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(57) Abstract: Intrusion of a foreign matter into a reac¬
tion plate from the outside, and contamination of external
environment are prevented. The reaction kit comprises a
reaction container (4) causing reaction in a sample, and a
reagent conぬ面er (12) ㏄nぬ面面g a reage仇 used for reac¬
tion with the sample and sealed with a film (14), wherein
the kit further comprises a reaction plate (2) formed on the
front surface side thereof with these components, a dispen¬
sation chip (20) arranged on the front surface side of the
reaction plate (2), a cover (24) covering the front surface
side space above the reaction plate (2) and supporting the
dispensation chip (20) movably such that the distal portion
is located on the inside and the proximal portion is located
on the outside, and a sample container (32) for externally
injecting the sample into a space covered with the cover
(24) through an enclosable opening (31) provided in a part
of the cover (24).

(57) 要約 : 反応 プレー トの外部からの異物の進入
や、外部 の環境汚染を防 ぐ。 サンプルに反応
を起 こさせる反応容器 及びサンプルの反応に使用
される試薬を収容 しフィルム 1 4 で封止された試薬
容器 1 2 を備え、これら各部が表面側に形成されて
いる反応 プレー ト と、反応 プレー ト の表面側に
配置された分注チツプ 2 0 と、反応 プレー ト2 ± の
表面側の空間を覆 とともに、分注チツプ 2 Oをそ
の先端部が内側、基端部が外側になるよ にして移
動可能に支持 しているカバ— 2 4 と、カバ— 2 4 の
一部に密閉可能に設けられた開口 3 1 を介 して外部
からカバ— 2 4 で覆われた空間内にサンプルを注入
するサンプル容器 3 2 とを備えている。
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明 細 書

反応キット

技術分野

０００1 本発明は生物学的分析、生ィロ学的分析、又はィロ学分析一般の分野において、医

療やィロ学の現場において各種の解析や分析を行なぅのに適する反応キットに関する

ものである。

背景技術

０００2 生化学的分析や通常のィロ学分析に使用する小型の反応装置としては、マイクロマ

ルチチヤンバ装置が使用されている。そのょぅな装置としては、例えば平板状の基板

表面に複数のウェルを形成したマイクロタイタープレートなどのマイクロウェル反応プ

レートが用いられている。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 従来のマイクロウェル反応プレートは、使用時には反応プレートの上面は大気に開

放された状態となる。そのため、サンプルに外部から異物が進入する恐れがあるし、

逆に反応生成物が外部の環境を汚染することもありぅる。

そこで、本発明は反応プレートの外部からの異物の進入や、外部への環境汚染を

防ぐことができる反応キットを提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

０００4 本発明の反応キットは、表面側にサンプルに反応を起こさせる反応容器を備えた反

応プレートと、反応プレートの表面側の上方に配置された分注チップと、反応プレー

ト上の表面側の上部空間を覆ぅとともに、分注チップをその先端部が前記空間の内

側、基端部が外側になるょぅにして移動可能に支持しているカバーとを備えている。

この反応キットの使用に際し、何らかの方法にょりサンプルをカバーで覆われた空

間内に導入しなければならない。その導入方法は特に限定されるものではないが、

例えば、カバーの一部に密閉可能に設けられた開口を介して外部からその空間内に

サンプルを注入するサンプル導入部をさらに設けておいてもょい。



０００5 サンプル導入部は前記空間内にサンプルを注入した状態で前記開口を密閉する

よぅに、カバーに貼り付けられるシール部材を備えていてもよい。

０００6 外部から上記空間内にサンプルを注入するサンプル導入口にサンプルを入れて密

閉に閉じる場合、一度はサンプル導入口の蓋を開けなければならないが、蓋を開け

てサンプルを分注して蓋を閉めるまでの間に外部から異物が混入する虞があり、また

、蓋の開け閉めは面倒である。そこで、好ましい形態のサンプル導入口として、尖端

の鋭利な分注器具により貫通でき、かつ、貫通後の分注器具を引き抜くとその貫通

穴を弾性によって閉じることのできる弾性部材によって構成するよぅにしてもよい。弾
。性部材に付着したサンプルが外部に流出して汚染することを防止するため、サンフ

ル導入口にシールフィルムを貼り付けることにより、サンプル導入口を密閉してもよい

０００7 サンプル導入部の好ましい一例は、容器を形成しており、サンプル導入口はその容
。器の側面となり、かつ、その容器の上部に開口部をもっており、その容器にはサンフ

