関して結合および回収を妨げないことを示す
。
【０１４３】
　（５．固相抽出法（ＳＰＥ））
　オフチップの使い捨て貫流デバイスのＳＰＥを評価したが、この貫流デバイスは、最大
でリットル台のサンプル量を処理することが可能であり、検体を小さい表面上に結合し、
干渉化合物が貫流するのを可能にした。最終的に、標的分析物は濃縮形態で回収され、マ
イクロチップベースのバイオプロセッサによって下流処理が行われるか、またはＳＰＥ物
質自体がマイクロチップのための供給原料でよい。
【０１４４】
　Ｅ．ｃｏｌｉのシリカマトリックスＳＰＥ捕捉を評価した。基本的なスキームは、様々
な力価の細菌を固層に通し、少量のバックフラッシュで溶離し、次に、細菌分の上清およ
び溶離液を分析することだった。以下の実験では、Ｅ．ｃｏｌｉのＤＨ５α菌株（Ｉｎｖ
ｉｔｒｏｇｅｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）をＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ（ＰＢＳＴ）中で、
細胞が１０４～１０２個／ｍＬの範囲内の希釈で調製した。すべての実験で、１００ｍｇ
の固体床を有するベアシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ　ＳＰＥカートリッジ（Ａｌｌ
ｔｅｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ社）を使用した。
【０１４５】
　各カートリッジに関して：（１）１８μＬの細菌／酵素混合液は、約５ｍＬ／分の流量
でＳＰＥ床を通過させた；（２）上清を収集し、細菌力価を分析した；（３）カートリッ
ジを２ｍＬの緩衝液でバックフラッシュし、溶離液中の細菌数を決定した。分析は、上記
のように３７℃でＴＳＡ上における細菌の成長によって実施し、細菌の相対的な捕捉およ
び回収を決定した。
【０１４６】
　（６．貫流モードでのＳＰＥ培地による細菌の保持）
　図４０は、２５，０００または４５，０００ＣＦＵ／ｍＬの比較的高濃度の細菌含むサ
ンプルを使用して、装填したサンプル中、並びにＳＰＥ後の上清および溶離液中の細菌濃
度の関数としての細菌アッセイの結果を示す。この範囲では、８０～９０％のＥ．ｃｏｌ
ｉがＳＰＥマトリックス中に保持されるが（図４１）、少量の細菌は通過し、非常に少量
（１％）の細菌は、後流によって回収される。したがって、シリカ上で強力な結合が見ら
れ、生存細胞の溶離は少ない。非常に低い力価、１２５および２５０ＣＦＵ／ｍＬでは、
比例してより多くの細胞がカラムを通過し、約２０％のみが保持される（データは示さな
い）。
【０１４７】
　（７．貫流モードでのＳＰＥおよびアガロース「Ｂｉｇビード」培地によるタンパク質
（β－ガラクトシダーゼ）の保持）
　いくつかの実施形態は、アガロースベースの「Ｂｉｇビード」を使用して、生体材料を
捕捉または精製する。市販のβ－ガラクトシダーゼ（Ｓｉｇｍａ）は、０．１Ｍのリン酸
緩衝液、ｐＨ７．５、１ｍＭのＭｇＣｌ２中に１００および１０ｎｇ／ｍＬの２種類の濃
度で溶解させた。これらの２種類の溶液は、５０Åの細孔サイズを有する１００ｍｇの５
０μｍシリカ粒子を含む「Ｅｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ」　ＳＰＥカートリッジ（Ａｌｌ
ｔｅｃｈ）、または５００μｍの硬化アガロースビードを含む５ｍｌの「Ｂｉｇビード」
カラムに通した。アガロースおよびシリカ由来の培地の両方に関して、酵素溶液（２０ｍ
ｌ）は、約５ｍＬ／分の流量でそれぞれのＳＰＥ床を貫流させ、上清を収集して、カート
リッジを約１ｍｌ／秒の流量の２ｍＬの緩衝液でバックフラッシュした。上清および溶離
液は、ｏ－ニトロフェニル－β－ガラクトシド（ＯＮＰＧ）を担体として使用して、酵素
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活性を分析した。
【０１４８】
　図４２は、１０および１００ｎｇ／ｍｌの酵素濃度の２つのマトリックスに関して、「
上清」、「溶離液」、および「保持された」分画のβ－ガラクトシダーゼ活性の分布のグ
ラフを示している。「保持された」は、装填、貫流、および溶離の間の差で計算される。
シリカに基づくＳＰＥ培地については、約７５％のβ－ガラクトシダーゼが貫流し、上清
中で回収される。バックフラッシュした溶離液中で、非常に少量の酵素（１～２％）が検
出される。したがって、約２５％のβ－ガラクトシダーゼがカラム上に保持される。「Ｂ
ｉｇビード」培地の場合、８５～９９％のβ－ガラクトシダーゼがカラムを貫流し、５％
未満が溶離液中で回収される（図４２）。これは、極めて少量の約０～１０％がマトリッ
クス上に保持されることを意味する。したがって、これらの培地は、毒素などの標的分析
物を、保持された物質から分離するために貫流モードで有用である可能性がある。
【０１４９】
