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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体試料中の検体の存在を検出するための方法であって、
（a）溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を含む液体試料を生成する工程であって、該磁性粒子は、150nm～950nmの平均
直径、1×109～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合
部分を有し、該結合部分は、検体の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能す
る、工程；
（b）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、(i)磁性粒子および検体
を含む液体試料を保持するウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを
有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンス
を使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを
検出するように構成されている、および、任意で、(ii)デバイス内への挿入およびデバイ
スからの取り外しを容易にするようにサイズ調整された着脱式カートリッジを含み、該着
脱式カートリッジは、1つまたは複数のアッセイ試薬を保持するための試薬モジュール、
および磁性粒子および検体を含む液体試料を保持するための検出チャンバーを含む検出モ
ジュールを含む、モジュールカートリッジである、工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定する工程；および
（e）工程（d）の結果に基づいて、検体の存在または濃度を検出する工程、を含む方法。
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【請求項２】
　磁性粒子が、実質的に単分散である、および/または、磁性粒子が、検体の非存在下で
非特異的可逆性を示す、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　工程（d）が、液体試料のT2緩和応答を測定することを含み、かつ、液体試料中の凝集
作用の増加が、試料の観測されるT2緩和率の増加を引き起こす、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　検体が、標的核酸である、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記標的核酸が、白血球または病原体から抽出される、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　磁性粒子が、700nm～900nmの平均粒子直径を有する、請求項4に記載の方法。
【請求項７】
　磁性粒子が、700nm～850nmの平均粒子直径を有する、請求項4に記載の方法。
【請求項８】
　全血試料中の病原体の存在を検出するための方法であって、
（a）対象由来の全血試料を提供する工程；
（b）0.05～4.0mLの全血試料と赤血球溶解剤を混合して、破壊した赤血球を生成する工程
；
（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部
または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを
再懸濁する前にペレットを洗浄し、かつ、任意で、工程（c）を繰り返す工程；
（d）抽出物の細胞を溶解し、溶解物を形成する工程；
（e）工程（d）の溶解物を容器に入れ、かつ、溶解物中の標的核酸を増幅して、標的核酸
を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出される病原体に
特徴的である、工程；
（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物溶液と、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあ
たり、1×106～1×1013個の磁性粒子を混合して、液体試料を形成する工程であって、該
磁性粒子は、700nm～950nmの平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩
和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤
の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（g）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標的核
酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（i）工程（h）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程であって、該液体試料
は任意で全血タンパク質および非標的オリゴヌクレオチドを含む、工程；および
（j）工程（i）の結果に基づいて、病原体を検出する工程を含み、
任意で、該病原体は、細菌または真菌であり、かつ、前記方法は、全血試料において、10
細胞/mLの病原体濃度を検出することが可能である、方法。
【請求項９】
　工程（a）～（i）が、3時間以内に完了する、および/または、工程（i）が、前記増幅
した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　全血試料中のウイルスの存在を検出するための方法であって、
（a）対象由来の血漿試料を提供する工程；
（b）0.05～4.0mLの血漿試料と溶解剤を混合して、破壊したウイルスを含む混合物を生成
する工程；
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（c）混合物（b）を容器に入れ、かつ、濾液中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増
幅した濾液溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出されるウイルスに特徴的で
ある、工程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した濾液溶液を、増幅した濾液溶液1ミリリットルあたり
、1×106～1×1013個の磁性粒子と混合して、液体試料を形成する工程であって、該磁性
粒子は、700nm～950nmの平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能
、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存
在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（e）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標的核
酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに液体試料を曝露させる工程；
（g）工程（f）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程；および
（h）工程（g）の結果に基づいて、ウイルスを検出する工程を含み、
ここで、全血試料において、100個未満のウイルスコピーを検出することが可能である、
方法。
【請求項１１】
　工程（a）～（g）が、3時間以内に完了する、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　全血試料中の病原体の存在を検出するための方法であって、
（a）対象由来の全血試料を提供する工程；
（b）全血試料と赤血球溶解剤を混合して、破壊した赤血球を生成する工程；
（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部
または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを
再懸濁する前にペレットを洗浄し、かつ、任意で、工程（c）を繰り返す工程；
（d）抽出物の細胞を溶解し、溶解物を形成する工程；
（e）工程（d）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、溶解物中の標的核酸を増幅して、
標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出される
病原体に特徴的である、工程；
（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性粒子は、700nm～950nmの平均直
径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存
在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（g）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（i）工程（h）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（j）工程（i）の結果に基づいて、病原体を検出する工程、を含む方法。
【請求項１３】
　工程（a）～（i）が、3時間以内に完了する、および/または、工程（i）が、前記増幅
した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法であって、
（a）対象由来の全血試料から1つまたは複数の細胞を提供する工程；
（b）前記細胞を溶解して、溶解物を形成する工程；
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（c）溶解物中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工
程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液、および増幅した溶解物溶液1ミリリット
ルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性
粒子は、700nm～950nmの平均直径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、
標的核酸または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工
程；
（e）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（h）工程（f）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（i）工程（h）の結果に基づいて、標的核酸を検出する工程、を含む方法。
【請求項１５】
　前記標的核酸が、工程（d）の前に精製される、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法であって、
（a）対象由来の全血試料中の赤血球を溶解することにより生成する抽出物を提供し、試
料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄し、かつ、
ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを再懸濁する前にペレットを洗
浄し、かつ、任意で、遠心分離、廃棄、および再懸濁のステップを繰り返す工程；
（b）抽出物中の細胞を溶解して、溶解物を形成する工程であって、任意で抽出物とビー
ズを混ぜ合わせて混合物を形成し、かつ、混合物を撹拌して溶解物を形成することを含む
、工程；
（c）工程（b）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、その中の核酸を増幅して、標的核
酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性粒子は、700nm～950nmの平均直
径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存
在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（e）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（g）工程（f）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（h）工程（g）の結果に基づいて、標的核酸を検出する工程であって、該工程（g）は、
増幅した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、工程を含む方法。
【請求項１７】
　前記磁性粒子が、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプロ
ーブを有する1つまたは複数の集団を含み、第一のプローブが、標的核酸の第一のセグメ
ントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブが、標的核酸の第二のセグメントに
結合するように機能し、該磁性粒子が、標的核酸の存在下で凝集体を形成する、請求項8
～16のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記磁性粒子が、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表
面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブ
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を含む前記多価結合部分を含み、第一のプローブが、前記第一の結合部分に結合するよう
に機能し、かつ、第二のプローブが、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分
および多価結合部分が、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能す
る、請求項8～16のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　液体試料中のカンジダ（Candida）種の存在を検出するための方法であって、
（a）液体試料中のカンジダ細胞を溶解する工程；
（b）各々、複数のカンジダ種に共通している順方向プライマーおよび逆方向プライマー
の存在下で、検出される核酸を増幅して、カンジダアンプリコンを含む溶液を形成する工
程；
（c）該溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013

個の磁性粒子を含む液体試料を生成する工程であって、該磁性粒子は、700nm～950nmの平
均直径、1×109～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結
合部分を有し、該結合部分は、カンジダアンプリコンまたは多価結合剤の存在下で、磁性
粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（d）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子およびカンジ
ダアンプリコンを含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に
配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およ
びRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより
生成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（e）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（f）工程（e）に続いて、シグナルを測定する工程；および
（g）工程（f）の結果に基づいて、カンジダ種が試料中に存在したか否かを決定する工程
、を含む方法。
【請求項２０】
　順方向プライマーが、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、および/または、逆方向プライマーが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
(a)カンジダ種が、カンジダ・アルビカンス（Candida albicans）であり、かつ、第一の
プローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、かつ、第二のプローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、
(b)カンジダ種が、カンジダ・クルセイ（Candida krusei）であり、かつ、第一のプロー
ブおよび第二のプローブが、以下：

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含む、
(c)カンジダ種が、カンジダ・グラブラータ（Candida glabrata）であり、かつ、第一の
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プローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、かつ、第二のプローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、または
(d)カンジダ種が、カンジダ・パラシローシス（Candida parapsilosis）またはカンジダ
・トロピカリス（Candida tropicalis）であり、かつ、第一のプローブおよび第二のプロ
ーブが、以下：

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含む、
請求項19に記載の方法。
【請求項２２】
　工程（a）～（h）が、3時間以内に完了する、請求項19～21のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２３】
　磁性粒子が、その表面に第一のプローブを有する第一の集団、およびその表面に第二の
プローブを有する第二の集団の2つの集団を含む、請求項19～21のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記磁性粒子が、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプロ
ーブを有する1つまたは複数の集団を含み、第一のプローブが、カンジダアンプリコンの
第一のセグメントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブが、カンジダアンプリ
コンの第二のセグメントに結合するように機能し、該磁性粒子が、カンジダアンプリコン
の存在下で、凝集体を形成する、請求項19～21のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記磁性粒子が、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表
面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブ
を含む前記多価結合部分を含み、第一のプローブが、前記第一の結合部分に結合するよう
に機能し、かつ、第二のプローブが、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分
および多価結合部分が、カンジダアンプリコンの存在下で、磁性粒子の凝集を変化させる
ように機能する、請求項19～21のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　試料における検体を検出する方法であって、
（a）GRO-α、高移動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アン
タゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、1L-13、IL-18、マクロフ
ァージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポン
チン、RANTES（regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted；ま
たはCCL5）、TNF-α、C-反応性タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タンパク質1（MCP-
1）、アデノシンデアミナーゼ結合タンパク質（ABP-26）、誘導性一酸化窒素合成酵素（i
NOS）、リポ多糖結合タンパク質、およびプロカルシトニンから選択される1つまたは複数
の検体を有することが疑われる液体試料を得る工程；



(7) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

（b）液体試料の一部を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子
と混ぜ合わせることによりアッセイ試料を調製する工程であって、該磁性粒子は、150nm
～950nmの平均直径および1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能を有し、か
つ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、1つまたは複数の検
体の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する、工程；
（c）アッセイ試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および1つ
または複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲
に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石お
よびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることによ
り生成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（d）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスにアッセイ試料を曝露させる工程；
（e）工程（d）に続いて、アッセイ試料から生成されるシグナルを測定する工程；および
（f）工程（e）の結果に基づいて、検体を検出する工程、を含む方法。
【請求項２７】
　アシネトバクター属（Acinetobacter sp.）、アスペルギルス・フミガーツス（Aspergi
llus fumigatis）、バクテロイデス・フラジリス（Bacteroides fragilis）、blaSHV、バ
ークホルデリア・セパシア（Burkholderia cepacia）、カンピロバクター・ジェジュニ（
Campylobacter jejuni）/コリ（coli）、カンジダ・ギリエルモンディ（Candida guillie
rmondii）、カンジダ・アルビカンス（Candida albicans）、カンジダ・グラブラータ（C
andida glabrata）、カンジダ・クルセイ（Candida krusei）、カンジダ・ルシタニアエ
（Candida lusitaniae）、カンジダ・パラプシローシス（Candida parapsilosis）、カン
ジダ・トロピカリス（Candida tropicalis）、ウェルシュ菌（Clostridium pefringens）
、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロバクター・アエロゲネス（Enterobacter aerao
genes）、エンテロバクター・クロアカエ（Enterobacter cloacae）、エンテロバクター
属（Enterobacteriaceae）、エンテロコッカス・フェカーリス（Enterococcus faecalis
）、エンテロコッカス・フェシウム（Enterococcus faecium）、大腸菌（Escherichia co
li）、ヘモフィルス・インフルエンザ（Haemophilus influenzae）、キンゲラ・キンゲ（
Kingella Kingae）、クレブシエラ・オキシトカ（Klebsiella oxytoca）、クレブシエラ
・ニューモニエ（Klebsiella pneumoniae）、リステリア・モノサイトジェネス（Listeri
a monocytogenes）、MecA遺伝子（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)）、モルガネラ
・モルガニー（Morganella morganii）、ナイセリア・メニンジティディス（Neisseria m
eningitidis）、メニンジティディス以外のナイセリア属、プレボテラ・ブカエ（Prevote
lla buccae）、プレボテラ・インターメディア（Prevotella intermedia）、プレボテラ
・メラニノゲニカ（Prevotella melaninogenica）、プロピオニバクテリウム・アクネス
（Propionibacterium acnes）、プロテウス・ミラビリス（Proteus mirabilis）、プロテ
ウス・ブルガリス（Proteus vulgaris）、緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）、サルモネ
ラ・エンテリカ（Salmonella enterica）、セラチア・マルセセンス（Serratia marcesce
ns）、黄色ブドウ球菌、スタフィロコッカス・ヘモリチカス（Staphylococcus haemolyti
cus）、ステノトロホモナス・マルトフィリア（Stenotrophomonas maltophilia）、スタ
フィロコッカス・サプロフィティクス（Staphylococcus saprophyticus）、ストレプトコ
ッカス・アガラクティエ（Streptococcus agalactie）、ストレプトコッカス・ボビス（S
treptococcus bovis）、ストレプトコッカス・ディスガラクティエ（Streptococcus dysg
alactiae）、ストレプトコッカス・ミティス（Streptococcus mitis）、ストレプトコッ
カス・ミュータンス（Streptococcus mutans）、ストレプトコッカス・ニューモニエ（St
reptococcus pneumoniae）、ストレプトコッカス・ピオゲネス（Streptococcus pyogenes
）、およびストレプトコッカス・サングイス（Streptococcus sanguinis）から選択され
る敗血症に関連する病原体に由来する1つまたは複数の病原体関連検体の存在を検出する
ことをさらに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　1つまたは複数の検体の検出のためのシステムであって：



(8) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

（a）（i）磁界を画定する永久磁石；（ii）磁性粒子および1つまたは複数の検体を含む
液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを
有する、支持体であって、該RFコイルは、永久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して
生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するよ
うに構成されている、支持体；および（iii）RFコイルと連通している1つまたは複数の電
気素子であって、シグナルを増幅、整流、送信、および/または電子化するように構成さ
れている、電気素子を含む、第一のユニット；ならびに
（b）システム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするようにサイズ調整
された着脱式カートリッジを含む、第二のユニットであって、該着脱式カートリッジは、
（i）1つまたは複数のアッセイ試薬を保持するための試薬モジュール；（ii）磁性粒子お
よび1つまたは複数の検体を含む液体試料を保持するための検出チャンバーを含む検出モ
ジュール、および任意で、(iii)滅菌可能な入口モジュールを含む、モジュールカートリ
ッジである、第二のユニットを含み、
ここで、試薬モジュール、検出モジュール、および任意で、滅菌可能な入口モジュールは
、使用前にモジュールカートリッジに組み立てることができ、かつ、検出チャンバーが、
モジュールカートリッジから着脱可能である、システム。
【請求項２９】
　アッセイプロトコールを実行し、かつ、アッセイデータを保存するためのプロセッサを
備えたシステムコンピューターをさらに含み、かつ、前記着脱式カートリッジが、（i）
検出される検体を表示する読み取り可能なラベル、（ii）実行されるアッセイプロトコー
ルを表示する読み取り可能なラベル、（iii）患者の識別番号を表示する読み取り可能な
ラベル、（iv）カートリッジに含まれるアッセイ試薬の位置を表示する読み取り可能なラ
ベル、または（v）プログラム可能なプロセッサの使用説明書を含む読み取り可能なラベ
ルをさらに含む、請求項28に記載のシステム。
【請求項３０】
　1つまたは複数の検体が核酸である、請求項28または29に記載のシステム。
【請求項３１】
　磁性粒子が、700nm～900nmの平均粒子直径を有する、請求項30に記載のシステム。
【請求項３２】
　磁性粒子が、700nm～850nmの平均粒子直径を有する、請求項31に記載のシステム。
【請求項３３】
　請求項28に記載のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするよう
にサイズ調整された着脱式カートリッジであって、該着脱式カートリッジが、1つまたは
複数のアッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つまたは
複数のチャンバーを含み、該試薬モジュールが、（i）100nm～699nmの平均直径、1×108

～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有する
、1×106～1×1013個の磁性粒子を保持するためのチャンバーであって、該結合部分は、1
つまたは複数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させる
ように機能する、チャンバー；および（ii）緩衝液を保持するためのチャンバーであって
、任意で、該緩衝液が0.1％～3％（w/w）のアルブミン、0.01％～0.5％の非イオン界面活
性剤、溶解剤、またはそれらの組み合わせを含む、チャンバーを含む、着脱式カートリッ
ジ。
【請求項３４】
　請求項28に記載のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするよう
にサイズ調整された着脱式カートリッジであって、該着脱式カートリッジが、1つまたは
複数のアッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つまたは
複数のチャンバーを含み、該試薬モジュールが、（i）700nm～950nmの平均直径、1×109

～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にオリゴヌクレオチ
ド結合部分を有する、1×106～1×1013個の磁性粒子を保持するためのチャンバーであっ
て、該オリゴヌクレオチド結合部分は、1つまたは複数の検体の存在下で、磁性粒子の特
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異的な凝集を変化させるように機能する、チャンバー；および（ii）緩衝液を保持するた
めのチャンバーであって、任意で、該緩衝液が0.1％～3％（w/w）のアルブミン、0.01％
～0.5％の非イオン界面活性剤、溶解剤、またはそれらの組み合わせを含む、チャンバー
を含む、着脱式カートリッジ。
【請求項３５】
　磁性粒子および緩衝液が、カートリッジ内の単一チャンバー中に共存する、請求項33ま
たは34に記載の着脱式カートリッジ。
【請求項３６】
(a)細胞を溶解するためのビーズを含むチャンバー；
(b)ポリメラーゼを含むチャンバー；および/または、
(c)プライマーを含むチャンバー
をさらに含む、請求項33または34に記載の着脱式カートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体の検出のためのアッセイおよびデバイス、ならびに疾患の処置および診
断におけるそれらの使用を特徴とする。
【背景技術】
【０００２】
　磁気センサーが、媒体の中でも特に、生物流体、食品および土壌試料を含む、様々な媒
体における分子間相互作用を検出するために設計されている。標的に結合したときに、こ
れらのセンサーは、試料の隣接する水分子（または遊離水素を含む任意の溶媒分子）の特
性を変化させることから、磁気共鳴（NMR/MRI）技術により検出することができる。従っ
て、これらのセンサーを液体試料において使用することによって、磁気センサーを使用し
て極めて低濃度で、検体（小分子、DNA、RNA、タンパク質、糖質、微生物、代謝産物およ
び病原体（例えば、ウイルス））の存在を検出すること、およびその量を潜在的に定量化
することが可能である。
【０００３】
　一般的に、磁気センサーは、それらの目的とする分子標的に結合あるいは連結して、ク
ラスター（凝集体）を形成する磁性粒子である。磁性粒子が集合してクラスターになり、
その有効断面積がより大きくなる（かつ、クラスターの数密度がより小さくなる）とき、
水または他の溶媒分子との相互作用が変化して、物理的変化の中でも特に、測定される緩
和率（例えば、T2、T1、T2

*）、感受性、歳差運動周波数の変化がもたらされると考えら
れている。また、クラスター形成を、可逆的（例えば、温度変化、化学分解、pH変化など
により）に設計することができるため、「順方向」または「逆方向」（競合的および阻害
）アッセイを特異的検体の検出のために開発することもできる。順方向（クラスター化）
型および逆方向（クラスター分離）型のアッセイを、広範囲の生物学的関連材料を検出す
るために使用することができる。MRS（磁気共鳴スイッチ）現象は過去に記載されている
（米国特許公報第20090029392号（特許文献1）を参照）。
【０００４】
　多くの診断アッセイは、ピコモルまたはサブピコモル範囲の感度を必要とする。感染性
因子、核酸、小分子、細菌兵器（biowarfare agent）および微生物、ならびに分子標的（
バイオマーカー）または分子標的とイムノアッセイ標的の組み合わせの現在の検出は、通
常、事前の試料調製、試料を分析するための時間、および個々の検体の各々についての単
一試験を必要とする。4つのユニークな特徴および性質、すなわち、1）試料調製がほとん
どない、2）多分子型にわたる多重検出、3）診断情報の迅速な収集、および4）ポイント
オブケアの臨床的判断のための正確な情報を有する磁気ナノセンサーと共に使用するため
に適切である、迅速で市販可能なNMRベースの検体検出デバイスが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】米国特許公報第20090029392号
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、検体の検出のためのシステムおよび方法を特徴とする。
【０００７】
　本発明は、液体試料中の検体の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法は、（a
）溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁
性粒子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×
109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含
む液体試料を生成すること（該磁性粒子は、150nm～699nm（例えば、150～250、200～350
、250～450、300～500、450～650、または500～699nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-
1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011

、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に
結合部分を有し、該結合部分は、検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変
化させるように機能する）；（b）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁
性粒子、多価結合剤、および検体を含む液体試料を保持するウェルを画定し、かつ、ウェ
ルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数
の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させる
ことにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（c）バイアス磁界
およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に続いて、シグナル
を測定すること；および（e）工程（d）の結果に基づいて、検体を検出すること、を含む
。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非
存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、
γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば
、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキスト
ラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様におい
ては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0
.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01
％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.
2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、また
はそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子
1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80
μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液
体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことが
できる。例えば、検体は、クレアチニンであることができ、液体試料は、複数のクレアチ
ニンコンジュゲートを有する多価結合剤を含むことができ、かつ、磁性粒子は、クレアチ
ニン抗体で修飾された表面を含むことができる。別の態様においては、検体は、タクロリ
ムスであることができ、液体試料は、複数のタクロリムスコンジュゲートを有する多価結
合剤を含むことができ、かつ、磁性粒子は、タクロリムス抗体で修飾された表面を含むこ
とができる。本方法の特定の態様においては、工程（d）は、液体試料のT2緩和応答を測
定することを含み、かつ、液体試料中の凝集作用の増加が、試料の観測されるT2緩和率の
増加を引き起こす。ある態様においては、検体は、標的核酸（例えば、白血球、または病
原体から抽出された標的核酸）である。
【０００８】
　本発明は、液体試料中の検体の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法は、（a
）溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁
性粒子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×
109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含
む液体試料を生成すること（該磁性粒子は、700nm～1200nm（例えば、700～850、800～95
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0、900～1050、または1000～1200nm）の平均直径、1×109～1×1012mM-1s-1（例えば、1
×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたり
のT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、検体の存在下で、磁
性粒子の凝集を変化させるように機能する）；（b）液体試料をデバイスに入れること（
該デバイスは、磁性粒子、多価結合剤、および検体を含む液体試料を保持するウェルを画
定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは
、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体
試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（
c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に
続いて、シグナルを測定すること；および（e）工程（d）の結果に基づいて、検体の存在
または濃度を検出すること、を含む。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散
であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒
子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダー
ゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレ
ンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表
面をさらに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のア
ルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5
％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％
～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％
～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の
態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40
μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタ
ンパク質で修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の
検体を有する多価結合剤を含むことができる。例えば、検体は、クレアチニンであること
ができ、液体試料は、複数のクレアチニンコンジュゲートを有する多価結合剤を含むこと
ができ、かつ、磁性粒子は、クレアチニン抗体で修飾された表面を含むことができる。別
の態様においては、検体は、タクロリムスであることができ、液体試料は、複数のタクロ
リムスコンジュゲートを有する多価結合剤を含むことができ、かつ、磁性粒子は、タクロ
リムス抗体で修飾された表面を含むことができる。本方法の特定の態様においては、工程
（d）は、液体試料のT2緩和応答を測定することを含み、かつ、液体試料中の凝集作用の
増加が、試料の観測されるT2緩和率の増加を引き起こす。ある態様においては、検体は、
標的核酸（例えば、白血球、または病原体から抽出された標的核酸）である。
【０００９】
　本発明は、さらに、全血試料中の病原体の存在を検出するための方法を特徴とし、本方
法は、（a）対象から全血試料を提供すること；（b）全血試料と赤血球溶解剤溶液を混合
して、破壊した赤血球を生成すること；（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上
清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁し
て抽出物を形成し、場合により、ペレットを再懸濁する前にペレットを洗浄し（例えば、
TE緩衝液で）、かつ、場合により、工程（c）を繰り返すこと；（d）抽出物の細胞を溶解
し、溶解物を形成すること；（e）工程（d）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、溶解
物中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成すること（該標的
核酸は、検出される病原体に特徴的である）；（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物
溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリリットルあた
り、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×
1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を検出チューブに加えること（該磁性粒子
は、700nm～1200nm（例えば、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）の
平均直径、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結
合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する）；（g）検出チューブを
デバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子および標的核酸を含む検出チューブを保
持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持
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体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生
じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するよう
に構成されている）；（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる
こと；（i）工程（h）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定すること；および（
j）工程（i）の結果に基づいて、病原体を検出すること、を含む。ある態様においては、
工程（a）～（i）は、4時間以内（例えば、3.5時間、3.0時間、2.5時間、2時間、1.5時間
、または1時間以内）に完了する。別の態様においては、工程（i）は、増幅した溶解物溶
液の事前精製なし（すなわち、溶解物溶液は、形成された後に分画されていない）に実施
される。特定の態様においては、工程（c）は、ペレットを再懸濁する前にペレットを洗
浄して、抽出物を形成することを含む。特定の態様においては、工程（d）は、抽出物と
ビーズを合わせて混合物を形成し、かつ、混合物を撹拌して溶解物を形成することを含む
。磁性粒子は、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプローブ
を有する1つまたは複数の集団を含むことができ、第一のプローブは、標的核酸の第一の
セグメントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、標的核酸の第二のセグメ
ントに結合するように機能し、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝集体を形成する。あ
るいは、本アッセイは、解離アッセイであることができ、その解離アッセイでは、磁性粒
子は、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表面に第二の結
合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブを含む多価結
合部分を含み、第一のプローブは、第一の結合部分に結合するように機能し、かつ、第二
のプローブは、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分および多価結合部分は
、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する。ある態様において
は、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可
逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾ
チーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレン
グリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択される
ブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、溶解物は、緩衝
液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1
％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界
面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.
2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせを
さらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40
μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100
μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。溶解物は、高分子足場にコ
ンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。
【００１０】
　本発明は、全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法は、
（a）対象からの全血試料から1つまたは複数の細胞を提供すること；（b）細胞を溶解し
て、溶解物を形成すること；（c）溶解物中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅
した溶解物溶液を形成すること；（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液、および
増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子を検出チューブ
に加えること（該磁性粒子は、700nm～1200nmの平均直径およびそれらの表面に結合部分
を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化さ
せるように機能する）；（e）検出チューブをデバイスに入れること（該デバイスは、磁
性粒子および標的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェ
ルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数
の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させる
ことにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（f）バイアス磁界
およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；（h）工程（f）に続いて、検出チュ
ーブからのシグナルを測定すること；および（i）工程（h）の結果に基づいて、標的核酸
を検出すること、を含む。特定の態様においては、標的核酸は、工程（d）の前に精製さ
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れる。特定の態様においては、工程（b）は、抽出物とビーズを合わせて混合物を形成し
、かつ、その混合物を撹拌して溶解物を形成することを含む。磁性粒子は、それらの表面
にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプローブを有する1つまたは複数の集
団を含むことができ、第一のプローブは、標的核酸の第一のセグメントに結合するように
機能し、かつ、第二のプローブは、標的核酸の第二のセグメントに結合するように機能し
、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝集体を形成する。あるいは、本アッセイは、解離
アッセイであることができ、その解離アッセイでは、磁性粒子は、それらの表面に第一の
結合部分を有する第一の集団およびそれらの表面に第二の結合部分を有する第二の集団、
ならびに第一のプローブおよび第二のプローブを含む多価結合部分を含み、第一のプロー
ブは、第一の結合部分に結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、第二の結合部
分に結合するように機能し、結合部分および多価結合部分は、標的核酸の存在下で、磁性
粒子の凝集を変化させるように機能する。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単
分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁
性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチ
ダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エ
チレンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾され
た表面をさらに含む。特定の態様においては、溶解物は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）の
アルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.
5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％
～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％
～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の
態様においては、磁性粒子は、場合により、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg
（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つま
たは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。溶解物は、高分子足場にコンジュゲート
した複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。
【００１１】
　本発明は、さらに、全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法を特徴とし、本
方法は、（a）対象からの全血試料中の赤血球を溶解することにより生成する抽出物を提
供し、試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄し
、かつ、ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、場合により、ペレットを再懸濁する前に
ペレットを洗浄し（例えば、TE緩衝液で）、かつ、場合により、工程（a）の遠心分離、
廃棄、および洗浄を繰り返すこと；（b）抽出物中の細胞を溶解して、溶解物を形成する
こと；（c）工程（b）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、その中の核酸を増幅して、
40％（w/w）～95％（w/w）の標的核酸（例えば、40～60％、60～80％、または85～95％（
w/w）の標的核酸）および5％（w/w）～60％（w/w）の非標的核酸（例えば、5～20％、20
～40％、または40～60％（w/w）の非標的核酸）を含む増幅した溶解物溶液を形成するこ
と；（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×10
13個の磁性粒子を検出チューブに加えること（該磁性粒子は、700nm～1200nmの平均直径
およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存在
下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する）；（e）検出チューブをデバイスに
入れること（該デバイスは、磁性粒子および標的核酸を含む検出チューブを保持するため
のウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、
該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイア
ス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように構成され
ている）；（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（g）
工程（f）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定すること；および（h）工程（g
）の結果に基づいて、標的核酸を検出すること（ここで、工程（g）は、増幅した溶解物
溶液の事前精製なしに実施される）、を含む。特定の態様においては、工程（b）は、抽
出物とビーズを混ぜ合わせて混合物を形成し、かつ、その混合物を撹拌して溶解物を形成
することを含む。磁性粒子は、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび
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第二のプローブを有する1つまたは複数の集団を含むことができ、第一のプローブは、標
的核酸の第一のセグメントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、標的核酸
の第二のセグメントに結合するように機能し、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝集体
を形成する。あるいは、本アッセイは、解離アッセイであることができ、その解離アッセ
イでは、磁性粒子は、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの
表面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプロー
ブを含む多価結合部分を含み、第一のプローブは、第一の結合部分に結合するように機能
し、かつ、第二のプローブは、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分および
多価結合部分は、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する。あ
る態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在
下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グ
ロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミ
ノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）
から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、
溶解物は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.
7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5
％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.
1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれら
の組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグ
ラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、ま
たは80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。溶解物は、
高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。
【００１２】
　本発明は、液体試料中のカンジダ（Candida）種の存在を検出するための方法を特徴と
し、本方法は、（a）液体試料中のカンジダ細胞を溶解すること；（b）順方向プライマー
および逆方向プライマー（各々、複数のカンジダ種に共通している）の存在下で、検出さ
れる核酸を増幅して、カンジダアンプリコンを含む溶液を形成すること；（c）該溶液と
磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（
例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×
108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む液体試
料を生成すること（該磁性粒子は、700nm～1200nm（例えば、700～850、800～950、900～
1050、または1000～1200nm）の平均直径、1×109～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1
×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012

mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部
分は、カンジダアンプリコンまたは多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させる
ように機能する）；（d）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子お
よびカンジダアンプリコンを含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェ
ルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数
の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させる
ことにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（e）バイアス磁界
およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（f）工程（e）に続いて、シグナル
を測定すること；および（g）工程（f）の結果に基づいて、カンジダ種が試料中に存在し
たか否かを決定する、ことを含む。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散で
あり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子
は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ
、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレン
ジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面
をさらに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアル
ブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％
～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0
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.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.
5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様
においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg
～60μg、50μg～70μg、60μ～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパ
ク質で修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体
を有する多価結合剤を含むことができる。順方向プライマーは、例えば、配列：

を含むことができる。逆方向プライマーは、例えば、配列：

を含むことができる。ある態様においては、（i）カンジダ種は、カンジダ・アルビカン
ス（Candida albicans）であり、第一のプローブは、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、かつ、第二のプローブは、オリゴヌクレオチド配列：

を含み；（ii）カンジダ種は、カンジダ・クルセイ（Candida krusei）であり、かつ、第
一のプローブおよび第二のプローブは、

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含み；（iii）カンジダ種は、カンジダ・グラ
ブラータ（Candida glabrata）であり、第一のプローブは、オリゴヌクレオチド配列：5'
-CTA CCA AAC ACA ATG TGT TTG AGA AG-3'（SEQ ID NO. 7）を含み、かつ、第二のプロー
ブは、オリゴヌクレオチド配列：5'-CCT GAT TTG AGG TCA AAC TTA AAG ACG TCT G-3'（S
EQ ID NO. 8）を含み；かつ、（iv）カンジダ種は、カンジダ・パラシローシス（Candida
 parapsilosis）またはカンジダ・トロピカリス（Candida tropicalis）であり、かつ、
第一のプローブおよび第二のプローブは、

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含む。ある態様においては、工程（a）～（h）
は、4時間以内（例えば、3.5時間、3.0時間、2.5時間、2時間、1.5時間、または1時間以
内）に完了する。特定の態様においては、磁性粒子は、その表面に第一のプローブを有す
る第一の集団、およびその表面に第二のプローブを有する第二の集団の2つの集団を含む
。別の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子の表面に第一のプローブおよび第二のプロ
ーブの両方を有する単一集団である。磁性粒子は、それらの表面にコンジュゲートした第
一のプローブおよび第二のプローブを有する1つまたは複数の集団を含むことができ、第
一のプローブは、カンジダアンプリコンの第一のセグメントに結合するように機能し、か
つ、第二のプローブは、カンジダアンプリコンの第二のセグメントに結合するように機能
し、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝集体を形成する。あるいは、本アッセイは、解
離アッセイであることができ、その解離アッセイでは、磁性粒子は、それらの表面に第一
の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表面に第二の結合部分を有する第二の集団
、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブを含む多価結合部分を含み、第一のプロ
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ーブは、第一の結合部分に結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、第二の結合
部分に結合するように機能し、結合部分および多価結合部分は、カンジダアンプリコンの
存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する。特定の態様においては、本方法
は、以下を生成することができる：（i）カンジダ陽性試料において、20％未満のT2値の
変動係数；（ii）5細胞/mL以下で、50人の個々の健康な患者の血液試料にスパイクされた
試料において、少なくとも95％の正確な検出；（iii）5細胞/mL以下で、50人の個々の不
健康な患者の血液試料にスパイクされた試料において、少なくとも95％の正確な検出；お
よび/または（iv）2mLの血液で開始して、臨床的に陽性の患者試料（すなわち、細胞培養
などの別の技術によるカンジダ陽性）における80％以上の正確な検出。
【００１３】
　本発明は、全血試料中のカンジダ種の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法は
（a）対象からの全血試料中の赤血球を溶解することにより生成する抽出物を提供するこ
と；（b）試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃
棄すること；（c）ペレットと緩衝液を混合することによりペレットを洗浄し（例えば、T
E緩衝液で）、試料を撹拌し（例えば、ボルテックスすることにより）、試料を遠心分離
して上清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄すること；（d）場合に
より、工程（b）および（c）を繰り返すこと；（e）緩衝液（例えば、TE緩衝液）の存在
下で、ペレットをビーズで破砕して、溶解物を形成すること；（f）試料を遠心分離して
、溶解物を含有する上清を形成すること；（g）工程（f）の溶解物中の核酸を増幅して、
カンジダアンプリコンを形成すること；かつ（h）カンジダアンプリコンの存在を検出す
ることを含み、ここで、本方法は、以下を生じることができる：（i）5細胞/mL以下で、5
0人の個々の健康な患者の血液試料にスパイクされた試料において、少なくとも95％の正
確な検出；（ii）5細胞/mL以下で、50人の個々の不健康な患者の血液試料にスパイクされ
た試料において、少なくとも95％の正確な検出；および/または（iii）工程（a）で、2mL
の血液で開始して、臨床的に陽性の患者試料（すなわち、細胞培養によるカンジダ陽性）
における80％以上の正確な検出。
【００１４】
　本発明は、全血試料中の病原体の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法は：（
a）0.05～4.0mLの全血試料（例えば、0.05～0.25、0.25～0.5、0.25～0.75、0.4～0.8、0
.5～0.75、0.6～0.9、0.65～1.25、1.25～2.5、2.5～3.5、または3.0～4.0mLの全血）を
提供する工程；（b）工程（a）の試料のアリコートを容器に入れ、かつ、試料中の標的核
酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した溶液を形成する工程（該標的核酸は、検出される
病原体に特徴的である）；（c）増幅した液体試料を検出デバイスに入れる工程；（d）工
程（c）の結果に基づいて、病原体を検出する工程を含み、ここで、病原体は、細菌およ
び真菌から選択され、かつ、本方法は、全血試料において、10細胞/mL（例えば、1、2、3
、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、35、40、45、または50細胞/mL）の病原体濃
度を検出することが可能である。検出デバイスは、増幅した液体試料の光学、蛍光、質量
、密度、磁性、クロマトグラフ、および/または電気化学的測定を介して、病原体を検出
することができる。ある態様においては、工程（a）～（d）は、3時間以内（例えば、3.2
、2.9、2.7、2.5、2.3、2.2、2.1、2.0、1.9、1.8、1.7、1.6、または1.5時間以内、また
は1時間以内）に完了する。さらに他の態様においては、工程（c）は、増幅した溶液の事
前精製なしに実施され、かつ/または工程（c）の液体試料は、全血タンパク質および非標
的オリゴヌクレオチドを含む。ある態様においては、病原体は、細菌および真菌から選択
される。病原体は、本明細書に記載の任意の細菌または真菌病原体であることができる。
【００１５】
　本発明は、また、全血試料中の病原体の存在を検出するための方法を特徴とし、本方法
は、以下の工程：（a）対象から全血試料を提供する工程；（b）0.05～4.0mLの全血試料
（例えば、0.05～0.25、0.25～0.5、0.25～0.75、0.4～0.8、0.5～0.75、0.6～0.9、0.65
～1.25、1.25～2.5、2.5～3.5、または3.0～4.0mLの全血）と赤血球溶解剤溶液を混合し
て、破壊した赤血球を生成する工程；（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上清
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およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁して
抽出物を形成し、場合により、ペレットを再懸濁する前にペレットを洗浄し（例えば、TE
緩衝液で）、かつ、場合により、工程（c）を繰り返す工程；（d）抽出物の細胞を溶解し
、溶解物を形成する工程；（e）工程（d）の溶解物を容器に入れ、かつ、溶解物中の標的
核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程（該標的核酸は、検
出される病原体に特徴的である）；（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物溶液と、増
幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリ
リットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010

