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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体試料中の複数の分析物の検出装置であって、
軸方向流路を定めるマトリックスを含み、該マトリックスは、
i）前記流路の上流端において前記流体試料を受入れる試料受入れゾーンと、
ii）前記流路内試料受入れゾーンの下流側に位置する標識ゾーンであって、分析物と結合
して標識分析物とすることができ流体試料の存在下で流動化可能な標識試薬を含む、該標
識ゾーンと、
iii）前記流路内標識ゾーンの下流側に位置する２以上の試験ゾーンであって、各試験ゾ
ーン中に異なる１つの標識分析物又は複数の標識分析物の組み合わせを拘束する手段を有
し拘束された標識分析物を各試験ゾーンで検出できる、該２以上の試験ゾーンと、
iv）前記流路内標識ゾーンの下流側に位置し、分析の完了又は試験可能性を提供する、１
以上のコントロールゾーンと、を含み、
　該１以上のコントロールゾーンのうち少なくとも１つが、該２以上の試験ゾーンのうち
の２つの試験ゾーンの間に配置されるとともに、前記試験ゾーンのうちのいずれか１つの
上流側に配される、
検出装置。
【請求項２】
　前記１以上のコントロールゾーンのすべてが、それぞれ、前記試験ゾーンのうちのいず
れか１つの上流側に配される、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記コントロールゾーンは２以上であり、そのうちの少なくとも１つがすべての前記試
験ゾーンの下流側に配される、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　３以上の試験ゾーンと、２以上のコントロールゾーンとを含む、請求項１に記載の装置
。
【請求項５】
　前記試験ゾーンとコントロールゾーンとを前記流路中に交互に配すると共に、どのコン
トロールゾーンよりも上流側に試験ゾーンから始めて配した、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記２以上の試験ゾーンのそれぞれが、請求項１に記載の複数の分析物から選択された
単一の分析物と特異的に結合をすることができる固定された試薬を含む、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記２以上の試験ゾーンのそれぞれが、単一の標識試薬と特異的に結合をすることがで
きる固定された試薬を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　１つの試料から、もし存在した場合には、インフルエンザＡ及び／又はインフルエンザ
Ｂを検出できる、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記標識ゾーンが複数の標識試薬を含み、該標識試薬のそれぞれが１つの分析物と特異
的に結合をすることができる、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の標識試薬それぞれが検出可能な程度に互いに識別可能である、請求項９に記
載の装置。
【請求項１１】
　前記標識試薬の標識成分が、化学発光試薬、粒子状標識、比色試薬、エネルギー転移試
薬、酵素、蛍光試薬、放射性同位元素からなるグループから選択される、請求項１に記載
の装置。
【請求項１２】
　前記複数の標識試薬が、異なった色の粒子状標識試薬を含む請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記標識試薬が、試料中の、もし存在すれば、いずれか又は全ての複数の分析物に結合
できる試薬である、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　それぞれの試験ゾーンで異なる標識分析物を拘束する前記手段として、固定された捕捉
試薬を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　流体流の接触において、前記試料受入れゾーンと前記標識ゾーンとが分離した複数要素
を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記２以上の試験ゾーンと前記コントロールゾーンとが１つの試験領域に配されている
、請求項１に記載の試験装置。
【請求項１７】
　流体流の接触において、前記試料受入れゾーン、標識ゾーン及び前記試験領域が分離し
た複数要素を含む、請求項１６に記載の試験装置。
【請求項１８】
　前記コントロールゾーンが、前記試験領域が湿った状態の時に該試験領域において検出
可能なマークを含む、請求項１６に記載の試験装置。
【請求項１９】
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　前記試験領域がニトロセルロースを含む、請求項１６に記載の試験装置。
【請求項２０】
　前記試験領域がプラスチックの基材上に薄く張られている、請求項１６に記載の試験装
置。
【請求項２１】
　複数の前記分析物のそれぞれが、毒素、無機化合物、有機化合物、タンパク質、ペプチ
ド、微生物、バクテリア、ウイルス、アミノ酸、核酸、炭水化物、ホルモン、ステロイド
、ビタミン、薬物、抗体、及びハプテンからなるグループから選択される、請求項１に記
載の試験装置。
【請求項２２】
　支持体及び任意に含み得るカバーを含み、かつ注入開口及び１以上の観察孔を有するケ
ースの中に前記マトリックスが配される、請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　コントロールゾーンの数が試験ゾーンの数よりも１小さく、該試験ゾーンとコントロー
ルゾーンとが交互に列をなして配され、列の下流側の最後が試験ゾーンを含む、請求項１
に記載の装置。
【請求項２４】
　コントロールゾーンの数が変数「ｎ」で、試験ゾーンの数が変数「ｎ＋１」で表され、
ｎは２～５である、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　変数「ｎ」で表される複数の異なる分析物を検出でき、コントロールゾーンの数と前記
装置によって検出できる異なる分析物の数とが同じである、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　変数「ｎ＋1」で表される複数の異なる分析物を検出でき、試験ゾーンの数と前記装置
によって検出できる異なる分析物の数とが同じである、請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記装置はディップスティック分析装置を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
　流体試料中の複数の分析物の検出装置であって、
軸方向流路を定めるマトリックスを含み、該マトリックスは、
i）該流路の上流端において該流体試料を受入れる試料受入れゾーンと、
ii）該試料受入れゾーンの該流路下流側に、それぞれが１つの分析物に特異的に結合して
標識分析物とすることができ、流体試料の存在下で流動化可能な第１及び第２の標識試薬
を含む標識ゾーンと、
iii）第１試験ゾーン、第２試験ゾーン、及びコントロールゾーンを含む試験領域であっ
て、該試験領域は該第１及び第２試験ゾーンは各試験ゾーン中で異なる分析物を検出する
手段を有し、該コントロールゾーンは分析の完了を表示する手段を備え、
　該コントロールゾーンは該流路中の該第１及び第２試験ゾーンの間に配され、
　前記第１の試験ゾーンが前記コントロールゾーンの前記流路上流側に配され、前記第２
の試験ゾーンが前記コントロールゾーンの前記流路下流側に配される、
検出装置。
【請求項２９】
　流体試料中の複数の分析物を検出する方法であって、
i）請求項１に記載の装置と、対象となる１以上の分析物を含むと思われる流体サンプル
とを接触させ、前記２以上の試験ゾーンはそれぞれの試験ゾーンで、異なる１つの標識分
析物又は複数の標識分析物の組み合わせを拘束する手段を有し、
ii）前記２以上の試験ゾーンで拘束された１以上の対象標識分析物を検出すること、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
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【０００１】
　本出願は、２００３年１１月２２日に出願された米国仮出願第６０/５０５，０９２に
基づく優先権の利益を主張するものであり、該仮出願は参照により完全に本書に組み込む
。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、一般的に単一の流体試料中の、もし存在する場合は複数の分析物（アナライ
ト）を検出し識別する分析法及びその装置、手法に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　迅速診断試験の分野は長年にわたって進化してきており、多様な種類の試料中の分析物
の検出が可能となっている。ポリクローナル抗体の使用はモノクローナル抗体の使用に取
って替わられ、ホルモン、血球、薬物及びその代謝物のみならず、連鎖球菌Ａ、連鎖球菌
Ｂ、クラミジア、ＨＩＶ、ＲＳＶ、インフルエンザＡ、インフルエンザＢほか多数を含む
伝染性病原体の抗原を含む多くの分析物のための高い特性を持つ分析を生み出した。試験
線位置での酵素触媒反応又は可視信号の蓄積により発生する可視信号もまた、高感度結果
の急速な発展をもたらした。迅速イムノアッセイをベースとする試験の多くは、試験片を
内蔵する堅いケースを含む。しかし最近、堅いケースを持たないイムノクロマトグラフィ
ックアッセイが開発された。このような試験は、ディップスティック(dipsticks)ないし
尿試験紙と称されるが、あらかじめ決められた量の対象液体試料を入れた容器に直接浸す
ことができる。試料を受入れるパッドを有するディップスティックの先端は、通常液体試
料と接触し、液体が流路を移動上昇する。ディップスティック方式の利点は、使用が簡単
で最小の手間でできることであり、それは汚染の機会と操作ミスを減らし、製造費が安く
できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在のイムノクロマトグラフィー用ディップスティックの１つの欠点は、ただ１つの分
析物の存在しか検出できないことである。これらの装置は、流路に沿って可能性のある複
数の試験線の位置をマークする対策がとられていないため、しばしば限定的である。化学
的尿分析の分野では、ディップスティックは複数のパッドを有し、その一つ一つが検出・
測定すべき尿中の分析物に対応し、ディップスティックは尿試料中に浸漬され、容器から
取り出し、余剰な尿を吸い取り、結果を読み取るために見本と対比される。これらの装置
は複数の分析物を評価することができるが、問題を含んでいる。たとえば、このような装
置は装置間の物質の持ち越しによる汚染の機会が増加し、結果が不正確になる可能性があ
る。さらに、この形式は、試験片を尿試料から取り出す間に使用者を汚染する可能性があ
り、吸収紙で吸い取ることでそれを汚染し、それをしばしば製品容器の外面にある見本と
