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(57)【要約】
　被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集のリア
ルタイム・モニタリングを提供するためのマイクロ流体
素子。その素子は、生体サンプルの流路用に構成された
チャネルを備え、前記チャネルは、下流のせん断減速領
域と連結した上流のせん断加速領域を誘導するように構
成され、その間にせん断ピーク速度領域を定義し、前記
下流のせん断減速領域が血小板凝集域を定義する、突起
を備える。素子は、さらに、前記生体サンプルが前記チ
ャネルを通過する結果としてのの、凝集域における血小
板の凝集を検出するための血小板検出手段も備える。さ
らに、被験体から得られた生体サンプルのリアルタイム
の血小板凝集を評価する方法についても説明する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集のリアルタイム・モニタリングを提供す
るためのマイクロ流体素子であって、
　前記生体サンプルの流路用に構成されたチャネルと、
　前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果としての、凝集域における血小板の凝
集を検出するための血小板検出手段と、
を備え、
　前記チャネルが、下流のせん断減速領域と連結した上流のせん断加速領域を誘導し、そ
の間にせん断ピーク速度領域を定義するように構成された突起を備え、
　前記下流のせん断減速領域が血小板凝集域を定義する、
マイクロ流体素子。
【請求項２】
　生体サンプルが、前記素子を通って、初期のせん断速度を生理学的範囲（１５０～１０
，０００秒-1）に定義および抑制する速度で送り出される際に、１０×１０3秒-1～１５
０×１０3秒-1の範囲のせん断ピーク速度を誘発するように、突起が構成されることを特
徴とする請求項１記載のマイクロ流体素子。
【請求項３】
　前記突起が、
　せん断の加速領域を定義するために、前記チャネルを通じた流れの優勢方向に対して０
°～９０°の角度である上流面と、
　せん断の減速領域を定義するために、前記チャネルを通じた流れの優勢方向に対して０
°～９０°の角度である下流面と
を備えていることを特徴とする請求項１または２記載のマイクロ流体素子。
【請求項４】
　前記上流面および下流面が、前記チャネルを通るそれぞれ流れの優勢方向に対して３０
°～９０°の角度であることを特徴とする請求項３記載のマイクロ流体素子。
【請求項５】
　前記ピークせん断領域が、前記突起とそれに対向するチャネル壁に関するギャップ幅に
よって定義され、
　前記ギャップ幅が１０μｍ～４０μｍの範囲から選択されることを特徴とする請求項３
または４記載のマイクロ流体素子。
【請求項６】
　前記チャネルを通る流れの優勢方向に対して並行に測定した前記ギャップの幅が、０．
５～２０μｍであることを特徴とする請求項５記載のマイクロ流体素子。
【請求項７】
　前記上流および下流面が実質的に平面、凹面または凸面であることを特徴とする請求項
３～６いずれか１項記載のマイクロ流体素子。
【請求項８】
　被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集を評価するためのマイクロ流体素子であ
って、
　前記生体サンプルの流路用に構成されたチャネルと、
　前記生体サンプルが前記チャネルを通過した結果として、凝集域における血小板の凝集
を検出するための血小板検出手段と、
を備え、
　前記チャネルが前記サンプルの流れを摂動するための突起を有し、
　前記突起の少なくとも１つの断面寸法が実質的に１００マイクロメートル未満であり、
　前記突起が前記チャネル内に血小板凝集域を画成するように構成されている、
マイクロ流体素子。
【請求項９】
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　流れの分離または渦の形成のない、十分に安定な血流を維持するために、前記チャネル
の構成および流速が、前記チャネル内のレイノルズ数を約２６以下に維持するように適合
されることを特徴とする請求項１～８いずれか１項記載のマイクロ流体素子。
【請求項１０】
　前記突起が、前記チャネル内に配置された球形の突起を構成し、その周りを前記サンプ
ルが流れることを特徴とする請求項８記載のマイクロ流体素子。
【請求項１１】
　実質的に等量のサンプルが前記球形の突起のそれぞれの側に流れるように、前記球形の
突起が、前記チャネルの幅にわたって中央に配置されることを特徴とする請求項１０記載
のマイクロ流体素子。
【請求項１２】
　複数のチャネルが提供され、
　各チャネルが実質的に同一寸法の突起を有し、
　前記検出手段が、すべてのチャネルにおけるすべての血小板凝集の合計を検出するよう
に動作可能である
ことを特徴とする請求項１～１１いずれか１項記載のマイクロ流体素子。
【請求項１３】
　複数のチャネルが提供され、
　各チャネルが実質的に異なる寸法の突起を有し、
　前記検出手段がチャネルのアレイにおける異なった血小板凝集を並行に検出するように
動作可能である
ことを特徴とする請求項１～１１いずれか１項記載のマイクロ流体素子。
【請求項１４】
　血小板の凝集を改善するため、前記チャネル表面に、血清タンパク質、粘着性の基質ま
たはポリマーが備わっていることを特徴とする請求項１～１３いずれか１項記載のマイク
ロ流体素子。
【請求項１５】
　前記血小板検出手段が光検出手段を備えることを特徴とする請求項１～１４いずれか１
項記載のマイクロ流体素子。
【請求項１６】
　前記光検出手段が、前記血小板凝集域におけるリアルタイムの血小板凝集をモニタリン
グするために、前記チャネル突起に隣接して位置する全反射センサを備えることを特徴と
する請求項１５記載のマイクロ流体素子。
【請求項１７】
　前記光検出手段が発光素子および、位置合わせした光検出器を備え、
　前記光検出器が前記血小板凝集域における血小板の凝集によって生じた内部の光反射の
変化を検出するように、前記発光素子が、前記チャネルを形成する材料内において内部反
射のための光を発するようにに構成されることを特徴とする請求項１５記載のマイクロ流
体素子。
【請求項１８】
　前記光検出手段が、発光素子および、位置合わせした光検出器を備え、
　前記光検出器が血小板の凝集によって生じた伝達される光強度の低下を検出するように
、前記発光素子が前記血小板凝集域を通じた伝達のために光を発するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１５記載のマイクロ流体素子。
【請求項１９】
　前記光検出手段が、発光素子および、位置合わせした光検出器を備え、
　前記光検出器がすべてのチャネルにおける全血小板凝集によって生じた伝達される光強
度の低下を検出するように、前記発光素子が、それぞれの突起によって画成される複数の
チャネルの各々の血小板凝集域を通じて発光するように構成されることを特徴とする、請
求項１２または１３に従属する場合の請求項１５記載のマイクロ流体素子。
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【請求項２０】
　前記素子が、内部に１つ以上の液密チャネルが形成、埋入、または成形された製造ブロ
ックを備えることを特徴とする請求項１～１９いずれか１項記載のマイクロ流体素子。
【請求項２１】
　前記素子を製造したブロック材料が、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ホウケイ
酸ガラス、ＳＦ１１ガラス、ＳＦ１２ガラス、ポリスチレンおよびポリカーボネートのう
ちの１つであることを特徴とする請求項２０記載のマイクロ流体素子。。
【請求項２２】
　血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または障害を有する、
またはそれらの進行の危険性のある被験体の検出または評価のための診断方法であって、
　請求項１～２１いずれか１項記載のマイクロ流体素子を包含することを特徴とする方法
。
【請求項２３】
　被験体における血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または
障害の存在、またはそれらの進行の危険性を診断する方法であって、
　ｉ）前記被験体から生体サンプルを入手し；
　ｉｉ）定義されたフロー条件下、かつ、前記生体サンプルから得た細胞が凝集可能にす
るのに十分な時間、請求項１～２１いずれか１項記載の生体サンプルを、前記素子に通し
；
　ｉｉｉ）前記細胞の凝集を検出し；
　ｉｖ）前記生体サンプルの細胞凝集に至る時間およびその大きさを所定の基準値と比較
する、
各工程を有してなり、
　任意の変動が、血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または
障害の存在、またはそれらの進行の危険性の指標となる、
方法。
【請求項２４】
　生体サンプル中の血小板またはそれらの前駆体の凝集における試薬の調節作用を検査ま
たは評価する方法であって、
　ｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定するのに
十分な時間、前記生体サンプルを前記試薬の存在下で請求項１～２１いずれか１項記載の
マイクロ流体素子に通し；
　ｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を、工程（ｉ）が前記試薬の不存在下で行われた時
の結果と比較する、
各工程を有してなる方法。
【請求項２５】
　試薬を用いた療法を受ける被験体の治療をモニタリングする方法であって、
　（ｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定するの
に十分な時間、前記被験体への前記試薬の投与前に得られた前記被験体に由来する第１の
生体サンプルを、請求項１～２１いずれか１項記載の素子に通し；
　（ｉｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定する
のに十分な時間、前記被験体への前記試薬の投与後に得られた同一の被験体に由来する第
２の生体サンプルを、請求項１～２１いずれか１項記載の素子に通し；
　（ｉｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を工程（ｉｉ）で得られた結果と比較する、
各工程を有してなる方法。
【請求項２６】
　試薬を用いた療法を受ける被験体の治療をモニタリングする方法であって、
　（ｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定するの
に十分な時間、前記被験体への前記試薬の初回投与前に得られた前記被験体に由来する第
１の生体サンプルを、請求項１～２１いずれか１項記載の素子に通し；
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　（ｉｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定する
のに十分な時間、前記被験体への前記試薬の２回目の投与後に得られた同一の被験体に由
来する第２の生体サンプルを、請求項１～２１いずれか１項記載の素子に通し；
　（ｉｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を工程（ｉｉ）で得られた結果と比較する、
各工程を有してなる方法。
【請求項２７】
　生体サンプルにおける血小板機能および／または生存能力をモニタリングすることを目
的とした、請求項１～２１いずれか１項記載のマイクロ流体素子の使用方法。
【請求項２８】
　複数の候補抗血小板化合物の高スループットスクリーニング方法であって、
　（ｉ）被験体から得られた少なくとも１つの生体サンプルを、前記複数の候補抗血小板
化合物のうち少なくとも第１の候補化合物と接触させ；
　（ｉｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定する
のに十分な時間、前記少なくとも１つのサンプルを、請求項１～２１いずれか１項記載の
マイクロ流体素子に通し；
　（ｉｉｉ）前記少なくとも１つの生体サンプルの血小板凝集における前記複数の候補抗
血小板化合物のうちの第１の候補化合物の効果を検出し；
　（ｉｖ）（ｉｉｉ）で見られた効果を前記候補化合物と接触していない対照サンプルと
比較する、
各工程を有してなる方法。
【請求項２９】
　請求項１～２１いずれか１項記載のマイクロ流体素子を組み込んだ高スループットスク
リーニングによって得られる、新規の抗血小板試薬。
【請求項３０】
　（ｉ）請求項１～２１いずれか１項記載のマイクロ流体素子；および
　（ｉｉ）前記マイクロ流体素子が血小板機能のモニタリング用のシステムに使用される
ことを表示する使用説明書
を備えた包装材料を具備する、血小板機能のモニタリングに使用するためのキット。
【請求項３１】
　被験体から得られた生体サンプルのリアルタイムの血小板凝集を評価する方法であって
、
　血小板凝集域を定義する下流のせん断減速領域に連結した上流のせん断加速領域を生じ
させ、その間にせん断ピーク速度領域を定義するように、前記生体サンプルを、前記サン
プルの流れを摂動するチャネル特性を生じる速度で特性化チャネルに通し；
　前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果としての、凝集域における血小板の凝
集を検出する、
各工程を有してなる方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
 本願は、２００９年３月１０日出願のオーストラリア仮特許出願第２００９９０１０３
３号および２００９年１０月２９日出願のオーストラリア仮特許出願第２００９９０５３
０３号の優先権の利益を主張し、その内容は、参照することによって本明細書に援用され
る。
【技術分野】
【０００２】
 本発明は、生体サンプル中の血小板またはそれらの前駆体の凝集の解析を促進する素子
に関する。その素子は、空間的に制御された血小板凝集をもたらす、血流の局部的かつ制
御された外乱を生じる。本発明はまた、血小板の機能および活性の診断を促進するように
、既知の場所で血小板を凝集させる方法に関する。本発明は、血小板凝集の速度および範
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囲を制御可能に調節する方法にも関する。本発明の方法は、被験体の血小板機能の異常の
評価に特に有用である。この素子はまた、薬物療法に応答する血小板およびそれらの前駆
体の機能および活性を分析するのに有用である。
【背景技術】
【０００３】
　動脈血栓は、依然として工業化社会における罹患率および死亡率の最も一般的な単一の
原因である。この過程の中核をなすのは、血管閉塞、組織梗塞および臓器不全をもたらす
、アテローム斑崩壊部位における血小板およびフィブリンの過剰な蓄積である。進行した
アテローム斑の血栓形成能力の増大は、病変における組織因子の高い含量；強力な血小板
活性化基質（すなわちコラーゲン）の存在；ならびに、アテローム血栓症の過程の血管腔
の狭さによって生じた高いせん断応力の直接的な血小板活性化効果を含む、多数の因子に
起因する。流動学的な外乱は、アテローム性動脈硬化の過程の各段階の調節において重要
な役割を果たす血流の外乱とともに、アテローム血栓症の基本的特徴である。アテローム
性動脈硬化症は、典型的には動脈の分岐点または湾曲部（すなわち頸動脈洞）で発現し、
せん断速度が遅くなり、不均一に流れうる。病変が進行するにつれて、内腔の狭窄は、せ
ん断勾配、流れの分離、渦形成および乱流などのさまざまな流れの変化を生じ、そのそれ
ぞれがアテローム性動脈硬化の過程における明確な影響を有しうる。血流における最大の
変化は、血栓の発達の間に生じうる。流速およびせん断速度は、進行性の血管閉塞に伴っ
て極端な状態になる場合があり、血栓症の過程のせん断依存性の伝播の潜在的に危険なサ
イクルを確立する。
【０００４】
　血管損傷部位における血小板凝集は、止血およびその後の血管修復にとって中心的な重
要性を持つ；しかしながら、誇張された血小板凝集反応は、動脈血栓の発現につながり、
ひいては、急性の冠不全症候群および虚血性脳梗塞などの疾患を生じうる。血管系疾患の
病因における流体力学的要因の重要性についての正しい認識が次第に高まっている。しか
しながら、レオロジー変化がアテローム血栓症の過程を加速させる正確な機構は完全には
解明されていない。血流の摂動は、血小板の粘着および活性化の機構に重大な影響を有し
、高いせん断は特に、血小板活性化および血栓成長を急速に発達させる場合がある。
【０００５】
　管を通る流体の流れは、流体粘度が流体せん断速度と無関係なニュートン流体、または
、流体粘度が流体せん断速度の関数として変化しうる非ニュートン流体のいずれかに分類
できる。血液の場合、細胞成分が流速および血管の幾何学形状に応じて変化しうる、複雑
な粘度プロファイルを与え、したがって、当然ながら、血液は非ニュートン流体である。
ほとんどの生体外またはインビトロ条件下では、血流は流線または層流であると考えるこ
とができ、隣接した流体層は互いに並行に移動する。対称性を有する血管内を流れるニュ
ートン流体では、血管壁における流体抗力は、流れの中心における最大流速および血管壁
における最小流速を有する、放物線状のフロープロファイルの発現をもたらす。この仮説
に基づいた並行な血流の配置は、粘性抵抗の結果として、隣接した流体層間にせん断力の
発生をもたらす。
【０００６】
　限局性の血流によって付与された機械的せん断力は、特にマイクロスケールにおける血
管狭窄の場合には、複雑であり、単純な層流（並流）モデルとは著しく異なる。狭窄血管
を通る血流は、狭窄の入口点における速度の低下、狭窄を越えた流れの急な加速、および
狭窄の流出口にある流れの反転および分離（分岐流の流線）を経験しうる。これらの複合
的なレオロジー条件は、血小板機能を大いに変化させる場合がある。
【０００７】
　血流の影響下における血小板凝集は、表面発現性の糖タンパク質であるＧＰＩｂ／Ｖ／
ＩＸおよびインテグリンの一種であるαIIbβ3（ＧＰ ＩＩｂ－ＩＩＩａ）の両方の接着
機能に決定的に依存する。高いまたは上昇するせん断速度条件下では、ＧＰＩｂ／Ｖ／Ｉ
Ｘは可逆的な血小板同士の接着接触を開始させるが、一方、インテグリンαIIbβ3は凝集
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の形成を安定させる。
【０００８】
　本明細書に含まれる資料、行為、材料、素子、物品などについての論述は、単に、本発
明のための状況を提供することを目的としている。これらの件のいずれかまたはすべては
、先行技術基準の一部を形成するか、または、本願の各請求項の優先日前に存在した本発
明に関する分野における周知の一般的知識であると認めたとは受け取られない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
 第１の態様によれば、本発明は、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集のリア
ルタイム・モニタリングを提供するためのマイクロ流体素子を提供し、前記素子は、
 前記生体サンプルの流路用に構成されたチャネル、および、
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果として、凝集域における血小板の凝集
を検出するための血小板検出手段
を備え、
 前記チャネルは、下流のせん断減速領域と連結した上流のせん断加速領域を誘導するよ
うに構成された突起を備え、その領域の間にせん断ピーク速度領域を定義し、
 前記下流のせん断減速領域は血小板凝集域を画成する。
【００１０】
 突起は、生体サンプルが、初期のせん断速度を生理学的範囲（１５０秒-1から~１０，０
００秒-1）に定義および律則する適切な速度で、素子を通じて送り出される際に、１０×
１０3秒-1～１５０×１０3秒-1の範囲内のせん断ピーク速度を誘発するように構成されう
る。突起は、初期のせん断条件を３００秒-1～７０００秒-1の範囲内に定義および律則す
るように構成されうる。突起は、初期のせん断条件を４５０秒-1 ～３，５００秒-1の範
囲内に定義および律則するように構成されうる。突起は、初期のせん断条件を約１，８０
０秒-1に定義および律則するように構成されうる。流速は、実質的に一定であって差し支
えなく、あるいは、脈動するか、別の方法で変動し、それによって血小板凝集の速度およ
び範囲を変化させてもよい。
【００１１】
 突起は、せん断の加速領域を定義するために、チャネルを通過する流れの優勢方向に対
して０°～９０°の角度にある上流面、および、せん断の減速領域を定義するために、チ
ャネルを通過する流れの優勢方向に対して０°～９０°の角度にある下流面を備えうる。
さらに好ましくは、上流面および下流面が、チャネルを通過する流れの優勢方向に対して
、それぞれ３０°～９０°の角度であり、さらに好ましくは、流れの優勢方向に対して約
８５°である。上流および下流面は、実質的に平面、凹面または凸面でありうる。
【００１２】
 １つの実施の形態では、ピークせん断領域は、突起とそれに対向するチャネル壁に関す
るギャップ幅によって定義され、ギャップ幅は、１０μｍ～４０μｍの範囲、例えば、限
定はしないが、１５μｍ、２０μｍ、２５μｍ、３０μｍおよび３５μｍなどから選択さ
れる。チャネルを通過する流れの優勢方向に対して並行に測定したギャップの幅は、０．
５μｍ～２０μｍである。
【００１３】
 第２の態様によれば、本発明は、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集を評価
するためのマイクロ流体素子を提供し、前記素子は、
 前記生体サンプルの流路用に構成されたチャネル、および
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果としての、凝集域における血小板の凝
集を検出するための血小板検出手段
を備え、
 前記チャネルは前記サンプルの流れを摂動するための突起を有し、
 前記突起の少なくとも１つの断面寸法は実質的に１００マイクロメートル未満であり、
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 前記突起は前記チャネル内に血小板凝集域を画成するように構成される。
【００１４】
 第２の態様の実施の形態では、突起はチャネル内に配置された球形の突起を含んで差し
支えなく、サンプルはその周りを流れなければならない。球形の突起のそれぞれの側に実
質的に等量のサンプルが流れるように、球形の突起はチャネル内の中央に配置されて差し
支えない。
【００１５】
 突起または特徴物は、チャネル内に配置された柱を含んでもよく、サンプルはその周り
を流れなければならない。このような実施の形態では、柱は、チャネルを部分的に横切る
、チャネルの１つの壁から延在しうる。別の実施の形態では、柱のそれぞれの側に実質的
に等量のサンプルが流れるように、柱はチャネル内の中央に配置される。
【００１６】
 第１または第２の態様の実施の形態では、各チャネルが実質的に同一寸法の突起を有す
る、複数のチャネルが提供されて差し支えない。このような実施の形態では、検出手段は
、すべてのチャネルにおけるすべての血小板凝集の合計を検出するように動作可能であり
うる。１つの実施の形態では、複数のチャネルが並行して配列される。本発明のこのよう
な実施の形態は、単一のサンプルが分割され、複数のチャネルのそれぞれを通過する場合
の血小板凝集の検出の信頼性の改善に有利でありうる。
【００１７】
 第１または第２の態様の実施の形態では、各チャネルが実質的に異なる寸法の突起を有
する、複数のチャネルが提供されて差し支えない。このような実施の形態では、検出手段
は、チャネルの配列において異なった血小板凝集を並行検出するように動作可能でありう
る。１つの実施の形態では、複数のチャネルが並行して配列される。本発明のこのような
実施の形態は、単一のサンプルが分割され、複数のチャネルのそれぞれを通過する場合の
血小板異常のスクリーニング検出の改善に有利でありうる。
【００１８】
 第１または第２の態様の実施の形態では、チャネル表面の少なくとも一部には、血小板
凝集を改善するため、血清タンパク質、粘着性の基質またはポリマーが備わっていて差し
支えない。
【００１９】
 第１または第２の態様の実施の形態では、流れの分離または渦の形成のない、十分に安
定な血流を維持するために、チャネルの構成および流速は、チャネル内のレイノルズ数を
約２６以下に維持するように適合される。１つの実施の形態では、２０マイクロメートル
の直径のマイクロチャネルを通る８マイクロリットル／分の流速は、０．８６のレイノル
ズ数を生じ、それによって減速流を確保し、または、流動不安定性または渦の形成のない
せん断を生じさせる。
【００２０】
 血小板凝集の検出およびモニタリングが可能な、いかなる検出装置を使用してもよい。
検出装置は、時間の関数としての血小板凝集の画像を記録しうる。
【００２１】
 第１または第２の態様の実施の形態では、本発明は、さらに、素子に組み込まれても組
み込まれなくてもよい、血小板検出手段としての役割を果たしうる、光検出手段を包含す
る。光検出手段は、チャネル突起に隣接して配置され、血小板凝集域におけるリアルタイ
ムの血小板凝集をモニタリングする、全反射センサを備えていてもよい。光検出手段は、
随意的に、発光素子および位置合わせした光検出器を備えていて差し支えなく、ここで、
発光素子は、光検出器が血小板凝集域における血小板の凝集によって生じた内部の光反射
の変化を検出するように、チャネルを形成する材料内において内部反射のための光を発光
するように構成される。光検出手段は、随意的に、発光素子および位置合わせした光検出
器を備えていて差し支えなく、発光素子は、前記光検出器が、血小板の凝集によって生じ
た伝達される光強度の低下を検出するように、血小板凝集域を通じた伝達のための光を発
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するように構成される。光検出手段は、随意的に、発光素子および位置合わせした光検出
器を備え、発光素子は、光検出器がすべてのチャネルにおける全血小板凝集によって生じ
た伝達される光強度の低下を検出するように、それぞれの突起によって画成される複数の
チャネルの各々の血小板凝集域を通じて発光するように構成される。
【００２２】
 光検出手段および／または血小板検出手段は、血小板の挙動における側壁の影響を防ぐ
ために、チャネルの側壁から離れた位置の血小板凝集を観察するように構成されうる。例
えば、光検出手段および／または血小板検出手段は、チャネルの側壁から実質的に３５マ
イクロメートル離れた位置の血小板凝集を観察するように構成されうる。
【００２３】
 随意的に、血小板検出手段はカメラを備えていてもよい。カメラはＣＣＤカメラであり
うる。カメラは、物体からの放射をカメラの画像捕捉要素へと方向付ける、例えば１つ以
上のレンズおよび／またはフィルタおよび／または鏡などの放射指向装置を備えていても
よい。検出装置は、顕微鏡を備えていて差し支えない。顕微鏡は、相互に作用する物体に
由来する例えば可視光などの放射を検出することによって、物体の相互作用を検出しうる
。顕微鏡を明視野モードで操作し、可視光を含む放射を検出してもよい。顕微鏡を蛍光モ
ードで操作し、蛍光信号を含む放射を検出してもよい。顕微鏡は、落射蛍光顕微鏡であり
うる。顕微鏡は、物体からの放射を顕微鏡の画像捕捉要素へと方向付ける、例えば１つ以
上のレンズおよび／またはフィルタおよび／または鏡などの放射指向装置を備えていて差
し支えない。顕微鏡の画像捕捉要素はカメラでありうる。
【００２４】
 第１または第２の態様の実施の形態では、素子は、内部に１つ以上の液密チャネルが形
成、埋入、または成形された、製造ブロックを含みうる。ブロック材料は、ポリマー、樹
脂、ガラス、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、またはケイ素からなる群より選択され
うる。
【００２５】
 実施の形態では、素子を製造するブロック材料は、 ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ
）、ホウケイ酸ガラス、ＳＦ１１ガラス、ＳＦ１２ガラス、ポリスチレンおよびポリカー
ボネートのうちの１つである。 好ましい例では、ブロック材料はＰＤＭＳである。
【００２６】
 理論に縛られることは望まないが、ブロック材料は血液サンプル中に存在する可溶性の
タンパク質を拘束し、ブロック材料のこの特性がマイクロ流体素子の有効性に寄与すると
考えられる。したがって、ブロック材料は、可溶性の血液タンパク質を材料に結合可能に
する特性を有するものが好ましい。
【００２７】
 マイクロ流体素子のマイクロチャネルは、ブロック材料と同一の材料または異なる材料
でできていて構わない。１つの実施の形態では、マイクロチャネルの断面直径は１０００
μｍ未満である。別の実施の形態では、断面直径は１００～２００μｍである。さらなる
実施の形態では、マイクロチャネルの長さは、入口から出口まで、約３ｍｍ～７ｍｍの範
囲であり、好ましくは約５ｍｍである。
【００２８】
 素子は、各チャネルの付着物を実質的に防ぐために、突起または複数の突起のそれぞれ
に対して上流に位置した防汚トラップを備えていてもよい。
【００２９】
 素子は、さらに、ブロックを置くための実質的に水平な表面を有する固体構造を具備し
た「固体支持体」を備えていてもよい。１つの実施の形態では、固体支持体は、例えば、
顕微鏡スライドなどのガラス、ポリマー、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、セルロー
スまたは他の光学的に透明な材料でありうる。
【００３０】
 本発明のマイクロ流体素子は、使い捨てまたは交換式の製品として、またはシステムの
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一部として提供することができることが認識されよう。
【００３１】
 さらなる態様によれば、本発明は、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集のリ
アルタイム・モニタリングを提供するためのシステムを提供し、本システムは、
 筺体、および、
 第１または第２の態様に従った実施の形態のうちのいずれか１つに従ったマイクロ流体
素子
を備え、
 前記マイクロ流体素子は前記筺体内に格納される。
【００３２】
 本システムは、マイクロ流体素子の１つ以上の注入口および／または１つ以上の流出口
に取り付けられた流体送達システムを備えていてもよい。流体送達システムは、マイクロ
流体素子の１つ以上の注入口および／または１つ以上の流出口に直接取り付けられて差し
支えない。随意的に、流体送達システムは、筺体の対応する注入口および／または流出口
を介して、マイクロ流体素子の１つ以上の注入口および／または１つ以上の流出口に間接
的に取り付けられてもよい。
【００３３】
 流体送達システムは、マイクロ流体素子の流路または複数の流路のそれぞれを通過する
流体サンプルの流速を調節するように構成されうる。マイクロ流体素子の流出口に取り付
けられた流体送達システムは、吸引ポンプであってもよい。マイクロ流体素子のサンプル
注入口に取り付けられた流体送達システムは、シリンジポンプ、重力送りポンプ、蠕動ポ
ンプまたはいずれかの形態の圧力駆動ポンプでありうる。吸引および圧力ポンプは、動力
ポンプまたは手動のポンプ（シリンジなど）でありうる。
【００３４】
 本システムは、マイクロ流体素子に熱を供給する加熱器をさらに備えてもよい。加熱器
は、マイクロ流体素子を設置するプラットフォームに与えられうる、または取り付けられ
うる。加熱器には、抵抗電気コイル、抵抗インクの印刷パターンなどが含まれうる。加熱
器は、熱伝導性の接着剤でコーティングした、曲がりくねったワイヤを含む抵抗加熱器で
あってもよい。加熱器は、マイクロ流体素子内のサンプル流体の温度を３７℃～６０℃の
範囲内、好ましくは３７℃前後に制御可能でありうる。
【００３５】
 本システムは、システムのさまざまな要素の制御、例えば、マイクロ流体素子が設置さ
れるプラットフォームの温度調節、素子への流体注入のポンプ制御、素子内の流速の計算
、キャプチャ・パラメータなどのカメラ構成の制御、および画像処理を可能にする、シス
テム内に統合されたソフトウェアを含みうる。これらの制御域のそれぞれは、モジュール
で構成されて差し支えなく、主制御プロセッサから独立して、または主制御プロセッサと
連動して用いられうる。
【００３６】
 本システムは、検出装置に対しマイクロ流体素子を位置付けるための位置決め装置を備
えていてもよい。
【００３７】
 光検出装置は、血小板の凝集を記録するための手段をさらに包含して差し支えない。画
像が検出装置によって記録される場合には、マイクロ流体素子内でリアルタイムに観察さ
れる血小板凝集の度合いを判断するために、異なる時点における多くの画像が記録されう
る。
【００３８】
 物体の視覚化は、生体サンプル中の物体を色素マーカーまたは蛍光マーカーで標識化す
ることによって強化され、血小板凝集はさらに容易に判断されうる。よって、本方法は、
色素マーカーまたは蛍光マーカーを生体サンプルと混合する工程を含みうる。この工程は
、生体サンプルをチャネルに供給する工程の前、最中、または後に行って差し支えない。
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例えば、生体サンプルは、例えば、素子の外部において生体サンプルがサンプル注入口に
導入される前に；あるいは、サンプル注入口とフローキャビティの間（例えば、注入口と
フローキャビティの間の流路に提供された混合ウェル内）になど、色素マーカーまたは蛍
光マーカーと混合されうる。
【００３９】
 本発明に従って使用することができる適切な蛍光マーカーの例としては、例えば、Ｄｉ
ｌ、ＤｉＯおよび類似体などの長鎖カルボシアニンが挙げられる。具体例としては、Ｉｎ
ｖｉｔｒｏｇｅｎ社が製造した脂肪親和性のカルボシアニンであるＤｉｌＣ18、ＤｉＩＣ