、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を混合して、液体試料を形
成する工程（該磁性粒子は、150nm～1200nm（例えば、150～250、200～350、250～450、3
00～500、450～650、500～700nm、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm
）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1
×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたり
のT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価
結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する）；（g）液体試料をデ
バイスに入れる工程（該デバイスは、磁性粒子および標的核酸を含む検出チューブを保持
するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体
を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じ
たバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように
構成されている）；（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工
程；（i）工程（h）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程；および（j）工
程（i）の結果に基づいて、病原体を検出する工程を含み、ここで、病原体は、細菌およ
び真菌から選択され、かつ、本方法は、全血試料において、10細胞/mL（例えば、1、2、3
、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、35、40、45、または50細胞/mL）の病原体濃
度を検出することが可能である。ある態様においては、工程（a）～（i）は、3時間以内
（例えば、3.2、2.9、2.7、2.5、2.3、2.2、2.1、2.0、1.9、1.8、1.7、1.6、1.5時間以
内、または1時間以内）に完了する。さらに他の態様においては、工程（i）は、増幅した
溶解物溶液の事前精製なしに実施され、かつ/または工程（i）の液体試料は、全血タンパ
ク質および非標的オリゴヌクレオチドを含む。ある態様においては、病原体は、細菌およ
び真菌から選択される。病原体は、本明細書に記載の任意の細菌または真菌病原体である
ことができる。特定の態様においては、本方法は、全血試料において、15％未満の変動係
数で、10細胞/mL（例えば、15％、10％、7.5％、または5％未満の変動係数で、10細胞/mL
；または15％、10％、7.5％、または5％未満の変動係数で、25細胞/mL；または15％、10
％、7.5％、または5％未満の変動係数で、50細胞/mL；または15％、10％、7.5％、または
5％未満の変動係数で、100細胞/mL）の病原体濃度を測定することが可能である。ある態
様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で
非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブ
リン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポ
リエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）から
選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、液体
試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7
％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％
の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1
％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれら
の組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグ
ラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、ま
たは80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液体試料は
、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。
モニタリングするための本方法は、本明細書に記載の磁気アシスト型凝集化法のいずれか
を含むことができる。磁性粒子は、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブお
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よび第二のプローブを有する1つまたは複数の集団を含むことができ、第一のプローブは
、標的核酸の第一のセグメントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、標的
核酸の第二のセグメントに結合するように機能し、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝
集体を形成する。あるいは、本アッセイは、解離アッセイであることができ、その解離ア
ッセイでは、磁性粒子は、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれ
らの表面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプ
ローブを含む多価結合部分を含み、第一のプローブは、第一の結合部分に結合するように
機能し、かつ、第二のプローブは、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分お
よび多価結合部分は、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する
。
【００１６】
　本発明は、さらに、全血試料中のウイルスの存在を検出するための方法を特徴とし、本
方法は、以下の工程：（a）対象から血漿試料を提供する工程；（b）0.05～4.0mLの血漿
試料（例えば、0.05～0.25、0.25～0.5、0.25～0.75、0.4～0.8、0.5～0.75、0.6～0.9、
0.65～1.25、1.25～2.5、2.5～3.5、または3.0～4.0mLの全血）と溶解剤を混合して、破
壊したウイルスを含む混合物を生成する工程；（c）工程（b）の混合物を容器に入れ、か
つ、濾液中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した濾液溶液を形成する工程（該
標的核酸は、検出されるウイルスに特徴的である）；（d）工程（c）に続いて、増幅した
濾液溶液を、増幅した濾液溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例
えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×10
8～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）と混合して、液
体試料を形成する工程（該磁性粒子は、150nm～1200nm（例えば、150～250、200～350、2
50～450、300～500、450～650、500～700nm、700～850、800～950、900～1050、または10
00～1200nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～
1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子
1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸
または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する）；（e）液
体試料をデバイスに入れる工程（該デバイスは、磁性粒子および標的核酸を含む検出チュ
ーブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有す
る、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使
用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出
するように構成されている）；（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに液体試料
を曝露させる工程；（g）工程（f）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程；
および（h）工程（g）の結果に基づいて、ウイルスを検出する工程を含み、ここで、本方
法は、全血試料において、100個未満（例えば、80、70、60、50、40、30、20、または10
コピー未満）のウイルスコピーを検出することが可能である。ある態様においては、工程
（a）～（g）は、3時間以内（例えば、3.2、2.9、2.7、2.5、2.3、2.2、2.1、2.0、1.9、
1.8、1.7、1.6、1.5時間以内、または1時間以内）に完了する。ウイルスは、本明細書に
記載の任意のウイルス病原体であることができる。ある態様においては、磁性粒子は、実
質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/
または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン
、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリ
シン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で
修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％
（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％
、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例え
ば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、ま
たは0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さ
らに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例
えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは
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複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートし
た複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。モニタリングするための本方法は
、本明細書に記載の磁気アシスト型凝集化法のいずれかを含むことができる。磁性粒子は
、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプローブを有する1つ
または複数の集団を含むことができ、第一のプローブは、標的核酸の第一のセグメントに
結合するように機能し、かつ、第二のプローブは、標的核酸の第二のセグメントに結合す
るように機能し、該磁性粒子は、標的核酸の存在下で凝集体を形成する。あるいは、本ア
ッセイは、解離アッセイであることができ、その解離アッセイでは、磁性粒子は、それら
の表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表面に第二の結合部分を有す
る第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブを含む多価結合部分を含み
、第一のプローブは、第一の結合部分に結合するように機能し、かつ、第二のプローブは
、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分および多価結合部分は、標的核酸の
存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する。
【００１７】
　PCR増幅が実施される本発明のシステムおよび方法のいずれかにおいて、PCR法は、試料
中に存在する標的核酸の量を定量化するためのリアルタイムPCRであることができる。
【００１８】
　本発明は、さらに、検出チューブ内の増幅反応混合物中の標的核酸分子を増幅すること
により（例えば、PCRまたは等温増幅を使用して）、試料中の標的核酸分子を定量化し、
それによって、標的核酸分子に対応するアンプリコンが産生する方法を特徴とする。この
方法において、増幅反応混合物は、（1）標的核酸分子、（2）標的核酸分子に特異的な増
幅プライマー、および（3）超常磁性粒子を含む。この方法において、増幅はデバイスで
実施されるが、該デバイスは、超常磁性粒子および標的核酸分子を含む検出チューブを保
持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持
体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生
じたバイアス磁界に試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように構
成されている。この方法の増幅は、以下の工程を含む：
（a）1回または複数回の増幅サイクルを実施する工程；
（b）増幅反応混合物、またはそのアリコートを、超常磁性粒子の凝集または解離を可能
にする条件に曝露させる工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；
（e）所望の量の増幅が得られるまで、工程（a）～（d）を繰り返す工程；および
（f）工程（d）の結果に基づいて、対応する増幅サイクルで存在するアンプリコンを定量
化する工程。
【００１９】
　この方法において、試料中の標的核酸分子の初期量は、増幅の各サイクルで決定される
アンプリコンの量に基づいて決定される。
【００２０】
　標的核酸分子を定量化する前述の方法のいずれかにおいて、検出チューブは、増幅反応
を通して密封されたままにすることができる。これらの方法の超常磁性粒子は、100nmよ
り大きいか、または小さい直径（例えば、直径30nm）であることができる。
【００２１】
　また、標的核酸分子を定量化する前述の方法のいずれかにおいて、本方法は、検出チュ
ーブからのシグナルを測定する工程に続いて、検出チューブに磁界を印加し、それによっ
て、検出チューブの側部へ超常磁性粒子を隔離させ、かつ、1回または複数回の追加の増
幅サイクルの完了後に磁界を解除する工程をさらに含むことができる。
【００２２】
　また、標的核酸分子を定量する前述の方法のいずれかにおいて、試料は、例えば、工程
（a）の前に単離された核酸分子を含むことができない（例えば、試料は、全血であるか
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、または工程（a）の前に標的核酸分子を含有することができない）。
【００２３】
　本発明は、患者における医学的状態の診断、管理、または処置のための、患者由来の液
体試料中の1つまたは複数の検体をモニタリングする方法を特徴とし、本方法は、（a）液
体試料を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミ
リリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×101
0、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）と合わせること（該磁性粒
子は、150nm～1200nmの平均直径（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、4
50～650、500～700nm、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）、および
1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010

、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能を有
し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、1つまたは複
数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能
する）；（b）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子および1つまた
は複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配
置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびR
Fパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生
成されるシグナルを検出するように構成されている）；（c）バイアス磁界およびRFパル
スシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定するこ
と；（e）工程（d）の結果に基づいて、1つまたは複数の検体をモニタリングすること；
および（f）工程（e）の結果を使用して、医学的状態を診断、管理、または処置すること
、を含む。1つの態様においては、1つまたは複数の検体は、クレアチニンを含む。別の態
様においては、患者は、免疫不全であり、かつ、1つまたは複数の検体は、病原体関連検
体、抗生剤、抗真菌剤、および抗ウイルス剤から選択される検体を含む（例えば、1つま
たは複数の検体は、カンジダ属、タクロリムス、フルコナゾール、および/またはクレア
チニンを含むことができる）。さらに別の態様においては、患者は、癌を有し、かつ、1
つまたは複数の検体は、抗癌剤、および癌細胞中に存在する遺伝子マーカーから選択され
る。患者は、感染を有するか、またはそのリスクを有することができ、かつ、1つまたは
複数の検体は、病原体関連検体、抗生剤、抗真菌剤、および抗ウイルス剤から選択される
検体を含む。患者は、免疫炎症性状態を有することができ、かつ、1つまたは複数の検体
は、抗炎症剤およびTNF-αから選択される検体を含む。患者は、心疾患を有することがで
き、かつ、1つまたは複数の検体は、心臓マーカーを含むことができる。患者は、HIV/AID
Sを有することができ、かつ、1つまたは複数の検体は、CD3、ウイルス負荷、およびAZTを
含むことができる。ある態様においては、本方法は、患者の肝機能をモニタリングするた
めに使用され、かつ、1つまたは複数の検体は、アルブミン、アスパラギン酸トランスア
ミナーゼ、アラニントランスアミナーゼ、アルカリホスファターゼ、γ-グルタミルトラ
ンスペプチダーゼ、ビリルビン、α-フェトプロテイン、乳酸デヒドロゲナーゼ、ミトコ
ンドリア抗体、およびチトクロームP450から選択される。例えば、1つまたは複数の検体
は、チトクロームP450の多型を含み、かつ、患者の薬物代謝能は上昇する。本方法は、患
者を不全代謝者、正常代謝者、中間代謝者、または超迅速代謝者として同定することを含
むことができる。本方法は、（i）治療薬剤を患者に投与する工程；（ii）工程（i）に続
いて、患者から治療薬剤またはその代謝物を含む試料を得ること；（iii）試料と磁性粒
子を接触させ、かつ、バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させ、かつ、
試料により生成されるシグナルを検出すること；および（iv）工程（iii）の結果に基づ
いて、治療薬剤またはその代謝物の濃度を決定することにより、患者における治療薬剤の
適当用量を決定するために使用することができる。治療薬剤は、抗癌剤、抗生剤、抗真菌
剤、または本明細書に記載の任意の治療薬剤であることができる。上記のモニタリング方
法のいずれかにおいて、モニタリングは、断続的（例えば、定期的）、または継続的であ
ることができる。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および
多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、
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魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含
有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、または
アミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特
定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0
.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアル
ブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1
％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面
活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒
子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70
μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された
表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多価結合
剤を含むことができる。モニタリングするための本方法は、本明細書に記載の磁気アシス
ト型凝集化法のいずれかを含むことができる。
【００２４】
　本発明は、患者における敗血症を診断する方法を特徴とし、本方法は、（a）患者の血
液由来の液体試料を得ること；（b）液体試料の一部を、液体試料1ミリリットルあたり、
1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107

～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×10
13個の磁性粒子）と合わせることにより第一のアッセイ試料を調製すること（該磁性粒子
は、150nm～1200nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、450～650、500
～700nm、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）の平均直径、および1
×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010

、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能を有
し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、1つまたは複
数の病原体関連検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させる
ように機能する）；（c）液体試料の一部を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1
×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108

、1×107～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁
性粒子）と合わせることにより第二のアッセイ試料を調製すること（該磁性粒子は、150n
m～1200nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、450～650、500～700nm
、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）の平均直径、および1×108～1
×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109

～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能を有し、かつ
、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、結合部分は、GRO-α、高移動度群ボッ
クス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL
-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-
1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regulated on a
ctivation, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性
タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タンパク質1（MCP-1）、アデノシンデアミナーゼ
結合タンパク質（ABP-26）、誘導性一酸化窒素合成酵素（iNOS）、リポ多糖結合タンパク
質、およびプロカルシトニンから選択される敗血症に特徴的な1つまたは複数の検体の存
在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する）；（d）各アッセイ試料
をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子および1つまたは複数の検体を含む液
体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有
する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパルスシーケンスを
使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検
出するように構成されている）；（e）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに各アッ
セイ試料を曝露させること；（f）工程（e）に続いて、第一のアッセイ試料から生成され
るシグナルおよび第二のアッセイ試料から生成されるシグナルを測定すること；（g）工
程（f）の結果に基づいて、第一のアッセイ試料の1つまたは複数の検体をモニタリングし
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、かつ、第二のアッセイ試料の1つまたは複数の検体をモニタリングすること；および（h
）工程（g）の結果を使用して、対象を診断すること、を含む。1つの態様においては、第
一のアッセイ試料の1つまたは複数の病原体関連検体は、アシネトバクター・バウマニー
（Acinetobacter baumannii）、アスペルギルス・フミガーツス（Aspergillus fumigatis
）、バクテロイデス・フラジリス（Bacteroides fragilis）、B.フラジリス（B.fragilis
）、blaSHV、バークホルデリア・セパシア（Burkholderia cepacia）、カンピロバクター
・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）/コリ（coli）、カンジダ・ギリエルモンディ（C
andida guilliermondii）、C.アルビカンス（C. albicans）、C.グラブラータ（C.glabra
ta）、C.クルセイ（C.krusei）、C.ルシタニアエ（C.lusitaniae）、C.パラプシローシス
（C.parapsilosis）、C.トロピカリス（C. tropicalis）、ウェルシュ菌（Clostridium p
efringens）、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロバクター・アエロゲネス（Enterob
acter aeraogenes）、E.クロアカエ（E.cloacae）、エンテロバクター属（Enterobacteri
aceae）、エンテロコッカス・フェカーリス（Enterococcus faecalis）、E.フェシウム（
E.faecium）、大腸菌（Escherichia coli）、ヘモフィルス・インフルエンザ（Haemophil
us influenzae）、キンゲラ・キンゲ（Kingella Kingae）、クレブシエラ・オキシトカ（
Klebsiella oxytoca）、K.ニューモニエ（K.pneumoniae）、リステリア・モノサイトジェ
ネス（Listeria monocytogenes）、MecA遺伝子（MRSA）、モルガネラ・モルガナ（Morgan
ella morgana）、ナイセリア・メニンジティディス（Neisseria meningitidis）、メニン
ジティディス以外のナイセリア属、プレボテラ・ブカエ（Prevotella buccae）、P.イン
ターメディア（P. intermedia）、P.メラニノゲニカ（P. melaninogenica）、プロピオニ
バクテリウム・アクネス（Propionibacterium acnes）、プロテウス・ミラビリス（Prote
us mirabilis）、P.ブルガリス（P. vulgaris）、緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）、
サルモネラ・エンテリカ（Salmonella enterica）、セラチア・マルセセンス（Serratia 
marcescens）、黄色ブドウ球菌、S.ヘモリチカス（S. haemolyticus）、S.マルトフィリ
ア（S. maltophilia）、S.サプロフィティクス（S. saprophyticus）、ステノトロホモナ
ス・マルトフィリア（Stenotrophomonas maltophilia）、S.マルトフィリア、ストレプト
コッカス・アガラクティエ（Streptococcus agalactie）、S.ボビス（S.bovis）、S.ディ
スガラクティエ（S. dysgalactie）、S.ミティス（S. mitis）、S.ミュータンス（S. mut
ans）、S.ニューモニエ（S. pneumoniae）、S.ピオゲネス（S. pyogenes）、およびS.サ
ングイス（S. sanguinis）から選択される敗血症に関連する病原体に由来する。1つまた
は複数の病原体関連検体は、処置耐性細菌株、例えば、ペニシリン耐性、メチシリン耐性
、キノロン耐性、マクロライド耐性、および/またはバンコマイシン耐性細菌株（例えば
、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌またはバンコマイシン耐性腸球菌）に由来することがで
きる。ある態様においては、第二のアッセイ試料の1つまたは複数の検体は、GRO-α、高
移動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-
1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タン
パク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（re
gulated on activation, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-
α、C-反応性タンパク質（CRP）、CD64、および単球走化性タンパク質1（MCP-1）から選
択される。特定の態様においては、本方法は、対象の血流を循環する抗ウイルス剤、抗生
剤、または抗真菌剤の濃度をモニタリングするための、第三のアッセイ試料を調製する工
程をさらに含む。ある態様においては、対象は、免疫不全である対象、または免疫不全に
なるリスクを有する対象であることができる。上記のモニタリング方法のいずれかにおい
て、モニタリングは、断続的（例えば、定期的）、または継続的であることができる。あ
る態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在
下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グ
ロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミ
ノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）
から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、
液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～
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0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.
5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0
.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれ
らの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリ
グラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、
または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液体試料
は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる
。モニタリングするための本方法は、本明細書に記載の磁気アシスト型凝集化法のいずれ
かを含むことができる。
【００２５】
　本発明は、さらに、患者における敗血症またはSIRSの診断、管理、または処置のための
、患者由来の液体試料中の1つまたは複数の検体をモニタリングする方法を特徴とし、本
方法は、（a）液体試料を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒
子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109

、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）と合わせ
ること（該磁性粒子は、150nm～1200nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～
500、450～650、500～700nm、700～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）の
平均直径、および1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010

、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×10l0～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あた
りのT2緩和能を有し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分
は、1つまたは複数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化
させるように機能する）；（b）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性
粒子および1つまたは複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ
、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまた
は複数の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露
させることにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（c）バイア
ス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に続いて、シ
グナルを測定すること；（e）工程（d）の結果に基づいて、1つまたは複数の検体をモニ
タリングすること；および（f）工程（e）の結果を使用して、敗血症またはSIRSを診断、
管理、または処置すること、を含む。本方法は、（i）病原体関連検体をモニタリングし
、かつ、（ii）GRO-α、高移動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1
受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18
、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オ
ステオポンチン、RANTES（regulated on activation, normal T-cell expressed and sec
reted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タンパク
質1（MCP-1）、アデノシンデアミナーゼ結合タンパク質（ABP-26）、誘導性一酸化窒素合
成酵素（iNOS）、リポ多糖結合タンパク質、およびプロカルシトニンから選択される敗血
症に特徴的な第二の検体をモニタリングすることを含むことができる。ある態様において
は、病原体関連検体は、アシネトバクター・バウマニー、アスペルギルス・フミガーツス
、バクテロイデス・フラジリス、B.フラジリス、blaSHV、バークホルデリア・セパシア、
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、カンジダ・ギリエルモンディ、C.アルビカンス、C
.グラブラータ、C.クルセイ、C.ルシタニアエ、C.パラプシローシス、C.トロピカリス、
ウェルシュ菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロバクター・アエロゲネス、E.クロ
アカエ、エンテロバクター属、エンテロコッカス・フェカーリス、E.フェシウム、大腸菌
、ヘモフィルス・インフルエンザ、キンゲラ・キンゲ、クレブシエラ・オキシトカ、K.ニ
ューモニエ、リステリア・モノサイトジェネス、MecA遺伝子（MRSA）、モルガネラ・モル
ガナ、ナイセリア・メニンジティディス、メニンジティディス以外のナイセリア属、プレ
ボテラ・ブカエ、P.インターメディア、P.メラニノゲニカ、プロピオニバクテリウム・ア
クネス、プロテウス・ミラビリス、P.ブルガリス、緑膿菌、サルモネラ・エンテリカ、セ
ラチア・マルセセンス、黄色ブドウ球菌、S.ヘモリチカス、S.マルトフィリア、S.サプロ
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フィティクス、ステノトロホモナス・マルトフィリア、S.マルトフィリア、ストレプトコ
ッカス・アガラクティエ、S.ボビス、S.ディスガラクティエ、S.ミティス、S.ミュータン
ス、S.ニューモニエ、S.ピオゲネス、およびS.サングイスから選択される敗血症に関連す
る病原体に由来する。病原体関連検体は、処置耐性細菌株、例えば、ペニシリン耐性、メ
チシリン耐性、キノロン耐性、マクロライド耐性、および/またはバンコマイシン耐性細
菌株（例えば、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌またはバンコマイシン耐性腸球菌）に由来
することができる。特定の態様においては、第二の検体は、GRO-α、高移動度群ボックス
1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、
IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MlP-1）
、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regulated on acti
vation, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性タン
パク質（CRP）、CD64、および単球走化性タンパク質1（MCP-1）から選択される。特定の
態様においては、本方法は、対象の血流を循環する抗ウイルス剤、抗生剤、または抗真菌
剤の濃度をモニタリングするための、第三のアッセイ試料を調製することをさらに含む。
ある態様においては、対象は、免疫不全である対象、または免疫不全になるリスクを有す
る対象であることができる。上記のモニタリング方法のいずれかにおいて、モニタリング
は、断続的（例えば、定期的）、または継続的であることができる。ある態様においては
、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆
性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチ
ーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレング
リコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブ
ロッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝
液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1
％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界
面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.
2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせを
さらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40
μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100
μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場に
コンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。モニタリングす
るための本方法は、本明細書に記載の磁気アシスト型凝集化法のいずれかを含むことがで
きる。
【００２６】
　本発明は、さらに、1つまたは複数の検体の検出のためのシステムを特徴とし、本シス
テムは、（a）（a1）磁界を画定する永久磁石；（a2）磁性粒子および1つまたは複数の検
体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRF
コイルを有する、支持体（該RFコイルは、永久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して
生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するよ
うに構成されている）；および（a3）RFコイルと連通している1つまたは複数の電気素子
（該電気素子は、シグナルを増幅、整流、送信、および/または電子化するように構成さ
れている）を含む、第一のユニット；および（b）システム内への挿入およびシステムか
らの取り外しを容易にするようにサイズ調整された着脱式カートリッジを含む、第二のユ
ニット（該着脱式カートリッジは、（i）1つまたは複数のアッセイ試薬を保持するための
試薬モジュール；および（ii）磁性粒子および1つまたは複数の検体を含む液体試料を保
持するための検出チャンバーを含む検出モジュールを含む、モジュールカートリッジであ
る）を含み、該試薬モジュールおよび検出モジュールは、使用前にモジュールカートリッ
ジに組み立てることができ、かつ、該検出チャンバーは、モジュールカートリッジから脱
着可能である。モジュールカートリッジは、入口モジュールをさらに含むことができ、該
入口モジュール、試薬モジュールおよび検出モジュールは、使用前にモジュールカートリ
ッジに組み立てることができ、かつ、該入口モジュールは、滅菌可能である。ある態様に
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おいては、本システムは、アッセイプロトコールを実行し、かつ、アッセイデータを保存
するためのプロセッサを備えたシステムコンピューターをさらに含み、かつ、着脱式カー
トリッジは、（i）検出される検体を表示する読み取り可能なラベル、（ii）実行される
アッセイプロトコールを表示する読み取り可能なラベル、（iii）患者の識別番号を表示
する読み取り可能なラベル、（iv）カートリッジに含まれるアッセイ試薬の位置を表示す
る読み取り可能なラベル、または（v）プログラム可能なプロセッサの使用説明書を含む
読み取り可能なラベルをさらに含む。本システムは、カートリッジユニット、撹拌ユニッ
ト、遠心分離機、または本明細書に記載の任意の他のシステム構成部品を含むことができ
る。
【００２７】
　本発明は、さらに、1つまたは複数の検体の検出のためのシステムを特徴とし、本シス
テムは、（a）液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ディスポーザブル試料
ホルダーの内部に含まれ、かつウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、ディスポー
ザブル試料ホルダー（該RFコイルは、永久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じ
たバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように
構成されており、該ディスポーザブル試料ホルダーは、1つまたは複数のヒューザブルリ
ンクを含む）；および（b）（b1）磁界を画定する永久磁石；（b2）RFパルスシーケンス
および検出コイル；（b3）RFコイルと連通している1つまたは複数の電気素子（該電気素
子は、シグナルを増幅、整流、送信、および/または電子化するように構成されている）
；および（b4）ヒューザブルリンクと連通し、かつ、ヒューザブルリンクに過電流を印加
するように構成されている（リンクを遮断させ、かつ、所定の耐用年数後にコイルを作動
不能にする）1つまたは複数の電気素子を含む、MR読み取り装置、を含む。ある態様にお
いては、RFコイルと連通している電気素子は、RFコイルに誘導結合されている。
【００２８】
　本発明は、クレアチニン、タクロリムス、およびカンジダの検出のためのシステムを特
徴とし、本システムは、（a）：（a1）磁界を画定する永久磁石；（a2）磁性粒子および
クレアチニン、タクロリムス、およびカンジダを含む液体試料を保持するためのウェルを
画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体（該RFコイルは、永
久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させる
ことにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；および（a3）RFコイ
ルと連通している電気素子（該電気素子は、シグナルを増幅、整流、送信、および/また
は電子化するように構成されている）を含む、第一のユニット；および（b）システム内
への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするようにサイズ調整された着脱式カー
トリッジを含む、第二のユニット（該着脱式カートリッジは、（i）1つまたは複数のアッ
セイ試薬を保持するための複数の試薬モジュール；および（ii）磁性粒子ならびにクレア
チニン、タクロリムス、およびカンジダを含む液体試料を保持するための検出チャンバー
を含む複数の検出モジュールを含む、モジュールカートリッジである）を含み、該複数の
試薬モジュールは、（i）150nm～699nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～
500、450～650、または500～699nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×
108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1
×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にコンジュゲートした
クレアチニン抗体を有する、磁性粒子の第一の集団；（ii）クレアチニンの非存在下で磁
性粒子の第一の集団と凝集体を形成するように設計された、複数のクレアチニンコンジュ
ゲートを有する多価結合剤；（iii）150nm～699nm（例えば、150～250、200～350、250～
450、300～500、450～650、または500～699nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（
例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、また
は1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にコンジ
ュゲートしたタクロリムス抗体を有する、磁性粒子の第二の集団；（iv）タクロリムスの
非存在下で磁性粒子の第二の集団と凝集体を形成するように設計された、複数のタクロリ
ムスコンジュゲートを有する多価結合剤；（v）700nm～1200nm（例えば、700～850、800
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～950、900～1050、または1000～1200nm）の平均直径、1×109～1×1012mM-1s-1（例えば
、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×10
10～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能を有し、かつ、カンジダ核酸の存在下
で凝集体を形成するように選択された、それらの表面にコンジュゲートした第一のプロー
ブおよび第二のプローブを有する、磁性粒子の第三の集団（該第一のプローブは、カンジ
ダ核酸の第一のセグメントに結合するように機能し、かつ、該第二のプローブは、カンジ
ダ核酸の第二のセグメントに結合するように機能する）、を含む。ある態様においては、
磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性
を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチー
ム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリ
コール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロ
ッキング剤で修飾された表面をさらに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液
、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％
、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面
活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2
％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせを
さらに含む。さらに他の態様においては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40
μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100
μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場に
コンジュゲートした複数の検体を有する多価結合剤を含むことができる。別の態様におい
ては、液体試料は、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例え
ば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108

～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む。
【００２９】
　本発明は、液体試料中のクレアチニンの濃度を測定するための方法を特徴とし、本方法
は、（a）溶液を、（i）液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（
例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×
108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む液体試
料を生成するために、磁性粒子と（該磁性粒子は、150nm～1200nm（例えば、150～250、2
00～350、250～450、300～500、450～650、500～700nm、700～850、800～950、900～1050
、または1000～1200nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109

、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s
-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にコンジュゲートしたクレアチニ
ン抗体を有する）、および（ii）クレアチニンの非存在下で磁性粒子と凝集体を形成する
ように設計された、複数のクレアチニンコンジュゲートを有する多価結合剤と接触させる
こと；（b）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子、多価結合剤、
およびクレアチニンを含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周
囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石
およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることに
より生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（c）バイアス磁界およびR
Fパルスシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定
すること；および（e）工程（d）の結果に基づいて、液体試料中のクレアチニンの濃度を
決定すること、を含む。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり；検体
および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、アルブ
ミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびア
ミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、
またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含
む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例
えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w
）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.0



(27) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

5％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イ
オン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様においては
、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50
μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾
された表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有する多
価結合剤を含むことができる。
【００３０】
　本発明は、足場に共有結合した2つ以上のクレアチニン部分を含む多価結合剤を特徴と
する。ある態様においては、多価結合剤は、式（I）：
　　　(A)n-(B)　　　　　（I）
[式中、（A）は、

であり、（B）は、各（A）に共有結合した高分子足場であり、mは、2～10の整数であり、
かつ、nは、2～50の整数である]
で表される化合物である。
【００３１】
　本発明は、溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリ
リットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010

、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む溶液を特徴とし、該
磁性粒子は、150nm～600nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、450～6
50、または500～600nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109

、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s
-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびクレアチニンコンジュゲート（A）を有する表面
を有し、
（A）は、以下：

から選択され、かつ、mは、2～10の整数である。
【００３２】
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　本発明は、さらに、溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば
、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×l07～1×109、1×108～1
×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む溶液を特徴と
し、該磁性粒子は、150nm～600nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、
450～650、または500～600nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～
1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×101
2mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびクレアチニンコンジュゲート（例えば、
本明細書に記載のクレアチニンコンジュゲート）に親和性を有する抗体を有する表面を有
する。
【００３３】
　本発明は、さらに、液体試料中のタクロリムスの濃度を測定するための方法を特徴とし
、本方法は、（a）溶液を、（i）液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁
性粒子（例えば、1ミリリットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×
109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含
む液体試料を生成するために、磁性粒子（該磁性粒子は、150nm～1200nm（例えば、150～
250、200～350、250～450、300～500、450～650、500～700nm、700～850、800～950、900
～1050、または1000～1200nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～
1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×101
2mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にコンジュゲートしたタク
ロリムス抗体を有する）、および（ii）タクロリムスの非存在下で磁性粒子と凝集体を形
成するように設計された、複数のタクロリムスコンジュゲートを有する多価結合剤と接触
させること；（b）液体試料をデバイスに入れること（該デバイスは、磁性粒子、多価結
合剤、およびタクロリムスを含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェ
ルの周囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数
の磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させる
ことにより生成されるシグナルを検出するように構成されている）；（c）バイアス磁界
およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させること；（d）工程（c）に続いて、シグナル
を測定すること；および（e）工程（d）の結果に基づいて、液体試料中のタクロリムスの
濃度を決定すること、を含む。ある態様においては、磁性粒子は、実質的に単分散であり
；検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示し；かつ/または磁性粒子は、
アルブミン、魚皮ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、お
よびアミン含有部分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジア
ミン、またはアミノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさ
らに含む。特定の態様においては、液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミ
ン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％
（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％
、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の
非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせをさらに含む。さらに他の態様におい
ては、磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあたり、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg
、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で
修飾された表面を含む。液体試料は、高分子足場にコンジュゲートした複数の検体を有す
る多価結合剤を含むことができる。
【００３４】
　本発明は、本明細書に記載のタクロリムス代謝産物または抗体が足場に親和性共有結合
した構造が類似した化合物を含む、2つ以上のタクロリムス部分を含む多価結合剤を特徴
とする。ある態様においては、多価結合剤は、式（II）：
　　　(A)n-(B)　　（II）
[式中、（A）は、
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であり、（B）は、各（A）に共有結合した高分子足場であり、かつ、nは、2～50の整数で
ある]
で表される化合物である。
【００３５】
　本発明は、溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1ミリ
リットルあたり、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010

、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を含む溶液を特徴とし、該
磁性粒子は、150nm～600nm（例えば、150～250、200～350、250～450、300～500、450～6
50、または500～600nm）の平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109

、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s
-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびタクロリムスコンジュゲート：

[式中、（B）は、高分子足場である]
に親和性を有する抗体を有する表面を有する。
【００３６】
　上記溶液のいずれかの態様においては、（i）磁性粒子は、実質的に単分散であり；（i
i）磁性粒子は、血漿中で非特異的可逆性を示し；（iii）磁性粒子は、アルブミン、魚皮
ゼラチン、γ-グロブリン、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、およびアミン含有部
分（例えば、アミノポリエチレングリコール、グリシン、エチレンジアミン、またはアミ
ノデキストラン）から選択されるブロッキング剤で修飾された表面をさらに含み；（iv）
液体試料は、緩衝液、0.1％～3％（w/w）のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～
0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.
5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0
.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれ
らの組み合わせをさらに含み；かつ/または（iv）磁性粒子は、磁性粒子1ミリグラムあた
り、40μg～100μg（例えば、40μg～60μg、50μg～70μg、60μg～80μg、または80μg
～100μg）の1つまたは複数のタンパク質で修飾された表面を含む。この溶液を、本明細
書に記載のシステムまたは方法のいずれかにおいて使用することができる。
【００３７】
　本発明は、本発明のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするよ
うにサイズ調整された着脱式カートリッジを特徴とし、該着脱式カートリッジは、1つま
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たは複数のアッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つま
たは複数のチャンバーを含み、該試薬モジュールは、（i）100nm～699nm（例えば、150～
250、200～350、250～450、300～500、450～650、または500～699nm）の平均直径、1×10
8～1×1012mM-1s-1（例えば、1×108～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1010、1×
109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそ
れらの表面に結合部分を有する、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1×106～1×10
8、1×107～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×10
10～1×1013個の磁性粒子）を保持するためのチャンバー（該結合部分は、1つまたは複数
の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能す
る）；および（ii）緩衝液を保持するためのチャンバーを含む。関連する局面においては
、本発明は、本発明のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするよ
うにサイズ調整された着脱式カートリッジを特徴とし、該着脱式カートリッジは、1つま
たは複数のアッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つま
たは複数のチャンバーを含み、該試薬モジュールは、（i）700nm～1200nm（例えば、700
～850、800～950、900～1050、または1000～1200nm）の平均直径、1×109～1×10l2mM-1s
-1（例えば、1×109～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1012mM-1s-1）の
粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にオリゴヌクレオチド結合部分を有する
、1×106～1×1013個の磁性粒子（例えば、1×106～1×108、1×107～1×108、1×107～1
×109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、または1×1010～1×1013個の磁性粒子）を
保持するためのチャンバー（該オリゴヌクレオチド結合部分は、1つまたは複数の検体の
存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する）；および（ii）緩衝液
を保持するためのチャンバーを含む。磁性粒子は、本明細書に記載の任意の検体を検出す
るために、本明細書に記載の任意の結合部分で修飾された本明細書に記載のいずれかであ
ることができる。着脱式カートリッジの特定の態様においては、磁性粒子および緩衝液は
、カートリッジ内の単一チャンバー中に共存する。さらに他の態様においては、緩衝液は
、0.1％～3％（w/w）のアルブミン、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤、溶解剤、また
はそれらの組み合わせを含む。着脱式カートリッジは、細胞を溶解するためのビーズを含
むチャンバー；ポリメラーゼを含むチャンバー；および/またはプライマーを含むチャン
バーをさらに含むことができる。
【００３８】
　本発明は、本発明のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするよ
うにサイズ調整された着脱式カートリッジを特徴とし、該着脱式カートリッジは、1つま
たは複数のアッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つま
たは複数のチャンバーを含み、該試薬モジュールは、（i）100nm～350nmの平均直径、5×
108～1×1010mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分（例え
ば、抗体、コンジュゲート検体）を有する、1×108～1×1010個の磁性粒子を保持するた
めのチャンバー（該結合部分は、1つまたは複数の検体または多価結合剤の存在下で、磁
性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する）；および（ii）0.1％～3％（w/w）
のアルブミン（例えば、0.1％～0.5％、0.3％～0.7％、0.5％～1％、0.8％～2％、または
1.5％～3％（w/w）のアルブミン）、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤（例えば、0.01
％～0.05％、0.05％～0.1％、0.05％～0.2％、0.1％～0.3％、0.2％～0.4％、または0.3
％～0.5％の非イオン界面活性剤）、またはそれらの組み合わせを含む緩衝液を保持する
ためのチャンバーを含む。1つの態様においては、磁性粒子および緩衝液は、カートリッ
ジ内の単一チャンバー中に共存する。
【００３９】
　本発明のシステム、キット、カートリッジ、および方法のいずれかにおいて、液体試料
は、100nm～350nmの平均直径、5×108～1×1010mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、お
よびそれらの表面に結合部分（例えば、抗体、コンジュゲート検体）を有する、1×108～
1×1010個の磁性粒子を含むことができ、該結合部分は、1つまたは複数の検体または多価
結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する。
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【００４０】
　全血試料中の任意の検体の検出のための、本発明のシステム、キット、カートリッジ、
および方法のいずれかにおいて、赤血球の破壊は、赤血球溶解剤（すなわち、溶解緩衝液
、または非イオン洗剤）を使用して実施することができる。本発明の方法において使用す
ることができる赤血球溶解緩衝液としては、塩化アンモニウムの等張液（場合により、炭
酸緩衝液および/またはEDTAを含む）、および低張液が挙げられるが、これらに限定され
ない。あるいは、赤血球溶解剤は、非イオン洗剤（例えば、ノニルフェノキシポリエトキ
シエタノール（NP-40）、4-オクチルフェノールポリエトキシレート（Triton-X100）、Br
ij-58、または関連する非イオン界面活性剤、およびそれらの混合物）の水溶液であるこ
とができる。赤血球溶解剤は、少なくとも一部の赤血球を破壊し、それによって、全血の
特定の成分（例えば、特定の全血タンパク質）の大部分を、全血試料中に存在する白血球
、酵母細胞、および/または細菌細胞から分離することができる（例えば、分離後の上清
として）。赤血球溶解および遠心分離に続いて、得られたペレットを再構成して、抽出物
を形成する。
【００４１】
　本発明の方法、キット、カートリッジ、およびシステムは、病原体関連検体の所定のパ
ネルを検出するために構成することができる。例えば、パネルは、カンジダ・ギリエルモ
ンディ、C.アルビカンス、C.グラブラータ、C.クルセイ、C.ルシタニアエ、C.パラプシロ
ーシス、およびC.トロピカリスの3つ以上を個別に検出するために構成されたカンジダ真
菌パネルであることができる。別の態様においては、パネルは、コアグラーゼ陰性ブドウ
球菌、エンテロコッカス・フェカーリス、E.フェシウム、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、およ
び大腸菌の3つ以上を個別に検出するために構成された細菌パネルであることができる。
特定の態様においては、パネルは、サイトメガロウイルス（CMV）、エプスタイン・バー
ウイルス、BKウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、単純ヘルペスウイルス（HS
V）、HSV1、HSV2、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）、インフルエンザ；インフルエンザA、
インフルエンザA亜型H1、インフルエンザA亜型H3、インフルエンザB、ヒトヘルペスウイ
ルス6型、ヒトヘルペスウイルス8型、ヒトメタ肺炎ウイルス（hMPV）、ライノウイルス、
パラインフルエンザ1、パラインフルエンザ2、パラインフルエンザ3、およびアデノウイ
ルスの3つ以上を個別に検出するために構成されたウイルスパネルであることができる。
パネルは、大腸菌（E. coli）、CoNS（コアグラーゼ陰性ブドウ球菌）、緑膿菌、S.アウ
レウス（S. aureus）、E.フェシウム、E.フェカリス（E.faecalis）、およびクレブシエ
ラ・ニューモニエ（Klebsiella pneumonia）の3つ以上を個別に検出するために構成され
た細菌パネルであることができる。パネルは、A.フミガタス（A. fumigates）、およびA.
フラバム（A.flavum）の3つ以上を個別に検出するために構成された細菌パネルであるこ
とができる。パネルは、アシネトバクター・バウマニー、エンテロバクター・アエロゲネ
ス、エンテロバクター・クロアカエ（Enterobacter cloacae）、クレブシエラ・オキシト
カ、プロテウス・ミラビリス、セラチア・マルセセンス、スタフィロコッカス・ヘモリチ
カス（Staphylococcus haemolyticus）、ステノトロホモナス・マルトフィリア、ストレ
プトコッカス・アガラクティエ、ストレプトコッカス・ミチス（Streptococcus mitis）
、ストレプトコッカス・ニューモニエ（Streptococcus pneumonia）、およびストレプト
コッカス・ピオゲネス（Streptococcus pyogenes）の3つ以上を個別に検出するために構
成された細菌パネルであることができる。パネルは、ストレプトコッカス・ニューモニエ
、H.インフルエンザ、ナイセリア・メニンジティディス（Neisseria Meningitis）、HSV1
、HSV2、エンテロウイルス、リステリア菌、大腸菌、B群連鎖球菌の3つ以上を個別に検出
するために構成された髄膜炎菌パネルであることができる。パネルは、N.ゴノロエエ（N.
 gonnorrhoeae）、S.アウレウス、S.ピオゲネス、CoNS、およびボレリア・ブルグドルフ
ェリ（Borrelia burgdorferi）の3つ以上を個別に検出するために構成することができる
。パネルは、C.ディフィシル（C. Difficile）、A毒素、およびB毒素の3つ以上を個別に
検出するために構成することができる。パネルは、ストレプトコッカス・ニューモニエ、
MRSA、レジオネラ菌（Legionella）、C.ニューモニア（C.pneumonia）、およびマイコプ
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ラズマ・ニューモニア（Mycoplasma Pneumonia）の3つ以上を個別に検出するために構成
された肺炎菌パネルであることができる。パネルは、mecA、vanA、vanB、NDM-1、KPC、お
よびVIMから選択される3つ以上の処置耐性突然変異体を個別に検出するために構成するこ
とができる。パネルは、H.インフルエンザ、N.ゴノロエエ、H.ピロリ（H. pylori）、カ
ンピロバクター菌（Campylobacter）、ブルセラ菌（Brucella）、レジオネラ菌、および
ステノトロホモナス・マルトフィリアの3つ以上を個別に検出するために構成することが
できる。パネルは、CMV、EBV、BKウイルス、HIV、HBV、およびHCVによる全てのウイルス
負荷を検出するために構成することができる。パネルは、真菌負荷および/または細菌負
荷を検出するために構成することができる。ウイルス負荷の決定は、標準曲線を使用して
、かつ、この標準曲線に対して試料を測定するか、または試料中の病原体の他の定量方法
を使用することができる。定量的測定法は、リアルタイムPCR、競合的PCR（2つの競合シ
グナルの比）または本明細書に挙げた他の方法を含んでもよい。パネルは、PCT、MCP-1、
CRP、GRO-α、高移動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アン
タゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロフ
ァージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポン
チン、RANTES（regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted；ま
たはCCL5）、Th1、Th17、および/またはTNF-αをモニタリングすることにより、対象にお
ける免疫応答を検出するために構成することができる。パネルは、エールリヒア属（Ehrl
ichea）、マイコバクテリウム属（Mycobacterium）、ジフィリス属（Syphillis）、ボレ
リア・ブルグドルフェリ、クリプトコッカス属（Cryptococcus）、ヒストプラスマ（Hist
oplasma）、およびブラストミセス属（Blastomyces）の3つ以上を個別に検出するために
構成することができる。パネルは、インフルエンザA、インフルエンザB、RSV、パライン
フルエンザ、メタ肺炎ウイルス、ライノウイルス、およびアデノウイルスの3つ以上を個
別に検出するために構成されたインフルエンザパネルであることができる。
【００４２】
　本発明の方法、キット、カートリッジ、およびシステムは、ハイブリダイゼーションの
前後に磁気共鳴シグナルを決定することにより、試料間変動を減少させるように構成する
ことができる。クラスター化を増強する方法の前に誘導体化ナノ粒子を試料に加えること
で、ベースラインである内部T2シグナルを得てもよく、これを、減算するかまたは検体誘
導体化粒子の結合およびクラスター化の後のT2シグナルを修正するよう使用することがで
きる。本方法は、また、カートリッジ間の変動性を決定または管理するために使用するこ
とができる。
【００４３】
　用語「凝集」、「凝集作用」、および「クラスター化」は、本明細書に記載の磁性粒子
の内容において互換的に使用され、かつ、2つ以上の磁性粒子が、例えば、多価検体、検
体の多量体、抗体、核酸分子、または他の結合分子もしくは実体を介して、互いに結合す
ることを意味する。ある場合では、磁性粒子の凝集作用は可逆的である。
【００４４】
　「検体」とは、分析される試料の物質または構成成分を意味する。例示的な検体として
は、以下の1つまたは複数の1つまたは複数の種が挙げられる：タンパク質、ペプチド、ポ
リペプチド、アミノ酸、核酸、オリゴヌクレオチド、RNA、DNA、抗体、糖質、多糖、グル
コース、脂質、気体（例えば、酸素または二酸化炭素）、電解質（例えば、ナトリウム、
カリウム、塩化物、重炭酸塩、BUN、マグネシウム、リン酸塩、カルシウム、アンモニア
、乳酸塩）、リポタンパク質、コレステロール、脂肪酸、糖タンパク質、プロテオグリカ
ン、リポ多糖、細胞表面マーカー（例えば、CD3、CD4、CD8、IL2R、またはCD35）、細胞
質マーカー（例えば、CD4/CD8またはCD4/ウイルス負荷）、治療薬剤、治療薬剤の代謝物
、兵器（例えば、化学または生物学兵器）の検出用のマーカー、微生物、病原体、病原体
副生成物、寄生生物（例えば、原生動物または蠕虫）、原生生物、真菌（例えば、酵母ま
たはカビ）、細菌、放線菌、細胞（例えば、全細胞、腫瘍細胞、幹細胞、白血球、T細胞
（例えば、CD3、CD4、CD8、IL2R、CD35、または他の表面マーカーを提示する）、または1
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つまたは複数の特異的マーカーにより同定された別の細胞）、ウイルス、プリオン、植物
成分、植物副生成物、藻類、藻類副生成物、植物成長ホルモン、殺虫剤、人工毒素、環境
毒素、油成分、およびそれらに由来する成分。本明細書において使用されるように、用語
「小分子」は、ヒトへの治療用途に考慮される薬物、医薬、薬剤、または他の化学的に合
成された化合物を指す。本明細書において使用されるように、用語「生物製剤」は、合成
されていない生物学的起源に由来し、かつ、ヒトへの治療用途に考慮される物質を指す。
「バイオマーカー」は、生物の特定の病態または特定の生理学的状態の指標として使用す
ることができる生物学的物質であり、一般的に、バイオマーカーは、体液中の測定される
タンパク質または他の天然の化合物であり（その濃度は、病態または機能障害の存在また
は重症度または病期を反映する）、疾患または障害または機能障害の処置の治療進行をモ
ニタリングするために使用することができ、あるいは、臨床転帰または臨床的進展の代替
手段として使用することができる。本明細書において使用されるように、用語「代謝バイ
オマーカー」は、合成物であるか、または生物学的由来の物質、分子、または化合物を示
し、患者または対象の肝機能または腎機能の状態を決定するために使用される。本明細書
において使用されるように、用語「遺伝子型決定」は、特定の遺伝子の表現型に影響を及
ぼすか、または及ぼさなくてもよい、特異的遺伝子の遺伝的差異を決定する能力を示す。
本明細書において使用されるように、用語「表現型」は、遺伝子型により決められたタン
パク質の、結果として生じた生物学的な表現（代謝的または生理学的）を示す。本明細書
において使用されるように、用語「遺伝子発現プロファイリング」は、時間または空間的
手法で、特定の組織における遺伝子産物の産生の速度もしくは量、または遺伝子転写の活
性を決定する能力を示す。本明細書において使用されるように、用語「プロテオーム解析
」は、正常組織と疾患組織におけるタンパク質またはペプチドの決定的な相違を特定する
ためのタンパク質パターンまたはアレイを示す。さらなる典型的な検体は、本明細書に記
載されている。用語「検体」は、核酸増幅反応の産物などの、初期の標的検体の増幅の生
化学的手段の直接産物である試料の成分をさらに含む。
【００４５】
　「単離された」核酸分子とは、その天然環境から除去される核酸分子を意味する。例え
ば、細胞のゲノム中に存在する、または遺伝子バンクの一部として存在する天然の核酸分
子は単離されたものではないが、例えば、クローニングイベント、増幅、または濃縮の結
果として、ゲノムの残りの部分から分離された同じ分子は「単離」されたものである。典
型的には、単離された核酸分子は、天然に生じるゲノムにおいて5'または3'末端で直接連
続している核酸領域（例えば、コード領域）を含有しない。そのような単離された核酸分
子は、ベクターまたは組成物の一部であることができ、かつ、そのようなベクターまたは
組成物がその天然環境の一部ではないという点でも単離されていると言える。
【００４６】
　本明細書において使用されるように、「連結された」は、共有結合、非共有結合により
接続または結合されていること、ならびに/またはファン・デル・ワールス力、水素結合
、および/もしくは他の分子間力を介して連結されていることを意味する。
【００４７】
　用語「磁性粒子」は、常磁性化合物、超常磁性化合物、およびマグネタイトなどの高い
正の磁化率の材料、γ-酸化鉄、または金属鉄を含む粒子を示す。
【００４８】
　本明細書において使用されるように、「非特異的可逆性」は、液体試料中の非特異的凝
集に対する磁性粒子のコロイド安定性およびロバスト性を指し、かつ、粒子を、特異的な
クラスター化部分（すなわち、検体または凝集因子（agglomerator））の非存在下で、目
的としたアッセイ条件に付すことにより決定することができる。例えば、非特異的可逆性
は、均一磁界（＜5000ppmとして定義される）中、0.45T、37℃で3分間のインキュベート
の前後に、磁性粒子の溶液のT2値を測定することにより決定することができる。磁性粒子
を目的としたアッセイ条件に付す前後のT2値の差が、10％未満変化（例えば、9％、8％、
6％、4％、3％、2％、または1％未満変化）した場合、その磁性粒子は、非特異的可逆性
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を有すると見なされる。その差が10％超である場合、その粒子は、試験される緩衝液、希
釈剤、およびマトリクス中で不可逆性を示し、かつ、粒子が非特異的可逆性を有するシス
テムを生成するために、粒子およびマトリクス特性の操作（例えば、コーティングおよび
緩衝液調合）が必要となり得る。別の例では、この試験を、1Gauss/mm～10000Gauss/mmの
勾配磁界でのインキュベーションの前後に磁性粒子の溶液のT2値を測定することにより応
用することができる。
【００４９】
　本明細書において使用されるように、用語「NMR緩和率」は、試料中で、T1、T2、T1/T2
混成（hybrid）、T1rho、T2rho、およびT2

