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(57)【要約】
本発明は、連続流系、特に核酸の増幅における複数の温
度帯間の、液の自動化および連続サイクリングのための
サーモサイクラーに関する。本発明はまた、ある量の液
体試料を連続流系へ導入するための改善されたサンプル
ポートに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　独立して規定の温度を維持し、それによって対応する複数の温度帯を規定するための、
複数の入れ子式の熱交換器を含み；前記熱交換器は反応チューブを受容するように適合さ
れ、そのため前記反応チューブは前記熱交換器と熱伝導連絡にあり、それによって前記熱
交換器と接する反応チューブを通過する液はその温度帯を循環的に通過する、サーモサイ
クラー。
【請求項２】
　請求項１に記載のサーモサイクラー装置を用いる、ＰＣＲまたはＬＣＲ形式で核酸を増
幅する方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のサーモサイクラー装置を用いる、核酸融解検出検定を実施する方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置を用いて調製された核酸。
【請求項５】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するためのサンプ
ルポートであって、下記を含む前記ポート：前記流動キャリヤーを連続的に前記入口に供
給するためのリザーバー、前記入口上に実質的に一定レベルの流動キャリヤーを維持する
ように適応された前記リザーバー、および前記リザーバーは前記連続流チューブの前記入
口と滑らかに接続することができ、そのため、使用時に、前記リザーバーが実質的に大気
圧である場合、および前記流動キャリヤーが、導入される液体試料の物理的形状を維持す
るのにその性質が十分であるように選択される場合、前記流動キャリヤー流および前記液
体試料は前記連続流チューブを通って引かれる。
【請求項６】
　液体試料が水系試料である、請求項５に記載のサンプルポート。
【請求項７】
　キャリヤー液が疎水性液体である、請求項５または請求項６に記載のサンプルポート。
【請求項８】
　疎水性液体が油である、請求項７に記載のサンプルポート。
【請求項９】
　油がシリコンオイルまたはシリコンを基礎とする油である、請求項８に記載のサンプル
ポート。
【請求項１０】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するための方法で
あって、下記の段階を含む前記方法：請求項５に記載のサンプルポートを提供；前記連続
流チューブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続；前記流動キャリヤーを前記リザ
ーバーへ導入および前記液体試料を前記流動キャリヤーへ導入、前記流動キャリヤーは、
導入される液体試料の物理的形状を維持するのにその性質が十分であるようにおよび前記
リザーバーが実質的に大気圧である場合に前記流動キャリヤー流および前記液体試料が前
記連続流チューブを通って引かれるように選択される。
【請求項１１】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するための方法で
あって、下記の段階を含む前記方法：請求項５に記載のポートを提供；前記連続流チュー
ブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続；前記流動キャリヤーを前記リザーバーへ
導入；液体試料ディスペンサーを前記リザーバーに入った前記流動キャリヤーに浸漬；前
記液体試料を隣接する前記入口へ分注、および任意に前記分注された液体試料を前記液体
試料ディスペンサーで、前記分注された液体試料が前記入口へ導入されおよび前記連続流
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チューブを通って引かれるように操作、前記流動キャリヤーは、導入される液体試料の物
理的形状を維持するのにその性質が十分であるようにおよび前記リザーバーが実質的に大
気圧である場合に前記流動キャリヤー流および前記液体試料が前記連続流チューブを通っ
て引かれるように選択される。
【請求項１２】
　請求項５に記載のサンプルポートを含む連続流装置。
【請求項１３】
　核酸増幅反応を実施するためのサーモサイクリング装置である、請求項１２に記載の連
続流装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の連続流装置を用いる、ＰＣＲまたはＬＣＲ形式で核酸を増幅する方
法。
【請求項１５】
　反応チューブ内で起こっている反応の経過を監視するための走査型検出器をさらに含む
、請求項１に記載のサーモサイクラー。
【請求項１６】
　反応が蛍光によって測定される、請求項１５に記載のサーモサイクラー。
【請求項１７】
　反応チューブ内で起こっている反応を直接測定するため、走査型検出器が、内側熱交換
器環の上または下または内部に軸方向に取り付けられた回転自在ユニットを含む、請求項
１５または請求項１６に記載のサーモサイクラー。
【請求項１８】
　反応チューブが内側および外側熱交換器の間のギャップでおよび／またはのぞきスロッ
トを通して直接測定される、請求項１７に記載のサーモサイクラー。
【請求項１９】
　反応チューブ内で起こっている反応の経過を監視するため、入れ子式の熱交換器の間の
ギャップの上に複数の検出器が取り付けられ、露出した反応チューブの数と同数の検出器
が提供される、請求項１５または請求項１６に記載のサーモサイクラー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサーモサイクラーに関し、および特に複数の温度帯の間の自動および連続サイ
クリングのためのサーモサイクラーに関する。
【０００２】
　本発明は主に、核酸増幅用のサーモサイクラーとしての使用のために開発されており、
および以降はこの用途に関して説明される。しかし、本発明はこの特定の使用分野に限定
されないことが理解される。
【０００３】
　本発明はまた、連続流系に関し、および特にある量の液体試料を連続流系へ導入するた
めのサンプルポートに関する。しかし、本発明はこの特定の使用分野に限定されないこと
が理解される。
【背景技術】
【０００４】
　本明細書を通じて先行技術の考察のいずれも、そのような先行技術が広く公知であるこ
とのまたは本分野における一般常識の一部をなすことの承認とは決して見なされない。
【０００５】
　目的の産物を生じるために複数のまたはサイクルの化学反応を必要とする系は、しばし
ば注意深い温度調節を、および反応が温度を保たれる時間にわたる再現可能なおよび正確
な調節を必要とする。そのような反応は、たとえば、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）お
よびリガーゼ連鎖反応（ＬＣＲ）のような核酸増幅反応を含む。
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【０００６】
　ＰＣＲとは、１サイクルが完了するごとに特定のポリヌクレオチド配列の等比級数的増
幅を結果として生じる複数サイクルを含む方法である。ＰＣＲの方法はよく知られており
、および、『ＰＣＲ：実践的方法』（ＰＣＲ： Ａ Ｐｒａｃｔｉｃａｌ Ａｐｐｒｏａｃ
ｈ）Ｍ．Ｊ．マクファーソン（ＭｃＰｈｅｒｓｏｎ）他、ＩＲＬプレス社（ＩＲＬ Ｐｒ
ｅｓｓ）（１９９１）、『ＰＣＲ手順：方法および応用の手引き』（ＰＣＲ Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌｓ： Ａ Ｇｕｉｄｅ ｔｏ Ｍｅｔｈｏｄｓ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ）、
イニス（Ｉｎｎｉｓ）他、アカデミック・プレス社（Ａｃａｄｅｍｉｃ Ｐｒｅｓｓ）（
１９９０）、および『ＰＣＲ技術：ＤＮＡ増幅のための原理および応用』（ＰＣＲ Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ： Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｓ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ 
ＤＮＡ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）Ｈ．Ａ．エーリッヒ（Ｅｒｌｉｃｈ）、ストック
トン・プレス社（Ｓｔｏｃｋｔｏｎ Ｐｒｅｓｓ）（１９８９）を含む多数の書籍に記載
されている。ＰＣＲはまた、ＵＳ ４，６８３，１９５； ４，６８３，２０２； ４，８
００，１５９； ４，９６５，１８８； ４，８８９，８１８； ５，０７５，２１６； ５
，０７９，３５２； ５，１０４，７９２； ５，０２３，１７１； ５，０９１，３１０
；および５，０６６，５８４を含む多数の米国特許に記載されている。
【０００７】
　ＰＣＲ法は典型的には、ポリヌクレオチドを変性する段階、次いで少なくとも一対のプ
ライマーオリゴヌクレオチドを変性したポリヌクレオチドへアニーリング、すなわち、プ
ライマーを変性ポリヌクレオチドテンプレートへハイブリダイズする段階を含む。アニー