6、ＤｉＯＣ18、ＤｉＯＣ6、ならびに、Ｓｉｇｍａ社が製造した膜プローブが挙げられる
。本発明における使用に適した他の膜プローブは、当業者によく知られているであろう。
【００４０】
 蛍光マーカーを含む物体の視覚化の際に、本方法は、励起放射源からの放射線を標識化
した血小板に浴びせて蛍光マーカーを励起させる工程を含みうる。放射線は、適切な励起
フィルタを通じて血小板に浴びせて差し支えない。励起放射源は、本発明の全般的なシス
テムの一部を構成しうる。励起放射源は、例えば、ダイオードまたは他の適切な放射源な
ど、青色発光源でありうる。検出装置は、放射源が、放射線が素子に到達する前にそこを
通過するように放射線を導くように位置付けられた、蛍光フィルタを含みうる。
【００４１】
 第３の態様によれば、本発明は、被験体から得られた生体サンプルのリアルタイムの血
小板凝集を評価する方法を提供し、本方法は、
 血小板凝集域を定義する下流のせん断減速領域に連結した上流のせん断加速領域を生じ
させ、その間にせん断ピーク速度領域を定義するように、前記生体サンプルを、前記サン
プルの流れを摂動するチャネル特性を生じる速度で特性化チャネルに通し、
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果としての、凝集域における血小板の凝
集を検出する、
各工程を有してなる。
【００４２】
 特性化チャネルは、第１の態様、第２の態様、またはその実施の形態のいずれか１つに
関する上述の突起を備えることが理解されるべきである。
【００４３】
 本発明はまた、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集を評価する方法も提供し
、本方法は、
 前記生体サンプルを、前記サンプルの流れを摂動するための突起を有するチャネルに通
す工程であって、前記突起の少なくとも１つの断面寸法が実質的に１００マイクロメート
ル未満であり、前記突起が前記チャネル内に血小板凝集域を画成するように構成される工
程と、
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果として、前記凝集域における血小板の
凝集を検出する工程と、
を有してなる。
【００４４】
 本発明はまた、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集を評価する素子も提供し
、前記素子は、
 前記生体サンプルの流路用に構成されたチャネルであって、前記チャネルを適切な流速
で通過する際に前記サンプルに高せん断区域を誘発し、かつ、前記高せん断区域の下流の
負のせん断勾配領域に血小板凝集域を誘発するように、前記サンプルの流れを摂動する方
法で特性化されたチャネルと、
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果として、凝集域における血小板の凝集
を検出するための血小板検出手段と、
を備える。
【００４５】
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 本発明はまた、被験体から得られた生体サンプルの血小板凝集を評価する方法も提供し
、本方法は、
 前記サンプルに高せん断区域を誘発し、かつ、前記高せん断区域の下流の負のせん断勾
配領域に血小板凝集域を誘発するように、前記生体サンプルを、前記サンプルの流れを摂
動するチャネル特性を生じる速度で特性化チャネルに通し、
 前記生体サンプルが前記チャネルを通過する結果として、前記凝集域における血小板の
凝集を検出する、
各方法を有してなる。
【００４６】
 本発明の一部の実施の形態では、サンプルの灌流の前に、ガス抜きしたタイロード緩衝
液（４．３ｍＭのＫ2ＨＰＯ4、４．３ｍＭのＮａＨＰＯ4、２４．３ｍＭのＮａＨ2ＰＯ4

、１１３ｍＭのＮａＣｌ、５．５ｍＭのＤ－グルコース、ｐＨ７．２）を用いてチャネル
に下塗りし、気泡を除去する。典型的には、タイロード緩衝液は４５℃に加熱される。
【００４７】
 突起または特徴物は、チャネルを部分的に遮る障壁を備えていてもよい。このような実
施の形態では、障壁とそれに対向するチャネル壁との間のギャップは、実質的に０．５～
４０マイクロメートルであることが好ましい。ギャップの幅は、チャネルを通る流れの優
勢方向に対して平行に測定して、好ましくは０．５～２０マイクロメートルであり、さら
に好ましくは約１５マイクロメートルであり、適切な流速下で、２０，０００秒-1前後の
せん断条件を生じるように構成されることが好ましい。しかしながら、ピークせん断速度
は、実質的に１０，０００秒-1～１５０，０００秒-1またはそれ以上の範囲でありうるこ
とが理解されるべきである。流入チャネルは、ギャップの上流に１，８００秒-1前後のせ
ん断条件を生じるように構成されることが好ましい。障壁は、チャネルを通過する流れの
優勢方向に対して３０度～９０度の角度である、上流面を備えることが好ましい。障壁は
、チャネルを通過する流れの優勢方向に対して３０度～９０度の角度である、下流面をさ
らに備えることが好ましい。上流面および下流面は、実質的に、平面、凹面または凸面で
ありうる。
【００４８】
 １つの実施の形態では、素子は、生体サンプルを受け入れるための注入口または開口部
、および流出口をさらに備える。注入口および流出口は、それらと接続した各微小毛細血
管またはマイクロチャネルのいずれかの末端に位置している。
【００４９】
 ここで意図される典型的な流速は、インビボにおける血管系で存在するといわれるもの
の発現に必要とされる範囲に及ぶ。典型的には、微小毛細血管またはマイクロチャンバを
通る生体サンプルの流速は５００～０．５マイクロリットル／分の範囲であり、例えば２
～４２μｌ／分の範囲でありうる。
【００５０】
 本発明はまた、血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または
障害を有するまたはそれらの進行の危険性のある被験体の検出または評価のための診断方
法も提供し、本方法は、本発明のマイクロ流体素子を包含する。
【００５１】
 本発明はまた、被験体における血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を
伴う疾病または障害の存在またはそれらの進行の危険性を診断する方法も提供し、本方法
は、
 ｉ）前記被験体から生体サンプルを入手し、
 ｉｉ）前記生体サンプルを、定義されたフロー条件下、前記生体サンプルから得た細胞
を凝集可能にするのに十分な時間、本発明に従った素子に通し、
 ｉｉｉ）前記細胞の凝集を検出し、
 ｉｖ）前記生体サンプルの細胞凝集に至る時間およびその大きさを所定の基準値と比較
する、