*のいずれかを測定することを指す。本発明の
システムおよび方法は、検体が液体試料中に存在するか否かによって特徴的なNMR緩和率
を生成するように設計される。いくつか場合では、NMR緩和率は、液体試料中に存在する
検体の量に特徴的である。
【００５０】
　本明細書において使用されるように、用語「T1/T2混成」は、T1とT2測定を組み合わせ
た任意の検出方法を指す。例えば、T1/T2混成値は、2つ以上の異なるT1とT2測定の組み合
わせ、比、または差から得られた複合シグナルであることができる。T1/T2混成は、例え
ば、T1およびT2が代替的に測定または交互に取得される、パルスシーケンスを使用するこ
とにより得ることができる。また、T1/T2混成シグナルは、T1およびT2の両方の緩和率ま
たはメカニズムからなる緩和率を測定するパルスシーケンスを用いて取得することができ
る。
【００５１】
　「病原体」は、その宿主に疾患または病気を引き起こす作用因子（例えば、別の生物に
疾患を引き起こすことが可能な生物または感染性粒子）を意味し、かつ、病原体としては
、細菌、ウイルス、原生動物、プリオン、酵母および真菌または病原体副生成物が挙げら
れるが、これらに限定されない。「病原体副生成物」は、宿主に有害であるか、または過
剰な宿主免疫応答を刺激することができる病原体から生じる生物学的物質、例えば、病原
体抗原、代謝物質、酵素、生物学的物質、または毒素である。
【００５２】
　「病原体関連検体」とは、試料中に病原体（例えば、細菌、真菌、またはウイルス）が
存在することを特徴とする検体を意味する。病原体関連検体は、病原体に由来する特定の
物質（例えば、病原体により産生されるタンパク質、核酸、脂質、多糖、または任意の他
の材料）、または病原体に由来する混合物（例えば、全細胞、または全ウイルス）である
ことができる。ある場合では、病原体関連検体は、検出される病原体の属、種、または特
定の株に特徴的に選択される。あるいは、病原体関連検体は、特定の治療に耐性であるな
どの、病原体の特性を確認するために選択される。例えば、病原体関連検体は、多数の異
なる細菌種において、バンコマイシン耐性を特徴とするVanA遺伝子またはVanB遺伝子など
の遺伝子であることができる。
【００５３】
　「パルスシーケンス」または「RFパルスシーケンス」とは、試料に印加され、かつ、例
えば、スピンエコー系列などの特定のNMR緩和率を測定するように設計された、1つまたは
複数の高周波パルスを意味する。パルスシーケンスは、また、ノイズを最小限にし、かつ
、得られたシグナル値の精度を改善するために、1つまたは複数のパルスに続くシグナル
の取得を含んでもよい。
【００５４】
　本明細書において使用されるように、用語「シグナル」は、NMR緩和率、周波数シフト
、感受性測定値、拡散測定値、または相関測定値を指す。
【００５５】
　本明細書において使用されるように、磁性粒子の「サイズ」についての言及は、顕微鏡
法、光散乱法、または他の方法により決定されるような、磁性粒子の混合物の平均直径を
指す。
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【００５６】
　本明細書において使用されるように、用語「実質的に単分散」は、光散乱測定において
粒子サイズの分布曲線の形状により決定される、多分散性の粒度分布を有する磁性粒子の
混合物を指す。粒子の分布曲線のFWHM（full width half max）がピーク位置の25％未満
である場合、実質的に単分散であると考えられる。また、光散乱実験では1つのピークの
みが観測されるものとし、かつ、そのピーク位置は、公知の単分散粒子の集団の1標準偏
差以内とする。
【００５７】
　「粒子1個あたりのT2緩和能」とは、磁性粒子の1つの集団における粒子1個あたりの平
均T2緩和能を意味する。
【００５８】
　本明細書において使用されるように、「分画されていない」は、試験される試料の成分
が、磁性粒子を試料に加えた後、およびNMR緩和測定の前に除去されていないアッセイを
指す。
【００５９】
　特許請求された発明のユニット、システム、方法、およびプロセスが、本明細書に記載
の態様からの情報を使用して開発された変形および適応を包含することが企図される。本
明細書を通して、ユニットおよびシステムが、特定の要素を有する、含む、または含むも
のとして記載される場合、またはプロセスおよび方法が、特定の工程を有する、含む、ま
たは含むものとして記載される場合、追加的に、その列挙された要素から本質的に構成さ
れる、または構成される本発明のユニットおよびシステム、ならびに、その列挙されたプ
ロセス工程から本質的に構成される、または構成される本発明のプロセスおよび方法が考
慮される。本発明が操作可能である以上は、工程の順序または特定の行為を実施する順序
は特に指定しない限り重要でないことを理解すべきである。さらに、多くの場合で、2つ
以上の工程または行為を同時に実施してもよい。
【００６０】
[本発明1001]
　液体試料中の検体の存在を検出するための方法であって、
（a）溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を含む液体試料を生成する工程であって、該磁性粒子は、150nm～699nmの平均
直径、1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合
部分を有し、該結合部分は、検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化さ
せるように機能する、工程；
（b）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子、多価結合剤
、および検体を含む液体試料を保持するウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定する工程；および
（e）工程（d）の結果に基づいて、検体を検出する工程、を含む方法。
[本発明1002]
　液体試料中の検体の存在を検出するための方法であって、
（a）溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を含む液体試料を生成する工程であって、該磁性粒子は、700nm～1200nmの平
均直径、1×109～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結
合部分を有し、該結合部分は、検体の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能
する、工程；
（b）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子、多価結合剤
、および検体を含む液体試料を保持するウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
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たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定する工程；および
（e）工程（d）の結果に基づいて、検体の存在または濃度を検出する工程、を含む方法。
[本発明1003]
　磁性粒子が、実質的に単分散である、本発明1001または1002の方法。
[本発明1004]
　磁性粒子が、検体および多価結合剤の非存在下で非特異的可逆性を示す、本発明1001ま
たは1002の方法。
[本発明1005]
　工程（d）が、液体試料のT2緩和応答を測定することを含み、かつ、液体試料中の凝集
作用の増加が、試料の観測されるT2緩和率の増加を引き起こす、本発明1001または1002の
方法。
[本発明1006]
　検体が、標的核酸である、本発明1001または1002の方法。
[本発明1007]
　前記標的核酸が、白血球から抽出される、本発明1006の方法。
[本発明1008]
　前記標的核酸が、病原体から抽出される、本発明1006の方法。
[本発明1009]
　全血試料中の病原体の存在を検出するための方法であって、
（a）対象から全血試料を提供する工程；
（b）全血試料と赤血球溶解剤を混合して、破壊した赤血球を生成する工程；
（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部
または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを
再懸濁する前にペレットを洗浄し、かつ、任意で、工程（c）を繰り返す工程；
（d）抽出物の細胞を溶解し、溶解物を形成する工程；
（e）工程（d）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、溶解物中の標的核酸を増幅して、
標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出される
病原体に特徴的である、工程；
（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性粒子は、700nm～1200nmの平均
直径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の
存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（g）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（i）工程（h）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（j）工程（i）の結果に基づいて、病原体を検出する工程、を含む方法。
[本発明1010]
　工程（a）～（i）が、3時間以内に完了する、本発明1009の方法。
[本発明1011]
　工程（i）が、前記増幅した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、本発明1009の方
法。
[本発明1012]
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　全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法であって、
（a）対象からの全血試料から1つまたは複数の細胞を提供する工程；
（b）前記細胞を溶解して、溶解物を形成する工程；
（c）溶解物中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増幅した溶解物溶液を形成する工
程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液、および増幅した溶解物溶液1ミリリット
ルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性
粒子は、700nm～1200nmの平均直径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は
、標的核酸または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、
工程；
（e）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（h）工程（f）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（i）工程（h）の結果に基づいて、標的核酸を検出する工程、を含む方法。
[本発明1013]
　前記標的核酸が、工程（d）の前に精製される、本発明1012の方法。
[本発明1014]
　全血試料中の標的核酸の存在を検出するための方法であって、
（a）対象からの全血試料中の赤血球を溶解することにより生成する抽出物を提供し、試
料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部または全部を廃棄し、かつ、
ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを再懸濁する前にペレットを洗
浄し、かつ、任意で、遠心分離、廃棄、および再懸濁のステップを繰り返す工程；
（b）抽出物中の細胞を溶解して、溶解物を形成する工程；
（c）工程（b）の溶解物を検出チューブに入れ、かつ、その中の核酸を増幅して、40％（
w/w）～95％（w/w）の標的核酸および5％（w/w）～60％（w/w）の非標的核酸を含む増幅
した溶解物溶液を形成する工程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個
の磁性粒子を検出チューブに加える工程であって、該磁性粒子は、700nm～1200nmの平均
直径およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の
存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（e）検出チューブをデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標
的核酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置
されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRF
パルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成
されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（g）工程（f）に続いて、検出チューブからのシグナルを測定する工程；および
（h）工程（g）の結果に基づいて、標的核酸を検出する工程であって、該工程（g）は、
増幅した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、工程を含む方法。
[本発明1015]
　工程（b）が、抽出物とビーズを混ぜ合わせて混合物を形成し、かつ、混合物を撹拌し
て溶解物を形成することを含む、本発明1009、1012または1014の方法。
[本発明1016]
　前記磁性粒子が、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプロ
ーブを有する1つまたは複数の集団を含み、第一のプローブが、標的核酸の第一のセグメ
ントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブが、標的核酸の第二のセグメントに
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結合するように機能し、該磁性粒子が、標的核酸の存在下で凝集体を形成する、本発明10
09～1015のいずれかの方法。
[本発明1017]
　前記磁性粒子が、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表
面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブ
を含む前記多価結合部分を含み、第一のプローブが、前記第一の結合部分に結合するよう
に機能し、かつ、第二のプローブが、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分
および多価結合部分が、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能す
る、本発明1009～1015のいずれかの方法。
[本発明1018]
　液体試料中のカンジダ（Candida）種の存在を検出するための方法であって、
（a）液体試料中のカンジダ細胞を溶解する工程；
（b）各々、複数のカンジダ種に共通している順方向プライマーおよび逆方向プライマー
の存在下で、検出される核酸を増幅して、カンジダアンプリコンを含む溶液を形成する工
程；
（c）該溶液と磁性粒子を接触させて、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013

個の磁性粒子を含む液体試料を生成する工程であって、該磁性粒子は、700nm～1200nmの
平均直径、1×109～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に
結合部分を有し、該結合部分は、カンジダアンプリコンまたは多価結合剤の存在下で、磁
性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（d）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子およびカンジ
ダアンプリコンを含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に
配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およ
びRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより
生成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（e）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（f）工程（e）に続いて、シグナルを測定する工程；および
（g）工程（f）の結果に基づいて、カンジダ種が試料中に存在したか否かを決定する工程
、を含む方法。
[本発明1019]
　順方向プライマーが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、本発明1018の方法。
[本発明1020]
　逆方向プライマーが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、本発明1018の方法。
[本発明1021]
　カンジダ種が、カンジダ・アルビカンス（Candida albicans）であり、かつ、第一のプ
ローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、かつ、第二のプローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、本発明1018の方法。
[本発明1022]
　カンジダ種が、カンジダ・クルセイ（Candida krusei）であり、かつ、第一のプローブ
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および第二のプローブが、以下：

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含む、本発明1018の方法。
[本発明1023]
　カンジダ種が、カンジダ・グラブラータ（Candida glabrata）であり、かつ、第一のプ
ローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含み、かつ、第二のプローブが、オリゴヌクレオチド配列：

を含む、本発明1018の方法。
[本発明1024]
　カンジダ種が、カンジダ・パラシローシス（Candida parapsilosis）またはカンジダ・
トロピカリス（Candida tropicalis）であり、かつ、第一のプローブおよび第二のプロー
ブが、以下：

から選択されるオリゴヌクレオチド配列を含む、本発明1018の方法。
[本発明1025]
　工程（a）～（h）が、3時間以内に完了する、本発明1018～1024のいずれかの方法。
[本発明1026]
　磁性粒子が、その表面に第一のプローブを有する第一の集団、およびその表面に第二の
プローブを有する第二の集団の2つの集団を含む、本発明1018～1024のいずれかの方法。
[本発明1027]
　前記磁性粒子が、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプロ
ーブを有する1つまたは複数の集団を含み、第一のプローブが、カンジダアンプリコンの
第一のセグメントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブが、カンジダアンプリ
コンの第二のセグメントに結合するように機能し、該磁性粒子が、カンジダアンプリコン
の存在下で、凝集体を形成する、本発明1018～1024のいずれかの方法。
[本発明1028]
　前記磁性粒子が、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表
面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブ
を含む前記多価結合部分を含み、第一のプローブが、前記第一の結合部分に結合するよう
に機能し、かつ、第二のプローブが、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分
および多価結合部分が、カンジダアンプリコンの存在下で、磁性粒子の凝集を変化させる
ように機能する、本発明1018～1024のいずれかの方法。
[本発明1029]
　全血試料中の病原体の存在を検出するための方法であって、
（a）対象から0.05～4.0mLの全血試料を提供する工程；
（b）工程（a）の試料のアリコートを容器に入れ、かつ、試料中の標的核酸を増幅して、
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標的核酸を含む増幅した溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出される病原体
に特徴的である、工程；
（c）増幅した液体試料を検出デバイスに入れる工程；および
（d）工程（c）の結果に基づいて、病原体を検出する工程を含み、
該病原体は、細菌および真菌から選択され、かつ、前記方法は、全血試料において、10細
胞/mLの病原体濃度を検出することが可能である、方法。
[本発明1030]
　前記検出デバイスが、増幅した液体試料の光学、蛍光、質量、密度、磁性、クロマトグ
ラフ、および/または電気化学的測定を介して病原体を検出する、本発明1029の方法。
[本発明1031]
　工程（a）～（d）が、3時間以内に完了する、本発明1029の方法。
[本発明1032]
　工程（b）または（c）が、増幅した溶液の事前精製なしに実施される、本発明1029の方
法。
[本発明1033]
　工程（c）の液体試料が、全血タンパク質および非標的オリゴヌクレオチドを含む、本
発明1029の方法。
[本発明1034]
　前記病原体が、細菌および真菌から選択される、本発明1029の方法。
[本発明1035]
　全血試料中の病原体の存在を検出するための方法であって、
（a）対象から全血試料を提供する工程；
（b）0.05～4.0mLの全血試料と赤血球溶解剤を混合して、破壊した赤血球を生成する工程
；
（c）工程（b）に続いて、試料を遠心分離して上清およびペレットを形成し、上清の一部
または全部を廃棄し、かつ、ペレットを再懸濁して抽出物を形成し、任意で、ペレットを
再懸濁する前にペレットを洗浄し、かつ、任意で、工程（c）を繰り返す工程；
（d）抽出物の細胞を溶解し、溶解物を形成する工程；
（e）工程（d）の溶解物を容器に入れ、かつ、溶解物中の標的核酸を増幅して、標的核酸
を含む増幅した溶解物溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出される病原体に
特徴的である、工程；
（f）工程（e）に続いて、増幅した溶解物溶液と、増幅した溶解物溶液1ミリリットルあ
たり、1×106～1×1013個の磁性粒子を混合して、液体試料を形成する工程であって、該
磁性粒子は、150nm～1200nmの平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩
和能、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤
の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（g）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標的核
酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（h）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（i）工程（h）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程；および
（j）工程（i）の結果に基づいて、病原体を検出する工程を含み、
該病原体は、細菌および真菌から選択され、かつ、前記方法は、全血試料において、10細
胞/mLの病原体濃度を検出することが可能である、方法。
[本発明1036]
　工程（a）～（i）が、3時間以内に完了する、本発明1035の方法。
[本発明1037]
　工程（i）が、前記増幅した溶解物溶液の事前精製なしに実施される、本発明1035の方
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法。
[本発明1038]
　工程（i）の前記液体試料が、全血タンパク質および非標的オリゴヌクレオチドを含む
、本発明1035の方法。
[本発明1039]
　前記病原体が、細菌および真菌から選択される、本発明1035の方法。
[本発明1040]
　前記全血試料において、15％未満の変動係数で、10細胞/mLの病原体濃度を測定するこ
とが可能である、本発明1035の方法。
[本発明1041]
　全血試料中のウイルスの存在を検出するための方法であって、
（a）対象から血漿試料を提供する工程；
（b）0.05～4.0mLの血漿試料と溶解剤を混合して、破壊したウイルスを含む混合物を生成
する工程；
（c）混合物（b）を容器に入れ、かつ、濾液中の標的核酸を増幅して、標的核酸を含む増
幅した濾液溶液を形成する工程であって、該標的核酸は、検出されるウイルスに特徴的で
ある、工程；
（d）工程（c）に続いて、増幅した濾液溶液を、増幅した濾液溶液1ミリリットルあたり
、1×106～1×1013個の磁性粒子と混合して、液体試料を形成する工程であって、該磁性
粒子は、150nm～1200nmの平均直径、1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能
、およびそれらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、標的核酸または多価結合剤の存
在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能する、工程；
（e）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および標的核
酸を含む検出チューブを保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置され
たRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびRFパル
スシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成され
るシグナルを検出するように構成されている、工程；
（f）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに液体試料を曝露させる工程；
（g）工程（f）に続いて、液体試料からのシグナルを測定する工程；および
（h）工程（g）の結果に基づいて、ウイルスを検出する工程を含み、
ここで、全血試料において、100個未満のウイルスコピーを検出することが可能である、
方法。
[本発明1042]
　工程（a）～（g）が、3時間以内に完了する、本発明1041の方法。
[本発明1043]
　前記磁性粒子が、それらの表面にコンジュゲートした第一のプローブおよび第二のプロ
ーブを有する1つまたは複数の集団を含み、第一のプローブが、標的核酸の第一のセグメ
ントに結合するように機能し、かつ、第二のプローブが、標的核酸の第二のセグメントに
結合するように機能し、該磁性粒子が、標的核酸の存在下で凝集体を形成する、本発明10
35～1042のいずれかの方法。
[本発明1044]
　前記磁性粒子が、それらの表面に第一の結合部分を有する第一の集団およびそれらの表
面に第二の結合部分を有する第二の集団、ならびに第一のプローブおよび第二のプローブ
を含む前記多価結合部分を含み、第一のプローブが、前記第一の結合部分に結合するよう
に機能し、かつ、第二のプローブが、第二の結合部分に結合するように機能し、結合部分
および多価結合部分が、標的核酸の存在下で、磁性粒子の凝集を変化させるように機能す
る、本発明1035～1042のいずれかの方法。
[本発明1045]
　患者における医学的状態の診断、管理、または処置のための、患者由来の液体試料中の
1つまたは複数の検体をモニタリングする方法であって、
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（a）液体試料を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子と混ぜ
合わせる工程であって、該磁性粒子は、150nm～1200nmの平均直径および1×108～1×1012

mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能を有し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部
分を有し、該結合部分は、1つまたは複数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子
の特異的な凝集を変化させるように機能する、工程；
（b）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および1つまた
は複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配
置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびR
Fパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生
成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定する工程；
（e）工程（d）の結果に基づいて、1つまたは複数の検体をモニタリングする工程；およ
び
（f）工程（e）の結果を使用して、医学的状態を診断、管理、または処置する工程、を含
む方法。
[本発明1046]
　前記患者が、免疫不全であり、かつ、前記1つまたは複数の検体が、病原体関連検体、
抗生剤、抗真菌剤、および抗ウイルス剤から選択される検体を含む、本発明1045の方法。
[本発明1047]
　前記1つまたは複数の検体が、カンジダ属、タクロリムス、フルコナゾール、およびク
レアチニンを含む、本発明1046の方法。
[本発明1048]
　前記患者が、癌を有し、かつ、前記1つまたは複数の検体が、抗癌剤、および癌細胞中
に存在する遺伝子マーカーから選択される、本発明1045の方法。
[本発明1049]
　前記患者が、感染を有するか、またはそのリスクを有し、かつ、前記1つまたは複数の
検体が、病原体関連検体、抗生剤、抗真菌剤、および抗ウイルス剤から選択される検体を
含む、本発明1045の方法。
[本発明1050]
　前記患者が、免疫炎症性状態を有し、かつ、前記1つまたは複数の検体が、抗炎症剤お
よびTNF-αから選択される検体を含む、本発明1045の方法。
[本発明1051]
　前記患者が、心疾患を有し、かつ、前記1つまたは複数の検体が、心臓マーカーを含む
、本発明1045の方法。
[本発明1052]
　前記患者の肝機能をモニタリングするために使用され、かつ、前記1つまたは複数の検
体が、アルブミン、アスパラギン酸トランスアミナーゼ、アラニントランスアミナーゼ、
アルカリホスファターゼ、γ-グルタミルトランスペプチターゼ、ビリルビン、α-フェト
プロテイン、乳酸デヒドロゲナーゼ、ミトコンドリア抗体、およびチトクロームP450から
選択される、本発明1045の方法。
[本発明1053]
　患者における治療薬剤の適当用量を決定するために使用される、本発明1045の方法であ
って、
（i）治療薬剤を患者に投与する工程；
（ii）工程（i）に続いて、患者から治療薬剤またはその代謝物を含む試料を得る工程；
（iii）試料と磁性粒子を接触させ、かつ、バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試
料を曝露させ、かつ、試料により生成されるシグナルを検出する工程；および
（iv）工程（iii）の結果に基づいて、治療薬剤またはその代謝物の濃度を決定する工程
、を含む方法。
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[本発明1054]
　前記治療薬剤が、抗癌剤、抗生剤、または抗真菌剤である、本発明1053の方法。
[本発明1055]
　モニタリングが、断続的である、本発明1045または1053の方法。
[本発明1056]
　モニタリングが、継続的である、本発明1045または1053の方法。
[本発明1057]
　対象における敗血症を診断する方法であって、
（a）患者の血液由来の液体試料を得る工程；
（b）液体試料の一部を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子
と混ぜ合わせることにより第一のアッセイ試料を調製する工程であって、該磁性粒子は、
150nm～1200nmの平均直径および1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能を有
し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、1つまたは複
数の病原体関連検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させる
ように機能する、工程；
（c）液体試料の一部を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子
と混ぜ合わせることにより第二のアッセイ試料を調製する工程であって、該磁性粒子は、
150nm～1200nmの平均直径および1×108～1×1012mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能を有
し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部分を有し、該結合部分は、GRO-α、高移
動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b
、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、1L-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパ
ク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regu
lated on activation, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α
、C-反応性タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タンパク質1（MCP-1）、アデノシンデ
アミナーゼ結合タンパク質（ABP-26）、誘導性一酸化窒素合成酵素（iNOS）、リポ多糖結
合タンパク質、およびプロカルシトニンから選択される敗血症に特徴的な1つまたは複数
の検体の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能する、工程；
（d）各アッセイ試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および1
つまたは複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周
囲に配置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石
およびRFパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることに
より生成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（e）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに各アッセイ試料を曝露させる工程；
（f）工程（e）に続いて、第一のアッセイ試料から生成されるシグナルおよび第二のアッ
セイ試料から生成されるシグナルを測定する工程；
（g）工程（f）の結果に基づいて、第一のアッセイ試料の1つまたは複数の検体をモニタ
リングし、かつ、第二のアッセイ試料の1つまたは複数の検体をモニタリングする工程；
および
（h）工程（g）の結果を使用して、対象を診断する工程、を含む方法.
[本発明1058]
　前記第一のアッセイ試料の1つまたは複数の病原体関連検体が、アシネトバクター・バ
ウマニー（Acinetobacter baumannii）、アスペルギルス・フミガーツス（Aspergillus f
umigatis）、バクテロイデス・フラジリス（Bacteroides fragilis）、B.フラジリス（B.
fragilis）、blaSHV、バークホルデリア・セパシア（Burkholderia cepacia）、カンピロ
バクター・ジェジュニ（Campylobacter jejuni）/コリ（coli）、カンジダ・ギリエルモ
ンディ（Candida guilliermondii）、C.アルビカンス（C. albicans）、C.グラブラータ
（C.glabrata）、C.クルセイ（C.krusei）、C.ルシタニアエ（C.lusitaniae）、C.パラプ
シローシス（C.parapsilosis）、C.トロピカリス（C. tropicalis）、ウェルシュ菌（Clo
stridium pefringens）、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロバクター・アエロゲネ
ス（Enterobacter aeraogenes）、E.クロアカエ（E.cloacae）、エンテロバクター属（En
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terobacteriaceae）、エンテロコッカス・フェカーリス（Enterococcus faecalis）、E.
フェシウム（E.faecium）、大腸菌（Escherichia coli）、ヘモフィルス・インフルエン
ザ（Haemophilus influenzae）、キンゲラ・キンゲ（Kingella Kingae）、クレブシエラ
・オキシトカ（Klebsiella oxytoca）、K.ニューモニエ（K.pneumoniae）、リステリア・
モノサイトジェネス（Listeria monocytogenes）、MecA遺伝子（MRSA）、モルガネラ・モ
ルガナ（Morganella morgana）、ナイセリア・メニンジティディス（Neisseria meningit
idis）、メニンジティディス以外のナイセリア属、プレボテラ・ブカエ（Prevotella buc
cae）、P.インターメディア（P. intermedia）、P.メラニノゲニカ（P. melaninogenica
）、プロピオニバクテリウム・アクネス（Propionibacterium acnes）、プロテウス・ミ
ラビリス（Proteus mirabilis）、P.ブルガリス（P. vulgaris）、緑膿菌（Pseudomonas 
aeruginosa）、サルモネラ・エンテリカ（Salmonella enterica）、セラチア・マルセセ
ンス（Serratia marcescens）、黄色ブドウ球菌、S.ヘモリチカス（S. haemolyticus）、
S.マルトフィリア（S. maltophilia）、S.サプロフィティクス（S. saprophyticus）、ス
テノトロホモナス・マルトフィリア（Stenotrophomonas maltophilia）、S.マルトフィリ
ア、ストレプトコッカス・アガラクティエ（Streptococcus agalactie）、S.ボビス（S.b
ovis）、S.ディスガラクティエ（S. dysgalactie）、S.ミティス（S. mitis）、S.ミュー
タンス（S. mutans）、S.ニューモニエ（S. pneumoniae）、S.ピオゲネス（S. pyogenes
）、およびS.サングイス（S. sanguinis）から選択される敗血症に関連する病原体に由来
する、本発明1057の方法。
[本発明1059]
　前記第一のアッセイ試料の1つまたは複数の病原体関連検体が、処置耐性細菌株に由来
する、本発明1057の方法。
[本発明1060]
　前記1つまたは複数の病原体関連検体が、ペニシリン耐性、メチシリン耐性、キノロン
耐性、マクロライド耐性、および/またはバンコマイシン耐性細菌株に由来する、本発明1
059の方法。
[本発明1061]
　前記1つまたは複数の病原体関連検体が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌またはバンコ
マイシン耐性腸球菌に由来する、本発明1060の方法。
[本発明1062]
　前記第二のアッセイ試料の1つまたは複数の検体が、GRO-α、高移動度群ボックス1タン
パク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6
、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マ
クロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regulated on activati
on, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性タンパク
質（CRP）、CD64、および単球走化性タンパク質1（MCP-1）から選択される、本発明1057
～1061のいずれかの方法。
[本発明1063]
　前記対象の血流を循環する抗ウイルス剤、抗生剤、または抗真菌剤の濃度をモニタリン
グするための、第三のアッセイ試料を調製する工程をさらに含む、本発明1057の方法。
[本発明1064]
　前記患者が、免疫不全である、本発明1057の方法。
[本発明1065]
　患者における敗血症またはSIRSの診断、管理、または処置のための、患者由来の液体試
料中の1つまたは複数の検体をモニタリングする方法であって、
（a）液体試料を、液体試料1ミリリットルあたり、1×106～1×1013個の磁性粒子と混ぜ
合わせる工程であって、該磁性粒子は、150nm～1200nmの平均直径および1×108～1×1012

mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能を有し、かつ、該磁性粒子は、それらの表面に結合部
分を有し、該結合部分は、1つまたは複数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子
の特異的な凝集を変化させるように機能する、工程；
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（b）液体試料をデバイスに入れる工程であって、該デバイスは、磁性粒子および1つまた
は複数の検体を含む液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配
置されたRFコイルを有する、支持体を含み、該RFコイルは、1つまたは複数の磁石およびR
Fパルスシーケンスを使用して生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生
成されるシグナルを検出するように構成されている、工程；
（c）バイアス磁界およびRFパルスシーケンスに試料を曝露させる工程；
（d）工程（c）に続いて、シグナルを測定する工程；
（e）工程（d）の結果に基づいて、1つまたは複数の検体をモニタリングする工程；およ
び
（f）工程（e）の結果を使用して、敗血症またはSIRSを診断、管理、または処置する工程
、を含む方法。
[本発明1066]
　（i）病原体関連検体をモニタリングする工程、および（ii）GRO-α、高移動度群ボッ
クス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL
-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-
1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regulated on a
ctivation, normal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性
タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タンパク質1（MCP-1）、アデノシンデアミナーゼ
結合タンパク質（ABP-26）、誘導性一酸化窒素合成酵素（iNOS）、リポ多糖結合タンパク
質、およびプロカルシトニンから選択される敗血症に特徴的な第二の検体をモニタリング
する工程を含む、本発明1065の方法。
[本発明1067]
　前記病原体関連検体が、アシネトバクター・バウマニー（Acinetobacter baumannii）
、アスペルギルス・フミガーツス（Aspergillus fumigatis）、バクテロイデス・フラジ
リス（Bacteroides fragilis）、B.フラジリス（B.fragilis）、blaSHV、バークホルデリ
ア・セパシア（Burkholderia cepacia）、カンピロバクター・ジェジュニ（Campylobacte
r jejuni）/コリ（coli）、カンジダ・ギリエルモンディ（Candida guilliermondii）、C
.アルビカンス（C. albicans）、C.グラブラータ（C.glabrata）、C.クルセイ（C.krusei
）、C.ルシタニアエ（C.lusitaniae）、C.パラプシローシス（C.parapsilosis）、C.トロ
ピカリス（C. tropicalis）、ウェルシュ菌（Clostridium pefringens）、コアグラーゼ
陰性ブドウ球菌、エンテロバクター・アエロゲネス（Enterobacter aeraogenes）、E.ク
ロアカエ（E.cloacae）、エンテロバクター属（Enterobacteriaceae）、エンテロコッカ
ス・フェカーリス（Enterococcus faecalis）、E.フェシウム（E.faecium）、大腸菌（Es
cherichia coli）、ヘモフィルス・インフルエンザ（Haemophilus influenzae）、キンゲ
ラ・キンゲ（Kingella Kingae）、クレブシエラ・オキシトカ（Klebsiella oxytoca）、K
.ニューモニエ（K.pneumoniae）、リステリア・モノサイトジェネス（Listeria monocyto
genes）、MecA遺伝子（MRSA）、モルガネラ・モルガナ（Morganella morgana）、ナイセ
リア・メニンジティディス（Neisseria meningitidis）、メニンジティディス以外のナイ
セリア属、プレボテラ・ブカエ（Prevotella buccae）、P.インターメディア（P. interm
edia）、P.メラニノゲニカ（P. melaninogenica）、プロピオニバクテリウム・アクネス
（Propionibacterium acnes）、プロテウス・ミラビリス（Proteus mirabilis）、P.ブル
ガリス（P. vulgaris）、緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）、サルモネラ・エンテリカ
（Salmonella enterica）、セラチア・マルセセンス（Serratia marcescens）、黄色ブド
ウ球菌、S.ヘモリチカス（S. haemolyticus）、S.マルトフィリア（S. maltophilia）、S
.サプロフィティクス（S. saprophyticus）、ステノトロホモナス・マルトフィリア（Ste
notrophomonas maltophilia）、S.マルトフィリア、ストレプトコッカス・アガラクティ
エ（Streptococcus agalactie）、S.ボビス（S.bovis）、S.ディスガラクティエ（S. dys
galactie）、S.ミティス（S. mitis）、S.ミュータンス（S. mutans）、S.ニューモニエ
（S. pneumoniae）、S.ピオゲネス（S. pyogenes）、およびS.サングイス（S. sanguinis
）から選択される敗血症に関連する病原体に由来する、本発明1066の方法。
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[本発明1068]
　前記病原体関連検体が、処置耐性細菌株に由来する、本発明1066の方法。
[本発明1069]
　前記病原体関連検体が、ペニシリン耐性、メチシリン耐性、キノロン耐性、マクロライ
ド耐性、および/またはバンコマイシン耐性細菌株に由来する、本発明1071の方法。
[本発明1070]
　病原体関連検体が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌またはバンコマイシン耐性腸球菌に
由来する、本発明1072の方法。
[本発明1071]
　前記第二の検体が、GRO-α、高移動度群ボックス1タンパク質（HMBG-1）、IL-1受容体
、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、
IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マクロファージ遊走阻止因子（MIF
）、オステオポンチン、RANTES（regulated on activation, normal T-cell expressed a
nd secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性タンパク質（CRP）、CD64、単球走化性タ
ンパク質1（MCP-1）から選択される、本発明1066～1070のいずれかの方法。
[本発明1072]
　対象の血流を循環する抗ウイルス剤、抗生剤、または抗真菌剤の濃度をモニタリングす
ることをさらに含む、本発明1066の方法。
[本発明1073]
　前記患者が、免疫不全である、本発明1065の方法。
[本発明1074]
　1つまたは複数の検体の検出のためのシステムであって：
（a）（a1）磁界を画定する永久磁石；（a2）磁性粒子および1つまたは複数の検体を含む
液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ウェルの周囲に配置されたRFコイルを
有する、支持体であって、該RFコイルは、永久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して
生じたバイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するよ
うに構成されている、支持体；および（a3）RFコイルと連通している1つまたは複数の電
気素子であって、シグナルを増幅、整流、送信、および/または電子化するように構成さ
れている、電気素子を含む、第一のユニット；ならびに
（b）システム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするようにサイズ調整
された着脱式カートリッジを含む、第二のユニットであって、該着脱式カートリッジは、
（i）1つまたは複数のアッセイ試薬を保持するための試薬モジュール；および（ii）磁性
粒子および1つまたは複数の検体を含む液体試料を保持するための検出チャンバーを含む
検出モジュールを含む、モジュールカートリッジである、第二のユニットを含み、
ここで、試薬モジュールおよび検出モジュールは、使用前にモジュールカートリッジに組
み立てることができ、かつ、検出チャンバーが、モジュールカートリッジから脱着可能で
ある、システム。
[本発明1075]
　前記モジュールカートリッジが、入口モジュールをさらに含み、該入口モジュール、試
薬モジュールおよび検出モジュールは、使用前にモジュールカートリッジに組み立てるこ
とができ、かつ、該入口モジュールが、滅菌可能である、本発明1074のシステム。
[本発明1076]
　アッセイプロトコールを実行し、かつ、アッセイデータを保存するためのプロセッサを
備えたシステムコンピューターをさらに含み、かつ、前記着脱式カートリッジが、（i）
検出される検体を表示する読み取り可能なラベル、（ii）実行されるアッセイプロトコー
ルを表示する読み取り可能なラベル、（iii）患者の識別番号を表示する読み取り可能な
ラベル、（iv）カートリッジに含まれるアッセイ試薬の位置を表示する読み取り可能なラ
ベル、または（v）プログラム可能なプロセッサの使用説明書を含む読み取り可能なラベ
ルをさらに含む、本発明1074のシステム。
[本発明1077]
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　1つまたは複数の検体の検出のためのシステムであって、以下を含むシステム：
（a）液体試料を保持するためのウェルを画定し、かつ、ディスポーザブル試料ホルダー
の内部に含まれかつウェルの周囲に配置されたRFコイルを有する、ディスポーザブル試料
ホルダーであって、該RFコイルは、永久磁石およびRFパルスシーケンスを使用して生じた
バイアス磁界に液体試料を曝露させることにより生成されるシグナルを検出するように構
成されており、該ディスポーザブル試料ホルダーは、1つまたは複数のヒューザブルリン
クを含む、ディスポーザブル試料ホルダー；ならびに
（b）（b1）磁界を画定する永久磁石；（b2）RFパルスシーケンスおよび検出コイル；（b
3）RFコイルと連通している1つまたは複数の電気素子であって、シグナルを増幅、整流、
送信、および/または電子化するように構成されている、電気素子；および（b4）ヒュー
ザブルリンクと連通し、かつ、ヒューザブルリンクに過電流を印加するように構成されて
いる1つまたは複数の電気素子であって、リンクを遮断させ、かつ、所定の耐用期間後に
コイルを作動不能にする、電気素子を含む、MR読み取り装置。
[本発明1078]
　前記RFコイルと連通している電気素子が、RFコイルに誘導結合されている、本発明1077
のシステム。
[本発明1079]
　本発明のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするようにサイズ
調整された着脱式カートリッジであって、該着脱式カートリッジが、1つまたは複数のア
ッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つまたは複数のチ
ャンバーを含み、該試薬モジュールが、（i）100nm～699nmの平均直径、1×108～1×1012

mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面に結合部分を有する、1×106～
1×1013個の磁性粒子を保持するためのチャンバーであって、該結合部分は、1つまたは複
数の検体または多価結合剤の存在下で、磁性粒子の特異的な凝集を変化させるように機能
する、チャンバー；および（ii）緩衝液を保持するためのチャンバーを含む、着脱式カー
トリッジ。
[本発明1080]
　本発明のシステム内への挿入およびシステムからの取り外しを容易にするようにサイズ
調整された着脱式カートリッジであって、該着脱式カートリッジが、1つまたは複数のア
ッセイ試薬を保持するための複数の試薬モジュールを保持するための1つまたは複数のチ
ャンバーを含み、該試薬モジュールが、（i）700nm～1200nmの平均直径、1×109～1×101
2mM-1s-1の粒子1個あたりのT2緩和能、およびそれらの表面にオリゴヌクレオチド結合部
分を有する、1×106～1×1013個の磁性粒子を保持するためのチャンバーであって、該オ
リゴヌクレオチド結合部分は、1つまたは複数の検体の存在下で、磁性粒子の特異的な凝
集を変化させるように機能する、チャンバー；および（ii）緩衝液を保持するためのチャ
ンバーを含む、着脱式カートリッジ。
[本発明1081]
　磁性粒子および緩衝液が、カートリッジ内の単一チャンバー中に共存する、本発明1079
または1080の着脱式カートリッジ。
[本発明1082]
　前記緩衝液が、0.1％～3％（w/w）のアルブミン、0.01％～0.5％の非イオン界面活性剤
、溶解剤、またはそれらの組み合わせを含む、本発明1079または1080の着脱式カートリッ
ジ。
[本発明1083]
　細胞を溶解するためのビーズを含むチャンバーをさらに含む、本発明1079または1080の
着脱式カートリッジ。
[本発明1084]
　ポリメラーゼを含むチャンバーをさらに含む、本発明1079または1080の着脱式カートリ
ッジ。
[本発明1085]
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　1種または複数種のプライマーを含むチャンバーをさらに含む、本発明1079または1080
の着脱式カートリッジ。
　本発明の他の特徴および利点は、下記の詳細な説明、図面、および特許請求の範囲から
明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図1Aは本発明の例示的態様に係る、RFパルスシーケンスに対する試料のシグナル
応答を検出するためのNMRユニットの概略図である。図1Bは試料20μLにおける緩和シグナ
ルを測定するための試料チューブの周囲の典型的なコイル構造を図示する。
【図２】図2A～2Eは本発明の例示的態様に係る、NMRにおいて使用することができるマイ
クロコイル形状を説明する（励起および/または検出のための）；構造としては、巻きソ
レノイドコイル（図2A）、平面コイル（図2B）、MEMSソレノイドコイル（図2C）、MEMSヘ
ルムホルツコイル（図2D）、および鞍型コイル（図2E）が含まれるが、これらに限定され
ない。MR検出において使用される、十分に特徴付けられたコイルの三次元リソグラフィー
コイル製造もまた確立されており、かつこれらの適用に使用することができる（Demas et
 al. "Electronic characterization of lithographically patterned microcoil for hi
gh sensitivity NMR detection" J Magn Reson 200:56 (2009)）。
【図３】図3Aは本発明の凝集アッセイを表す図である。磁性粒子（ドット）は、検体また
は多価結合剤の存在下で、凝集体が形成されるように結合剤（すなわち、抗体、オリゴな
ど）でコーティングされている。点線の円は、溶液分子がT2測定の間その拡散を介して受
け得る全液量の拡散範囲または部分を表す（水分子が進行する正確な経路はランダムであ
り、かつ、この図は正確な尺度ではない）。凝集（右側）は、水のT2シグナルを崩壊する
極微磁気的不均一性から試料の一部を失わせ、T2緩和の増加をもたらす。図3Bは多分散モ
デルを表すグラフであり、かつ、粒子が特定のサイズのクラスターを形成する場合に、T2
がこの曲線上の2つの点の間で移行することを示す。応答曲線は、粒子が状態1と状態2の
間で移行するために、検体添加に関して線形であるが、しかしクラスターの体積分率に関
して非線形である。応答曲線の傾斜は、アッセイの感度に直接的に比例する。
【図４】図4A～4Cは本発明のアッセイのための異なるアッセイフォーマットを表す図であ
る。図4Aは、磁性粒子の2つの集団が、検体の2つの異なるエピトープに結合するように設
計された、凝集作用サンドイッチイムノアッセイを図示する。図4Bは、液体試料中の検体
が多価結合剤（多価抗体）に結合し、それによって凝集を阻害する、競合イムノアッセイ
を図示する。図4Cは、粒子の2つの集団が、核酸標的の第一および第二の部分にそれぞれ
結合するように設計された、ハイブリダイゼーション介在凝集作用アッセイを図示する。
【図５】別々にパッケージングおよび保管することができる、組み立て式のモジュールカ
ートリッジのコンセプトを説明する。これは、例えば、入口モジュール（取り付けられて
いる反転させたバキュテナー（Vacutainer）チューブの持ち上げられた状態を示す）は滅
菌することができるが、一方、中央の試薬保持モジュールは滅菌されないことで行われる
。これにより、試薬を含有する成分は、冷蔵保存された成分だけとなる。
【図６】図6A～6Fはバキュテナー入口モジュールを図示する。図6Aは、使用者がバキュテ
ナーチューブの栓を取り、かつ、その上にカートリッジを置いた後の、反転した位置にお
けるバキュテナー入口モジュールを示す。図6Bは、ひとたびカートリッジを上に向けて置
くと、血液がバキュテナーから試料添加領域内に流れる経路中の成形を示す。フォイルシ
ールは、チャンネルの底部側にすることができ、密封したチャンネルを有する安価な成形
部を形成することができる。図6Cは、血液が流れて、かつ試料領域を満たしたときにバイ
アル内に空気を送入することが可能な通気管を示す断面図である。図6D～6Fは、蓋を外し
たバキュテナーチューブと連結させ、かつ、例えば、カンジダアッセイを実施するために
使用することができる2つの試料容量に分割するように設計された、試料分割用の入口モ
ジュールを図示する。入口モジュールは、2つの硬質プラスチック部分を有するが、これ
は、一緒に超音波溶接され、かつ、フォイルシールされてチャンネルネットワークを形成
して、第一のウェルがオーバーフローしたら第二の試料ウェルへ流れるように流路が形成
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されている。軟質のバキュテナーシール部分は、バキュテナーとのシールのために使用さ
れる。これは、試料が流れるためのポート、およびその流れが生じるための通気ポートを
有する。
【図７】図7Aは実施例6のクレアチニン競合アッセイの成分を表す図である。クレアチニ
ンで修飾された磁性粒子は、クレアチニン抗体と組み合わせて使用して、凝集システムを
形成する。液体試料中に存在するクレアチニンは、抗体用の磁性粒子と競合して、クレア
チニン濃度の増加に伴って凝集の減少をもたらす。凝集の変化は、液体試料中の水分子の
水素原子核のT2緩和率の変化として観測される。観測された液体試料のT2緩和率を標準曲
線と比較することにより、クレアチニンの濃度が決定される。図7Bは実施例9のタクロリ
ムス競合アッセイアーキテクチャを表す図である。図7Cは実施例10のカンジダ凝集作用サ
ンドイッチアッセイアーキテクチャを表す図である。
【図８】図8A～8Cはクレアチニン競合アッセイの応答曲線を示す一連のグラフである。図
8Aは、実施例6のクレアチニン競合アッセイの標準曲線を示すグラフであり、観測されたT

2緩和率と液体試料中のクレアチニンの濃度が相関する。図8Bは、抗体の2つの異なる調製
物とのクレアチニン修飾粒子のT2応答を示す。調製物1は、前生成物（凝集抗体との）で
あり、かつ、調製物2は、精製された生成物（凝集抗体が存在しない）である。図8Cは、
非凝集抗体、ビオチン化抗体および意図的に多量化した抗体とのクレアチニン修飾粒子の
T2応答を示し、かつ、多価凝集化剤のクラスター化能の増加が確認される。
【図９】実施例9のタクロリムス競合アッセイの標準曲線を示すグラフであり、液体試料
で観測されたT2緩和率と液体試料中のタクロリムスの濃度が相関する。
【図１０】抗体コーティング粒子およびアミノデキストラン-クレアチニン多価結合剤を
使用した場合のクレアチニン阻害曲線（実施例7を参照）を表すグラフであり、試料中に
存在する任意の標的検体（クレアチニン）と競合することによりクラスター化が誘導され
、粒子のクラスター化を引き起こす。使用される結合剤は、デキストラン1分子あたり約1
0個のクレアチニンを有する40kDaのデキストランである。
【図１１】滴定を実施することによる、Tac-デキストランコンジュゲートのクラスター化
能についての評価を表すグラフである（実施例8を参照）。見てわかるように、Tac-デキ
ストランの分子量の増加が、T2シグナルの改善をもたらす。
【図１２】滴定を実施することによる、Tac-デキストランコンジュゲートのクラスター化
能についての評価を表すグラフである（実施例8を参照）。観察されるとおり、より高い
置換が、T2シグナルの改善をもたらす。
【図１３】Tac-デキストランコンジュゲートの場合に使用されたものと同様の滴定を実施
することによる、Tac-BSAコンジュゲートのクラスター化能についての評価を表すグラフ
である（実施例8を参照）。観察されるとおり、クラスター化能は、タクロリムスの置換
比に伴って変化する。
【図１４】実施例1に記載のような、血中で調製した磁性粒子およびPBSマトリクスを使用
した、抗ビオチン抗体を検出するためのT2アッセイの結果を表すグラフである。
【図１５】実施例8および9に記載のような、タンパク質ブロッキング剤を有する（白丸）
および有さない（黒丸）調製した磁性粒子を使用した、抗ビオチン抗体を検出するための
T2アッセイの結果を表すグラフである。
【図１６】実施例2に記載のような、BSAブロッキング剤（黒く塗りつぶしたひし形、正方
形、三角形）またはFSGブロッキング剤（明灰色Xおよび円）を有する調製した磁性粒子を
使用した、抗ビオチン抗体を検出するためのT2アッセイの結果を表すグラフである。
【図１７】提供された粒子コーティングの概略図である。
【図１８】図18A～18Bは実施例4に記載の競合アッセイフォーマットにおける、ビオチン
を検出するためのT2アッセイの結果を表す。図18Aは、緩衝液での実験結果を表し；一方
、図18Bは、溶解血液での実験結果を表す。
【図１９】図19Aは、8日間にわたる本発明の方法によるカンジダ測定の再現性の表であり
、図19Bは、8日間にわたる本発明の方法によるカンジダ測定の再現性を表すグラフである
。C.アルビカンスに感染したヒト全血におけるT2測定の再現性を決定するために、本発明
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者等は8日間の研究を実施し、その研究で、同じドナーでスパイクおよび増幅させた試料
を、毎日、超常磁性粒子（n＝3）にハイブリダイゼーションさせて、かつ、得られたT2値
を記録した（実施例13を参照）。同時再現性を図19Aに示す。一般的に、全ての測定のCV
が12％未満で緊密に関係する。8日間にわたって観測された再現性を図19Bに示し（8日間
にわたって同じドナーでスパイクおよび増幅させた試料から測定された、平均T2値＋/－9
5％の信頼区間）、カンジダの濃度範囲にわたってCVは10％未満であり、かつ陰性対照の
場合では6％である。
【図２０】全血試料中の細菌または真菌病原体の検出のためのワークフローを記載するス
キームである（実施例14および17を参照）。
【図２１】図21Aおよび21Bはドナー試料からの結果を表すグラフである。図21Aは、様々
なC.アルビカンス細胞をスパイクした6つの異なるドナー血液試料において、アッセイの
性能を評価するために設計された16の実験から得られた結果を表すグラフである（実施例
13を参照）。各データポイントは、平均＋/－95％の信頼区間（n＝48）である。最小試験
濃度（10細胞/mL）では、本発明者らは、37％の確率でカンジダ・アルビカンスの検出に
失敗した（16の実験の内6つ）；しかし、100細胞/mLのカンジダ・アルビカンスでは、100
％の確率で検出した。このことは、本アッセイが、100細胞/mLより大きいまたは等しいC.
アルビカンス濃度においては、ドナー血液試料を介して大きな性能阻害が導入されること
なく、確実に検出することができることを示唆している。図21Bは、様々なC.クルセイ細
胞をスパイクした6つの異なるドナー血液試料において、アッセイの性能を評価するため
に設計された7つの実験から得られた結果を表すグラフである（実施例13を参照）。各デ
ータポイントは、平均＋/－95％の信頼区間（n＝21）である。本発明者らは、10細胞/mL
においては、いずれの実験においても検出していないが、しかし100細胞/mLにおいては、
全ての実験で検出する。このことは、LODが10～100細胞/mLであることを示唆している。
【図２２】0～1E4細胞/mLの濃度範囲で全血400μLにスパイクした、5つのC.アルビカンス
臨床単離株について測定されたT2値を示す点図表である。プロットの結果は、平均+/-1SD
である。そのデータは、異なる単離株の中で得られた絶対T2値が散乱しているにもかかわ
らず、50細胞/mLでの全ての値が、カンジダコントロールなしの場合を上まっていること
を示している（20の独立したアッセイで3連測定、合計60の異なるクラスター化反応）。
【図２３】10細胞/mL（図23A）および50細胞/mL（図23B）で生成したT2結果のROCプロッ
トである。10細胞/mLでの曲線下面積は、0.72（95CI＝0.56～0.88）であり、一方、50細
胞/mLでの曲線下面積は、0.98（95CI＝0.95～1.001）である。曲線下面積は、診断精度を
定量化するために使用されることが多い；この場合、10細胞/mLまたは50細胞/mLで感染さ
せたカンジダ性敗血症患者と非カンジダ性敗血症患者を識別する能力。10細胞/mLでは、
曲線下面積は、0.72であり、これは、T2アッセイが、10細胞/mLの感染レベルで、ランダ
ムに選択されたカンジダ性敗血症の人で実行された場合、これらのT2値が非カンジダ性敗
血症の人よりも高い確率が72％であることを意味している。試験の臨床的精度は50細胞/m
Lで極めて高く、曲線下面積は0.98である。これはまた、この感染レベルのカンジダ性敗
血症の人では、T2アッセイは、非カンジダ性敗血症の患者からの試料より高い値を与える
確率が98％であることを示している（実施例13を参照）。
【図２４】標準的な熱サイクル（約3時間の所要時間）およびアニーリング/伸長工程（約
2時間13分間の所要時間）を組み合わせたプロセス使用した、アッセイの感度を表すグラ
フである。熱サイクルにおいてアニーリングと伸長工程を組み合わせると、アッセイ感度
を損なうことなく、総アッセイTATが2.25時間に減少する。
【図２５】PCRサイクリングによるT2シグナルの変化を表すグラフである（実施例14を参
照）。結果から、本発明の方法およびシステムを使用して、リアルタイムPCRを実施し、
かつ、試料中に存在する標的核酸の量について定量的情報を提供することができることが
実証される。
【図２６】簡単な磁性分離器/PCRブロックインサートを示す一連の写真である。
【図２７】以下の増幅により生成したDNAの量を示す画像である：（1）3'および5'C.アル
ビカンス単一プローブナノ粒子の存在下で増幅したゲノムC.アルビカンスの100コピー；
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粒子は、PCR中、磁界により側壁に保持された、（2）ナノ粒子なしで増幅したゲノムC.ア
ルビカンスの100コピー、ならびに（3）3'および5'C.アルビカンス単一プローブナノ粒子
の存在下で増幅したゲノムC.アルビカンスの100コピー；磁界なし。
【図２８】図28A～28Eは磁化性金属発泡体（影付き）、磁性粒子（円）、および検体（三
角形）の固定化部分を含有する試料チューブの概略図である。例えば、ニッケル製の磁化
性金属発泡体は、導管内に挿入して、かつ、熱に曝露させることにより固定化してもよく
、これは、金属発泡体の周囲の導管を収縮させ、結果として密封させる。磁性粒子および
検体を含有する試料は、次に、導管の一端に導入される（図28A）。次に、導管を磁石に
曝露させると（図28B）、磁性粒子は金属発泡体に引き付けられて、その孔または隙間内
に磁気的に捕捉される。金属発泡体の孔の平均直径は、例えば、100～1000ミクロンであ
る。検体分子は、磁性粒子への結合を介して金属発泡体に運ばれるか、またはその流体を
、金属発泡体を通して送り、捕捉された磁性粒子に到達させることができる。金属発泡体
中に捕捉されている間、磁性粒子は、ここに閉じ込められ、かつ他の磁性粒子に近づくた
めに、相互作用が増強して、かつクラスター形成が増強される。次に、金属発泡体は消磁
され（図28C）、すなわち、金属発泡体の磁界が無視できるようになる。磁性粒子クラス
ターの拡散が比較的低いため、磁性粒子と検体クラスターとの複合体は主に金属発泡体中
に留まっているが、金属発泡体の内部および外部への検体の自然な拡散が生じる（図28D
）。あるいは、磁化性金属発泡体（中空円柱）は、試料チューブ中に、磁性粒子（円）、
および検体（星）と共に浮遊している。浮遊している金属発泡体の磁化および消磁は、凝
集体形成速度を増加させるために使用される。
【図２９】32個の臨床標本（14個の標本は、カンジダ陽性である）についてのT2MRの結果
を表す表である。この試験は、C.クルセイまたはC.グラブラータを含有する4つの標本、C
.アルビカンスまたはC.トロピカリスを含有する7つの標本、およびC.パラプシローシスを
含有する3つの標本を同定する。黒の実線は、識別閾値（T2＝128ミリ秒）を示す（実施例
16を参照）。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
詳細な説明
　本発明は、試料中の検体の迅速検出または検体濃度の決定のためのシステム、デバイス
、および方法を特徴とする。本発明のシステムおよび方法は、磁性粒子、NMRユニット、
任意で異なる温度での1つまたは複数のインキュベーションステーション、任意で1つまた
は複数のボルテックスミキサー、任意で1つまたは複数の遠心分離機、任意で流体操作ス
テーション、任意でロボットシステム、および任意で1つまたは複数のモジュールカート
リッジを用いる。本発明のシステム、デバイス、および方法は、生物試料（とりわけ、例
えば、血液、汗、涙、尿、唾液、精液、血清、血漿、脳脊髄液（CSF）、糞、膣液もしく
は組織、痰、鼻咽頭吸引物もしくはスワブ、涙液、粘膜、または上皮スワブ（口腔スワブ
）、組織、器官、骨、歯、または腫瘍）をアッセイするために使用することができる。あ
るいは、本発明のシステム、デバイス、および方法は、バイオレメディエーションプログ
ラムの一部として、植物または動物を飼育する際に使用するための、あるいは環境危険要
因を同定するために、環境条件（例えば、植物成長ホルモン、殺虫剤、人工または環境毒
素、虫害抵抗性/感受性に重要な核酸配列、藻類および藻類副生成物）をモニタリングす
るために使用される。同様に、本発明のシステム、デバイス、および方法は、例えば、リ
シン、サルモネラ・チフィリウム（Salmonella typhimurium）、ボツリヌス毒素、アフラ
トキシン、マイコトキシン、野兎病菌（Francisella tularesis）、天然痘、炭疽菌また
は他のような細菌兵器剤または生物兵器剤を検出およびモニタリングするために使用され
る。
【００６３】
　磁性粒子は、検体または多価結合剤の存在下で凝集体が形成されるように、結合部分（
すなわち、抗体、オリゴヌクレオチド、アプタマーなど）でコーティングすることができ
る。凝集は、溶媒のT2シグナルを崩壊させる極微磁気的不均一性から試料の一部を失わせ
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、T2緩和の増加をもたらす（図3を参照）。
【００６４】
　T2測定は、典型的には、1～10秒間測定を続ける、集合体中の全てのスピンの単一尺度
であり、それは、溶媒が、液体試料中の極微不均一性に対して数百ミクロンの長距離を移
動することを可能にする。各溶媒分子は、液体試料中のある容量をサンプリングし、かつ
、T2シグナルは、試料中の溶媒分子の全て（核スピン）の平均（正味の総シグナル）であ
り；言い換えれば、T2測定は、溶媒分子により受ける環境全体の正味の測定であり、かつ
、試料中の全ての極微不均一性の平均測定である。
【００６５】
　液体試料中の溶媒分子について観測されるT2緩和率は、磁性粒子により支配されており
、それは、磁界の存在下で高い磁気双極子モーメントを形成する。磁性粒子の非存在下で
、液体試料について観測されるT2緩和率は、典型的には長い（すなわち、T2（水）＝約20
00ミリ秒、T2（血液）＝約1500ミリ秒）。粒子の濃度が増加するにつれて、試料中の極微
不均一性が増加し、かつ、これらの極微不均一性による溶媒の拡散が、スピンデコヒーレ
ンスの増加およびT2値の低下をもたらす。観測されるT2値は、粒子の濃度に非線形的に、
かつ、粒子パラメーターあたりの緩和能に依存する。
【００６６】
　本発明の凝集アッセイにおいて、磁性粒子数、および存在する場合、凝集粒子数は、ア
ッセイの間一定のままである。粒子がクラスター化したとき、粒子の空間分布が変化する
。クラスター内への粒子の局在が、より一定の粒子分布よりも促進されるため、凝集は溶
媒分子の平均的な「経験」を変化させる。凝集の程度が高いと、多くの溶媒分子が、磁性
粒子により生じる極微不均一性を経験せず、かつ、T2は、溶媒のそれに近づく。凝集した
磁性粒子の画分が液体試料中で増加するため、観測されるT2は、凝集および単一（非凝集
）磁性粒子の非均一な懸濁の平均である。本発明のアッセイは、検体の存在および検体濃
度の差に対してアッセイの感度を増加させるために、凝集によるT2の変化を最大にするよ
うに設計される。
【００６７】
　粒子のクラスター化のために2つの計画があり、かつ、T2は、粒子サイズに基づいて影
響を受ける（図3Bを参照、限度は、典型的には、約100nmの直径の粒子である）。液体試
料の任意のアッセイについて、250nmにサイズ調整した磁性粒子の粒子計数は、約1×107

個の粒子であることができ、30nmにサイズ調整した磁性粒子は、約1×1013個であること
ができる。これは、より小さい粒子が、より低い粒子1個あたりの緩和能を有するためで
あり（材料の種類が同じ場合）、結果として固有の感度の不利益をもたらす。本発明の典
型的なアッセイでは、磁性粒子は、凝集粒子の画分の増加に伴ってT2が増加するように選
択される。
【００６８】
　本発明のアッセイは、検体の存在下で、T2の配向を変化させるように設計することがで
きる（図4A～4C参照）。例えば、本アッセイは、磁性粒子の2つの集団が検体の異なるエ
ピトープに結合する、凝集作用サンドイッチイムノアッセイ（図4Aを参照）；検体が多価
結合剤と競合して磁性粒子の凝集を阻害する、競合アッセイ（図4Bを参照）；または磁性
粒子の2つの集団がオリゴヌクレオチドの第一および第二の部分に結合する、ハイブリダ
イゼーション介在凝集作用（図4Cを参照）であることができる。追加の競合的フォーマッ
トは、2つの粒子結合部分が凝集因子なしで結合する場合を含むであろう（例えば、DNAオ
リゴヌクレオチドは、2つのナノ粒子が2つの異なるオリゴを有し、かつ、これらが一緒に
アニーリングすることができるように設計され、かつ、加熱されたとき、検体またはアン
プリコンまたは標的DNAは、npアニーリングを競合または破壊する）。
【００６９】
　例えば、以下のような本発明のアッセイを行うための他のフォーマットを使用すること
ができる：（i）標的試料を、標的検体に特異的な結合部分で修飾した磁性粒子および多
価結合剤の存在下でインキュベートすることができ、阻害アッセイにおいて、検体の磁性
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粒子への結合により、磁性粒子と多価結合剤の凝集作用がブロッキングされる；（ii）標
的試料を、標的検体に特異的な結合部分で修飾した磁性粒子および多価結合剤の存在下で
インキュベートすることができ、解離アッセイにおいて、検体は、多価結合剤および磁性
粒子の前形成凝集体に曝露され、かつ、検体は多価結合剤と置き換わって液体試料中の凝
集を減少させる；または（iii）標的試料を、標的検体に特異的な結合部分で修飾した磁
性粒子および標的検体自体の存在下でインキュベートして、磁性粒子の自己集合性の単一
集団を形成することができ、阻害アッセイまたは解離アッセイにおいて、検体の磁性粒子
への結合が存在すると、磁性粒子の自己凝集作用がブロッキングされる；または（iv）標
的試料を、可溶性凝集化剤および検体もしくは検体の類似体で修飾された磁性粒子の存在
下でインキュベートすることができ、阻害アッセイにおいて、検体が存在すると、可溶性
凝集化剤と結合して粒子の凝集作用がブロッキングされる。
【００７０】
　多価結合剤（凝集因子）が用いられる場合、多検体を担体（例えば、単純な合成足場、
またはより大きい担体タンパク質もしくは多糖、例えば、BSA、トランスフェリン、また
はデキストラン）に連結させる。
【００７１】
磁性粒子
　本明細書に記載の磁性粒子としては、各々、参照により本明細書に組み入れられる、例
えば、米国特許第7,564,245号および米国特許出願公報第2003-0092029号に記載されるも
のが挙げられる。磁性粒子は、一般的に、コンジュゲート、すなわち、磁性粒子と1つま
たは複数の結合部分（例えば、オリゴヌクレオチド、核酸、ポリペプチド、または多糖）
が連結した形態である。結合部分は、標的検体と特異的相互作用を引き起こす。結合部分
は、選択された標的検体、例えば、核酸、ポリペプチド、または多糖に特異的に結合する
。場合により、結合はコンジュゲートの凝集を引き起こし、結果として、水溶液中の隣接
する水プロトン（または非水溶性溶媒中のプロトン）のスピン-スピン緩和時間（T2）の
変化、例えば、減少（例えば、より小さい磁性粒子の場合）または増加（例えば、より大
きい磁性粒子の場合）をもたらす。あるいは、検体は、競合的解離アッセイにおいて、前
形成凝集体と結合する（例えば、多価結合剤および磁性粒子から形成された凝集体）、ま
たは阻害アッセイにおいて、磁性粒子上の結合部分に対して多価結合剤と競合する（すな
わち、凝集体の形成は検体の存在下で阻害される）。
【００７２】
　コンジュゲートは、それらの鉄、金属酸化物、または他のフェロもしくはフェリ磁性ナ
ノ材料の超常磁性のために高い緩和能を有する。鉄、コバルト、およびニッケル化合物な
らびにそれらの合金、ガドリニウムなどの希土類元素、ならびに金およびバナジウムなど
の特定の金属間化合物は、超常磁性粒子を生成するために使用することができる強磁性体
である。磁性粒子は、単分散（磁性粒子1個あたり、磁性材料、例えば、超常磁性酸化鉄
などの金属酸化物の単結晶）または多分散（例えば、磁性粒子1個あたり、複数の結晶）
であることができる。磁性金属酸化物としては、また、コバルト、マグネシウム、亜鉛、
またはこれらの金属と鉄との混合物を挙げることができる。コンジュゲートを生成するた
めに有用な磁性粒子の重要な特徴および要素としては、以下が挙げられる：（i）高い緩
和能、すなわち、水（または他の溶媒）緩和に及ぼす強い効果、（ii）結合部分が共有結
合することができる官能基、（iii）相互作用部分の磁性粒子への低い非特異的結合、お
よび/または（iv）溶液中の安定性、すなわち、磁性粒子が溶液中に懸濁されたままであ
り、沈殿せず、かつ/またはnpは、記載の方法に用いられるそれらの能力を保持する（す
なわち、npは、ある寿命を有する）。
【００７３】
　磁性粒子は、結合部分に官能基を介して連結してもよい。いくつかの態様においては、
磁性粒子は、部分的に、磁性粒子の非特異的可逆性を増強するために、選択された官能基
を含む高分子と会合することができる。高分子は、非限定的に、ポリエチレングリコール
もしくはシランなどの合成高分子、天然高分子、または合成もしくは天然高分子の誘導体
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、またはこれらの組み合わせであることができる。高分子は、親水性であってもよい。い
くつかの態様においては、高分子「コーティング」は、磁性金属酸化物の周りの連続皮膜
ではなく、しかし金属酸化物に接着し、かつこれを取り囲んだ「メッシュ状」または「雲
状」の伸長高分子鎖である。高分子は、デキストラン、プラナン（pullanan）、カルボキ
シデキストラン、カルボキシメチルデキストラン、および/または還元カルボキシメチル
デキストランを含む、多糖および誘導体であることができる。金属酸化物は、互いに接触
しているか、または高分子により個別に捕捉または包囲されている、1つまたは複数の結
晶の集合体であることができる。
【００７４】
　あるいは、磁性粒子は、非高分子官能基組成物と会合することができる。高分子と会合
しない安定化された官能化磁性粒子を合成する方法は、例えば、Halbreich et al., Bioc
himie, 80:379 (1998)に記載されている。
【００７５】
　磁性粒子は、典型的には、1結晶あたり、約1～25nm、例えば、約3～10nm、または約5nm
の直径を有する金属酸化物の単結晶および多結晶を含む。磁性粒子は、また、例えば、約
5～20nm以上の厚さの核および/またはコーティングの形態の高分子成分を含むことができ
る。磁性粒子の全体のサイズは、例えば、20～50nm、50～200nm、100～300nm、250～500n
m、400～600nm、500～750nm、700～1,200nm、1000～1,500nm、または1,500～2,000nmであ
ることができる。
【００７６】
　磁性粒子は、様々な方法で調製してもよい。磁性粒子が、磁性粒子を結合部分に連結さ
せる官能基を有することが好ましい。カルボキシ官能化磁性粒子は、例えば、Gorman（PC
T公報第WO00/61191号を参照）の方法に従って製造することができる。本方法において、
還元カルボキシメチル（CM）デキストランが市販のデキストランから合成される。CMデキ
ストランと鉄塩を一緒に混合して、かつ次に、水酸化アンモニウムで中和する。得られた
カルボキシ官能化磁性粒子は、アミノ官能化オリゴヌクレオチドとカップリングするため
に使用することができる。カルボキシ官能化磁性粒子は、また、多糖コーティング磁性粒
子から、強塩基中、ブロモまたはクロロ酢酸と反応させて、カルボキシル基に接着させる
ことにより製造することができる。加えて、カルボキシ官能化粒子は、アミノ官能化磁性
粒子から、無水コハク酸または無水マレイン酸などの試薬を使用して、アミノ基をカルボ
キシ基に変換することにより製造することができる。
【００７７】
　磁性粒子のサイズは、反応条件を調整することにより、例えば、米国特許第5,262,176
号に記載のように、鉄塩を塩基で中和する間、低温を使用することにより制御することが
できる。均一な粒子サイズの材料は、また、例えば、米国特許第5,492,814号に記載のよ
うに、遠心分離、限外濾過、またはゲル濾過を使用して、粒子を分画することにより製造
することができる。
【００７８】
　磁性粒子は、また、Molday（Molday, R. S. and D. MacKenzie, "Immunospecific ferr
omagnetic iron-dextran reagents for the labeling and magnetic separation of cell
s", J. Immunol. Methods, 52:353 (1982))の方法に従って合成することができ、かつ過
ヨウ素酸で処理して、アルデヒド基を形成することができる。次に、アルデヒド含有磁性
粒子を、ジアミン（例えば、エチレンジアミンまたはヘキサンジアミン）と反応させて、
シッフ(Schiff)塩基を形成し、次いで、水素化ホウ素ナトリウムまたはシアノ水素化ホウ
素ナトリウムを用いて還元することができる。
【００７９】
　デキストランコーティング磁性粒子を製造し、エピクロルヒドリンと架橋させることが
できる。アンモニアを加えるとエポキシ基と反応して、アミノ基を生成し、Hogemann, D.
, et al., Improvement of MRI probes to allow efficient detection of gene express
ion Bioconjug. Chem., 11:941 (2000)、およびJosephson et al., "High-efficiency in



(55) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

tracellular magnetic labeling with novel superparamagnetic-Tat peptide conjugate
s", Bioconjug. Chem., 10: 186 (1999)を参照のこと。この材料は、架橋酸化鉄または「
CLIO」として公知であり、かつ、アミンで官能化した場合、アミン-CLIOまたはNH2-CLIO
と呼ばれる。カルボキシ官能化磁性粒子は、水溶性カルボジイミドおよびジアミン、例え
ば、エチレンジアミンまたはヘキサンジアミンを使用することにより、アミノ官能化磁性
粒子に変換することができる。
【００８０】
　磁性粒子は、磁性流体（すなわち、磁性粒子の安定なコロイド懸濁液）から形成するこ
とができる。例えば、磁性粒子は、数十ナノメートルサイズのオーダーの多金属酸化物結
晶を含み、かつ、粒子上に吸着してそれらを安定化させる界面活性剤を含有する流体中に
分散された、または沈殿により、金属イオンの溶液の塩基性媒体中に分散された、複合体
であることができる。適切な磁性流体は、Liquids Research Ltd.社から下記の参照番号
で購入することができる：WHKS1S9（A、BまたはC）（10nmの直径の粒子を有するマグネタ
イト（Fe3O4）を含む、水系磁性流体である）；WHJS1（A、BまたはC）（10nmの直径のマ
グネタイト（Fe3O4）粒子を含む、イソパラフィン系磁性流体である）；およびBKS25デキ
ストラン（9nmの直径のマグネタイト（Fe3O4）粒子を含む、デキストランで安定化された
水系磁性流体である）。本発明のシステムおよび方法において使用するための他の適切な
磁性流体は、Ademtechから入手可能なオレイン酸安定化磁性流体である（約70重量％のα
-Fe2O3粒子（約10nmの直径）、15重量％のオクタン、および15重量％のオレイン酸を含む
）。
【００８１】
　磁性粒子は、典型的には、多金属酸化物結晶および有機マトリクスを含み、かつ、磁性
粒子の表面へ結合部分を連結させるための官能基（すなわち、アミン基またはカルボキシ
基）で修飾された表面を有する、複合物である。例えば、本発明の方法において有用な磁
性粒子としては、Dynal、Seradyn、Kisker、Miltenyi Biotec、Chemicell、Anvil、Biopa
l、Estapor、Genovis、Thermo Fisher Scientific、JSR micro、Invitrogen、およびAdem
techから市販されているもの、ならびに、各々、参照により本明細書に組み入れられる、
米国特許第4,101,435号；第4,452,773号；第5,204,457号；第5,262,176号；第5,424,419
号；第6,165,378号；第6,866,838号；第7,001,589号；および第7,217,457号に記載のもの
を含む。
【００８２】
　アビジンまたはストレプトアビジンは、オリゴヌクレオチドまたはポリペプチドなどの
ビオチン化結合部分と共に使用するために、磁性粒子に接着させることができる（例えば
、Shen et al., "Magnetically labeled secretin retains receptor affinity to pancr
eas acinar cells," Bioconjug. Chem., 7:31 1 (1996)を参照）。同様に、ビオチンは、
アビジン標識結合部分と共に使用するために、磁性粒子に接着させることができる。ある
いは、結合部分は、磁性粒子の表面に共有結合させる；粒子は、IgG分子で修飾してもよ
く；粒子は、抗his抗体で修飾してもよく；または粒子は、hisタグ化FAbで修飾してもよ
い。
【００８３】
　低分子量材料は、使用前に、限外濾過、透析、磁気分離、または他の手段により磁性粒
子から分離することができる。例えば、未反応の結合部分および連結剤は、磁気分離また
はサイズ排除クロマトグラフィーにより磁性粒子コンジュゲートから分離することができ
る。ある場合では、磁性粒子は、サイズにより分画して、特定のサイズ範囲および平均直
径を有する粒子の混合物を生成することができる。
【００８４】
　高い感度を必要とする特定のアッセイのために、T2緩和アッセイを使用した検体検出は
、十分に感受性の検体誘導凝集作用が可能な適当な粒子を選択する必要があり得る。より
高い感度は、単一のより大きい高分子マトリクスまたは磁性流体集合体（100nm～1200nm
の全直径、例えば、100nm、200nm、250nm、300nm、500nm、800nm、または1000nmの平均直
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、あるいはより高い磁気モーメント材料またはより高い密度を有する粒子、および/また
はより高い鉄含量を有する粒子を使用することにより達成することができる。理論によっ
て制限されるものではないが、これらのタイプの粒子は、粒子1個あたりの鉄原子数が非
常に多いため、100×を超える感度の利得を提供したと仮定されるが、これは、アッセイ
溶液中に存在する粒子数が減少したため、かつ、おそらくは、各クラスター化イベントに
より影響を受ける超常磁性鉄の量がより多いために感度の増加をもたらすと考えられる。
【００８５】
　粒子1個および粒子サイズあたりの緩和能は、高感度アッセイのための最適な粒子を選
択するための有用な用語の1つである。理想的には、この用語は、可能な限り重要である
と考えられる。粒子1個あたりの緩和能は、測定されたT2値に対する各粒子の効果の尺度
である。この数値が大きいほど、所与のT2応答を引き起こすために必要な粒子数が少なく
なる。さらに、反応溶液中の粒子の濃度を減少させることで、アッセイの分析感度を改善
することができる。粒子を製造するために使用される成分に応じて、磁性粒子間で鉄密度
および緩和能が変動できるということから、粒子1個あたりの緩和能はより有用なパラメ
ーターであることができる（表1を参照）。粒子1個あたりの緩和能は、超常磁性材料の飽
和磁化に比例する。
【００８６】
（表１）