　（８．貫流モードにおける捕捉培地としてのアガロース「Ｂｉｇビード」によるＥ．ｃ
ｏｌｉの保持）
　アガロースＢｉｇビードカートリッジが、Ｅ．ｃｏｌｉの菌株ＤＨ５αに選択的に結合
して濃縮する能力を評価した。図４３は、２，０００または４，７００ＣＦＵ／ｍｌの初
期細胞濃度で実施されたＢｉｇビード捕捉実験から入手した分画中のＥ．ｃｏｌｉＤＨ５
αの分布を示す。これらの実験は、１０４または１０３ＣＦＵ／ｍＬで２０ｍＬの細菌懸
濁液を使用して、０．１Ｍリン酸緩衝液、ｐＨ７．５、１ｍＭのＭｇＣｌ２中で実施した
。このアッセイは、ＴＳＡプレート上における成長だった。低力価（２，０００ＣＦＵ／
ｍＬ）では、＞７０％の細菌が、貫流する分画中で回収され、バックフラッシュした溶離
液中では、１％未満が回収された。高力価（４，７３０ＣＦＵ／ｍＬ）では、＞８０％の
細菌が貫流する分画中で回収され、溶離液中では５％未満が回収された。したがって、２
５～１０％の細菌のみが、Ｂｉｇビードマトリックスに結合した状態を保った。
【０１５０】
　（９．ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ用マイクロチップ）
　マイクロ流体デバイスのマイクロ製造は、本質的に、Ｌｉｕ　ｅｔ等、２０００．Ｐｒ
ｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９７（１０）：５３６９－５３７４に記載
したように実施した。簡潔に述べるなら、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔガラスウェハを洗浄し、ア
モルファスシリコンマスクを蒸着し、その後、ＨＭＤＳ層およびフォトレジスト層を接着
した。フォトレジストは、マスクを通して紫外線でパターン化され、チャネルパターンは
、一般的に、流体ウェハ上のチャネルの場合は４０μｍの深さまで、および多岐管ウェハ
の場合は、７０μｍの深さまで、高濃度ＨＦで化学的にエッチングした。フォトレジスト
およびアモルファスシリコンは剥離され、点検孔は、ダイアモンドドリルを有するＣＮＣ
小型ミルを使用して穿孔した。これらの孔は、４層マイクロチップで反応および検出チャ
ンバとして使用することができる。あるいは、超音波ドリルを使用して、すべての孔を同
時に超音波穿孔する。洗浄後、流体用ウェハおよびバイアウエアを位置合わせして熱結合
した。多岐管ウェハおよびＰＤＭＳ膜を追加して、４層マイクロチップを形成した。
【０１５１】
　２つのＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒのマイクロチップを設計し、構築した。第１
のマイクロチップ、ＭＢＩ－１１　２４０（図１９）は、多様なスケールで、本質的なマ
イクロ流体処理用オンチップ構成要素を隔離およびテストするために設計した。これは、
（１）バルブの設計、（２）反応チャンバの設計、（３）連動反応、および（４）ルータ
の設計の実施形態を実証する。各々の動作は、バルブ、ポンプ、およびルータを作動させ
るため、８チャネルのフルスケールの空気圧システム２４１によって制御される。３層お
よび４層チップにおけるＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータの作動についてテストした
。チップの各々の要素は、バルブの動作を促進するため、８チャネルのフルスケール空気
圧バスを使用してインターフェースするように設計されている。
【０１５２】
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　第２ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒマイクロチップ、ＭＢＩ－１２は、サイクル配
列決定またはＰＣＲのビードに由来する両方のサンプル調製をテストするため、また、個
々に、およびサンプル調製と一緒にμＣＡＥをテストするために開発された。図２０に示
すマスクの構造は、エッチングされ、機能的な４層マイクロチップに組み立てられてテス
トされるテストされる。ＭＢＩ－１２は、μＣＡＥチャネルのいくつかの設計、およびこ
れらを上流のサンプル調製デバイスに接続する方法を有する。
【０１５３】
　ＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータを使用し、バイアなどの深いチャンバ内で良好に
機能する表面弾性波（ＳＡＷ）混合を使用して混合を実証した。ＳＡＷは、マイクロチッ
プのチャンバ内で拍動内圧波を生成し、溶液を均質化して混合する。
【０１５４】
　マイクロおよび／またはナノスケール量を混合することは難しく、一般に拡散によって
制限される可能性があるが、本明細書に開示するＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータは
混合を強化し、溶液を混合する時間を実質的に減少させることができる。様々な例示的な
実施形態では、本明細書に開示する１つ以上のバルブ、ポンプ、およびルータは、２種類
以上の液体を連続的に、または実質的に同時に混合することを容易にするように、様々な
ジオメトリまたは形式で配置することができる。混合の速度および程度は、実践者の裁量
で選択することができる。例示的な様々な実施形態では、混合は、迅速に行われるか、お
よび／または実質的に完全に行われる。当業者は、混合速度および程度は流体の数および
タイプ、量、並びに混和性によって決まる可能性があることを理解するであろう。所望の
混合速度および程度の選択は、当業者の能力の範囲内である。例示的な様々な実施形態で
は、混合は、ＭＯＶバルブおよび／またはポンプがルータとして使用されるか、または「
Ｔ」混合器内で使用される場合に効果的である。いくつかの実施形態では、溶液は、２つ
以上のポンプによって、ルータまたは「Ｔ」構造を通して、流体の往復運動によって混合
することができる。
【０１５５】
　（１０．生物兵器防衛のためのサンプル調製を実施するＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓ
ｏｒ）
　このバイオプロセッサモジュールは、上流のエアサンプル収集装置、または他の投入デ
バイスからサンプルを収容し、保存および再テストのための部分標本を作製し、サンプル
を溶解し、サンプルを調製して標識し、単一分子蛍光相関検出器に排出して分析する。バ
イオプロセッサモジュールは、流体回路を含む使い捨てのプラスチックカートリッジ、お
よびカートリッジを作動させる機器を備える。
【０１５６】
　分析前に、サンプルは区分され、部分標本に分割される。自動化マイクロ流体プロセッ
サは：１）テストのための核酸を調製し；２）テストのためのタンパク質を調製し；３）
検出のための細胞を調製し；４）陽性サンプルの再テストおよび法医学的分析のために保
存することができる。
【０１５７】
　カートリッジは、「ＣＤ」フォーマットであり、セクタ内のカートリッジ当たり１２個
のバイオプロセッサユニットを有し、各々のユニットが単一サンプルに使用される。カー
トリッジは、あるバイオプロセッサユニット内で１つのサンプルを処理し、次に回転して
、次のバイオプロセッサユニット内に次のサンプルを収容する。２時間のサンプリング体
系のために、カートリッジは、ＣＤチェンジャに類似する小型回転ラック内に保存された
一連のカートリッジから自動的に毎日変更される。カートリッジおよび試薬を補給するた
めの手動介入は、約２週間毎に約１回実施される。
【０１５８】
　この機器は、カートリッジを保存し、試薬を装填し、実行し、および交換する機構を提
供する。この機器は、１）圧力または真空を送達してソレノイドを開閉し、バルブおよび
ポンプを作動させ、２）カートリッジの領域を加熱および冷却し、３）小型回転ラックに
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、および小型回転ラックからカートリッジを移動させ、４）超音波により有機体を破壊し
、並びに５）必要に応じて他の機能を行なう機能を有する。
【０１５９】
　（１１．生物兵器防衛のための遺伝子分析を実施するＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）
　サンプル濃縮モジュール。マクロスケールで開始し、標的有機体の表面エピトープに対
する抗体で変性された磁気ビードは、チャンバ内のミリリットル量の空気収集装置２１０
の廃液（または他のマトリックスから生成されたスラリ）に添加される（図８）。ビード
は、個々の有機体、サブタイプ、種などに特異的な抗体を塗布された一連のビードの混合
物である。問い合わせる有機体の範囲は、試薬の混合物を追加して拡張することができる
。ビードは標的有機体を捕捉し、不純物は、洗浄によって、つまり一次元の選択性および
特異性を提供することによって除去される。標的有機体を含むビードは、ＳＣＰＭ２１１
内の磁石によって収集される。
【０１６０】
　サンプル増幅および分析モジュール。次に、ビードは、マイクロスケールに入り、Ｎａ
ｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ（ＮＢＰ）のマイクロチップ２１３上で溶解緩衝液を含む
レザバ２１２内に装填され、その後のすべての操作はマイクロ流体スケールで行われる。
ＮＢＰマイクロチップ２００（図１８）は、制御要素としてマイクロ流体オンチップバル
ブおよびポンプを使用して、個々のバイオプロセッサユニット内でサンプルを処理するよ
うに設計される。ビードは、レザバ２２１から揚送されて堰２２２によって捕捉され、堰
２２２で超音波処理され、胞子および／または細胞を破壊して、ＤＮＡを放出する。ＤＮ
Ａは、反応チャンバ２２３に移動され、そこでμＲＴ－ＰＣＲ用のプローブを有する特異