対比することで、製品の包装容器自身を汚染させる。しかも、述べたように、結果を読む
のに外部の見本が必要となる。
【０００５】
　いろいろな分野において、たとえば一度に１つの分析物しか評価できないことから、単
一分析物の迅速分析を使用することはしばしば制約的であることが認識されている。その
ため、迅速性の利点は、病状診断に付属する現在の分析の制約によって疑問視されている
。たとえば、小児科においては、緊急な処置が必要な子供に対して、インフルエンザＡ、
インフルエンザＢ、ＲＳＶ、その他の上気道ウイルスの識別診断をしなければならない。
迅速な試験パネルの使用が可能になれば、状況診断をする医師の努力を助け、適切な行動
をより早く、より容易に、そしてより安価にとることができる。現在までのところ、１つ
の試験片から２以上の分析物を、最小限の必要な手続きで識別診断可能とする分析は開発
されていなかった。
【０００６】
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　まとめると、尿試料中の複数の分析物の存在（又はその量）を判定する、尿の化学的デ
ィップスティック分析は長年にわたって使用されてきた。しかし、このような分析に使用
される技術は、望ましくない使用上の特徴があるばかりでなく、試料中に装置を浸漬（特
に装置の試験部分を浸漬）させるのではなく、試料を分析装置に流す必要のある免疫学を
ベースとする分析（ディップスティック又は側方流）にはすぐには適用できない。たとえ
ば、化学的尿分析用ディップスティックについては、それらを尿試料中に浸漬し、取り出
して余剰の尿を吸い取り、そして通常再利用可能な（従って汚染の可能性がある）外部の
試験結果パネル（すなわち見本）と物理的に接触（又は非常に近接）させて対比しなけれ
ばならないという事実は、望ましくないばかりではなく、安全でもない。特に、試料にウ
イルスやバクテリアなどの伝染性病原体が含まれている場合はそうである。さらに、免疫
学をベースとする分析は、通常２以上の、一般的な連続反応（たとえば標識後、捕捉（試
験）反応）を採用するため、装置を化学的尿分析ディップスティックと同じように試料中
に浸漬することは受け入れられない。従って、当該分野におけるこれらの問題点を処理す
る装置や方法が必要となっている。本発明は、当該分野におけるこれらの及び関連する必
要性を処理するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、分析装置、特に流体試料中の複数の分析物の存在及び／又は量を判定し、該
試料のより完全な診断又は分析を可能とするイムノアッセイ装置を提供するものである。
本装置は、ディップスティック又は側方流装置として都合良く構成でき、いずれにしても
試験結果を判定するための外部試験結果パネルは不要である。複数の試験ゾーン及び／又
はコントロールゾーンを本発明に従って試験装置上に決められたパターンで配置すること
によって、外部試験結果パネルさらには試験装置のケース上のマーキングさえも省略でき
る。好ましい実施形態における具体例として、１つのコントロールゾーンが２つの試験ゾ
ーンの間に配置され、各試験ゾーンはそれぞれ１つの異なる分析物の存在又は量を試験す
る。これまではコントロールゾーンは、コントロールゾーンとして機能するために、試験
ゾーンの下流側に配置されなければならないと考えられていた。しかし本発明者らは、そ
れは必要でないことを発見し、むしろ、１以上のコントロールゾーンがイムノアッセイ装
置において、分析の完了及び／又は試験可能性の表示だけでなく、１以上の試験線の相対
位置を表示するために用いられる可能性があり、それによって１つのイムノアッセイ試験
装置で流体試料中の分析物の迅速識別が可能となることを発見した。
【０００８】
本開示の１つの実施形態において、流体中の複数の分析物の検出のための装置が提供され
、当該装置は軸方向流路を定めるマトリックスを含み、そのマトリックスは、
i）流路の上流端において前記流体試料を受入れる試料受入れゾーンと、ii）前記流路内
試料受入れゾーンの下流側に位置する標識ゾーンであって、１以上の分析物と結合して標
識分析物とすることができ流体試料の存在下で流動化可能な１以上の標識試薬を含む標識
ゾーンと、iii）前記流路内標識ゾーンの流路下流側に位置する１以上の試験ゾーンであ
って、各試験ゾーン中に異なる１つの標識分析物、又は１つの試験ゾーンで複数の標識分
析物を組み合わせて拘束する手段を有し、標識分析物を各試験ゾーンで検出できる、該１
以上の試験ゾーンと、iv）前記流路内標識ゾーンの流路下流側に位置し、分析の完了を表
示する手段を組み込んだ１以上のコントロールゾーンと、を含む。最もよくある態様とし
ては、本装置は、１試料中の２以上の異なる標識分析物を捕捉すなわち検出する手段を組
み込んでいる。またよくある態様として、本装置は、ディップスティック分析装置を含む
。随時の態様として、２又は３以上の試験ゾーンと、２以上のコントロールゾーンを含む
。
【０００９】
　本装置は、１試料中の複数の分析物を外部の見本なしで検出できる。さらに、しばしば
本装置は外部ケースのないディップスティック分析を含む。通常、分析物は対象となる分
析物を含み、及びとりわけここに提供した分析物を含む。しばしば、本装置は分析物の特
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別なパネルの分析に有益である。またしばしば、本装置は、１試料中の２以上の異なる分
析物を同時に検出するのに有益である。時には、本装置及び方法は、インフルエンザパネ
ル（インフルエンザＡ、インフルエンザＢ、呼吸器合胞体ウイルス（ＲＳＶ）、アデノウ
イルス、ライノウイルス、及び／又はパラインフルエンザウイルスのうちから選択したも
のを捕捉できる試薬を含有する試験ゾーンを含む）、肺炎連鎖球菌、肺炎マイコプラズマ
及び/又はクラミジアの１以上を含むパネル、ＨＩＶパネル、狼そうパネル、Ｈ．ピロリ
パネル、トキソプラズマパネル、ヘルペスパネル、ボレリア菌パネル、風疹パネル、サイ
トメガロウイルスパネル、リューマチ性関節炎パネル又はエプスタイン－バーパネルその
他から選択された、対象となる分析物パネルの検出に有益である。
【００１０】
　１つの望ましい側面では、１以上の各試験ゾーンは、お互いに流体をやり取りする役目
を持っている。さらに、他の側面では、１以上の試験ゾーンは、１以上のコントロールゾ
ーンと流体をやり取りする役目を持っている。さらなる側面では、本発明装置は、１又は
複数の縦孔ではなく、軸方向流を定めるマトリックスを用いている。よくある１つの実施
形態として、本開示による装置は１以上の試験ゾーンとの流体のやり取りの役目を果たす
１つの試料受入れゾーンを有している。
【００１１】
よくある実施態様として、コントロールゾーンが１以上の試験ゾーンの間に配置される。
随時の態様として、１以上の試験ゾーンの間にコントロールゾーンを配置することには、
２つの試験ゾーンの間に１つのコントロールゾーンを配置することを含む。また随時の態
様としては、１以上の試験ゾーンの間にコントロールゾーンを配置することには、複数の
試験ゾーンと複数のコントロールゾーンを、各コントロールゾーンを２つの試験ゾーンの
間に交互に配置することを含む。しばしば、コントロールゾーンは試験ゾーンの上流側に
配置される。またしばしば、コントロールゾーンは試験ゾーンの下流側に配置される。随
時の態様として、コントロールゾーンは１以上の試験ゾーンのそれぞれ、又はすべてより
下流側に配置される。他の態様では、試験ゾーンとコントロールゾーンとが流路内で交互
に配置され、最上流側は試験ゾーンで始まるように配置される。
【００１２】
１つの実施形態において、１以上の試験ゾーンのそれぞれが、１つの分析物と特異的に結
合することができる固定された試薬を含む手段を有する。従って、この実施形態では、１
以上の試験ゾーンがそれぞれ１つの分析物と特異的に結合する固定化された試薬を有し、
それぞれの固定された試薬は、装置中の他の試験ゾーン中に固定されたどの試薬とも異な
る分析物と結合することができる。これらの手段は、ここのどこかに説明された特異的結
合対構成物のいずれをも含むことができる。必要に応じ、各試験ゾーン中の異なる標識分
析物を拘束する手段は、固定された捕捉試薬を含む。
【００１３】
　１つの側面では、試験ゾーンは、それぞれの試験ゾーンが、もし存在する場合は他の試
験ゾーンと、その試験ゾーンで拘束された標識分析物がもし存在する場合はその存在下で
、コントロールゾーン（単数又は複数）とを識別して検出可能であるという制限下におい
て、どのような形状及び配置とすることも可能である。関連する側面において、コントロ
ールゾーンは、分析の完了に当たってそれぞれのコントロールゾーンが、もし存在する場
合は他のコントロールゾーンと、試験ゾーンとを識別して検出可能であるという制限下に
おいて、どのような形状及び配置とすることも可能である。
【００１４】
他の実施形態では、標識ゾーンは複数の標識試薬を含み、それぞれの標識試薬は１つの分
析物と特異的に結合することができる。随時の態様として、標識試薬は試料中のもし存在
する場合は複数の分析物のうちのいずれか又は全てと結合できる試薬である。しばしば、
それぞれの標識試薬は他と識別して検出可能である。同様にしばしば、標識試薬の標識成
分は、化学発光試薬、粒子状標識、コロイド標識、比色試薬、エネルギー転移試薬、酵素
、蛍光試薬及び放射性同位元素からなるグループから選択される。随時の態様として、標
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識試薬は異なる色の標識試薬を含む。たとえば、標識試薬は２，３，４，５、又は６以上
の異なる着色粒子状試薬を含む。本実施形態では、赤、青、黒、紫及びその他のコントラ
ストの高い色を含む粒子状の標識色がしばしば用いられる。よくある態様として、着色粒
子状標識として着色ラテックス粒子状標識を含む。他の態様において、しばしば、着色標
識にはカーボン、金、セレンの着色コロイド標識を含む。時には、異なる着色粒子状標識
試薬を用いることにより、それぞれの試験ゾーンで異なる標識分析物を拘束する結果、１
以上の試験ゾーンのいずれか１以上で、異なる検出信号（たとえば異なる色）を観察する
ことで複数の分析物を検出することができる。よりまれな態様において、標識試薬には、
１の装置において、各分析物が異なる検出信号を出すために異なる標識試薬で標識される
ように、検出可能な種々の標識スキームの取合せのいずれかを含むことができる。
【００１５】
　随時の実施形態として、１の試験ゾーンは、その試験ゾーンで複数の標識分析物を拘束
して検出できるように、１の分析物と特異的に結合する、固定された１以上の試薬を含み
得る。本実施形態では、本装置で対象となる分析物は複数ありうるが、しばしば一回の流
体試料中にせいぜいあったとしてもそれらのうちの１つの分析物しか存在しない。従って
、本実施形態においては、分析物に特異的であること及び識別検出（すなわち異なる色）
可能であることからも、複数の標識試薬を用いることが有益である。たとえば、本実施形
態の装置においては、１の試料中の、もし存在すれば、インフルエンザＡ又はインフルエ
ンザＢの抗原を検出可能である。インフルエンザＡの場合、インフルエンザＡと特異的に