【００８７】
　本発明のシステムおよび方法において使用するための基本粒子は、表2において分類さ
れる市販の粒子のいずれかであることができる。
【００８８】
　（表２）
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【００８９】
　本発明のシステムおよび方法において使用するための磁性粒子は、10nm～1200nmの流体
力学直径を有し、かつ、粒子1個あたり平均8×102～1×1010個の金属原子を含有し、かつ
、1×104～1×1013mM-1s-1の粒子1個あたりの緩和能を有することができる。本発明のシ
ステムおよび方法において使用される磁性粒子は、上述した設計、複合体、または販売元
のいずれかであることができ、かつ、本明細書に記載のように磁気共鳴スイッチとして使
用するためにさらに修飾することができる。
【００９０】
　粒子1個あたりの緩和能の他に、高分析感度アッセイのための磁性粒子の選択および設
計において、いくつかの他の実用上の問題に取り組まなければならない。
【００９１】
　例えば、大きい粒子（すなわち、1000nm以上）の使用は、粒子1個あたりの鉄含量およ
び緩和能を最大化するために望ましいであろう。しかし、本発明者らは、このサイズの粒
子が溶液から急速に沈殿する傾向があることを観察した。本発明者らは、磁性粒子のサイ
ズを500nm未満に維持した場合に、典型的には、粒子の沈殿がアッセイを妨げないことを
観察した。記載のアッセイにおいて500nmを超える粒子または高い密度を有するより小さ
い粒子を使用したときに、沈殿がモニタリングされ、かつ、T2測定に対する効果が決定さ
れる。本発明者らは、約100～300nm粒子の磁性粒子のサイズが、官能化後であっても沈殿
に関する安定性について理想的であり（およそ50nmごとに流体力学直径が300nmに増加）
、かつ、粒子1個あたりの高い緩和能によって可能となる高い感度を与えることを見出し
た。粒子密度が、浮力にある役割を担っているのは確かである。そのため、溶液および粒
子の相対密度は、粒子の沈殿に重要な役割を担っている。従って、この問題に対する可能
な解決方法は、浮遊性の磁性粒子（すなわち、中空粒子、または低密度マトリクスおよび
高密度金属酸化物の両方を含有する粒子）を使用することである。沈殿がT2検出に影響を
及ぼし得るため、粒子と溶液の密度の比を変化させるために溶液添加物を用いてもよい。
超常磁性材料が測定された液体容量の大部分を占める場合、T2検出は沈殿により影響を受
け得る。沈殿は、410nmでのUV-可視吸光度が、0.6～0.8の間の吸光度単位になるような濃
度に粒子を希釈して、かつ次に、90分間吸光度をモニタリングすることにより評価するこ
とができる。沈殿が起こった場合、初期吸光度で割った初期吸光度と最終吸光度の差は5
％を超えるであろう。沈殿％が5％を超えるのであれば、その粒子は、典型的には、高い
分析感度を必要とするアッセイでの使用に適さない。本発明のアッセイにおいて使用され
る磁性粒子は、非限定的に、非沈殿磁性粒子であることができる。高度な沈殿は取扱いが
難しく、かつ、再現性の問題を生じる恐れがあり得る。
【００９２】
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　100nm以上のオーダーの磁性粒子の場合、典型的に、その粒子核を含む多超常磁性酸化
鉄結晶は、外部磁界の存在下にあるとき正味の双極子モーメントをもたらす、すなわち、
双極子モーメントはブラウン運動を克服する十分な力である。非特異的可逆性は、非特異
的凝集に対するコロイド安定性およびロバスト性の尺度である。非特異的可逆性は、均一
磁界（＜5000ppmとして定義される）中でのインキュベーションの前後に粒子の溶液のT2
値を測定することにより評価される。T2値は、典型的には、0.01mMのFeの鉄濃度を有する
粒子では200ミリ秒から開始する。均一磁界中でのインキュベーションの前後のT2値の差
が20ミリ秒未満である場合、試料は可逆的であると見なされる。さらに、10％は、アッセ
イの粒子濃度を反映するT2測定を開始することができる閾値である。その差が10％より大
きい場合、粒子は、試験される緩衝液、希釈剤、およびマトリクス中で不可逆性を示す。
磁性粒子の非特異的可逆性は、本明細書に記載のように変化することができる。例えば、
非特異的凝集に対するコロイド安定性およびロバスト性は、粒子の表面特性、結合部分、
アッセイ緩衝液、マトリクスおよびアッセイプロセス条件により影響を受けることができ
る。非特異的結合に対するコロイド安定性および抵抗性の維持は、共役化学、ブロッキン
グ方法、緩衝液改良、および/またはアッセイプロセス条件の変化により変更することが
できる。
【００９３】
　本発明者らは、ロバスト性および再現性のあるアッセイへの非常に重要な寄与が、使用
される磁性粒子の粒度分布の単分散性、つまり、コーティング後の多分散粒子とコーティ
ング前の単分散粒子で観察される差異であることを認めた。磁性粒子の多分散バッチは、
再現性を欠き、かつ、感度を落とす恐れがある。多分散試料は、また、均一のコーティン
グを達成する際に問題を生じる恐れがある。特定のより高い感度のアッセイのためには、
磁性粒子が粒度分布において実質的に単分散であることが望ましい（すなわち、約0.8～0
.9未満の多分散性指数を有する）。あるいは、本発明のアッセイを、多分散磁性粒子の使
用に適合するように設計することができる。
【００９４】
　本発明のアッセイが、凝集作用アッセイのクラスター化状態のシフトをモニタリングす
ることを必要とし、かつ、クラスター化の変化の測定に、かなりの量のクラスター化粒子
が必要となる可能性がある（例えば、>1～10％と考えられる）とすれば、アッセイ中の全
粒子数は、最高の感度を可能にするために最小にするべきである。しかし、T2検出ダイナ
ミックレンジの利用を可能にするために、十分な粒子数が存在する必要がある。本発明者
らは、磁性粒子の数（またはモル当量）が、検出される検体の数（またはモル当量）およ
び用いられる多価結合剤（すなわち、阻害アッセイにおいて）の数（またはモル当量）と
ほぼ同じ桁であるとき、最高の感度が観測されることを見出した。
【００９５】
　タンパク性試料の場合、また、磁性粒子の表面を修飾して、バックグラウンドタンパク
質の磁性粒子への非特異的結合を減少させることが必要となり得る。バックグラウンドタ
ンパク質の粒子への非特異的結合は、粒子のクラスター化を誘導または妨害して、誤った
シグナルおよび/またはシグナルの誤った消失をもたらし得る。例えば、いくつかの場合
では、磁性粒子の表面は、バックグラウンドタンパク質の非特異的結合を減少させる、磁
性粒子の表面に共有結合したブロッキング剤を含むことができる。所望の効果を達成する
ために使用することができる様々な薬剤があり、かつ場合によっては、薬剤の組み合わせ
が最も有利である（表3を参照；典型的な粒子、コーティング、および結合部分）。
【００９６】
　（表３）
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【００９７】
　従って、本発明者らは、非タンパク性緩衝液試料での結果に相当する、アッセイ活性お
よび感度を達成するために、特に、タンパク性試料（例えば、血漿試料または全血試料）
において、タンパク質ブロッキングが必要となり得ることを見出した。提供された調製物
において使用し得る、共通して使用されるいくつかのタンパク質ブロッキング剤としては
、例えば、ウシ血清アルブミン（BSA）、魚皮ゼラチン（FSG）、ウシγ-グロブリン（BGG
）、リゾチーム、カゼイン、ペプチダーゼ、またはスキムミルクが挙げられる。ある態様
においては、磁性粒子コーティングは、BSAまたはFSGを含む。他の態様においては、コー
ティングの組み合わせは、表3に列挙されるこれらの典型的なコーティングの組み合わせ
である。
【００９８】
　さらに、非特異的結合は、生物試料中の脂質または他の非タンパク性分子に起因し得る
。非タンパク性物質が介在する非特異的結合の場合、pHおよび緩衝液のイオン強度の変化
を、粒子反発力を増強させるように選択し得るが、しかし目的とした相互作用の結果を制
限するには十分ではない。
【００９９】
アッセイ試薬
　本発明のアッセイは、磁性粒子への非特異的結合を減少させるための試薬を含むことが
できる。例えば、本アッセイは、1つまたは複数のタンパク質（例えば、アルブミン（例
えば、ヒトまたはウシのアルブミン）、魚皮ゼラチン、リゾチーム、またはトランスフェ
リン）；低分子量（＜500ダルトン）アミン（例えば、アミノ酸、グリシン、エチルアミ
ン、またはメルカプトエタノールアミン）；および/または水溶性非イオン界面活性剤（
例えば、ポリエチレングリコール、Tween（登録商標）20、Tween（登録商標）80、Pluron
ic（登録商標）、またはIgepal（登録商標））を含むことができる。
【０１００】
　界面活性剤は、一般的に、IGEPALという商品名でGAF社から市販されている界面活性剤
を含む、広範囲の可溶性非イオン界面活性剤から選択してもよい。IGEPAL液体非イオン界
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面活性剤は、ポリエチレングリコールp-イソオクチルフェニルエーテル化合物であり、か
つ、様々な分子量の指定により、例えば、IGEPAL CA720、IGEPAL CA630、およびIGEPAL C
A890で入手可能である。他の適切な非イオン界面活性剤としては、TETRONIC 909という商
品名でBASF Wyandotte Corporationから入手可能なものが挙げられる。この材料は、第一
級ヒドロキシル基を末端に有する四官能性ブロック共重合体界面活性剤である。適切な非
イオン界面活性剤は、また、VISTA ALPHONICという商品名でVista Chemical Companyから
入手可能であり、かつ、そのような材料は、様々な分子量の直鎖第一級アルコールブレン
ドから誘導される非イオン生分解性物のエトキシレートである。界面活性剤は、また、ポ
ロキサマー、例えば、ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンブロック共重合体、例
えば、Synperonic PEシリーズ（ICI）、Pluronic（登録商標）シリーズ（BASF）、Supron
ic、Monolan、Pluracare、およびPlurodacという商品名で入手可能なもの、ポリソルベー
ト界面活性剤、例えば、Tween（登録商標）20（PEG-20ソルビタンモノラウレート）、お
よびグリコール、例えば、エチレングリコールおよびプロピレングリコールから選択して
もよい。
【０１０１】
　そのような非イオン界面活性剤は、アッセイ反応において、有害効果を有することなく
アッセイに適度な洗浄力を与えるために選択してもよい。特に、界面活性剤は、本発明の
凝集アッセイの様々な成分の間の非特異的相互作用を抑制する目的で、反応混合物中に含
有してもよい。非イオン界面活性剤は、典型的には、0.01％（w/w）～5％（w/w）の量で
液体試料に事前に加えられる。
【０１０２】
　非イオン界面活性剤は、同じく、0.01％（w/w）～5％（w/w）の量で液体試料に事前に
加えられた、1つまたは複数のタンパク質（例えば、アルブミン、魚皮ゼラチン、リゾチ
ーム、またはトランスフェリン）と組み合わせて使用してもよい。
【０１０３】
　さらに、本発明のアッセイ、方法、およびカートリッジユニットは、追加の適切な緩衝
液成分（例えば、反応環境中で約7.8～8.2のpHを与えるために選択される、トリス塩基）
；およびカチオンを捕捉するためのキレート剤（例えば、EDTA二ナトリウム、エチレンジ
アミン四酢酸（EDTA）、クエン酸、酒石酸、グルクロン酸、糖酸またはそれらの適切な塩
）を含むことができる。
【０１０４】
結合部分
　一般的に、結合部分は、標的分子、または別の結合部分（または、ある態様においては
、凝集誘導分子）に、特異的に結合もしくは連結、例えば、共有結合または非共有結合す
るか、あるいはハイブリダイズする、合成または天然の分子である。例えば、結合部分は
、抗原または任意のタンパク質-タンパク質相互作用に対する、抗体であることができる
。あるいは、結合部分は、特異的な相補核酸標的にハイブリダイズする対応する標的また
は合成オリゴヌクレオチドに結合する、多糖であることができる。ある態様においては、
結合部分は、別の結合部分に結合したとき、溶液中で酵素などの標的分子に対する基質と
して作用するように設計または選択することができる。
【０１０５】
　結合部分としては、例えば、オリゴヌクレオチド結合部分（DNA、RNA、または置換もし
くは誘導体化ヌクレオチド置換体）、ポリペプチド結合部分、抗体結合部分、アプタマー
、および多糖結合部分が挙げられる。
【０１０６】
オリゴヌクレオチド結合部分
　ある態様においては、結合部分は、任意の様々な化学を使用して、例えば、3'または5'
末端で、磁性粒子上の官能基への単結合、例えば、共有結合により、磁性粒子に接着/連
結したオリゴヌクレオチドである。そのような結合部分は、突然変異を検出（例えば、SN
P、転座、大規模な欠失、小規模な欠失、挿入、置換）、あるいは遺伝子発現をモニタリ
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ング（例えば、発現の存在、または遺伝子発現レベルの変化、RNA転写のモニタリング）
、または病原体の存在、病態、または疾患の進行を特徴とするCHP分析のために、本発明
のシステム、デバイス、および方法において使用することができる。
【０１０７】
　オリゴヌクレオチド結合部分は、化学合成を使用して構築することができる。二本鎖DN
A結合部分は、当技術分野において公知の手順を使用して、酵素的ライゲーション反応に
より構築することができる。例えば、核酸（例えば、オリゴヌクレオチド）は、天然のヌ
クレオチド、あるいは、分子の生物学的安定性を増加または相補鎖間で形成される二本鎖
の物理的安定性を増加させるように設計された様々な修飾ヌクレオチドを使用して化学合
成することができ、例えば、ホスホロチオエート誘導体およびアクリジン置換ヌクレオチ
ドを使用することができる。核酸は、また、核酸がサブクローニングされた発現ベクター
を使用して、生物学的に生成することができる。
【０１０８】
　1つの方法は、オリゴヌクレオチド磁性粒子の少なくとも2つの集団（各々、水（または
他の溶媒）緩和に強い効果を及ぼす）を使用する。オリゴヌクレオチド－磁性粒子コンジ
ュゲートが標的オリゴヌクレオチドと反応したとき、これらは、凝集体（例えば、磁性粒
子のクラスター）を形成する。室温で、長時間、例えば、一晩放置すると、凝集体は、大
きなクラスター（ミクロンサイズのクラスター）を形成する。本発明の方法を使用して、
複数サイクルの磁性促進凝集作用を用いることにより、大きなクラスターの形成をより迅
速に達成することができる。磁気共鳴は、磁性オリゴヌクレオチド磁性粒子の混合物が標
的核酸と反応して、凝集体を形成するときに変化する溶媒の緩和特性を決定するために使
用される。
【０１０９】
　ある態様は、少なくとも2つのタイプの磁性金属酸化物磁性粒子（各々が、オリゴヌク
レオチドの特異的配列を有し、かつ、各々が、磁性粒子1個あたり、例えば、2つ以上の共
有結合したオリゴヌクレオチドのコピーを有する）の混合物を用いる。例えば、アッセイ
プロトコールは、オリゴヌクレオチド－磁性粒子コンジュゲートの集団の混合物を調製し
て、かつその混合物と標的核酸を反応させることを包含してもよい。あるいは、オリゴヌ
クレオチド－磁性粒子コンジュゲートは、標的と連続的に反応することができる。ある態
様は、オリゴヌクレオチド－磁性粒子コンジュゲートと標的核酸の反応を検出するために
、磁気共鳴の使用を特徴とする。標的が存在すると、分散したコンジュゲートが自己集合
して、小さな凝集体を形成する。
【０１１０】
　例えば、オリゴヌクレオチド結合部分は、官能化高分子への共有結合を介して金属酸化
物に、または非重合性の表面官能化金属酸化物に連結することができる。後者の方法では
、磁性粒子は、Albrecht et al., Biochimie, 80:379 (1998)の方法に従って合成するこ
とができる。ジメルカプトコハク酸は、酸化鉄にカップリングして、かつカルボキシル官
能基を与える。
【０１１１】
　ある態様においては、オリゴヌクレオチドは、金属酸化物と会合した官能化高分子を介
して磁性粒子に接着させる。いくつかの態様においては、高分子は親水性である。ある態
様においては、コンジュゲートは、末端アミノ、スルフヒドリル、またはリン酸基を有す
るオリゴヌクレオチド、および親水性高分子上にアミノまたはカルボキシ基を有する超常
磁性酸化鉄磁性粒子を使用して製造される。カルボキシおよびアミノ誘導体化磁性粒子を
合成するための方法がいくつかある。
【０１１２】
　1つの態様においては、オリゴヌクレオチドは、ビオチン-ストレプトアビジンなどのリ
ガンド-タンパク質結合相互作用を介して粒子に接着され、ここで、リガンドはオリゴヌ
クレオチドに、タンパク質は粒子に共有結合し、または逆の場合もある。このアプローチ
により、より迅速な試薬の調製が可能になる。
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【０１１３】
　他の形態のオリゴヌクレオチドを使用してもよい。例えば、アプタマーは、15～60塩基
長の一本鎖RNAまたはDNAオリゴヌクレオチドであり、溶液中で、直鎖核酸分子を三次元複
合体に折りたたむ分子内相互作用を形成して、特異的な分子標的に高親和性で；しばしば
、いくつかのモノクローナル抗体-抗原相互作用と同様の1pM～1nMの範囲の平衡定数で結
合することができる。アプタマーは、他の核酸分子、タンパク質、有機小分子化合物、小
分子、および細胞（微生物または病原体）に特異的に結合することができる。
【０１１４】
ポリペプチド結合部分
　ある態様においては、結合部分は、ポリペプチドの生物学的活性に影響を与えないよう
に、任意の様々な化学を使用して、単一の共有結合により接着したポリペプチド（すなわ
ち、タンパク質、ポリペプチド、またはペプチド）である。1つの態様においては、接着
は、その修飾がポリペプチドの生物学的活性に影響を与えないように位置している、単一
の反応性システイン残基のチオール基を介して行われる。これに関して、C末端またはN末
端にシステインを有する直鎖ポリペプチドの使用は、アルカンチオールがオリゴヌクレオ
チドの3'または5'末端にチオール基を供給するのと同様にして、単一のチオールを与える
。例えば、SPDP、および磁性粒子のアミノ基およびポリペプチドのチオール基と反応する
、類似の二官能性コンジュゲート試薬を、任意のチオール含有結合部分と使用することが
できる。結合部分として使用されるポリペプチドのタイプは、抗体、抗体フラグメント、
ならびに天然および合成ポリペプチド配列であることができる。ペプチド結合部分は、結
合パートナー、すなわち、これらが選択的に結合する分子を有する。
【０１１５】
　結合部分としてのペプチドの使用は、いくつかの利点を提供する。例えば、ポリペプチ
ドは、磁性粒子への接着のために、生物学的活性のために必要な残基から遠位に独自に反
応する残基を有するように改変することができる。反応性残基は、システインチオール、
N末端アミノ基、C末端カルボキシル基またはアスパラギン酸またはグルタミン酸のカルボ
キシル基などであることができる。ペプチド上の単一の反応性残基は、接着の固有の部位
を保護するために使用される。これらの設計原理は、化学合成されたペプチドまたは生物
学的に生成されたポリペプチドに従うことができる。
【０１１６】
　結合部分は、また、天然（野生型）ポリペプチドまたはタンパク質由来のアミノ酸配列
を含有することができる。例えば、天然ポリペプチドは、ホルモン（例えば、サイトカイ
ン、成長因子）、血清タンパク質、ウイルスタンパク質（例えば、血球凝集素）、細胞外
マトリクスタンパク質、レクチン、または細胞表面タンパク質の細胞外ドメインであって
もよい。別の例は、ビオチンと結合するストレプトアビジンまたはアビジンなどのリガン
ド結合タンパク質である。一般的に、得られた結合部分-磁性粒子は、結合部分と反応す
る試験媒体中の検体の存在を測定するために使用される。
【０１１７】
　加えて、ポリペプチド結合部分は、汎用試薬の構成において使用することができ、ここ
で、結合部分の標的（例えば、小分子、リガンドまたは結合パートナー）は、標的検体に
事前に接着して、ポリペプチド修飾粒子の存在下で、クラスター化を誘導する標識検体を
生成する。
【０１１８】
　結合部分として利用することができるタンパク質ホルモンの例としては、PDGF受容体と
結合する血小板由来成長因子（PDGF）；Igf受容体と結合するインスリン様成長因子-Iお
よび-II（Igf）；NGF受容体と結合する神経成長因子（NGF）；FGF受容体と結合する線維
芽細胞成長因子（FGF）（例えば、aFGFおよびbFGF）；EGF受容体と結合する上皮細胞成長
因子（EGF）；TGF受容体と結合する形質転換成長因子（TGF、例えば、TGF-αおよびTGF-
β）；エリスロポエチン受容体と結合するエリスロポエチン；成長ホルモン受容体と結合
する成長ホルモン（例えば、ヒト成長ホルモン）；ならびにプロインスリン、インスリン
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、A鎖インスリン、およびB鎖インスリン（全てインスリン受容体に結合する）が挙げられ
るが、これらに限定されない。
【０１１９】
　受容体結合部分は、細胞表面の受容体のクラスター化を検出およびイメージングするた
めに有用である。有用な細胞外ドメインは、Notchタンパク質、Deltaタンパク質、インテ
グリン、カドヘリン、および他の細胞接着分子の細胞外ドメインを含む。
【０１２０】
抗体結合部分
　他のポリペプチド結合部分は、少なくとも1つの免疫グロブリンドメイン、典型的には
、少なくとも2つのそのようなドメインを含む、免疫グロブリン結合部分を含む。「免疫
グロブリンドメイン」は、抗体分子のドメイン、例えば、可変または定常ドメインを指す
。「免疫グロブリンスーパーファミリードメイン」は、免疫グロブリンドメインと関連す
る三次元構造を有するが、しかし非免疫グロブリン分子に由来するドメインを指す。免疫
グロブリンドメインおよび免疫グロブリンスーパーファミリードメインは、典型的には、
約7つのβ鎖から形成された2つのβシート、および保存されたジスルフィド結合を含む（
例えば、Williams and Barclay Ann. Rev Immunol., 6:381 (1988)を参照）。Igスーパー
ファミリードメインのドメインを含むタンパク質としては、T細胞受容体、CD4、血小板由
来成長因子受容体（PDGFR）、および細胞間接着分子（ICAM）が挙げられる。
【０１２１】
　免疫グロブリン結合部分の1つのタイプは抗体である。本明細書において使用される用
語「抗体」は、完全長の2本鎖免疫グロブリン分子および抗原結合部位およびそれらのフ
ラグメント（合成変異体を含む）を指す。典型的な抗体は、2つの重（H）鎖可変領域（本
明細書において、VHと省略する）、および2つの軽（L）鎖可変領域（本明細書において、
VLと省略する）を含む。VHおよびVL領域は、より保存された「フレームワーク領域」（FR
）と呼ばれる領域が組み込まれた、「相補性決定領域」（CDR）と呼ばれる超可変領域に
さらに分けることができる。フレームワーク領域およびCDRの範囲は、以前に同定されて
いる（Kabat, E. A., et al. (1991) Sequences of Proteins of Immunological Interes
t, Fifth Edition, U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication 
No. 91-3242, and Chothia et al., J. Mol. Biol., 196:901 (1987)を参照）。各VHおよ
びVLは、以下の順序でアミノ末端からカルボキシ末端に配置された3つのCDRおよび4つのF
Rからなる：FR1、CDR1、FR2、CDR2、FR3、CDR3、およびFR4。
【０１２２】
　抗体は、また、軽鎖または重鎖の一部として定常領域を含むことができる。軽鎖は、CO
OH末端にκまたはλ定常領域遺伝子（CLと呼ばれる）を含むことができる。重鎖は、例え
ば、γ定常領域（IgG1、IgG2、IgG3、IgG4；約330アミノ酸をコードする）を含むことが
できる。γ定常領域は、例えば、CH1、CH2、およびCH3を含むことができる。用語「完全
長抗体」は、VLおよびCLを含む1つのポリペプチド、ならびにVH、CH1、CH2、およびCH3を
含む第二のポリペプチドを含むタンパク質を指す。
【０１２３】
　本明細書において使用される抗体の用語「抗原結合フラグメント」は、標的に特異的に
結合する能力を保持する、完全長抗体の1つまたは複数のフラグメントを指す。抗原結合
フラグメントの例としては、（i）Fabフラグメント（VL、VH、CLおよびCH1ドメインから
構成される一価フラグメント）；（ii）F(ab')2フラグメント（ヒンジ領域にジスルフィ
ド架橋により連結した2つのFabフラグメントを含む二価フラグメント）；（iii）VHおよ
びCH1ドメインから構成されるFdフラグメント；（iv）抗体の単一アームのVLおよびVHド
メインから構成されるFvフラグメント；（v）VHドメインから構成されるdAbフラグメント
（Ward et al., Nature 341 :544 (1989)）；および（vi）単離相補性決定領域（CDR）が
挙げられるが、これらに限定されない。さらに、Fvフラグメント、VLおよびVHの2つのド
メインは、別々の遺伝子によりコードされているが、これらは、組み換え法を使用して、
VLおよびVH領域が一緒になって、一価の分子を形成する単一のタンパク質鎖として製造す
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ることが可能な合成リンカーにより、連結することができる（単鎖Fv（scFv）として知ら
れている；例えば、Bird et al., Science 242:423 (1988); およびHuston et al., Proc
. Natl. Acad. Sci. USA, 85:5879 (1988)を参照）。そのような単鎖抗体は、また、用語
「抗原結合フラグメント」に包含される。
【０１２４】
　単一のドメイン抗体（sdAb、ナノボディ）は、単一の一価可変抗体ドメインから構成さ
れる抗体フラグメントであり、かつ、また、本発明のシステムおよび方法において使用し
てもよい。全抗体と同様に、sdAbは、特異的な抗原に選択的に結合することができる。わ
ずか12～15kDaの分子量を有する単一のドメイン抗体は、2つのタンパク質重鎖および2つ
の軽鎖からなる通常の抗体（150～160kDa）よりもはるかに小さく、かつ、Fabフラグメン
ト（約50kDa、1つの軽鎖および半分の重鎖）および単鎖可変フラグメント（約25kDa、2つ
の可変ドメイン、1つは軽鎖に由来し、1つは重鎖に由来する）よりもさらに小さい。
【０１２５】
多糖結合部分
　ある態様においては、結合部分は、例えば、任意の様々な化学を使用して、単結合、例
えば、共有結合により、2つの末端の1つで、磁性粒子上の官能基に連結された、多糖であ
る。多糖は、合成物または天然物であることができる。単糖、二糖、三糖および多糖は、
結合部分として使用することができる。これらは、例えば、配糖体、N-グリコシルアミン
、O-アシル誘導体、O-メチル誘導体、オサゾン、糖アルコール、糖酸、糖リン酸を含み、
磁性粒子への適切な接着化学と共に使用される。
【０１２６】
　連結を達成する方法は、アビジンを磁性粒子にカップリングさせ、かつ、アビジン-磁
性粒子と市販のビオチン化多糖を反応させて、多糖-磁性粒子コンジュゲートを得ること
である。例えば、シアリルルイスベースの多糖は、ビオチン化試薬として市販されており
、かつ、アビジン-CLIOと反応する（Syntesome, Gesellschaft fur medizinische Bioche
mie mbHを参照）。シアリルルイスx四糖（Slex）は、白血球の表面に存在し、かつ、白血
球の動員のための炎症カスケードの一部として機能する、セレクチンとして知られるタン
パク質により認識される。
【０１２７】
　さらに他の標的化部分は、非タンパク性要素、例えば、グリコシル修飾（ルイス抗原な
ど）または別の非タンパク性有機分子を含む。別の方法は、タンパク質の磁性粒子への共
有カップリングである。
【０１２８】
　本方法の別の特徴は、上述の結合部分のいずれかを使用した、CD4/CD3細胞数および循
環腫瘍細胞などの血液学的または組織病理学調査のための、特定の細胞タイプの同定を含
む。
【０１２９】
多価結合剤
　本発明のアッセイは、（i）担体（例えば、単純な合成足場、またはより大きい担体タ
ンパク質もしくは多糖、例えば、BSA、トランスフェリン、またはデキストラン）に連結
した多検体を有する多価結合剤、または、例えば、磁性粒子の2つ以上の集団に結合して
、凝集体を形成するための複数のエピトープを有する多価結合剤を含むことができる。
【０１３０】
　多価結合剤が用いられる場合、多検体は、担体（例えば、単純な合成足場、またはより
大きい担体タンパク質もしくは多糖、例えば、BSA、トランスフェリン、またはデキスト
ラン）に連結することができる。あるいは、多価結合剤は、磁性粒子の2つ以上の集団に
結合するように設計された核酸であることができる。そのような多価結合剤は、凝集因子
として作用し、かつ、アッセイアーキテクチャは、検出される検体と多価結合剤の間の競
合により特徴付けられる（例えば、阻害アッセイ、競合アッセイ、または解離アッセイに
おいて）。