的なプライマーとともにＰＣＲ試薬がオンチップポンプによって添加され、多重化反応で
μＲＴ－ＰＣＲが実施される－つまり、二次元の生化学的選択性および特異性を提供する
。
【０１６１】
　ＲＴ－ＰＣＲは、強力な分子診断学的ツールであるが、蛍光がヌクレアーゼ、非特異的
伸長、または他のメカニズムによって抑制されないため、高度の可変的な背景という問題
がある。擬陽性を最小限にするため、推定上陽性であるμＲＴ－ＰＣＲサンプルは、高速
（＜５分間）オンチップマイクロチャネル毛細管アレイ電気泳動分離２２４によって分離
され、さらに選択性および特異性を得る。様々な断片長さの産出物は、生物情報学的なプ
ライマーの構造によって生成され、マイクロチャネル電気泳動分離、および蛍光発光によ
って識別される－つまり、断片のサイジングによって、真の陽性の確証および識別ととも
にＰＣＲ反応の多重化を高めることが可能になる。マイクロチップ２２５上には、少なく
とも９６個のバイオプロセッサユニットが放射状に配置される（図１８）。９６チャネル
のマイクロチップは、時間当たり１個のチャネルを使用して４日間作動する。
【０１６２】
　（１２．ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒで実施されるＥＸＰＡＲ反応）
　ＥＸＰＡＲは、オリゴヌクレオチド配列、熱安定性ポリメラーゼ、および切断酵素を使
用して、６０℃でＤＮＡの短い断片を特異的に増幅させるための高速等温法である。生成
物は、蛍光またはＭＳによって検出される。ＥＸＰＡＲ反応は、遺伝子テスト、遺伝子発
現測定、分子診断学、生物兵器防衛およびその他の用途のためにＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃ
ｅｓｓｏｒにインプリメントされる。
【０１６３】
　反応ミックスは、単一工程でサンプルに添加され、熱安定性ポリメラーゼおよび切断酵
素は、マイクロチャネル内で大多数のその他のタンパク質と同様に機能する。ＥＸＰＡＲ
は、わずかな適応を行なった後、図１５もしくは２０に示すマイクロチップ内で、または
図１３に示すマイクロチップ内で実施される。拡散、ＤＮＡまたはＲＮＡは、１つの標識
されたＩＭＳ投入部２５０などのマイクロチャネル内で、ＭＯＶポンプ２５１を使用して
チャンバ内に移動させられ、次に、試薬チャネル２５２の１つから単一反応ミックスが添
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加される。流体回路は、複数の反応物質の１つを反応チャンバ２５３に添加するために使
用される。反応チャンバの温度は、任意に制御される。反応後、処理済みのサンプルは、
ＭＯＶポンプを使用してレザバまたは管２５４内に揚送され、オフチップＭＳにより分析
が行われるか、または蛍光、化学発光、もしくはその他の検出方法によってマイクロチッ
プ上で分析される。分析用の単一チャネルのほか、サンプルは、ＭＯＶルータを使用して
多数のチャネルとして分割し、その後、多重ＥＸＰＡＲが行われる。
【０１６４】
　（１３．ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒで実施されるＲｉｂｏＭａｋｅｒ反応）
　ＲｉｂｏＭａｋｅｒ検出システムは、ａｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（商標）と呼ばれるＲＮ
Ａポリメラーゼ（ＲＮＡＰ）転写の開始不全をベースとしており、人工プロモータ複合体
（ＡＰＳ）、およびＲｉｂｏＬｏｇ（商標）と呼ばれるヌクレオチド類似体を使用する。
ＡＰＣは、５０～４５０個のトリヌクレオチド不全生成物／分／部位を生成するためにＲ
ＮＡＰポリメラーゼのための開始部位を提供する。検出は、ＭＳ分析、蛍光、化学発光、
または当業者が十分に周知している他の方法によって行うことができる。ＤＮＡまたはＲ
ＮＡ分析では、ＡＰＣは、標的部位プローブに特異性を提供するフランキング配列を有す
ることができる。異なる質量単位を有するＲｉｂｏＬｏｇは、どの部位が結合しているか
を識別することができる。問い合わせる配列の異なる部分に複数のＡＰＳを結合すること
によって、ＲｉｂｏＬｏｇのフィンガープリントは、生物兵器防衛に関する追加の特異性
情報を提供することができ、擬陽性および擬警報を排除するのに役立つ可能性がある。タ
ンパク質の場合、ＡＰＣユニットは、抗体に結合させることができる。ＲｉｂｏＭａｋｅ
ｒ検出は、高速で線形であり、ＰＣＲと比べて、抑制に対して感受性が低いと主張される
。
【０１６５】
　ＲｉｂｏＭａｋｅｒ反応は、ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ用マイクロチップ、た
とえば図１３に示すマイクロチップ上で行われる。単一ＡＰＣ試薬、次に単一反応ミック
スを添加する場合、２つの混合工程が必要である。ＲｉｂｏＭａｋｅｒサンプルがビード