(13) JP 2012-519558 A 2012.8.30

10

20

30

40

50

各工程を有してなり、ここで、
 変動は、血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または障害の
存在、またはそれらの進行の危険性の指標となる。
【００５２】
 本発明の１つの実施の形態では、本方法は、血栓の発達および分解、心臓血管系の疾患
、疾患および薬物に起因する止血機構の変化、血小板機能障害および受容体異常、薬物療
法に対する感受性、フォン・ヴィレブランド病またはビタミンＫ欠乏症などの出血障害、
狭窄、真性糖尿病、凝固障害、脳卒中リスク、または、グランツマン血小板無力症、ベル
ナール・スーリエ症候群および貯蔵プール病などの血小板機能障害の診断に使用して差し
支えない。
【００５３】
 「血小板の異常機能または異常活性」とは、血小板粘着、血小板凝集、血小板の移動（t
ranslocation）、血小板速度、血小板の形態、および血栓の安定性に関する活性または欠
陥を意味している。この用語はまた、血小板の細胞質顆粒の脱顆粒および放出における欠
陥を含むことが意図されている。この用語はまた、血小板機能に影響を及ぼす血漿因子に
おける異常を含むことが意図されている。
【００５４】
 さまざまな血小板の欠陥は、本発明の当業者にとって周知であろう。
【００５５】
 本発明はまた、生体サンプル中の血小板またはそれらの前駆体の凝集における試薬の調
節作用を検査または評価する方法も提供し、本方法は、
 ｉ）前記生体サンプルを、定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じる
か否かを決定するのに十分な時間、本発明のマイクロ流体素子に通し、
 ｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を、工程（ｉ）を前記試薬の不存在下で行った結果
と比較する、
各工程を有してなる。
【００５６】
 本発明の素子および方法は、抗血小板薬で治療した被験体における抗血小板薬の有効性
の評価に使用することができることが認識されよう。このような被験体には、心臓カテー
テルインターベンションで治療した被験体が含まれる。これには、 血管造影図、血管形
成、およびステント留置が含まれる。加えて、素子は、人工心臓弁を受け入れた患者にお
ける抗血小板薬の有効性をモニタリングするために使用することができる。
【００５７】
 本発明の素子および方法は、過剰の血小板活性に起因する冠状動脈血栓症（心発作）、
肺塞栓症、脳卒中、または深部静脈血栓症などの心血管系イベントを防ぐために薬剤を摂
取する被験体における、アスピリンまたは他の抗血小板薬の有効性の評価に使用すること
ができる。
【００５８】
 本発明の素子および方法はまた、過度の出血の危険性がある被験体の診断に使用するこ
ともできる。この試験は、例えば、外科的または歯科的処置の前に必要とされうる。例え
ば、本方法は過度の出血の危険性を判断するために、抜歯または親知らずを抜く前に患者
に使用することができる。
【００５９】
 本発明はまた、血小板またはそれらの前駆体の異常な機能または活性を伴う疾病または
障害を有する、またはそれらの進行の危険性のある被験体の診断方法における本発明のマ
イクロ流体素子の使用も提供する。
【００６０】
 １つの実施の形態によれば、素子内に灌流させる前に、試薬を生体サンプルに加えても
よい。あるいは、試薬は、生体サンプルを被験体から採取する前に、被験体に投与しても
よい。
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【００６１】
 別の例では、試薬は、マイクロチャネルの壁に施用することにより、生体サンプルが素
子のマイクロチャネルを通過する際に生体サンプルに加えてもよい。
【００６２】
 例えば、抗血小板薬クロピドグレルを投与した患者から採取した血液サンプルの場合に
は、生体サンプルは、システムをクロピドグレルの効果に感応性にするために、試薬Ｐ２
Ｙ１（ＡＤＰ）受容体拮抗薬ＭＲＳ２１７９で前処理されうる。
【００６３】
 マイクロ流体素子に灌流させる前にサンプルを前処理するための試薬の適切な容量の選
択は、当業者に周知であろう。前処理に用いられる阻害剤濃度は、血小板サンプルに加え
た外因性のＡＤＰに応答する標準化された血小板凝集測定によって、血小板サンプルに加
えた外因性のＡＤＰによる血小板インテグリンαIIbβ3の活性化に基づいた蛍光活性化細
胞分類によって、またはマイクロ流体素子自体のさまざまな反復における用量反応測定を
介して、決定されうる。
【００６４】
 本発明はまた、試薬を用いた療法を受ける被験体の治療をモニタリングする方法も提供
し、本方法は、
 （ｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定するの
に十分な時間、前記被験体に由来する第１の生体サンプルを本発明の素子に通す工程であ
って、前記第１の生体サンプルが、前記被験体への前記試薬の投与前に得られる工程と、
 （ｉｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定する
のに十分な時間、同一の被験体に由来する第２の生体サンプルを本発明の素子に通す工程
であって、前記第２の生体サンプルが、前記被験体への前記試薬の投与後に得られる工程
と、
 （ｉｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を工程（ｉｉ）で得られた結果と比較する工程
と、
を有してなる。
【００６５】
 本発明に従った別の実施の形態では、第１および第２のサンプルは、両方とも、試薬の
効果を経時的にモニタリングすることができるように、被験体への試薬の投与後に入手さ
れる。例えば、第２の生体サンプルは、患者の治療を漸次、モニタリングするために、第
１のサンプルの後、例えば、１日後、５日後、１週間後、１ヶ月後、４ヶ月後の規定され
た期間に採取して差し支えない。
【００６６】
 したがって、本発明は、試薬を用いた療法を受ける被験体の治療をモニタリングする方
法も提供し、本方法は、
 （ｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定するの
に十分な時間、前記被験体に由来する第１の生体サンプルを本発明の素子に通す工程であ
って、前記第１の生体サンプルが、前記被験体への前記試薬の初回投与前に得られる工程
と、
 （ｉｉ）定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じるか否かを決定する
のに十分な時間、同一の被験体に由来する第２の生体サンプルを本発明の素子に通す工程
であって、前記第２の生体サンプルが、前記被験体への前記試薬の２回目の投与後に得ら
れる工程と、
 （ｉｉｉ）工程（ｉ）から得られた結果を工程（ｉｉ）で得られた結果と比較する工程
と、
を有してなる。
【００６７】
 試薬で処理した後、血小板凝集の挙動を経時的に比較することによって、臨床医が被験
体に投与されている試薬の用量を修正し、それと同時に、試薬を用いた治療を打ち切るか
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否か、または、投与する試薬を変更するか否かについて、詳細な情報を得た上での決断を
することが可能になる。
【００６８】
 本発明はまた、被験体における抗血小板治療をモニタリングするため、本発明に従った
素子の使用も提供する。１つの実施の形態では、素子は、アスピリンおよびクロピドグレ
ル「耐性」または治療の失敗の他の兆候を示す被験体の識別に使用してもよい。
【００６９】
 「血小板凝集が生じたか否かを決定するのに十分な時間」という用語は、生体サンプル
が素子を通過する時間であり、このような時間は本発明の当業者にとって周知てあろう。
１つの実施の形態では、時間は、少なくとも約１０分間である。別の例では、時間は少な
くとも約２０分間である。
【００７０】
 本発明はまた、生体サンプルにおける血小板機能および／または生存能力をモニタリン
グするため、本発明に従ったマイクロ流体素子の使用も提供する。
【００７１】
 例えば、素子は、血小板に関連する出血障害を患う患者の臨床治療に使用するための血
小板単離物および製剤（例えば点滴）のスクリーニングおよび、それらの品質管理の役割
で使用して差し支えない。素子はまた、患者に投与する前の、血小板輸血製品の生存能力
および有効性の評価に使用してもよい。素子は、長期保管後の血小板の生存能力および有
効性の評価に使用してもよい。
【００７２】
 本発明はまた、出血障害のスクリーニングとしての本発明に従ったマイクロ流体素子の
使用も提供する。
【００７３】
 １つの実施の形態では、被験体から得られた生体サンプルを、１つ以上の血小板阻害剤
を使用して前処理し、マイクロ流体素子の多くの画成された幾何学形状に通して差し支え
なく、ここで、素子内で観察された血小板凝集の程度は、出血障害と関連性がありうる。
【００７４】
 素子は、先天的な出血欠陥（例えばビルブラント卿病）および後天的な出血欠陥（例え
ば薬物、後天的血小板症）の両方の出血の原因の決定に使用することができる。先天的出
血障害として、次のものが挙げられる：
 ビルブラント卿病、グランツマン血小板無力症、ベルナール・スーリエ症候群、スコッ
ト症候群；
 グレイ血小板症候群、ケベック血小板症候群、α－ＳＰＤ（貯蔵プール欠乏症）、α，
δ－ＳＰＤなどのα顆粒欠損症；
 ハーマンスキー・パドラック症候群、チェディアック・東症候群、グリセリ症候群、δ
－ＳＰＤなどの密顆粒欠乏症；
 ウィスコット・アルドリッチ症候群およびＭＹＨ９および関連する巨大血小板障害など
の細胞骨格欠損。
【００７５】
 素子はまた、薬物反応における患者間の差異を評価するために使用して差し支えなく、
また、出血の危険性の高い患者の特定に使用することもできる。
【００７６】
 本発明は、小児科の被験体における出血障害の解析のための本発明に従ったマイクロ流
体素子の使用も提供する。例えば、素子は、少量の血液サンプルしか入手できない新生児
および小児患者のスクリーニングに使用してもよい。別の例では、素子は、頭蓋内出血の
危険性がある乳幼児および／または新生児の発見に使用して差し支えない。素子は、出血
が主に血小板機能障害に関連するか否かを見定めるのに使用してもよい。
【００７７】
 本発明の他の実施の形態では、本発明は、初回通過アッセイ用の装置として、並行に並
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んだ変動する幾何学形状を、６～３００の幾何学的形状の変動範囲で包含する場合もあり
うる。この広範囲のスペクトル配列の結果は、対象とする血小板サンプルに最も適した幾
何学形状の特異的集合を定義するのに使用することができよう。これは、幾何学形状の一
部のアッセイに着目した較正の過程と見なされうる。素子の配列バージョンは、高スルー
プットスクリーニングの手順における有用性を見出す。
【００７８】
 したがって、本発明は、抗血小板治療のための薬剤開発の実験的な高スループットスク
リーニング手段としての本発明のマイクロ流体素子の使用も提供する。１つの実施の形態
では、複数の血小板サンプルは、さまざまな小分子またはペプチド阻害剤で処理され、サ
ンプルをマイクロ流体素子に通すことによって分析する。このようにして、新規の抗血小
板薬が、大規模な化学ライブラリーから迅速かつ効率的に識別されうる。抗血小板活性を
有する分子またはペプチドを、分析し、定義された一連のマイクロチャネルの幾何学形状
を灌流させた未処理の対照サンプルと比較する。
【００７９】
 本発明はまた、複数の候補抗血小板化合物の高スループットスクリーニング方法も提供
し、本方法は、
 （ｉ）被験体から入手した少なくとも１つの生体サンプルを、前記複数の候補抗血小板
化合物のうち少なくとも第１の候補化合物と接触させ、
 （ｉｉ）前記サンプルを、定義されたフロー条件下、血小板凝集が前記素子内で生じる
か否かを決定するのに十分な時間、本発明のマイクロ流体素子に通し、
 （ｉｉｉ）前記少なくとも１つの生体サンプルの血小板凝集における前記複数の候補抗
血小板化合物のうちの第１の候補化合物の効果を検出し、
 （ｉｖ）（ｉｉｉ）で見られた効果を前記候補化合物と接触していない対照サンプルと
比較する、
各工程を有してなる。
【００８０】
 素子における血小板凝集の検出および観察を容易にするために、候補抗血小板化合物に
、検出可能な標識化群を含めてもよいことは、本発明の当業者に認識されよう。
【００８１】
 上記高スループットスクリーニング方法は、せん断依存性の血小板欠陥に関する、トラ
ンスジェニックマウスなどのトランスジェニック動物に由来する複数の血小板サンプルを
スクリーニングするためのスクリーニング手段として有利でありうることもまた認識され
よう。素子の高スループット配列バージョンは、組み換えまたは化学的突然変異を被った
マウスに由来する数多くのサンプルを、血小板の欠陥について迅速にスクリーニング可能
にする。本方法は、多数のトランスジェニックマウスのサンプルのスクリーニングにも使
用されうる。
【００８２】
 本発明はまた、新規の抗血小板試薬も提供し、前記試薬は、本発明に従ったマイクロ流
体素子を組み込んだ高スループットスクリーニングによってもたらされる。
【００８３】
 本発明は、血小板機能のモニタリングに使用するためのキットであって、
 （ｉ）本発明に従ったマイクロ流体素子と、
 （ｉｉ）前記素子が血小板機能のモニタリング用のシステムに使用されることを示す使
用説明書と
を具備する包装材料を備えたキットも提供する。
【００８４】
 本実施の形態は、局所的なせん断マイクロ勾配が、高せん断加速区域の直後に生じるせ
ん断の減速区域における血小板凝集を促進するという認識で開発された。よって、せん断
の加速区域と、その後に続く密結合したせん断減速区域（せん断勾配）は、安定化した血
小板凝集の発現をもたらす条件である。
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【００８５】
 本発明の一例を、 添付の図面とともに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】血小板凝集域を画成する球形の突起を通過するサンプルの一般に例証される概略
的な流れ。
【図２】血小板凝集および血管損傷の下流を示す連続した顕微鏡写真（２ａ）、血管損傷
の周りの３つの区域における血小板凝集の範囲（２ｂおよび２ｃ）、およびせん断速度の
関数としての血小板凝集の範囲（２ｄ）。
【図３】それぞれ、血小板の連結を示す、一連の差分コントラスト画像（３ａ）、および
走査型電子顕微鏡画像（３ｂ）。
【図４ａ】本発明の１つの実施の形態に従った障壁を有するチャネルを一般的に示す斜視
図。
【図４ｂ】本発明の一部の実施の形態において選択されうる可変チャネルパラメータを示
す上面図。
【図４ｃ】本発明の第２の実施の形態に従った、製造した素子の顕微鏡写真。
【図５ａ】本発明の実施の形態に従って、内部に障壁の階段状の形状のマイクロチャネル
が製造された、ブロックの断面端面図。
【図５ｂ】図５ａのブロックのチャネル部分の拡大した部分端面図。
【図５ｃ】図５ａおよび５ｂのブロックの上面図。
【図５ｄ】図５ａ～５ｃのブロックの拡大した部分上面図。
【図６】チャネル内に球体の突起を含む、本発明の実施の形態を示す図（６ａ）、ならび
に、このような球体の形状のバリエーションを示す図（６ｂ～６ｄ）。
【図７ａ】球体の形状のマイクロチャネルが本発明の別の実施の形態に従って製造された
、ブロックの断面端面図。
【図７ｂ】図７ａのブロックのチャネル部分の拡大した部分端面図。
【図７ｃ】図７ａおよび７ｂのブロックの上面図。
【図７ｄ】図７ａ～７ｃのブロックの拡大した部分側面図。
【図７ｅ】図７ａ～７ｄのブロックの拡大した部分上面図。
【図８】突起がチャネル内に柱を含む、本発明の実施の形態を示す図。
【図９ａ】本発明のさらなる実施の形態に従って、柱の形状をしたマイクロチャネルが内
部に製造されたブロックの断面端面図。
【図９ｂ】図９ａのブロックのチャネル部分の拡大した部分端面図。
【図９ｃ】図９ａおよび９ｂのブロックの上面図。
【図９ｄ】図９ａ～９ｃのブロックの拡大した部分側面図。
【図９ｅ】図９ａ～９ｄのブロックの拡大した部分上面図。
【図１０ａ】内部に本発明の１つの実施の形態に従ったマイクロチャネル素子が作製され
た、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）ブロックの斜視図。
【図１０ｂ】並行な配列構成の素子設計の幾つかの物理的な実施の形態を示す、幾つかの
微分干渉コントラスト画像。
【図１０ｃ】内部にさらなる好ましい本発明の実施の形態に従ったマイクロチャネル素子
が作製された、ＰＤＭＳブロックの上面図。
【図１１】本発明の実施例１で得られた結果を示す図。
【図１２】本発明の実施例２で得られた結果を示す図。
【図１３（ｉ）】それぞれ、本発明の実施例３から得られた結果のカラー画像（ａ）～（
ｆ）。
【図１３（ｉｉ）】それぞれ、本発明の実施例３から得られた結果の白黒画像（ａ）～（
ｆ）。
【図１４】阻害されていない全血に関し、漸拡角度ｂが異なり、それぞれ、９０度、６０
度および３０度の値を取る、３つのチャネルの微小形状における血小板凝集を示す図（１
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４ａ）。Ａ＝ｃ９０ ｅ９０ ｇ２０ ｗ１５ １００～７００μｍの幾何学形状、Ｂ＝ｃ９
０ ｅ６０ ｇ２０ ｗ１５ １００～７００μｍの幾何学形状、およびＣ＝ｃ９０ ｅ３０ 
ｇ２０ ｗ１５ １００～７００μｍの幾何学形状；阻害剤で処理した全血についての同一
の３つの幾何学形状における血小板凝集を示す図（１４ｂ）。Ａ＝ｃ９０ ｅ９０ ｇ２０
 ｗ１５１００～７００μｍの幾何学形状、Ｂ＝ｃ９０ ｅ６０ ｇ２０ ｗ１５ １００～
７００μｍの幾何学形状、およびＣ＝ｃ９０ ｅ３０ ｇ２０ ｗ１５ １００～７００μｍ
の幾何学形状。
【図１５】階段状の形状の選択についての歪み速度および加速度の解析図。
【図１６ａ】側壁圧縮を被る代表的なマウスの腸間膜細動脈の構造的シミュレーションお
よびＣＦＤシミュレーション。
【図１６ｂ】側壁圧縮を被る代表的なマウスの腸間膜細動脈の構造的シミュレーションお
よびＣＦＤシミュレーション。
【図１６ｃ】側壁圧縮を被る代表的なマウスの腸間膜細動脈の構造的シミュレーションお
よびＣＦＤシミュレーション。
【図１６ｄ】側壁圧縮を被る代表的なマウスの腸間膜細動脈の構造的シミュレーションお
よびＣＦＤシミュレーション。
【図１６ｅ】１６ａ～ｂに対応する白黒図面。
【図１６ｆ】１６ａ～ｂに対応する白黒図面。
【図１７】３つの選択した対称的なマイクロチャネルの設計事例。
【図１８（ｉ）】腸間膜細動脈におけるコンピュータ計算した歪み速度分布、およびｃ６
０ｇ２０ｅ６０の血管模倣体のカラー画像（ａ）～（ｄ）。
【図１８（ｉｉ）】腸間膜細動脈におけるコンピュータ計算した歪み速度分布、およびｃ
６０ｇ２０ｅ６０の血管模倣体の白黒画像（ａ）～（ｄ）。
【図１９（ｉ）】素子の流体力学的性能のカラー画像（ａ）～（ｄ）。
【図１９（ｉｉ）】素子の流体力学的性能の白黒画像（ａ）～（ｄ）。
【図２０ａ】凝集を示すリアルタイム落射蛍光画像のカラー画像。
【図２０ｂ】凝集を示すリアルタイム落射蛍光画像の白黒画像。
【図２１ａ】マイクロチャネルの幾何学形状の収縮および漸拡角度の両方を対称的に修正
した一連のテストケース実験を示す図。
【図２１ｂ】マイクロチャネルの幾何学形状の収縮および漸拡角度の両方を対称的に修正
した一連のテストケース実験を示す図。
【図２１ｃ】２１ａ～ｂに対応する白黒図面。
【図２１ｄ】２１ａ～ｂに対応する白黒図面。
【図２２】ｃ８５ ｇ３０ ｅ８５ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ
流体素子における抗血小板阻害剤の効果を比較したグラフ。
【図２３】ｃ８５ ｇ３０ ｅ８５ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ
流体素子における健常なドナーサンプルと、フォン・ヴィレブランド病患者のサンプルを
比較したグラフ。
【図２４】ｃＸ ｇ２０ ｅ８５ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ流
体素子における血小板凝集反応における、漸縮角度の低下を比較したグラフ。ｃＸ＝漸縮
角度である。
【図２５】ｃ８５ ｇ２０ ｅＸ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ流
体素子における血小板凝集反応における、漸拡角度の低下を比較したグラフ。ｅＸ＝漸拡
角度である。
【図２６】ｃ７５ ｇＸ ｅ７５ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ流
体素子における血小板凝集反応における、ギャップ幅の解析グラフ。ｇＸ＝可変ギャップ
幅である。
【図２７】ｃ７５ ｇ２０ ｅ７５ １００～１００μｍの幾何学形状を具備したマイクロ
流体素子における血小板凝集反応についての、ギャップ長さの解析グラフ。
【発明を実施するための形態】
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【００８７】
　本発明者らは、血管損傷部位での血小板凝集および血栓成長の開始における、血液流動
学上の急激な変化についての鍵となる役割を特定した。特に、本発明者らは、膜連結の再
構築とも呼ばれる特異的な膜付着構造の発現に依存する凝集の安定化を伴う、円盤状の血
小板凝集の誘発におけるマイクロスケールのせん断勾配の重要な役割を実証した。したが
って、局部的なせん断マイクロ勾配に応じて、血栓の発現は、形成された凝集の安定化に
おける二次的な役割を担う、トロンビン、ＡＤＰおよびＴＸＡ2などの可溶性の血小板作
動薬の生成を伴った、主に円盤状の血小板から成る。これらの新しい発見は、可溶性の作
動薬の生成が血小板凝集および血栓成長の主な駆動力であるという長年抱かれてきた考え
に異議を唱えるものである。
【００８８】
　図１は、血小板凝集域を画成する球形の突起を通るサンプルの流れを一般に例証する概
略図である。これは、以下にさらに説明するマイクロせん断勾配技術を裏付ける、せん断
勾配依存性の血小板凝集（Ｓ．Ｇ．Ａ）の実用モデルを示している。血管壁の幾何学形状
の変化に起因する、または、部分的な内腔の閉塞結果すなわち発現する血栓による、血流
の限局性の摂動は、せん断が加速する狭小な区域と、それに続く、せん断が減速する密結
合した区域を特徴とする、局所的なせん断勾配を確立する。せん断の加速区域を横断する
流跡線を辿る円盤状の血小板は、ピークせん断領域（区域２）内にフィラメント状の膜連
結相互作用を形成する。これらの血小板がその後に減速せん断区域（区域３）へと移動（
translocation）することにより、全般的な連結が密になり接着が強化されることを特徴
とする、膜連結の能動的な（Ｃａ2＋依存性の）再構築をもたらす。円盤状の血小板の動
員および連結の再構築の進行は、血管損傷部位から下流の安定化した円盤状の血小板凝集
および血栓増加を促進する。
【００８９】
　図２ａは、マウスの腸間膜細動脈壁の化学損傷部位において生じる円盤状の血小板凝集
を示す、一連の代表的な微小画像である。成長する血小板凝集は、名目上、上流の象限（
区域１）、側部の象限（区域２）および下流の象限（区域３）に区画化されていることに
留意されたい。黒い矢印は、化学的処理によって生じた損傷を示している。白い矢印は、
初期の血小板の動員が見られた点を示している。白い破線は、円盤状の血小板凝集の外側
縁の境界を定めている。スケールバーは５μｍである。図２ｂは、インビトロにおける血
小板血栓の表面の異なるせん断区域（区域１、２および３）における円盤状の血小板凝集
の存続時間を示すグラフを提示している（ｎ＝２４実験）。結合の存続時間は、低せん断
区域（区域３）で著しく大きいことに留意されたい。
【００９０】
　図２ｃは、インビトロおよびインビボにおけるネズミ科の動物の血栓の発達、すなわち
；インビトロの血栓表面のインビトロの血栓凝集の頻度（ｎ＝２４実験）；Ｃ５７Ｂｌ／
６野生型マウスのインビボの血栓表面におけるインビボの血栓凝集の頻度；２００ｍｇ／
ｋｇのアスピリン、５０ｍｇ／ｋｇのクロピドグレル（経口）＋５０ｍｇ／ｋｇのヒルジ
ン（静脈）を投与したＰ２Ｙ1