結合する赤色標識試薬が用いられ、分析物であるインフルエンザＡを含む流体試料の分析
完了後には試験ゾーンが赤く着色するであろう。インフルエンザＢの場合、インフルエン
ザＢと特異的に結合する青色標識試薬が用いられ、分析物であるインフルエンザＢを含む
流体試料の分析完了後には試験ゾーンが青く着色するであろう。当業者は、これらの色は
置換でき、そして／又はその他のここで考察された識別検出可能な標識手段を使用できう
ることに気がつくであろう。しばしば、このような試験ゾーンは複数の捕捉試薬の混合物
を含む単独のゾーン又は単独の捕捉試薬の隣接ゾーンとして置かれる。本実施形態ではま
れに、対象となる複数の分析物が流体試料中に一緒に存在し、装置に接触した後で標識さ
れ、試験ゾーン中で拘束される。従って、複数の標識分析物が１つの試験ゾーン中で拘束
され得る。
【００１６】
　他の実施形態において、試料受入れゾーンと標識ゾーンは、流体流の接触において分離
した複数要素を含む。よくある実施形態において、１以上の試験ゾーンとコントロールゾ
ーンが１の試験領域中に配される。さらにしばしば、試料受入れゾーン、標識ゾーン、試
験領域は流体流の接触において分離した複数要素を含む。またしばしば、試験領域は、試
験試薬及びコントロール試薬を固定するために適したニトロセルロースその他の物質を含
み、及び／又はプラスチック基材上に薄く張られている。時にはマトリックスは支持体及
び任意に含み得るカバーを含み、試料受入れ口及び１以上の観察孔を有するケースの中に
配置される。随時の態様として、コントロールゾーンは、試験領域が湿った状態において
試験領域の中で検出可能なマークを含む。本実施形態においては、試験領域は、液体試料
が試験領域を湿らせた時にマークが見えるようにするために、試験領域が乾燥した状態で
は不透明であるが、湿った状態では透明になる物質を含む。
【００１７】
　さらなる実施形態として、装置は、１の試料中のもし存在する場合にはインフルエンザ
ａ及び／又はインフルエンザｂを検出できる。随時の態様として、それぞれの分析物は、
毒素、有機化合物、タンパク質、ペプチド、微生物、バクテリア、ウイルス、アミノ酸、
核酸、炭水化物、ホルモン、ステロイド、ビタミン、薬物、抗体及びハプテンからなるグ
ループから選択される。
【００１８】
　他のさらなる実施形態では、コントロールゾーンの数が変数「ｎ」で、試験ゾーンの数
が変数「ｎ＋１」で表され、該試験ゾーンとコントロールゾーンとが交互に列をなして配
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され、列の下流側の最後が試験ゾーンである。変数「ｎ」はしばしば２の試験ゾーンを示
す。しかし時には変数「ｎ」は２から約５の試験ゾーンを示す。従って、時には２，３，
４，５あるいはそれ以上の試験ゾーンが装置上に設置される。しばしば、各試験ゾーンは
１つの異なる分析物を拘束できる。時には装置は、変数「ｎ」で表される数の分析物を検
出でき、コントロールゾーンの数と検出可能な異なる分析物の数とが同じである。また時
には装置は、変数「ｎ＋１」で表される数の分析物を検出でき、試験ゾーンの数と検出可
能な異なる分析物の数とが同じである。
【００１９】
　よくある実施形態において、流体試料中の複数の分析物の検出装置が提供され、当該装
置は軸方向流路を定めるマトリックスを含み、そのマトリックスは、
i）流路の上流端において流体試料を受入れる試料受入れゾーンと、
ii）試料受入れゾーンの流路下流側に、それぞれが１の分析物に特異的に結合して標識分
析物とすることができ、流体試料の存在下で流動化可能な第１及び第２の標識試薬を含む
標識ゾーンと、
iii）第１試験ゾーン、第２試験ゾーン、コントロールゾーンを含む試験領域であって、
コントロールゾーンは流路中の第１及び第２試験ゾーンの間に配され、第１及び第２試験
ゾーンはそれぞれのゾーン中で異なる分析物を検出する手段を有し、コントロールゾーン
は分析の完了を表示する手段を備えた、前記試験領域と、
を含む。随時の態様として第１のゾーンは流路中のコントロールゾーンの上流側に、第２
のゾーンは流路中のコントロールゾーンの下流側に配される。
【００２０】
　他の実施形態において、１の試料中から１以上の分析物を検出する方法が提供される。
たとえば、流体試料中の複数の分析物検出方法が提供され、その方法は、
i）上記記載の装置と、対象となる１以上の分析物を含むと思われる流体サンプルとを接
触させ、その装置中の１以上の試験ゾーンはそれぞれの試験ゾーンで、異なる１つの標識
分析物又は異なる複数の標識分析物の組み合わせを拘束する手段を有し、
ii）１以上の試験ゾーンで拘束された１以上の標識分析物を検出すること、
を含む。しばしば、この装置はディップスティックタイプの装置を含む。通常対象となる
分析物は、とりわけここに示したものを含む。しばしば、本方法は分析物の特別なパネル
の分析に有益である。またしばしば、本方法は、１試料中の２以上の分析物を同時に検出
するのに有益である。共通して、本装置及び方法は医学的状況を診断するのに用いられる
。また共通して、本装置及び方法は治療上の決定をする手助けとなる。時には、本方法の
ステップは、異なる場所、異なる物によって実施され得る。
【００２１】
　本発明のこれらのそしてその他の特徴及び利点は、以下の発明の詳細な説明、実施例に
よって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　開示を明確にするために、限定する目的でなく、発明の詳細な説明を以下に示すサブセ
クションに分ける。
【００２３】
Ａ．定義
　別途定義しない限り、ここで使用される技術的、科学的用語は、本発明が属する技術分
野の当業者が一般に理解する意味と同じ意味を持つ。ここで引用する全ての特許、出願、
出願公開、他の刊行物は参照により完全に組み込む。もしこの章で説明する定義が、参照
により組み込む特許、出願、出願公開、他の刊行物で説明される定義に反する又は矛盾す
る場合は、この章で説明する定義が参照により組み込む定義に優先する。
【００２４】
　ここで使用される「１の」は「少なくとも１」又は「１以上」を意味する。「１以上」
の用語は、ここで意図する「１の」の意味を変えるものではない。
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【００２５】
　ここで使用される「病気又は疾患」とは、たとえば感染症や遺伝子損傷によって引き起
こされ、同定できる症状によって特定される生物の病理学上の症状を意味する。
【００２６】
　ここで使用される「試料」とは、分析が望まれる分析物を含む可能性のあるあらゆるも
のを意味する。試料は生物学的流体又は生物学的組織のような生物学的試料でありうる。
生物学的流体の例は、尿、血、血漿、血清、唾液、精液、大便、痰、脳脊髄液、涙、粘液
、羊水等を含む。生物学的組織は、通常、縦連神経、上皮、筋肉及び神経組織を含む人、
動物、植物、バクテリア、真菌類及びウイルスの構造の構造物質の１つを形成する細胞間
質を伴う、特別な種類の細胞の集まりである。生物学的組織の例には、臓器、腫瘍、リン
パ節、動脈及び個々の細胞も含む。
【００２７】
「流体試料」とは、対象となる分析物を含むと思われる物質であって、ここでいうイムノ
アッセイ装置を流れ通過するのに十分な流動性を持つものを意味する。流体試料は、採取
元から直接得られたものを使用するか、その特性を変えるための前処理をしてから使用さ
れうる。このような試料には、人、動物、人が作った試料が含まれ得る。試料は、分析を
妨害しないあらゆる都合のいい媒体中に調製できる。試料は通常、以下に詳細に示すよう
に水溶液又は生物学的流体である。
【００２８】
　流体試料は、血液、血清、血漿、唾液、痰、水晶体液、汗、尿、乳、腹水、粘液、関節
滑液、腹膜水、皮膚の浸出物、咽頭浸出物、気管支胞洗液、気管吸引物、脳脊髄液、精液
、子宮頸管粘液、膣又は尿道分泌物、羊水等を含む生理学的流体のように、あらゆる発生
源から得られる。ここで、たとえば髪、皮膚と削った爪、肉の抽出物及び果実や木の実の
皮のような細胞組織の均質化（ホモジュネート）流体も生物学的流体とされる。前処理に
は、血液からの血漿調製、粘性流体の希釈等が含まれ得る。処理方法には、ろ過、蒸留、
分離、濃縮、妨害物質の不活性化及び試薬の追加が含まれ得る。生理学的流体の他、診断
上の分析と同様、工業的、環境的、食物生産上の分析を実施するため、水、食物、土壌抽
出物、等のような、他の試料も使用できる。さらに、分析物を含むと思われる固体物質も
、液体媒体にするか、分析物を放出するように変形すれば、試験試料として使用できる。
生物学的、工業的、環境的試料の試験前の選択と前処理は、当業者によく知られており、
詳細を述べる必要はない。
【００２９】
　ここで使用されているように、「特異的に結合する」とは、特異的結合対の結合特異性
を意味する。「特異的結合対構成物」とは、特異的結合対の構成物、すなわち一方の分子
が他の分子と化学的又は物理的手段で特異的に結合する、２つの異なる分子を意味する。
２つの分子は、互いの結合が、似たような特徴を持つ他の分析構成要素と結合相手とを区
別できるという意味において関係している。特異的結合対の構成物は、リガンド（配位子
）と受容体（アンチリガンド）、ｓｂｐ構成物とｓｂｐ結合物、等と称される。１つの分
子もまた分子の集合体に対してｓｂｐ構成物となりうる。たとえば、別の抗体とそれに対
する抗原からなる免疫複合体に対する１つの抗体は、免疫複合体に対するｓｂｐ構成物と
考えることができる。
【００３０】
　抗原と抗体という特異的結合対構成物の他に、他の特異的結合対としては、たとえば、
ビオチンとアビジン、炭水化物とレクチン、相補性ヌクレオチド配列、相補性ペプチド配
列、エフェクター分子とレセプター分子、補酵素と酵素、酵素ブロッキング剤と酵素、ペ
プチド配列と当該配列又はタンパク質全体に対応する抗体、重合体の酸と塩基、色素とタ
ンパク結合剤、ペプチドと特異的タンパク結合剤（たとえばリボヌクレアーゼ、Ｓ－ペプ
チドとリボヌクレアーゼＳタンパク質）、金属とキレート剤、等を含むが、これらに限定
されない。さらに特異的結合対は、もともとの特異的結合構成物に類似したもの、たとえ
ば分析物類似体又は遺伝子組換え技術や分子工学で得られる特異的結合構成物も含み得る
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。
【００３１】
　あるｓｂｐ構成物ともうひとつの構成物が、他の同じ相補的ｓｂｐ構成物と結合できる
場合は、それらは類似であるという。そのような構成物は、たとえば少なくとも１つの水
素原子を、たとえば標識リガンド又は標識受容体を提供する１つの基に置換して変形され
たリガンドか受容体がありうる。そのｓｂｐ構成物は、分析物又は分析物と相補的なｓｂ
ｐ構成物と類似又は相補的でありうる。
【００３２】
　もしも特異的結合構成物が免疫生成物であれば、それはたとえば抗体、抗原、ハプテン
、あるいはこれらの複合体でありうる。抗体であれば、抗体及び他の特異的結合構成物の
混合物と同様、モノクローナル又はポリクローナル抗体、組換えタンパク質又は抗体、キ
メラ抗体、これらの混合物又は断片でありうる。このような抗体の調製の詳細と特異的結
合構成物としての適用性は、当業者に周知である。
【００３３】
　「抗原」は、抗体に結合できるあらゆる化合物、又はそれに対して抗体が発生するもの