リング段階後、ポリメラーゼ活性を有する酵素が、プライマーオリゴヌクレオチドを組み
込む新しいポリヌクレオチド鎖の合成を触媒し、および元の変性ポリヌクレオチドを合成
テンプレートとして使用する。この一連の段階（変性、プライマーアニーリング、および
プライマー伸長）が、一つのＰＣＲサイクルを構成する。
【０００８】
　サイクルが反復されるにつれ、前のサイクルに由来する新たに合成されたポリヌクレオ
チドが以降のサイクルで合成のためのテンプレートとして働くため、新たに合成されるポ
リヌクレオチドの量は等比級数的に増加する。プライマーオリゴヌクレオチドは、典型的
には、２つのアニーリング部位間の領域が増幅されるように、所定の二本鎖ポリヌクレオ
チド配列の反対の鎖とアニーリングできる対で選択される。
【０００９】
　ＤＮＡの変性は典型的には９０から９５℃付近で起こり、変性ＤＮＡへのプライマーの
アニーリングは典型的には４０から６０℃付近で行われ、およびアニーリングしたプライ
マーをポリメラーゼで伸長する段階は典型的には７０から７５℃付近で行われる。したが
って、ＰＣＲサイクル中、反応混合物の温度を変化させなければならず、および多サイク
ルＰＣＲ実験中には何度も変化させなければならない。
【００１０】
　一つ以上の温度調節された要素すなわち「ブロック」が反応混合物を保持し、およびブ
ロックの温度が経時的に変化する、ＤＮＡ増幅および配列決定に使用されるいくつかのサ
ーマル「サイクラー」が先行技術で開示されている。これらの装置は、反応混合物をサイ
クリングさせるのが遅い、および温度調節が決して理想的でないという欠点がある。ヒー
トブロックの温度を循環的に上昇および低下させる必要を克服する目的で、サーモサイク
ラーとして本分野で知られる装置を他者が考案している。この装置では、温度調節された
複数のブロックが別々の目的温度に保たれ、および反応混合物をブロックからブロックへ
移動するためにロボットアームが用いられる。典型的なサーモサイクラー系がＵＳ５，４
４３，７９１；５，６５６，４９３および６，６５６，７２４で開示される。しかし、理
解されるように、これらの系は独自の一連の欠点がある。たとえば、それらは処理量が相
対的に限られており、物理的に大きく、壊れやすく、高価で、および常に日常保守が必要
である。
【００１１】
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　これらの前記の装置が遭遇する困難は、ＵＳ ５，２７０，１８３で開示される発明に
よって一部が対処された。要約すると、その発明は、さまざまな温度に保持された実質的
に円柱形の物体の周りにチューブを巻き付けることによってさまざまな温度にさらされる
、連続したチューブを通る反応物を対象とした。試料間の交差汚染を防ぐため、反応混合
物は、個々の反応混合物を分離するキャリヤー液流へ注入され、および、２または３の別
々の加熱帯を通過した。キャリヤー液および反応混合物は不混和性であり、そのため、各
試料はキャリヤー液の部分によって、前および後の試料から綺麗に分離される。この配置
は、いくつかの試料の連続処理を可能にする。しかし、この装置には欠点があり、たとえ
ば、加熱帯が空間的に離れているため、反応の経過のリアルタイム観測を行うには不便で
ある。さらに、加熱帯を物理的に互いに分離すると、扱いにくくなりがちである。
【００１２】
　ＵＳ ５，２７０，１８３に開示される発明からの進歩がＷＯ ０３／０１６５５８に記
載され、そこでは単一の円柱形の物体が縦方向に分割されて、異なる温度へ加熱されうる
少なくとも２つの区画を提供し、そのため、その物体は異なる温度の周囲表面を有しうる
。反応物がその物体の周囲に巻き付けられた連続チューブを通る際、反応物は交替する温
度にさらされる。しかし、そのようなサーモサイクラーの問題は、円柱の周囲を走査する
線形追跡装置を用いてデータの十分速い読み出しを得ることが困難である点である。
【００１３】
　上記のサーモサイクラーを含め、一般的に連続流系および装置に関して、それらは典型
的には陽圧下で操作され、および、反応チューブのような連続チューブ／導管を通じてキ
ャリヤー液をポンプで送るためのポンプを必要とする。典型的には、これらのポンプは、
高圧または超高圧ポンプである。したがって、これらの先行技術の連続流装置は、チュー
ブを通って高圧でポンプで送られているキャリヤー液流中へ液体試料を送るための専門的
な高圧注入ポートを必要とする。これらの高圧注入ポートはさまざまな欠点を有する。し
かし、主な欠点は、たとえば主に試料を注入するためのセプタム－針の配置による負荷中
の試料の汚染といった試料間の、または試料が配管を下る際の試料間の、交差汚染の傾向
である。
【００１４】
　このように、ここで記載されるサーモサイクラー装置を含む連続流系、および試料取扱
および配送手段の改善の必要はまだ残っている。
【００１５】
　上記の先行技術の欠点の少なくとも一つを克服または改善すること、または有用な代替
物を提供することが本発明の目的である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の一部の好ましい実施形態は、循環的なまたは進行的な方法でチューブ内の液体
の温度を変えることができるか、または液体を一定温度に維持することができ、先行技術
の装置と比較して液体が維持される温度の調節が改善されているサーモサイクラーを提供
し、および、チューブ内で起こっている反応を監視するための改善された手段を提供する
。本発明の他の実施形態は、連続流系での、特に試料が加圧下でポンプで送られるのでな
くカラムまたはチューブを通って引かれる連続流系での使用のためのサンプルポートを提
供する。
【００１７】
　第一の態様によると、本発明は、独立して規定の温度を維持し、それによって対応する
複数の温度帯を規定するための、複数の入れ子式の熱交換器を含み；前記熱交換器は反応
チューブを受容するように適合され、そのため前記反応チューブは前記熱交換器と熱伝導
連絡にあり、それによって前記熱交換器と接する反応チューブを通過する液はその温度帯
を循環的に通過する、サーモサイクラーを提供する。
【００１８】
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　関連する一態様によると、本発明は、各熱交換器が複数のトンネルを含みおよび規定の
温度を維持するように適合され、それによって複数の温度帯を定義する、一対の入れ子式
の内側および外側熱交換器；および温度帯との熱的接触のためのトンネルに接し、それに
よって反応チューブが交互に各熱交換器の連続的なトンネルを通され、そのため反応チュ
ーブを通る液が温度帯を循環的に通る反応チューブを含むサーモサイクラーを提供する。
【００１９】
　熱交換器は好ましくは同軸に配置されるが、しかしこの種の配置はサーモサイクラーの
設計または機能性に決定的ではない。
【００２０】
　好ましくはトンネルは、同軸の熱交換器の軸と平行に走る。好ましい一実施形態では、
トンネルは少なくとも一側面が開いていて、反応チューブを実質的に熱交換器の表面に保
持するための表面溝を提供する。代替的に、トンネルは一部が封入された表面溝であり、
それによって反応チューブがその中に「閉じ込められる」ことを可能にする。
【００２１】
　外側熱交換器は、実質的に円形である横断面を有する環構造を有しうるが、しかしこの
種類の配置はまた、サーモサイクラーの設計または機能性に決定的ではない。内側熱交換
器は、管状または中空でない棒状またはブロックでありうる。任意に熱交換器はトロイド
形である。
【００２２】
　熱交換器環の内側は、反応チューブを光学的に監視するための少なくとも一つのスロッ
トを含みうる。
【００２３】
　一実施形態では、内側熱交換器の端面は、外側熱交換器の対応する端面と実質的に同一
平面上にある。しかし、別の実施形態では、内側熱交換器の端面の一方または両方は、外
側熱交換器の対応する端面から軸方向に位置しうる。
【００２４】
　各熱交換器の規定の温度は、さまざまな加熱および／または冷却方法によって維持され
うる。好ましくは加熱および／または冷却方法は、抵抗線およびペルチェ素子から選択さ
れる。核酸増幅のためには、規定の温度は約９５℃、約６０℃、または約７２℃でありう
る。もちろん、熱交換器の任意の特定部分について、任意の範囲の温度が容易に選択およ
び維持されうることが理解される。熱交換器は好ましくは一定温度に維持される。しかし
、熱交換器は、たとえば約５５℃ないし約９５℃でありうる、軸方向に変化する温度プロ
ファイルを維持するように適合されうる。しかし、特定の用途に従って、任意のさまざま
な温度プロファイルが選択されうることが理解される。
【００２５】
　本発明の特定の一実施形態では、各熱交換器は好ましくは、それぞれの端面上に、相互
に対向する一連の反応チューブ配列構成を含む。その構成は、チューブが各熱交換器の各
端面と実質的に同一平面上にあるようにチューブを位置づけるための縦方向にくぼんだ放
射状に伸びるスロットでありうる。その構成は、外側熱交換器の内側周辺端部上に、およ
び内側熱交換器の外側周辺端部上に配置される。
【００２６】
　好ましくは各熱交換器内のトンネルは、半径方向に等距離であり、および間隔を開けた
配列で配置される。任意の数のトンネルまたは溝が各熱交換器内／上に提供されうるが、
しかしトンネルまたは溝の典型的な数は、約１５ないし７５である。好ましくはトンネル
の数は４０から５０である。
【００２７】