ル前処理液又は試薬が予め封入されているものである。

０００8 乾燥防止のため、又は誤って反応キットを落下させた場合にもサンプルが容器外

へこぼれ出さないよぅに、開口部はカバーフィルムが貼り付けられて封止されているよ

ぅにしてもよい。

０００9 サンプルの反応に使用される試薬も何らかの方法によりカバーで覆われた空間内
。

に導入しなければならず、その方法も特に限定されるものではないが、例えばサンフ

ルとともにサンプル導入部から導入するよぅにしてもよく、別の容器に入れて導入する

よぅにしてもよく、又は予め反応プレートに収容しておいてもよい。反応プレートに試

薬を予め収容しておく形態では、反応プレートはその表面側に試薬を収容しフィルム

で封止された試薬容器も備えているものとなる。試薬容器を被って試薬を封止してい
るフィルムは分注チップで貫通可能なものである。

。
００1０ 反応プレート上の表面側の空間はカバーで覆われて外部と遮断されており、サンフ

ルに対する反応はその空間内で行なわれる。反応後の反応生成物の検知も反応生

成物をそのカバーの外に出すことなく、反応生成物がカバー内にある状態で行なわ

れる。検知後は反応生成物がカバー内にある状態のままでこの反応キットが廃棄処



理される。すなわち、この反応キットは使い捨て可能である。

００11 分注チップは分注ノズルの先端に取り付けられるものであってもよい。その場合に

は分注動作のためにはノズル機構が別途必要になる。そこで、そのよぅなノズル機構

を不要にすることを目的として、本発明の好ましい形態では、分注チップはカバーの

外側から操作するシリンジを備えており、そのシリンジの操作により分注動作を行なぅ

ものとすることができる。分注チップがシリンジを備えている場合にはシリンジが分注

チップの通路を封止しているので、カバーで覆われた空間の内外が分注チップの通

路を介して通じることがない。

００12 分注チップがシリンジを備えていないものである場合には、分注動作時にはノズル

機構により密閉状態とすることができるが、反応時や検出時など、分注チップが使用

されていないときは分注チップを介して外部空間と連通する。そのよぅな場合でも外

部から異物が侵入したり、サンプルやその反応生成物が外部に出るのを阻止できる

よぅにするための好ましい形態として、分注チップが先端部の内部にフィルタを備え

ているものとすることができる。

００13 この反応キットが遺伝子の分析を対象とする場合には、反応プレートはその表面側

に遺伝子増幅反応を行なぅ遺伝子増幅部を備えていることが好ましい。遺伝子増幅

部は所定の温度サイクルで温度制御するのに適した形状になっていることが好ましく

、反応容器をそのよぅな形状にして遺伝子増幅部とすることもできるし、反応容器とは

別に遺伝子増幅容器を設けてもよい。遺伝子増幅反応にはPC 法や P法など

を含む。

００14 反応容器での反応生成物の分析は、反応容器内で行なぅこともでき、又は反応プレ

ート上で反応容器から別の場所に移動して行なぅこともできる。

反応生成物の分析を反応容器内で行なぅよぅにした形態の反応キットでは、反応容

器は底部から光学的に測定が可能なよぅに光透過性の材質にて構成されていること

が好ましい。

００15 反応生成物の分析を反応容器から別の場所に移動して行なぅよぅにした形態の反

応キットでは、反応プレートはその表面側に反応容器での反応生成物の分析を行な

ぅ分析部をさらに備えている。



００16 そのよぅな分析部の一例は、反応生成物の電気泳動分離を行なぅ電気泳動部であ

る。

そのよぅな分析部の他の例は、反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺

伝子と反応するプローブが配置されている領域である。そのよぅなプローブ配置領域

の例は、 チップやハイブリダイズ領域である。

００17 分注チップを保持し移動可能に支持する構造の一例は、ダイアフラムやフィルムの

よぅに、気密性をもち柔軟性のある素材によって分注チップを保持し移動可能に支持

する構造である。この場合、カバーは反応プレートと一体ィビされた剛性をもつカバー

本体と、カバー本体に取りつけられて反応プレートの表面側の上部に配置され、気

密性をもち柔軟性のある素材によって分注チップを保持し移動可能に支持している

ダイアフラムやフィルムからなる上部カバー体とからなるよぅにしてもよい。そして、そ

の場合には、サンプル導入部が配置される開口はカバー本体に設けられ、開口を密

閉するシール部材はカバー本体に貼り付けられるよぅになる。

００18 分注チップを滑らかに動かすために、カバーの可動部は柔軟性のある素材からなり

、かつ、可動部に摩擦荷重がかからないよぅに、その可動部の少なくとも外表面は摩

擦係数が小さくなるよぅに表面処理されているよぅにしてもよい。

００19 カバーの表面処理には、カバーの駆動部の動きに追従する滑らかさと、可動部に

摩擦荷重がかからない摩擦係数の低さが求められるが、その一例として、ポリパラキ

シリレン樹脂コーティングにより表面処理することを挙げることができる。その一例は、

パリレンコーティング (登録商標 )で、ポリパラキシリレン樹脂を使用したィロ学蒸着 (

)法によるコーティングである。

００2０ また、カバーの表面処理に用いる他の例としてフッ素樹脂コーティングを用いてもよ

い。その一例として、フッ素系表面処理剤であるノベック(登録商標 ) GC 2０を

使用することができる。そのフッ素系表面処理剤はフッ素樹脂を溶媒に溶解した溶液

であり、表面処理使用とする対象物に対し、その溶液に浸漬するディップコーティン

グ法、その溶液の刷け塗り又はスビノコーティング法などの方法により塗布し、室温

で、又は6０～2０Cに加熱して乾燥させることによりコーティングすることができる。

００2 1 カバーにはガス非透過性も求められるため、上記カバーを形成している柔軟性のあ



る素材としては、ダイヤフラム又は薄いフィルムのよぅな膜として形成できるものが好ま

しい。その材質としては、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム ( )又はブチ

ルゴムを用いることが好ましい。

００22 分注チップを保持し移動可能に支持する構造の他の例は、カバーが反応プレート

と一体ィビされたカバー本体と、反応プレートの表面側の上部に配置されカバー本体

に対してシール材により気密を保って水平面内で摺動可能に保持されたカバープレ

ートとからなるものとし、分注チップがそのカバープレートに他のシール材により気密

を保って垂直方向に摺動可能に保持されている構造である。この場合も、サンプル

導入部が配置される開口はカバー本体に設けられ、開口を密閉するシール部材はカ

バー本体に貼り付けられるよぅになっている。

００23 本発明の反応キットは、ィロ学反応、生ィロ学反応を初め、種々の反応の測定に用い
られるものである。

本発明の反応キットを用いて測定されるサンプルは、ィロ学物質、生体試料、生体由

来試料など種々のものを挙げることができ、特に限定されない。

発明の効果