を意味する。
【００３４】
　「抗体」は、１つの免疫グロブリン遺伝子又は複数の免疫グロブリン遺伝子又はこれら
の断片によって実質的にコードされたポリペプチドを意味する。認知された複数の免疫グ
ロブリン遺伝子は、カッパ、ラムダ、アルファ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ミューの
定常部、同様に免疫グロブリンの複数の可変部遺伝子多数を含む。軽鎖はカッパ又はラム
ダに分類される。重鎖はガンマ、ミュー、アルファ、デルタ、イプシロンに分類され、そ
れぞれ順に免疫グロブリンクラスＩｇＧ，ＩｇＭ，ＩｇＡ，ＩｇＤ，ＩｇＥを定義する。
通常、抗体はその表面又は空洞中に、他分子の特別な空間的及び極性構造と特異的に結合
する部分を有する免疫グロブリンであり、それゆえ相補的であるといわれる。抗体はモノ
クローナル又はポリクローナルでありうる。抗体は完全な免疫グロブリン又はその断片を
含み得る。その断片はＦａｂ、Ｆｖ及びＦ（ａｂ’）２、Ｆａｂ’等を含み得る。抗体は
、遺伝子組換え技術によって作られるキメラ抗体及びその断片も含み得る。
【００３５】
　「分析物」とは、検出又は測定すべき化合物又は合成物であり、少なくとも１つのエピ
トープ又は結合部位を有する。分析物は、分析物の特異的結合構成物が自然に存在するか
、又はたとえば炭水化物とレクチン、ホルモンと受容体、相補的核酸等の分析物の特異的
結合構成物を調製し得る、あらゆる物質でありうる。さらに対象となりうる分析物は、事
実上、免疫学的に検出できるあらゆる化合物、合成物、集合物その他の物質を含む。すな
わち、分析物又はその一部は、少なくとも１つの決定部位を持つ抗原的、ハプテン的なも
の又は自然に存在する結合対の構成物である。
【００３６】
　分析物は、毒素、有機化合物、タンパク質、ペプチド、微生物、バクテリア、ウイルス
、アミノ酸、核酸、炭水化物、ホルモン、ステロイド、ビタミン、薬物（治療目的で投与
されたもの及び不正目的で投与されたものを含む）、汚染物質、殺虫剤及びあらゆる上記
物質の代謝物又は抗体を含むが、これらに限定されない。分析物という用語は抗原的物質
、ハプテン、抗体、巨大分子、これらの結合物をも含む。全てではないが、典型的な分析
物のリストが米国特許第4,366,241号の１９段７行目から２６段４２行目までに記載され
ており、この開示は参照により本書に組み込む。典型的な分析物のさらなる記載とリスト
が米国特許第4,299,916号;4,275,149号及び4,806,311号にあり、参照により全て本書に組
み込む。
【００３７】
　「標識試薬」は、特異的結合構成物に付加された検出可能な標識を含む物質を意味する
。その付加は共有結合又は非共有結合でありうるが、しかし付加方法は本発明では重要で
はない。標識は、標識試薬に流体試料中で分析物の存在に関係する信号を発生させる。標
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識試薬の特異的結合構成物の成分は、分析物と直接又は補助的特異的結合構成物によって
間接的に結合するように選択され、それはこの後十分に詳述する。標識試薬は試験装置の
捕捉ゾーンの上流側に投入でき、流体溶液になるように流体試料と結合でき、試験試料と
は別に試験装置に投入でき、捕捉ゾーンに付着又は可逆的に固定化できる。さらに、特異
的結合構成物は適当な付属方法により、分析前又は分析中に標識しうる。
【００３８】
　「標識」とは、視覚的に又は機器的手段によって検出できる信号を発生できるあらゆる
物質を意味する。本発明に適用できる種々の標識には、化学的又は物理的手段によって信
号を発生する標識を含みうる。そのような標識は、酵素と基質、色原体、触媒、蛍光化合
物、化学発光化合物、放射性標識を含む。その他の適当な標識には、金のようなコロイド
状金属粒子、セレン、テルルのようなコロイド状非金属粒子、着色プラスチック、染色し
た微生物のような着色又は染色粒子、有機高分子ラテックス粒子及びリポソーム、着色ビ
ーズ、高分子マイクロカプセル、嚢、赤血球、溶血赤血球あるいはその他の直接観察でき
る物質を含む小嚢等を含む。通常、可視的に検出可能な標識が、標識試薬の標識成分とし
て、検出部位で信号生成成分を追加することなく、試験試料中の分析物の存在又は量を直
接可視的に又は機器的に読み取りできるように使用される。
【００３９】
　特定の標識を選択することは本発明において重要ではないが、標識はそれ自身で、又は
機器を用いて、又は酵素／基質信号発生系のように１以上の信号発生成分を追加して、検
出可能信号を発生しうる。種々の異なる標識試薬が、標識又は標識試薬の特異的結合構成
物の成分を変えることにより形成されうるが、その選択には、検出すべき分析物と望まし
い検出手段とを検討する必要があることが、当業者には理解されるであろう。以下に検討
するように、標識は分析のための制御システムに組み込まれうる。
【００４０】
　たとえば、１以上の信号発生成分が、検出可能な信号を発生させるために標識と反応し
うる。標識が酵素の場合、酵素を１以上の基質と反応させ、又は検出可能な反応生成物を
得るために酵素及び基質を追加して反応させることにより、検出信号を増幅することがで
きる。
【００４１】
　代替的信号発生システムとして、検出信号を発生させるため、標識の酵素的取扱いが不
要になる蛍光化合物を標識に用いることができうる。蛍光分子には、このような系での標
識としての使用に適したものとして、たとえばフルオレセイン、フィコビリプロテイン、
ローダミン及びこれらの誘導物及び類似物がある。
【００４２】
　生物学的物質、たとえばタンパク質、炭水化物、核酸、生物全体を染色するために色素
を用いることは文献にある。ある種の色素は、色素とリガンドとの化学的融和性から特定
の物質を選択的に染色することが知られている。たとえば、タンパク質に対するクーマシ
ーブルー（Coomassie Blue）とメチレンブルー、炭水化物に対する過ヨウ素酸－シッフ試
薬、全細胞染色に対するクリスタルバイオレット、サフラニンＯ、トリパンブルー、核酸
染色に対する臭化エチジウム、アクリジンオレンジ、蛍光顕微鏡検査による検出に用いら
れるローダミン、カルコフルールホワイトのような蛍光色素がある。標識のさらなる例は
米国特許第4,695,554号;4,863,875号;4,373,932号及び4,366,241号にあり、全て参照によ
り本書に組み込む。
【００４３】
　「信号発生成分」は、他の分析試薬又は分析物と反応して、分析物の存在を示し、可視
的又は機器的手段で検出できる反応生成物又は信号を発生する、どのような物質をも意味
する。ここでいう「信号発生システム」とは、望ましい反応生成物又は信号を発生させる
のに必要な分析試薬のグループを意味する。
【００４４】
　ここで用いる「観察できる信号」とは、請求する装置及び方法の中で発生する、可視的
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に検出できる信号を意味する。制限することなく、発生する信号のタイプは、（ここに説
明された）用いられる標識試薬とマークによる。一般的に、試料中の分析物の存在又は不
存在を示す可視信号は、プラス又はマイナス、特別な形状をした符号のようにそれ自体で
明白であるか、又は色指示パネルのようにパネルとの比較により明白となりうるものであ
る。
【００４５】
　ここで用いる「軸方向流」とは、１以上の試験ゾーン及び/又はコントロールゾーンを
含む特別なマトリックス又は材料を通じて流れる、側方向、縦方向又は横断的な流れを意
味する。特別の装置、分析、方法の中で考察した流れのタイプは、装置の構造によって変
わる。理論によって拘束されることなく、側方向、縦方向又は横断的な流れは、特別なマ
トリックスの一端又は一辺（上流又は中心部）での流体接触点から、この接触の下流域（
末端）までの、流体試料の流れを意味しうる。下流域は、流体の接触点から、マトリック
スと同じ側又は反対側にありうる。たとえば、本発明の垂直流装置において、軸方向流は
第１の要素から垂直に（逆さまに）第２の要素に進み、そこから吸収媒体の上に流れる。
さらなる例では、当業者には理解されるように、たとえばディップスティックとして構成
された垂直流装置では、流体試料は装置を文字通り上方向に流れるが、それにもかかわら
ず、流体試料が装置と最初に接触した部分は上流（中心）端、流れの終点は下流端（末端
）と考える。
【００４６】
　ここで用いる「吸収材」とは、垂直流装置及び分析において用いられ、流体試料を第１
要素及び第２要素を通って流れさせ、促進させる物質を意味する。このような物質は、米
国特許第4,632,901号に記載されているように、たとえば酢酸セルロース繊維のような繊
維状材料、セルロース又はその誘導物、ポリエステル、ポリオレフィンのようなものであ
る。一般的に、ここで使用される吸収材は、そこを通る流体の流れを促進させるため第２
要素と直接又は密接な接触を保持する必要がある。意図した流体吸収力を持つ吸収材は、
一般的に圧縮可能であり、本発明の装置の中で第２の要素又は能動制御材との接触を確実
にするため、圧縮されうる。
【００４７】
　ここで用いられているように「試験領域が湿った状態の時に試験領域内で検出可能なマ
ーク」とは、たとえば２００１年１１月１０日出願で現在係属中の米国特許出願第09/950
,366号、これは米国特許出願公開第20030049167号として公開されている、及び２００２
年１１月１０日出願で現在係属中の米国特許出願第10/241,822号、これは米国特許出願公
開第20030157699号として公開されている、に記載されたタイプのマークを意味する。
【００４８】
　ここで用いられているように、「上流」及び「下流」とは、本公開において典型的な装
置と接触した後、流体試料の流れる方向を意味し、通常の操作条件下では流体試料は上流
から下流に向かって流れる。たとえば、流体試料が試料受入れゾーンで最初に接触した後
、流体試料は標識ゾーン等を通って下流に流れる。
【００４９】
　ここで用いられているように、「分析の完了」とは、１以上の分析物を含むと思われる
液体試料が、典型的な装置の少なくとも１の試験ゾーンと少なくとも１つのコントロール
ゾーンの下流方向を通過する軸方向流を意味する。従って、ここで用いられているように
、複数の試験ゾーンとコントロールゾーンとを交互に配した対を含む１つの装置で複数の
分析を遂行できる。より一般的には、分析の完了とは、１以上の分析物を含むと思われる
液体試料が、典型的な装置の中又は上にある全ての試験ゾーン及びコントロールゾーンの
下流方向を通過する軸方向流を意味する。
【００５０】
Ｂ.　試験装置
【００５１】
　本記載は、１つのイムノアッセイ装置において、個々の試験ゾーンに関連してあらかじ
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め決められた方法で配置された１又は複数のコントロールゾーンの開発と使用法について
のものであり、これにより装置内で試験される、対象となる１以上の分析物のそれぞれの
同定が容易になるものである。本記載はさらに、種々の形状、物理的又は化学的性質、色
を持つコントロールゾーンの作成について述べる。一部に、このようなコントロールゾー
ンの使用を、イムノアッセイ装置、特に使用が簡単で、１つの分析手順において複数の分