上に捕捉されると、ビードは、ＩＭＳ投入部（図１３）を通って反応チャンバ内に入り、
反応チャンバは、ビードを捕捉する堰または磁石を任意に有する。ＡＰＣは、試薬チャネ
ルの１つを使用して添加される。ＲｉｂｏＬｏｇは、第２試薬チャネルから添加される。
必要な場合、反応物は、ポンプＡおよびＢ間を往復して移動する。
【０１６６】
　（１４．マイクロチップＣＭＳアレイの構造）
　１６チャネルマイクロチップ２７０の実施形態を図２３に示す。バルブおよびポンプの
作動ライン２７１は、垂直に延びており、外部作動ラインを接続可能なマイクロチップの
底部上のバイアで終端するように示されている。サイクル配列決定混合物は、シリンジポ
ンプによって左側のチャネル２７２に供給され、マイクロチップを再生させるための水ま
たは緩衝液は、右側のチャネル２７３に供給される。これらの「サービス」チャネルはと
もに、１６チャネルすべてに供給するように多重化され、流れを制御するためにオンチッ
プポンプまたはバルブ２７４をそれぞれ有する。このマイクロチップは、ガラス製ウェハ
およびＰＤＭＳ膜から４層デバイスとして構成される。
【０１６７】
　（１５．完全ＭＩＮＤＳシステム）
　完全なＭＩＮＤＳシステムを作製するため、コアＭＩＮＤＳシステムからの機器を修正
する：１）ビードサービスチャネルが追加され、個々のビードを送達するためのビード分
類メソッドとインターフェースされる；２）マイクロチップインターフェースデバイス上
の抵抗加熱器構造、および電極リングがマイクロチップに変更される；３）単一ビードが
、装填およびと除去を確実に繰り返すように、マイクロチップを修正する。
【０１６８】
　ＭＩＮＤＳマイクロチップの構造を図２４に示す。このマイクロチップは、図２２に示
すコアＭＩＮＤＳマイクロチップに類似しているが、ビードサービスチャネルが、投入ラ
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インに通じ（３３０）、サンプル容量が４分の１に減少して２５ｎＬになり、ビードを捕
捉するため、サイクル配列決定チャンバ内に堰が形成されている点が異なる。単一ビード
は、投入チャネルを通して投入される。堰は、２μｍしかエッチングされていないため、
追加のマスクおよび製造工程が必要である。
【０１６９】
　単一ビードは、電極に通じるチャネルのみを使用して、サイクル配列決定チャンバ内に
揚送され、アフィニティー捕捉チャンバに流れる。堰は、ビードの移動を停止する。ビー
ドが装填されると、順方向および逆方向の両方の対合末端の読み込みのためのプライマー
を含む２５ｎＬのサイクル配列決定混合物は、オンチップポンプで反応チャンバ内に揚送
される。チャンバに隣接するバルブは閉鎖され、温度が循環する。循環後、サイクル配列
決定混合物中のサイクル配列決定産出物は、電極レザバ６内に揚送され、２つのサンプル
浄化チャンバ内に電気泳動され、本質的には上記のように処理され、読み込まれる各々の
対合末端は個々の分離チャネル内に注入される。廃棄物に通じるバルブが開放され、ビー
ドは、洗浄ラインによって廃棄物チャネル内にフラッシュされる。分離再生は、上記のよ
うに行われる。
【０１７０】
　単一ビードは、１）十分に分離しているマイクロ流体ビードストリングを操作し、それ
らを連続的または同時に各々のチャネル内に移動させるか、２）各チャネル内にビードの
「ビン」から供給し、それらを１度に１つずつサイクル配列決定反応器内に分配するか、
または３）個々のビードを磁気的に操作するか、もしくは毛細管の端部上に取り上げて、
「ピック・アンド・プレース」操作を行うことによって、各々のチャネル内に供給される
。ビードストリングの方法では、ビードは、ＦｌｕｏｒＩｎｅｒｔ（３Ｍ）などのおそら
く不混和性の大量の液体によって次のビードから空間的に十分に分離される。以前、サイ
クル配列決定およびＰＣＲ反応に、多量のＦｌｕｏｒｌｎｅｒｔを使用して成功したこと
がある。ビードストリングは、一緒に粗位置に移動させる。その結果、バルブは、循環し
ているビードサービスチャネルを閉鎖し、流れは、ビードを装填チャネル内に移動させる
のに十分な長さだけ、個々のサイクル配列決定チャンバを通って迂回する。装填チャネル
上のバルブが閉鎖され、ビードサービスチャネル上のバルブが開放し、次のビードが次の
チャネル内に配置される。また、並行した変更も可能であり、装填時間を最低限にするこ
とができる。光学ビードセンサは、タイミングおよび供給流の調節を支援するのに役立つ
可能性もある。
【０１７１】
　ＭＩＮＤＳシステムは、５０μｍのレーザ穿孔検査孔を有するバルブおよびポンプを使
用して、数ナノリットルのポンプ容量を減少させる。あるいは、２５０μｍの孔を有する
バルブは、各サイクル上の部分「ストローク」で部分的に開放する。チャンバを囲むバル
ブは、拍動してチャンバ内のビードを移動させるか、または外部超音波混合が適用される
。表面相互作用は、必要に応じて適用された表面改質を含む添加物によって改善される。