００24 本発明の反応キットは、反応プレートの表面側の空間がカバーで覆われた状態で

使用されるので、外部からサンプルに異物が侵入するのを阻止することができるととも

に、反応生成物が外部環境を汚染するのも阻止することができる。

サンプル導入部をさらに備えている場合には、カバーで覆われた空間内へのサン

プルの導入操作が容易になる。

００25 サンプル導入部が空間内にサンプルを注入した状態で開口を密閉するよぅにカバ

ーに貼り付けられるシール部材を備えている場合には、カバーの一部に設けられた

開口を介して外部からサンプルを注入するサンプル導入部がカバーで覆われた空間

内にサンプルを注入した状態でその開口がシール部材を貼り付けることにより完全に

密閉できるよぅになる。そして、反応プレートの表面側の空間がカバーで覆われた状

態で使用されるので、外部からサンプルに異物が侵入するのを阻止することができる

とともに、反応生成物が外部環境を汚染するのも阻止することができる。

００26 カバーの一部に密閉可能に設けられたサンプル導入口を介して外部から空間内に



サンプルを注入するサンプル導入部を備えている場合には、反応プレートの表面側

の空間がカバーで覆われた状態で使用され、また、サンプル導入口を尖端の鋭利な

分注器具により貫通でき、かつ、その貫通後の分注器具を引き抜くとその貫通穴を弾

性によって閉じることのできる弾性部材によって構成しているので、外部からサンプル

に異物が侵入するのを阻止することができ、反応生成物が外部環境を汚染するのも

阻止することができ、サンプル導入口を簡便に密閉できるとともに、サンプルが微量

の場合は乾燥する虞がなくなるので正確に解析できる。

００27 サンプル導入部を容器として形成し、その容器の側面をサンプル導入口、そしてそ

の容器の上部を液貯蔵のための開口部とすると、サンプルの導入から分注までを簡

便に行なぅことができるよぅになる。

００28 サンプル導入部の開口部にカバーフィルムを貼り付けると、反応キット中で液が乾

燥することを防止でき、また、他の試薬に対して汚染することもなくなるので、解析を

正確に行なぅことができる。

サンプル導入口にシールフィルムを貼り付けるよぅにすれば、弾性部材に付着した

サンプルが外部に流出して汚染することを防止できる。

００29 サンプルの反応に使用される試薬をサンプルとともにサンプル導入部から導入する

よぅにすれば、この反応キットの汎用性が増す。それに対し、試薬を予め反応プレート

に収容しておくよぅにすれば、この反応キットを処理する装置の側に試薬を用意する

必要がなくなるため、処理装置が簡便なものですむよぅになる。

００3０ 分注チップがカバーの外側から操作するシリンジを備えているものとすれば、ノズル

機構を別途設ける必要がなくなる。

反応プレートが遺伝子増幅部をさらに備えている場合には、測定対象の遺伝子を

微量にしか含んでいないサンプルでも c 法や 法など遺伝子増幅反応によ

って遺伝子を増幅して分析精度を高めることができるよぅになる。

００3 1 分注チップが先端部の内部にフィルタを備えているものとすれば、分注チップがシ

リンジを備えていない場合でも、分注チップを通して外部から異物が侵入するのを阻

止することができるとともに、分注チップを通して反応生成物が外部環境を汚染する

のも阻止することができる。



遺伝子増幅反応を行なぅ場合には外部からサンプルに他の などが侵入する

問題が生じる。また、増幅された遺伝子が他のサンプルを汚染する問題も生じる。本

発明では遺伝子増幅反応も閉じた空間内で行ない、分析終了後はその空間に閉じ

たまま廃棄処理するので、外部からの汚染を阻止することができるとともに、他のサン

プルを汚染する虞もなくなる。

００32 反応容器での反応生成物の分析を、反応容器内で行なぅよぅにしたり、反応容器か

ら別の場所に設けられた電気泳動部や、遺伝子と反応するプローブ配置領域などで

行なぅよぅにすれば、扱ぅ試料の種類を広げることができる。

００33 分注チップを保持し移動可能に支持する構造を、気密性をもち柔軟性のある素材

によって実現したり、カバーをカバー本体とカバープレートとからなるものとして分注

チップをカバー本体に対するカバープレートの摺動とカバープレートに対する分注チ

、ソプの摺動とにより移動可能に支持するよぅにすれば、分注チップを保持し移動可能

に支持する構造を簡単な構成で実現することができる。

００34 カバーの素材を柔軟性のある素材にし、そのカバーの表面に摩擦係数が小さくな

るよぅに表面処理すれば、カバー素材の表面の摩擦係数が小さくなり、滑らかに分注

チップが動くとともに、駆動ュニットへの摩擦荷重が小さくなり、カバーが破けるれづ

不具合が生じなくなる。

００35 表面処理の一例であるポリパラキシリレン樹脂コーティングはカバー素材の表面の

摩擦係数を低下させるだけでなく、ガス透過性も抑える効果を発揮し、より好ま 、。

また、表面処理の他の例であるフッ素樹脂コーティングは表面の摩擦係数を低下さ

せるのに効果を発揮する。

サンプル導入部をさらに備えている場合には、カバーで覆われた空間内へのサン

プルの導入操作が容易になる。

００36 図 A 反応キットの一実施例を表わす垂直断面図である。

図 B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図 c 分注チップの他の例を示す概略断面図である。

図2 同実施例の外観斜視図である。



図3 同実施例においてサンプルが導入された状態を示す垂直断面図である。

図4 同実施例において駆動ュニットのシリンジ駆動部がシリンジのプランジヤと係合

した状態を示す垂直断面図である。

図5 同実施例において駆動ュニットのチップ保持部が分注チップと係合した状態を

示す垂直断面図である。

図6 同実施例において分注チップが保持部から取り外された状態を示す垂直断面

図である。

図7 本発明の反応キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニットの第 の

例を示す垂直断面図である。

図8 本発明の反応キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニットの第2の

例を示す垂直断面図である。

図9 本発明の反応キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニットの第3の

例を示す垂直断面図である。

図1０A 反応キットの他の実施例を表わす垂直断面図である。

図 B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図11 同実施例の反応キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニットの例

を反応キットとともに示す垂直断面図である。

図 A 反応キットのさらに他の実施例を表わす垂直断面図である。

図12B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図13 同実施例の反応キットにおける反応生成物の検出に用いる検出ュニットの例