析物の同定が可能なディップスティックを含む装置のために検討する。
【００５２】
　本記載はさらに、環境モニタリング、医学、特に感染症の分野といった、多くの分野で
必要とされる、迅速で複数の分析物分析を確立する手段を提供する。たとえば、考察した
装置は、異なる処置が必要となるインフルエンザＡ又はインフルエンザＢの識別診断、あ
るいはインフルエンザＡ，インフルエンザＢ及び／又はＲＳＶの識別診断を１ステップで
行うのに有益である装置を含む。このような装置は、１つの試料で複数の分析物を一度に
分析でき、取扱いと診断プロセスの時間をかなり短縮することにより、医者又は一般の使
用者の利益になるものである。
【００５３】
　本開示の装置及び方法を用いて、種々の分析物を分析しうる。試料中の１以上の目的と
する分析物の分析に有用な特別の装置においては、対象となる分析物の集団がパネルと称
される。たとえば、パネルはインフルエンザＡ，インフルエンザＢ，呼吸器合胞体ウイル
ス（ＲＳＶ）、アデノウイルス、パラインフルエンザウイルスのいずれか（又は全て）の
組合せを含みうる。他のパネルは、たとえば肺炎連鎖球菌、マイコプラズマ及び／又は肺
炎を含む１以上の上気道感染症を選択する試験を含みうる。また他のパネルは、たとえば
クラミジア、トリコモナス及び/又は淋病を含む性伝染症の診断に工夫できる。
【００５４】
　時にはパネルは、種々の対象となる分析物を任意に含み、次のようなものが含まれる。
ＳＡＲＳに関連したコロナウイルス、インフルエンザＣ；Ｂ型肝炎の表面抗原又は抗体、
Ｂ型肝炎の核抗体、Ａ型肝炎のウイルス抗体、Ｃ型肝炎ウイルスからの選択を含む肝炎パ
ネル；抗カルジオリピン抗体（ＩｇＧ，ＩｇＡ及びＩｇＭアイソタイプ）からの選択を含
むリン脂質パネル；リューマチ因子、抗核抗体及び尿酸からの選択を含む関節炎パネル；
エプスタイン－バー核抗原、エプスタイン－バーウイルスキャプシッド抗原及びエプスタ
イン－バーウイルス、初期抗原からの選択を含むエプスタイン－バーパネル；ＨＩＶパネ
ル、狼そうパネル、Ｈ．ピロリ菌パネル、トキソプラズマパネル、ヘルペスパネル、ボレ
リアパネル、風疹パネル、サイトメガロウイルスパネル、その他多数を含むパネル。当業
者はここに記載したイムノアッセイを通じて種々のパネルが分析できることを理解される
であろう。たとえばCURRENT PROTOCOLS IN IMMUNOLOGY(ジョンE.コリガン他（Coligan,Jo
hn E.et.al.,）編、1999年)を参照。
【００５５】
　他の関連分野としては、獣の病気、畜肉、鶏肉、魚肉のバクテリア汚染分析、食品工場
、レストラン、病院その他の公共施設の検査、海水、湖、プールの水汚染を含む環境試料
分析、が含まれる。これらの試験で検出できる分析物は、ウイルス性及びバクテリア性抗
原とともに、たとえば鉛、農薬、ホルモン、薬物及びその代謝物、炭水化物及び全ての有
機又は無機化合物を含む化学物質を含む。
【００５６】
　本開示は、流体試料中の複数の分析物の存在又は不存在を判定する試験装置特にイムノ
アッセイ装置を提供する。一般的に、本開示の試験装置は、軸方向流路を定めるマトリッ
クスを含む。通常、マトリックスはさらに試料受入れゾーン、標識ゾーン、試験ゾーン及
びコントロールゾーンを含む。よくある実施形態として、試験領域は試験ゾーンとコント
ロールゾーンとを含む。関連する実施形態として、マトリックスはさらに試験領域の下流
側に配される吸収ゾーンを含む。さらに好ましい実施形態では、試験ゾーンとコントロー
ルゾーンを含む試験領域は、観察できる。
【００５７】
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　本発明に従って、当業者に公知の多くの分析装置が、複数の分析物を検出するのに用い
られうる。例として、側方流の通過流装置、特にイムノアッセイ装置としてのディップス
ティック装置が、複数の分析物を識別検出するために本発明に従って変形されうる。典型
的な側方流装置として、米国特許第4,818,677号、第4,943,522号、第5,096,837号(RE35,3
06)、第5,096,837号、第5,118,428号、第5,118,630号、第5,221,616号、第5,223,220号、
第5,225,328号、第5,415,994号、第5,434,057号、第5,521,102号、第5,536,646号、第5,5
41,069号、第5,686,315号、第5,763,262号、第5,766,961号,第5,770,460号、第5,773,234
号、第5,786,220号,第5,804,452号、第5,814,455号、第5939,331号及び第6,306,642号に
記載された装置を含む。流体試料中の複数の分析物の識別検出用に変形できうる他の側方
流装置として、米国特許第4,703,017号、第6,187,598号、第6,352,862号、第6,485,982号
、第6,534,320号及び第6,767,714号に記載された装置を含む。典型的なディップスティッ
ク装置としては、米国特許第4,235,601号、第5,559,041号、第5,712,172号、第6,790,611
号に記載の装置を含む。前述の特許はしばしば１以上の分析形態を開示しており、ここで
追加の開示のために参照されていることが当業者には理解されるであろう。有益にも、こ
こで記載される改良は種々の分析形態、特にイムノアッセイに適用できる。
【００５８】
　よくある実施形態として、試料受入れゾーンは対象となる分析物が含まれる可能性のあ
る流体試料を受入れる。他の態様では、試料受入れゾーンは流体試料に浸漬される。標識
ゾーンは試料受入れゾーンの下流側にあり、対象となる分析物を認識するか結合できる１
以上の可動性標識試薬を含む。さらに、試験領域が標識ゾーンの下流側に配され、試験ゾ
ーン及びコントロールゾーンを含む。試験ゾーンは、一般的に各試験ゾーンで対象となる
特定の分析物を拘束する手段を含む。しばしば、試験ゾーンに含まれる手段は、対象とな
る分析物と結合する固定された捕捉試薬を含む。一般的に、その固定された捕捉試薬は、
対象となる分析物と特異的に結合する。しかし時には、各試験ゾーンで対象となる特定の
分析物を拘束する手段は、対象となる分析物を特異的に拘束する他の物理的、化学的又は
免疫学的手段を含む。従って、流体試料がマトリックスを流れるに従って、対象となる分
析物はまず標識ゾーンで流動化可能な標識試薬と結合し、そして試験ゾーンで拘束される
。随時の実施形態として、試験領域は、乾燥状態では不透明だが湿った状態では透明にな
る物質を含む。従って、装置上にマークを含むコントロールゾーンが用いられている場合
は、試験領域が湿った状態の時に試験領域内でマークが見えるようにするため、このマー
クは試験領域付近に配される。
【００５９】
　他の好ましい実施形態では、流体試料は流路に沿って試料受入れゾーン（上流側）から
標識ゾーンを通り、試験ゾーン及びコントロールゾーン（いずれも試験領域に含まれる）
（下流側）に流れる。任意として、流体試料はその後吸収ゾーンに続きうる。
【００６０】
　１つの実施形態において、試料受入れゾーンは吸収材用パッドを含む。吸収材用パッド
の製造に適した材料として、親水性ポリエチレン材又はパッド、アクリル繊維、ガラス繊
維、ろ紙又はパッド、乾燥紙、紙パルプ、織物等が含まれるが、これらに限定されない。
たとえば、試料受入れゾーンはアクリル繊維の不織レースのような材料、たとえばニュー
マージ（New Merge）（デュポン(DuPont)より購入可能）やＨＤＫ材（ＨＤＫインダスト
リーズ社(HDK Industries,Inc.)より購入可能）を含み得る。関連する実施形態において
、試料受入れゾーンは水を吸収するどんな物質からも作られる。
【００６１】
　他の実施形態として、試料受入れゾーンは流体試料が標識ゾーンへ通りぬけることがで
きるどんな物質をも含む。さらに、吸収材用パッドは、流体試料中に発生する可能性のあ
る細胞性構成物、ホルモン、粒子その他のある種の物質をろ過するように作られうる。本
発明に適したパッド材は、米国特許第5,075,078号に開示されたパッド材も含み、参照に
より本書に組み込む。
【００６２】
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　試料受入れゾーンの役割は、たとえば適用される試料のｐＨ制御／調整及び／又は比重
の制御／調整、試料の分析中の非特異的結合の原因又は試験領域への試料の直接かつ制御
流入の妨害となる物質の除去又は変形が含まれる。ろ過によって、対象となる分析物は、
妨害物質がほとんどない、あってもごくわずかな中で、制御された方法で、装置を通って
移動することができる。ろ過段階がもし存在すれば、しばしば試験の成功率や正確さの可
能性がより高くなる。他の実施形態では、試料受入れゾーンは試料中に存在する可能性の
ある対象外の分析物との交差反応性を避け、及び/又は試料を調整するのに有益な試薬を
組み込み得る。特別な実施形態によっては、これらの試薬は、非ｈＣＧブロッカー、抗Ｒ
ＢＣ試薬、３塩基緩衝液、ＥＤＴＡその他を含み得る。全血を使用することを考えた場合
、抗ＲＢＣ試薬がよく用いられる。さらに他の態様においては、試料受入れゾーンは補助
的特異的結合構成物、流体試料前処理試薬及び信号発生試薬のような他の試薬を組み込み
得る。
【００６３】
　さらなる１つの実施形態において、試料受入れゾーンは追加の試料受入れ材（たとえば
芯材）を含む。従って、１つの側面において、試料受入れゾーンは試料受入れパッドとと
もに、試料受入れ材も含み得る。しばしば試料受入れ材は、ここで考察するあらゆる種類
の流体試料を速やかに吸収し、その物理的形状をしっかりと保つ材料を含む。よく試料受
入れ材は白色に固めたポリエステル繊維のような物質を含む。さらに、試料受入れ材は、
存在する場合、試料受入れパッドとの流体流の接触中に配置される。この流体流の接触は
重なり合い、隣接し、交差するタイプの接触を含みうる。随時の態様として、試料受入れ
材は、親水性処理剤で処理されうる。しばしば試料受入れ材は、存在する場合、典型的な
試料受入れパッドに用いられるのと似た試薬を含み、似た材料を含みうる。
【００６４】
　他の実施形態において、試験装置は免疫学的分析プロセスを達成するよう構成される。
さらに他の態様では、マトリックスに沿った液体輸送は毛細管現象に基づく。さらに別の
態様では、マトリックスに沿った液体輸送は、非吸水性の側方流に基づき、ここで液体試
料中の全ての溶解又は分散した成分は、たとえば１以上の成分が化学的、物理的、イオン
的又はその他の相互作用をする物質内で起こる、１以上の成分が優先的に保持される状況
とは対照的に、物質的に等しい率で、相対的に弱められていない流れでマトリックスを通
して側方的に運ばれる。たとえば米国特許第4,943,522号を参照、これは参照により本書
に組み込む。
【００６５】
　標識ゾーンの１つの目的は、標識試薬とコントロール試薬を安定な状態に保ち、これら
を迅速かつ効果的に溶解、流動化し、流体試料中に含まれる可能性のある対象となる分析
物と特異的に反応するのを促進することである。
【００６６】
　１つの実施形態において、標識ゾーンは、米国ジョージア州フェアバーンにあるポレッ
クステクノロジーズ社(Porex Technologies Corp.)が製造する高密度ポリエチレンシート