-/-マウスのインビボの血栓表面におけるＡＤＰ、ＴＸＡ2

拮抗薬＋ヒルジンのインビボにおける凝集の頻度（ｎ＝１４）の、異なるせん断区域（区
域１、２および３）内における円盤状の血小板の連結の相対的画分を示すグラフである。
血小板の動員の主な領域は、減速区域（区域３）で生じることに留意されたい。
【００９１】
　図２ｄは、適用したバルクせん断速度（γ）の関数としての、インビトロにおけるあら
かじめ形成された血小板単分子層の表面における円盤状の血小板凝集の存続時間を示すグ
ラフである［ｎ＝３］。このデータセットは、連結の形成を通じた血小板の動員が、イン
ビトロおよびインビボにおける区域３内に見られる血栓に近い、３００秒-1以下のせん断
速度において、最も効率的であることを実証している。
【００９２】
　全般的なこのデータセットは、休止している円盤状の血小板の粘着および凝集性の相互
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作用が、インビトロおよびインビボにおける血栓の下流面に生じるせん断の減速領域に感
受性になることを実証している。これは、素子設計の生物学的基礎を形成する基本的な観
察であり、Nesbitt W. S. et. al., “A shear gradient-dependent platelet aggregati
on mechanism drives thrombus formation”. Nat Med. 2009 Jun;15(6):665-73に公開さ
れている。
【００９３】
　図３ａは、一連の差分コントラスト画像であり、図３ｂは、それぞれ、マイクロせん断
勾配適用の関数としての血小板の動的構造再構築を示す、走査型電子顕微鏡画像を含む。
 図３ａは、固定化した繊維性Ｉ型コラーゲン上にあらかじめ形成された、血栓の下流面
における動的血小板連結挙動を示す微分干渉コントラスト（ＤＩＣ）画像を示している（
適用バルクせん断速度＝１８００秒-1）［スケールバー＝２μｍ］。白い庇状部分（marq
uee）は、円盤状の血小板連結の進行を強調している：初期の血小板相互作用は、短い連
結（１４４秒）を形成し、急速に密集し（１６１～１８８秒）、円盤状の本体部分の近位
に球根状の膜構造を生成する（白い矢印：１９１秒）。図３ｂは、広がった血小板単分子
層の表面に接着する間に、フィラメント状の再構築された膜連結を発現する、円盤状の血
小板の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像を示している（流速３００秒-1）［スケールバー
＝１μｍ］。
【００９４】
　この新規のせん断勾配依存性の血小板凝集機構の特定につながる試験の結果、血小板凝
集および血栓の発達を誘発する一次的なせん断勾配を利用するマイクロ流体工学系の流体
素子が開発された。
【００９５】
　図４ａ～４ｃは、それぞれ、階段状の形状を有するマイクロせん断勾配素子の概略図を
例証している。図４ａは、階段状の形状の構成の全般的な原理を示す、マイクロせん断勾
配素子の概略図である。血液サンプルは、マイクロせん断勾配チャンバを通じて左から右
に灌流する。サンプルとマイクロスケールの階段状の形状との相互作用は、障壁にわたる
初期のせん断加速と、その後の、凝集区域内における円盤状の血小板の凝集を促進する、
障壁および階段のすぐ下流の密結合した減速段階とをもたらす。図４ｂは、この実施の形
態において、階段状の形状が、６つの主要なパラメータによって定義されることを例証し
ている、すなわち：ｉ．初期の血液せん断速度を生理学的範囲（１５０～１０，０００秒
-1）に定義および律則する流入チャネル幅（１００～１０００μｍ）；ｉｉ．血流の加速
度を定義する０° ～９０°（さらに好ましくは３０°～９０°）の範囲の流入角度、ま
たは接触角度（θc）；ｉｉｉ．加速段階に続くピークせん断段階を定義する１０μｍ～
４０μｍの範囲の階段のギャップ高さ；ｉｖ．血小板凝集域を画成する拡張幾何学形状内
に入る重要な血流の減速度を定義する０°～９０°（さらに好ましくは３０°～９０°）
の範囲の漸拡角度（θe）；ｖ．減速段階の規模を定義する１００～１０００μｍの範囲
の拡張チャネル幅；およびｖｉ．突起の幅を定義する０．５～２０μｍの範囲のギャップ
幅。図４ｃは、１００μｍの流入幅、θｃ＝９０°、１０μｍのギャップ高さ、θｅ＝３
０°、および７００μｍの拡大幅（図では部分的にしか見えない）で構成される、製造し
たマイクロせん断勾配素子を示す顕微鏡写真（倍率４０倍）である。
【００９６】
　図５ａ～５ｄは、それぞれ、図４に示した種類の階段状の形状を有するマイクロせん断
勾配素子の概略図を示している。図５ａおよび５ｂは、マイクロチャネルのポリジメチル
シロキサン（ＰＤＭＳ）ブロック５００の断面図であり、長方形のマイクロチャネル５１
０の位置および寸法が示されている。図５ｃは、階段状の形状を有するマイクロチャネル
素子５００の上面図であり、直径１６ｍｍの入口５２０および直径２ｍｍの出口５２２が
示されている。図５ｄは、ブロック５００の階段状の形状の詳細な上面概略図であり、マ
イクロチャネル５１２に対する階段状の形状の位置が示されている。図５ｄに示すように
、入口５２０から続く供給チャネル５１６は幅７２５マイクロメートルであり、マイクロ
チャネル５１２は幅１００マイクロメートルであり、階段５１４の障壁はマイクロチャネ
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ル５１２の下流端に１０μｍ～４０μｍのギャップ幅を残し、流出路５１８は１００～１
，０００マイクロメートルの範囲の幅である。階段５１４の障壁の上流面は、０～９０度
（さらに好ましくは３０°～９０°）の間で選択される流れ方向に対する角度θcを提示
し、下流面は、０～９０度（さらに好ましくは３０°～９０°）の間で選択される角度θ

eを提示する。
【００９７】
　図６ａ～６ｄは、球体の形状を使用するマイクロせん断勾配素子の実施の形態を示して
いる。 図６ａは、マイクロせん断勾配素子の概略図であり、球体形状の構成の全般的な
原理を図示している。矢印６１０は、血液サンプルがマイクロせん断勾配チャンバ６１２
を通って左から右に灌流することを示している。サンプルとマイクロスケールの球体形状
６１４との相互作用は、球体６１４のすぐ上流の側部および軸方向のせん断の加速と、そ
の後の、球体６１４のすぐ下流の密結合した減速段階とをもたらし、減速段階は、球体の
形状６１４の下流面における円盤状の血小板の凝集を促す。球体形状は、２つの主要なパ
ラメータ：ｉ．流速の関数としての初期の血液せん断速度を定義および律則するチャネル
幅（１００～２００μｍ）；およびｉｉ．実質的な層流フロープロファイルのピーク流速
領域への球体の侵入を定義し、かつ、せん断勾配の変化の規模、空間分布および速度を定
義する、０．５～１００μｍの範囲の球体直径によって定義される。図６ｂ～６ｄは、本
発明の代替となる実施の形態において生じうる球体形状の全体的なバリエーションを示し
ている。これらの３次元の幾何学形状または特徴は、６（ｂ）に示す６２４などの半球体
から、そのままの状態の（in situ）血栓の形状にさらによく似ている図６（ｃ）に示す
６３４などの涙滴の形状、および／または、図６（ｄ）に示す６４４などの、さまざまな
度合いの反り（camber）を有する凸面の形状に及びうる。
【００９８】
　図７ａ～７ｄは、発明の別の実施の形態に従って、内部に球体形状のマイクロチャネル
を有するマイクロせん断勾配素子が製造された、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）ブ
ロック７００の概略図である。図７ａおよび７ｂは、マイクロチャネルブロック７００の
断面図を示しており、長方形のマイクロチャネル７１０の位置および寸法が示されている
。図７ｃは、球体の形状を有するマイクロチャネル素子７００の上面図であり、直径１６
ｍｍの入口７２０および直径２ｍｍの出口７２２が示されている。図７ｄおよび７ｅは、
それぞれ、球体の形状７１４の詳細にわたる側面および上面の概略図を示しており、マイ
クロチャネル７１２に対する球体形状７１４の位置が示されている。図７ｄに見られるよ
うに、マイクロチャネル７１２は１００～２００マイクロメートルの高さを有し、球体７
１４は頭上に５０～９９．７５マイクロメートルのギャップの幅を残し、流出路７１８は
１００～２００マイクロメートルの範囲の高さを有する。球体７１４は、０．５～１００
マイクロメートルの直径を有する。図７ｅの上面図に示すように、球体７１４は、チャネ
ル７１２の床面上の中央に配置され、５０～９９．７５マイクロメートルの範囲の同じ大
きさの側面ギャップを残す。マイクロチャネル７１２の上流の流入チャネル７１６は、７
２５マイクロメートルの幅を有する。
【００９９】
　図８は、突起がチャネル８１２における柱８１４からなる、本発明の実施の形態を例証
している。矢印８１０は、血液サンプルがマイクロせん断勾配チャンバ８１２を通って左
から右へと灌流することを示唆している。サンプルとマイクロスケールの柱状形状８１４
との相互作用は、柱８１４のすぐ上流および周りの側部のせん断の加速と、それに続く柱
８１４の周りおよびすぐ下流の密結合した減速段階をもたらし、これが、柱状の形状８１
４の下流面における円盤状の血小板の凝集を促す。このような柱状の形状は、３つの主要
なパラメータ：ｉ．流速の関数としての初期の血液せん断速度を定義および律則するチャ
ネル幅（１００～２００μｍ）；ｉｉ．実質的に層流のフロープロファイルのピーク流速
領域への柱の侵入を定義する、０．５～１００μｍの範囲の柱の高さ；およびｉｉｉ．せ
ん断勾配の変化の規模、空間分布および速度を定義する、０．５～１００μｍの範囲の柱
の直径、によって定義される。
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【０１００】
　図９ａ～９ｅは、本発明のさらなる実施の形態に従った柱の形状を有するマイクロせん
断勾配素子９００の断面の概略図である。 図９ａおよび９ｂは、マイクロチャネルブロ
ック９００の断面図であり、長方形のマイクロチャネル９１２の位置および寸法が示され
ている。図９ｃは、柱状の形状を備えたマイクロチャネル素子９００の上面図であり、直
径１６ｍｍの入口９２０および直径２ｍｍの出口９２２が示されている。図９ｄおよび９
ｅは、それぞれ、柱状の形状の詳細にわたる側面および上面の概略図であり、マイクロチ
ャネル９１２に対する柱９１４の位置が示されている。図９ｄに見られるように、マイク
ロチャネル９１２は、１００～２００マイクロメートルの範囲の高さを有し、柱９１４は
、頭上に５０～９９．７５マイクロメートルのギャップを残し、流出路９１８は、１００
～２００マイクロメートルの範囲の高さを有する。柱９１４は、０．５～１００マイクロ
メートルの直径、および０．５～１００マイクロメートルの高さを有する。図９ｅの上面
図に示すように、柱９１４は、チャネル９１２の床面上の中央に配置され、５０～９９．
７５マイクロメートルの範囲の同じ大きさの側部ギャップを残す。マイクロチャネル９１
２の上流の流入チャネル９１６は、７２５マイクロメートルの幅を有する。
【０１０１】
　図１０ａは、本発明の実施の形態に従ったマイクロ流体素子を概略的に例証している。
マイクロ流体素子は、第１の外層（図示せず）、第２の外層１００８および、製造した挿
入層１０００の３つの層を含む使い捨てのカートリッジである。カートリッジは、多目的
の筺体（図示せず）内に入れることができる。
【０１０２】
　製造した挿入層１０００は、特有の注入口および流出口の形状以外は同一である、２つ
のマイクロ製造した流路１００２ａおよび１００２ｂを有する。マイクロチャネル１００
２ａおよび１００２ｂは、それぞれのマイクロチャネルを封止するカバースリップ１００
８上に基礎を置く、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）ブロック内に形成される。各マ
イクロチャネル１００２ａ、１００２ｂの各末端には、注入口１００４および流出口１０
０６が存在する。
【０１０３】
　各チャネル１００２ａ、１００２ｂは、長方形の断面の５ｍｍ長のチャネルで構成され
、その中心には対称的な階段または突起が導入される。階段状の形状は、６つのパラメー
タによって定義される、すなわち：
　ｉ）初期の血液せん断速度を生理学的範囲（１５０～１０，０００秒-1）に定義および
律則する流入チャネル幅（１００～１０００μｍ）；
　ｉｉ）血流の加速度を定義する、０°～９０°（さらに好ましくは３０°～９０°）の
範囲の流入角度または漸縮角度（θc）；
　ｉｉｉ）加速段階に続くピークせん断段階を定義する、１０μｍ～４０μｍの範囲の階
段のギャップ高さｇ；
　ｉｖ）血小板凝集域を画成する、拡張した形状内への重要な血流の減速度を定義する、
０°～９０°（さらに好ましくは３０°～９０°）の範囲の漸拡角度（θe）；
　ｖ）減速段階の規模を定義する、１００μｍ～１０００μｍの範囲の拡張チャネル幅；
および
　ｖｉ）突起または障壁の幅を定義する、０．５～２０μｍの範囲のギャップ幅。
【０１０４】
マイクロチャネルの作製
　３インチ（７．６２ｃｍ）のケイ素ウエハ上の標準的なソフトリソグラフィー技術を使
用して、ＫＭＰＲ１０２５フォトレジスト（ｍｉｃｒｏＣｈｅｍ Ｃｏｒｐ製）鋳型から
、ＰＤＭＳであるＳｙｌａｇａｒｄにマイクロチャネル１００２ａ、１００２ｂを作製し
た（Weibel, D.B., Diluzio, W.R. & Whitesides, G.M. Microfabrication meets microb
iology. Nature reviews 5, 209-218 (2007)）。高解像度のクロムマスクを用いて、鋳型
を構築するための明確に定義された特徴を達成した。良好な均一性を有する１３０μｍの
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厚さの膜を得るために、３００ｒｐｍおよび１００ｒｐｍ・秒-1のスプレッドサイクルを
１０秒間、および、１０００ｒｐｍ・秒-1および３００ｒｐｍの現像サイクルを３０秒間
用いて、４インチ（１０．１６ｃｍ）のケイ素ウエハをＫＭＰＲ１０２５（Ｍ Ｃｏｒｐ
．製）フォトレジストでスピンコーティングした。端面除去溶媒を用いて、端面除去のサ
イクルを３０秒間行った。ＫＭＰＲでコーティングしたウエハを、２３℃から開始して６
℃・分-1の速度で温度上昇させ、その温度を１００ ℃で４分間保持して溶媒を乾固する
ことによってソフトベークした。基板の過熱を防ぐために、各１分間の２回の露光を使用
して、ＫＭＰＲ膜を、３６０ｎｍの波長および８ｍＷ・ｃｍ-2の出力を用いたＭＪＢ３コ
ンタクト・マスク・アライナ上で、マスクパターンを用いてＵＶに２分間露光させた。露
光後、１００℃で４分間、ホットプレート上でベイクし、２３℃から開始して６℃・分-1