　好ましくは反応チューブは実質的に透明であり、および、テフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）ま
たはテフゼル（Ｔｅｆｚｅｌ）または同様の材料といった不活性弾性材料から形成される
。好ましくはチューブの内表面は疎水性である。チュービングは、反応チューブを通って
ポンプで送られている液へ熱交換器から熱を伝導するために、改善された温度／熱伝導連
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絡のためのトンネルとぴったり合う関係について選択されるべきである。熱交換器に関し
ての反応チューブ配置は、連続流構成が達成されうるものである。好ましくは反応チュー
ブは取り外し可能でありおよび交換可能である。
【００２８】
　本発明の別の一実施形態では、外側および内側熱交換器は、複数の分離した軸方向に間
隔を開けた熱交換器へ再分割でき、各熱交換器は隣接する熱交換器と同一かまたは異なり
うる温度を維持するように適合される。この実施形態を用いて、本発明は、その所定の温
度にある熱交換器の数に従って各温度での滞留時間が変化する、２段階、３段階または４
段階反応を実施するようにプログラムされうる。熱交換器の隣接するブロックは、一定温
度を長時間維持するために使用されうる。たとえば、変性またはアニーリングよりも長い
伸長反応を提供するために、４つの熱交換器のうち２つが約７０℃に維持されうる。任意
に、高温および低温熱交換器の配置は、蛍光測定が温度サイクルの異なる点で起こりうる
ように再配列されうる。さらに、熱交換器は任意の数の温度帯を提供するために任意の回
数、分割されうるが、しかし４温度帯がほとんどのＰＣＲ／ＬＣＲ反応には十分であるこ
とが理解される。
【００２９】
　サーモサイクラーはまた、別の温度帯を提供するために、外側熱交換器を囲む一つ以上
の別の熱交換器も含みうる。
【００３０】
　好ましくは反応チューブは、反応チューブへ液を導入するための入口ポート、および反
応チューブを通る流れを維持するための配送装置を含む。
【００３１】
　使用に当たって、配送装置は加圧下の反応チューブを通る流れを維持する。
【００３２】
　好ましくは圧力は約７０ないし約７００ｋＰａである。背圧は典型的には反応チューブ
の終端に約３０ないし７０ｋＰａにて加えられる。本発明の別の実施形態では、サーモサ
イクラーを通る液体の流れは、フローチューブの出口に加えられる陰圧によって維持され
る。これは、試料を大気圧にて無接触および無汚染の方法を用いて導入することを可能に
する長所がある（以下参照）。
【００３３】
　好ましくは、液は、反応または分析すべき試料、分析または反応に使用される試薬、お
よびキャリヤー液を含む。一実施形態では、試料は次の試料から、実質的に試料間の汚染
を防ぐため、キャリヤー液によって、すなわちキャリヤー－試料－キャリヤー配置によっ
て分離される。しかし、代替的な一実施形態では、洗液もまた試料間に、すなわちキャリ
ヤー－洗液－キャリヤー－試料－キャリヤー－洗液－キャリヤー配置で散在されうる。好
ましいキャリヤー液はシリコンオイル、または生物汚染物質を含まない任意の合成複合油
である。好ましくは洗液は純水である。サーモサイクラーが核酸増幅に用いられる実施形
態では、キャリヤー液はＲＮＡまたはＤＮＡといった核酸を欠いているべきである。好ま
しくは、反応または分析すべき試料はＤＮＡまたはＲＮＡを含む試料といった核酸である
。試料の他の成分は、典型的には、オリゴヌクレオチドプライマー、デオキシアデノシン
三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、デオキシグアノシン三
リン酸（ｄＧＴＰ）、デオキシチミジン三リン酸（ｄＴＴＰ）、および少なくとも一つの
熱安定性ＤＮＡポリメラーゼ、その酵素活性な断片、その酵素活性な誘導体および逆転写
酵素を含む。
【００３４】
　好ましくは、試料が規定の温度で維持される時間は、流速、熱交換器の相対軸長および
／または反応チューブの直径の選択によってあらかじめ選択されうる。サーモサイクラー
を核酸増幅に利用する本発明の一実施形態では、タイミングは下記の反応が起こるのに十
分である：
　　（ａ）ＤＮＡのその構成鎖への変性；
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　　（ｂ）ＤＮＡ中の相補配列へのオリゴヌクレオチドプライマーのアニーリング；およ
び
　　（ｃ）新しいＤＮＡ鎖の合成；
　好ましくはこれらの段階は、目的レベルの増幅が達成されるまで反復される。
【００３５】
　サーモサイクラーはまた、試料を変性するための前コイルも含むことができ、そこで試
料は典型的には約２ないし１０分間変性される。
【００３６】
　好ましくは、反応チューブ内の反応を監視するためのマーカー試薬もまた、反応液およ
び／または試料に添加される。マーカー試薬は、蛍光色素、挿入色素、発色基質、または
蛍光部分と共有結合したオリゴヌクレオチドプローブから成る群から適切に選択されうる
。
【００３７】
　別の実施形態では、サーモサイクラーは増幅産物についてＤＮＡ－融解分析を提供する
ための、外側熱交換器を囲む別のＣ形熱交換器を含みうる。Ｃ形熱交換器の円周ギャップ
は、約２０ないし約１００(でありうるが、しかしＣ形熱交換器の円周ギャップは好まし
くは約２０(である。Ｃ形熱交換器は、約７０℃ないし約９５℃に変化しうる、円周で変
化する温度プロファイルを含みうる。しかし、任意の温度プロファイルが特定の用途に応
じて選択されうることが理解される。反応チューブは、試料が円周の周りを移動する際に
、変化する温度プロファイルに晒されるように、Ｃ形熱交換器の上側または下側端面周囲
の単一ループに配置されうる。任意に、試料の蛍光は、融解プロファイルが測定されうる
ように、ループを回って移動する際に検出される。しかし、代替的な実施形態では、Ｃ形
熱交換器は反応チューブを保持するための溝を含み、そこで溝は熱交換器の側面に配置さ
れる。融解検出試験は典型的には約１ないし２０分間、好ましくは２分間で実施される。
【００３８】
　さらに別の一実施形態では、増幅産物の後融解が、反応チューブが熱交換器の周りに巻
き付けられた、およびＣ形熱交換器の両端の温度が異なる温度で維持されたＣ形熱交換器
で実施されうる。融解装置上でのチューブの各回転はしたがって別々の温度になり、融解
測定において熱交換器上でチューブの回転回数と同数の測定を与える。チューブはまた、
Ｃ形熱交換器の内周の周りに巻き付けることもでき、そのため、高速スピンスキャナーを
用いて融解分解能は、熱交換器の周りの回転回数でなくスキャン速度に基づく。この方法
はまた、チューブ長が相当に（たとえば１０倍より大）短いと考えると、はるかに速い融
解時間を提供する。
【００３９】
　サーモサイクラーはさらに、反応チューブ内で起こる反応の経過を監視するための走査
型検出器を含みうる。好ましくは反応の経過は蛍光によって測定される。一実施形態では
走査型検出器は、内側および外側熱交換器の間の円周ギャップ内のチューブを直接測定す
るために、サーモサイクラー熱交換器環の上（または下）に軸方向に取り付けられた回転
自在ユニットを含む。ユニットは、入射光源および検出器を持つ少なくとも一つの検出チ
ャンネルを含みうる。たとえば、入射光源は適当なフィルター付きの水銀アーク灯でよく
、および入射光源はＬＥＤまたはレーザーでよい。好ましくはユニットは、青、緑、黄お
よび赤色入射光に対応する４つの検出チャンネルを含む。さらに、ユニットは好ましくは
、Ｃ形熱交換器が設置される際に融解プロファイルを検出するための少なくとも１つの「
融解」検出チャンネルをさらに含む。好ましくは、回転自在ユニットは、５００ｒｐｍよ
り大で回転する。前述の走査型検出器は、波長ごとに１つの励起および１つの検出器ポー
トだけを必要とすることがわかる。
【００４０】
　別の一実施形態では、走査型検出器は、スロットを通じて反応の経過をそれによって検
出するための、内側熱交換器内の中心に位置する、軸周りに回転可能である４５°ミラー
を含みうる。この実施形態では、走査型検出器は入射光をサーモサイクラーの軸に沿って
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導き、入射光はミラーが一回転完了する際にミラーによって反応チューブの各「回転」ご
とに反射され、そのため反応チューブを連続的にスキャンでき、および回転する光線を通
過する際に各反応が検出できる。落射蛍光は同一の光路を通って戻りおよびダイクロイッ
クミラーを通過して検出器へ通りうる。蛍光検出は、交互の照射および検出スキャンを用
いて、照射と同時または遅延しうる。
【００４１】
　これらの検出器は、迅速なデータ取得のため、反応チューブ内で起こっている反応の経
過をリアルタイムで検出できることがわかる。
【００４２】
　別の実施形態では、複数の検出器が熱交換器間の円周ギャップ上に取り付けられ、ここ
で露出した反応チューブの数について同数の検出器が提供される。代替的に、検出器は反
応チューブの群または対を測定する。カメラ、光ダイオードおよび光電子増倍管を含む任
意の種類の検出器が適当である。
【００４３】
　第二の態様によると、本発明は、第一の態様のサーモサイクラー装置を用いて、核酸を
ＰＣＲまたはＬＣＲ形式で増幅する方法を提供する。
【００４４】
　第三の態様によると、本発明は、第一の態様のサーモサイクラー装置を用いて、核酸融
解検出検定を実施する方法を提供する。