【０１７２】
　直接注入するために、サンプル浄化マトリックスは、分離チャネルと直列に配置される
。図４４に示すように、この構造は、ビードおよびサンプル浄化用のサイクル配列決定チ
ャンバのよく知られている要素を有するが、サンプル浄化チャンバは、分離チャネルの陰
極側に移動されている。サイクル配列決定サンプルは、サンプル浄化マトリックス上に電
気泳動さられ、不純物は、必要に応じてフラッシュされる陰極チャンバ内に移動される。
清潔なサンプルは、サンプル浄化マトリックス上の鋭利なバンド内にあり、チャンバを加
熱することによって放出され、分離が開始する。その結果、鋭利なバンドが容量測定的に
分離チャネル上に注入される。したがって、各々のサンプル浄化マトリックス上に収集さ
れたすべてのサンプルが分析され、これは、ｔｗｉｎＴの装填によって、１サンプルの分
画のみの分析が可能になる一般的なｔｗｉｎＴ注入に見られる「中間留分」と対照的であ
る。
【０１７３】
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　（１６．オンチップＭＯＶデバイスによる混合）
　４層マイクロチップを使用して、オンチップＭＯＶデバイスによる混合を実証した。こ
の混合の実証では、ＭＢＩ－１３マイクロチップ上に製造した３種類の構造、つまりボー
ラス混合、ルータ混合、および「Ｔ」混合を使用した。水およびブリリアントレッドの染
料溶液を混合した。
【０１７４】
　これらの構造は、（１）２つの対向するＭＯＶポンプ（図４５）、（２）２つの対向す
るＭＯＶポンプ、および空気によって分離されたボーラスを形成する第３のポンプ、並び
に（３）ルータを使用して、２つの流れを混合する方法を使用した。すべてのチップ混合
構造は、浄水および赤色染料溶液の良好な混合を実証した。揚送配列では、液体の一部が
往復して移動し、最後のバルブを出たことが観察された。最後のバルブは、チャネルが開
放しているため、多量の液体をチャネルから吸引する。この移動によって、バルブ内部に
良好な混合が生じた。
【０１７５】
　図４６に示す構造を使用して、ボーラスを生成した。５つのバルブによって形成された
ＭＯＶルータは、試薬を２つのウェル（標識１および３）から、および空気をウェル２か
ら青色の反応チャンバ内に揚送し、空気によって分離されたボーラスを形成する。様々な
論文が、ボーラス内部の混合は良好であり、こうした混合は、壁部に接触する物質が減速
する時に、ボーラス内部に混合を生じる壁部の剪断力によって駆動されることを実証して
いる。本願の事例では、混合は、複数の揚送工程で、２種類の試薬を往復させて空気チャ
ネル内に移動させることによって支援された。一方は染料を含み、他方は単なる水という
２種類の溶液を使用することによって、ボーラスが反応チャンバに達する時まで、色の変
化は見られなかった。
【０１７６】
　図４５は、ボーラスおよびルータ混合の例示的なチップ構造を示す。混合された液体／
空気のボーラスは、水１をポート１から、空気をポート２から、および染料をポート３か
ら揚送することによって生成された。色に差がないことは、反応チャンバ全体で観察され
た。ルータ内における試薬１および３の混合は、ポート２を閉鎖して調査した。各々の揚
送サイクルでは、水および染料は、層流モードでルータに入り（ルータは、半分白色、半
分赤色に見える）、混合は、出口バルブ、およびチャネルの開始部分で開始する。次の揚
送サイクルは、出口バルブが開放した時の出口バルブの量に等しい量を、チャネルの後部
から吸引する。出口バルブ内部におけるこうした前後運動は、非常に効率的な混合高価を
生じる。やはり、色の差は、反応チャンバ全体に見られず、これは、少なくとも顕微鏡ス
ケールで、均一な混合と一致している。
【０１７７】
　図４７は、「Ｔ」混合の場合の例示的なチップ構造を示す。良好な混合は、ポンプの出
口バルブ内部の「往復」運動により、「Ｔ」接合点から数ｍｍで観察された。色の差は、
２ｍｍ反応チャンバ全体に見られなかった。この特殊な「Ｔ」混合を分かりやすくするた
め、次の動画フレーム（図４８）が、このプロセスを示す。工程１で、入口バルブが開放
し、出口バルブが閉鎖する（混合溶液は、主チャネル内に押し入れられる）。工程２で、
ポンプのバルブが開放する（水中の赤色染料がさらに拡散する状態が見られる）。工程４
で、入口バルブが閉鎖し、出口バルブが開放する（半混合溶液のプラグが、主チャネルか
ら逆に吸引する）。工程４で、ポンプのバルブが閉鎖する（新しい溶液スラグが押され、
層状流が主チャネル内に見られる）。
【０１７８】
　工程３の混合液の逆流は（出口バルブの開放による）、良好な混合を達成するのに役立
つ）。図４９は、「Ｔ」接合点から数ｍｍ下流における均一な溶液の色の拡大図を示す。
【０１７９】
　テストした３種類のＭＯＶ混合方法はすべて、「このタイプの揚送システムによって誘
発された「往復」運動により、良好な混合状態を生成した。ボーラス混合では、反応チャ