を反応キットとともに示す垂直断面図である。

図14 反応キットのさらに他の実施例を反応生成物の検出に用いる検出ュニットの例

とともに示す垂直断面図である。

図15 反応キットの他の実施例を表わす垂直断面図である。

図 A 反応キットのさらに他の実施例を表わす垂直断面図である。

図16B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図16c 同実施例の外観斜視図である。

図 A 反応キットのさらに他の実施例を表わす垂直断面図である。



図17B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図17c 同実施例の外観斜視図である。

図 A 反応キットのさらに他の実施例を表わす垂直断面図である。

図18B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図18c 同実施例の外観斜視図である。

図 A 反応キットのさらに他の実施例を表わす垂直断面図である。

図19B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図19c 同実施例の外観斜視図である。

図2０他の実施例の反応キットの外観斜視図である。

図 A さらに他の実施例の反応キットの表わす垂直断面図である。

図2 1B 同実施例における反応プレートと分注チップを示す平面図である。

図22 同実施例の外観斜視図である。

図2 3 同実施例のサンプル導入後の状態を表わした外観斜視図である。

図24 反応キット処理装置の一例を示す内部の概略斜視図である。

図2 5 同反応キット処理装置における制御系を示すブロック図である。

符号の説明

2 2a 2b 2c 反応プ 一ト

3 基板

4 反応容器

2 試薬容器

4 4a 4b フィルム

2０ 分注ノズル

2０b 分注器具の分注チップ

2 2 シリンジのプランジヤ

2 3 フィルタ

24 カバー

26 カバー本体

28 ベロー



32 32 サンプル容器

32b サンプル導入部

33b サンプル導入口

33c 弾性部材

35 シール部材

64 64a 7 カバープレート

66 68 72 シール材
。

００ ０ 2０ チッフ

０6 電極

０2 電気泳動分離用流路

発明を実施するための最良の形態

００38 図 ～図 Cは一実施例の反応キットを表わしたものであり、図 は垂直断面図

、図 は反応プレートと分注チップ2０を示す平面図であり、図 Cは分注チップの他

の例を示す概略断面図である。図2は同実施例の斜視図である。

図 ，図 に示されるよぅに、反応プレート2は基板3の表面側にサンプルに反応

を起こさせる反応容器4及びサンプルの反応に使用される試薬を収容しフィルム 4

で封止された試薬容器 2を備えている。

００39 反応容器4は基板3の表面に凹部として設けられている。反応容器4は反応に際し

て外部から温度制御されるものである場合には、熱伝導率をよくするためにその部分

の反応容器4の肉厚が薄くなっていることが好ま 、。

００4０ 試薬容器 2は基板3に形成された複数の凹部からなり、それらの凹部に必要な試

薬が収容され、後で説明する分注チップ2０で貫通可能なフィルム 4で覆われてレ巧

。フィルム 4は、例えばアルミニウム箔、アルミニウムとP (ポリエチレンテレフタレ

ート)フィルムなどの樹脂フィルムとの積層膜などであり、容易に剥がれないよぅに融

着や接着により貼りつけられている。

００41 基板3の表面には必要に応じてサンプルと試薬とを混合するための混合部も凹部と

して形成しておいてもよく、そのよぅな混合部は空の状態でフィルム 4により覆われて

いるものとすることができる。



００42 反応容器4での反応生成物を検出するために反応容器4に外部から光を照射する

などの手段により反応容器4 自体を検知部とすることもできる。また、検知部を反応容

器4とは別に独立して設けることもできる。そのよぅな独立した検知部としては、例えば

サンプルと試薬の反応後の反応液が分注チップ2０によって分注されるよぅにしたもの

で、反応後の状態が検知される試薬がそれぞれ予め配置されているものとすることが

できる。そのよぅな検知部もその表面が分注チップ2０によって貫通可能なフィルムに

よって覆われたものとすることができる。そのよぅなフィルムもフィルム 4と同様に、例

えぼアルミニウム箔、アルミニウムとP フィルムなどの樹脂フィルムとの積層膜など

とすることができ、容易に剥がれないよぅに融着や接着により貼りつけることができる。

００43 反応容器4を含む基板3の材質は特に限定されるものではないが、この反応キット

が使い捨て可能であることから、安価に入手可能な素材があることが好ましい。その

よぅな素材として、例えばポリプロピレン、ポリカーボネートなどの樹脂素材が好ま 、

。反応容器4又は別途設けた検知部で検出を吸光度、蛍光、ィロ学発光又は生物発

光などにより行なぅ場合には、底面側から光学的な検出ができるよぅにするために光

透過性の樹脂で形成されていることが好ましい。特に蛍光検出を行なぅ場合には、基

板3の材質として低 自蛍光性 (それ自身からの蛍光発生が少ない性質のこと)で光透

過性の樹脂、例えばポリカーボネートなどの素材で形成されていることが好ましい。

基板2の厚さは ・3～4 、好ましくは ～2 である。蛍光検出用の低 自蛍光性

の観点からは基板3の厚さは薄い方が好ましい。

００44 反応プレート2の表面側の上部には分注チップ2０が配置されている。分注チップ2

はサンプル及び試薬、又は反応プレート2が独立した検知部を備えたものである場

合にはさらに反応後の反応液をその検知部に分注するものである。分注チッ は

シリンジ22を備えており、カバー24の外部からこのシリンジ22を駆動することによっ
て分注動作を行なぅ。

００45 分注チッ は、図 Cに示されるよぅに、シリンジ22の代わりに内部にフがレタ23

を備えているものでもよい。そのフィルタは外部から侵入する異物を吸着してカバー2

4で覆われた空間に外部から異物が侵入するのを阻止し、またカバー24で覆われた

空間から反応物や反応生成物が外部に放出されるのを阻止する上でより有効である



００46 カバー24は反応プレート2の表面側の上部空間を覆うように設けられている。カバ

ー24は周辺部を覆うカバー本体26と、上部を覆うベローズフイルム (可動部) 28とか

らなっており、反応プレート2の表面側の空間を外部から遮断している。カバー本体2

6は下端部が反応プレート2に固着されているか、又はシール材を介して反応プレー

ト2と一体として組み立てられており、剛性をもってカバー24の形状を維持している。

ベローズフイルム28は柔軟性のあるダイアフラムや柔軟性のあるフイルムからなり、分

注チップ2０をその先端部がカバー24で覆われた空間の内側、基端部がカバー24

で覆われた空間の外側になるようにして移動可能に保持している。

カバー24の素材も特に限定されるものではなく、反応プレート2の表面側の上部生

間を気密を保って覆うことができるものであればよいが、この反応キットが使い捨て可

能であることから、安価に入手可能な素材があることが好ましい。そのような素材とし

て、カバー本体26には例えばポリプロピレン、ポリカーボネートなどの樹脂素材、ベロ

ーズフイルム28にはナイロン (登録商標 ) 、ポリ塩ィヒビニール、シリコーンゴムその他

のゴム素材などが好ましい。

００47 カバー本体26の一部又は基板3には使用前及び使用後の分注チップ2０を保持す

るための保持部材3０が設けられており、分注チッ は分注時には保持部材3０か

ら取り外されて反応プレート2の表面側の上部を自由に移動できるようになる。

００48 カバー24の外部から反応プレート2にサンプルを導入するためにカバー本体26の

一部に開口3 が設けられ、その開口3 にはサンプル容器32が開閉可能に取りつけ

られている。サンプル容器32にはサンプルを注入するために上に開いた凹部が形成

されている。その四部にサンプルを注入し、カバー24の内部に位置決めすると、サン

プル容器32を保持しているプレート34がカバー本体26に密着して開口3 を密閉す

るように、プレート34の内側に粘着剤が塗布されているか、又はシール材を介してカ

バー本体26に挟み込まれるようになっている。したがって、開口3 は密閉可能な開

口となっている。

この反応キットは使い捨て可能なものであり、 つのサンプルについて分析を行なっ
た後は反応プレート2がカバー24で覆われた状態のままでこの反応キット全体を破



棄する。

００49 次に、この実施例の反応キットによりサンプルを分析する動作を説明する。
。分析に先立ち、サンプルは開口3 からサンプル容器32に注入され、その後サンフ

ル容器3 2により開口3 が閉じられることによってカバー本体26にサンプル容器32

が固着されて、サンプルがこの反応キットのカバー24で覆われた空間内に導入され

た状態で外部と遮断される。

００5０ 図3はサンプルが導入された状態で、駆動ュニット36が分注チップ2０とシリンジ22

との係合を開始する状態を示している。

まず、図4に示されるよぅに、シリンジ駆動部であるプランジヤホルダ36bが下降して

シリンジ22のプランジヤと係合する。

続いて、図5に示されるよぅに、チップホルダ36a も下降して分注チップ2０に圧入さ

れて分注チップ2０を保持する。

００5 1 次に、図6に示されるよぅに、分注チップ2０が保持部3０から取り外される。これで分

注チッ はべローズフィルム28によって外部と遮断された状態で自由に移動でき

るよぅになる。

００52 分注チッ はサンプル容器32のサンプルヘ移動させられ、サンプルを注入して

反応容器4へ分注する。

続いて分注チップ2０は試薬容器 2へ移動させられ、フイルム 4を貫通して試薬

容器 2から試薬を反応容器4へ分注して、反応に供される。この反応時に、必要に

応じて反応容器4が外部の熱源と接触させられ、所定の温度に制御される。

００53 反応中又は反応終了後、反応生成物の検知が行なわれる。ここでは、反応生成物

が反応容器4にある状態で反応プレート2の外部から光学的に検知されるものとする

。そのため、反応容器4の下方には検出ュニットが配置されて光学的又は他の手段

により検出が行なわれる。

００54 上記の実施例では反応プレート2は試薬容器 2を備えているが、反応プレート2は

試薬容器 2を備えないものとすることもできる。その場合、試薬はサンプルとともにサ

ンプル容器32に注入してこの反応キット内に導入したり、又は図示していない別の容

器に入れてこの反応キット内に導入したりするよぅに使用することができる。



００55 図7から図9に本発明の反応キットにおける反応容器での反応生成物の検出に用

いる検出ュニットの例を示す。

図7は吸光度検出器からなる検出ュニットの例である。この場合、反応容器4は測

定光の入射面と出射面となる互いに平行な一対の平面を備えていることが好ま 、。

００56 この検出ュニット38a には、照射光学系として光源4０aと、光源4０aからの光を集光

し、いったん平行光にした後に反応容器4に集光して照射する一対のレンズ42aと、

一対のレンズ42a間で平行光にされた部分に配置されて光源4０aからの光から所定

の波長光を選択して測定光とするフィルタ44aと、測定光を反応容器4の入射面に導

くミラー46とが光路上に配置されている。光源4０aとしては、紫外領域から可視領域

の波長の光を発生するタングステンランプなどのランプ光源のほか、発光ダイオード(

)やレーザダイオード( )などを使用する。また、受光光学系として、光検出器

48aと、反応容器4の出射面を出た光を光検出器48aに導くミラー5０と、その光をい

ったん平行光にした後に集光し光検出器48aに入射させる一対のレンズ52と、一対

のレンズ52間で平行光にされた部分に配置されて測定に適した所定の波長を選択

するフィルタ54aとが光路上に配置されている。

００57 レンズ42a 52aでそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フィルタ44a 54a