【００４５】
　第四の態様によると、本発明は、第一の態様に記載の装置を用いて調製された核酸を提
供する。
【００４６】
　本発明の装置は、他の方法、たとえば抗体－抗原結合反応を分析する方法に有利に使用
されうることが理解される。
【００４７】
　第五の態様によると、本発明は、出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導
入される共通の入口を有する連続流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の
液体試料を導入するためのポートを提供し、前記ポートは下記を含む：前記入口に前記流
動キャリヤーを連続的に供給するためのリザーバー、前記入口上に実質的に一定レベルの
流動キャリヤーを維持するように適応された前記リザーバー、および前記リザーバーは前
記連続流チューブの前記入口と滑らかに接続することができ、そのため、使用時に、前記
リザーバーが実質的に大気圧である場合、および前記流動キャリヤーが、導入される液体
試料の物理的形状を維持するのにその性質が十分であるように選択される場合、前記流動
キャリヤー流および前記液体試料は前記連続流チューブを通って引かれる。
【００４８】
　好ましくは液体試料は水系試料であり、および流動キャリヤーは疎水性液体である。流
動キャリヤーは適当には、シリコンオイルのような油でありうる。疎水性液体が油である
、請求項３に記載のサンプルポート。
【００４９】
　第六の態様によると、本発明は、第五の態様に記載のサンプルポートを含む連続流装置
を提供する。
【００５０】
　好ましくは連続流装置は核酸増幅反応を実施するためのサーモサイクリング装置である
。核酸を増幅する好ましい方法はＰＣＲである。
【００５１】
　第七の態様によると、本発明は、出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導
入される共通の入口を有する連続流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の
液体試料を導入するための方法を提供し、前記方法は下記の段階を含む：第五の態様に記
載のポートを提供する；前記連続流チューブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続
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する；前記流動キャリヤーを前記リザーバーへ導入および前記液体試料を前記流動キャリ
ヤーへ導入、前記流動キャリヤーは、導入される液体試料の物理的形状を維持するのにそ
の性質が十分であるようにおよび前記リザーバーが実質的に大気圧である場合に前記流動
キャリヤー流および前記液体試料が前記連続流チューブを通って引かれるように選択され
る。
【００５２】
　第八の態様によると、本発明は、出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導
入される共通の入口を有する連続流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の
液体試料を導入するための方法を提供し、前記方法は下記の段階を含む：第五の態様に記
載のポートを提供する；前記連続流チューブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続
する；前記流動キャリヤーを前記リザーバーへ導入；液体試料ディスペンサーを前記リザ
ーバーに入った前記流動キャリヤーに浸漬；前記液体試料を隣接する前記入口へ分注、お
よび任意に前記分注された液体試料を前記液体試料ディスペンサーで、前記分注された液
体試料が前記入口へ導入されおよび前記連続流チューブを通って引かれるように操作、前
記流動キャリヤーは、導入される液体試料の物理的形状を維持するのにその性質が十分で
あるようにおよび前記リザーバーが実質的に大気圧である場合に前記流動キャリヤー流お
よび前記液体試料が前記連続流チューブを通って引かれるように選択される。
【００５３】
　文脈で明らかにそうでないと示されない限り、説明および請求項の全体を通じて、「含
む」「含んだ」などの語は排他的または網羅的な意味でなく包含的な意味；すなわち、「
含むがそれに限定されない」の意味と解されるべきである。
【００５４】
　操作例で以外、または別に示される場合は、成分の量または反応条件を示すここで用い
られるすべての数字は、「約」の語によって改変されているとすべての場合で解されるべ
きである。実施例は本発明の範囲を限定しないことが意図される。下記では、または別に
示される場合は、「％」は「重量％」を意味し、「比」は「重量比」を意味し、および「
割合」は「重量割合」を示す。
【００５５】
　定義
　本発明の説明および請求において、下記の用語が下記に示す定義に従って使用される。
ここで用いられる用語は本発明の特定の実施形態を説明する目的のためだけであることも
また理解され、および限定的でないと解されることが意図される。別に定義されない限り
、ここで用いられるすべての技術および科学用語は、本発明が属する分野の当業者に理解
されるのと同一の意味を有する。
【００５６】
　ここでは「貫通する」の「貫く」は反応チューブが熱交換器と噛み合わされていること
を言う。したがって、たとえば、反応チューブは図３に明らかに示される通り、熱交換器
のトンネル内に位置するかまたはそれを通って巻かれている。「貫く」の語はまた、反応
チューブが熱交換器の表面に配置された表面溝に可逆的に捕捉的に受容されている、すな
わち「閉じ込められる、または熱交換器の周りに巻かれている実施形態を包含することが
意図される。
【００５７】
　本発明に関連して用いられる「トンネル」の語は、反応チューブを熱伝導連絡に受容す
るための、開口が熱交換器の壁の中である、すなわち完全に封じ込まれている、および熱
交換器の表面内または表面上の半円状の開口、チャンネルおよび／または溝の構成を含む
ことが意図される。「トンネル」および「溝」の語はここでは相互に交換可能に使用され
うる。
【００５８】
　本発明に関連して用いられる「入れ子式の」の語は、少なくとも１つの熱交換器がもう
１つの熱交換器を実質的に囲み、または実質的にもう１つの境界内に位置する、熱交換器
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の構成をいうことが意図される。たとえば、好ましい実施形態では（図１参照）一対の環
が提供され、そこで一方の環の直径が他方より小さく、そのため小さい直径の環はより大
きい直径の環の境界内に配置されうる。
【００５９】
　吸引力が連続流チューブ出口に適用される際に流動キャリヤー流が連続流チューブを通
って引かれることに関する「引かれる」および「引く」の語は、ポンプする力が入口に適
用される際に流動キャリヤー流を連続流チューブを通って「押す」、「推進する」または
「ポンプする」とは区別されるべきである。ポンプ力は典型的には、ＨＰＣＬポンプのよ
うな高圧ポンプの使用によって提供される。対照的に、吸引力は典型的には吸引／吸入／
真空ポンプの使用によって、任意に真空瓶型配置と組み合わせて適用される。本発明の目
的のためには、ポンプ力は正の力および吸引力は負の力であると考えることができる。さ
らに、本発明の目的のためには、リザーバーは、キャリヤー液が連続流チューブを通って
引かれる際、実質的に大気圧より大きい加圧が無いと考えられる。液はまた、引力の作用
によって連続流チューブを通って「引かれる」ことが可能である（ある種のキャリヤー液
が使用される場合）。
【００６０】
　ここで用いられる「大気圧」の語は、実質的に１０１．３２５ｋＰａ（すなわち７６０
ｍｍＨｇ）の大気圧または異なる海抜ではその等価をいうことが意図される。しかし、当
業者は、この語がある程度の変形を許すことを、および数字は正確な値と解されるべきで
ないことを理解する。
【００６１】
　本発明の好ましい実施形態が、添付の図面を参照して例示の目的のみで説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　図１から３をまず参照して、サーモサイクラーは一対の分離した入れ子式の内側および
外側直円柱熱交換器環１および２をそれぞれ含む。各環は壁を通って縦方向に伸びる複数
のトンネル３を含む。トンネルの数は約１５ないし７０でありうるが、しかし典型的な構
成では約４０個のトンネルが提供される。各熱交換器環１および２は、異なる規定の温度
を維持しそれによって２つの温度帯を定義するよう適応される。温度は一つ以上の抵抗線
またはペルチェ素子（図示せず）の形の加熱および／または冷却手段を用いて維持される
。熱交換器環１および２の軸長に沿った温度プロファイルは、実質的に一定値に維持され
る。熱交換器環の内側１および／または外側２はまた、一対の分離した軸方向に間隔を開
けた部分環（図示せず）に分割されうる。部分環のそれぞれは、異なる規定の温度を維持
し、それによって第三および／または第四の温度帯を定義するよう適応されうる。温度帯
は、任意の温度に維持されうるが、しかしＰＣＲ方法論を用いる核酸増幅のためには、温
度は典型的には約９５℃、約６０℃、および約７２℃から選択される。しかし、代替的な
実施形態では、サーモサイクラーは、別の温度帯を提供するための、外側熱交換器を囲む
一つ以上の別の熱交換器を含みうる。
【００６３】
　反応チューブ４はトンネル３と密着する関係で貫いて噛み合わされ、それによって熱交