の速度で温度を上昇させ、その温度を１００ ℃で４分間保持して溶媒を乾固させること
によって、パターンを架橋した。温度の急激な変化に起因する膜上の熱応力および亀裂の
可能性を防ぐために、露光および架橋した膜を、サンプルとともにホットプレート上で室
温までゆっくりと冷却した。周期的に攪拌しつつ、露光したＫＭＰＲを１２分間現像し、
未露光の材料を除去した。ＫＭＰＲパターンを現像後、イソプロパノールおよび脱イオン
水でウエハを清浄化し、架橋したＫＭＰＲＯパターンを改善および強化するため、サンプ
ルを１２０℃に３時間加熱することによって、最終的なハードベイクを行った。
【０１０５】
　次に、ＫＭＰＲパターンを ＰＤＭＳチャネルの鋳造のための鋳型として使える状態に
準備した。鋳型を製作後、ＰＤＭＳおよびその硬化剤を１０：１の比で混合し、３０分間
ガス抜きした。あらかじめ作製し、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）内に含めたＫ
ＭＰＲ鋳型に混合物を注いだ。次に、ＰＤＭＳを、１００℃で２０分間、オーブン内で硬
化した。ＰＤＭＳチャネルをＫＭＰＲ鋳型からはがし、生検パンチを使用して６ｍｍの注
入口容器の穴１００４をあけた。流出口をシリンジポンプに接続するため、２ｍｍの生検
パンチを使用した。両方の穴を開けた後、ＰＤＭＳチャネルを６５×２２ｍｍのガラスス
ライド１００４上に直接設置した。ＰＤＭＳの低い表面エネルギーを原因として、接着を
達成した。
【０１０６】
　第１の外層は、挿入層１０００の寸法に合わせて機械加工した、６ｍｍの厚さのＰＤＭ
Ｓの細長いプレートを備える。第１の外層は、サンプルの流入路およびサンプルの入口を
備えたサンプル注入口を提供する。サンプル流入路は第１の外層を貫通する。サンプルの
入口は、第１の外層の外表面のサンプル流入路によって画成される。サンプル流入路は、
第１の外層を通じて機械加工され、流体送達システムへのカートリッジの迅速な接続を可
能にする、Ｍ５接続具を組み込んだタップ付きである。第１の外層はさらに、流出路およ
び出口を備えた流出口を提供する。
【０１０７】
　カートリッジは、第１の層を挿入層１０００上に押圧し、加圧のみで接着する接着剤で
一方を他方に接着することによって組み立てられる。カートリッジは、第１の外層がカー
トリッジの最上層を形成し、カバースリップ１００４がカートリッジの基層を形成するよ
うに、方向付けられる。組み立てられると、第１の外層のサンプル流入路は、それぞれ、
挿入層の注入口１００４と位置合わせされる。同様に、第１の外層のサンプル流出路は、
それぞれ、挿入層の流出口１００６と位置合わせされる。よって、カートリッジは、流路
１００２ａおよび１００２ｂを画成する。このようにして形成された流路は、実質的に真
っ直ぐに走り、第１の末端でサンプル注入口１００４に、第２の末端で流出口１００６に
、それぞれ接続される。
【０１０８】
　素子の使用において、被験体に由来する血液サンプルまたは細胞懸濁液は、それぞれの
注入口を介して素子に導入され、次に、シリンジポンプ、重力送りポンプ、蠕動ポンプま
たはいずれかの形態の圧力駆動ポンプの制御下、所定の流速で、マイクロチャネル１００
２ａ、１００２ｂを通じて灌流される。マイクロチャネル１００２ａ、１００２ｂ内の血
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小板凝集は、ＤＩＣ、落射蛍光顕微鏡または他の光学的な方法などの検出手段によって検
査される。とりわけ、マイクロチャネル１００２ａおよび１００２ｂは完全に同一に構成
され、血小板凝集区域は直接隣接していることから、各マイクロチャネル１００２ａおよ
び１００２ｂ内の血小板凝集の合計は、光学的にモニタリングすることができる（ＰＤＭ
Ｓは光学的に透明であることに留意されたい）。このような累積モニタリング法は、血小
板凝集測定の信頼性を改善し、マイクロチャネル内の血小板凝集の不規則変動の影響を低
減する。
【０１０９】
　本明細書の実施例にはわずか２つのマイクロチャネルしか示されていないが、例えば、
これらの測定をさらにスムーズにするために、より多くのマイクロチャネルがＰＤＭＳブ
ロック内に適切に（例えば ３、４、５、６またはそれ以上）提供されうる。
【０１１０】
　図１０ｂは、並行な配列構成の素子設計の幾つかの物理的な実施の形態を示す、微分干
渉コントラスト画像（倍率１０倍）を例証している。ｃＸｇＹｅＺという記号が用いられ
、ｃＸは突起の上流面の角度であり、ｇＹはギャップのマイクロメートルの長さであり、
ｅＺは突起の下流面の角度である。６回の反復（iteration）実験が行われるが、配列は
、それぞれ、独立した流れ（ポンプ）制御を使用した、最大３００の異なる反復または３
００の同一のチャネルで構成されうる。
【０１１１】
　図１０ｃは、本発明の実施の形態に従った別の素子１０４０の概略図を示している。図
１０ａに示した素子１０００とは対照的に、マイクロせん断勾配素子１０４０の階段状の
形状をした構成は、３つのマイクロ製造した流路１０４２ａ、１０４２ｂおよび１０４２
ｃを備え、それぞれが特有の注入口容器１０４４および流出口容器１０４６を有する。そ
れぞれの注入口容器１０４４の幾何学形状は、各々、８ｍｍの直径を有し、各々、同一の
定義された歪み速度マイクロ勾配の幾何学形状を有する。それぞれの流出口容器１０４６
の幾何学形状は、それぞれ１．５ｍｍの直径を有する。
【０１１２】
　上流トラップ１０５０は、少なくとも、不適切な抗凝固に起因して血液サンプルに形成
されたかもしれない微粒子物質および／またはマイクロ凝血塊の付着を防ぐために、各マ
イクロチャネル１０４２ａ、１０４２ｂおよび１０４２ｃのそれぞれに提供される。トラ
ップ１０５０は、素子を通る血液の流れ効率の最大化を補助する。各トラップ１０５０を
単一のマイクロ収縮１０５４を介してそれぞれのマイクロチャネルに接続する、フィーダ
ー・チャネル１０５２が提供される。
【０１１３】
　図１０ａに示す素子の使用において、被験体に由来する液サンプルまたは細胞懸濁液は
、注入口１０２０を介して素子内に導入され、次いで、シリンジポンプ、重力送りポンプ
、蠕動ポンプまたはいずれかの形態の圧力駆動ポンプの制御下、所定の流速で、マイクロ
チャネル１０１２を通じて灌流される。マイクロチャネル１０１２内の血小板凝集は、Ｄ
ＩＣ、落射蛍光顕微鏡または他の光学的な方法によって検査される。とりわけ、マイクロ
チャネル１０１２は完全に同一に構成され、血小板凝集区域は直接隣接していることから
、各マイクロチャネル１０１２内の血小板凝集の合計は光学的にモニタリングすることが
できる（ＰＤＭＳは光学的に透明であることに留意されたい）。このような累積モニタリ
ング法は、血小板凝集測定の信頼性を改善し、マイクロチャネル内の血小板凝集の不規則
変動の影響を低減する。これらの測定をさらにスムーズにするために、より多くのマイク
ロチャネルがＰＤＭＳブロック１０００内に適切に提供されて差し支えない。
【０１１４】
　階段状の構成は、これらのパラメータのすべてまたは１つが変更された、多数のマイク
ロスケールの幾何学形状を構築する。重要な制約は階段の全般的な寸法であり、その長さ
および高さは、ほぼ０～１００μｍである。０μｍの高さの階段または拡張形状の場合に
は、チャネルは、２００～１０００μｍ幅の直線的なチャネルへと所定の漸拡角度で拡張
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する、１００μｍ幅のチャネルからなる。
【０１１５】
　これらの本発明の実施の形態は、止血および血栓形成における血小板粘着過程の決定的
な役割を所与として、インビトロにおける血小板の接着機能を正確に評価することができ
る、比較的単純かつ信頼性のある診断検査の開発の重要な臨床的必要性が存在するという
認識で開発された。従来の血小板機能検査の使用は、出血障害に寄与する血小板欠陥を特
定し、出血の危険性が増加した患者における止血治療をモニタリングし、周術期における
正常な血小板機能を確実にする。しかしながら、上述の実施の形態は、より単純かつより
信頼性のある血小板機能検査が、過反応性の血小板を有し、血栓形成の危険性が増加した
患者の特定のための抗血小板治療の有効性のモニタリング、血小板濃縮物の品質管理、血
小板ドナーのスクリーニング、および潜在的な外科的出血の危険性の予測にも、潜在的に
有用であるという認識の下で開発された。前述の本発明の実施の形態は、理想的なインビ
トロにおける血小板機能検査は、実施が簡単であり、迅速かつ容易に解釈できる検査結果
を提供し、少量の血液（自然（native）血液または抗凝固血液のいずれか）を使用し、幅
広い血流条件で血小板機能を評価することができ、生理的に適切な血栓形成性表面上で血
小板粘着および凝集の両方を評価することができ、非常に再現性および信頼性があるべき
であるという認識の下で開発された。
【０１１６】
　よって、上述の本発明の実施の形態は、被験体から得られた生体サンプルにおける血小
板凝集を評価するための素子、およびその素子の使用を取り込んだ方法を提供する。実施
の形態は、血流の微細な変化（せん断勾配）が、インビボにおける血栓の発達の一般的な
特徴を表すという認識を利用する。それぞれが定義された幾何学形状を有する、１つ以上
の微小毛細血管またはマイクロチャネルを含む、生体外で使用するための素子を提供する
ことによって、これらの実施の形態は、典型的にはインビボで生じる流速および壁せん断
応力などのさまざまな条件を模倣することによって、インビボにおける自然の環境に非常
に近い模倣を提供する。したがって、これらの素子は、例えば、血栓症、心臓疾患、脳卒
中または他の血管系の疾患（深部静脈血栓症（ＤＶＴ）を含む）を生じる血小板活性また
は機能の異常を有する疑いのある被験体、または、これらの疾患の治療に使用する標準的
な治療（例えばヘパリンまたは他の血栓溶解剤）に対する反応の欠如を示しうる被験体に
おける、血栓の発達（または凝血活性）の評価のための用途を有する。
【０１１７】
生体サンプル
　本明細書では「生体サンプル」という用語は、血小板を含むサンプルを含めることが意
図されており、限定はしないが、全血（自然血液または抗凝固血液）、血漿、血小板、ま
たは赤血球などの処理済みおよび未処理の生体サンプルが挙げられる。好ましい実施の形
態では、サンプルは血小板またはそれらの前駆体を含む。
【０１１８】
　理論に縛られることは望まないが、シリンジ素子を用いた生体サンプルの採取は、結果
的に、血液サンプルのせん断を生じうる。したがって、正確な結果を得るためには、サン
プルは、せん断を最小限に抑える方法で採取することが推奨される。１つの例は、血液サ
ンプルの採取に１６ゲージの針などの高ゲージの針を使用することである。せん断を最小
限に抑える他の機構は当業者によく知られている。
【０１１９】
　本発明の生体サンプルは、ヒトまたは霊長類に由来することが好ましい。生体サンプル
はまた、家畜または愛玩動物由来であることも好ましい。
【０１２０】
被験体
　本明細書では「被験体」という用語は、健康な被験体のほかに、血小板の活性または機
能における既知のまたは疑わしい異常を有する被験体も含むことが意図される。被験体は
、上述のいずれかを含む。好ましくは、被験体はヒト被験体である。
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【０１２１】
　本発明に従った被験体としては、例えば フォン・ヴィレブランド病の被験体、ベルナ
ール・スーリエ症候群を有する被験体、グランツマン血小板無力症を有する被験体、ビタ
ミンＫ欠乏を有する被験体など、疑わしいまたは既知の出血の危険性を有するものが挙げ
られる。
【０１２２】
　本発明に従った他の適切な被験体とは、例えば 脳卒中患者、糖尿病を有する被験体、
喫煙者、心臓疾患を有する被験体、最近 手術を受けた被験体または、過度の出血の危険
性がありうる、医療処置または歯科処置を受けようとしている被験体など、疑わしいまた
は既知の凝固の危険性を有するものである。
【０１２３】
　「流速」という用語もまた、明細書全体を通じて、同等の用語：「灌流速度」とも称さ
れる。生体サンプルは、単一速度ポンプ、可変速度ポンプ、シリンジポンプまたは重力ポ
ンプなどの流れ制御手段のいずれかを用いて、微小毛細血管またはマイクロチャネルを一
定方向に通過しうる。流速の制御は、ポンプ速度の変化などの適切な方法で達成されうる
。
【０１２４】
　流速は、ミリリットルの流体／分として定義される。せん断は、血管における壁の近く
の流体の速度が中心方向よりも遅くなるような、流れる際の流体面の比較的並行な動きの
結果である。この流体の同心円層間の流速の差異は、「せん断」効果を生み出す。せん断
は、せん断速度またはせん断応力として定義される。せん断速度は、ｃｍ／秒（または秒
の逆数、秒-1）として表される。せん断応力は、単位面積当たりの力であり（Ｄｙｎ／ｃ
ｍ2またはパスカルで表される）、せん断速度×粘度と等しい。
【０１２５】
　本発明の文脈で用いられる「せん断マイクロ勾配」という用語は、生物由来物質の流れ
の速度変化によって生じたせん断効果のことを称することが意図されている。変動する流
入および流出の幾何学形状を有するように微小毛細血管またはマイクロチャネルを明確に
設計することにより、本実施の形態は、血小板凝集におけるせん断マイクロ勾配の差異の
影響の検査を提供する。
【０１２６】
　とりわけ、図１０の実施の形態に適用した約２５０マイクロリットル／分未満の流速で
は、マイクロチャネルを通って流れる流体のレイノルズ数は約２６未満である。この計画
では、流れの分離または渦の形成はなく、血液の流速は安定している。本発明の特に好ま
しい実施の形態では、流速は約８マイクロリットル／分であり、レイノルズ数は約０．８
６であり、流れの分離および渦形成の発生を頼りにする他の素子とは対照的に、分離また
は渦形成の状況を絶対に生じさせない。本発明の実施の形態は、代わりに、減速流および
得られたせん断勾配を利用する。
【０１２７】
　さらに具体的には、本実施の形態は、局所的なせん断マイクロ勾配が、せん断の減速が
高せん断加速区域の直後に生じる区域で血小板凝集を促進するという認識で開発された。
よって、せん断の加速区域と、その後の密結合した減速せん断区域（せん断勾配）は、安
定化した血小板凝集の発現をもたらす条件である。
【０１２８】
　血小板機能の正確な評価は、診断および被験体の治療の適切な管理を補助することが認
識されよう。さらには、血小板機能のモニタリングの続行は、特定の治療計画に対する被
験体の応答の評価も助けるであろう。
【０１２９】
　特に、本発明の方法は、被験体の血液凝固または血小板血栓の進行の危険性の判断に特
に適している。被験体の凝血塊の進行の危険性は、被験体の異なる群間の比較を行うこと
によって判断されうる。例えば、比較は、健常な被験体に由来する血液サンプルと、血液
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凝固の発現の病歴または危険性が増加した被験体に由来する血液サンプルとを、規定の流
速および温度で、標準化された特定期間にわたり、多くの異なる微小毛細血管またはマイ
クロチャネルの幾何学形状にわたるサンプルの血小板凝集挙動の比較をすることによって
、行って差し支えない。
【０１３０】
　本発明の素子および方法はまた、異なる血小板欠陥間の識別に使用することもできるこ
とが認識されよう。
【０１３１】
　本発明の素子および方法はまた、特定の薬物または物質の有効性のアッセイに使用する
ことができることもさらに認識されよう。例えば、本発明者らは、ヒト血液に由来する、
インテグリリン（一般的な抗血小板薬）治療したサンプルと正常なサンプルとの特定のマ
イクロチャネルの幾何学形状に、異なる血小板凝集プロファイルが観察されることを見出
した。
【０１３２】
　本発明の方法が意図する臨床症状としては、限定はしないが、そうでなければ健康な被
験体における、数多くの心血管系リスクの評価；血栓事象を経験している患者の評価；所
定の抗血小板治療の有効性のモニタリング；大手術が予定される患者の出血または凝固の
危険性の評価；真性糖尿病、高血圧症、高血液コレステロール、凝血の強い家族の病歴、
喫煙者および特定可能な血栓形成マーカーを有する者を含めた、心臓血管系の疾患の危険
性が高い患者における凝固のリスクプロファイルの評価；抹消血管系の疾患を有する患者
の凝固の危険性の評価；および、出血障害を有する患者のプロファイルの調査が挙げられ
る。
【０１３３】
試薬
　本発明に従った試薬は、薬物または他の非医学的な物質でありうる。例えば、試薬は、
抗血小板薬、抗凝血剤、血栓溶解薬／線維素溶解薬、またはクエン酸、ＥＤＴＡまたはシ
ュウ酸などの非医学的な物質から選択されうる。
【０１３４】
　適切な抗血小板薬の例としては、アブシキシマブ、エプチフィバチドおよびチロフィバ
ンなどの糖タンパク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤；チエノピリジン（クロピドグレル、プラ
スグレル、チクロピジン）およびチカグレロールなどのＡＤＰ受容体／Ｐ２Ｙ12阻害剤；
ベラプロスト、プロスタサイクリン、イロプロスト、トレプロスチニル、アセチルサリチ
ル酸／アスピリンなどのＣＯＸ阻害剤、アロキシプリン、カルバサラートカルシウム、お
よび、ジタゾール、クロリクロメン、ジピリダモール、インドブフェン、ピコタミドおよ
びトリフルサルなどの他のものなど、プロスタグランジン類似体；クマリンなどのビタミ
ンＫ拮抗薬：アセノクマロール、クマテトラリル、ジクマロール、ビスクマ酢酸エチル、
フェンプロクモン、およびワルファリン、１，３－インダンジオン：クロリンジオン、ジ
フェナジオンおよびフェニンジオン、および、チオクロマロールなどの他のものが挙げら
れる。
【０１３５】
　適切な抗凝血剤の例としては、ヘパリンなどの第Ｘａ因子阻害剤：ベミパリン、セルト
パリン、ダルテパリン、エノキサパリン、ナドロパリン、パルナパリン、レビパリン、チ
ンザパリン；フォンダパリヌクス、およびイドラパリヌクスなどのオリゴ糖；アピキサバ
ン、オタミキサバン、およびリバロキサバンなどのキサバンが挙げられる。
【０１３６】
　他の適切な抗凝血剤としては、ヒルジン（ビバリルジン、レピルジン、デシルジン）、
アルガトロバン、ダビガトラン、メラガトラン、キシメラガトランおよび、ＲＥＧ１、デ
フィブロチド、ラマトロバン、抗トロンビンＩＩＩ、タンパク質Ｃなどの他のものなど、
直接的なトロンビン阻害剤が挙げられる。
【０１３７】
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　適切な血栓溶解薬／線維素溶解薬の例としては、ＴＰＡ（アルテプラーゼ、レテプラー
ゼ、テネクテプラーゼ）、ＵＰＡ（ウロキナーゼ、サルプラーゼ）、ストレプトキナーゼ
、アニストレプラーゼ、モンテプラーゼ、ならびに、アンクロッドおよびフィブリノリジ
ンなどのセリンエンドペプチダーゼが挙げられる。
【０１３８】
　本明細書では、「試薬」という用語は、単一の化合物または化合物の混合物を包含する
、広い意味で用いられる。この用語は、抗体、ホルモン、他のタンパク質またはポリペプ
チドなどの生物由来物質を含めた、合成または天然の物質を含む。
【０１３９】
　試薬は、例えば、コラーゲン、ＡＤＰ、トロンビン、トロンボキサンＡ2、セロトニン
およびエピネフリンなど、血小板を活性化する薬剤でありうる。
【０１４０】
　試薬は、例えば、既知の抗血小板薬であってもよい。あるいは、物質は、血小板または
それらの前駆体、または他の細胞における調節作用についてスクリーニングされる物質で
ありうる。
【０１４１】
　「調節」という用語は、本明細書では、物質が、生体サンプル内に存在する血小板また
は前駆体の血小板凝集活性に関して有する、いずれかの効果のことを称する。したがって
、この用語は、血小板凝集活性の増進または阻害を包含する。
【０１４２】
　とりわけ、本システムは、血小板凝集域における突起の下流側にせん断微小勾配を提供
し、したがって、自然のインビボ環境をさらに適切に模倣する、幅広いせん断速度に及ぶ
。さらには、本システムは、アッセイの前に血液サンプルの操作を必要としない。さらに
は、本システムは、少量の血液体積を用いることができる。これは、乳児または幼児から
採取する血液体積が少量である、および／または入手困難である小児科では特に重要であ
る。さらには、本システムは、閉塞の速度に頼るのではなく、血小板凝集を動的平衡に向
かわせることができ、したがって最大の血栓の大きさについての情報を与える。さらには
、本システムは、リアルタイムでの血栓の安定性の測定を可能にする。
【０１４３】
　本システムの一部の実施の形態のさらなる利点は、本素子が、リアルタイムでモニタリ
ングする血小板凝集の視覚化および分析を可能にすることである。さらには、本システム
は、血小板凝集の速度および程度における動的データをもたらすことができる。
【０１４４】
　幅広く記載された本発明の範囲から逸脱することなく、特定の実施の形態に示される本
発明に、多くの変形および／または変動がなされうることが当業者には理解されよう。し
たがって、本実施の形態は、あらゆる点で、例証でと見なされるべきであってあって制限
するものとは見なされるべきではない。
【０１４５】
　本願全体を通して、「含む」という用語、またはその変形、または「含んでいる」は、
規定された要素、整数または工程、または、要素、整数または工程の群を含むという意味
になるが、他の要素、整数または工程、または要素、整数または工程の群を除外するもの
ではない。
【０１４６】
　本発明のさらなる特徴は、以下の詳細な説明および実施例に、さらに十分に説明される
。しかしながら、実施例は、単に本発明を例証する目的で含まれることが理解されるべき
である。多少なりとも、上記の本発明の広範な説明における制限と理解されるべきではな
い。
【実施例】
【０１４７】
方法
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血液サンプルの回収
　抗凝血剤として８００Ｕ／ｍｌのヒルジンを含む１９ゲージの針を取り付けた１０ｍｌ
のシリンジを使用して、肘正中静脈の瀉血によって、被験体の血液サンプルを採取した。
【０１４８】
血液サンプルの処理
　ヒルジン（８００Ｕ／ｍｌ）および承諾したヒトドナーから採取した抗凝固性の全血を
使用して、素子を通る血液の灌流の研究を行った。全血サンプルを、３７℃で１０分間、
脂肪親和性膜染料ＤｉＯＣ6（１μｇ／ｍｌ）またはＤｉＩＣ１２（１μｇ／ｍｌ）とと
もにインキュベートし、素子を通じて細胞をさらに容易に視覚化にした。
【０１４９】
マイクロチャネルの作製
　３インチ（７．６２ｃｍ）のケイ素ウエハに標準的なソフトリソグラフィー技術を使用
して、ＫＭＰＲ１０２５フォトレジスト（ｍｉｃｒｏＣｈｅｍ Ｃｏｒｐ製）鋳型からポ
リジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ、Ｓｙｌａｇａｒｄ）にマイクロチャネルを作製した（
Weibel, D.B., Diluzio, W.R. & Whitesides, G.M. Microfabrication meets microbiolo
gy. Nature reviews 5, 209-218 (2007)）。高解像度のクロムマスクを使用して、鋳型を
構築するための明確に定義された特徴を達成した。Ｓｕ８現像剤を使用してＫＭＰＲを現
像した。これにより、チャネルの逆鋳型が形成された。全般的なチャネルの深さは８０μ
ｍであった。鋳型を構築した後、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）と硬化剤を１０対
１の比で混合し、２０分間ガス抜きし、鋳型に約４ｍｍの厚さまで注いだ。ＰＤＭＳを９
０℃で２０分間硬化した。最後に、１６０μｍの厚さのホウケイ酸塩カバーガラス上に直
接、ＰＤＭＳチャネルを接着させた。
【０１５０】
　必要とされる耐性を達成するため、フォトリソグラフィ法の各段階で高度の品質管理が
必要とされる。この一例として、厳密に定義された隅部は、初期の設計の一部であったが
、製造工程における電流制限に起因して、半径約５マイクロメートルの丸みを帯びた隅部
を製造した（これはＣＦＤモデリングにおける検討事項であった）。この制限は血小板の
反応には著しい影響は与えなかったが、製造方法のさらなる改善により、最終的には、血
行動態および結果として得られた血小板凝集のさらに正確な制御をもたらすであろう。Ｐ
ＤＭＳは費用および製造容易性の点で多くの利点をもたらすが、さらに正確な幾何学形状
を可能にする他の材料は、本発明の他の実施の形態において有利であることが判明するで
あろう。
【０１５１】
流体流れの数値シミュレーション（ＣＦＤ）
　歪み速度の評価は、非圧縮性の流体流れについての質量保存および運動量方程式を用い
て速度場を解いた後、有限体積スキームに基づいて、コンピュータによる流体力学（ＣＦ
Ｄ）ソフトウェアパッケージＦＬＵＥＮＴ６.０（Ｆｌｕｅｎｔ ＵＳＡ社製（米国ニュー
ハンプシャー州レバノン所在））を使用して計算した。実行のさらなる詳細は、ＦＬＵＥ
ＮＴ社のマニュアルで確認することができる。連続体仮説および滑りなし境界条件の妥当
性は保持されると仮定した。流れは、三次元の、安定した、層流および非圧縮性とみなし
た。流体媒質は、９９８．２ｋｍ／ｍ3の一定密度および０．００３４５Ｐａ・ｓの粘度
で検討した。離散化スキーム圧力は標準であり、２次的な風上の運動量オプションは計算
に使用可能であった。
【０１５２】
実施例１：階段状の形状を通る血液の灌流 
　図１１ａは、１００μｍの流入（入口）幅、９０°の漸縮角度（θc ）、１０μｍのギ
ャップ高さ、６０°の漸拡角度（θe ）、および７００μｍの拡張／出口幅からなるマイ
クロせん断勾配素子を通る、ヒト（ヒルジン抗凝固）血液の灌流の一連の代表的な顕微鏡
写真（倍率４０倍）である。灰色の矢印は、初期の凝集点［ｔ＝１２秒］を意味し、黒い
矢印は、拡張区域における血栓成長の限界を示す（代表的なｎ＝３実験）。
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【０１５３】
　図１１ｂは、（ａ）におけるマイクロチャネル壁の幾何学形状の表面から１μｍ（円盤
状の血小板の直径の２分の１）移動する血小板（粒子）の速度変化を示す、コンピュータ
による流体力学（ＣＦＤ）シミュレーションから生じた結果（速度υの変位プロット）を
示している。直線的なマイクロチャネル部分（１，８００秒-1の層流）の場合には、血小
板はその流路長全体を一定速度で移動する。血小板がせん断勾配の幾何学形状を通って移
動するときに、急速な減速段階に連結した急速な加速段階が存在する。
【０１５４】
　図１１ｃは、図１１ａに示したＰＤＭＳマイクロチャネル素子を通る、全血の灌流の反
応を示す代表的な凝集のトレースを含んでいる。階段状の形状は、１，８００秒-1の流入
（狭窄前）せん断速度におけるヒルジン抗凝固処理した全血の灌流を表し（代表的なｎ＝
３実験）；血液の灌流前に３０μｇ／ｍｌのｃ７Ｅ３ Ｆａｂで１０分間処理した、抗αI