における波長選択の精度を高めるためである。

この検出ュニット38aでは光源4０aからの光から反応生成物の検出に適した波長を

フィルタ44a 54a により選択し、その波長での吸光度を測定して反応生成物の検出

を行なぅ。

００58 図8は蛍光検出器からなる検出ュニットの例である。

この検出ュニット38bは励起光学系として光源4０bと、光源4０bからの光を集めて

いったん平行光とした後、反応容器4に集光して照射するための一対のレンズ42bと

、レンズ42bで平行光とされた光線の光路に配置されて光源からの光から所定の励

起光波長を選択するフィルタ44bとを備えている。また、受光光学系として光検出器4

8bと、反応容器4から発生する蛍光を受光し、いったん平行光とした後、集光して検

出器48bに入射させる一対のレンズ52bと、レンズ52bにより平行光とされた蛍光の

光路に配置され、所定の蛍光波長を選択するフィルタ54bとを備えている。ここでも、



レンズ42b 52bでそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フィルタ44b 54b

における波長選択の精度を高めるためである。

００59 この検出ュニット38bでは光源4０bからの光からフィルタ44b により反応生成物を励

起するための励起光の波長を選択して反応容器4内の反応生成物に照射し、反応

生成物から発生した蛍光を受光光学系で受光し、フィルタ54bにより所定の蛍光波

長を選択して光検出器48bで蛍光を検出する。

００6０ 図9は反応生成物からの化学発光又は生物発光を検出するための検出ュニットの

例である。

この検出ュニット38c は、反応容器4からの発光を検出するために、光検出器48c と

、反応容器4からの発光を受光して光検出器48c に導くためのレンズ52c と、集めら

れた光から所定の発光波長を選択するフィルタ54cを備えている。

この検出ュニット38c では反応容器4中の反応生成物からのィロ学発光又は生物発

光による光がレンズ52c で集められ、フィルタ54cで波長が選択されて光検出器48c

で検出される。

００6 1 図 ０から図 4は反応プレートの構造が異なる他の実施例を表わしたものである。

以上の実施例の反応プレートでは反応生成物の検出を反応容器4で行なぅよぅにし

ているが、図 ０から図 4に示す実施例では反応プレートは反応生成物の分析を行

なぅ分析部をさらに備えている。

００62 図 ０の実施例における反応プレート2aは、分析部として電気泳動部を備えてレめ
。その電気泳動部の一例が電気泳動チップ ００であり、電気泳動チップ ００は、反

応生成物の注入部 ０3、電気泳動分離用流路 ０2及び泳動電圧印加用電極 ０6a

～０6dを備えている。ここでは、電気泳動分離用流路 ０2のほかに、電気泳動分離

用流路 ０2と交差し、電気泳動分離用流路 ０2に試料を導入するための試料導入

用流路 ０4も備えているが、電気泳動分離用流路 ０2の一端に直接に試料を導入

するよぅに構成されたものであってもよい。電気泳動チップ ００は裏面側から蛍光検

出するために、低 自蛍光性で光透過性の樹脂、例えばポリカーボネートなど、ガラス

又は石英などの素材で形成されている。

００63 反応プレート2aは、その表面側に、流路 ０2 ０4に注入される分離バッファ液を



5も備えている。

００64 泳動電圧印加用電極 ０6a～０6dはそれぞれ流路 ０2 ０4の端部に接続され

、この反応キットの外部に設けられた電源装置に接続できるよぅに、カバー24の外側

に導かれている。

流路 ０2 ０4の端にはリザーバが設けられ、分離バッファ液容器 5に収容された

分離バッファ液はそれらのリザーバに入れられる。

この実施例を遺伝子の分析に使用する場合の一例を示すと、試薬容器 2には C

反応試薬を収容しておく。反応容器4はPC 反応容器となる。

００65 この実施例の反応キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容器32

から導入し、反応キットを処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ2０に

よってサンプル容器32から反応容器4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試薬

容器 2からPC 反応試薬を反応容器4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応容器4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに

制御してPC 反応を起こさせる。

電気泳動チップ ００では、分注チップ2０によって分離バッファ液を分離バッファ液

容器 5から電気泳動チップ ００のリザーバを介して流路 ０2 ０4に供給する。

００66 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応容器4から分離

バッファ液供給すみの電気泳動チップ ００の注入部 ０3に注入する。その後、処理

装置に設けられた電源装置 ０ (図皿参照。)から電極 ０6a～０6dにより流路 ０

2，０4に電圧を印加して、試料を電気泳動分離用流路 ０2へ導入し、その後電気

泳動分離用流路 ０2を泳動させて分離する。

電気泳動分離された試料成分を検出するために、処理装置には検出ュニット38d

が設けられている。

ここでは、反応容器4をPC 反応容器として使用しているが、反応容器4とは別にP

C 反応容器を設けてもよい。

００67 その検出ュニット38dを図皿に示す。この検出ュニット38dは励起光学系と蛍光受

光光学系を備えて、電気泳動分離用流路 ０2の所定の位置を通過する試料成分の



蛍光検出を行なぅ。検出ュニット38dは固定された位置を通過する試料成分の蛍光

検出を行なぅので、検出ュニット38dは移動させる必要はない。

００68 その励起光学系は光源4０cと、光源4０cからの光を集めて平行光とするレンズ42c

と、レンズ42cで平行光とされた光線の光路に配置されて光源からの光から所定の励

起光波長を選択するフィルタ44cとを備えている。

００69 励起光学系からの励起光を電気泳動チップ ００の裏面から電気泳動分離用流路

０2の所定の位置に照射し、その位置から発生した蛍光を受光して平行光にするた

めにダイクロ不ソクミラー53と対物レンズ55を備えている。ダイクロ不ソクミラー53はこ

の実施例で使用する励起光波長の光を反射し、蛍光波長の光を透過させるよぅに分

光波長が設定されている。

００7０ 蛍光受光光学系は対物レンズ55により平行光とされてダイクロ不ソクミラー53を透

過した蛍光を受光する位置に配置されており、ダイクロ不ソクミラー53を透過した蛍光

から所定の蛍光波長を選択するフィルタ54cと、フィルタ54cにより波長選択された蛍

光を集光して検出器48。に入射させるレンズ52。とを備えている。ここでも、レンズ42

c，55でそれぞれの光をいったん平行光にするのは、フィルタ44c 54cにおける波

長選択の精度を高めるためである。

００71 この検出ュニット38dでは光源4０cからの光からフィルタ44cにより反応生成物を励

起するための励起光の波長を選択して電気泳動分離用流路 ０2の所定の位置を通

過する反応生成物に照射し、反応生成物から発生した蛍光を受光光学系で受光し、

フィルタ54cにより所定の蛍光波長を選択して光検出器48cで蛍光を検出する。

００72 図 2 ，図 2 の実施例における反応プレート2bは、分析部として チップ皿

を備えている。 チップ ０には、反応生成物に遺伝子が含まれている場合に

その遺伝子と反応するプローブが固定されている。 チップ ０は裏面側から蛍

光検出するために、低 自蛍光性で光透過性の樹脂、例えばポリカーボネートなど、

又はガラスで形成されている。

００73 反応プレート2aは、その表面側に、 チップ ０においてプローブと結合した

反応生成物から結合しなかった反応生成物を分離して除去するための洗浄液を収



ている。

この実施例を遺伝子の分析に使用する場合の一例を示すと、試薬容器 2には C

反応試薬を収容しておく。反応容器4はPC 反応容器となる。

００74 この実施例の反応キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容器32

から導入し、反応キットを処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ2０に

よってサンプル容器32から反応容器4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試薬

容器 2からPC 反応試薬を反応容器4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応容器4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに

制御してPC 反応を起こさせる。

００75 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応容器4から

チップ ０に注入する。インキュベーションの後、分注チップ2０によって洗浄液容

器 7から洗浄液を チップ ０に注入し、プローブと結合しなかった反応生成物

を分注チップ2０によって洗浄液とともに吸入して除去する。

００76 反応生成物は蛍光物質によって標識しておくことにより、プローブと結合した反応

生成物を蛍光により検出することができる。それにより、蛍光が検出された位置のプロ

ーブに対応した遺伝子がその試料中に含まれていたことが検出される。

分注チップ2０でプローブと結合した反応生成物を検出するために、処理装置には

検出ユニット38e が設けられている。

００77 その検出ユニット38e を図 3に示す。この検出ユニット38e の光学系の構成は図

に示された検出ユニット38dと同じであるので、説明は省略する。この検出ユニット3

8eは、 チップ ０に配置されたプローブの位置にわたって移動しなければなら

ないので、移動可能に支持されている点で図皿に示された検出ユニット38dと異なる

。その移動は、後の図2０に示されるよぅに、テーブル82のX方向の移動と、この検出

ユニット38e の 方向の移動により実現することができる。

００78 図 4の実施例における反応プレート2cは、分析部として チップ 2０を備えて

いる。 チップ 2０は検出を蛍光検出ではなく、電気的に行なぅ点で図 2の実施

例の チップ ０と異なる。プローブへの試料遺伝子の結合の有無によりプロー

ブの電流値が変ィビする現象を利用する。 チップ 2０は光学的な検出を行なわ



ないので、光透過性の材質である必要はなく、絶縁性であればよい。

００79 チップ 2０には反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺伝子と反

応するプローブが固定されている。それらの各プローブからは裏面側に電極が取り

出され、各フローブの電流値が測定されるよぅになっている。この実施例では、試料を

蛍光物質で標識しておく必要はない。

００8０ チップ 2０での測定を行なぅために、各プローブから裏面側に取り出された

電極は、処理装置に設けられた検出器 22に接続され、各プローブの電流値が測定

される。

反応プレート2cも、その表面側に、 チップ 2０においてプローブと結合した反

る。試薬容器 2にはPC 反応試薬を収容しておく。反応容器4はPC 反応容器と

なる。

００8 1 この実施例の反応キットで遺伝子試料を測定する場合は、試料をサンプル容器32

から導入し、反応キットを処理装置に装着する。その処理装置内で、分注チップ2０に

よってサンプル容器32から反応容器4へ分注し、さらに分注チップ2０によって試薬

容器 2からPC 反応試薬を反応容器4へ分注し、さらにその上に図示していないミ

ネラルオイルを重層した後、反応容器4の反応液を所定の温度サイクルになるよぅに

制御してPC 反応を起こさせる。

００82 PC 反応終了後の反応液を試料として分注チップ2０によって反応容器4から

チップ 2０に注入する。その後、分注チップ2０によって洗浄液容器 7から洗浄液

を チップ 2０に注入し、プローブと結合しなかった反応生成物を分注チップ2０

によって洗浄液とともに吸入して除去する。

００83 分注チップ2０でプローブと結合した反応生成物を検出するために、処理装置には

検出器 22が設けられており、プローブと結合しなかった反応生成物を除去し、検出

器 22により各プローブの電流値を測定する。

図 2又は図 4の実施例において、 チップ ０ 2０をハイブリダイズ用の領

域に替えても同様に遺伝子を測定することができる。



００84 図 5はカバーの構造が異なる他の実施例を表わしたものである。分注チップ2０を

移動可能に支持し、反応プレート2の上部を覆うためのカバーの一部が、図 の実施

例ではべローズフィルム28であったのに対し、図 5の実施例では柔軟に変形するフ

ィルム状の素材28a になっている点で異なる。フィルム状の素材28a としては、ベロー

ズフィルム28と同様に、ナイロン (登録商標 ) 、ポリ塩ィヒビニール、シリコーンゴムその

他のゴム素材などが好ましい。

００85 また、サンプル容器として図 の実施例ではその一辺がカバー本体26に回動可能

に支持されているのに対し、図 5の実施例におけるサンプル容器32a は、カバー本

体26に対しスライド可能に取りつけられている点で異なる。このようなサンプル容器3

2aにおいても、サンプル容器32a はカバー本体26から外部に引き出すことによりサ

ンプル容器32a に試料を分注することができる。また、サンプル容器32a のプレート3

4の内側に粘着剤が塗布されており、サンプル容器32a をカバー本体26の内部に押

し込むことによりプレート34の内側で開口3 を密閉したり、シール材により開口3 を

密閉したりすることができる点は図 の実施例のものと同じである。

００86 これらの検出ユニット38a 38b 38c はこの反応キットの処理を行なう処理装置に

おいて、反応キットが処理装置に装着された状態で、反応プレート2の下側にくるよう

に配置されている。

００87 図 6 ～図 6Cは反応キットのさらに他の実施例を表わしたものである。図 6 は

垂直断面図、図 6 は水平断面図、図 6Cは外観斜視図である。

この実施例では分注チップ2０を移動可能に支持するカバーが剛性をもった素材で

構成されている。カバー24aのカバー本体6０は反応プレート2の上方に開口62をも

ち、その開口62にはその開口62の範囲内で分注チップ2０を移動可能に支持する

ためのカバープレート64が設けられている。カバー本体6０は開口部62の周辺が隙

間をもつ二重構造になっており、カバープレート64はその周辺にシール材66を備え

、シール材66がカバー本体6０の開口部62の周辺の二重構造の際間に挟まれてX

方向に移動することにより、カバープレート64が水平面内でX方向に移動することが

できる。カバープレート64には分注チ、ソプ2０が他のシール材68を介して垂直方向 (

Z方向) に摺動可能に支持されている。



００88 この実施例では、カバープレート64がシール材66とカバー本体6０の上部の二重

構造の際間とのシール構造により気密を保たれながら水平面内で移動し、分注チッ
プ2０がシール材68で気密を保たれながら上下方向に移動することにより、分注チッ
プ2０が反応プレート2の上部空間を上下及び水平面内の両方向に自由に移動する