材のような多孔性物質が含まれる。そのシート材は開孔構造を持ち、４０％空隙率におけ
る典型的密度は０．５７グラム/ccであり、平均孔径は１から２５０マイクロメーターで
あり、通常平均孔径は３から１００マイクロメーターである。他の態様では、標識ゾーン
はたとえばニューマージ（New Merge）又はＨＤＫ材といったアクリル繊維の不織レース
（試料受入れゾーンと同様）のような多孔性物質を含む。よく多孔性物質は、たとえばマ
イラー(Mylar)のような一般的な不透水性層で支持するか薄く張られうる。そのような場
合、支持材は一般に接着剤（たとえば3M444両面接着テープ）でマトリックスと固定され
ている。通常不透水性支持材は薄いメンブレンに使用される。広範な種類の高分子が、分
析成分と非特異的に結合せず、流体試料の流れを妨害しないように用いられうる。実例と
してポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンその他が含まれる。時にはマトリック
スは自立的でありうる。ポリビニルクロライド、ポリビニルアセテート、ビニルアセテー
トとビニルクロライドのコポリマー、ポリアミド、ポリカーボネイト、ポリスチレン等の
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、非吸水性流に従う他のメンブレンも用いられる。さらに他の態様では、標識ゾーンは未
処理の紙、セルロース混合物、ニトロセルロース、ポリエステル、アクリロニトリルコポ
リマー等のような物質も含む。標識ゾーンは吸水性又は非吸水性の流れを形成するように
作られ、しばしば流れのタイプは少なくとも試料受入れゾーン部分で形成される流れと類
似又は同一である。よくある態様において、標識ゾーンはレーヨン又はガラス繊維のよう
な不織繊維を含む。本発明において標識ゾーンに用いるのに適した他の材料として、米国
特許第5,075,078号に開示されたクロマトグラフ用材料が含まれ、参照により本書に組み
込む。
【００６７】
　よくある実施形態において、標識ゾーン材料は物質ブロッキング剤、標識安定剤を含む
標識溶液で処理される。ブロッキング剤には牛の血清アルブミン（ＢＳＡ）、メチル化Ｂ
ＳＡ、カゼイン、脱脂粉乳が含まれる。安定剤は、すぐに利用でき、当業者に公知であり
、たとえば標識試薬を安定化するために用いられる。よくある態様において、標識ゾーン
に標識試薬とともに選択したブロッキング剤と安定剤を使用した後、そのブロッキング剤
と安定剤を乾燥する（たとえば凍結乾燥又は温風乾燥プロセス）という方法が、装置の性
能を向上させるために取られる。
【００６８】
　標識ゾーンは通常１つの標識試薬を有し、しばしば１以上の標識試薬を含む。考察され
た多くの実施形態においては、標識ゾーンにおいて、装置と接触する流体試料に浸透する
ように複数のタイプの標識試薬が用いられる。このような複数のタイプの標識試薬は、分
析物に特異的又はコントロール試薬であり、同一装置内で使用された場合に標識試薬を他
の標識試薬と区別するために異なる検出特性（たとえば異なる色）を持ちうる。標識試薬
は、流体試料が標識ゾーンを通過したのち、特定の対象となる分析物に結合するため、異
なる特性（分析物への特異性、コントロール標識試薬を含む）を持つ標識試薬の識別検出
は望ましい特性になりうる。しかし標識成分のみに起因する異なる特性を持つ標識試薬の
識別検出能力は、指定されたゾーンに標識試薬を蓄積する明確な試験ゾーン及びコントロ
ールゾーンが装置内にあることから、しばしば不要である。
【００６９】
　１つの実施形態において、非粒子状標識方法が考察された。これらの装置内では、染色
された抗体－酵素複合物が用いられた。この染色された抗体－酵素複合物は、酵素基質と
界面活性剤の存在下で、抗体－酵素コンジュゲートをポリマー化することで調製できる。
たとえば国際公開第9401775号パンフレットを参照のこと。通常、標識ゾーンは酵素－抗
体コンジュゲート、粒子状標識試薬又は染色された標識試薬、金属ゾル標識試薬等を含む
検出可能な部分あるいは可視又は可視ではないが試験ゾーン及び／又はコントロールゾー
ンで蓄積すると検出できる部分を含む。検出可能部分は、十分な量が集まると可視となる
色素又は染色されたポリマーでありうるし、あるいは染色又は着色したラテックスビーズ
、リポソーム、金属又は非金属コロイド、有機物、無機物、色素、染色又は着色された細
胞又は器官、赤血球その他のような粒子でありうるし、また好ましい。分析に用いられる
検出可能な部分は、結果の本質及び/又は量を検出する手段を与え、従って試験ゾーンで
のそれらの局在化は試料中の分析物の機能でありうる。一般的に、これは試験ゾーンにあ
る対象となる分析物を拘束する手段により、対象となる分析物と特異的に結合又は競争す
るリガンドと検出可能な部分とを結合させることで達成される。最初のアプローチでは、
検出可能な部分は、分析物と特異的に結合する特異的結合相手と結合する。たとえば、分
析物が抗原であれば、その抗原に特異的な抗体が使用される。Ｆ（ａｂ'）２，Ｆａｂ又
はＦａｂ’のような、免疫学的に反応性のある抗体の断片も使用できる。検出可能な部分
と結合したこれらのリガンドは、標識ゾーンを通過する間に、対象となる分析物が試料中
に存在する場合はそれと結合し、装置内の流体流によって試験領域に運ばれる。標識分析
物が捕捉ゾーンに到達すると、抗体や他の特異的結合対の構成物のように、分析物に特異
的な、標識／検出可能な部分に特異的な、リガンドに特異的な、拘束試薬に拘束される。
２番目のアプローチとしては、コンジュゲート又は粒子状の部分は、試験ゾーン内の分析



(17) JP 4933258 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

物に特異的な拘束試薬として、分析物と競争的であるリガンドと結合する。試料からの分
析物と、検出可能な部分と結合した競争相手はともに流体試料の流れに乗って試験領域に
進む。そして分析物とその競争相手は共に、試験ゾーンにある分析物に特異的な拘束試薬
と反応する。従って標識されていない分析物は、試験ゾーンに保持された、競争相手と共
役した検出可能な部分の量を減らすことができる。この検出可能な部分の保持量の減少は
、試料中の分析物の計測器になる。
【００７０】
　本発明のイムノアッセイ装置の標識ゾーンは、コントロールタイプの試薬も含む。この
ような標識されたコントロール試薬は、試験ゾーンで拘束されずに装置内の流体試料の流
れによって試験領域及びコントロールゾーンに運ばれる、検出可能な部分をしばしば含む
。よくある実施形態において、このような検出可能な部分は特異的結合対の構成物と結合
し、試験領域の分離されたコントロールゾーンで対応する特異的結合対の構成物によって
拘束され、液体流が予定通りであることを証明するコントロールコンジュゲートを形成す
る。標識されたコントロール試薬に用いられる可視的部分は、対象となる分析物と特異的
な標識試薬に使用されるものと同じか又は異なる色、あるいは同じか又は異なるタイプの
ものがありうる。異なる色のものを使用すると、結果の観察が容易であることが強調され
うる。一般的に、ここで用いられているように、標識コントロール試薬は、対象となる分
析物に特異的な標識試薬あるいは標識試験試薬とともに「標識試薬」という。
【００７１】
　試験領域は、よくセルロース、ニトロセルロース、ナイロン又は親水性ポリビニリデン
ジフルオライド（ＰＶＤＦ）のような物質を含む。親水性ポリビニリデンジフルオライド
（ＰＶＤＦ）（マサチューセッツ州ビレリカ、ミリポア(Millipore)社で購入可能）。「
ニトロセルロース」は、セルロースのあらゆる硝酸エステルを意味する。従って、適当な
物質には、セルロースのカルボン酸エステルと合わせて用いるニトロセルロースが含まれ
得る。ニトロセルロースメンブレンの孔径は大きく変わりうるが、しばしば約５から２０
ミクロンの範囲であり、好ましくは約８から１５ミクロンである。しかし当業者に公知の
他の物質が考察されている。よくある実施形態として、試験領域は、透明な支持マイラー
上に薄く張られたミリポアニトロセルロースロールから作られる、ニトロセルロース繊維
の集合体を含む。他の態様では、試験領域はナイロンから作られる。まれな態様では、試
験領域は、分析物と特異的に結合する第２の試薬を運ぶラテックス又は他の粒子を固定化
し、試験ゾーンを特定する物質、たとえば圧縮ナイロン粉末又はガラス繊維を含む。随時
の態様として、試験領域は乾燥した状態では不透明で、湿った状態では透明になる物質を
含む。好ましくは、試験ゾーン及びコントロールゾーンは、試験領域のために挙げた上記
のいずれかの物質から作られうる。しばしば試験ゾーン及びコントロールゾーンは試験領
域の特定要素を形成する。特に好ましい態様として、試験ゾーン及びコントロールゾーン
は、試験領域と同じ材料を含む。しばしば、ここで用いられる「試験領域」は、少なくと
も試験ゾーン及びコントロールゾーンとを含む装置内／上の領域を意味する。非吸水性流
を提供するために、これらの材料は吸水性メンブレンの吸水性を引き起こす力をブロッキ
ングするブロッキング剤で処理されうるし、またそれが好ましい。適当なブロッキング剤
には、牛の血清アルブミン、メチル化した牛の血清アルブミン、加工していない動物の血
清、カゼイン及び脱脂粉乳が、多くの界面活性剤や高分子たとえばＰＥＧ，ＰＶＡ等とと
もに含まれる。好ましくも未処理の吸水性メンブレンの妨害部位はブロッキング剤で完全
にブロックされ、それにより非吸水性流がそこにできる。ここに示したように、本開示は
複数の試験ゾーン及びコントロールゾーンを有する試験装置を認識している。
【００７２】
　試験領域は、一般的に、試料の流れが期待通りであることを確認するのに有用なコント
ロールゾーンを含む。各コントロールゾーンは、標識コントロール試薬と反応する、固定
された特異的結合対構成物をしばしば含む空間的に分離した領域を含む。随時の態様とし
て、手続き上のコントロールゾーンは、対象となる分析物又はその断片の本物標本を含む
。この実施形態では、あるタイプの標識試薬を使用でき、流体試料が標識試薬を試験ゾー
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ン及びコントロールゾーンに運び、対象となる分析物に結合しなかった標識試薬は、コン
トロールゾーンにある対象となる分析物の本物標本と結合する。他の態様では、コントロ
ールゾーン線は、標識試薬に特異的であるか、そうでなければ標識試薬を固定化するため
の抗体を含む。操作においては、標識試薬は、たとえ対象となる分析物のいずれか又は全
てが試験試料中に存在しない場合であっても、１以上のコントロールゾーンのそれぞれに
おいて拘束される。
【００７３】
　まれな実施形態としては、標識コントロール試薬は、コントロールゾーンの上流で流体
試料の流れの中に導入される。たとえば、標識コントロール試薬は、試料が分析装置に適
用される前に、流体試料中に加えられうる。よくある態様では、標識コントロール試薬は
、試料受入れゾーン内に拡散的に結合しうるが、好ましくは標識ゾーン内に拡散的に結合
される。
【００７４】
　標識コントロール試薬とゾーンの典型的な機能は、たとえば、試料の液体流が標識ゾー
ンに置かれた標識試薬を効果的に溶解、流動化し、十分な量の液体が試料受入れゾーン、