換器環１および２から反応チューブ中の液へ熱を伝導する。反応チューブは各環１および
２の連続するトンネルを通って交互に貫通し、そのため反応チューブ４を通過する液は循
環的に温度帯を通過する。
【００６４】
　典型的には反応チューブ４は透明であり、および、テフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）またはテ
フゼル（Ｔｅｆｚｅｌ）または同様の材料といった不活性材料から形成され、およびチュ
ーブはトンネルを通って貫通することを可能にするように好ましくは弾性である。さらに
、チューブ４の内表面は、試料、その内容または他の潜在的汚染物質の付着を防ぐため、
疎水性であるべきである。
【００６５】
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　各環１および２は各端面８および９上に互いに対向する反応チューブ配列構成７のアレ
イ５および６を含む。構成７は外側環２の内側周辺端部１０に、および内側環１の外側周
辺端部１１に配置される。構成７は、好ましくは、チューブが各環１および２の各端面８
および９と実質的に同一平面上に位置するように、チューブ４を配置するための縦方向に
くぼんだ半径方向に伸びるスロットである。
【００６６】
　反応チューブ４はさらに、液をチューブへ導入するための入口ポート、およびチューブ
を通る一定流量を維持するための配送装置を含む（共に図示せず）。適当には、配送装置
は、約７０ないし約７００ｋＰａの圧力下で反応チューブを通る約１００－２００μＬ／
分の流量を維持する容積式ポンプの形である。背圧もまた反応チューブの終端に加えるこ
とができ、および約３０ないし７０ｋＰａに維持することができ、しかし系はまた背圧無
しでも良好に動作する。背圧が加えられる場合は、液は液流の脱気または蒸発を回避また
は最小化するために加圧下に保たれる。
【００６７】
　反応チューブに導入される液は、反応または分析すべき試料、分析または反応に使用さ
れる試薬、およびキャリヤー液を含む。キャリヤー液は、反応または分析すべき試料を次
の試料から分離し、および実質的に試料間の汚染を防ぐ。キャリヤー液は典型的にはシリ
コンオイルであるが、しかしＲＮＡまたはＤＮＡといった生物汚染物質を含まない任意の
合成油もまた使用されうる。
【００６８】
　核酸増幅のための典型的な試料は、ＤＮＡ、オリゴヌクレオチドプライマー、デオキシ
アデノシン三リン酸（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、デオキシグ
アノシン三リン酸（ｄＧＴＰ）、デオキシチミジン三リン酸（ｄＴＴＰ）、および少なく
とも１つの熱安定性ＤＮＡポリメラーゼ、その酵素活性な断片、その酵素活性な誘導体お
よび逆転写酵素を含みうる。
【００６９】
　理解される通り、流速、熱交換器環１および２の相対軸長および／または反応チューブ
４の直径は、試料が規定の温度で維持される時間を調節しうる。典型的な核酸増幅反応で
は、時間は下記の反応が起こるのに十分である：
　　（ａ）ＤＮＡのその構成鎖への変性；
　　（ｂ）ＤＮＡ中の相補配列へのオリゴヌクレオチドプライマーのアニーリング；およ
び
　　（ｃ）新しいＤＮＡ鎖の合成。
　これらの３段階は、試料が温度帯を通って進行的にポンプされる際、目的レベルの増幅
が達成されるまで反復される。増幅段階の数は、サーモサイクラー中に提供されるトンネ
ルの数、すなわち試料が指定の温度帯を通過する回数に比例する。
【００７０】
　反応チューブ内の化学反応を監視するためのマーカー試薬もまた、試料に添加されうる
。マーカー試薬は典型的には蛍光色素であるが、しかし挿入色素、発色基質、または蛍光
部分と共有結合したオリゴヌクレオチドプローブでありうる。
【００７１】
　別の実施形態では、サーモサイクラーは、増幅産物について後融解を提供するための、
外側熱交換器２を囲むＣ形熱交換器（図示せず）を含む。Ｃ形熱交換器の円周ギャップは
、典型的には約２０(であり、および熱交換器は、約７０℃ないし約９５℃の円周で変化
する温度プロファイルを含む。特に好ましい一実施形態では、チューブ４はＣ形熱交換器
の外側円周周囲に配置され、そのため、試料が円周周囲をポンプされる際、試料は融解プ
ロファイルを経験する。しかし、非常に好ましい一実施形態では、反応チューブ４はＣ形
熱交換器の表面に配置された溝内に保持される。
【００７２】
　代替的な実施形態では、サーモサイクラーは、マーカー試薬を検出しおよびしたがって
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反応チューブ４内で起こっている反応の経過を監視するための走査型検出器を含みうる。
１つの構成では、図５から８で最も良く示されるように、走査型検出器は、熱交換器間の
円周ギャップ１３、または構成７、またはＣ形熱交換器の表面に配置された溝内のチュー
ブ４を直接走査するため、環１および２の上（または下）に取り付けられた回転自在ユニ
ット１２を含む。たとえば、入射光および検出系は、熱交換器環１および２の上に配置さ
れた回転自在ユニットの端に取り付けることができる。４つの検出チャンネル（ＬＥＤ／
ダイオードまたはレーザー／ダイオードの組み合わせ）を取り付けることができ、そのた
め最大４つのフルオロフォアを１試料に多重化でき、および４つのチャンネルすべてがデ
ータを同時に取得できる。ＩＲダイオードのような、回転の軸に沿って光学的に連動した
装置が、検出器からデータフローを主データ処理ユニットへ送ることができ、またはデー
タを検出器へ送ることができる。しかし、任意の無線データ通信が適当である。融解デー
タは回転自在ユニット１２に取り付けられた「融解」チャンネル２０から回収される。
【００７３】
　走査型検出器は理想的には、回転する検出器ヘッド内に位置する小型発電機によって動
力供給される。代替的に、回転ブラシが使用されうる。しかし、たとえばステッピング・
モーター２１のように、検出器に動力供給するための任意の手段が使用されうる。
【００７４】
　別の構成では、内側熱交換器環は、反応チューブを光学的に監視するための環状スロッ
ト１４を含む。図１０で最も良く示されるように、ダイクロイックミラー１５が軸方向に
ＰＣＲ装置の一側面に取り付けられ、および軸周りに回転可能である４５°ミラー１６が
環の内側に配置され、それによって環状スロット１４を通って反応チューブ内の反応の経
過を検出する。走査型検出器は入射光をサーモサイクラーの軸に沿って導き、入射光はミ
ラー１６が一回転完了する際にチューブの各回転ごとに反射される。チューブを連続的に
スキャンでき、および回転する光線を通過する際に各反応が検出できる。落射蛍光は同一
の光路を通って戻りおよびダイクロイックミラー１６を通過して検出器へ通りうる（図示
せず）。モーター１７によるミラーの迅速な回転は、チューブが連続的に走査されること
、および各反応が回転する光線を通過する際に検出されることを可能にする。蛍光検出は
、交互の照射および検出スキャンを用いて、照射と同時または遅延しうる。
【００７５】
　さらに別の実施形態では、走査型検出器の各走査は、試料同定のためにデータ処理コン
ピューターへ光度データを送る。各走査でのバイト数は同一であって、データがバッファ
に保存されることを可能にし、新しい各走査が加えられる際にデータを一列シフトさせる
。これは線形平面上に広がるチューブ蛍光の動態イメージを生じる。別個のコンピュータ
ープロセスが次いで、境界検出イメージ分析法によって試料を検出する。試料「スラグ」
またはボーラス内のデータ点は平均され、およびそのサイクル数でのその「スラグ」につ
いて蛍光レベルが生成される。これらの蛍光レベルおよびサイクル数を次いで用いて、ロ
ータージーン（Ｒｏｔｏｒ－ｇｅｎｅ）ソフトウェアを用いた分析のための標準ローター
ジーンＲＥＸファイルデータ形式を作製するが、しかし任意の適当なデータ形式が許容さ
れる。
【００７６】
　ここでサンプルポートアセンブリおよびその連続流系との使用について、理解される通
り、本発明に記載のポートは、先行技術の高圧注入ポートまたは特化された注入装置の必
要無しに、液体試料の連続流カラムへの導入を可能にする。ポートは先行技術の高圧注入
ポートと比較して相対的に安価であり、可動部が無く、および摩耗する部品（たとえばセ
プタム）が無い。さらに、本発明に記載のポートは、標準の排気ピペットチップを用いた
大気圧での試料負荷を可能にし、チップはニードルシリンジ注入装置と比較して相対的に
安価であるため、容易にバッチ滅菌でき、および各チップは一度使用後に廃棄でき、それ
によって試料交差汚染を無くす。対照的に、先行技術のニードルシリンジ注入装置は、試
料注入間に清掃／滅菌されなければならない。さらに、「液切れ（タッチオフ）」負荷法
は「無接触」であり，つまり負荷ポート内で汚染が無い。さらに、本発明に記載の ポー
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トは、事実上任意の市販の実験室ロボット系による自動試料負荷に特に適する。
【００７７】
　好ましくは、流動キャリヤーは、チューブ出口に吸引力を加えることによって、連続流
チューブを通して「引かれる」（高圧下でのポンプによる「押す」と反対に）。流動キャ
リヤー流を連続流チューブを通して引くことは、今や高圧ポンプの必要が無く、および、
より重要なことには、高圧注入ポートの必要が無いため、先行技術の装置と比較して費用