ことができる。

００89 図 7 ～図 7Cはさらに他の実施例を表わしたものである。図 6 ～図 6Cの実

施例と比較すると、カバープレート64がX， の両方向に移動できるよぅになっていて

、反応プレート2における試薬容器 2の数が増えている点で異なり、他の構造は同じ

である。

００9０ 図 8 ～図 8Cはさらに他の実施例を表わす。この実施例では分注チップ2０を面

内方向で移動させるために、カバーの上部部材を構成するカバープレート64a が面

内方向で回転可能に支持されている点で図 6 ～図 6Cの実施例と異なる。カバ

ープレート64a は円板形であり、その周囲にシール材66が取りつけられている。シー

ル材66はカバー本体6０の上部に設けられた二重構造の際間に支持され、カバープ

レート64a を気密を保って回転可能に支持している。分注チッ はカバープレート

64a にシール材68により垂直方向に移動可能に支持され、その支持されている位置

はカバープレート64a の回転中心から外れた位置である。

００9 1 カバープレート64a が回転することにより分注チップ2０の位置はカバープレート64

aの回転中心を中心とする円周上を移動する。反応プレート2ではその分注チップ2０

の移動軌跡上に反応容器4、試薬容器 2及びサンプル容器32が位置するよぅにそ

れぞれの配置が定められている。

００92 図 g ～図 gCはさらに他の実施例を表わしたものである。図 8 ～図 8Cの実

施例と比較すると、カバープレート64aも開ロ7０をもち、その開ロ7０の周辺が二重

構造となってその二重構造の際間にシール材72を介して他のカバープレート7 が

移動可能に支持されている。分注チップ2０は他のシール材68によりカバープレート

7 に垂直方向に移動可能に支持されている。

００93 分注チッ はシール材72により面内方向においても移動することができるよぅに

なっている。そのため分注チップ2０の移動範囲はカバープレート64a の回転による



円周と、 心いカバープレート7 がシール材72により移動できる水平面内の移動範

囲の両方により、カバープレート64a の回転中心を中心とするドーナツ状の範囲を移

動することができる。このよぅに分注チップ2０の移動範囲が広まることにより、その移

動範囲に配置される反応容器4及び試薬容器 2の数を増やすことができ、サンプル

容器32も含めてそれらの容器の配置に対する自由度が高まる。

００94 図2０は他の実施例の反応容器の外観斜視図である。反応容器の内部構造は図

に示されたものと同じである。カバー24の外部から反応プレート2にサンプルを導

入するためにカバー本体26の一部に開口3 が設けられ、その開口3 にはサンプル

容器32が開閉可能に取りつけられている。カバー本体26の外側にはサンプル容器

32がカバー24で被われた空間内にサンプルを注入した状態で開口3 を密閉する

ために、サンプル容器32の外側を被ってカバー本体26に貼り付けられるシール部

材35が設けられている。シール部材35はその一部35a がカバー本体26に予め貼り

付けられている。シール部材35の接着面には粘着剤が塗布されており、使用前はそ

の接着面には剥離紙が貼り付けられている。

００95 シール部材35の具体的な例は、基材に接着剤が塗布されたものである。基材とし

ては、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリスチレンフィルム、合成紙、

ポリイミドフィルム、可変情報用フィルムなどを使用することができる。また、基材に塗

布される接着剤としては、P 系エマルジョン、S 系エマルジョン、アクリル系エマ

ルジョン、合成ゴム系エマルジョン、感圧接着剤、感熱接着剤などを使用することが

できる。

００96 サンプル容器32にはサンプルを注入するために上に開いた凹部が形成されている

。その凹部にサンプルを注入し、カバー24の内部に位置決めすると、サンプル容器

32を保持しているプレート34が開口3 を閉じる。その後、シール部材35の接着面

の剥離紙を剥がし、シール部材35によってプレート34を被ぅよぅにシール部材35を

カバー本体26に貼り付ける。これにより、シール部材35によって開口3 が密閉され

る。

００97 さらに他の実施例では、ベローズフィルム28の表面は、摩擦係数が小さくなるよぅに

、ポリパラキシリレン樹脂コーティング又はフッ素樹脂コーティングにより表面処理され



ている。

００98 ポリパラキシリレン樹脂コーティングとはポリパラキシリレン樹脂を用いた表面被覆で

ある。このコーティング材は、( )結品性ボリマーであること、(2) 機水性に富み、ガス

バリア，注に優れることの他、(3) 耐薬品性、(4)電気特性、(5) 熱的安定性、(6) 低温

での特性、(7)真空安定性、(8) 耐放射線性などの特性に優れている。

００99 ポリパラキシリレン樹脂コーティングは特にガスバリア，注に優れており、ポリパラキシ
。リレンとポリプロピレンにおける ，CO Oのガス透過性を比較すると、ポリプロヒ

2 2 2

レンは順に2０ 54０、 ・25なのに対し、ポリパラキシリレンは順に ・ 、7・7、 ・2

と、低くなっている。

０1００ ポリパラキシリレン樹脂コーティングは以下の蒸着工程によって形成することができ

る。

原料であるジバラキシリレン ( P 固体ダイマーの昇華工程、又はダイマーの熱

分解によるジラジカルパラキシリレンモノマ一の発生工程により、被着材へのジラジカ

ルパラキシリレンの吸着と重合が同時になされ、高分子量のポリパラキシリレン膜が重

合形成される。

０1０1 この蒸着法によるコーティングシステムは、従来の液状コーティングや粉体コーティ
ングでは不可能な分子レベルでの精密コーティングが可能な他、コーティング時ぁ波

着物の形状や材質を選ばない、室温でのコーティングが可能であるなど、優れた特

質を有している。

０1０2 図2 ～図2 はさらに他の実施例の反応キットを表わしたものであり、図22は同

実施例の斜視図である。この実施例はサンプル導入部以外の構造は図 に示され

たものと同じであるので、サンプル導入部について説明する。

０1０3 カバー本体26の一部にはサンプル導入口33bを介して外部から反応キット内にサ

ンプルを注入するサンプル導入部32bが備えられている。サンプル導入口33bはサ

ンプル注入用の尖端の鋭利な分注器具2０b、例えばピペッタの先端に取り付けた分

注チッブ、により貫通でき、かつ、貫通後の分注器具2０bを引き抜くとその貫通穴を

弾性によって閉じることのできる弾性部材33c によって封止されている。したがって、

分注器具2０bが貫通しているときも引き抜かれた後もサンプル導入口33bは密閉状



態を維持する。

サンプル導入口33bは板状の部材に外側に向かって広がるテ一パー状の穴が開け

られたものである。弾性部材33c は例えばゴム製セプタムであり、サンプル導入口33

bが設けられている板状部材とサンプル導入部32bとの間に挟み込まれて固定され

ている。

０1０4 分注器具2０bは先端に分注チップが装着されて使用される場合は、分注チップも

含めて分注器具の概念として捉えている。したがって、その場合はサンプル導入口3

3bの弾性部材33c はその分注チップにより貫通できるものである。

０1０5 サンプル導入部32bはサンプル容器32を形成しており、その容器32の側面はサン

プル導入口33bとなり、かつ、容器32の上部は注入されたサンプルをサンプルプレ

ート上の所定の場所へ分注するために開口部となっている。容器32の開口部にはカ

バーフィルム 4aが貼り付けられている。サンプル容器32にはサンプル前処理液又

は試薬が予め封入されている。
。

０1０6 カバーフィルム 4aを貼り付けることにより、反応キットの移動中や保存中にサンフ

ル容器3 2中のサンプル前処理液や試薬がこぼれることを防止できるよぅになる。

カバーフィルム 4aとしては、フィルム 4と同じアルミニウムフィルムを貼り付け可能

にしたものでよい。

０1０7 サンプル導入口33bからサンプルを導入した後、図23に示されるよぅに、シールフ

ィルム 4bでサンプル導入口33bを密閉することができるよぅになっている。これにより

、弾性部材33c に付着したサンプル (例えば血液など)などが外部に流出して汚染す

ることを防止できる。

０1０8 シールフィルム 4bの具体的な例は、基材に接着剤が塗布されたものである。基材

としては、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリスチレンフィルム、合成

紙、ポリイミドフィルム、可変情報用フィルムなどを使用することができる。また、基材

に塗布される接着剤としては、P 系エマルジョン、S 系エマルジョン、アクリル系

エマルジョン、合成ゴム系エマルジョン、感圧接着剤、感熱接着剤などを使用するこ

とができる。

０1０9 シールフィルム 4bは予めカバー本体26に貼り付けておき、サンプル注入の際に



いったん剥がし、サンプル注入後に再びカバー本体26に貼り付けてサンプル導入

口33b を密閉するよぅにしてもよい。その場合は、シールフイルム 4bの基材に塗布さ

れる接着剤としては容易に剥がせるよぅな粘着剤であることが好ましい。

０11０ また他の形態としては、シールフィルム 4bはサンプル注入前はカバー本体26に

は貼り付けないでシールフィルム 4bに剥離紙を貼り付けて容易に剥がせる状態に

して別に用意しておき、サンプル注入後にその剥離紙を剥がしてシールフィルム 4b

をカバー本体26に貼り付けてサンプル導入口3 3bを密閉するよぅにしてもよい。

０111 図24 は本発明による反応キットを処理する処理装置の一例の内部を概略的に示し

た斜視図である。

8０は上記の実施例に示される反応キットを表わしている。反応キット8０は反応キッ
ト装着部であるテーブル8 2上に装着される。テーブル8 2は反応キット8０の下面側に