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ンバ内に気泡が生成されたが、これは、良好な反応を得る上で不利な場合がある。１５０
μｍチャネルのわずか数ｍｍは（接合点から下流に）、良好な混合を達成するのに十分で
ある。ＧｅｎＩＩ構造では、新しいＩｏｎｉａｎ　ＮＥＡアッセイによるＭＯＶ混合を使
用して試薬およびサンプルをチップ上で混合し、反応を実行し、ＭＯＶ混合で反応を停止
することにした。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】図１は、サンプル捕捉、精製モジュール（ＳＣＰＭ）、およびバイオプロセッサ
モジュール（ＢＰＭ）ワークフローの一実施形態を示す。
【図２】図２は、毒素アッセイワークフローの一実施形態を示す。
【図３】図３は、バイオプロセッサモジュール（ＢＰＭ）と集積化されたサンプル捕捉お
よび精製モジュール（ＳＣＰＭ）の一実施形態を示す。
【図４】図４は、オフチップ貫流カートリッジの一実施形態を示す。
【図５】図５は、進行波貫流ビードビータの一実施形態を示す。
【図６】図６は、プローブが収集装置の廃液内に直接挿入される貫流音波処理の一実施形
態を示す。
【図７】図７は、核酸精製モジュールの一実施形態を示す。
【図８】図８は、エアサンプラ、サンプル濃縮モジュール、並びにマイクロ流体サンプル
増幅および分析モジュールを含む生物兵器防衛用途に使用可能なナノバイオプロセッサモ
ジュラーシステムの一実施形態を示す。
【図９】図９は、ＭＯＶ（商標）バルブの一実施形態を示す。
【図１０】図１０は、微細加工ポンプの一実施形態を示す。
【図１１】図１１は、微細加工ルータの一実施形態を示す。
【図１２】図１２は、サンプル浄化マトリックスを供給する３次元接続サービスチャネル
の一実施形態を示す。
【図１３】図１３は、１つ以上の反応物を反応チャンバに追加するための流体回路の実施
形態を示す。
【図１４】図１４は、サイクル配列決定モジュール（ＣＳＭ）反復ユニットの一実施形態
を示す。
【図１５】図１５は、単一バイオプロセッサユニットの一実施形態を示す。
【図１６】図１６は、外部作動ＭＯＶバルブおよびポンプを使用するマイクロチップカー
トリッジの一実施形態を示す。
【図１７】図１７は、１２ユニットのバイオプロセッサカートリッジの一実施形態を示す
。
【図１８】図１８は、非バイオプロセッサユニットおよびマイクロチップのレイアウトの
一実施形態を示す。
【図１９Ａ】図１９は、マイクロチップ実施形態ＭＢＩ－１１を示す。パネルＡは、青色
の流体層、および赤色の作動層を示すマスク構造を示す。パネルＢは、２つの各入力およ
び出力レザバ、反応チャンバ、保管チャンバ、並びに３方ルータを有するサブアセンブリ
を示す。バルブの８つの空気制御ラインは、空気に対する標準のコネクタで終端する。パ
ネルＣは、エッチングされたマイクロ流体ウェハを示す。パネルＤは、組み立てられたＭ
ＢＩ－１１３層マイクロチップを示し、縮尺比を示す実験用のマーキングペンを含む。
【図１９Ｂ】図１９は、マイクロチップ実施形態ＭＢＩ－１１を示す。パネルＡは、青色
の流体層、および赤色の作動層を示すマスク構造を示す。パネルＢは、２つの各入力およ
び出力レザバ、反応チャンバ、保管チャンバ、並びに３方ルータを有するサブアセンブリ
を示す。バルブの８つの空気制御ラインは、空気に対する標準のコネクタで終端する。パ
ネルＣは、エッチングされたマイクロ流体ウェハを示す。パネルＤは、組み立てられたＭ
ＢＩ－１１３層マイクロチップを示し、縮尺比を示す実験用のマーキングペンを含む。
【図１９Ｃ】図１９は、マイクロチップ実施形態ＭＢＩ－１１を示す。パネルＡは、青色
の流体層、および赤色の作動層を示すマスク構造を示す。パネルＢは、２つの各入力およ
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び出力レザバ、反応チャンバ、保管チャンバ、並びに３方ルータを有するサブアセンブリ
を示す。バルブの８つの空気制御ラインは、空気に対する標準のコネクタで終端する。パ
ネルＣは、エッチングされたマイクロ流体ウェハを示す。パネルＤは、組み立てられたＭ
ＢＩ－１１３層マイクロチップを示し、縮尺比を示す実験用のマーキングペンを含む。
【図１９Ｄ】図１９は、マイクロチップ実施形態ＭＢＩ－１１を示す。パネルＡは、青色
の流体層、および赤色の作動層を示すマスク構造を示す。パネルＢは、２つの各入力およ
び出力レザバ、反応チャンバ、保管チャンバ、並びに３方ルータを有するサブアセンブリ
を示す。バルブの８つの空気制御ラインは、空気に対する標準のコネクタで終端する。パ
ネルＣは、エッチングされたマイクロ流体ウェハを示す。パネルＤは、組み立てられたＭ
ＢＩ－１１３層マイクロチップを示し、縮尺比を示す実験用のマーキングペンを含む。
【図２０】図２０は、サンプル調製と集積化された毛細管電気泳動法（μＣＡＥ）のため