標識ゾーン、試験ゾーン及びコントロールゾーンを正しく通過して、十分な量の分析物が
標識ゾーンの対応する特定の標識と反応し、試験ゾーン及びコントロールゾーンを含む試
験領域に移動し、試験結果が陽性の場合には、標識分析物が蓄積して可視的又は読み取り
可能な信号が試験ゾーンにおいて生成するのに十分な量が試験ゾーンを横断することの確
認を含む。さらに、コントロールゾーンの追加的機能は、使用者に可読ゾーンとして表示
される試験結果を同定させるための参照ゾーンとして働くことである。
【００７５】
　本発明の装置は、１以上のコントロールゾーンを有しうるので、標識コントロール試薬
及び対応するコントロールゾーンは、対象となる１以上の分析物が存在するしないにかか
わらず、流体試料が装置と接触した後に、各コントロールゾーンが全てのコントロールゾ
ーンのために、望ましい強度で可視化するように好ましく開発される。
【００７６】
　１つの実施形態においては、単一の標識コントロール試薬が試験片の各コントロールゾ
ーンで捕捉される。しばしば、このような標識コントロール試薬は、複数のコントロール
ゾーンが存在する場合には連結したコントロールゾーンの全結合能力を超える量が、標識
ゾーン上又は内に添加される。従って、コントロール標識に特異的な捕捉試薬は、１以上
のコントロールゾーンに望ましい強度の信号を生成し、また各コントロールゾーンで望ま
しい量の標識コントロール試薬を拘束するような量で添加しうる。分析完了時には、好ま
しくも各コントロールゾーンで、望ましい及び／又はあらかじめ設計した信号（強度及び
形態）が発生する。考察されたあらかじめ設計された信号の例として、各コントロールゾ
ーンで等しい強度の信号、コントロールゾーン内で次第に増加又は減少する信号あるいは
その他の信号強度の望ましいパターンを含む。
【００７７】
　他の実施形態では、各コントロールゾーンは１つのコントロール試薬に特異的である。
この実施形態では、標識ゾーンは分析におけるコントロールゾーンの数と同じ、複数の異
なる標識コントロール試薬を含み得るし、また関連する類型も含む。ここでは、各標識コ
ントロール試薬は、１以上のあらかじめ決められた特定のコントロールゾーンで拘束され
うる。これらの標識コントロール試薬は、コントロールゾーン内で蓄積し、同じ検出可能
な信号（たとえば同じ色）を発生するか、識別検出可能な信号（たとえば異なる色の標識
又は他の検出システム）を発生する。
【００７８】
　さらに他の実施形態では、コントロールゾーンは、先の実施形態で説明した２つのタイ
プのコントロールゾーンの組合せを含み得る。特に、１以上のコントロールゾーンは１つ
のタイプの標識コントロール試薬を拘束又は結合し、同じ試験片上の他のコントロールゾ
ーンは１又はいくつかの特定の標識コントロール試薬を結合できる。
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【００７９】
　１つの実施形態において、標識コントロール試薬は、特異的結合対構成物と結合した検
出可能な部分を含む。通常、標識コントロール試薬は、試験ゾーンで対象となる分析物を
拘束できる手段によって認識される試薬とは異なる試薬から選択される。さらに、標識コ
ントロール試薬は、一般的に分析物と特異的ではない。よくある態様においては、標識コ
ントロール試薬は、コントロールゾーン上又は内で固定化された、対応する特異的結合対
構成物又はコントロール捕捉相手と結合することができる。従って、標識コントロール試
薬はコントロールゾーン内で直接拘束される。
【００８０】
　他の実施形態では、標識コントロール試薬の標識成分を形成する検出可能な部分は、対
象となる分析物の標識試験試薬の標識成分として用いられる、検出可能な部分と同じであ
る。よくある態様においては、標識コントロール試薬の標識成分は、標識試験試薬の標識
成分と異なるため、分析結果が容易に判定できる。他のよくある態様では、コントロール
標識と試験標識は着色ビーズたとえば着色ラテックスを含む。同様によく、コントロール
ラテックスビーズ及び試験ラテックスビーズは異なる色を含む。
【００８１】
　さらなる実施形態では、標識コントロール試薬は、ストレプトアビジン、アビジン又は
ビオチンを含み、コントロール捕捉相手は、お互いに速やかにかつ特異的に結合するその
ような特異的結合対に対応する構成物を含む。１つの例では、標識コントロール試薬はビ
オチンを含み、コントロール捕捉相手はストレプトアビジンを含む。熟練者は、たとえば
抗原／抗体反応を含む他の特異的結合対構成物が、分析物に関係なく代替的に使用できう
ることを認識されるであろう。
【００８２】
　コントロールゾーンの使用は、たとえ結果が陰性であった場合でも、試験結果を読める
時を表示する信号を、コントロールゾーンにおいて表出するという点で有用である。従っ
て、コントロール線に予期した信号が現れた時、試験ゾーンにおける信号の有無を確認し
うるのである。
【００８３】
　さらなる実施形態では、試験領域が湿った状態の時に試験領域で見えるようになるマー
クを含むコントロールゾーンが使用される。このタイプのコントロールゾーンは、２００
１年１１月１０日出願で現在出願中の米国特許出願第09/950,366号、出願公開番号第2003
0049167号、２００２年１１月１０日出願で現在出願中の米国特許出願第10/241,822号、
出願公開番号第20030157699号に記載されている。
【００８４】
　時には実施形態として、１以上のこのタイプのコントロールゾーンが用いられる。他の
態様においては、標識コントロール試薬とコントロールゾーンを用いるタイプと、湿った
状態の時にコントロールゾーンを表示するタイプのコントロールゾーンが組み合わせて使
用できうる。この方法では、標識パッド内での試薬の再溶解及び流動化プロセスを確実に
効果的にし、試料パッド、標識パッド、試験片及び吸収パッドで規定される全ての流路に
沿って予期したとおりに起こる特異的反応を確実なものにするために、試薬を基本とする
コントロールゾーンを用いることができるとともに、コントロールゾーンの構成を単純に
することができる。本実施形態では、分析における試験片の末端又は下流端のコントロー
ルゾーンを除く各コントロールゾーンのために、試験領域が湿った状態の時に見えるよう
になる１以上のコントロールゾーンの使用が含まれる。
【００８５】
　上記の通り、対象となる分析物と特異的に結合できる特異的結合対構成物と結合した試
験標識をしばしば含む標識試験試薬がさらに提供される。従って、一般的に、複数の標識
試験試薬が標識ゾーンに配置され、それぞれはあらかじめ決められた対象となる分析物に
特異的である。
【００８６】
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　本記載の試験ゾーンは、対象となる分析物を拘束する手段を含む。しばしば、本記載の
試験ゾーンは対象となる分析物と特異的に結合することができるリガンドを含む。代替的
に、本記載の試験ゾーンは、対象となる分析物と結合した標識試薬と特異的に結合できる
リガンドを含む。現実的には、標識試験試薬は、代表的な装置と接触し、流体試料が標識
ゾーンに流入、通過した後に、流体試料中に存在する対象となる分析物と結合する。その
後、標識分析物を含む流体試料は試験ゾーンに進み、試験ゾーン内で拘束される。標識分
析物が試験ゾーン内に蓄積すると、検出可能な信号が生成する。しばしば本開示の装置は
１以上の試験ゾーンを含み、それぞれが流体試料中の、存在するとすれば、複数の異なる
分析物を拘束できる。従って、代表的な実施形態においては、１つの装置で２，３，４，
５又はそれ以上の対象となる（標識）分析物が１つの又は異なる試験ゾーンで拘束され、
そしてそこで検出されうる。
【００８７】
　本装置は、さらに任意で、試験ゾーンを通過した後の余剰の試料を吸収する吸収ゾーン
を含みうる。存在する場合には、吸収ゾーンは試験領域との流体流の接触の中に配置され
る。この流体流の接触は重なり合い、隣接し、交差するタイプの接触を含みうる。随時の
態様として、コントロール領域（分析終了表示器）は、分析の完了を表示するために吸収
ゾーンの中に置かれる。この実施形態では、ｐＨに敏感な試薬（ブロモクレゾールグリー
ンのような）のような特別な試薬が、流体試料が全ての試験ゾーン及びコントロールゾー
ンを浸透し通過したことを表示するために用いられる。代替的に、分析終了コントロール
領域は、全ての試験ゾーン及びコントロールゾーンの後の試験領域上の吸収ゾーンとの接
点に可溶性のインク線を置くことで効果的になりうる。一般的に、捕捉ゾーンを移動する
液体の先端がインクを溶かし、吸収材に移動させるであろう。その結果、色の変化が吸収
ゾーンの上にある観察窓に見られ、分析の終了を表示する。従って、このタイプのコント
ロール領域は、特別の分析物に特異的なものではない。一般的に、吸収ゾーンは、ろ紙、
ガラス繊維ろ紙等のような吸収物質からなる。
【００８８】
　随時の態様として、流体試料は、複数の対象となる分析物のうち少なくとも１つを正確
に検出するために、装置に接触させる前に処理されなければならない。この実施形態では
、抽出液のような試薬が試料を調製するために使用されうる。代替的に、流体試料が最初
に接触した後に、試薬を装置に加えることができる。たとえば、試料を装置に導入し、そ
の後に、分析を完全にするために染色液のような試薬を加える。
【００８９】
　図１は、考察された本装置の代表的な種々の構成を表す。これらの構成は、ここで考察
されたイムノアッセイ装置の中でとりわけディップスティックタイプの分析に適用しうる
が、ディップスティックタイプの分析に限定するわけではない。図の矢印は、装置と最初
に接触した後の流体試料の流れる一般的方向を示す。垂直線及び／又は斜線をつけた枠は
コントロールゾーンを、網掛けした枠は試験ゾーンを示す。試料受入れゾーン（１）、標
識ゾーン（２）、試験領域（３）も示されている。本開示は、図１から図３に示した構成
（ＡからＪ）に限定することを意図したものではない。これらの図は単に例示目的のため
である。たとえば、試験ゾーン及びコントロールゾーンは、図１に示すように同じ形状、
寸法である必要はない。さらに、試料受入れゾーン、標識ゾーン及び試験領域は必ずしも
同一の縮尺である必要はない。図１のＡは、２つの試験ゾーンと１つのコントロールゾー
ンを有し、コントロールゾーンが流路中で試験ゾーンの間に配置された装置である。図１
のＢは、３つの試験ゾーンと２つのコントロールゾーンとを有し、コントロールゾーンが
流路中で試験ゾーンの間に配置された装置である。さらに図１のＢは、２番目の試験ゾー
ンが流路中で２つのコントロールゾーンの間に配置されている。図１のＣは、４つの試験
ゾーンと２つのコントロールゾーンを有し、コントロールゾーンが流路中で試験ゾーンの
間に配置された装置である。さらに図１のＣは、２番目と３番目の試験ゾーンがコントロ
ールゾーンを挟まずにコントロールゾーンの間で隣り合っている。図１のＤは、２つの試
験ゾーンと１つのコントロールゾーンを有し、コントロールゾーンが流路中で試験ゾーン
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の下流側に配置された装置である。図２のＥは、２つの試験ゾーンと１つのコントロール
ゾーンを有し、コントロールゾーンが流路中で試験ゾーンの上流側に配置された装置であ