(66) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【０１３１】
　検体中に存在する官能基は、担体と共有結合を形成するために使用することができる。
あるいは、検体を誘導化して、担体と共有結合を形成するために使用される官能基（すな
わち、アルコール、アミン、カルボキシル基、スルフヒドリル基、またはリン酸基）で末
端化されたリンカー（すなわち、コンジュゲート中で検体を担体と分離するスペーサー）
を提供することができる。
【０１３２】
　検体と担体の共有結合は、検体および担体中に存在するそのような官能基と反応するこ
とが可能な反応性部分を含有するリンカーを使用して達成してもよい。例えば、検体のヒ
ドロキシル基は、リンカーのカルボキシル基またはその活性化誘導体と反応して、結果と
して2つを連結するエステルを形成することができる。
【０１３３】
　スルフヒドリル基と反応することが可能な部分の例としては、Gurd, Methods Enzymol.
 1 1 :532 (1967)に記載されるような、スルフヒドリル基に特に反応性を示すが、しかし
イミダゾリル、チオエーテル、フェノール、およびアミノ基を修飾するために使用するこ
ともできる、XCH2CO型（式中、X＝Br、ClまたはI）のα-ハロアセチル化合物を挙げるこ
とができる。N-マレイミド誘導体も、また、スルフヒドリル基に対して選択的であると考
えられるが、しかし特定の条件下でのアミノ基へのカップリングにも追加的に有用となり
得る。アミノ基の変換によりチオール基を導入する2-イミノチオラン（Traut et al., Bi
ochemistry 12:3266 (1973)）などの試薬は、連結がジスルフィド架橋の形成により生じ
る場合、スルフヒドリル試薬として考慮してもよい。
【０１３４】
　アミノ基と反応することが可能な反応性部分の例としては、例えば、アルキル化剤およ
びアシル化剤が挙げられる。代表的なアルキル化剤としては、以下のものが挙げられる：
（i）例えば、Wong, Biochemistry 24:5337 (1979)に記載されるような、反応性チオール
基の非存在下でアミノ基に対して特異性を示し、かつ、XCH2CO型（式中、X＝Cl、Brまた
はI）である、α-ハロアセチル化合物；（ii）例えば、Smyth et al., J. Am. Chem. Soc
. 82:4600 (1960) and Biochem. J. 91:589 (1964)に記載されるような、マイケル型反応
または環カルボニル基へ付加させることによるアシル化を介してアミノ基と反応すること
ができる、N-マレイミド誘導体；（iii）反応性ニトロハロ芳香族化合物などのハロゲン
化アリール；（iv）例えば、McKenzie et al., J. Protein Chem. 7:581 (1988)に記載さ
れるような、ハロゲン化アルキル；（v）アミノ基とシッフ塩基の形成が可能なアルデヒ
ドおよびケトン、形成されたその付加体は、通常、還元により安定化されて安定なアミン
を与える；（vi）アミノ、スルフヒドリル、またはフェノール性ヒドロキシル基と反応す
ることができる、エピクロルヒドリンおよびビスオキシランなどのエポキシド誘導体；（
vii）アミノ、スルフヒドリル、およびヒドロキシル基などの求核剤に対して非常に反応
性である、s-トリアジンの塩素含有誘導体；（viii）例えば、Ross, J. Adv. Cancer Res
. 2: 1 (1954)に記載されるような、開環によりアミノ基などの求核剤と反応する、上記
に詳述したs-トリアジン化合物系のアジリジン；（ix）Tietze, Chem. Ber. 124:1215 (1
991)に記載されるような、スクアリン酸ジエチルエステル；および（x）Benneche et al.
, Eur. J. Med. Chem. 28:463 (1993)に記載されるような、エーテル酸素原子により引き
起こされる活性化のため通常のハロゲン化アルキルより高い反応性のアルキル化剤である
、α-ハロアルキルエーテル。
【０１３５】
　代表的なアミノ反応性アシル化剤としては、以下のものが挙げられる：（i）安定な尿
素およびチオ尿素誘導体をそれぞれ形成するイソシアネートおよびイソチオシアネート、
特に、芳香族誘導体；（ii）Herzig et al., Biopolymers 2:349 (1964)に記載されてい
る、塩化スルホニル；（iii）酸ハロゲン化物；（iv）ニトロフェニルエステルまたはN-
ヒドロキシスクシンイミジルエステルなどの活性エステル；（v）混合、対称、またはN-
カルボキシ無水物などの酸無水物；（vi）例えば、M. Bodansky, Principles of Peptide
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 Synthesis, Springer-Verlag, 1984に記載されるような、アミド結合形成のための他の
有用な試薬；（vii）Wetz et al., Anal. Biochem. 58:347 (1974)に記載されるような、
アシルアジド、例えば、ここで、アジド基は、事前に形成されたヒドラジド誘導体から亜
硝酸ナトリウムを使用して生成する；および（viii）例えば、Hunter and Ludwig, J. Am
. Chem. Soc. 84:3491 (1962)に記載されるような、アミノ基との反応により安定なアミ
ジンを形成するイミドエステル。アルデヒドおよびケトンは、アミンと反応して、シッフ
塩基を形成することができ、これは、還元的アミノ化により有利に安定化され得る。アル
コキシルアミノ部分は、例えば、Webb et al., Bioconjugate Chem. 1 :96 (1990)に記載
のように、ケトンおよびアルデヒドと容易に反応して、安定なアルコキサミン（alkoxami
ne）を生成する。カルボキシル基と反応することが可能な反応性部分の例としては、例え
ば、Herriot, Adv. Protein Chem. 3: 169 (1947)に記載されるような、高い特異性で反
応してエステル基を生成する、ジアゾ酢酸エステルおよびジアゾアセトアミドなどのジア
ゾ化合物が挙げられる。O-アシル尿素形成と、それに続く、アミド結合形成を介して反応
する、カルボジイミドなどのカルボキシル修飾試薬を用いてもよい。
【０１３６】
　検体および/または担体中の官能基は、所望であれば、例えば、追加の反応性または選
択性を付与するために、反応の前に他の官能基に変換してもよいことが明らかであろう。
所望であれば、追加の連結材料を導入することなしに、検体の反応性化学基と担体の反応
性化学基の直接的な共有結合に関与する、いわゆるゼロレングスリンカーを本発明に従っ
て使用してもよい。しかし、最も一般的には、リンカーは、上述したような、スペーサー
エレメントにより接続された2つ以上の反応性部分を含む。そのようなスペーサーが存在
することによって、二官能性リンカーが、検体および担体内の特異的な官能基と反応して
、その2つの間に共有結合を形成することが可能になる。リンカー中の反応性部分は、同
じ（ホモ二官能性リンカー）または異なる（ヘテロ二官能性リンカー、または、いくつか
の異なる反応性部分が存在する場合は、ヘテロ多官能性リンカー）種類であってもよく、
検体と担体間に共有結合をもたらし得る多様な潜在的試薬が提供される。リンカー中のス
ペーサーエレメントは、典型的には、直鎖または分岐鎖からなり、かつ、C1-10アルキル
、1～10個の原子のヘテロアルキル、C2-10アルケン、C2-10アルキン、C5-10アリール、3
～10個の原子の環系、または-(CH2CH2O)nCH2CH2-（式中、nは、1～4である）を含んでも
よい。典型的には、多価結合剤は、2、3、4、5、6、7、8、15、50、または100個（例えば
、3～100、3～30、4～25、または6～20個）のコンジュゲート検体を含むだろう。多価結
合剤は、典型的には、10kDa～200kDaのサイズであり、かつ、実施例に記載のようにして
調製することができる。
【０１３７】
検体
　本発明の態様は、試料（例えば、タンパク質、ペプチド、酵素、ポリペプチド、アミノ
酸、核酸、オリゴヌクレオチド、治療薬剤、治療薬剤の代謝物、RNA、DNA、循環DNA（例
えば、細胞、腫瘍、病原体、または胎児）、抗体、微生物、ウイルス、細菌、糖質、多糖
、グルコース、脂質、気体（例えば、酸素および/または二酸化炭素）、電解質（例えば
、ナトリウム、カリウム、塩化物、重炭酸塩、BUN、マグネシウム、リン酸塩、カルシウ
ム、アンモニア、および/または乳酸塩）、一般的な化学分子（クレアチニン、グルコー
ス）、リポタンパク質、コレステロール、脂肪酸、糖タンパク質、プロテオグリカン、お
よび/またはリポ多糖）中の1つまたは複数の検体の濃度を検出および/または測定するた
めのデバイス、システム、および/または方法を含む。検体は、細胞または特異的な細胞
タイプの同定を含んでもよい。検体は、1つまたは複数の生物学的に活性な物質および/ま
たは代謝物、生物学的に活性な物質のマーカー、および/または他の指標を含んでもよい
。生物学的に活性な物質は、単一の実体または実体の組み合わせとして記載してもよい。
用語「生物学的に活性な物質」としては、非限定的に、医薬；ビタミン類；ミネラルサプ
リメント；疾患または病気の治療、予防、診断、治癒または緩和のために使用される物質
；または身体の構造または機能に影響を及ぼす物質；または所定の生理学的環境に置かれ
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た後に生物学的に活性またはより活性になるプロドラッグ；または生物学的に毒性の薬剤
、例えば、炭疽菌、エボラ、サルモネラ・チフィリウム、マールブルグウイルス、ペスト
菌、コレラ菌、野兎病菌（Francisella tulariesis）（ツラレミア）、ブルセラ病菌、Q
熱菌、ボリビア出血熱菌、コクシジオイデス・ミコシス（Coccidioides mycosis）、鼻疽
菌、類鼻疽菌、赤痢菌、ロッキー山発疹熱菌、チフス菌、オウム病菌、黄熱病菌、日本脳
炎ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、および天然痘ウイルスなどの微生物を含む、細菌
戦において使用される薬剤；リシン、アフラトキシン、SEB、ボツリヌス毒素、サキシト
キシン、および多くのマイコトキシンを含む、兵器として使用することができる天然の毒
素が挙げられる。検体としては、また、カンジダ・アルビカンス、カンジダ・グラブラー
タ、カンジダ・クルセイ、カンジダ・パラシローシス、カンジダ・トロピカリス、コアグ
ラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロコッカス・フェカーリス、エンテロコッカス・フェシウ
ム（Enterococcus faecium）、大腸菌、クレブシエラ・ニューモニエ、緑膿菌、黄色ブド
ウ球菌、アシネトバクター・バウマニー、アスペルギルス・フミガーツス（Aspergillus 
fumigates）、バクテロイデス・フラジリス、バクテロイデス・フラジリス、blaSHV、バ
ークホルデリア・セパシア、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、カンジダ・ギリエル
モンディ、カンジダ・ルシタニアエ（Candida lusitaniae）、ウェルシュ菌、エンテロバ
クター・アエロゲネス、エンテロバクター・クロアカエ、エンテロバクター属、ヘモフィ
ルス・インフルエンザ、キンゲラ・キンゲ、クレブシエラ・オキシトカ、リステリア・モ
ノサイトジェネス、MecA遺伝子所有細菌（MRSA）、モルガネラ・モルガナ、ナイセリア・
メニンジティディス（Neisseria meningitides）、メニンジティディス以外のナイセリア
属、プレボテラ・ブカエ、プレボテラ・インターメディア（Prevotella intermedia）、
プレボテラ・メラニノジェニカ（Prevotella melaninogenica）、プロピオニバクテリウ
ム・アクネス、プロテウス・ミラビリス、プロテウス・ブルガリス（Proteus vulgaris）
、サルモネラ・エンテリカ、セラチア・マルセセンス、スタフィロコッカス・ヘモリチカ
ス、スタフィロコッカス・マルトフィリア（Staphylococcus maltophilia）、スタフィロ
コッカス・サプロフィティクス（Staphylococcus saprophyticus）、ステノトロホモナス
・マルトフィリア、ステノトロホモナス・マルトフィリア、ストレプトコッカス・アガラ
クティエ、ストレプトコッカス・ボビス（Streptococcus bovis）、ストレプトコッカス
・ディスガラクティエ（Streptococcus dysgalactie）、ストレプトコッカス・ミチス、
ストレプトコッカス・ミュータンス（Streptococcus mutans）、ストレプトコッカス・ニ
ューモニエ、ストレプトコッカス・ピオゲネス、ストレプトコッカス・サングイニス（St
reptococcus sanguinis）、VanA遺伝子、VanB遺伝子などの微生物を挙げることができる
。検体としては、また、dsDNAウイルス（例えば、アデノウイルス、ヘルペスウイルス、
ポックスウイルス）；ssDNAウイルス（＋）センスDNA（例えば、パルボウイルス）；dsRN
Aウイルス（例えば、レオウイルス）；（＋）ssRNAウイルス（＋）センスRNA（例えば、
ピコルナウイルス（picornavirus）、トガウイルス）；（-）ssRNAウイルス（-）センスR
NA（例えば、オルトミクソウイルス、ラブドウイルス）；ssRNA-RTウイルス（+）センスR
NA（ライフサイクルにおいてDNA中間体を伴う）（例えば、レトロウイルス）；およびdsD
NA-RTウイルス（例えば、肝炎ウイルス）などのウイルス微生物を挙げることができる。
【０１３８】
　本発明のシステムおよび方法を使用して検出することができる日和見感染としては、真
菌、ウイルス、細菌、原生動物感染、例えば、1）真菌感染、例えば、カンジダ属（薬物
耐性および非耐性株）、C.アルビカンス、C.クルセイ、C.グラブラータ、およびアスペル
ギルス・フミガーツスによる感染；2）グラム陰性感染、例えば、大腸菌、ステノトロホ
モナス・マルトフィリア、クレブシエラ・ニューモニエ/オキシトカ、および緑膿菌によ
る感染；ならびに3）グラム陽性感染、例えば、ブドウ球菌属、S.アウレウス、S.ニュー
モニア（S.pneumonia）、腸球菌属（E.フェカリスおよびE.フェシウム）による感染が挙
げられるが、これらに限定されない。感染は、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、コリネバク
テリア属、フゾバクテリウム属、モーガネラ・モーガニイ（Morganella morganii）、ニ
ューモシスチス・イロベチー（Pneumocystis jirovecii）（以前は、ニューモシスチス・
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カリニ（Pneumocystis carinii）として知られていた）、F.ホミニス（F.hominis）、S.
ピオゲネス、緑膿菌、ポリオーマウイルス属JCポリオーマウイルス（進行性多巣性白質脳
症を引き起こすウイルス）、アシネトバクター・バウマニー（Acinetobacter baumanni）
、トキソプラズマ・ゴンヂ（Toxoplasma gondii）、サイトメガロウイルス、アスペルギ
ルス属、カポジ肉腫、クリプトスポリジウム属、クリプトコッカス・ネオフォルマンス（
Cryptococcus neoformans）、およびヒストプラスマ・カプスラーツム（Histoplasma cap
sulatum）による感染であることができる。
【０１３９】
　本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出することができる検体の広範な
分類の非限定的な例としては、以下の治療薬分類が挙げられるが、これらに限定されない
：同化剤、制酸薬、抗喘息薬、抗コレステロールおよび抗脂質薬、抗凝固薬、抗痙攣薬、
下痢止め薬、抗嘔吐薬、抗感染症薬、抗炎症剤、抗躁薬、制吐薬、抗腫瘍薬、抗肥満薬、
解熱薬および鎮痛薬、鎮痙薬、抗血栓薬、抗尿酸血薬、抗狭心症薬、抗ヒスタミン薬、鎮
咳薬、食欲抑制剤、生物製剤、脳拡張薬（cerebral dilator）、冠動脈拡張薬、鬱血除去
薬、利尿薬、診断薬、赤血球生成薬、去痰薬、胃腸鎮静薬、血糖上昇薬、睡眠薬、血糖降
下薬、イオン交換樹脂、緩下薬、ミネラルサプリメント、粘液溶解薬、神経筋薬、末梢血
管拡張薬、向精神薬、鎮静薬、興奮薬、甲状腺および抗甲状腺薬、子宮弛緩薬、ビタミン
類、ならびにプロドラッグ。
【０１４０】
　本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出することができる生物学的に活
性な物質としては、胃腸管または消化器系用の医薬、例えば、制酸薬、逆流抑制薬、整腸
剤、抗ドーパミン作動薬、プロトンポンプ阻害薬、H2-受容体アンタゴニスト、細胞保護
剤、プロスタグランジン類似体、緩下薬、鎮痙薬、下痢止め薬、胆汁酸抑制薬、およびオ
ピオイド；心臓血管系用の医薬、例えば、β-受容体阻害薬、カルシウムチャンネル阻害
薬、利尿薬、強心配糖体、抗不整脈薬、硝酸塩、抗狭心症薬、血管収縮薬、血管拡張薬、
末梢活性化薬、ACE阻害薬、アンジオテンシン受容体阻害薬、α-阻害薬、抗凝固薬、ヘパ
リン、HSGAG、抗血小板薬、線維素溶解薬、抗血友病因子、止血薬、脂質低下薬、および
スタチン；中枢神経系用の医薬、例えば、睡眠薬、麻酔薬、抗精神病薬、抗鬱薬、抗嘔吐
薬、抗痙攣薬、抗癲癇薬、抗不安薬、バルビツレート、運動障害薬、興奮薬、ベンゾジア
ゼピン、シクロピロロン、ドーパミンアンタゴニスト、抗ヒスタミン薬、コリン作動薬、
抗コリン作動薬、催吐薬、カンナビノイド、5-HTアンタゴニスト；疼痛および/または意
識用の医薬、例えば、NSAID、オピオイドおよびオーファン、例えば、パラセタモール、
三環系抗鬱薬、および抗痙攣薬；筋骨格障害用の医薬、例えば、NSAID、筋弛緩薬、およ
び神経筋薬抗コリンエステラーゼ；眼用の医薬、例えば、アドレナリン作動性ニューロン
阻害薬、収斂薬、眼潤滑薬、局所麻酔薬、交感神経様作用薬、副交感神経遮断薬、散瞳薬
、毛様筋調節薬、抗生物質、局所抗生物質、サルファ剤、アミノ配糖体、フルオロキノロ
ン、抗ウイルス薬、抗真菌薬、イミダゾール、ポリエン、NSAID、コルチコステロイド、
肥満細胞阻害薬、アドレナリン作動薬、β-阻害薬、炭酸脱水酵素阻害薬/高浸透圧薬、コ
リン作動薬、縮瞳薬、副交感神経様作用薬、プロスタグランジンアゴニスト/プロスタグ
ランジン阻害薬、ニトログリセリン；耳、鼻および中咽頭用の医薬、例えば、交感神経様
作用薬、抗ヒスタミン薬、抗コリン作動薬、NSAID、ステロイド薬、防腐薬、局部麻酔薬
、抗真菌薬、耳垢水；呼吸器系用の医薬、例えば、気管支拡張薬、NSAID、抗アレルギー
薬、鎮咳薬、粘液溶解薬、鬱血除去薬、コルチコステロイド、β-受容体アンタゴニスト
、抗コリン作動薬、ステロイド薬；内分泌異常用の医薬、例えば、アンドロゲン、抗アン
ドロゲン、ゴナドトロピン、コルチコステロイド、成長ホルモン、インスリン、抗糖尿病
薬、甲状腺ホルモン、抗甲状腺薬、カルシトニン、ジホスホネート、およびバソプレッシ
ン誘導体；生殖器系または泌尿器系用の医薬、例えば、抗真菌薬、アルカリ化物質、キノ
ロン、抗生物質、コリン作動薬、抗コリン作動薬、抗コリンエステラーゼ、鎮痙薬、5-α
還元酵素阻害薬、選択的α-1阻害薬、およびシルデナフィル；避妊用の医薬、例えば、経
口避妊薬、殺精子薬、およびデポー避妊薬；産科婦人科用の医薬、例えば、NSAID、抗コ
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リン作動薬、止血薬、抗線維素溶解薬、ホルモン補充療法、骨調節薬、β-受容体アゴニ
スト、卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモン、LHRHガモレン酸、ゴナドトロピン放出阻害
剤、プロゲストゲン、ドーパミン作動薬、エストロゲン、プロスタグランジン、ゴナドレ
リン、クロミフェン、タモキシフェン、およびジエチルスチルベストロール；皮膚用の医
薬、例えば、皮膚軟化薬、抗掻痒薬、抗真菌薬、殺菌剤、抗疥癬薬、シラミ駆除剤、ター
ル製品、ビタミンA誘導体、ビタミンD類似体、角質溶解薬、研磨薬、全身性抗生物質、局
所抗生物質、ホルモン、抗かさぶた剤（desloughing agent）、浸出液吸収剤、線維素溶
解薬、タンパク質分解薬、日焼け防止薬、制汗剤、およびコルチコステロイド；感染およ
び侵入用の医薬、例えば、抗生物質、抗真菌薬、抗ハンセン菌薬、抗結核薬、抗マラリア
薬、駆虫薬、抗アメーバ薬（amoebicide）、抗ウイルス薬、抗原虫薬、および抗血清；免
疫系用の医薬、例えば、ワクチン、免疫グロブリン、免疫抑制剤、インターフェロン、モ
ノクローナル抗体；アレルギー性疾患用の医薬、例えば、抗アレルギー薬、抗ヒスタミン
薬、およびNSAID；栄養摂取用の医薬、例えば、強壮剤、鉄剤、電解質、ビタミン類、抗
肥満薬、同化薬、造血薬、および食品薬；腫瘍性疾患用の医薬、例えば、細胞毒性薬、性
ホルモン、アロマターゼ阻害剤、ソマトスタチン阻害剤、組み換えインターロイキン、G-
CSF、およびエリスロポエチン；診断用の医薬、例えば、造影剤；ならびに癌用の医薬（
抗癌剤）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４１】
　本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出することができる生物学的に活
性な物質としては、血液作用薬、例えば、貧血治療薬、造血貧血治療薬、凝固剤、抗凝固
薬、止血凝固剤、血小板阻害凝固剤、血栓溶解酵素凝固剤、および血漿増量剤；抗凝固薬
、ヘパリン、HSGAG、抗血小板薬、線維素溶解薬、抗血友病因子、止血薬が挙げられるが
、これらに限定されない。本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出するこ
とができる抗血栓薬（例えば、血栓溶解薬、抗凝固薬、および抗血小板薬）の例としては
、ビタミンKアンタゴニスト、例えば、アセノクマロール、クロリンジオン、ジクマロー
ル、ジフェナジオン、ビスクマ酢酸エチル、フェンプロクモン、フェニンジオン、チオク
ロマロール、およびワルファリン；ヘパリン群（血小板凝集阻害剤）、例えば、抗トロン
ビンIII、ベミパリン、ダルテパリン、ダナパロイド、エノキサパリン、ヘパリン、ナド
ロパリン、パルナパリン、レビパリン、スロデキシド、およびチンザパリン；他の血小板
凝集阻害剤、例えば、アブシキシマブ 、アセチルサリチル酸（アスピリン）、アロキシ
プリン、ベラプロスト、ジタゾール、カルバサレートカルシウム、クロリクロメン、クロ
ピドグレル、ジピリダモール、エポプロステノール、エプチフィバチド、インドブフェン
、イロプロスト、ピコタミド、プラスグレル、チクロピジン、チロフィバン、トレプロス
チニル、およびトリフルサル；酵素、例えば、アルテプラーゼ、アンクロッド、アニスト
レプラーゼ、ブリナーゼ、ドロトレコギンα、フィブリノリジン、プロセイン（procein
）C、レテプラーゼ、サルプラーゼ、ストレプトキナーゼ、テネクテプラーゼ、およびウ
ロキナーゼ；直接トロンビン阻害薬、例えば、アルガトロバン、ビバリルジン、デシルジ
ン、レピルジン、メラガトラン、およびキシメラガトラン；他の抗血栓薬、例えば、ダビ
ガトラン、デフィブロタイド、デルマタン硫酸、フォンダパリヌクス、およびリバロキサ
バン；ならびにその他、例えば、クエン酸塩、EDTA、およびシュウ酸塩が挙げられる。
【０１４２】
　本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出することができる他の生物学的
に活性な物質としては、Basic and Clinical Pharmacology (LANGE Basic Science), Kat
zung and Katzung, ISBN 0071410929, McGraw-Hill Medical, 9th edition (2003) にお
いて言及されるものが挙げられる。
【０１４３】
医学的状態
　本発明の方法は、任意の広範な医学的状態の診断、管理、および/または処置における1
つまたは複数の検体のモニタリングにおいて使用してもよい。様々な医学的状態の分類と
しては、例えば、疼痛の障害；体温の変化の障害（例えば、発熱）；神経系機能不全（例
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えば、失神、筋肉痛、運動障害、痺れ、感覚消失、せん妄、認知症、記憶喪失、または睡
眠障害）；眼、耳、鼻、および咽喉の障害；循環機能および/または呼吸機能不全（例え
ば、呼吸困難、肺水腫、咳、喀血、高血圧、心筋梗塞、低酸素症、チアノーゼ、心血管虚
脱、鬱血性心不全、浮腫、またはショック）；消化管機能不全（例えば、嚥下障害、下痢
、便秘、GI出血、黄疸、腹水、消化不良、吐き気、嘔吐）；腎臓および尿路機能不全（例
えば、アシドーシス、アルカローシス、体液および電解質恒常性障害、高窒素血症、また
は尿の異常）；性機能および生殖の障害（例えば、勃起障害、月経障害、多毛症、男性化
、不妊症、妊娠関連障害および標準的測定）；皮膚の障害（例えば、湿疹、乾癬、座瘡、
酒さ、皮膚感染、免疫皮膚疾患、または光線過敏症）；血液の障害（例えば、血液病）；
遺伝子の障害（例えば、遺伝性疾患）；薬物反応の障害（例えば、薬物有害反応）；およ
び栄養摂取の障害（例えば、肥満、摂食障害、または栄養状態評価）が挙げられる。本発
明の態様の有用性が見出される他の医学分野としては、腫瘍学（例えば、悪性新生物、悪
性腫瘍、血管新生、腫瘍随伴症候群、または癌救急）；血液病（例えば、貧血、異常ヘモ
グロビン症、巨赤芽球性貧血、溶血性貧血、再生不良性貧血、骨髄異形成、骨髄不全、真
性赤血球増加症、骨髄増殖性疾患、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、リンパ球悪性
腫瘍、血漿細胞障害、輸血生物学（transfusion biology）、または移植）；止血（例え
ば、凝固および血栓の障害、または血小板および血管壁の障害）；および感染性疾患（例
えば、敗血症、敗血症性ショック、原因不明の発熱、心内膜炎、刺傷、火傷、骨髄炎、膿
瘍、食中毒、骨盤内炎症性疾患、細菌（例えば、グラム陽性、グラム陰性、混合型（ノカ
ルジア菌、放線菌、混合型）、マイコバクテリア、スピロヘータ、リケッチア、またはマ
イコプラズマ）；クラミジア；ウイルス（DNA、RNA）、真菌および藻類感染；原生動物お
よび蠕虫感染；内分泌疾患；栄養性疾患；ならびに代謝性疾患が挙げられる。
【０１４４】
　本発明の態様の有用性が見出される他の医学的状態および/または分野としては、Harri
son's Principles of Internal Medicine, Kasper et al., ISBN 0071402357, McGraw-Hi
ll Professional, 16th edition (2004) において言及されるもの、ならびにRobbins Bas
ic Pathology, Kumar, Cotran, and Robbins, eds., ISBN 1416025340, Elsevier, 7th e
dition (2005)において言及されるものが挙げられる。
【０１４５】
　本明細書に記載の本発明の様々な態様を使用して実施してもよい医学検査（例えば、血
液検査、尿検査、および/またはその他のヒトまたは動物の組織検査）としては、例えば
、一般的な化学検査（例えば、検体としては、アルブミン、血中尿素窒素、カルシウム、
クレアチニン、マグネシウム、リン、総タンパク質、および/または尿酸が挙げられる）
；電解質検査（例えば、検体としては、ナトリウム、カリウム、塩化物、および/または
二酸化炭素が挙げられる）；糖尿病検査（例えば、検体としては、グルコース、ヘモグロ
ビンA1C、および/またはミクロアルブミンが挙げられる）；脂質検査（例えば、検体とし
ては、アポリポタンパク質A1、アポリポタンパク質B、コレステロール、トリグリセリド
、低密度リポタンパク質コレステロール、および/または高密度リポタンパク質コレステ
ロールが挙げられる）；栄養状態評価（例えば、検体としては、アルブミン、プレアルブ
ミン、トランスフェリン、レチノール結合タンパク質、α1-酸糖タンパク質、および/ま
たはフェリチンが挙げられる）；肝臓検査（例えば、検体としては、アラニントランスア
ミナーゼ、アルブミン、アルカリホスファターゼ、アスパラギン酸トランスアミナーゼ、
直接ビリルビン、γ-グルタミルトランスアミナーゼ、乳酸脱水素酵素、免疫グロブリンA
、免疫グロブリンG、免疫グロブリンM、プレアルブミン、総ビリルビン、および/または
総タンパク質が挙げられる）；心臓検査（例えば、検体としては、アポリポタンパク質A1
、アポリポタンパク質B、心臓トロポニン-1、クレアチンキナーゼ、クレアチンキナーゼM
Bアイソザイム、高感受性CRP、マスクレアチンキナーゼMBアイソザイムミオグロビン、お
よび/またはN末端前脳性ナトリウム利尿ペプチドが挙げられる）；貧血の検査（例えば、
検体としては、フェリチン、葉酸、ホモシステイン、ハプトグロビン、鉄、可溶性トラン
スフェリン受容体、総鉄結合能、トランスフェリン、および/またはビタミンB12が挙げら
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れる）；膵臓検査（例えば、検体としては、アミラーゼおよび/またはリパーゼが挙げら
れる）；腎症（例えば、検体としては、アルブミン、α1-ミクログロブリン、α2-マクロ
グロブリン、β2-ミクログロブリン、シスタチンC、レチノール結合タンパク質、および/
またはトランスフェリンが挙げられる）；骨検査（例えば、検体としては、アルカリホス
ファターゼ、カルシウム、および/またはリンが挙げられる）；癌マーカーモニタリング
（例えば、検体としては、総PSAが挙げられる）；甲状腺検査（例えば、検体としては、
遊離チロキシン、遊離トリヨードチロニン、チロキシン、甲状腺刺激ホルモン、および/
またはトリヨードチロニンが挙げられる）；生殖能力検査（例えば、検体としては、β-
ヒト絨毛性ゴナドトロピンが挙げられる）；治療薬モニタリング（例えば、検体としては
、カルバマゼピン、ジゴキシン、ジギトキシン、ゲンタマイシン、リドカイン、リチウム
、N-アセチルプロカインアミド、フェノバルビタール、フェニトイン、プロカインアミド
、テオフィリン、トブラマイシン、バルプロ酸、および/またはバンコマイシンが挙げら
れる）；免疫抑制薬（例えば、検体としては、シクロスポリンA、シロリムス、および/ま
たはタクロリムスが挙げられる）；補体活性および/または自己免疫疾患の検査（例えば
、検体としては、C3補体、C4補体、C1阻害剤、C-反応性タンパク質、および/またはリウ
マチ因子が挙げられる）；ポリクローナル/モノクローナル高ガンマグロブリン血症（例
えば、検体としては、免疫グロブリンA、免疫グロブリンG、免疫グロブリンM、Ig軽鎖κ
および/またはλ型、免疫グロブリンGサブクラス1、2、3、および/または4が挙げられる
）；感染性疾患の検査（例えば、検体としては、抗ストレプトリジンOが挙げられる）；
炎症性疾患の検査（例えば、検体としては、α1-酸糖タンパク質、α1-抗トリプシン、セ
ルロプラスミン、C-反応性タンパク質、および/またはハプトグロビンが挙げられる）；
アレルギー検査（例えば、検体としては、免疫グロブリンEが挙げられる）；尿タンパク
質検査（例えば、検体としては、α1-ミクログロブリン、免疫グロブリンG、Ig軽鎖κお
よび/もしくはλ型、ミクロアルブミン、ならびに/または尿/脳脊髄液タンパク質が挙げ
られる）；タンパク質-CSFの検査（例えば、検体としては、免疫グロブリンGおよび/また
は尿/脳脊髄液タンパク質が挙げられる）；毒物検査（例えば、検体としては、血清アセ
トアミノフェン、血清バルビツレート、血清ベンゾジアゼピン、血清サリチル酸、血清三
環系抗鬱薬、および/または尿エチルアルコールが挙げられる）；および/または薬物乱用
の検査（例えば、検体としては、アンフェタミン、コカイン、バルビツレート、ベンゾジ
アゼピン、エクスタシー、メタドン、アヘン剤、フェンシクリジン、テトラヒドロカンナ
ビノイド、プロポキシフェン、および/またはメタカロンが挙げられる）が挙げられる。
本発明の方法、デバイス、カートリッジ、およびキットを使用して検出することができる
特異的癌マーカーとしては、17-β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素1型、Ablインタラク
ター2、アクチン関連タンパク質2/3複合体サブユニット1A、アルブミン、アルドラーゼA
、アルカリホスファターゼ、胎盤型、α1抗トリプシン、α1酸糖タンパク質1、α2-HS-糖
タンパク質、α-ラクトアルブミン、α2-マクログロブリン、α-フェトプロテイン（AFP
）、アンギオジェニンリボヌクレアーゼRNase Aファミリー5、アンジオポイエチン1、ア
ンジオポイエチン2、モノクローナル抗体Ki-67により同定される抗原、抗ロイコプロテイ
ナーゼI（SLPI）、アポリポタンパク質A1、ATP7B、β2-ミクログロブリン、B細胞CLL/リ
ンパ腫2、BCL2-関連Xタンパク質、BRCAl、BRCA2、BrMS1、ブチラート誘導転写産物1、CA1
5.3/CA27-29、癌抗原125、癌抗原15.3、癌抗原19.9、癌抗原602、癌抗原72-4/TAG-72、癌
関連ガラクトトランスフェラーゼ抗原、癌関連血清抗原（CASA）、癌胎児性抗原（CEA）
、カテニンβ1、カテプシンD、カテプシンメンバー8、CCケモカイン4（HCC-4）、CCL21（
小分子誘導サイトカインA21）、CCL5、CD15、CD24、CD34、CD44、細胞分裂タンパク質キ
ナーゼ5、セルロプラスミン、子宮頸癌1プロトオンコジーンタンパク質p40、c-Ets1、シ
ャペロニン含有TCP1、サブユニット3、ケモカイン（c-cモチーフ）リガンド4 小分子誘導
サイトカインA4（CCL4、MIP-1-β）、ケモカインリガンド5、キチナーゼ-3様タンパク質1
（YKL-40）、塩化物イオン細胞内チャンネル4（CLIC4）、胎盤性性腺刺激ホルモンβ鎖、
クローディン-3、クローディン-4、クラステリン、凝固因子II（プロトロンビン）、凝固
因子III、凝固因子XIIIα鎖、凝固因子XIIIβ鎖、コラーゲンIc末端ペプチド、コロニー
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刺激因子2、コロニー刺激因子3、補体成分3、C-反応性タンパク質、脳クレアチニンキナ
ーゼ（CKB）、CTD小分子ホスファターゼ様、サイクリンDl、サイクリン依存性キナーゼ6
（CDK6）、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤1（p21）、シクロオキシゲナーゼ-1、シトク
ロムc酸化酵素Va、シトクロムc-1、デスミン、ジストログリカン1、エンドグリン、エン
ドセリン1、上皮細胞成長因子受容体（EGFR）、上皮細胞成長因子（EGF）、エリスロポエ
チン、E-セレクチン、EST転座変異体4（EST4）、細胞外マトリクスメタロプロテイナーゼ
誘導因子（EMMPRIN）、フェリチンH、フェリチンL、線維芽細胞成長因子2、フィブロネク
チン、Fit-3リガンド、CA125を伴うフルオロデオキシグルコース-PET（FDG-PET）、Fms-
関連チロシンキナーゼ1（VEGFR-1）、GADD45A、ゲミニン、グリホセートN-アセチルトラ
ンスフェラーゼ、グラニュリン-エピセリン前駆体（GEP）、増殖分化因子15、ハプトグロ
ビン1、ハプトグロビン-a-サブユニット、HE4（ヒト精巣上体タンパク質）、Her2、HER2-
neｕ、hK10、hK11、hK13、hk6、hk7、hK8、HLAクラスIIDoβ、hLMH1、hLMH2、HNF-1β、
ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）、IGFB
P-2、IL-2Rα（可溶性インターロイキン2受容体α）、免疫グロブリン、免疫抑制酸性タ
ンパク質（IAP）、インドールアミン2，3-ジオキシゲナーゼ、インスリン様成長因子結合
タンパク質1、インスリン様成長因子結合タンパク質2、インスリン様成長因子結合タンパ
ク質3、インテグリンα-V、インテグリンανβ6、細胞間接着分子、インターフェロンα
1、インターロイキン1α、インターロイキン1β、インターロイキン10、インターロイキ
ン12A、インターロイキン16、Inter-α-トリプシン阻害剤フラグメント、カリクレイン8
、ケラチン、ケラチン18、ケラチン、I型細胞骨格19（サイトケラチン19）、Kitリガンド
、KRAS、ラクトトランスフェリン、ラミニン-β3、レプチル（Leptil）-セレクチン、黄
体形成ホルモン放出ホルモン受容体、Mac-2結合タンパク質90k、マクロファージコロニー
刺激因子、マクロファージ遊走阻止因子、乳房血清抗原、マンモグロビンB、M-CAM、MIR2
1、メソテリン、MMP3、ムチン型糖タンパク質抗原、ミオシンX、神経成長因子β、ネトリ
ン-1、神経内分泌タンパク質-55、好中球デフェンシン1、好中球デフェンシン3、Nm23-Hl
、非金属細胞タンパク質2、非転移細胞1タンパク質（NM23A）、O-アシルトランスフェラ
ーゼドメイン含有2、OVX1、OX40、P53、パラオキソナーゼ2、Pcaf、p-糖タンパク質、ホ
スホリボシルアミノイミダゾールカルボキシラーゼ、血小板由来成長因子受容体α、血小
板由来成長因子受容体β、血小板内皮細胞接着分子（PECAM-1）、血小板因子4、妊娠関連
血漿タンパク質-A、妊娠領域タンパク質、プロコル-lys1，2オキソグルテ（oxoglute）5-
ジゴキシン（digixyg）3、プロコル-lys1，2オキソグルテ（oxoglute）5-ジゴキシン（di
goxyg）1、プロゲステロン受容体（PR）、プロラクチン、前立腺分泌タンパク質PSP94、
前立腺特異的抗原（PSA）、プロスタチン、タンパク質キナーゼC結合タンパク質1、p-セ
レクチン、ピロリン-5-カルボキシレート還元酵素1、Gタンパク質シグナル伝達12の調節
因子、レティキュロカルビン、S-100α鎖、s-アデノシルホモシステイン加水分解酵素、
血清アミロイドAタンパク質、7回膜貫通型ドメインタンパク質、性決定因子Y-ボックス-4
、シアリルSSEA-1、小分子誘導サイトカインA18（CCL18、M1P-4）、小分子誘導サイトカ
インA2（CCL2）、小分子誘導サイトカインA3（CCL3）（マクロファージ炎症性タンパク質
1-α）、小分子誘導サイトカインB5（CXCL5）、ソマトスタチン、成長ホルモン増殖因子
、成長因子、扁平上皮癌抗原1、扁平上皮癌抗原2、ステロイドホルモン受容体、スルビビ
ン、シンデカン-1、シヌクレインγ、テトラネクチン、テトラスパニン9、TGF-α、チミ
ジンホスホリラーゼ（TP）、チログロブリン（Tg）、メタロプロテイナーゼ2の組織阻害
剤、組織特異的移植抗原P35B、組織型プラスミノーゲン活性化因子（tPA）、トポイソメ
ラーゼII、伝達受容体p90CD71、形質転換成長因子α、形質転換成長因子β1、ミトコンド
リア外膜のトランスロカーゼ、トランスチレチン、トランスチレチン（レアルブミン）フ
ラグメント、トロホブラスト糖タンパク質、トロポミオシン1α鎖（α-トロポミオシン）
、トリプシン、チューブリンβ2、チューブリンβ3、腫瘍壊死因子（リガンド）スーパー
ファミリーメンバー5（CD154）、腫瘍壊死因子（リガンド）スーパーファミリーメンバー
6（Fasリガンド）、腫瘍壊死因子α、腫瘍壊死因子受容体p75/p55、腫瘍壊死因子受容体
スーパーファミリーメンバー6（fas）、腫瘍壊死因子受容体関連タンパク質1、腫瘍タン
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パク質p53、ユビキチン結合酵素E2C（ユビキチンcong enz）、尿中アンギオスタチン（uA
S）、血管内皮成長因子（VEGF）、血管平滑筋細胞成長-促進因子（VSGPIF-スポンジン）
、VEGF(165)b、V-erb-b2、ビタミンD結合タンパク質、ビタミンK依存性タンパク質C、ビ
トロネクチン、フォン・ヴィレブランド因子、ウィルムス腫瘍1（WT-1）、WWドメイン結
合タンパク質11、Xボックス結合タンパク質-1、およびYKL-40が挙げられるが、これらに
限定されない。Polanski et al., Biomarker Insights, 1:1 (2006); Cherneva et al., 
Biotechnol. & Biotechnol. EQ. 21/2007/2: 145 (2007); Alaoui-Jamali et al., J. Zh
ejiang Science B 7:41 1 (2006); Basil et al., Cancer Res.
 66:2953 (2006); Suh et al., Expert Rev. Mol. Diagn. 10: 1069 (2010); および Dia
mandis, E. P., Molecular and Cellular Proteomics 3:367 (2004)を参照。
【０１４６】
　本発明のデバイス、システムおよび方法を使用して検出することができる他の検体とし
ては、Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Burtis, As
hwood, and Bruns, ISBN 0721601898, Elsevier, 4th edition (2006)において言及され
るものが挙げられる。
【０１４７】
　本発明の方法、キット、カートリッジ、およびシステムは、対象の医学的状態を理解す
るために使用してもよい、検体の所定の組み合わせパネルを検出するために構成すること
ができる。例えば、組み合わせパネルは、病原体、疑わしい病原体を処置するために使用
される治療薬剤、および治療の薬理学的進行（有効性または薬物動態）をモニタリングす
るための潜在的バイオマーカーの検出、または病原体もしくは病原体副生成物の存在をモ
ニタリングすることを含んでもよい。さらに、疾患または疾患バイオマーカー、疑わしい
疾患を処置する際に使用するための治療薬のレベルまたは濃度、治療の薬理学的進行（有
効性または薬物動態）をモニタリングするための潜在的バイオマーカー、および疾患また
は処置の効果の一般的な化学バイオマーカーまたは他の生理学的マーカーの検出用に使用
するために構成された疾患処置パネルを想定することができる。このようにして、検体検
出のパネルは、適切な医学的意思決定を通知および導くために使用することができる。
【０１４８】
　例えば、本発明のシステムおよび方法は、同種移植後の免疫不全対象をモニタリングす
るために使用することができる。固形臓器、骨髄、造血幹細胞、またはその他の同種提供
物を受ける移植対象において、免疫状態、臓器機能をモニタリングをする必要があり、か
つ、必要であれば、日和見感染を迅速および正確に同定する必要がある。例えば、薬物濃
度および腎機能をモニタリングすることが、医師に最適な移植後治療の支援および指針を
与えることができるため、対象由来の同じ血液試料からクレアチニンおよびタクロリムス
レベルをモニタリングする必要がある。治療を最適化することは、拒絶反応を防止するた
めであるが、また免疫機能が日和見感染に対抗することができるように厳密なバランスを
保つことであり、結果として、全体的に免疫抑制療法に対する対象のコンプライアンスを
向上させる。主に、移植レシピエントは、移植の拒絶反応、移植片対宿主疾患、または日
和見感染で死亡する。最初の2つでは、免疫抑制剤により、その反応を排除または抑制す
ることができる。しかし、対象が潜在する感染を有する場合、臨床管理が課題である。具
体例として、原因不明の発熱を呈する心臓、肺移植対象は、医療施設に入れられる。対象
は、培養結果が判明するまで広域スペクトル抗生物質から使用を開始する。状態が悪化す
る場合、かつ、培養により特異的感染、例えば、カンジダの感染が明らかになった場合、
特異的抗真菌薬のフルコナゾールを判明した対象に投与することができる。しかし、この
抗真菌薬は、ほとんど全ての同種移植レシピエントに与えられる免疫抑制剤タクロリムス
のレベルを変化させ得る。タクロリムスおよびクレアチニンの両方のレベルを試験した後
、医師は、フルコナゾールが感染に打ち勝つと信じて、タクロリムスを速やかに中断する
。この投薬計画のもとでは、カンジダ種がフルコナゾールに耐性である場合、対象は悪化
する恐れがあり、かつ、対象は次に適切な抗真菌剤の使用を開始する。しかし、タクロリ
ムスを中断した場合、免疫抑制療法は管理不能となり、かつ、対象は任意の追加療法に対
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して非応答性になり、結果として死に至る恐れがある。従って、クレアチニン（腎機能）
、タクロリムス血中レベル、および日和見感染の正確な同定を同時にモニタリングする試
験があれば、上記の対象は助かったかもしれない。
【０１４９】
　本発明のシステムおよび方法は、免疫不全対象の状況において重要な役割を有する、薬
物レベル、毒性または有害効果決定因子、および病原体同定を決定するための、マルチプ
レックスの非試料調製、単一検出法、自動システムを含むことができる。例えば、1）そ
れらの表面に修飾されたクレアチニン特異的抗体を有する磁性粒子、2）それらの表面に
タクロリムス特異的抗体を有する磁性粒子、および3）病原体種を同定するための特異的
核酸プローブを有する磁性粒子を含有する、ポータルまたはウェルを有するカートリッジ
は、所与の移植対象の臨床管理値を迅速に決定および提供するために用いることができる
。そのような対象、および感染のリスクを有する任意の他の患者集団においてモニタリン
グすることができる日和見感染としては、真菌感染；カンジダ感染（耐性および非耐性株
）；グラム陰性細菌感染（例えば、大腸菌、ステノトロホモナス・マルトフィリア、クレ
ブシエラ・ニューモニエ/オキシトカ、または緑膿菌）；およびグラム陽性細菌感染（例
えば、ブドウ球菌種：S.アウレウス、S.ニューモニア、E.フェカリス、およびE.フェシウ
ム）が挙げられるが、これらに限定されない。モニタリングすることができる他の日和見
感染としては、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、コリネバクテリア属、フゾバクテリウム属
、およびモーガネラ・モーガニイ、ならびにCMV、BKV、EBC、HHV-6、HIV、HCV、HBV、お
よびHAVなどのウイルス微生物感染が挙げられる。
【０１５０】
　本発明のシステムおよび方法は、また、マルチプレックス診断検査の一部として癌患者
をモニタリングおよび診断するために使用することができる。癌の具体的な形態の1つで
ある結腸直腸癌は、特定の固形腫瘍のためのオーダーメイド医療処置に確かに有望である
ことが実証された。薬理遺伝子マーカーは、結腸直腸および他の癌の処置を最適化するた
めに使用することができる。5FU、カペシタビン、イリノテカン、およびオキサリプラチ
ンの薬物代謝において、これらの薬剤の毒性および有効性の両方に影響する有意な個々の
遺伝的変異が存在する。遺伝子マーカーの例としては、UGT1A1*28が挙げられるが、これ
は、SN-38（イリノテカンの活性代謝物）の抱合を減少させ、結果として、有害効果、特
に、好中球減少の速度を増加させる。程度はより小さいが、5-FU毒性の増加は、DPYD*2A
により予測される。チミジル酸合成酵素エンハンサー領域中の様々な長さの反復配列多型
を、単一のヌクレオチド多型C>Gと組み合わせて、5-FUに対する応答不良を予測すること
ができる。オキサリプラチンの有効性は、ERCC1およびXRCC1などのDNA修復システムの成
分中の多型により影響を受ける。内皮成長因子受容体の多型変化から、おそらく、セツキ
シマブの有効性が予測される。さらに、セツキシマブの抗体依存性の細胞介在細胞傷害効
果は、免疫グロビンGフラグメントC受容体の多型により減少し得る。VEGF遺伝子および低
酸素誘導因子1α遺伝子の多型変化は、また、治療結果の変動性においてある役割を担っ
ていると考えられる。従って、対象におけるそのような多型の同定は、医師の処置法決定
を支援するために使用することができる。例えば、PCRベースの遺伝学的試験は、非小細
胞肺癌（NSCLC）、結腸直腸癌（CRC）および胃癌を有する対象のための、医師の治療的処
置決定を支援するために開発されている。ERCC1、TS、EGFR、RRM1、VEGFR2、HER2の発現
、およびKRAS、EGFR、およびBRAFの突然変異の検出は、医師が最適な治療選択を同定する
ために利用可能である。しかし、これらのPCR試験は、現場では利用することができない
ため、試料を現地外の実験室に送らなければならない。これらの固形腫瘍は、生検される
ことが多く、FFPE（ホルマリン固定、パラフィン包埋（組織））試料が調製される。本発
明のシステムおよび方法は、データおよび情報を得るための所要時間が5～7日間要せず、
かつ、従来の方法に必要な固定試料を使用することなく使用することができる。本発明の
システムおよび方法は、複数のタイプの検体、例えば、癌においては、化学療法薬、遺伝
子型決定、毒性および有効マーカーの場合に、試料調製なしで試料を分析するための単一
のプラットフォームを提供することができ、これにより、オーダーメイド医療の実施に革