便益を提供する。しかし、代替的な一実施形態では、流動キャリヤーは、重力の作用下で
流動キャリヤーが連続流チューブを通って引かれるように選択される。
【００７８】
　連続流チューブの出口に加えられる吸引力は、たとえば、連続流チューブの出口を単純
な真空ポンプ配置と接続することによって、相対的に容易に提供されうる。たとえば、約
１０から１００ｋＰａの真空を内径１ｍｍの長さ１５メートルの連続流チューブに加える
ことは、約５０ないし５００μＬ／分の流量を提供する。しかし、流速はチューブの内径
および／または油のグレードおよび／またはチューブ出口に加えられる真空の量に比例す
ることが理解される。チューブは油のグレードおよびチューブ内径の適当な選択によって
、重力によってさえ供給されうる。当業者は、特定の用途に従って、他の真空および流速
が提供されうることを理解する。好ましくは真空は、連続流チューブを通る均一流速が維
持されるように調節されるべきである。
【００７９】
　好ましくはリザーバーは大気圧に開放されているかまたは大気圧に維持され、それによ
って「無圧力負荷ポート」を提供する。好ましいリザーバーは、連続流チューブを捕捉し
て受容するよう適応される、中心が先細の基部を含む。しかし、代替的な一実施形態では
、リザーバーにある長さの導管をあらかじめ取り付けることができ、そのためそのあらか
じめ取り付けられた、ある長さの導管の出口が既存の連続流チューブの入口に滑らかに接
続されうる。連続流チューブに空気が混入しないことを確実にするため、リザーバーは、
リザーバーが流動キャリヤーで完全に満たされる際、チューブ入口が、リザーバーに入っ
ている流動キャリヤーの容積内に沈められるように構成される。チューブ入口は、上から
の液体試料を受容するように、好ましくは実質的に垂直に構成される。好ましくは連続流
チューブの一部がリザーバーに入り、そのため連続流チューブ入口が、リザーバーが流動
キャリヤーで完全に満たされる際、リザーバーに入っている流動キャリヤーの容積の高さ
のほぼ中心に配置される。蠕動ポンプのような適当なポンプが、リザーバーに流動キャリ
ヤーを供給し、および光学センサーが流動キャリヤーのリザーバーへの添加速度を調節す
ることによって、規定の液レベルを維持する。代替的に、液レベルを維持するために、堰
型配置が提供されうる。しかし、リザーバーが流動キャリヤーで実質的に大気圧にて十分
維持されている場合には、他の配置が当業者に明らかとなる。
【００８０】
　液体試料は、たとえばピペットのチップのような、試料ディスペンサーの先端を、連続
流チューブ入口の真上に配置し、および液体試料をゆっくり分注することによって、連続
流チューブ内へ導入されうる。好ましくは液体試料は約２０μＬである。しかし、液体試
料は１μＬほど少なくてもよく、または５０μＬほど多くてもよい。表面張力作用のため
、疎水性油キャリヤー中に分注された水系液体試料は、実質的に球形である。任意にピペ
ットの先端は液体試料の球と接触したままであり、球を連続流チューブ入口へ操作するこ
とを助け、および球がリザーバーの壁へ「落ちる」ことを防ぐ。流動キャリヤーの連続流
チューブ入口への流れがあるため、液体試料の球はそこで入口へ「発射」され、そこから
連続流チューブ内へ、出口に加えられる吸引力によって引き込まれる。複数の液体試料が
連続流チューブへ指定時間間隔で導入されうることが理解される。液体試料は同一または
異なる試料でありうる。好ましくは、しかし必ずしも必要ではないが、介在する「洗浄」
液が試料間に加えられる。説明すると、好ましい試料負荷は下記の配列を含む：洗液－試
料－洗液－試料－洗液－など。もちろん各洗液／試料液はキャリヤー液によって分離され
る。除去されうる任意の部分の試料は前の試料によってでなく洗液によって「捕捉」され
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るため、この配列は、試料交差汚染を低減した。好ましくは洗液は水である。
【００８１】
　本発明のサンプルポートは、高処理量自動化系に特に適する。本発明の一実施形態では
、サンプルポートに複数の連続試料（および必要に応じて洗液の用量）を、ロボット試料
取扱系によって入れることができる。高処理量用途のためのサンプルポートの別の実施形
態では、複数の連続流チューブが提供されうる。連続流チューブ入口は好ましくは、間隔
を開けてリザーバー内のアレイとなる。この実施形態はまた、ロボット試料取扱に繋がり
、それによってロボット系が複数の液体試料を複数の連続流チューブ入口へ導入できる。
代替的に、連続流チューブのアレイが下流で平行構成で合流して単一の連続流チューブと
なることができ、それによって「平行」マニホールドを定義する。この実施形態では液体
試料はマニホールドの一方の端から他方の端へ連続的に負荷され、それによって、液体試
料が連続流チューブに引き込まれおよび通る際、均等に間隔を開けることを可能にする。
しかし、別の実施形態では、連続流チューブ開口のアレイは下流で合流して直列の単一の
連続流チューブとなることができ、それによって「直列」マニホールドを定義する。有利
なことに、この実施形態では液体試料は同時に負荷されうる。
【００８２】
　代替的な一態様では、低圧試料負荷ポートが、高圧連続流系での使用のために提供され
る。この態様では、一対の間隔を開けたチューブが提供され、それは一対の間隔を開けた
回転プレートの間に置かれ、回転ステージを定義する。一つの位置では、チューブのうち
一つが大気に開放され、一方でもう一つが高圧連続流チューブと接続されている。大気に
開放されているチューブは流動キャリヤーを含み、および液体試料を受容しうる。一旦液
体試料が負荷されれば、ステージが回転され、そのため大気に開放されているチューブが
「接続」に切り替えられ、もう１つのチューブを後の液体試料を受容するために使用可能
に残す。その過程は次いで反復可能である。このポート配置は使い捨てチップを用いる試
料導入を提供し、および突き刺し可能なセプタムが無いためニードルシリンジ装置は必要
無く、およびしたがって試料交差汚染の可能性が低減されることが理解される。
【００８３】
　本発明に記載のポートは多数の型の連続流装置に適応可能となることが理解される。も
ちろん、連続流チューブの出口へ、高圧ポンプによって液流を「押す」よりもそこへ液／
液体を引くために吸引力を加える必要がある。しかし、真空ポンプは相対的に一般的でお
よび安価な実験装置であり、連続流チューブの出口へ吸引力を提供するように相対的に容
易に適応されうるため、出願者は、既存の連続流系を本発明の装置で改変するのに伴うコ
ストは相対的に小さいと考える。
【００８４】
　一実施形態では、本発明は吸引力で動作する任意の連続流装置に適する。たとえば、そ
れはＰＣＴ公開番号ＷＯ０３／０１６５５８に記載される連続流装置との使用に適応され
うる。ＷＯ０３／０１６５５８によると、複数の液体試料によって割り込まれる流動キャ
リヤー流が、複数の異なる温度帯を有する円筒形の熱交換器の周りに巻かれた連続流チュ
ーブを通って過圧下でポンプされる。温度帯は、核酸のその構成鎖への変性；核酸中の相
補配列へのオリゴヌクレオチドプライマーのアニーリング；および新しい核酸鎖の合成を
提供するように選択される。連続流チューブを通って流れる液体試料は、目的レベルの増
幅が達成されるまで、これらのさまざまな温度へ循環的な方法で供される（連続流チュー
ブが熱交換器の周囲に巻き付けられた回数での増幅倍数）。これらのおよび同様の先行技
術の装置は、流動キャリヤー流を連続流チューブへ強力に通すための高圧ポンプ、および
液体試料を流動キャリヤー流へ導入するための高圧注入ポートの使用を必然的に要する。
この機器は相対的に複雑で、高価であり、定期メンテナンスおよび熟練操作者を必要とす
る。対照的に、本発明は、ここに記載される通りの新規ポートを使用、および連続流チュ
ーブを通して流動キャリヤー流を押す／推進する／ポンプするよりも引くことによって、
そのような高圧機器の使用を有利に回避する。
【００８５】
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　連続流系を用いてＰＣＲを実施する際、使用する流動キャリヤーは好ましくは、ＲＮＡ
またはＤＮＡといった外来核酸のような生物汚染物質を欠き、および、連続流チューブを
通って流れる液体試料間の汚染を実質的に防ぐように選択される。しかし、本発明では、
流動キャリヤーはまた好ましくは、液体試料の物理的性質を維持するように選択される。
出願者は、シリコンオイルが本発明に特に適することを見出している。理想的には流動キ
ャリヤーは、約５ないし５０センチストークの粘度を有するシリコンオイルである。しか
し、油の粘度はこの範囲に限定されないことが理解される。理論に制約されることを望ま
ず、シリコンオイルの適当性は主に相対的に均一な鎖長によると考えられている。したが
って、適当な粘度およびこれらの鎖長特性を有する任意の油が流動キャリヤーとして有用
である。出願者はまた、好ましいシリコンオイルは中性浮力を液体試料へ提供するもの、
すなわち約０．９５ないし０．９９ｇ／ｃｃの密度を有するものと観察している。しかし
、油密度はこの範囲に限定されないことが理解される。
【００８６】
　好ましくは液体試料は、ＰＣＲ実験用の成分の混合物である。たとえば、液体試料は、
分析または反応すべき試料、および分析または反応に使用される試薬を含む。好ましくは
分析または反応すべき試料は、ＤＮＡまたはＲＮＡ含有試料といった核酸である。試料の