のナノ流体構造を含むマイクロチップの実施形態ＭＢＩ－１２を示す。流体チャネルは青
色で示され、ＭＯＶ作動チャネルは赤色で示されている。
【図２１】図２１は、二重分析チャネルによる二重対合末端読込みアフィニティー捕捉サ
ンプル浄化の一実施形態を示す。暗色層はマイクロ流体、グレーのラインはサービス層で
ある。バルブ作動層は図示されていない。薄い破線で囲まれたボックスは、ＤＮＡ分析反
復ユニットを画定する。
【図２２】図２２は、集積化されたサンプル、調製、浄化、および分析用ＭＩＮＤＳマイ
クロチップ反復ユニットの一実施形態を示す。
【図２３】図２３は、１６チャネルの２００ｎＬサイクル配列決定モジュールマイクロチ
ップの一実施形態を示す。
【図２４】図２４は、マイクロビード供給集積化サンプル、調製、浄化、および分析用Ｍ
ＩＮＤＳマイクロチップ反復ユニットの一実施形態を示す。２つのアフィニティー捕捉お
よび分離チャネルを有する２５ｎＬサンプル調製チャンバが示されている。
【図２５】図２５は、充填されている試薬、核酸精製、および毒素モジュールを含む使い
捨てカートリッジとして設計されているマイクロチップの一実施形態を示す。
【図２６】図２６は、マイクロチップインターフェースデバイスの機器制御の一実施形態
を示す。
【図２７】図２７は、ＭｉｎｉＰｒｅｐ機器内に管類が実装されたマイクロチップ真空チ
ャックの一実施形態を示す。
【図２８】図２８は、ＭｉｎｉＰｒｅｐ機器内でバイオプロセッサ用マイクロチップを作
動させるための関連ハードウェアの一実施形態を示す。
【図２９】図２９は、経路長が増加したＲＴ－ＰＣＲチャンバの一実施形態を示す。
【図３０】図３０は、回転スキャナの一実施形態を示す。
【図３１】図３１は、核酸分析（ＲＴ－ＰＣＲおよびμＣＡＥ）に使用可能なバイオプロ
セッサモジュールのマスクデザインの一実施形態を示す。
【図３２】図３２は、各々がＲＴ－ＰＣＲおよびμＣＡＥ機能を有する４８個のユニット
を６’’ウェハを備えるバイオプロセッサ用マイクロチップのウェハスケールのデザイン
の一実施形態を示す。
【図３３】図３３は、多重化バイオプロセッサ回路の一実施形態を示す。ＭＯＶルータは
、サンプルを３つの多重化ＲＴ－ＰＣＲ反応物に分割し、法医学および再検査サンプルを
作製し、μＣＡＥ確認のためのサンプルを選択することができる。
【図３４】図３４は、８’’ウェハによる１２’’ウェハのモデル化を示す。
【図３５】図３５は、ある濃度範囲全体のビードによるＥ．ｃｏｌｉの捕捉を示す。
【図３６】図３６は、Ｅ．ｃｏｌｉの免疫捕捉において、ＤＹＮＡＬ（商標）ビードに結
合した単クローン抗体の滴定を示す。
【図３７】図３７は、セレウス菌がＥ．ｃｏｌｉの免疫捕捉に与える影響を示す。
【図３８】図３８は、スパイクエアサンプラ液からの免疫捕捉によるＥ．ｃｏｌｉの回収
を示す。
【図３９】図３９は、特に図３８の１０４ＣＦＵ／ｍｌの力価に関するデータセットを示
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【図４０】図４０は、１００ｍｇのシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ　ＳＰＥ培地床を
通過したサンプルの様々な分画に関して、高力価のＥ．ｃｏｌｉを濃縮させた結果を示す
。
【図４１】図４１は、１００ｍｇのシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ　ＳＰＥ培地床を
通過した後の様々な分画中に存在する高濃度Ｅ．ｃｏｌｉに由来するすべての細菌の割合
を示す。
【図４２】図４２は、シリカビード（左）およびＢｉｇビード（右）を使用するβ－ガラ
クトシダーゼの回収を示す。
【図４３】図４３は、Ｂｉｇビードを使用するＥ．ｃｏｌｉの回収を示す。
【図４４】図４４は、分離チャネル内に直接射出させるサンプル浄化を含む直接射出スキ
ームの一実施形態を示す。
【図４５】図４５は、ＭＯＶデバイスによるオンチップ混合の一実施形態を示す。
【図４６】図４６は、ＭＢＩ－１３Ｔ－ｃｈａｎｎｅｌｓおよびボーラスに関するＭＯＶ
ポンプによる混合の一実施形態を示す。
【図４７】図４７は、ポート１から水を揚送し、ポート２から赤色染料を揚送した「Ｔ混
合」のチップデザインの一実施形態を示す。実質的な混合は、「Ｔ」接合点から数ミリメ
ートルで観察し、２ｍｍの反応チャンバ全体で色の違いは見られなかった。
【図４８】図４８は、タイミングが各工程で１秒だった４工程揚送順序における「Ｔ」チ
ャネル接合点の一実施形態の画像を示す。チャネル寸法は深さ５０μｍ、幅１５０μｍだ
った。ポンプのバルブ容量は約５０ｎＬだった。
【図４９】図４９は、「Ｔ」接合点から数ミリメートル下流で、揚送工程３で撮影された
近接写真を示す。チャネル幅は１５０μｍだった。実質的な混合と一致する均一な色が明
らかである。
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