Ibβ3－ヒルジン抗凝固性の全血（代表的なｎ＝２実験）。インテグリンαIIbβ3の係合
なしでは、狭窄の頂点（apex）における初期の動員は著しく遅延し、凝集が全般的に抑制
されることに留意されたい；抗ＧＰＩｂは、５０μｇ／ｍｌの抗ＧＰＩｂブロッキングＩ
ｇＧ ＡＬＭＡ１２で１０分間処理したヒルジン抗凝固性の全血である（代表的なｎ＝３
実験）。ＧＰＩｂ／Ｖ／ＩＸの係合の不存在下における血小板相互作用の完全欠損に留意
されたい。
【０１５５】
　図１１ｄは、せん断勾配を誘発しない直線的なマイクロ流体素子と比較した、図１１ａ
に示したマイクロチャネルを通る全血の灌流の反応を示す、代表的な凝集のトレースを示
している；階段状の形状は、１，８００秒-1の流入（狭窄前）せん断速度における、ヒル
ジン抗凝固処理した全血の灌流を表す（代表的なｎ＝３実験）；直線的なチャネルは、２
０，０００秒-1のバルクせん断速度における、１００μｍの直線的なマイクロチャネルを
通るヒルジン抗凝固処理した全血の灌流である（代表的なｎ＝３実験）。
【０１５６】
　図１１ｅは、（ａ）に示したマイクロせん断勾配素子を通る全血の灌流の血小板凝集反
応の可溶性の作動薬の非依存性を示す、代表的な凝集のトレースを含む；階段状の形状は
、１，８００秒-1の流入（狭窄前）せん断速度における、ヒルジン抗凝固処理した全血の
灌流を表す；＋ＡＤＰ／ＴＸＡ2拮抗薬＋ヒルジンは、ＭＲＳ２１７９（１００μｍ）、
２－ＭｅＳＡＭＰ（１０μｍ）およびインドメタシン（１０μｍ）で１０分間処理したヒ
ルジン抗凝固性の全血である（代表的なｎ＝３実験）。
【０１５７】
　提案した階段状の形状のサンプルにおけるヒルジン（５０ｍｇ／ｋｇ）抗凝固性の全血
を使用する血流の試行実験は、血小板凝集のせん断勾配モデルのように、血小板血栓が階
段状の形状の下流面における特定された流れ減速区域内に排他的に形成されることを実証
した（図１１ａ参照）。対照試験は、階段状の形状のない直線的なマイクロチャネルにお
ける持続した、高まった層流せん断（２０，０００秒-1）が、血小板の凝集を促進する表
現型を誘発することができないことを実証した（図１１ｂ～ｄ）。血小板凝集のせん断勾
配モデルによれば、化学的な血小板作動薬（ＡＤＰおよびＴＸＡ２）の封鎖は、階段状の
形状におけるせん断勾配依存性の凝集を遮断しない（図１１ｅ）。しかしながらこの凝集
過程は、血小板インテグリンαIIbβ3係合に非常に依存する（図１１ｃ）。
【０１５８】
実施例２：２つの階段状の形状の反復の流速依存性 
　図１２ａは、１００μｍの流入／入口幅、９０°の漸縮角度（θc）、２０μｍのギャ
ップ高さ、３０°の漸拡角度（θe）、および７００μｍの拡大／出口幅からなるマイク
ロせん断勾配素子を通る流速（Ｑ＝２、４、６および８μｌ／分）の関数としての代表的
な凝集のトレースを含む。
【０１５９】
　図１２ｂは、１００μｍの流入幅、９０°の漸縮角度（θc）、２０μｍのギャップ高
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さ、９０°の漸拡角度（θe）、および７００μｍの拡張幅からなるマイクロせん断勾配
素子を通る流速（Ｑ＝２、４、６および８μｌ／分）の関数としての代表的な凝集のトレ
ースである。
【０１６０】
　流速（Ｑ＝２、４、６および８μｌ／分）依存性の分析は、３０°および９０°の漸拡
角度を有する２つの階段状の形状構造（それぞれ図１２ａおよび１２ｂ）において試験し
た。凝集の大きさは、両方の形状の場合において、８μｌ／分未満の流速の減少に伴って
、顕著に増大した。θe＝９０°を有する第２の形状（図１２ｂ）について観察された初
期の凝集に対して時間が短縮したが、これは、ヒト血液の血小板凝集の開始が、漸拡角度
の形状に非常に依存していることを示している。
【０１６１】
実施例３：球体の形状
　図１３ａは、１０，０００秒-1の適用γにおける、ヒト全血（１００μｍのＭＲＳ２１
７９、１０μｍの２－ＭｅＳＡＭＰおよび１０μｍのインドメタシンで前処理した）の灌
流後のＶＷＦでコーティングした球体の形状の下流面における円盤状の血小板凝集の性質
および程度を示すＤＩＣ画像フレームを含む（ｎ＝５）。
【０１６２】
　図１３ｂは、τ≦３０．４Ｐａを示す、下流の低いτx,yポケット（μｍ2で表した区域
３の表面積）の関数としての、平均の円盤状の血小板の凝集サイズ（μｍ2で表した表面
積）を示している（ｎ＝３）。
【０１６３】
　図１３ｃは、１０，０００秒-1の適用バルクγにおける、５μｍのＶＷＦでコーティン
グした球体の形状の下流面における、平均の円盤状の血小板凝集サイズを示している；対
照は、ヒルジン抗凝固性の全血である；抗αIIbβ3は、血液の灌流前に３０μｇ／ｍｌの
ｃ７Ｅ３ Ｆａｂで１０分間処理したヒルジン抗凝固性の全血であり；抗ＧＰＩｂは、５
０μｇ／ｍｌの抗ＧＰＩｂブロッキングＩｇＧ ＡＬＭＡ１２で１０分間処理したヒルジ
ン抗凝固性の全血である（ｎ＝３）。
【０１６４】
　図１３ｄは、１０，０００秒-1の適用バルクγにおける、球体形状の周りの血液の平面
的なせん断応力（τx,y）のＣＦＤのシミュレーションの結果を示している。
【０１６５】
　図１３ｅおよびｆは、２μｍおよび１５μｍの球体形状の側面から１μｍの距離（血小
板の直径の２分の１）における、個別の血小板軌跡のＣＦＤの分析結果を示している。
【０１６６】
　提案した球体形状のヒルジン抗凝固全血の少量サンプルを使用する血流の試行実験は、
血小板凝集のせん断勾配モデルのように、血小板血栓は、球体形状の下流面における、特
定された流れ減速区域内に排他的に形成されることを実証した（図１３ａ）。
【０１６７】
　有意に、血小板凝集の程度は、球形の直径および流入流速に非常に依存することが実証
された。図１３ｄに示すように、直径および球体の下流面における低いτx,y区域（区域
３）の関数としての球体側面におけるせん断応力（τx,y）の増大が見られる；その大き
さは、球形の直径に直接的に依存する。平面的なせん断応力（τx,y）は、血小板の直径
の２分の１と等しい距離に、ビーズ表面に垂直に自由に流れる血小板が経験する予測応力
を表している。
【０１６８】
　血小板は、球体表面に対するそれらの位置に依存するτx,yの変化の規模および速度の
変動を経験する。ビーズの赤道における粒子の流跡線は、１００Ｐａ（１５μｍのビーズ
）に近づき、その後、区域３において３０．４Ｐａ未満に低下する、τx,yの増大を経験
する。有意に、変化速度（時間に対するτx,y）、空間分布（流路長に対するτx,y）およ
びピークτx,y は、小さい場合（２μｍ）には顕著に低下するが、このせん断勾配は、依
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然として、強固な凝集反応を誘発することができる。
【０１６９】
実施例４：３つのマイクロチャネルの幾何学形状における血小板凝集動力学
　図１４ａは、１００マイクロメートルの流入部分、９０°（ｃ９０）の漸縮角度、２０
×１５マイクロメートルのピークギャップ、７００マイクロメートルの流出部分、および
９０°から３０°（ｅ９０、ｅ６０、ｅ３０）まで変化する漸拡角度で構成されるチャネ
ルの形状を通る、ヒルジン抗凝固処理したヒト全血灌流の結果を例証している。２０，０
００秒-1に近づくマイクロ形状の頂点におけるピーク歪みを有する１，８００秒-1の流入
歪み速度で１０分間、全血を灌流した後に、平均の血小板凝集サイズ（パネル１）を決定
した。ｎ＝５の独立した血液ドナーに由来するデータを合わせた（ＳＥＭを示す）。パネ
ル２～４は、１３分間にわたる、３つの規定のマイクロ幾何学形状における血小板凝集動
力学を示している。トレースは、ｎ＝５の独立した血液ドナーに由来する複合材料である
（ＳＥＭを示す）。
【０１７０】
　図１４ｂは、血小板の増幅信号を阻害するために、ＭＲＳ２１７９（１００μＭ）、２
－ＭｅＳＡＭＰ（１０μＭ）およびインドメタシン（１０μＭ）で１０分間処理した、ヒ
ルジン抗凝固処理した全血から得られた結果を示している。このデータセットは、血小板
分泌の複合作用とは独立した、血小板凝集反応における血流パラメータの直接的な影響を
示している。血液サンプルを、１００ マイクロメートルの流入部分、９０°の漸縮角度
（ｃ９０）、２０マイクロメートルのピークギャップ、１５マイクロメートルのギャップ
長、７００マイクロメートルの流出部分および９０°から３０°まで変化する漸拡角度（
ｅ９０、ｅ６０、ｅ３０）からなるチャネルの形状を通じて灌流した。２０，０００秒-1