(76) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

命をもたらし、かつ、迅速で正確な診断検査を提供することができる。
【０１５１】
　本発明のシステムおよび方法は、また、神経疾患、例えば、認知症（以前は健常であっ
た人の認知能力の欠損）および他の形態の認識機能障害をモニタリングおよび診断するた
めに使用することができる。認知症は、大きく皮質認知症および皮質下認知症の2つの群
に分類することができる。皮質認知症としては、アルツハイマー病、ビンスワンガー病を
含む血管性認知症（多発梗塞性認知症としても知られている）、レビー小体認知症（DLB
）、アルコール誘導性持続性認知症、コルサコフ症候群、ウェルニッケ脳症、ピック病、
前頭側頭認知症（または前頭変異型FTLD）、意味認知症（または側頭変異型FTLD）、進行
性非能弁的失語症を含む前頭側頭葉変性症（FTLD）、クロイツフェルト・ヤコブ病、拳闘
家認知症、モヤモヤ病、テベスチア（thebestia）（癌と間違えられることが多い）、後
部皮質萎縮症またはベンソン症候群が挙げられる。皮質下認知症としては、ハンチントン
病に起因する認知症、甲状腺機能低下症に起因する認知症、パーキンソン病に起因する認
知症、ビタミンB1欠乏に起因する認知症、ビタミンB12欠乏に起因する認知症、葉酸欠乏
に起因する認知症、梅毒に起因する認知症、硬膜下血腫に起因する認知症、高カルシウム
血症に起因する認知症、低血糖に起因する認知症、AIDS認知症複合体、擬認知症（顕著な
認知症状を伴う大鬱病エピソード）、物質誘導性持続性認知症（向精神薬使用に関連し、
以前はアブサン中毒）、複数の病因に起因する認知症、他の一般的な医学的状態（すなわ
ち、末期腎不全、心臓血管疾患など）に起因する認知症、または特定されない認知症（特
定の基準が満たされない場合に使用される）が挙げられる。アルツハイマー病は、認知症
のよく見られる形態である。認知症は、多くの神経変性疾患と本質的に関連しているため
、単一のプラットフォームにおいて、薬物または薬物代謝物のレベルと共に疾患のバイオ
マーカーとしてこれらのタンパク質を試験することは、医師の投薬量の調整、投薬計画の
変更、または疾患の進行の一般的なモニタリングを支援するであろう。これらの試験は、
現在のところ、対象および介護者から離れた地域の現地外で実行されている。従って、薬
物レベルおよびバイオマーカーを同じ検出システム，すなわち、現地でモニタリングする
ことができれば、この消耗性および破壊的な疾患に大きな利点をもたらすだろう。本発明
の方法は、薬物レベル、毒性または有害効果決定因子、および疾患の進行の潜在的バイオ
マーカーを決定するための、マルチプレックスの非試料調製、単一検出法、自動システム
であることができる。例えば、1）それらの表面に修飾された認知症タンパク質特異的バ
イオマーカー抗体を有する磁性粒子、2）それらの表面に特異的抗体を有する磁性粒子、
および3）タンパク質発現レベルを同定するための特異的核酸プローブを有する磁性粒子
を含有する、ポータルまたはウェルを有するカートリッジは、所与の認知症対象の臨床管
理値を迅速に決定および提供するために用いることができる。
【０１５２】
　本発明のシステムおよび方法は、また、感染性疾患をマルチプレックスの自動非試料調
製システムでモニタリングおよび診断するために使用することができる。本発明のデバイ
ス、システムおよび方法を使用して検出されうる病原体の例としては、例えば、細菌の中
でも、カンジダ（耐性および非耐性株）、例えば、C.アルビカンス、C.グラブラータ、C.
クルセイ、C.トロピカリス、およびC.パラプシローシス；A.フミガータス（A.fumigatus
）；大腸菌、ステノトロホモナス・マルトフィリア、クレブシエラ・ニューモニエ/オキ
シトカ、P.エルジノーサ（P. aeruginosa）；ブドウ球菌属（例えば、S.アウレウスまた
はS.ニューモニア）；E.フェカリス、E.フェシウム、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌属、コ
リネバクテリア属、フゾバクテリウム属、モーガネラ・モーガニイ、ニューモシスチス・
イロベチー（以前はニューモシスチス・カリニとしても知られている）、F.ホミニス、ス
トレプトコッカス・ピオゲネス、緑膿菌、ポリオーマウイルス属JCポリオーマウイルス（
進行性多巣性白質脳症を引き起こすウイルス）、アシネトバクター・バウマニー、トキソ
プラズマ・ゴンジ、サイトメガロウイルス、アスペルギルス属、カポジ肉腫、クリプトス
ポリジウム、クリプトコッカス・ネオフォルマンス、およびヒストプラズマ・カプスラー
ツム、酵母、真菌、ウイルス、プリオン、カビ、放線菌、原生動物、寄生虫、原生生物お
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よび蠕虫の感染性生物が挙げられる。
【０１５３】
　本発明のシステムおよび方法は、対象における疾患の原因を同定およびモニタリングす
るために、治療的介入を選択するために、かつ選択した処置の有効性をモニタリングする
ために使用することができる。例えば、ウイルス感染を有するまたはそのリスクを有する
患者の場合、本発明のシステムおよび方法は、感染性ウイルス、ウイルス負荷を同定する
ために、および感染の状態の指標となる白血球数および/またはバイオマーカーをモニタ
リングするために使用することができる。ウイルスの識別は、適切な治療を選択するため
に使用することができる。治療的介入（例えば、特定の抗ウイルス剤）をモニタリングす
ることもできるが、さらに、処置計画を抗ウイルス剤およびウイルス負荷の血中濃度と関
連付けて、患者が処置に応答しているかを確認することができる。
【０１５４】
　本発明のシステムおよび方法は、例えば、サイトメガロウイルス（CMV）、エプスタイ
ン・バーウイルス、BKウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、単純ヘルペスウイ
ルス（HSV）、HSV1、HSV2、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）、インフルエンザ；インフルエ
ンザA、インフルエンザA亜型H1、インフルエンザA亜型H3、インフルエンザB、ヒトヘルペ
スウイルス6型、ヒトヘルペスウイルス8型、ヒトメタ肺炎ウイルス（hMPV）、ライノウイ
ルス、パラインフルエンザ1、パラインフルエンザ2、パラインフルエンザ3、およびアデ
ノウイルスを検出するように構成されたウイルスパネルを用いて、対象におけるウイルス
感染をモニタリングするために使用することができる。本発明の方法は、ウイルス感染を
有する対象のための適切な治療（例えば、アバカビル、アシクロビル（Aciclovir）、ア
シクロビル（Acyclovir）、アデフォビル、アマンタジン、アンプレナビル、アンプリジ
ェン、アルビドール、アタザナビル、アトリプラ、ボセプレビル、シドフォビル、コンビ
ビル、ダルナビル、デラビルジン、ディダノシン、ドコサノール、エドクスジン、エファ
ビレンツ、エムトリシタビン、エンフビルチド、エンテカビル、ファムシクロビル、ホミ
ビルセン、ホスアンプレナビル、ホスカネット、ホスホネット、ガンシクロビル、イバシ
タビン、イムノビル、イドクスウリジン、イミキモド、インジナビル、イノシン、インテ
グラーゼ阻害剤、インターフェロンIII型、インターフェロンII型、インターフェロンI型
、インターフェロンα、インターフェロンβ、ラミブジン、ロピナビル、ロビリド（Lovi
ride）、マラビロク、モロキシジン、メチサゾン、ネルフィナビル、ネビラピン、ネキサ
ビル、ヌクレオシド類似体、オセルタミビル（タミフル）、ペグインターフェロンα-2a
、ペンシクロビル、ペラミビル、プレコナリル、ポドフィロトキシン、ラルテグラビル、
逆転写酵素阻害剤、リバビリン、リマンタジン、リトナビル、ピラミジン、サキナビル、
スタブジン、ティーツリー油、テノホビル、テノホビルジソプロキシル、チプラナビル、
トリフルリジン、トリジビル、トロマンタジン、ツルバダ、バラシクロビル（バルトレッ
クス）、バルガンシクロビル、ビクリビロック、ビダラビン、ビラミジン、ザルシタビン
、ザナミビル（リレンザ）、またはジドブジン）をモニタリングするために、および対象
に投与された治療薬の血中濃度をモニタリングするために使用することができる。
【０１５５】
　本発明のシステムおよび方法は、また、HIV/AIDS患者をモニタリングするためにも使用
することができる。臨床医が急性感染を疑ったとき（例えば、急性レトロウイルス症候群
の症状および徴候と関連する最近のリスク行動の報告を受けた対象において）、HIV RNA
の試験が通常実施される。陰性または不確定HIV抗体検査と組み合わせて、高感度増幅ア
ッセイ（PCR、bDNA、またはNASBA）を使用することにより、血漿で検出される高いレベル
のHIV RNAは、急性HIV感染という診断を裏付けている。HIV/AIDS対象のウイルス負荷、薬
物レベル、CD4細胞数、および毒性パターンを単一のプラットフォーム診断法でモニタリ
ングすることは、対象に明らかに有利な点を提供することができるだろう。本発明のシス
テムおよび方法は、薬物レベル、毒性または有害効果決定因子、および疾患の進行の潜在
的バイオマーカーを決定するための、マルチプレックスの非試料調製、単一検出法、自動
システムにおいて使用することができる。例えば、1）それらの表面に修飾されたCD4細胞
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特異的抗体を有する磁性粒子、2）それらの表面に毒性バイオマーカー特異的抗体を有す
る磁性粒子、および3）ウイルス負荷レベルを同定するための特異的核酸プローブを有す
る磁性粒子を含有する、ポータルまたはウェルを有するカートリッジは、所与のHIV/AIDS
対象の臨床管理値を迅速に決定および提供するために用いることができる。
【０１５６】
　本発明のシステムおよび方法は、また、対象における免疫疾患（例えば、クローン病、
回腸炎、腸炎、炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、ならびに非胃腸系免疫疾
患）をモニタリングおよび診断するためにも使用することができる。比較的最近開発され
た遺伝子改変薬剤は、免疫疾患の処置を根本的に変える可能性があり、かつ、レミケード
（抗TNF抗体のインフリキシマブとしても知られている）は、高い有効性、速やかな作用
発現、長期間にわたる効果、および改善された耐性を有する新しい治療薬クラスとして導
入された。しかし、これらの薬剤は高価であり、適格患者の少なくとも3分の1は、任意の
有用な応答を示さない。従って、応答する患者を予測し、かつ、再発を予想する手段を見
出すことが重要であることは明らかである。TNF多型は、また、炎症性腸疾患（IBD）の腸
管外症状の性質および頻度に影響すると考えられる。いくつかの大規模対照臨床試験は、
レミケードが、中程度から重度の急性クローン病を有する患者の処置およびクローン病に
おける瘻孔形成において、ある役割を有することを示している。小規模な研究から、レミ
ケードに対する応答不良と、活性化NF-κBの粘膜レベルの増加、TNFR2（遺伝子型Argl96A
rg）のエクソン6における多型のホモ接合性、核周囲型抗好中球細胞質抗体（ANCA）に対
する陽性、ならびにインターフェロン-γおよびTNF-αを産生する活性化粘膜固有層単核
細胞の増加した数の存在との間に関連している可能性があることが示された。従って、ク
ローン病患者のTNF-αおよび毒性パターンを単一のプラットフォーム診断法でモニタリン
グすることは、明らかに有利な点を提供するだろう。本発明の方法は、薬物レベル、毒性
または有害効果決定因子、および疾患の進行の潜在的バイオマーカーを決定するための、
マルチプレックスの非試料調製、単一検出法、自動システムであることができる。例えば
、1）それらの表面に修飾された抗TNF-α特異的抗体を有する磁性粒子、2）それらの表面
に毒性バイオマーカー特異的抗体を有する磁性粒子、および3）進行の疾患マーカーを同
定するための特異的プローブを有する磁性粒子を含有する、ポータルまたはウェルを有す
るカートリッジは、所与のクローン病またはIBD患者の臨床管理値を迅速に決定および提
供するために用いることができる。
【０１５７】
　本発明のシステムおよび方法は、また、感染性疾患および炎症をマルチプレックスの自
動非試料調製システムでモニタリングおよび診断するために使用することができる。その
ようなシステムおよび方法は、例えば、菌血症、敗血症、および/または全身性炎症反応
症候群（SIRS）をモニタリングするために使用することができる。このタイプの感染は、
未処置のまま放置した場合、臓器機能不全、血流低下、低血圧、難治性（敗血性）ショッ
ク/SIRSショック、および/または多臓器機能不全症候群（MODS）をもたらす恐れがあるた
め、早期診断は臨床上重要である。典型的な患者の場合、多くの細菌または真菌感染は、
医療環境に入院している間に起こり、医療関連感染（HAI）と呼ばれていて（院内感染、
院内獲得または院内発症感染としても知られている）。細菌の分類の中で、免疫不全患者
に感染することがよく知られている細菌は、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、グ
ラム陽性細菌およびヘリコバクター（グラム陰性である）である。グラム陽性MRSAにより
引き起こされる疾患を処置することができる抗生物質があるが、現在、アシネトバクター
に効果的な薬物も数種類ある。血流感染でよく見られる病原体は、コアグラーゼ陰性ブド
ウ球菌、腸球菌、および黄色ブドウ球菌である。また、カンジダ・アルビカンスおよび肺
炎の病原体、例えば、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、クレブシエラ・ニューモニエ、およびヘ
モフィルスインフルエンザが、感染の大部分を占める。尿路感染の病原体としては、大腸
菌、カンジダ・アルビカンス、および緑膿菌が挙げられる。グラム陰性腸内微生物は、ま
た、尿路感染においてさらに一般的に見られる微生物である。手術部位感染としては、黄
色ブドウ球菌、緑膿菌、およびコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が含まれる。感染性因子は、
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非限定的に、敗血症に関連する病原体、例えば、アシネトバクター・バウマニー、アスペ
ルギルス・フミガーツス、バクテロイデス・フラジリス、B.フラジリス、blaSHV、バーク
ホルデリア・セパシア、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、カンジダ・ギリエルモン
ディ、C.アルビカンス、C.グラブラータ、C.クルセイ、C.ルシタニアエ、C.パラプシロー
シス、C.トロピカリス、ウェルシュ菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、エンテロバクター
・アエロゲネス、E.クロアカエ、エンテロバクター属、エンテロコッカス・フェカーリス
、E.フェシウム、大腸菌、ヘモフィルス・インフルエンザ、キンゲラ・キンゲ、クレブシ
エラ・オキシトカ、K.ニューモニエ、リステリア・モノサイトジェネス、MecA遺伝子（MR
SA）、モルガネラ・モルガナ、ナイセリア・メニンジティディス、メニンジティディス以
外のナイセリア属、プレボテラ・ブカエ、P.インターメディア、P.メラニノゲニカ、プロ
ピオニバクテリウム・アクネス、プロテウス・ミラビリス、P.ブルガリス、緑膿菌、サル
モネラ・エンテリカ、セラチア・マルセセンス、黄色ブドウ球菌、S.ヘモリチカス、S.マ
ルトフィリア、S.サプロフィティクス、ステノトロホモナス・マルトフィリア、S.マルト
フィリア、ストレプトコッカス・アガラクティエ、S.ボビス、S.ディスガラクティエ、S.
ミティス、S.ミュータンス、S.ニューモニエ、S.ピオゲネス、およびS.サングイス；また
は本明細書に記載の任意の他の感染性因子から選択することができる。ある場合では、本
方法およびシステムは、感染性因子が、バンコマイシン耐性に特徴的なVanA遺伝子または
VanB遺伝子；メチシリン耐性のmecA、β-ラクタムに対してより一般的な耐性のNDM-1およ
びESBLを有するか否かを確認するために設計されるだろう。
【０１５８】
　敗血症または敗血症性ショックは、全身炎症状態（全身性炎症反応症候群またはSIRS）
および公知のまたは疑わしい感染の存在により特徴づけられる重篤な医学的状態である。
敗血症は、感染の存在下でSIRSとして定義され、敗血性ショックは、適切な輸液蘇生にも
かかわらず難治性動脈低血圧または血流低下異常を伴う敗血症として定義され、かつ、重
度の敗血症は、臓器機能不全、血流低下、または低血圧を伴う敗血症として定義される。
多くの研究で、現在利用可能なマーカーの組み合わせの価値が試験されており、それによ
って、記載したようなプラットフォームにより、GRO-α、高移動度群ボックス1タンパク
質（HMBG-1）、IL-1受容体、IL-1受容体アンタゴニスト、IL-1b、1L-2、IL-4、IL-6、IL-
8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-18、マクロファージ炎症性タンパク質（MIP-1）、マクロフ
ァージ遊走阻止因子（MIF）、オステオポンチン、RANTES（regulated on activation, no
rmal T-cell expressed and secreted；またはCCL5）、TNF-α、C-反応性タンパク質（CR
P）、CD64、および単球走化性タンパク質1（MCP-1）のような因子のレベルを単独でまた
は同時に決定することが可能になる。また、本システムおよび方法は、敗血症に特徴的な
特定のタンパク質、例えば、アデノシンデアミナーゼ結合タンパク質（ABP-26）、誘導性
一酸化窒素合成酵素（iNOS）、リポ多糖結合タンパク質（LBP）、およびプロカルシトニ
ン（PCT）をモニタリングするために設計することができる。従って、このプラットフォ
ームは、特異的病原体および/または所与の患者の潜在する全身性機能障害を標的化する
か、またはしなくてもよい、実験的プロトコールおよび/または非特異的/一般的抗菌剤の
使用を減少させる。このプラットフォームにより、効果的な治療を提示することができる
迅速および正確な診断が可能になり、それによって、医師の判断のための重要な要素が提
供され、かつ、罹患率および死亡率を低下させる。
【０１５９】
　患者が敗血症を有するか否かを決定するために、病原体の存在を同定することが必要で
ある。患者を最も効果的に処置するために、適切な治療を最も早期に開始することが重要
である。敗血症の抗菌剤および他の処置は、1）細菌、ウイルス、真菌、寄生虫、その他
；2）グラム陽性、グラム陰性、酵母、またはカビ、3）種、および4）感受性などの、複
数レベルでの病原体の分類（薬剤の同定を含む）に依存している。
【０１６０】
　これらの特異性のレベルは、それぞれ、適切な治療を開始する時期を早め、さらに、各
々の工程は、治療薬剤の範囲を最も特異的な組にさらに限定することにつながるだろう。
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確かな感受性データがなければ、ケアのための実験的アプローチは、ケアの別の現場の病
院における病原体についての入手可能な情報（いずれかのレベルでの）、ならびに病原体
の頻度および感受性の傾向パターンに依存している。従って、病原体と治療の組み合わせ
を改良するためのデータがより多くなるまで、特定の分類の病原体が原因であると推定さ
れることが多い。具体的には、これらの標的は、ESKAPE分類（耐性病原体のシリーズであ
る）および患者の隔離が必要な高病原性の病原体の組であるSPACE分類に分けられる。
【０１６１】
　複数の試料タイプ（血液、組織、尿など）においてこれらの病原体を同定する他に、症
状のある患者、例えば、全身性炎症症候群、またはSIRSを有する患者と敗血症患者を識別
する別の方法は、感染を有する患者を同定するために、個別にまたは指標を介して相関す
るバイオマーカーを使用する。抗菌剤療法が診断法と干渉することにより感染が検出され
ない場合、その治療の免疫系の制御、あるいは、複数のタイプの検体（サイトカイン、代
謝産物、DNA、RNA/遺伝子発現など）であることができるこれらのバイオマーカーが、感
染、かつ、従って、敗血症を示すだろう。
【０１６２】
　感染の存在およびあるレベルの種の同定の両方に必要な診断情報を生成するために、1
つのパネルは、（i）グラム陽性クラスター（例えば、S.アウレウス、およびCoNS（コア
グラーゼ陰性ブドウ球菌））；（ii）グラム陽性連鎖/組（例えば、連鎖球菌属、ミチス
・ニューモニア属、アガラクチア属、ピオゲネス属、腸球菌属（E.フェシウム、E.フェカ
リス（E. fecalis））；（iii）グラム陰性桿菌（例えば、大腸菌、プロテウス属、クレ
ブシエラ属、セラシア属、アシネトバクター属、ステノトロフォモナス属）；（iv）SPAC
E（例えば、セラシア属、シュードモナス属、アシネトバクター属、シトロバクター属、
エンテロバクター属）；（v）シュードモナス（例えば、シュードモナス属）；（vi）ESK
APE（E.フェシウム、黄色ブドウ球菌、クレブシエラ属、アシネトバクター属、シュード
モナス属、エンテロバクター属）；および（vii）汎バクテリア（全ての細菌種）である
ことができる。
【０１６３】
　このパネルは、全範囲をカバーするために真菌アッセイと併用すべきである。各々のケ
アの現場が、グラム＋、グラム-などに対する陽性反応に基づいた実験的に誘導されたア
プローチを有すると考えると、その分類は、適切な治療を用いた有効な介入に必要な情報
を提示する。各々の分類に同定された種は、各項目のもとで適合するものを提示するが、
包括的ではない。さらに、汎バクテリアマーカーは、各々の分類に用いられる診断法によ
りカバーされない任意の種をカバーするために含まれる。さらに、結果の組み合わせは、
また、上述したように含まれるとしても、完全ではないが種の指標となる。分類による相
互参照陽性および陰性により、数種類の種を確率的に同定するための消去アプローチのプ
ロセスが可能になる。
【０１６４】
　本発明のシステムおよび方法は、また、対象における心筋梗塞などの心疾患をモニタリ
ングおよび診断するために使用することができる。心臓マーカーまたは心筋酵素は、損傷
した心筋細胞から漏出するタンパク質であり、かつ、心外傷を評価するために使用される
。心臓マーカーとしては、酵素SGOT、LDH、酵素クレアチンキナーゼMBサブタイプ、およ
び心臓トロポニン（TおよびI）が挙げられるが、これらに限定されない。従って、急性期
においては、単一のプラットフォーム診断法における薬物療法および毒性パターンの他に
、トロポニンIおよびT、ならびに心虚血の潜在的な他のバイオマーカーをモニタリングす
ることは、明らかに有利な点を提供するだろう。本発明のシステムおよび方法は、薬物レ
ベル、毒性または有害効果決定因子、および疾患の進行の潜在的バイオマーカーを決定す
るための、マルチプレックスの非試料調製、単一検出法、自動システムを提供するために
使用することができる。例えば、1）それらの表面に修飾された抗トロポニンIまたはトロ
ポニンT特異的抗体を有する磁性粒子、2）それらの表面に毒性バイオマーカー特異的抗体
を有する磁性粒子、および3）進行の疾患マーカーを同定するための特異的プローブを有
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する磁性粒子を含有する、ポータルまたはウェルを有するカートリッジは、所与の心筋梗
塞患者の臨床管理値を迅速に決定および提供するために用いることができる。
【０１６５】
　1つまたは複数のマルチウェルカートリッジを、本発明のシステムおよび方法において
使用するために構成することができ、かつ、これは、患者からの少なくとも1つの全血試
料；検出される検体の各々を検出するための磁性粒子（1つまたは複数の小分子；1つまた
は複数の小分子の1つまたは複数の代謝産物；肝機能パネルに記載されるような代謝バイ
オマーカー）；ならびに希釈および洗浄緩衝液を用いて調製することができる。肝機能検
査は、患者の血清または血漿試料で行われ、かつ、臨床生化学検査室の血液分析により患
者の肝臓の状態に関する重要なデータが提供される。「肝機能パネル」は、1つまたは複
数の酵素の低または高レベルによって、肝臓の疾患または損傷を示すことができる血液検
査である。例えば、肝機能パネルは、1つまたは複数の下記の検体検出アッセイを含むこ
とができる：1つまたは複数の小分子；1つまたは複数の小分子の1つまたは複数の代謝産
物；生物製剤、代謝バイオマーカー；遺伝子型決定、遺伝子発現プロファイリング；およ
びプロテオーム解析。
【０１６６】
　肝機能パネルは、患者または対象の生物試料中の1つまたは複数の下記のタンパク質の
分析を含むことができる：1）アルブミン（肝臓における全タンパク質の主要な構成成分
；残りはグロブリンと呼ばれる；アルブミンは、3.9～5.0g/dLで存在しなければならず、
低アルブミン血症は、栄養摂取不良、より低いタンパク質異化、肝硬変またはネフローゼ
症候群を呈する）；2）アスパラギン酸トランスアミナーゼ（AST）（血清グルタミン酸オ
キサロ酢酸トランスアミナーゼまたはアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼとしても
知られており、肝臓実質細胞中の酵素であり、かつ、通常10～34IU/Lである；レベルの上
昇は、急性肝障害の指標となる）；3）アラニントランスアミナーゼ（ALT）（血清グルタ
ミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼまたはアラニンアミノトランスフェラーゼとしても
知られており、肝細胞中に8～37IU/Lのレベルで存在する酵素であり；レベルの上昇は、
ウイルス性肝炎またはパラセタモール過量摂取における急性肝障害の指標となり；ASTとA
LTの比は、肝障害の原因を識別するために使用される）；4）アルカリホスファターゼ（A
LP）（肝臓の胆管内皮細胞中に存在する酵素であり；正常な範囲は、44～147IU/Lであり
、かつ、肝臓の浸潤性疾患、肝内胆汁鬱滞または大胆管閉塞症の症例でレベルが上昇する
）；5）γ-グルタミルトランスペプチターゼ（GGT）（ALPよりも胆汁鬱滞性障害により高
感度のマーカーであり、肝臓に非常に特異的であり；標準範囲は、0～51IU/Lであり；急
性および慢性アルコール毒性の両方でGGTが上昇し；ALPの極端な上昇の理由は、GGTによ
り検出することができる）；6）総ビリルビン（TBIL）（総ビリルビンの増加は、黄疸を
もたらし、かつ、肝硬変、ウイルス性肝炎、溶血性貧血、または内出血に起因し得る）；
7）直接ビリルビン；8）プロトロンビン時間（PTT）（肝細胞障害および胆汁流出障害は
、血液凝固時間の変化を引き起こし得る）；9）α-フェトプロテイン検査（レベルの上昇
は、肝炎または癌を示す）；10）乳酸脱水素酵素；および11）ミトコンドリア抗体（存在
する場合、慢性活動性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、または他の自己免疫疾患を示し得る）
。上述のタンパク質は、本発明のシステムおよび方法を使用して、肝機能パネルにおいて
分析することができる。
【０１６７】
　追加の肝機能パネルは、チトクロームP450酵素の遺伝子型決定を含んでもよい。チトク
ロームP450の遺伝子型決定試験は、患者または対象が薬物をどの程度代謝できるかを決定
するために使用される。チトクロームP450試験の結果は、個体を以下の4つの主なタイプ
に分けるために使用することができる：
（i）不全代謝者。特定の薬物を健常者よりもゆっくり代謝し、かつ、医薬は、より長い
半減期を有し、かつ、副作用を引き起こす可能性を増加させる恐れがある。
（ii）正常代謝者。薬物は平均的な速度で代謝され、従って、処置が有効であり、かつ、
同様にこれらの特定の医薬を代謝しない他の個体より少ない副作用を示す指標となる。
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（iii）中間代謝者。薬物は平均的な速度で代謝されるか、またはされない可能性がある
。薬物代謝に関与する少なくとも1つの遺伝子は、異常に機能していると疑われる。かつ
、特定の薬物を異なる形態で代謝する傾向がある。
（iv）超迅速代謝者。薬物は、平均より速く、かつ、より効率的に代謝される。代謝速度
が平均より高いため、いくつかの医薬は、健常者より速く不活性化されるか、または排出
され、かつ、医薬は、所望の有効性を有さない可能性がある。
【０１６８】
　現在、1つの集団全体でこれらの酵素に関与する遺伝子を遺伝子型決定することにより
、これらの酵素における多型の違いが、いくつかの薬物の有効性および毒性を変化させ得
ることが示されている。遺伝子型決定は、患者または対象のゲノムに代表的な細胞試料を
必要とし、かつ、その分析は、これらの臨床上重要な遺伝子の遺伝的差異を決定すること
を目的としている。
【０１６９】
　肝機能パネルの一部となり得る可能な肝臓の代謝酵素としては、CYP2C19、CYP2D6、CYP
2C9、CYP2C19、CYP1A2、NAT2、DPD、UGT1A1、5HTTが挙げられるが、これらに限定されな
い。
【０１７０】
　本発明は、a）肝臓の酵素の状態、ならびにb）重要な代謝酵素の遺伝子型を決定し、次
に、本発明のシステムおよび方法を使用して最適な治療ケアのための薬物療法計画を設計
することができる、患者からの単一の血液試料（例えば、単一の採血、または本明細書に
記載の任意の他のタイプの患者試料）のマルチプレックス分析を特徴とする。
【０１７１】
　本発明のシステムおよび方法は、上述のマルチプレックスアッセイにおいて使用するた
めに、患者からの少なくとも1つの全血試料；検出される検体の各々を検出するための磁
性粒子；検体抗体；多価結合剤；ならびに/または希釈および洗浄緩衝液を用いて調製さ
れた、1つまたは複数のマルチウェルカートリッジを含むことができる。
【０１７２】
腎毒性
　腎臓毒性は、外因性化学物質の使用によってよく起こる副作用であり、かつ、腎毒性の
初期段階における早期の迅速な検出は、医学的意思決定を支援し得る。腎臓毒性の検出の
初期の報告では、特定の遺伝子のmRNA発現の増加をモニタリングすることができることを
示唆している。しかし、他方では、腎臓毒性のマーカーを尿中で検出することができるこ
とが示唆された。これらのマーカーとしては、kim-1、リポカリン-2、好中球ゼラチナー
ゼ関連リポカリン（NGAL）、timp-1、クラステリン、オステオポンチン、ビメンチン、お
よびヘムオキシゲナーゼ1（HO-1）が挙げられる。さらに広範には、尿中のDNA、重金属イ
オンまたはBUNレベルの検出は、有用な臨床情報となり得る。従って、本発明の方法およ
び利用法は、また、腎臓毒性のこれらのマーカーを検出する能力を含む。任意で、肝機能
パネルは、また、腎毒性の1つまたは2つの顕著なバイオマーカーを含んでもよく、その逆
もまた同様である。
【０１７３】
複合試料からの核酸の増幅および検出
　本発明のシステムおよび方法は、複合試料（例えば、診断、法医学、および環境解析の
ための）から開始して実施される増幅ベースの核酸検出アッセイを含むことができる。
【０１７４】
　試料調製は、また、複合試料（例えば、体液、土壌、または他の複合環境）でよく見ら
れるPCR阻害物質に対する耐性を除去または提供しなければならない。一般的な阻害物質
としては、とりわけ、Wilson, Appl. Environ. Microbiol., 63:3741 (1997)において同
定された阻害物質が挙げられる。阻害物質は、典型的には、細胞溶解、変性または標的核
酸の捕捉の抑制、および/またはポリメラーゼ活性の阻害により作用する。最もよく用い
られるポリメラーゼのTaqは、反応物中、0.1％の血液の存在により阻害される。最近、血
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液および土壌でよく見られる阻害物質（例えば、ヘモグロビンおよび/またはフミン酸）
に耐性の突然変異Taqポリメラーゼが開発された（Kermekchiev et al., Nucl. Acid. Res
., 37(5): e40, (2009)）。製造業者の提言によれば、これらの突然変異は最大で20％の
血液においても直接増幅が可能である。突然変異により耐性が得られたにもかかわらず、
血液試料の存在下で観察される蛍光消光が原因で正確なリアルタイムPCR検出は困難とな
っている（Kermekchiev et al., Nucl. Acid. Res., 37:e40 (2009)）。
【０１７５】
　DNAまたはcDNAのポリメラーゼ連鎖反応増幅は、実証済みの方法である。しかし、上記
で考察したように、ポリメラーゼは、非限定的に、一般的に用いられる抗凝固薬およびヘ
モグロビンを含む、粗試料中に含有される作用因子により阻害される。最近、血液および
土壌において見られる一般的な阻害物質に耐性をもつ突然変異Taqポリメラーゼが開発さ
れた。現在利用可能なポリメラーゼ、例えば、HemoKlenTaq（商標）（New England BioLa
bs, Inc., Ipswich, MA）ならびにOmniTaq（商標）およびOmniKlenTaq（商標）（DNA Pol
ymerase Technology, Inc., St. Louis, MO）は、生成物および反応条件に応じて最大で1
0％、20％または25％の全血の存在下においてDNAを増幅することが可能な突然変異（例え
ば、N末端切断型および/または点突然変異）Taqポリメラーゼである（例えば、Kermekchi
ev et al. Nucl. Acids Res. 31:6139 (2003)；およびKermekchiev et al., Nucl. Acid.
 Res., 37:e40 (2009)を参照；ならびに米国特許第7,462,475号を参照）。また、Phusion
（登録商標）Blood Direct PCR Kits（Finnzymes Oy, Espoo, Finland）は、二本鎖DNA結
合ドメインを組み込むように改変されたユニークな融合DNAポリメラーゼ酵素を含み、こ
れは、典型的には、TaqまたはPfuなどの従来のポリメラーゼに阻害性である条件下で増幅
を可能にし、かつ、特定の反応条件下、最大で約40％の全血の存在下においてDNAの増幅
を可能にする（Wang et al., Nuc. Acids Res. 32: 1197 (2004)を参照；ならびに米国特
許第5,352,778号および第5,500,363号を参照）。さらに、Kapa Blood PCR Mixes（Kapa B
iosystems, Woburn, MA）は、特定の反応条件下、反応容量の最大約20％の全血で直接増
幅を可能にする、遺伝子改変DNAポリメラーゼ酵素を提供する。これらの飛躍的な進歩に
もかかわらず、蛍光、吸光、および他の光学系の方法では血液の存在によりシグナルが消
失されるため、生成したアンプリコンの直接的な光学検出は、現存する方法では不可能で
ある（Kermekchiev et al., Nucl. Acid. Res, 37:e40 (2009)を参照）。
【０１７６】
　本発明者らは、増幅反応において、約5％、約10％、約20％、約25％、約30％、約25％
、約40％、および約45％以上の全血を使用して、全血などの複合試料を直接増幅すること
ができること、かつ、標的核酸配列に相補的なオリゴヌクレオチドに結合したコンジュゲ
ート磁性粒子を加えることにより、磁気共鳴（MR）緩和測定を使用して、増幅反応から得
られたアンプリコンを直接検出することができることを見出した。あるいは、磁性粒子は
、増幅の前に試料に加えることができる。従って、複合汚染試料における核酸増幅、得ら
れたアンプリコンの常磁性粒子へのハイブリダイゼーション、その後の、磁性粒子ベース
の検出システムを使用した、ハイブリダイズした磁性粒子コンジュゲートおよび標的アン
プリコンの直接検出の使用のための方法が提供される。特定の態様においては、ハイブリ
ダイズした磁性粒子コンジュゲートおよびアンプリコンの直接検出は、MR緩和測定（例え
ば、T2、T1、T1/T2混成、T2

*など）を介する。試料中の元の核酸コピー数を定量化するた
めに、動力学的な方法がさらに提供される（例えば、サンプリングおよび所定のサイクル
数での核酸検出、内因性の内部コントロール核酸の比較、外因性のスパイクされた相同競
合的コントロール核酸の使用）。
【０１７７】
　本明細書において使用される用語「増幅」または「増幅する」またはそれらの派生語は
、標的または鋳型核酸をコピーすることによって、選択された核酸配列のコピー数を増加
させる、当技術分野において公知の1つまたは複数の方法を意味する。増幅は、指数関数
的または線形的であってもよい。標的または鋳型核酸は、DNAまたはRNAのいずれであって
もよい。このように増幅された配列は、「増幅領域」または「アンプリコン」を形成する
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。プライマープローブは、特異的な鋳型核酸配列を標的化するように、当業者により容易
に設計することができる。ある好ましい態様においては、得られたアンプリコンは短く、
迅速なサイクリングおよびコピーの生成を可能にする。アンプリコンのサイズは、必要に
応じて、標的核酸と非標的核酸を識別する能力を与えるために変更することができる。例
えば、アンプリコンは、約1000未満のヌクレオチド長であることができる。望ましくは、
アンプリコンは、100～500ヌクレオチド長（例えば、100～200、150～250、300～400、35
0～450、または400～500ヌクレオチド長）である。
【０１７８】
　本明細書で以下に記載する典型的な方法は、ポリメラーゼ連鎖反応（「PCR」）を使用
した増幅に関するが、核酸の増幅のための非常に多くの他の方法（例えば、等温法、ロー
リングサークル法など）が当技術分野において公知である。当業者であれば、これらの他
の方法を、PCR法の代わりに、またはPCR法と一緒に使用してもよいことが理解されよう（
例えば、Saiki, "Amplification of Genomic DNA" in PCR Protocols, Innis et al., Ed
s., Academic Press, San Diego, Calif., pp 13-20 (1990); Wharam et al., Nucleic A
cid Res. 29:E54 (2001); Hafner et al., Biotechniques, 30:852 (2001)を参照）。本
方法と共に使用するために適切なさらなる増幅方法としては、例えば、ポリメラーゼ連鎖
反応（PCR）法、逆転写PCR（RT-PCR）、リガーゼ連鎖反応（LCR）、転写ベースの増幅シ
ステム（TAS）、転写介在増幅（TMA）、核酸配列ベースの増幅（NASBA）法、鎖置換増幅
（SDA）法、ループ介在等温増幅（LAMP）法、核酸の等温およびキメラプライマー開始増
幅（ICAN）法、およびスマート増幅システム（SMAP）法が挙げられる。これらの方法、な
らびに他の方法は当技術分野においてよく知られており、かつ、提供された増幅核酸の検
出方法と併用するために適合させることができる。
【０１７９】
　PCR法は、特異的な鋳型DNA配列の大量のコピーを製造するための技術である。PCRプロ
セスは、米国特許第4,683,195号；第4,683,202号；および第4,965,188号（各々、参照に
より本明細書に組み入れられる）に開示されている。鋳型DNAに相補的な1つのプライマー
セットを設計して、かつ、そのプライマーによってフランキングされた領域が、多重増幅
サイクルを含む反応においてDNAポリメラーゼにより増幅される。各増幅サイクルは、最
初の変性、ならびに最大50サイクルのアニーリング、鎖伸長（または拡張）および鎖分離
（変性）を含む。反応の各サイクルにおいて、プライマー間のDNA配列がコピーされる。
プライマーは、元の鋳型配列だけではなくコピーされたDNAに結合することができ、それ
によって、総コピー数が時間と共に指数関数的に増加する。PCRは、Whelan, et al, Jour
nal of Clinical Microbiology, 33:556(1995)に従って実施することができる。様々な改
変PCR法が利用可能であり、かつ、当技術分野においてよく知られている。様々な改変、
例えば、PCRを実施する前に逆転写酵素を使用してRNAからDNAを合成する「RT-PCR」法；
ならびに蛍光標識したTaqManプローブ、およびTaqDNAポリメラーゼを使用して、特異的な
対立遺伝子のみを増幅、検出する「TaqMan PCR」法が、当業者に公知である。RT-PCRおよ
びその変法は、例えば、米国特許第5,804,383号；第5,407,800号；第5,322,770号；およ
び第5,310,652号、ならびにそこに記載の参考文献（参照により本明細書に組み入れられ
る）に記載されており；かつ、TaqMan PCRおよびその方法において使用するための関連試
薬は、例えば、米国特許第5,210,015号；第5,876,930号；第5,538,848号；第6,030,787号
；および第6,258,569号（参照により本明細書に組み入れられる）に記載されている。
【０１８０】
　LCRは、2つの代わりに4つのプライマーを使用し、かつ、DNAの2つのセグメントを結合
または連結するための酵素リガーゼを使用する以外は、PCRと類似のDNA増幅方法である。
増幅は、サーマルサイクラー（例えば、Abbott Labs, North Chicago, ILのLCx）中で実
施することができる。LCRは、例えば、Moore et al., Journal of Clinical Microbiolog
y 36: 1028 (1998)に従って実施することができる。LCR法および変法は、例えば、欧州特
許出願公報第EP0320308号、および米国特許第5,427,930号（各々、参照により本明細書に
組み入れられる）に記載されている。
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【０１８１】
　TAS法は、鋳型RNAからcDNA合成工程およびRNA転写工程により転写物が得られる、標的R
NAを特異的に増幅するための方法である。cDNA合成工程では、DNA依存性RNAポリメラーゼ
により認識される配列（すなわち、ポリメラーゼ-結合配列またはPBS）が、2つのドメイ
ンオリゴヌクレオチドプライマーを使用して、増幅される標的またはマーカー配列の下流
のcDNAコピーに挿入される。第二工程では、RNAポリメラーゼを使用して、cDNA鋳型からR
NAの複数のコピーが合成される。TASを使用した増幅は、DNA依存性RNA転写によりcDNA鋳
型1コピーごとに10～1000コピーを得ることができるため、わずか数サイクルでよい。TAS
は、Kwoh et al., PNAS 86: 1173 (1989)に従って実施することができる。TAS法は、例え
ば、国際特許出願公報第WO1988/010315号（参照により本明細書に組み入れられる）に記
載されている。
【０１８２】
　転写介在増幅（TMA）は、RNAポリメラーゼによるRNA転写および逆転写酵素によるDNA転
写を使用して標的核酸からRNAアンプリコンを生成する、転写ベースの等温増幅反応であ
る。TMA法は、サイクルごとにわずか2コピーしか生成しないPCRまたはLCR法とは対照的に
、増幅サイクルごとに100～1000コピーのアンプリコンを生成することができるという点
で有利である。TMAは、例えば、米国特許第5,399,491号（参照により本明細書に組み入れ
られる）に記載されている。NASBAは、RNAまたはDNA鋳型のいずれかから標的RNAを特異的
に増幅するための、転写ベースの方法である。NASBAは、単一の混合物中、ある温度で核
酸を連続的に増幅するために使用される方法である。鋳型RNAから、標的RNAと同一の配列
を有する順方向プライマーおよび3'側で標的RNAに相補的な配列を有する逆方向プライマ
ーおよび5'側でT7 RNAポリメラーゼを認識するプロモーター配列を使用して、DNA依存性R
NAポリメラーゼにより、転写物が得られる。転写物は、得られた転写物を鋳型として使用
してさらに合成される。この方法は、Heim, et al., Nucleic Acid Res., 26:2250 (1998
)に従って実施することができる。NASBA法は、米国特許第5,130,238号（参照により本明
細書に組み入れられる）に記載されている。
【０１８３】
　SDA法は、制限酵素により生成した一本鎖ニックにより、5'→3'エキソヌクレアーゼ活
性を欠損する鎖置換型DNAポリメラーゼにより合成された鎖で置換されたDNA鎖を次の複製
の鋳型として使用して標的DNAが増幅される、等温核酸増幅法である。制限酵素認識部位
を含有するプライマーが、鋳型にアニーリングし、次に、増幅プライマーが、5'隣接配列
にアニーリングする（ニックを形成する）。増幅は、固定温度で開始される。新しく合成
されたDNA鎖は、制限酵素によりニックが入れられ、かつ、ポリメラーゼ増幅が再度開始
し、新しく合成された鎖と置き換わる。SDAは、Walker, et al., PNAS, 89:392 (1992)に
従って実施することができる。SDA法は、米国特許第5,455,166号および第5,457,027号（
各々、参照により組み入れられる）に記載されている。
【０１８４】
　LAMP法は、合成されたDNAの3'末端でループが常に形成され、プライマーがそのループ
内にアニーリングし、かつ、標的DNAの特異的な増幅が等温的に実施される、等温増幅法
である。LAMPは、Nagamine et al., Clinical Chemistry. 47: 1742 (2001)に従って実施
することができる。LAMP法は、米国特許第6,410,278号；第6,974,670号；および第7,175,
985号（各々、参照により組み入れられる）に記載されている。
【０１８５】
　ICAN法は、RNA-DNAを含有するキメラプライマーおよび鎖置換活性を有するDNAポリメラ
ーゼおよびRNase Hを使用して、鎖置換反応、鋳型交換反応、およびニック導入反応によ
り、標的DNAの特異的な増幅が等温的に実施される、等温増幅法である。ICANは、Mukai e
t al., J. Biochem. 142: 273(2007)に従って実施することができる。ICAN法は、米国特
許第6,951,722号（参照により本明細書に組み入れられる）に記載されている。
【０１８６】
　SMAP（MITANI）法は、2種類のプライマーを含むプライマーセットおよび鋳型としてDNA
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またはRNAを使用して、等温条件下で、標的核酸が連続的に合成される方法である。プラ
イマーセットに含まれる第一のプライマーは、その3'末端領域に、標的核酸配列の3'末端
領域の配列（A）とハイブリダイズ可能な配列（Ac'）、ならびに、前述した配列（Ac'）
の5'側に、前述した標的核酸配列の前述した配列（A）の5'側に存在する配列（B）に相補
的な配列（Bc）とハイブリダイズ可能な配列（B'）を含む。第二のプライマーは、その3'
末端領域に、前述した標的核酸配列に相補的な配列の3'末端領域の配列（C）とハイブリ
ダイズ可能な配列（Cc'）、ならびに、前述した配列（Cc'）の5'側に、同一の鎖上で互い
にハイブリダイズ可能な2つの核酸配列を含む折り返し配列（D-Dc'）を含む。SMAPは、Mi
tani et al., Nat. Methods, 4(3): 257 (2007)に従って実施することができる。SMAP法
は、米国特許出願公報第2006/0160084号、第2007/0190531号および第2009/0042197号（各
々、参照により本明細書に組み入れられる）に記載されている。
【０１８７】
　増幅反応は、特定のタイプの増幅産物、例えば、二本鎖；一本鎖；3'もしくは5'オーバ
ーハングを有する二本鎖；または5'および3'末端に化学リガンドを有する二本鎖の核酸を
生成するために設計することができる。増幅したPCR産物は、（i）相補的オリゴヌクレオ
チドに結合した磁性粒子への増幅産物のハイブリダイゼーション（ここで、核酸が粒子の
凝集作用を促進する粒子間テザーとして働くように、増幅産物にハイブリダイズする2つ
の異なるオリゴヌクレオチドが使用される）；（ii）ハイブリダイゼーション介在検出（
ここで、増幅産物のDNAは、最初に変性されなければならない）；（iii）ハイブリダイゼ
ーション介在検出（ここで、粒子は、増幅産物の5'および3'オーバーハングにハイブリダ
イズする）；（iv）増幅産物の末端の化学または生化学リガンドへの粒子の結合、例えば
、ビオチン官能化増幅産物へのストレプトアビジン官能化粒子の結合により検出すること
ができる。
【０１８８】
　本発明のシステムおよび方法は、リアルタイムPCRを実施し、かつ、試料中に存在する
標的核酸の量についての定量的情報を提供するために使用することができる（図25および
実施例14を参照）。定量リアルタイムPCRを実施するための方法は、文献に提供されてい
る（例えば：RT-PCRプロトコール Methods in Molecular Biology, Vol. 193. Joe O'Con
nell, ed. Totowa, NJ: Humana Press, 2002, 378 pp. ISBN 0-89603-875-0を参照）。実
施例14は、全血試料のリアルタイムPCR分析のための本発明の方法の使用を記載している
。
【０１８９】
　本発明のシステムおよび方法は、捕捉プローブで修飾された磁性ナノ粒子および磁気分
離を使用して、全血などの混濁試料でリアルタイムPCRを直接実施するために使用するこ
とができる。リアルタイムPCRを使用することにより、PCR反応を開始した後反応チューブ
を開口することなく、標的核酸の定量化が可能になる。
【０１９０】
　先行研究から、いくつかの場合で、PCR反応中に粒子が存在するとPCRが阻害され得るこ
とが示された。これらの阻害粒子については、粒子が、チューブの側部（または容器内の
他の位置）に引き寄せられて、PCR反応の間、溶液の外に維持され得ることが想定される
。粒子がPCR産物にハイブリダイズできるように、粒子を懸濁液中に戻すための方法を使
用して、粒子を溶液の外から戻すことができる。
【０１９１】
　ある態様においては、本発明は、全血と適合する酵素、例えば、NEB Hemoklentaq、DNA
P Omniklentaq、Kapa Biosystems全血酵素、Thermo-Fisher Finnzymes Phusion酵素の使
用を特徴とする。
【０１９２】
　本発明は、また、定量的非対称PCRを特徴とする。本発明のリアルタイムPCR法のいずれ
かにおいて、本方法は、下記の工程を包含することができる：（i）全血を、超常磁性粒
子を含有する調製PCRマスターミックスに分割する工程；（ii）最初のPCRサイクルの前に
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、PCRサイクリングが完了するまでチューブを閉じる工程；（iii）チューブをサーマルサ
イクラー上に装填する工程；（iv）標準PCR熱サイクルの「n」サイクルを実行する工程；
（v）T2検出を実施する工程（このための正確な時間および工程は、後述の生化学および
粒子設計アプローチに応じて変更する）；および（vi）初期標的濃度の正確な定量化のた
めの十分なT2読み取りが行われるまで、工程（iv）および（v）を繰り返す工程。
【０１９３】
　上記方法は、以下を含む、本明細書に記載の凝集または解離の検出の下記項目のいずれ
かを用いて使用することができる：