他の成分は、典型的には、オリゴヌクレオチドプライマー、デオキシアデノシン三リン酸
（ｄＡＴＰ）、デオキシシチジン三リン酸（ｄＣＴＰ）、デオキシグアノシン三リン酸（
ｄＧＴＰ）、デオキシチミジン三リン酸（ｄＴＴＰ）、および少なくとも一つの熱安定性
ＤＮＡポリメラーゼ、その酵素活性な断片、その酵素活性な誘導体および逆転写酵素を含
む。
【００８７】
　連続流チューブは好ましくは実質的に透明、弾性であり、および疎水性内表面を有する
不活性材料から形成される。たとえば、テフロン（Ｔｅｆｌｏｎ）またはテフゼル（Ｔｅ
ｆｚｅｌ）または同様の材料から形成された連続流チューブが好ましい。しかし連続流チ
ューブは、吸引力下で液がそれを通って引かれることを可能にする任意の適当な材料で形
成されうる。好ましくはチューブの内径は約１ないし１．６ｍｍである。
【００８８】
　本発明のサンプルポートが連続流ＰＣＲ装置に特に適する一方、本発明の装置および方
法はこの分野に限定されないことが理解される。たとえば、本発明は、試料蛍光が各サイ
クルで測定されるタンパク質解離系および等温反応に適する。しかし、本発明は、連続流
系への試料の汚染低減した負荷のためのロボット法に特に適する。
【００８９】
　サンプルポートおよびその連続流系とのその使用を示す図をここで参照し、全体を通じ
て同じ参照番号は同じ部品をいう。まず図１８を参照して、本発明は、ポート１の形の装
置、および液体試料２を、連続流チューブ４へ流れ込みおよびそれを通って流れる流動キ
ャリヤー３流へ導入するための方法を提供する。連続流チューブ４は好ましくはテフロン
（Ｔｅｆｌｏｎ）から形成され、および出口（図示せず）および流動キャリヤー３流およ
び液体試料２が共に導入される共通の入口５を含む。ポート１は入口５に流動キャリヤー
３を連続的に供給するためのリザーバー６を含む。リザーバー６は好ましくは大気へ開放
されて構成されるため、流動キャリヤー３流は、重力によって、または出口に十分な吸引
力が加えられる際に、連続流チューブ４を通って引かれうる。
【００９０】
　上記で考察する通り、本発明はＰＣＲを用いる核酸の増幅のための連続流装置に特に適
し、およびまたロボット系による自動化高処理量試料取扱に特に適する。典型的には、こ
れらの装置では複数の液体試料２が連続流チューブ４に導入され、そこで液体試料２のそ
れぞれが、液体試料２間の汚染を防ぐために、ある量の流動キャリヤー３によって分離さ
れる。先行技術の装置では、この液体試料２および流動キャリヤー３の流れは、連続流チ
ューブ４を通ってポンプされ、および連続流チューブ４は適当な熱交換器７によって提供
される少なくとも１つの温度帯に曝露される。しかし、この態様の本発明では液体試料２
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および流動キャリヤー３の流れは、たとえば、真空瓶型の配置８によって、連続流チュー
ブの出口に吸引力を加えることによって連続流チューブ４を通って引かれうる。液体試料
２はＰＣＲ実験様の液体の混合物であることができ、および流動キャリヤー３は、たとえ
ばＲＮＡまたはＤＮＡのような核酸といった外来性生物汚染物質を含まない油といった疎
水性液である。
【００９１】
　図１８をまた参照して、リザーバー６は好ましくは中心が先細の基部９を含む。連続流
チューブ入口５はリザーバー６に入った流動キャリヤー３の容積内に沈み、および上から
液体試料２を受容するために垂直に構成される。堰１０が流動キャリヤー３のレベルを維
持するために提供される。リザーバー６の表面１１は大気圧に開放され、および蠕動ポン
プのようなポンプ（図示せず）がリザーバー６に流動キャリヤー３を入口１２を通って供
給する。ウェル１４内の流動キャリヤー３のオーバーフロー１３はリサイクルのためにポ
ンプに戻される。
【００９２】
　図１８から２０をここで参照して、本発明の方法は、まず連続流チューブ４を流動キャ
リヤー３の入ったリザーバー６へ接続しおよび吸引力を出口に加え、そのため流動キャリ
ヤー３が連続流チューブ４を通って均一に引かれるようにすることを含む。液体試料２が
次いで連続流チューブ４へ、ピペット１６のチップ１５を連続流チューブ入口５の上に配
置しおよび液体試料２約１０(Ｌを分注することによって導入される。シリコンオイル３
中へ分注される水系液体試料２は実質的に球形である。好ましくはピペット１６のチップ
１５は液体試料２の球と接触したままであり、球を連続流チューブ入口５へ操作すること
を助け、および球がリザーバー６の壁へ「落ちる」ことを防ぐ。流動キャリヤー３の連続
流チューブ入口５への流れがあるため、液体試料２の球はそこで入口５へ「発射」され（
図２０参照）、そこから連続流チューブ４内へ、出口に加えられる吸引力によって引き込
まれる。
【００９３】
　上記で考察する通り、流動キャリヤー３が連続流チューブ４を通って流れる液体試料２
間の汚染を防ぐ一方、本出願者は、流動キャリヤー３はまた液体試料２の物理的性質を維
持するように選択されるべきであると判断している。説明すると、流動キャリヤー３は好
ましくは、約５ないし５０センチストークの粘度を有し、および約０．９８ｇ／ｃｃの密
度を有しそれによって中性浮力を液体試料２へ提供するシリコンオイルである。出願者は
、正しくない油が用いられる場合、液体試料２の球はリザーバー６の壁へ「落ちる」およ
び壁に付着／留まるようになる傾向があることを見出している。さらに、球が下降するの
が速すぎる場合、球は連続流チューブ入口５の近くに「引っ掛かり」および連続流チュー
ブ４に完全に引き込まれない可能性がある。
【００９４】
　ここで図２１を参照すると、一対の試料チューブ１７、１８が代替的なポート配置に提
供される。試料チューブ１７、１８は、一対の間隔を開けた平行プレート１９の間に置か
れ、回転ステージを定義する。試料チューブ１７のうちの一つはポンプから流動キャリヤ
ー３で連続的に満たされ、一方でもう一つの試料チューブ１７は液体試料２を大気圧にて
受容するために空いている。一旦液体試料２が試料チューブ１８に負荷されると、チュー
ブ１８は次いで回転ステージ２０の回転によって「接続」に切り替えられ、それによって
ｉ液体試料２を連続流チューブ４へ導入する。試料チューブ１８（「接続」に今切り替え
られた）で「置き換えられた」試料チューブ１７はしたがって、後の液体試料２を受容す
るために使用可能である。
【００９５】
　高処理量用途のための代替の構成では、複数の核酸増幅を同時に実施するために、複数
の連続流チューブ４が提供されうる。連続流チューブ入口５は好ましくはリザーバー６内
で間隔を開けてアレイとなる。この実施形態はロボット試料取扱に繋がり、それによって
ロボット系が複数の液体試料２を複数の連続流チューブ入口５へ導入できる。代替的に、
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連続流チューブのアレイが下流で平行構成で合流して単一の連続流チューブ１となること
ができ、それによって「平行」マニホールドを定義する。この実施形態では、液体試料２
はマニホールドの一方の端から他方の端へ連続的に負荷され、それによって、液体試料２
が連続流チューブ４に引き込まれおよび通る際、均等に間隔を開けることを可能にする。
別の実施形態では、連続流チューブ開口５のアレイは下流で合流して直列の単一の連続流
チューブ４となることができ、それによって「直列」マニホールドを定義する。理解され
る通り、この実施形態では液体試料２は同時に負荷されうる。
【００９６】
　本発明に記載のサンプルポートは、多数の種類の連続流装置に容易に適応可能である。
ポート自体以外に、これらの既存の装置に対する唯一の実質的な変化は、重力による供給
が不十分である場合に、液体流を高圧ポンプによって「押して」通すよりも液をそれを通
って引くための、連続流チューブの出口への吸引力の提供である。吸引力は、必要な場合
は、標準的な真空ポンプなどによって供給されうる。
【００９７】
　本発明はここで下記の実施例を参照して説明され、実施例はすべての点で説明であって
および非制限的であると考えられるべきである。
【実施例】
【００９８】
　実施例１：試料注入（正に加圧された系）
　本発明の重要な一態様は、汚染無しの試料注入、すなわち、水系試料が油の流れを中断
することなしに、および一つの試料由来の蛍光が次を汚染することなしに、試料が装置を
通過する際に試料を完全に分離する能力である。実際綿ではステンレス鋼シリンジの内側
および外側を洗浄、次いで試料を注入し、次いでさらに洗浄段階を行うことが重要である
。たとえば、長さ３００ｍｍのステンレス鋼針をＣＡＳロボットヘッドに取り付け、およ
び試料を回収および負荷するのに用いる。汚染を最小化するため、好ましくは針の内容積
は試料体積より大きい。これらの実施形態では、針の内容積は約８μＬであり、およびそ
のため、試料が針の後ろからおよびシリンジバレル内へ引き出されることなく、最大５μ
Ｌの試料が安全に負荷されうる。負荷シリンジ系はミリＱ水でパージされ、および試料は
下記の通り針へ負荷される：
　　　１）　油２μＬを負荷
　　　２）　試料５μＬを負荷
　　　３）　針の外側を「噴水器」で洗浄
　　　４）　油２μＬを負荷
　油は固定チューブから負荷されるが、しかし、代替的な実施形態では針の外側の「噴水
器」洗浄の必要を無くすために、「油噴出器」を用いることができる。
　　　５）　８μＬを系の負荷ポートに負荷。
　　　６）　針を負荷ポートから除去。
　　　７）　針の内側および外側を洗浄するため、針を水１００μＬでパージ。