る。図２のＦは、４つの試験ゾーンと３つのコントロールゾーンを有し、コントロールゾ
ーンが流路中で試験ゾーンの間に交互に配置された装置である。図２のＧは、５つの試験
ゾーンと１つのコントロールゾーンを有し、コントロールゾーンが流路中で最後から２番
目と最後の試験ゾーンの間に配置された装置である。さらに図２のＧは、最初から４番目
までの試験ゾーンが、コントロールゾーンを挟まずに隣り合っている。図２のＨは、３つ
の試験ゾーンと１つのコントロールゾーンを有し、コントロールゾーンが流路中で２番目
と３番目の試験ゾーンの間に配置された装置である。図３のＩは、４つの試験ゾーンと３
つのコントロールゾーンを有している。（ここで、２つのコントロールゾーンは同じ標識
コントロール試薬と特異的試薬結合対（又は代替的に試験ゾーンが湿った状態の時に見え
るようになる刺激物）を含むが、１つのコントロールゾーン（斜線で示す）は標識コント
ロール試薬とコントロールゾーン結合試薬との別個の対を含む。）図３のＪは、４つの試
験ゾーンと３つのコントロールゾーンを有している。（ここで、１つのコントロールゾー
ンは同じ標識コントロール試薬と特異的試薬結合対（又は代替的に試験ゾーンが湿った状
態の時に見えるようになる刺激物）を含むが、２つのコントロールゾーン（斜線で示す）
は標識コントロール試薬とコントロールゾーン結合試薬との別個の対を含む。）２つのタ
イプのコントロールゾーン又はコントロールゾーン試薬対を使用すると、それぞれのコン
トロールゾーンはしばしば異なる色になりうる。本開示の範囲内の他の装置構成が考察さ
れている。たとえば、示されていないが、本開示では、１つの試験ゾーンと１つのコント
ロールゾーンを有し、複数の分析物が試験ゾーンで検出できる装置を考察している。
【００９０】
　当業者には、本装置に直接又は間接の種々の分析形式が適用できることを認識されるで
あろう。よくある実施形態では、直接分析形式が利用される。直接分析は試料中の抗体の
存在の検出のみならず、試料中の抗原の検出がその典型例となる。
【００９１】
　上に述べたように、本発明の特別な装置は、支持体を含む。これらの装置における支持
体は、分析の実施のために便利な台を提供する。しかし、支持体の構造及び形状は重要で
はなく、変わりうる。時には、支持体はプラスチック又はナイロン材を含みうる。
【００９２】
　よくある実施形態では、本装置はディップスティックの形態をとる。一般的に、本発明
におけるディップスティックは、ここで説明する側方分析と、流体試料との接触方法を除
き、機能的に類似している。ディップスティック形態での実施形態では、マトリックスと
支持体は通常、ディップスティックの一端に存在する。このような装置の形態によって、
マトリックスの一端すなわち試料受入れゾーンを、流体試料に浸漬又は接触させることが
可能となる。流体試料の接触後、試料は好ましくもマトリックスを通る軸方向流路内を試
料受入れゾーンから標識ゾーン及び試験領域まで移動する。代替的に、本発明の装置は、
試料を浸漬以外の方法たとえばピペッターによる一定量の試料投入等によって装置に投入
できるような形状にしうる。
【００９３】
　本発明は以下の実施例によって詳細に説明される。実施例は、単に特定の実施形態を参
照として本発明を例示するために提供するものである。これらの典型例は、本発明のある
特定の一面を表すものであるが、開示された発明の範囲の限界を示したり、制限したりす
るものではない。
【実施例１】
【００９４】
インフルエンザＡとインフルエンザＢを識別する典型的な試験装置
【００９５】
本発明に従って、複数の分析物の存在を判定し、それらを識別するために用いられるイム
ノアッセイ装置を作製した。特に、インフルエンザの診断及びインフルエンザＡ感染とイ
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ンフルエンザＢ感染の識別が可能なディップスティックイムノアッセイ装置を用意した。
当業者は、他の側方流イムノアッセイ装置と同様、ディップスティックイムノアッセイ装
置（たとえば米国特許第5,712,172号を参照）を用意する一般的方法には慣れ親しんでい
る。ここで説明する典型的装置も同様に作製されうる。
【００９６】
　典型的な試験装置は、試料調整試薬を含む試料パッド及び標識パッドを含んだ。標識パ
ッドには、赤く着色したラテックス微粒子（デュークサイエンティフィック(Duke Scient
ific)社）と共有結合した、インフルエンザＡ核タンパク質に対するモノクローナル抗体
、赤く着色したラテックス微粒子と共有結合したインフルエンザＢ核タンパク質に対する
モノクローナル抗体、及び青色ラテックス微粒子（デュークサイエンティフィック(Duke 
Scientific)社）と結合した関連性のないタンパク質（本実施例ではビオチニル化したＢ
ＳＡ）が含まれた。装置は、流体流路内に順に、試料パッド、標識パッド、試験パッド（
観察ゾーン）、そして装置の最後に吸収パッドから構成された。これらのパッドは、１つ
のパッドから次のパッドへの側方流を達成するように、流路内で順にマイラー支持材上に
３Ｍ接着剤で薄く張られた。そして観察ゾーン上の切欠（窓）を含むプラスチック片が、
試料を付着させるために装置の試料パッド部分を除いて、装置の上部に薄く張られた。こ
のプラスチックカバーは、これらのパッドをその場所に固定し、お互いにオーバーラップ
して接触させてパッド間の流体移動を維持する目的があった。さらに、このプラスチック
材は、最終的な装置に十分な強度を与えて取扱いを便利にし、ディップスティックの試験
プロセス中湿った状態になる部分を分離するために選択された。
【００９７】
　観察ゾーンは、白色マイラー支持材の上にミリポア(Millipore)製のハイフロープラス(
Highflow Plus)ニトロセルロースメンブレンを薄く張って作られた。試験試薬及びコント
ロール試薬は、標準技術を用いて、観察ゾーンメンブレン上に３本の線で、それぞれ試料
の流れに対して直角に上流から下流に次の順で添加された。すなわち、インフルエンザＢ
核タンパク質の２番目のエピトープに対する抗インフルエンザＢモノクローナル抗体をリ
ン酸緩衝液中に約３mg/ml濃度としたものを最初の試験ゾーンとして添加し、最初の試験
ゾーンから約３mm下流側にストレプトアビジンで標識されたＢＳＡを添加してコントロー
ルゾーンを形成し、最初のコントロールゾーンから約３mm下流側に、インフルエンザＡ核
タンパク質の２番目のエピトープに対する抗体（同じくリン酸緩衝液中に約３mg/ml濃度
としたもの）を添加して２番目の試験ゾーンを形成した。従って、２つの試験ゾーンと１
つのコントロールゾーンが、図１のＡに示すように構成された。
【００９８】
　いったん試験試薬及びコントロール試薬がニトロセルロースメンブレン上に添加され、
乾燥されると、メンブレンはブロッキング溶液で処理して非吸水性にされた。上で論じた
ように、非吸水性流は、分析中の対象成分を選択的に保持することなく、試験片に沿って
実質的に同じ率で移動させる。これによって十分な量の標識物質が試験ゾーン及びコント
ロールゾーンを通過することを促進し、コントロール線を２番目の試験線の上流側に配置
しても、コントロールゾーンの効果や信頼性が妨害されることがない。
【００９９】
　本実施例では、試験装置の最後に、観察ゾーンが、セルロース吸収紙（ワットマン
(Whatman)紙）で作った吸収パッドとの流体接触内に置かれる。
【０１００】
　産業界で一般的なように、非特異的結合を避けつつ必要な感度を得るように、試験の開
発中に各成分の濃度が最適化された。たとえば、着色ラテックス／抗インフルエンザＡ抗
体コンジュゲートが連続的に希釈され、機能的試験片に乾燥、配置された標識パッドに添
加され、７．５ｎｇ／ｍｌから１００ｎｇ／ｍｌの濃度範囲のウイルス性核タンパク質の
液体試料と試験された。７．５ｎｇ／ｍｌの核タンパク質溶液を検出できる最低コンジュ
ゲート濃度が最適値として選択された。抗インフルエンザＢ抗体/着色ラテックスコンジ
ュゲートの濃度も同様に最適化された。コントロールタンパク質/着色ラテックスコンジ
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きるように選択された。最終製品を作るために、最適化された標識（コンジュゲート）溶
液が混合され、標準技術を用いて標識パッドに添加、乾燥された。
【０１０１】
　吸収パッドのサイズ／容量は、十分な量の試料液が試験片を通って２つの試験ゾーンと
１つのコントロールゾーンを横断し、試料中にわずか７．５ｎｇ／ｍｌのインフルエンザ
Ａ核タンパク質及び７．５ｎｇ／ｍｌのインフルエンザＢ核タンパク質が含まれる場合に
も正確な可視信号が発生するように最適化された。
【実施例２】
【０１０２】
典型的装置の試験
【０１０３】
　コントロールゾーンが試験ゾーンの上流側にあっても、本発明による装置の精度を低下
させないことを確認するため、２つの装置が製作され、比較された。いずれの装置も、イ
ンフルエンザＡ試験ゾーン（単一の分析物）のみからなることを除き、上記のとおりに製
作された。一方の装置では、コントロールゾーンは試験ゾーンの上流側に配置され、２番
目の装置はコントロールゾーンが試験ゾーンの下流側に配置された。比較的濃度の低い（
１０分間のインキュベーションの後に光学密度走査計で測定できる約０．０３０ＯＤの可
視信号を発生するのに十分な）インフルエンザＡ核タンパク質試料を準備し、２つの装置
に適用した。図４は、２つの装置の、試料の量に対する試験ゾーンとコントロールゾーン
とのＯＤ値の割合を示す。試料量が２５μＬから３００μＬまで増加するにつれ、設計仕
様に合う分析に十分な信号を発生するのに必要な最低限の試料量の同定が容易となる。図
４のグラフは、２つの装置の試験ゾーンとコントロールゾーンで発生する信号の比率は、
試験ゾーンのコントロールゾーンに対する位置にかかわらず実質上同一であることを明確
に示している。
【０１０４】
　上記実施例は、例示を目的とするのみであり、本発明の範囲を限定することを意図した
ものではない。上に説明したものの多くの変形例が可能である。上記実施例の修正、変形
は当業者には明らかであり、本発明は、添付の特許請求の範囲のみによって制限されるも
のである。ここで引用した刊行物や書類は、これらのいずれもが適切な先行技術であるこ
とを認めるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】Ａ～Ｄは、意図された装置における、試験ゾーン及びコントロールゾーンの種々
の構成例を示す。各図の矢印は装置に最初に接触した後の流体試料の流れ方向を示す。垂
直線及び／又は斜線を含む枠はコントロールゾーンを、網掛けした枠は試験ゾーンを示す
。さらに、試料受入れゾーン（１）、標識ゾーン（２）、試験領域（３）を示している。
本装置は、ここに挙げた実施形態に示された側面に限定するものではなく、他の形態も考
えられる。さらに、示した側面は必ずしも同一の縮尺を表すものではない。
【図２】Ｅ～Ｈは図１の他の構成例を示す。
【図３】Ｉ及びＪは、図１及び２の他の構成例を示す。
【図４】典型的な装置における、試料量の違いによる試験ゾーンとコントロールゾーンの
信号の比率を示したグラフである。
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