に近づくマイクロ形状の頂点におけるピーク歪みを有する１，８００秒-1の流入歪み速度
で１０分間、全血を灌流した後に、平均の血小板凝集サイズ（パネル１）を決定した。ｎ
＝５の独立した血液ドナーに由来するデータを合わせた（ＳＥＭを示す）。パネル２～４
は、１３分間にわたる、３つの規定のマイクロ幾何学形状における血小板凝集動力学を示
している。トレースは、ｎ＝５の独立した血液ドナーに由来する複合材料である（ＳＥＭ
を示す）。
【０１７１】
実施例５：４つのマイクロチャネルの形状の加速および歪み速度の分析
　図１５ａは、１００マイクロメートルの流入部分、９０°の漸縮角度（ａ９０）、１０
×１５マイクロメートルのピークギャップ、６０°の漸拡角度（ｅ６０）および７００マ
イクロメートルの流出部分からなる階段状の形状についての歪み速度および加速度解析を
示している。血流におけるマイクロ形状の効果を実証する、関連した歪み速度（γ・秒-1

）および加速規模のＣＦＤ分析が示されている（パネル２および３）。
【０１７２】
　図１５ｂは、１００マイクロメートルの流入部分、９０°の漸縮角度（ｃ９０）、２０
マイクロメートルのピークギャップ、１５マイクロメートルのギャップ長、９０°の漸拡
角度（ｅ９０）および７００マイクロメートルの流出部分からなる階段状の形状について
の歪み速度および加速度解析を示している。血流におけるマイクロ形状の効果を実証する
、関連した歪み速度（γ・秒-1）および加速規模のＣＦＤ分析が示されている（パネル２
および３）。
【０１７３】
　図１５ｃは、１００マイクロメートルの流入部分、９０°の漸縮角度（ｃ９０）、２０
マイクロメートルのピークギャップ、１５マイクロメートルのギャップ長、６０°の漸拡
角度（ｅ６０）および７００マイクロメートルの流出部分からなる階段状の形状について
の歪み速度および加速度解析を示している。血流におけるマイクロ形状の効果を実証する
、関連した歪み速度（γ・秒-1）および加速規模のＣＦＤ分析が示されている（パネル２
および３）。
【０１７４】
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　図１５ｄは、１００マイクロメートルの流入部分、９０°の漸縮角度（ｃ９０）、２０
マイクロメートルのピークギャップ、１５マイクロメートルのギャップ長、３０°の漸拡
角度（ｅ３０）および７００マイクロメートルの流出部分からなる階段状の形状について
の歪み速度および加速度解析を示している。血流におけるマイクロ形状の効果を実証する
、関連した歪み速度（γ・秒-1）および加速規模のＣＦＤ分析が示されている（パネル２
および３）。これは、１，８００秒-1の流入せん断を達成するためにこの特定の製造形状
に必要な速度である、１１μｌ／分の血流速度における、チャネル形状における歪み速度
（せん断）勾配の確立を実証するものである。先に定義した３つの識別できるせん断区域
の確立に留意されたい：ｉ．区域１－せん断加速区域；区域２－ピークせん断区域；およ
び区域３－せん断の減速または凝集区域。
【０１７５】
　モデル条件下で血小板が経験する歪み速度環境における変化する壁の形状の影響への洞
察を得るため、４つの異なる狭窄の進行度についての血管壁の１μｍ（血小板の直径の１
／２）以内の血液成分の歪み速度の履歴を、図１６ａ～ｄに示すように分析した。
【０１７６】
　図１６は、側壁圧縮を被る代表的なマウスの腸間膜細動脈の構造およびＣＦＤのシミュ
レーションを示している。図１６ａは、挫滅外傷後にガラスのマイクロ針（破線）を用い
た血管の側壁圧縮を被るマウスの腸間膜細動脈（直径４２μｍ）の狭窄（～８０％の断面
収縮）を示す、生体内のビデオ映像から得た代表的な顕微鏡写真である。血小板凝集の形
成は、左から右への流れ方向を有する、図１６ａにおける黄色い影に示されている（およ
び、１６ｅの対応する白黒図に示される矢印が示す領域によっても示される）。流れの主
方向と壁との角度は、針の先端が血管壁に接触する際に生じる関連した概略図は、３０、
６５および８０％の狭窄における、進行する血管の側壁圧縮の影響の構造モデル予測を示
している。収縮および漸拡角度は、狭窄の程度の関数として、３５から５５°まで漸増す
ると予測されることに留意されたい。黒い矢印は、血流の方向を示している。
【０１７７】
　図１６ｂは、図１６ａに示す、６５％および８０％の狭窄の予測される歪み速度分布の
等高線図を示している。水力学的領域の低減は、紺青色の区域（最低値）から赤い区域（
最高値）まで進む、流体の変形速度の進行性の増加／減少を生じることに留意されたい。
ｊこれらの変化は、幾何学形状および、針によって生じる角度に明確に依存し、局所的に
、血管を移動する粒子の経験する応力に影響を与えうる。
【０１７８】
　図１６ｃは、狭窄（血管圧縮）の程度の関数としてのマウスの血管壁における最大歪み
速度を示している。指数関数的関係は、一定の流速での、最大の壁歪み速度と狭窄の程度
との間に生じることに留意されたい。
【０１７９】
　図１６ｄは、４つの異なる狭窄の進行度（領域の３０、６５、８０および９０％）につ
いてのマイクロ針の圧縮によって変形した側壁から１マイクロメートル（血小板の直径の
２分の１）の地点を移動する血小板の予測される（ＣＦＤ）歪み速度履歴を与えている。
歪み速度の増大は、血小板が収縮を開始するとすぐに明らかになることに留意されたい。
この流線を移動する粒子は、数ミリ秒以内に加速、ピークせん断区域および減速を経験す
る。６５％の狭窄（面積）では、歪み速度の小幅な上昇が予測されるが、８０％の狭窄度
合いでは、血小板は、狭窄収縮を通過する際に、歪み速度の２倍の増加を経験することが
分かった。さらには、モデリングは、重度の狭窄（８０％を超える）の５％の上昇（２．
１μｍ）が、３倍の歪み速度の増大（４０，０００～１２０，０００秒-1）をもたらすこ
とを予測し、８０％またはそれを超える狭窄における血管の側壁の小さい修正は、血管を
通じて流れる血小板の歪み速度履歴における劇的効果を有しうることを示唆している。
【０１８０】
　実験者のインビボでの観察とともに総合すれば、図１６のこれらの数値シミュレーショ
ンから、狭窄を通過する血管壁に近い血小板は、１×１０6秒-1に近いピーク歪み速度を
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有する、せん断の加速および減速の急速かつ極端な段階を経験することが予想される。こ
れらの値は極めて高いが、応力の持続時間が１～５ミリ秒以内であれば、血小板は約１０
００Ｐａの上昇するせん断応力（２．６×１０5秒-1の歪み速度）に耐えることができる
ことが示唆された。この分析は、実験者の血管模倣体の設計の中で、血小板機能および凝
集に有意に影響を与えうる、３つの原則的な幾何学的パラメータ、すなわち：
　ｉ．漸縮角度および関連した血流の加速度；
　ｉｉ．狭窄のギャップ直径（％狭窄）および関連したピーク歪み速度；および
　ｉｉｉ．漸拡角度および関連した血流の減速度
を特定可能にした。
【０１８１】
　図１７は、実験者の概念実証研究のすべての可能な事例から選択された、３つの対称的
なマイクロチャネル設計の事例を示している。この場合もやはり、記号ｃＸｇＹｅＺが用
いられ、ここで、ｅＸは突起の上流面の角度であり、ｇＹはギャップのマイクロメートル
単位の長さであり、ｅＺは、突起の下流面の角度である。速度場、生じる歪み速度分布を
予測し、素子内の血流の選択された流線内の粒子挙動を研究するため、数値の（ＣＦＤ）
シミュレーションを行った。
【０１８２】
　図１８ａ～１８ｄは、それぞれ、腸間膜細動脈およびｃ６０ｇ２０ｅ６０血管模倣体に
おけるコンピュータ計算した歪み速度分布を示している。図１８ａは、狭窄（側壁圧縮）
の上流のマウス腸間膜細動脈（４２マイクロメートル）における血流のコンピュータ計算
した歪み速度分布のカラー地図を示している。粘性効果および円筒形の幾何学形状に起因
して、壁における均一な歪み速度が、流体流れによって生じることに留意されたい。
【０１８３】
　図１８ｂは、画成された収縮の幾何学形状の上流のｃ６０ｇ２０ｅ６０の血管模倣体に
おける血流のコンピュータ計算した歪み速度分布のカラー地図を示している。長方形のチ
ャネル形状および低いアスペクト比に起因して、マイクロチャネルの内側の流れは、中心
で最大、角端部で最小の歪み速度を有し、壁に沿って放物線状の分布を生じることに留意
されたい。カバースリップから３０マイクロメートルに位置する平面をすべての画像化実
験について選択し、この位置の流体および粒子が、６５マイクロメートルの中央平面で最
大の１９６０秒-1に近い歪み速度を示す、約～１７００秒-1の歪み速度を経験するように
した。
【０１８４】
　図１８ｃは、８０％の狭窄面積のマウス腸間膜細動脈における血流のコンピュータ計算
した歪み速度分布のカラー地図を示している。血管の収縮区域の幾何学形状は、先が尖っ
ていない針の形状と血管の側壁の弾性効果との組み合わせによって与えられる。拡張区域
に近づくと急速に低下する４４，６００秒-1の２つのピークを有する、３次元における、
不均一な歪み速度分布を生み出す、不規則な表面トポグラフィが生じる。
【０１８５】
　図１８ｄは、画成された収縮の幾何学形状におけるｃ６０ｇ２０ｅ６０の血管模倣体に
おける血流のコンピュータ計算した歪み速度分布のカラー地図を示している。血管模倣体
では、より大きいアスペクト比が生じ、さらに一様な歪み速度分布をもたらすことに留意
されたい。示される流線は、マイクロチャネル壁から１マイクロメートル（血小板の直径
の２分の１）の地点を移動する粒子のコンピュータ計算した軌跡を表している；この距離
では、最大４１，２００秒-1が生じるが、流速がゼロの場合には、壁においてより高い歪
み速度を経験しうることに留意されたい。
【０１８６】
　よって、図１８ａおよび１８ｂは、それぞれ、モデル血管およびｃ６０ｇ２０ｅ６０の
マイクロチャネル型の比較歪み速度分布（収縮の上流）を提示している。Note that in t
he 血管において、軸対称の／一様な歪み速度分布が予測されるが、マイクロチャネル型
の長方形の幾何学形状および低いアスペクト比（幅－高さ＝１．３）に起因して、流れは
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、壁の中心で最大、隅部で最低値を有するとともに、側壁に沿って、放物線状の分布を辿
ることに留意されたい （図１８ｂ）。しかしながら、血流面の観察が３０～６５マイク
ロメートルの流れ体積に制限される場合には、血小板は、１，５００～１，９６０秒-1の
均一な歪み速度を経験し、腸間膜動脈および細動脈について報告される公称の生理学的範
囲内に入る。チャネル（フォトレジストの厚さによって定義される寸法）にわたる歪み速
度のさらに一様な分布は、チャネルのアスペクト比の上昇（設計マスクによって与えられ
る幅の増大またはフォトレジストの厚さによって与えられる高さの増大のいずれか）によ
って達成することができるかもしれないが、これは、水力学的直径に影響を与えうる（収
縮におけるレイノルズ数および歪み速度勾配への血小板の曝露時間に影響を与える）。こ
の調査では、実験者は、インビボの事例と同様の慣性効果を有する高い歪み速度区域をモ
デル化するために、同様の滞留時間を有する、収縮における最低の可能なレイノルズ数を
保持することに興味を持った（インビボにおける収縮のレイノルズ数は０．４５であり、
マイクロチャネル内のレイノルズ数は２．４である）。
【０１８７】
　図１８ｃおよび１８ｄは、それぞれ、モデル細動脈（８０％の狭窄）およびｃ６０ｇ２
０ｅ６０のマイクロチャネル型についての収縮区域内における歪み速度分布のコンピュー
タ計算の結果を提示している。血管の場合には、マイクロニードル圧縮の不均一な性質が
、収縮区域の上流および下流端に配置された高せん断（～４４，６００秒-1）の２つの局
所領域を有する、歪み速度の不規則分布を生じる起伏のある側壁トポグラフィをもたらす
ことに留意されたい（図１８ｃ）。対照的に、合成のｃ６０ｇ２０ｅ６０のマイクロチャ
ネル型の重要な利点は、収縮の幾何学的形状が均一であり（より大きいアスペクト比を有
する）、より一様な歪み速度分布をもたらす（図１８ｄ）ことである。さらには、図１８
ｄは、ｃ６０ｇ２０ｅ６０のマイクロチャネル壁から１マイクロメートルにおける流れの
流線では、血小板は、ほぼ血管に近い、４１，２００秒-1の収縮の幾何学形状の中心にお
ける予測されるピーク歪み速度を経験することを実証している。全般的な実験者のシミュ
レーションは、ｃ６０ｇ２０ｅ６０のマイクロチャネル型が、公開されたインビボモデル
内に生み出される血流力学条件の非常に理想的な近似値を示すことを示唆している。
【０１８８】
　図１９ａ～１９ｄは、それぞれ、素子の流体力学的性能を示している。図１９ａは、ｃ
３０ｇ２０ｅ３０、ｃ６０ｇ２０ｅ６０およびｃ９０ｇ２０ｅ９０の血管模倣体について
の予測される歪み速度分布の等高線図を示している。水力学的領域の低減は、進行性の増
大を生じ、したがって、流体の変形速度の低下を生じ、紺青色の区域（最低値）から赤色
の区域（最高値）まで進むが、しかしながら、「進行性」の増大の減少に対する比は各幾
何学形状によって異なることに留意されたい。
【０１８９】
　図１９ｂは、時間の関数としての３つの指定されたマイクロチャネルの幾何学形状につ
いての階段状の壁から１マイクロメートルの地点を移動するモデル血小板が経験する予測
される歪み速度「履歴」を実証するＣＦＤプロットを示している。
【０１９０】
　図１９ｃは、距離の関数としての３つの指定されたマイクロチャネルの幾何学形状につ
いての階段状の壁から１マイクロメートルの地点を移動するモデル血小板が経験する予測
される歪み速度「履歴」を実証するＣＦＤプロットを示している。０マイクロメートルの
基準点は、定義された収縮の幾何学形状の中心線に位置している。
【０１９１】
　図１９ｄは、階段状の壁から１マイクロメートルの流線を辿る、定義された収縮の幾何
学形状の中心線から１０マイクロメートルおよび３０マイクロメートルの地点で経験する
歪み速度勾配の比較を示すＣＦＤプロットを示している。
【０１９２】
　よって、図１９ａ～１９ｄは、実験者が、実験者の概念実証幾何学において、漸拡角度
を６０°に変化させることによって修正することを目的とした、重要な水力学変数に対す
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る洞察、すなわち、収縮区域内で初期に連結する血小板が経験する全般的な減速勾配を提
供する。図１９ｃは、３つのマイクロチャネル型の拡大へと移行する際に血小板が経験す
る歪み速度の減速における漸拡角度の影響の分析を示している。収縮区域（ピーク段階）
の中心から１０マイクロメートルおよび３０マイクロメートルの地点における、階段状の
壁から１マイクロメートルの血小板が経験する歪み速度の瞬時値の試験は、血小板が、同
等距離にわたる３つの角度の関数としての歪み速度の減速規模における有意な差異を経験
することを実証している。すなわち；θe＝３０°では、拡張区域の最初の１０マイクロ
メートルにわたり、歪み速度における３５％の低下（４１，０００～２８，０００秒-1）
をもたらし、θe＝６０°では４６％の低下（４１，０００～２２，２００秒-1）をもた
らし、θe＝９０°では６５％の低下（４１，０００～１４，４００秒-1）をもたらす（
図１９ｃ）。
【０１９３】
実施例６：マイクロチャネル設計の関数としての血小板凝集
　図２０ａは、ＡＤＰを遮断するための血小板阻害剤アピラーゼ（０．０２Ｕ／ｍｌ）、
Ｎ６－メチル－２’－デオキシアデノシン－３’，５’－ビスリン酸（１００μＭにおけ
るＭＲＳ２１７９）および２－メチルチオ－ＡＭＰ（１０μＭにおける２－ＭｅＳＡＭＰ
）；ＴＸＡ2を遮断するためのインドメタシン（１０μＭ）；およびトロンビンを遮断す
るためのヒルジン（８００Ｕ／ｍｌ）を用いて、１０分間、前処理した後に、１０分間に
わたりｃ６０ｇ２０ｅ６０の形状型を通る、１６μＬ／分の一定の流速（流入歪み速度＝
１，８００秒-1）のＤｉＯＣ6で標識した全血の灌流のリアルタイム落射蛍光画像を表し
ている。ｃ６０ｇ２０ｅ６０のマイクロチャネル型を通る灌流は、特にピークせん断（収
縮）区域の下流端で開始する強固な血小板凝集をもたらした（図２０ａ）。顕著に、下流
の歪み速度の減速（拡張）区域内に漸次生じた血小板凝集は、比較的大きい、安定な血小
板凝集の形成をもたらした。３つの独立したドナーサンプルの比較は、全般的な凝集動力
学および閉塞に至る時間に関して密接な一致を示した。凝集反応に介在する血小板接着受
容体を試験するため、血小板インテグリン αIIbβ3を遮断する抗インテグリン αIIbβ3