開口をもち、テーブル8 2の下部には反応キット8 2の反応容器4の反応生成物を光学

的に検出する検出ュニット38が配置されている。テーブル8 2上には反応キット8 2の

温度制御を行なぅ温調 (温度調節 )ュニット8 3も配置されている。反応キットの反応容

器4又は別に設けた遺伝子増幅反応容器により遺伝子増幅反応を行なぅものである

場合には、温調ュニット8 3はその遺伝子増幅反応のための温度制御を行なぅものと

なる。また、反応キットが温度制御を必要とする分析部を備えている場合には、温調

ュニット8 3はその分析部の温度制御を行なぅものとなる。温調ュニット8 3はそれらの

両方の機能を備えたものであるものも含む。検出ュニット38は図7～図9に示された

ものなどである。テーブル8 2は前後方向 (X方向) に移動し、一方、検出ュニット38は

それに直交する横方向 ( 方向) に移動するよぅに支持されている。

０112 テーブル8 2の近くには分注チ、ソプ2０を駆動する駆動ュニット36が 方向と 方向

に移動可能に取りつけられている。駆動ュニット36は、図3に示されているよぅに、分

注チップ2０の基端部と係合して分注チップ2０を保持するチップ保持部36a と、分注

チップ2０に設けられたシリンジ22のプランジヤと係合してシリンジを駆動するシリンジ

駆動部36bを同軸上に備えており、分注チップ2０の移動とシリンジ22の駆動の両方

を行なぅことができるものである。

０113 図25は反応キット処理装置の一例における制御系を示したブロック図である。テ一



ブル8 2に装着された反応キット8０に対する処理動作を制御するために、専用のコン

ピュータ ( P )又は汎用のパーソナルコンピュータからなる制御部84が設けられて

いる。制御部84は分注チップ2０の基端部と係合した駆動ユニット36 による分注チッ
プ2０の移動と分注動作、温調ユニット8 3による温度制御、及び反応キット8０の反応

容器4に測定光又は励起光を照射して反応生成物を光学的に検出する検出ユニット

38 による検出動作を制御する。

０114 制御部84を外部から操作する入力部として使用したり、検査結果を表示するモニタ

ーとして使用したりするために、制御部84 に外部コンピュータとして、例えばパーソナ

ルコンピュータ(PC) 86を接続してもよい。

産業上の利用可能，性

０115 本発明は種々の化学反応や生物ィロ学反応の測定に利用することができる。



請求の範囲

表面側にサンプルに反応を起こさせる反応容器を備えた反応プレートと、

前記反応プレートの表面側の上方に配置された分注チップと、

前記反応プレート上の表面側の上部空間を覆ぅとともに、前記分注チップをその先

端部が前記空間の内側、基端部が外側になるよぅにして移動可能に支持しているカ

バーと、

を備えた反応キット。

2 前記カバーの一部に密閉可能に設けられた開口を介して外部から前記空間内に

サンプルを注入するサンプル導入部をさらに備えた請求項 に記載の反応キット。

3 前記サンプル導入部が前記空間内にサンプルを注入した状態で前記開口を密閉

するよぅにカバーに貼り付けられるシール部材をさらに備えている請求項2に記載の

反応キット。

4 前記カバーは前記反応プレートと一体ィビされた剛性をもつカバー本体と、前記カバ

ー本体に取りつけられて反応プレートの表面側の上部に配置され、気密性をもち柔

軟性のある素材によって前記分注チップを保持し移動可能に支持している上部カバ

ー体とからなり、

前記サンプル導入部が配置される開口は前記カバー本体に設けられ、前記シール

部材は前記カバー本体に貼り付けられるよぅになっている請求項3に記載の反応容

器。

5 前記カバーは前記反応プレートと一体ィビされたカバー本体と、前記反応プレートの

表面側の上部に配置され、前記カバー本体に対してシール材により気密を保って水

平面内で摺動可能に保持されたカバープレートとからなり、

前記分注チップが前記カバープレートに他のシール材により気密を保って垂直方

向に摺動可能に保持されており、

前記サンプル導入部が配置される開口は前記カバー本体に設けられ、前記開口を

密閉するシール部材は前記カバー本体に貼り付けられるよぅになっている請求項3に

記載の反応容器。

6 前記カバーの一部に密閉可能に設けられたサンプル導入口を介して外部から前記



空間内にサンプルを注入するサンプル導入部をさらに備え、

前記サンプル導入口は尖端の鋭利な分注器具により貫通でき、かつ、貫通後の分

注器具を引き抜くとその貫通穴を弾性によって閉じることのできる弾性部材によって

構成されている請求項 に記載の反応容器。

7 前記サンプル導入部は容器を形成しており、前記サンプル導入口は該容器の側面

となり、かつ、該容器の上部に開口部をもっており、該容器にはサンプル前処理液又

は試薬が予め封入されている請求項6に記載の反応キット。

8 前記開口部はカバーフィルムが貼り付けられて封止されている請求項7に記載の反

応キット。

9 前記サンプル導入口にシールフィルムが貼り付けられるよぅになっていることにより

サンプル導入口が密閉されている請求項6に記載の反応キット。

０ 前記反応プレートはその表面側にサンプルの反応に使用される試薬を収容しフィ

ルムで封止された試薬容器も備えている請求項 に記載の反応キット。

前記分注チップは前記カバーの外側から操作するシリンジを備えており、そのシリ

ンジの操作により分注動作を行なぅものである請求項 に記載の反応キット。

2 前記分注チップは先端部の内部にフィルタを備えている請求項 に記載の反応キ

、ソト。

3 前記反応プレートはその表面側に遺伝子増幅反応を行なぅ遺伝子増幅部を備えて

いる請求項 に記載の反応キット。

4 前記反応容器は底部から光学的に測定が可能なよぅに光透過性の材質にて構成

されている請求項 に記載の反応キット。

5 前記反応プレートはその表面側に前記反応容器での反応生成物の分析を行なぅ

分析部をさらに備えている請求項 に記載の反応キット。

6 前記分析部は反応生成物の電気泳動分離を行なぅ電気泳動部である請求項 5に

記載の反応キット。

7 前記分析部は反応生成物に遺伝子が含まれている場合にその遺伝子と反応する

プローブが配置されている領域である請求項 5に記載の反応キ、ソト。

前記カバーは気密性をもち柔軟性のある素材によって前記分注チップを保持し移



動可能に支持している請求項 に記載の反応キット。

9 前記カバーの可動部は柔軟性のある素材からなり、かつ、該可動部の少なくとも外

表面は摩擦係数が小さくなるよぅに表面処理されている請求項 に記載の反応キット

2０ 前記表面処理はポリパラキシリレン樹脂コーテイングである請求項 9に記載の反応

キット。

2 前記表面処理はフッ素樹脂コーテイングである請求項 9に記載の反応キット。

22 前記柔軟性のある素材はシリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム又はブチルゴムで

ある請求項 9に記載の反応キット。

23 前記カバーは前記反応プレートと一体ィトされたカバー本体と、前記反応プレートの

表面側の上部に配置され、前記カバー本体に対してシール材により気密を保って水

平面内で摺動可能に保持されたカバープレートとからなり、

前記分注チップが前記カバープレートに他のシール材により気密を保って垂直方

向に摺動可能に保持されている請求項 に記載の反応キット。
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