　　　８）　１５～３０秒待つ
　　　９）　ＩｎｊｅｃｔミリＱ水２０μＬを負荷ポートに注入。
　　１０）　１５～３０秒待つ
　　１１）　１）を繰り返す
【００９９】
　実施例２：反応チューブのリアルタイム監視
　反応チューブを通る試料の連続スキャンから組み立てられたラスターイメージを提供す
る図１５を参照する。蛍光がグレースケール密度増加で示される横線は各スキャンを表す
。図の数字はチューブ内を移動する３つの試料を特定する。試料中の蛍光が発色した後の
最後の数回転だけが示される。
【０１００】
　図１５に示されるデータは、試料の相対強度がチューブの回転数に対してプロットされ
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る図１６へ変換されうる。図１６に示されるデータは、フロー装置を通過する試料中の蛍
光変化の動的分析を可能にする。この特定の実施例では、試料Ｃ２、Ｃ４およびＣ６は使
用した特定のアンプリコンについてのＤＮＡテンプレートを含み、および交互の試料Ｃ１
、Ｃ３、Ｃ５およびＣ７はテンプレートを含まなかった。
【０１０１】
　実施例３：ＤＮＡ融解検出試験
　テンプレートあり（閾値を超える曲線）およびテンプレート無し（閾値を超えない曲線
）で分析された試料のＤＮＡ融解曲線を示す図１７を参照する。産物が融解する温度は、
実質的に正しい産物が生じていることの確認として使用されうる。
【０１０２】
　実施例４：大気圧サンプルポート（「無汚染」試料インジェクター）
　本発明のサンプルポートの使用は、汚染の無い試料適用のための改善された方法および
、試料を注入するために容易に滅菌されうるおよび必要に応じて試料適用後に各チップが
廃棄されうる標準ピペットチップの使用を可能にする。
　本発明に記載のサンプルポートは、内径１．０ｍｍ、外径１．６ｍｍ、および長さ約１
５ｍのＥＴＦＥ（テフゼル（Ｔｅｆｚｅｌ））チューブに滑らかに接続された。水と同様
の密度および粘度５センチストークのシリコンオイルを引いた。この油は重力の作用下で
チューブを通って流れるのに十分であり、および油は注入ポートが連続流チューブの出口
より約５０ｃｍ高い場合に１００μＬ／分で流れた。水と同様の密度および粘度５０セン
チストークのシリコンオイルを引いた場合は、２００μＬ／分流速を達成するためにはチ
ューブ出口に２０ｋＰａの真空を加える必要があった。
【０１０３】
　界面活性剤を含む市販のＰＣＲ緩衝液およびＴＡＱが供給される。この界面活性剤はＤ
ＮＡを流れの過程の間に水相から油相へ移動させる原因になる。ＰＣＲ陽性および陰性対
照を分析することは、陽性の後約２０サイクルの陰性試料の汚染を結果として生じる（す
なわち百万分の１）。典型的には１０億分の１レベルの増幅が達成されるため、このレベ
ルの汚染はＰＣＲ用途には許容されない。
【０１０４】
　別の一連の実験において、各試料を下記の通りミリＱ水でのパージ後に負荷した：
　　　１）　水５μＬを負荷
　　　２）　試料５μＬを負荷
　　　３）　１）を繰り返す
【０１０５】
　各ＰＣＲ反応試料間に純水試料を注入することによって（すなわち「洗浄」液）、サイ
クル３で増幅された陽性試料および３サイクルまで分析された陰性試料の間に汚染は観察
されなかった。注入された試料はＨ2Ｏ－陽性－Ｈ2Ｏ－陰性－Ｈ2Ｏ－陽性．．．など）
であった。したがって、各試料間の水注入は１０億分の１よりも良い汚染レベルを提供す
る。
【０１０６】
　本発明は特定の実施例を参照して説明されているが、本発明は多数の他の形で実施され
うることが当業者に明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】図１は本発明に記載のサーモサイクラーの透視平面図である。
【図２】図２は図１に示すサーモサイクラーの透視裏面図である。
【図３】図３は図１に示すサーモサイクラーの平面図であり、トンネルを貫通している反
応チューブの一部を示す。
【図４】図４はＰＣＲ装置に組み込まれて示されるサーモサイクラーの透視図である。
【図５】図５は図４と同様の図であるが、熱交換器環の上に取り付けられた回転可能な走
査型検出器を含む。
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【図６】図６は図５と同様の、走査型検出器が９０(回転して示される図である。
【図７】図７は図６と同様の、検出チャンネルを示す図である。
【図８】図８は図７と同様の図である。
【図９】図９はＰＣＲ装置に組み込まれて示されるサーモサイクラーの、内側熱交換器が
明確にするため透過された透視平面図である。
【図１０】図１０は図９に示すＰＣＲ装置の側面図である。
【図１１】図１１は図１０と同様であるが、外側熱交換器が明確にするために除去されお
よび内側熱交換器が４５°回転ミラーおよび反応チューブの光学測定を可能にするための
スロットを示すために透過された図である。
【図１２】図１２はダイクロイックミラーおよび付属の光学素子を示す図９の透視裏面図
である。
【図１３】図１３は図１２に示すダイクロイックミラーおよび付属の光学素子の透視図で
ある。
【図１４】図１４は４５°回転ミラー装置の透視図である。
【図１５】図１５は反応チューブを通過する試料の連続スキャンから組み立てられたラス
ターイメージである。
【図１６】図１６は相対強度対チューブの回転数のグラフに変換された図１５に示すデー
タである。
【図１７】図１７はテンプレートあり（閾値を超える曲線）およびテンプレート無し（閾
値を超えない曲線）で分析された試料のＤＮＡ融解曲線を示す。
【図１８】図１８は本発明の第５の態様に記載の装置の側面図であり、液体試料を連続流
チューブ入口へ導入する前を示す。
【図１９】図１９は図１と同様の図であるが、流動キャリヤーのリザーバーへ導入される
液体試料を示す。
【図２０】図２０は図２と同様の図であるが、連続流チューブ入口に引き込まれる液体試
料を示す。
【図２１】図２１は代替的な装置の側面図である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するためのサンプ
ルポートであって、下記を含む前記ポート：前記流動キャリヤーを連続的に前記入口に供
給するためのリザーバー、前記入口上に実質的に一定レベルの流動キャリヤーを維持する
ように適応された前記リザーバー、および前記リザーバーは前記連続流チューブの前記入
口と滑らかに接続することができ、そのため、使用時に、前記リザーバーが実質的に大気
圧である場合、および前記流動キャリヤーが、導入される液体試料の物理的形状を維持す
るのにその性質が十分であるように選択される場合、前記流動キャリヤー流および前記液
体試料は前記連続流チューブを通って引かれる。
【請求項２】
　液体試料が水系試料である、請求項１に記載のサンプルポート。
【請求項３】
　キャリヤー液が疎水性液体である、請求項１または請求項２に記載のサンプルポート。
【請求項４】
　疎水性液体が油である、請求項３に記載のサンプルポート。
【請求項５】
　油がシリコンオイルまたはシリコンを基礎とする油である、請求項４に記載のサンプル
ポート。
【請求項６】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するための方法で
あって、下記の段階を含む前記方法：請求項１に記載のサンプルポートを提供；前記連続
流チューブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続；前記流動キャリヤーを前記リザ
ーバーへ導入および前記液体試料を前記流動キャリヤーへ導入、前記流動キャリヤーは、
導入される液体試料の物理的形状を維持するのにその性質が十分であるようにおよび前記
リザーバーが実質的に大気圧である場合に前記流動キャリヤー流および前記液体試料が前
記連続流チューブを通って引かれるように選択される。
【請求項７】
　出口および、キャリヤー流および液体試料の両方が導入される共通の入口を有する連続
流チューブを通って流れる流動キャリヤー流へある量の液体試料を導入するための方法で
あって、下記の段階を含む前記方法：請求項１に記載のポートを提供；前記連続流チュー
ブの前記入口を前記リザーバーと滑らかに接続；前記流動キャリヤーを前記リザーバーへ
導入；液体試料ディスペンサーを前記リザーバーに入った前記流動キャリヤーに浸漬；前
記液体試料を隣接する前記入口へ分注、および任意に前記分注された液体試料を前記液体
試料ディスペンサーで、前記分注された液体試料が前記入口へ導入されおよび前記連続流
チューブを通って引かれるように操作、前記流動キャリヤーは、導入される液体試料の物
理的形状を維持するのにその性質が十分であるようにおよび前記リザーバーが実質的に大
気圧である場合に前記流動キャリヤー流および前記液体試料が前記連続流チューブを通っ
て引かれるように選択される。
【請求項８】
　請求項１に記載のサンプルポートを含む連続流装置。
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【請求項９】
　核酸増幅反応を実施するためのサーモサイクリング装置である、請求項８に記載の連続
流装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の連続流装置を用いる、ＰＣＲまたはＬＣＲ形式で核酸を増幅する方法
。
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