 Ｆａｂ ｃ７Ｅ３（２０μｇ／ｍｌ）、または、ＶＷＦの血小板ＧＰＩｂ／Ｖ／ＩＸの係
合を遮断する抗ＧＰＩｂ ＩｇＧ Ａｌｍａ１２（５０μｇ／ｍｌ）を用いて全血サンプル
を調製した。図２１ａに示すように、インテグリンまたはＧＰＩｂの封鎖下では、ｃ６０
ｇ２０ｅ６０の幾何学形状内の血小板凝集は完全に阻害され、凝集過程における３つの主
要な血小板接着受容体にとって、重要な要件であることを実証している。
【０１９４】
実施例７：マイクロチャネルの幾何学形状の機能としての血小板凝集の調節
　先に述べたように、実験者の素子設計コンセプトの主な目的は、重要な幾何学的パラメ
ータを調節することによって、血小板凝集を制御可能に調節し、したがって、与えられた
歪み速度のマイクロ勾配の規模および度合いを調節することであった。図２１ａおよび２
１ｂは、マイクロチャネルの幾何学形状の収縮角度および漸拡角度が対称的に修正された
、一連のテストケース実験を示している。流入の狭窄前の歪み速度が１，８００秒-1で一
定に保たれた、ｃ６０ｇ２０ｅ６０の幾何学形状型とｃ９０ｇ２０ｅ９０の幾何学形状型
との比較は、血小板凝集の全般的な規模における感知できるほどの差異がないことを実証
している（図２１ｂ）。しかしながら、ｃ９０ｇ２０ｅ９０の幾何学形状は、形成された
凝集の安定性の増大をもたらし、これは、経時的な、凝集サイズの変動の全般的な低下に
よって浮き彫りにされた（図２１ｂ）。対照的に、６０°から３０°（ｃ３０ｇ２０ｅ３
０型）への収縮および漸拡角度の低下は、血小板凝集の初期の速度および規模の両方を有
意に低下させた（図２１ａおよび２１ｂ）。興味深いことに、ｃ３０ｇ２０ｅ３０型にお
ける初期の血小板凝集部位は、狭窄の頂点から下流にシフトし、血小板凝集の顕著な安定
化が生じる前に、全般的な歪み速度の減速が達成されたことを示唆している（図２１ａお
よび２１ｂ）。
【０１９５】
　このコンセプト研究の証明は、実験者の原型素子における歪み速度、幾何学形状および
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結果として得られた歪み速度分布の修正が、制御された方法での血小板凝集動力学の調節
に直接使用することができることを明確に実証している。実験者の現在の作用仮説および
実験者の詳細にわたるＣＦＤシミュレーションに基づいて、ｃ３０ｇ２０ｅ３０型の安定
な血小板凝集を支持する能力の欠如は、凝集の発現が経験する全般的な高い歪み速度（流
れの速い速度領域内で発現するように強いられる際に）および、拡張区域内の歪み速度の
変化速度における全般的な低下によって説明できよう。対照的に、ｃ９０ｇ２０ｅ９０型
における凝集の安定性の増大は、さらに急速な歪み速度の減速、および、流れの速い速度
領域から形成された凝集の保護によって説明できよう。
【０１９６】
　さらに詳細には、図２１ａは、ｃ９０ｇ２０ｅ９０およびｃ３０ｇ２０ｅ３０のマイク
ロチャネル型を通る血液の灌流の一連の代表的な落射蛍光画像を示している。Note that 
すべての場合において、血液サンプルは、灌流の前に１０分間、増幅ループ遮断薬（ＡＬ
Ｂ）；アピラーゼ（０．０２Ｕ／ｍｌ）、ＭＲＳ２１７９（１００μＭ）および２－Ｍｅ
ＳＡＭＰ（１０μＭ）；インドメタシン（１０μＭ）およびヒルジン（８００Ｕ／ｍｌ）
を用いて準備した（各模倣体について、代表的なｎ＝３実験）。
【０１９７】
　図２１ｂは、ｃ６０ｇ２０ｅ６０、ｃ９０ｇ２０ｅ９０およびｃ３０ｇ２０ｅ３０のマ
イクロチャネル型を通るＡＬＢ処理した全血の灌流の反応を示す代表的な凝集のトレース
を示している（ｎ＝３実験）。
【０１９８】
実施例８：マイクロチャネル配列における抗血小板阻害剤の効果の比較
　本実施例は、マイクロ形状設計の１回の反復を用いて実証される特定の血小板受容体の
活性化流路を目的とする、さまざまな個別の抗血小板薬、または抗血小板薬の組合せの血
小板凝集における効果を説明する。試験する抗血小板薬は、ＡＤＰ受容体／Ｐ２Ｙ12 拮
抗薬である。ＡＤＰは、活性化された血小板によって放出される顆粒の１種であり、これ
が、今度は、さらなる血小板を活性化する。顆粒成分は、Ｇq結合タンパク質受容体カス
ケードを活性化し、血小板サイトゾルにおけるカルシウム濃度の増大をもたらす。
【０１９９】
　本実施例で用いられるマイクロ形状素子は、８５°の漸縮角度（θc）、８５°の漸拡
角度（θe）、３０μｍのギャップ幅、１５μｍのギャップ長および、１００μｍのチャ
ネルの入口幅および出口幅を有する（ｃ８５ ｇ３０ ｅ８５ １００～１００μｍ型）。
【０２００】
　以下の抗血小板薬を単独で、または組み合わせて使用した：
　１．ヒルジン：　対照としてヒルジン（８００Ｕ／ｍｌ）で抗凝固させたヒト全血。  
　２．ヒルジン＋ＭＲＳ：１００μＭのＰ２Ｙ1アデノシン－５'－二リン酸（ＡＤＰ）拮
抗薬Ｎ６－メチル－２’－デオキシアデノシン－３'，５’－ビスリン酸（ＭＲＳ２１７
９）で１０分間前処理した、ヒト（ヒルジンで抗凝固させた）全血。  
　３．ヒルジン＋２Ｍｅ：１０μＭのＰ２Ｙ12（ＡＤＰ）拮抗薬２－メチルチオ－ＡＭＰ
（２ＭｅＡＭＰ）で１０分間前処理した、ヒト（ヒルジンで抗凝固させた）全血。  
　４．ヒルジン＋ＭＲＳ＋２Ｍｅ：Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12（ＡＤＰ）拮抗薬
ＭＲＳ２１７９（１００μＭ）および２ＭｅＡＭＰ（１０μＭ）で１０分間前処理した、
ヒト（ヒルジンで抗凝固させた）全血。
【０２０１】
　データを図２２に示す。これは、Ｐ２Ｙ12（ＡＤＰ）受容体の阻害剤（クロピドグレル
の実験的等価物（Ｐｌａｖｉｘ（登録商標）））が、素子における全般的な凝集の５０％
の低下をもたらすことを実証している。
【０２０２】
　Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）受容体遮断薬ＭＲＳは、組み合わせでは、素子の凝集プロファイル
における、はるかに著しい効果を有し、凝集が大幅に低減する。阻害剤の有効性は、利用
する幾何学形状のタイプに応じて決まるように思われる。例えば、マイクロ形状 が９０
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°の漸縮角度、６０°の漸拡角度、および１０μｍのギャップ幅ならびに、それぞれ１０
０μｍおよび７００μｍにおけるマイクロチャネルセットの入口および出口部分（ｃ９０
 ｇ１０ ｅ６０ １００～７００μｍの型）を表す場合には、血小板凝集はこれらの阻害
剤に耐性を示した。このデータは、図１１ｅに示されており、ＡＤＰ拮抗薬を上記と同一
濃度で使用した、Ｐ２Ｙ1、Ｐ２Ｙ12、トロンビンおよびＴＸＡ2阻害剤の複合効果は、凝
集反応には効果を有しない。
【０２０３】
　このデータは、血小板凝集反応、角度および収縮寸法を変動させることによって特別に
カスタマイズできることを実証している。これは、多くの素子設計を、臨床の場での異な
る抗血小板薬の評価に使用可能にする。
【０２０４】
実施例９：清浄な健康ドナーの血液サンプルとフォン・ヴィレブランド病の血液サンプル
の比較
　本実施例は、マイクロ形状素子が、健常ドナーに由来する血液サンプルと、アッセイ時
における臨床的に測定したｖＷＦ血液レベルが正常値の７％であるＩＩＩ型の フォン・
ヴィレブランド病（ｖＷＢ）を有する患者に由来する血液サンプルとの識別に使用するこ
とができるというコンセプトの証明を実証する。フォン・ヴィレブランド病は、最も一般
的な遺伝性の出血障害であり、遺伝性の常染色体劣性または常染色体優性であるとして特
徴づけられる。この病気では、糖タンパク質Ｉｂ（ＧＰＩｂ）のコラーゲンへの結合に介
在するｖＷＦに欠陥が存在する。この結合は、of 血小板の活性化および一次止血の形成
の介在に役立つ。
【０２０５】
　８５°の漸縮角度（θa）、８５°の漸拡角度（θb）、３０μｍのギャップ幅、１５μ
ｍのギャップ長および、１００μｍのチャネル幅（ｃ８５ ｇ３０ ｅ８５ １００～１０
０μｍの型）を含むマイクロチャネルの幾何学形状を用いた。
【０２０６】
　ヒルジンおよびさまざまな抗血小板薬で前処理した健康な血液を、ヒルジンならびに以
下のさまざまな抗血小板薬で前処理したフォン・ヴィレブランド病のサンプルと比較した
：
　対照：Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12拮抗薬ＭＲＳ２１７９（１００μＭ）および
２ＭｅＡＭＰ（１０μｍ）およびトロンボキサンＡ2阻害剤のインドメタシン（１０μＭ
）を用いて１０分間前処理したヒト（ヒルジンで抗凝固させた）全血。  
　ｖＷＤ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ
２Ｙ12拮抗薬ＭＲＳ２１７９（１００μＭ）および２ＭｅＡＭＰ（１０μｍ）およびイン
ドメタシン（１０μＭ）を用いて１０分間前処理したフォン・ヴィレブランド病患者のサ
ンプル（ヒルジンで抗凝固させた）の全血。
【０２０７】
　データは図２３に示されており、このｖＷＦレベルでは、フォン・ヴィレブランド病患
者に由来する血液サンプルは、上記幾何学形状を備えた素子において凝集不能であること
を実証している。
【０２０８】
実施例１０：血小板凝集反応における漸縮角度の低下の比較
　この実施例は、収縮（加速）角度が素子の１回の反復において果たす役割を研究する。
素子は、２０μｍのギャップ幅、１５μｍのギャップ長、８５°の拡張（減速角度）およ
び、１００μｍのマイクロチャネルの入口および出口幅からなる（ｃＸ ｇ２０ ｅ８５ 
１００～１００μｍの型、ｃＸ＝漸縮角度）。ヒト全血を、ヒルジン８００Ｕ／ｍｌおよ
び、それぞれＰ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12拮抗薬であるＭＲＳ２１７９（１００μ
Ｍ）および２ＭｅＡＭＰ（１０μＭ）、およびインドメタシン（１０μＭ）で１０分間前
処理した。漸縮角度が０、６０、７５および８５°と異なる素子を通して、サンプルを灌
流させた。この反復において、漸縮角度が６０°未満になる場合、凝集は効果的に排除さ
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れた（図２４参照）。
【０２０９】
実施例１１：血小板凝集反応における漸拡角度の縮小の比較
　この実施例は、拡張（減速）角度が素子の１回の反復に果たす役割を研究する。この反
復は、２０μｍのギャップ幅、１５μｍのギャップ長、８５°の収縮（加速角度）、およ
び１００μｍのマイクロチャネルの入口および出口幅で構成された（形式：ｃ８５ ｇ２
０ ｅＸ １００～１００μｍの型；ｅＸ＝漸拡角度）。ヒト全血を、ヒルジン８００Ｕ／
ｍｌおよび、それぞれＰ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12拮抗薬であるＭＲＳ２１７９（
１００μＭ）および２ＭｅＡＭＰ（１０μＭ）、およびインドメタシン（１０μＭ）で１
０分間前処理した。サンプルを、漸拡角度が、１５、６０、７５および９０°と異なる素
子に通して灌流させた。この反復では、漸拡角度が３０°未満になる場合、凝集は効果的
に排除された（図２５参照）。
【０２１０】
実施例１２：血小板凝集反応のギャップ幅の解析
　この実施例は、ギャップ幅、ひいてはピークせん断成分が、素子の１回の反復における
凝集反応に果たす役割を研究する。この反復は、７５°の漸縮角度、７５°の漸拡角度、
および１００μｍのマイクロチャネルの入口および出口幅で構成される（ｃ７５ ｇ２０ 
ｇＸ ｅ７５ １００～１００μｍの型；ｇＸ＝可変ギャップ幅）。ヒト全血を、ヒルジン
８００Ｕ／ｍｌおよび、それぞれ、Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12拮抗薬であるＭＲ
Ｓ２１７９（１００μＭ）および２ＭｅＡＭＰ（１０μＭ）、およびインドメタシン（１
０μＭ）で１０分間前処理した。サンプルを、１０、２０、３０および４０μｍと異なる
ギャップを有する素子に通して灌流させた。。データは、凝集の速度および程度が、ギャ
ップを３０～１０μｍの範囲に狭くすることによって修正できることを実証している。血
小板凝集は、ギャップ幅が３０μｍ未満に下降した場合に停止する（図２６参照）。
【０２１１】
実施例１３：血小板凝集反応におけるギャップ長の分析
　この実施例は、ギャップ長、ひいてはピークせん断成分の持続時間が、素子の１回の反
復における凝集反応に果たす役割を実証する。この反復は、７５°の漸縮角度、７５°の
漸拡角度、および、１００μｍのマイクロチャネルの入口および出口幅で構成される（ｃ
７５ ｇ２０ ｅ７５ １００～１００μｍの型；ギャップ長は、１０、１５、２０、５０
および７０μｍと変化させる）。ヒト全血を、ヒルジン８００Ｕ／ｍｌおよび、それぞれ
Ｐ２Ｙ1（ＡＤＰ）およびＰ２Ｙ12拮抗薬であるＭＲＳ２１７９（１００μＭ）および２
ＭｅＡＭＰ（１０μＭ）、およびインドメタシン（１０μＭ）で１０分間前処理した。サ
ンプルを、ギャップ長が１０～７０μｍの範囲で変化する素子に通して灌流させた。デー
タは、凝集は、ギャップ長が１０μｍより短い場合、およびギャップ長が７０μｍを超え
る場合にも停止することを実証している。さらには、データセットは、凝集の速度および
程度は、ギャップ長を１５～５０μｍの範囲内で変動させることによって修正できること
も実証している（図２７参照）。
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