【０１９４】
　全血の様々な不純物および成分は、ポリメラーゼおよびプライマーアニーリングに対し
て阻害性であり得る。これらの阻害物質は、偽陽性および低感度の生成をもたらし得る。
偽陽性および低感度の生成を減少させるために、複合試料中の核酸を増幅および検出する
とき、全血試料により阻害されない熱安定性ポリメラーゼを利用（例えば、米国特許第7,
462,475号を参照）し、かつ、1つまたは複数の内部PCRアッセイコントロールを含むこと
が望ましい（Rosenstraus et al. J. Clin Microbiol. 36: 191 (1998) and Hoofar et a
l., J. Clin. Microbiol. 42: 1863 (2004）を参照）。例えば、臨床標本の増幅および検
出が確実に成功するようにするために、本アッセイは、標的配列のプライマー結合領域と
同一のプライマー結合領域を含有する内部コントロール核酸を含むことができる。実施例
において示すように、標的核酸および内部コントロールは、各々が、内部コントロールと
標的核酸を識別するユニークなプローブ結合領域を有するように選択した。
【０１９５】
反応動力学
　凝集体を形成するための磁性粒子と特異的検体の反応は、本発明のアッセイにおいて診
断シグナルを生成するために使用することができる。多くの場合で、反応混合物を一定期
間インキュベーションすることにより凝集体が十分に形成される。本発明の方法、キット
、カートリッジ、およびデバイスは、特定の検体を捕捉するために、または磁性粒子の凝
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集体を生成するために必要な時間を減少させるように構成することができる。磁性粒子の
全体の濃度を変更することは、凝集速度を増加させるための簡便で直接的なアプローチで
あると考えられるが、このアプローチは、以下の理由：（i）高濃度の磁性粒子で生じ得
る非特異的凝集、および（ii）低濃度の検体の存在下で凝集に応答する観測可能なシグナ
ル変化（すなわち、緩和シグナルの変化）を生成する必要があること、により困難になる
。例えば、機械的に誘導した凝集、音響的に誘導した凝集、超音波によって誘導した凝集
、静電的に誘導した凝集、または液体試料の一部において磁性粒子をトラッピングするこ
とにより（例えば、ナノ粒子を磁界に曝露させる、多孔質膜を使用する、磁化性金属発泡
体を用いる、または遠心分離）、反応動力学を改善することができる。
【０１９６】
NMRユニット
　本発明の方法を実施するためのシステムは、1つまたは複数のNMRユニットを含むことが
できる。図1Aは、適切なRFパルスシーケンスに対する液体試料のシグナル応答を検出する
ためのNMRシステムの概略図100である。バイアス磁石102は、試料106を通るバイアス磁界
Bb104を構築する。液体試料106がウェル108に注入されるまでは、磁性粒子は、試料ウェ
ル（本明細書において使用される用語「ウェル」は、任意のインデント、槽、容器、また
は支持体を含む）108に注入する前にカートリッジ中で液体または凍結乾燥状態であるか
、または磁性粒子は、液体試料をウェル108に注入する前に試料106に加えることができる
。RFコイル110およびRFオシレーター112は、バイアス磁界Bbの線形関数であるラーモア周
波数のRF励起をもたらす。1つの態様においては、RFコイル110は、試料ウェル108の周り
に巻き付けられている。励起RFは、水プロトン（または非水溶性溶媒中の遊離プロトン）
のスピンの非平衡分布を生成する。RF励起がオフになったとき、プロトンは、それらの元
の状態に「緩和」され、RFシグナルを放出して、これを、検体の存在および濃度について
の情報を抽出するために使用することができる。コイル110は、RFアンテナとして働き、
かつ、印加されたRFパルスシーケンス、材料の特性が異なるプローブ、例えば、T2緩和に
基づいてシグナルを検出する。いくつかの技術では目的のシグナルは、スピン-スピン緩
和（一般的に、10～2000ミリ秒）であり、かつ、T2緩和と呼ばれる。コイル110からのRF
シグナルは、増幅114されて、かつ、バイアス磁界Bbにおいて励起に応答するT2（減衰期
間）を決定するために処理される。ウェル108は、ナノリットル～マイクロリットルの試
料を含有する小さなキャピラリーまたは他のチューブであってもよい（検体およびその周
りに巻き付けられた適切なサイズのコイルを含む）（図1Bを参照）。コイルは、典型的に
は、試料の周りに巻き付けられ、かつ、試料容量に従ってサイズ調整される。例えば（非
限定的に）、約10mlの容量を有する試料では、約50mmの長さおよび10～20mmの直径のソレ
ノイドコイルを使用することができ；約40μlの容量を有する試料では、約6～7mmの長さ
および3.5～4mmの直径のソレノイドコイルを使用することができ；かつ、約0.1nlの容量
を有する試料では、約20μmの長さおよび約10μmの直径ソレノイドコイルを使用すること
ができる。あるいは、コイルは、図2A～2Eのいずれかに示すように、ウェル周りにまたは
近接して構成してもよい。NMRシステムは、また、多重化目的の検出のための多重RFコイ
ルを含有してもよい。ある態様においては、RFコイルは、6mm×6mm×2mmの寸法の円錐形
を有する。
【０１９７】
　図2A～2Eは、典型的なマイクロNMRコイル（RFコイル）設計を説明する。図2Aは、約100
μmの長さの巻きソレノイドマイクロコイル200を示すが、しかし、200μm、500μmまたは
最大1000μmの長さを有するコイルを想定することもできる。図2Bは、約1000μmの直径の
「平面」コイル202を示す（コイルは、有限厚を有するので、コイルは正確に平面でない
）。図2Cは、約0.02μLの容量を画定するMEMSソレノイドコイル204を示す。図2Dは、MEMS
ヘルムホルツコイル206構造の概略を示し、かつ、図2Eは、鞍型コイル220構造の概略を示
す。
【０１９８】
　従来のNMR検出に使用される巻きソレノイドマイクロコイル200は、Seeber et al., "De
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sign and testing of high sensitivity micro-receiver coil apparatus for nuclear m
agnetic resonance and imaging", Ohio State University, Columbus, Ohioに記載され
ている。従来のNMR検出に使用される平面マイクロコイル202は、Massin et al., 「High 
Q factor RF planar microcoil for micro-scale NMR spectroscopy」, Sensors and Act
uators A 97-98, 280-288 (2002) に記載されている。ヘルムホルツコイル構造206は、試
料を保持するためのウェル208、上部Si層210、下部Si層212、および溶着金属コイル214を
特徴とする。従来のNMR検出に使用されるヘルムホルツコイル構造206の例は、Syms et al
, 「MEMS Helmholzcoils for Magnetic Resonance Spectroscopy」, Journal of Microme
chanics and Micromachining 15 (2005) S1-S9に記載されている。
【０１９９】
　NMRユニットは、磁石（すなわち、超電導磁石、電磁石、または永久磁石）を含む。磁
石の設計は、開口しているかまたは部分的に閉じている、U字型またはC字型磁石、3つお
よび4つの柱を有する磁石、試料配置のための小さな開口部を有する完全閉鎖型磁石であ
ることができる。トレードオフとは、磁石と力学的安定性（力学的安定性は、高い磁場均
一性が望まれる問題とすることができる）の「スイートスポット」への近接性（accessib
ility）である。例えば、NMRユニットは、円筒形状の、SmCo、NdFeB製の1つまたは複数の
永久磁石、または約0.5～約1.5Tの範囲の磁界を与える他の低磁場永久磁石を含むことが
できる（すなわち、適切なSmCoおよびNdFeB永久磁石は、Neomax, Osaka, Japanから入手
可能である）。例示的および非限定的な目的のために、そのような永久磁石は、双極子/
ボックス永久磁石（PM）アセンブリ、またはハルバッハ配列であることができる（Demas 
et al., Concepts Magn Reson Part A 34A:48 (2009)を参照）。NMRユニットは、非限定
的に、約20～30ppmの磁場均一性および40μLのスイートスポットを中央に有する、約0.5T
強度の永久磁石を含むことができる。この磁場均一性により、アッセイ測定に支障を来す
ことなく（緩和測定および相関測定は、より高い均一場を必要としない）、変動性（例え
ば、温度ドリフト、経時的力学的安定性-実際には、影響はほとんど見られない）、漂遊
磁界における強磁性体のまたは伝導性の物体の許容性運動（これらは影響が少なく、その
ため遮蔽はほとんど必要ない）の傾向が少ないシステムにおいて、より安価な磁石を使用
することが可能となる（組み立て/シミングの時間微調整が少ない）。
【０２００】
　コイル構造が異なると異なる性能特性が生じるため、コイル構造は、マイクロNMR-MRS
技術の特定の実施に合わせて選択または適合してもよい。例えば、これらのコイル形状の
各々は、異なる性能および磁場配列を有する。平面コイル202は、コイルの平面に垂直で
あるRF磁場を有する。ソレノイドコイル200は、コイルの軸の下側にRF磁場を有し、かつ
、ヘルムホルツコイル206は、2つの長方形コイル214と直交するRF磁場を有する。ヘルム
ホルツ206および鞍型コイル220は横磁場を有し、それによって、ウェルの上下に永久磁石
のバイアス磁場を設置することが可能になる。ヘルムホルツ206および鞍型コイル220が、
チップ設計に最も効果的であるが、試料およびMRS磁性粒子がマイクロチューブ中に保持
されるとき、ソレノイドコイル200が最も効果的であり得る。
【０２０１】
　マイクロNMRデバイスは、コイルを巻き付けて、もしくはプリンティングすることによ
り、または微小電気機械システム（MEMS）半導体製造技術により組み立ててもよい。例え
ば、巻き付けられた、またはプリンティングされたコイル/試料ウェルモジュールは、約1
00μmの直径、または1センチメートル以上の大きさであってもよい。MEMSユニットまたは
チップ（ウエハー上のダイスのように半導体プロセスで組み立てられるためそのように呼
ばれる）は、例えば、約10μm～約1000μmの特徴的な寸法のコイルを有していてもよい。
巻き付けられた、またはプリンティングされたコイル/試料ウェル構造は、本明細書にお
いてモジュールと呼ばれ、MEMS型のものは、本明細書においてチップと呼ばれる。例えば
、液体試料108は、コイルを周囲に巻き付けたチューブ（例えば、キャピラリー、ピペッ
ト、またはマイクロチューブ）中に保持するか、またはウェルの周囲のRFコイルを備えた
チップ上のウェル中に保持してもよい。あるいは、試料は、RFコイルに近接して、チュー
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ブ、キャピラリー、または空洞を流れるように位置付けられる。
【０２０２】
　NMRユニットの基礎構成部品は、MRセンサー、受信機および送信電子機器（前置増幅器
、増幅器および保護回路を含むことができる）、データ収集部、パルスプログラマならび
にパルス発生器を含む、同調RF回路などの電気部品を磁界内に含む。
【０２０３】
　本明細書に記載の磁性粒子センサーを含有する、RFコイルおよびマイクロウェルを備え
たNMRユニットを含有するシステムは、粒子凝集現象のためのモデルの開発によりおよびR
F-NMRシグナルチェーンモデルの開発により、目的の特異的検体の検出および/または濃度
測定のために設計してもよい。例えば、親和性の効果、関連する寸法、および濃度などを
含む、粒子凝集の物理学を特徴付けることにより、目的の検体/磁性粒子システムのため
の実験を実施することができる。また、粒子凝集または減少および磁性粒子の特性に応じ
て、NMRシグナル（T2、T1、T2

*、T2rho、T1rhoおよび/または他のシグナル特性、例えば
、T1/T2混成シグナル、また、拡散、感受性、振動数が挙げられるが、これらに限定され
ない）を特徴付けるための実験を実施することができる。所与のシステムにおけるMRS（
磁気共鳴スイッチ）現象に特異的なシグナル特性は、検出感度を増大および/または性能
を改善するために使用することができる。
【０２０４】
　NMRシステムは、その上にマイクロマシニングされたRFコイルおよび電子機器を備えた
チップを含んでもよい。例えば、そのチップは、表面マイクロマシニングされたものであ
って、構造物が基板の上部に作られているものであってもよい。その構造物が、基板の内
部ではなく、上部に作られる場合、基板の特性は、バルクマイクロマシニングにおいて重
要ではなく、かつ、バルクマイクロマシニングにおいて使用される高価なシリコンウエハ
ーは、ガラスまたはプラスチックなどのより安価な材料に交換することができる。しかし
、代替の態様は、バルクマイクロマシニングされたチップを含んでもよい。表面マイクロ
マシニングは、一般的に、ウエハーまたは他の基板を用いて開始し、かつ、上部に層を成
長させる。これらの層は、フォトリソグラフィーおよび酸が関与するウェットエッチング
もしくはイオン化ガスが関与するドライエッチング、またはプラズマにより選択的にエッ
チングされる。ドライエッチングは、化学エッチングと物理エッチング、または材料のイ
オン衝撃を組み合わせることができる。表面マイクロマシニングは、必要に応じて多くの
層を含めてもよい。
【０２０５】
　いくつかの場合で、安価なRFコイルを、ディスポーザブルカートリッジに組み込んでも
よく、かつ、ディスポーザブル部品であってもよい。該コイルは、固定されたNMR配置上
の回路と電気接触することが可能なように置くことができるか、または結合を回路に誘導
的に行うことができる。
【０２０６】
　緩和測定がT2である場合、精度および再現性（正確さ）は、校正に関連する試料の温度
安定性、アッセイの安定性、シグナル対ノイズ比（S/N）、再収束のためのパルスシーケ
ンス（例えば、CPMG、BIRD、Tangoなど）、ならびにシグナル処理要素、例えば、シグナ
ル調整（例えば、エコーシグナルの増幅、整流、および/またはデジタル化）、時間/周波
数ドメインの変換、および使用されるシグナル処理アルゴリズムの関数である。シグナル
対ノイズ比は、磁気バイアス磁場（Bb）、試料容量、充填率、コイル形状、コイルのQ係
数、電子機器の帯域、増幅器ノイズ、および温度の関数である。
【０２０７】
　T2測定の必要な正確さを理解するために、当面のアッセイの応答曲線を調べ、かつ、検
体濃度を決定する所望の正確さといくつかの場合で測定可能な、例えば、T2の正確さを関
連付けるべきである。次に、適切なエラーバッジェトを形成することができる。
【０２０８】
　例えば、トロポニンでは、0.02ng/mLの検出限界で10倍向上させるために（感度が10倍
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増加）、約100ミリ秒の従来の（非MRS測定）T2から約5.6ミリ秒少ないΔT2を判別する必
要がある。この違いを検出するために、最小シグナル対ノイズ比（S/N）は、約20である
必要があろう。
【０２０９】
　本発明のシステムおよび方法において使用するためのNMRユニットは、米国特許第7,564
,245号（参照により本明細書に組み入れられる）に記載されるものであることができる。
【０２１０】
　本発明のNMRユニットは、国際公開公報第WO09/061481号（参照により本明細書に組み入
れられる）に記載されるような、持ち運び型の磁気共鳴緩和計（relaxometer）において
使用される小さいプローブヘッドを含むことができる。
【０２１１】
　本発明のシステムは、対象に埋め込み可能または部分的に埋め込み可能である。例えば
、本発明のNMRユニットは、国際公開公報第WO09/085214号および第WO08/057578号（各々
、参照により本明細書に組み入れられる）に記載されるような、埋め込み可能な高周波コ
イル、および場合により、埋め込み可能な磁石を含むことができる。
【０２１２】
　本発明のシステムは、国際公開公報第WO09/045354号（参照により本明細書に組み入れ
られる）に記載のように、液体試料の核磁気共鳴パラメーターに寄与する試料容器に関連
するNMRシグナルを、部分的または完全に低下させるための高分子試料容器を含むことが
できる。
【０２１３】
　本発明のシステムは、所定数の測定を可能にするように構成されている（すなわち、限
定数の使用のために設計される）MR読み取り装置と共に使用するためのディスポーザブル
試料ホルダーを含むことができる。ディスポーザブル試料ホルダーは、RF検出コイルの要
素を含まない、一部含む、または全て含むことができる（すなわち、それによって、MR読
み取り装置は検出コイルを有さない）。例えば、ディスポーザブル試料ホルダーは、MR読
み取り装置内に存在する「ピックアップ」コイルに誘導結合される、RF検出のための「リ
ード」コイルを含むことができる。試料容器がMR読み取り装置の内部にあるとき、ピック
アップコイルに近接しており、かつ、これを使用してNMRシグナルを測定することができ
る。あるいは、ディスポーザブル試料ホルダーは、試料容器の挿入時にMR読み取り装置に
電気的に接続される、RF検出のためのRFコイルを含む。従って、試料容器がMR読み取り装
置に挿入されたとき、適切な電気接続が構築されて検出が可能になる。各ディスポーザブ
ル試料ホルダーの可能な使用回数は、ディスポーザブル試料ホルダー内の電気回路、また
はディスポーザブル試料ホルダーとMR読み取り装置の間に含まれる、ヒューザブルリンク
を無効にすることにより制御することができる。ディスポーザブル試料ホルダーを試料中
のNMR緩和を検出するために使用した後、ヒューザブルリンクに過電流が印加されるよう
にその装置を構成して、そのリンクを遮断し、コイルを作動不能にすることができる。任
意に、全てが遮断され、かつ、ディスポーザブル試料ホルダーが作動不能になるまで、並
列接続で作動し、各々システム上のピックアップに接続しており、かつ、使用ごとに各々
個別に遮断される、複数のヒューザブルリンクを使用することができる。
【０２１４】
カートリッジユニット
　本発明の方法を実施するためのシステムは、システム上に全てのアッセイ試薬および消
耗品を置くための簡便な方法を提供するために、1つまたは複数のカートリッジユニット
を含むことができる。例えば、本システムは、例えば、カスタマイズした磁性粒子をその
中に含有するマイクロウェルのアレイを含有する交換可能なカートリッジユニットを介し
て、特定の機能を実施するためにカスタマイズしてもよく、または2つ以上の機能を実施
するために適合させてもよい。本システムは、磁性粒子を事前に装填したウェルのアレイ
を含有し、かつ、特定の検体の検出および/または濃度測定のために設計された、取り換
え可能および/または交換可能なカートリッジを含むことができる。あるいは、本システ
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ムは、それぞれ異なる検体の検出および/または濃度測定のために設計されているか、ま
たは所与のアッセイのための試薬用および検出用の別個のカートリッジモジュールで構成
されている、異なるカートリッジと共に使用してもよい。カートリッジは、システム内の
他のユニット（すなわち、磁性促進凝集作用ユニット、またはNMRユニット）に輸送され
る、液体試料の調製用の収容部に挿入およびそこから排出しやすいようにサイズ調整して
もよい。カートリッジユニット自体は、操作ステーションならびにMR読み取り装置と直接
的に連動する可能性がある。カートリッジユニットは、試薬モジュールとは独立して滅菌
することができる入口モジュールを有する、モジュールカートリッジであることができる
。
【０２１５】
　血液試料などの生物試料を取り扱うために、二次汚染および偽陽性の試験結果を防止す
るための入口モジュールの滅菌の必要性、ならびに照射のような標準的な最終滅菌技術を
使用して容易に滅菌することができない試薬をパッケージング中に含有させる必要性を含
む、カートリッジ設計のための非常に多くの競合する要件がある。試料の分割のための入
口モジュールは、蓋を外したバキュテナーチューブと連動するように、および、例えば、
カンジダアッセイ（図7D～7Fを参照）を実施するために使用することができる2つの試料
容量に分割するために設計することができる。バキュテナーは、部分的にまたは完全に充
填することが可能である。入口モジュールは、2つの硬質プラスチック部分を有するが、
これは、一緒に超音波溶接され、かつ、フォイルシールされてチャンネルネットワークを
形成しており、第一のウェルがオーバーフローしたら第二の試料ウェルへ流れるように流
路が形成されている。軟質のバキュテナーシール部分は、バキュテナーとのシールのため
に使用され、かつ、試料を流すためのポートおよび排出ポートを含む。流動抵抗を克服す
るために、バキュテナーに装填し反転させたら、ある程度の静水圧が必要である。毎回、
試料を試料ウェルから除去し、そのウェルはバキュテナーからの流れにより再び満たされ
る。
【０２１６】
　モジュールカートリッジは、特定のアッセイの間、非限定的に、PCR産物を複数の検出
アリコートに分配することを含む、二次汚染制御のための簡単な手段を提供することがで
きる。また、モジュールカートリッジは、自動流体分注に適合することができ、かつ、試
薬を非常に少量で長期間（1年より長く）保持する方法を提供する。最後に、これらの試
薬を事前に分注することで、濃度および容量の精度が製造プロセスにより設定可能となり
、かつ、正確なピペッティングがそれほど必要とされないため、より簡便なポイントオブ
ケア使用の装置が提供される。
【０２１７】
　本発明のモジュールカートリッジは、別々にパッケージングおよび必要であれば滅菌す
ることができるモジュールに分けられたカートリッジである。これらは、また、例えば、
試薬モジュールを冷却する必要があるが、検出モジュールはその必要がない場合、別々に
取り扱いおよび保存することができる。図5は、互いに留められた入口モジュール、試薬
モジュールおよび検出モジュールを備えた代表的なカートリッジを示す。この態様におい
ては、入口モジュールは、滅菌パッケージ中に別々にパッケージングされ、かつ、試薬お
よび検出モジュールは、事前に組み立てられ、互いにパッケージングされる。
【０２１８】
　保存の間、試薬モジュールは冷蔵庫内で保存することができ、入口モジュールは乾式貯
蔵で保存することができる。これは、多くのアッセイを保存するために、冷蔵庫または冷
凍庫スペースが非常に少なくてよいという追加の利点を提供する。使用の際に、作業者は
、検出モジュールを回収し、かつ、アッセイによって必要であれば、皮膚微生物叢の混入
を防止するために潜在的に無菌技術を使用してパッケージを開封する。次に、バキュテナ
ーチューブの蓋を外し、図6Aに示すように、反転した入口モジュールをチューブ上に置く
。このモジュールは、図6Bおよび6Cに示すように単一の金型（single draw tooling）を
使用して容易に成形できるように設計されており、かつ、カートリッジの上部および底部
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は、異物の混入を防止し、かつ、またチャンネルを閉じるためにアルミホイルでシールさ
れる。入口モジュールを使用してチューブを再度シールしたら、そのアセンブリの表を上
にして、カートリッジの残りの部分上に留める。入口部は、2～6mLの血液を含有する試料
チューブを使用することが可能なオーバーフロー（overflow）するウェルを含み、かつ、
またシステムの自動化と連動する一定の深さを提供する。オーバーフローを用いてこれを
達成し、ここで、サンプリングウェルからオーバーフローした血液が単純にカートリッジ
本体に入り、異物の混入を防止する。
【０２１９】
　あるいは、モジュールカートリッジは、マルチプレックスアッセイ用に設計される。マ
ルチプレックスアッセイの課題は、1つのカートリッジに適合しないアッセイ要件（すな
わち、異なるインキュベーション時間および/または温度）を有する、複数のアッセイを
組み合わせることである。カートリッジは、2つの主な構成部品：（i）完全アッセイパネ
ルに必要な個々の試薬の全てを含有する試薬モジュール、および（ii）検出モジュールを
特徴とすることができる。検出モジュールは、インキュベーションを遂行するカートリッ
ジの部分のみを含有し、かつ、単一アッセイまたは数種類のアッセイを必要に応じて実行
することができる。検出モジュールは、単一アッセイ用の2つの検出チャンバーを含むこ
とができ、第一の検出チャンバーはコントロールとして、かつ、第二の検出チャンバーは
試料用である。試薬および追加の検出モジュールを含めることにより追加のアッセイを加
えることができるため、このカートリッジフォーマットは拡張可能である。
【０２２０】
　使用者がカートリッジの全体または一部を装置に挿入したとき、モジュールの操作が開
始される。その装置は、アッセイ作動を実施して、アッセイを別々の検出チャンバーに分
割する。次に、これらの個々の検出チャンバーは、試薬ストリップから、かつ、互いに離
され、かつ、システムを別々に進行させる。試薬モジュールは分離され、かつ、廃棄され
るので、最小限の試料ユニットが装置内を通過し、それによって、内部装置スペースを節
約する。各アッセイをそれ独自のユニットに分けることにより、各マルチプレックスアッ
セイが他から物理的に除去され、かつ、各試料が個別に操作されるため、異なるインキュ
ベーション時間および温度が可能となる。
【０２２１】
　本発明のカートリッジユニットは、液体懸濁液または使用前に再構成される乾燥磁性粒
子である、磁性粒子の1つまたは複数の集団を含むことができる。例えば、本発明のカー
トリッジユニットは、単一の液体試料をアッセイするために、1×106～1×1013個の磁性
粒子（例えば、1×106～1×108、1×107～1×109、1×108～1×1010、1×109～1×1011、
1×1010～1×1012、1×1011～1×1013、または1×107～5×108個の磁性粒子）を含む区画
を含むことができる。
【０２２２】
システム
　本発明の方法を実施するためのシステムは、1つまたは複数のNMRユニット、カートリッ
ジユニット、および撹拌ユニット（例えば、非特異的磁性粒子の相互作用を分解および磁
性粒子を液体試料中に再分配するために、または、例えば、1つまたは複数の液体試料を
混合するための超音波処理、ボルテックス、振とう、もしくは超音波装置でアッセイ試薬
を完全に混合するために単純に試料チューブを撹拌する）を含むことができる。そのよう
なシステムは、本発明の自動アッセイを実施するための他の構成部品、例えば、オリゴヌ
クレオチドの検出のためのPCRユニット；遠心分離機、液体試料をシステム内のユニット
からユニットに送達するためのロボットアーム；1つまたは複数のインキュベーションユ
ニット；アッセイ試薬と生物試料を組み合わせて、液体試料を形成するための流体輸送ユ
ニット（すなわち、ピペッティングデバイス）；1つまたは複数のプリセットプロトコー
ルに従って、データを保存、データを処理、および様々なユニットの起動および起動解除
を制御するためのプログラマブルプロセッサを備えたコンピューター；ならびに充填済み
カートリッジをシステムに送達するためのカートリッジ挿入システム、場合により、カー
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トリッジと併用する試薬およびプロトコールを識別するためのコンピューターの使用説明
書をさらに含んでもよい。
【０２２３】
　本発明のシステムは、対象からの体液中に存在する検体のハイスループットおよびリア
ルタイム検出のための有効な手段を提供することができる。本検出方法は、非限定的に、
特定の生物学的プロセス、生理的条件、障害または障害の状態と関連する検体の同定およ
び/または定量化を含む、広範囲の状況において使用してもよい。そのため、本システム
は、例えば、薬物スクリーニング、疾患診断、系統発生的分類、親および法医学同定、疾
患の発症および再発、処置に対する個別応答対集団ベース、および治療のモニタリングに
おいて広範な有用性を有する。対象のデバイスおよびシステムは、また、治療薬の開発を
前臨床段階および臨床段階に進めるため、患者コンプライアンスを改善するため、処方薬
と関連するADRをモニタリングするため、個別化医療を開発するため、中央検査室からホ
ームへまたは処方箋に基づいて血液検査を外注するため、ならびに規制認可後の治療薬剤
をモニタリングするために特に有用である。本デバイスおよびシステムは、オーダーメイ
ド医療のためのフレキシブルなシステムを提供することができる。本発明のシステムは、
本明細書に記載の広範囲のアッセイを実施するために、システムのプログラマブルプロセ
ッサのプロトコールまたは使用説明書に沿って変更または入れ替えることができる。本発
明のシステムは、デスクトップまたはより小さいサイズの自動装置に含まれる実験室環境
で多くの利点を提供する。
【０２２４】
　本発明のシステムは、広範な濃度範囲にわたって、同じ液体試料中に存在する検体を同
時にアッセイするために使用することができ、かつ、単一の対象において所定の期間にわ
たって、検体濃度および/またはPDもしくはPKマーカーの濃度の変化率をモニタリングす
るために使用することができ、または薬物もしくはそれらの代謝産物の濃度であるかにか
かわらず、その濃度で、またはPDもしくはPKのマーカーの傾向分析を実施するために使用
することができる。例えば、グルコースが目的の検体であった場合、所与の時間における
試料中のグルコース濃度ならびに所与の期間におけるグルコース濃度の変化率は、例えば
、低血糖イベントを予測および回避するうえで非常に有用であり得る。従って、対象の流
体デバイスおよびシステムの使用により生成したデータは、対象中の検体の濃度で傾向分
析を実施するために利用することができる。例えば、患者は、様々な検体を所定の時間で
検出するために使用される複数のカートリッジユニットを与えられてもよい。対象は、例
えば、異なるカートリッジユニットを週の異なる日に使用してもよい。いくつかの態様に
おいては、システムのソフトウェアは、システムコンピューターが、アッセイを実行およ
び/またはデータを処理するための特定のプロトコールを実行するように指示する、カー
トリッジ上の識別子を認識するように設計される。システムのプロトコールは、USBドラ
イブまたはイーサネット接続などの外部インターフェースを介して更新することができ、
またはいくつかの態様においては、プロトコール全体は、カートリッジに添付したバーコ
ードで記録することができる。プロトコールは、使用者に様々な入力（すなわち、試料の
希釈、液体試料に対して供給される試薬の量の変化、インキュベーション時間または磁性
促進凝集作用時間の変更、またはNMR緩和収集パラメーターの変更のための）を指示する
ことにより必要に応じて最適化することができる。マルチプレックスアレイが標的核酸を
検出するために構成される場合、本アッセイは異なるアンプリコンを生成し、次に、異な
る反応物を連続的に検出するためのマルチプレックスPCRを含むことができる。マルチプ
レックスアッセイは、場合により、必要なアッセイ数を減らすために、標的が二分探索に
より設定される論理アレイを含む（例えば、グラム陽性または陰性は、1つの群またはそ
の他の群でのみ実施される異なる種に基づく試験を導く）。
【０２２５】
　本発明のシステムは、検出される検体が体液試料由来であるかにかかわらず、様々なア
ッセイを実行することができる。使用されるカートリッジユニットの独自性に依存するプ
ロトコールを、システムコンピューター上に保存することができる。いくつかの態様にお
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いては、カートリッジユニットは、システムコンピューターにより検出または読み取られ
る識別子（ID）、または分析情報（例えば、校正曲線、プロトコール、以前の検体濃度ま
たはレベル）を用いて追跡またはアクセスするために必要なアッセイ特異的または患者も
しくは対象特異的情報を供給するカード上のバーコード（1Dまたは2D）を有する。所望で
あれば、カートリッジユニット識別子を、システムコンピューター上に保存されたプロト
コールを選択するために、またはカートリッジユニット中の様々なアッセイ試薬の位置を
同定するために使用する。システムで実行されるプロトコールは、非限定的に、実行され
る特定のアッセイおよび実施される検出方法を含む、プロトコールを実施するためのシス
テムのコントローラーの使用説明書を含んでもよい。アッセイがシステムにより実施され
ると、生物試料中の検体を示すデータが生成され、かつ、情報伝達アセンブリに伝えられ
、そこで、非限定的に、試料中の検体濃度の計算を含む、処理のために外部デバイスに伝
達されるか、またはシステムコンピューターにより処理されて、その結果を表示ディスプ
レイ上に提示することができる。
【０２２６】
　例えば、識別子は、カートリッジユニットの挿入時に、バーコード読み取り機（または
別の種類の検出器）により読み取ることができる、黒線と白線が連続したバーコード識別
子であってもよい。カートリッジユニット上に位置し、かつ、システムコンピューターに
より検出または読み取ることができる他の識別子、例えば、連続した英数字、色、隆起し
た突起、RFID、または任意の他の識別子を使用することもできる。検出器は、また、特定
のカートリッジユニットの独自性を決定するための、光を反射し、かつ、システムコンピ
ューターにより測定される識別子と相互作用することができる発光するLEDであってもよ
い。いくつかの態様においては、システムは、情報をシステムコンピューターに伝達する
ための、カートリッジユニットまたは検出器を備えた保存または記録デバイスを含む。
【０２２７】
　従って、本発明のシステムは、異なるアッセイを実施するための操作プログラム、およ
び以下のためにコード化されたカートリッジを含むことができる：（i）事前にプログラ
ムされたアッセイのいずれが用いられたかを操作プログラムへ報告する；（ii）カートリ
ッジの構造を操作プログラムへ報告する；（iii）操作システムにアッセイを実施するた
めの工程の順序を伝える；（iv）事前にプログラムされたルーチンのいずれが用いられた
かをシステムに伝える；（v）使用者による特定のアッセイ変数の入力を指示する；（vi
）患者番号を記録する（患者番号は、また、血液試料を保持するバキュテナー上に含むこ
とができる）；（vii）特定のカートリッジ情報を記録する（すなわち、ロット番号、校
正データ、カートリッジ上のアッセイ、分析データ範囲、有効期限、ストレージ要求、許
容可能な試料の詳細）；または（viii）操作プログラムアッセイのアップグレードまたは
改定を報告する（すなわち、アッセイのより新しいバージョンが、より大きく、より高価
なシステムのためではなく、カートリッジのアップグレードのためにのみ行われる）。
【０２２８】
　本発明のシステムは、ロボットアームに接続するように構成された1つまたは複数の流
体輸送ユニットを含むことができる。流体輸送ユニットは、エアーディスプレイスメント
ピペット、リキッドバックド（liquid backed）ピペット、またはシリンジピペットなど
のピペットであることができる。例えば、流体輸送ユニットは、システムコンピューター
のプログラマブルプロセッサと連通しているモーターをさらに含むことができ、かつ、そ
のモーターは、プログラマブルプロセッサからのプロトコールに基づいて複数のヘッドを
移動させることができる。従って、本システムのプログラマブルプロセッサは、使用説明
書またはコマンドを含むことができ、かつ、使用説明書に従って流体輸送ユニットを操作
して、ピストンを引く（液体を吸引するための）または押し出す（液体を放出するための
）ことにより、液体試料を密封空気スペースに輸送することができる。例えば、プログラ
マブルプロセッサにより、移動した空気の容量および移動の速さの両方を正確に制御する
ことができる。試料（または試薬）と希釈剤（または他の試薬）の混合は、混合する成分
を共通のチューブ中に吸引し、次に、混ぜ合わせた液体容量の大部分をチップ内で上下に
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吸引を繰り返すことにより達成することができる。チューブ中への乾燥した試薬の溶解も
、同様にして行うことができる。
【０２２９】
　システムは、液体試料を加熱するための、および/またはアッセイ温度を制御するため
の、1つまたは複数のインキュベーションユニットを含むことができる。反応を促進し、
かつ、インキュベーション工程に必要な時間を短縮するために、加熱をアッセイ反応のイ
ンキュベーション工程において使用することができる。システムは、液体試料を所定の温
度で所定の時間受け入れるように構成された、加熱ブロックを含むことができる。加熱ブ
ロックは、複数の試料を受け入れるように構成することができる。
【０２３０】
　システム温度は、注意深く調節することができる。例えば、システムは、温度制御され
た空気を撹拌することにより所定の温度（すなわち、37℃）を維持する、ケーシングを含
む。各ユニットからの廃熱は、空気の伝導および対流によって単純に包囲して受動的に分
散させることができる量を超えるであろう。廃熱を行わないために、本システムは、絶縁
床により分離された2つの区画を含むことができる。上部の区画は、液体試料の操作およ
び測定に必要な部品部分を含み、下部の区画は、個々のユニットの熱生成要素（例えば、
遠心分離のためのモーター、撹拌ユニットのためのモーター、個別のユニットの各々のた
めの電子機器、およびインキュベーションユニットのための加熱ブロック）を含む。次に
、下部の床に通気口を付け、冷却用の空気を送ってシステムから熱を放出させる。
【０２３１】
　MRユニットには、より厳密な温度制御が必要であり（例えば、±0.1℃）、そのため、
場合により、所定の温度で加熱された空気が排出される個別のケーシングを含んでもよい
。ケーシングは、液体試料がそこを通って挿入および除去され、かつ、加熱された空気を
そこから逃がすことができる、開口部を含むことができる。
【０２３２】
　下記の実施例は、当業者に本明細書に記載のデバイス、システムおよび方法をどのよう
に実施、作製、および評価すればよいかの完全な開示および説明を提供するために提示さ
れるが、これは、純粋に本発明を例示することを意図し、本発明者等が自身の発明として
見なす範囲を限定することを意図しないものとする。
【実施例】
【０２３３】
実施例1. コーティング粒子の調製
　簡単に述べると、実質的に単分散のカルボキシル化磁性粒子1mgを、10mMのMESの活性化
緩衝液100μL中で洗浄して、再懸濁した。10mg/mLの10kDaアミノデキストラン（Invitrog
en）30μLを活性化緩衝液に加え、ローター上で室温で5分間インキュベートした。カルボ
キシル基をデキストラン上のアミンへカップリングするために、10mg/mLの1-エチル-3-[3
-ジメチルアミノプロピル]カルボジイミド塩酸塩（EDC）30μLを加え、ローター上で室温
にて2時間インキュベートした。磁気分離を使用し、PBS 1mL中で遊離デキストランから粒
子を洗い出し（3×）、次に、PBS 1mL中に再懸濁した。スルホ-NHS-ビオチン（Invitroge
n）の100mM溶液100μLを使用して、デキストラン表面のアミノ基をビオチンで修飾した。
30分間インキュベートした後、活性化緩衝液1mL中で粒子を洗浄した（3×）。次に、タン
パク質ブロッキング剤の0.5mg/mLウシ血清アルブミン（BSA）（Sigma）100μLおよび10mg
/mLのEDC 30μLを投入し、一晩インキュベートした（Sigma）。調製した粒子をPBS1mL中
で洗浄し（3×）、所望の濃度に再懸濁した。
【０２３４】
　このプロトコールで合成した調製粒子は、試料が緩衝液または20％溶解血液を含むか否
かにかかわらず、検体の検出のためのT2アッセイと同様の結果を示した（図14を参照）。
前ビオチン化アミノデキストランを一工程で粒子に直接コンジュゲートした調製法の変法
は、また、血液または緩衝液試料の両方におけるT2アッセイと同様の性能であった。
【０２３５】
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実施例2. タンパク質ブロッキング剤を用いておよび用いないで調製した粒子の評価
　簡単に述べると、実施例1に記載の方法に従って調製したビオチン修飾アミノデキスト
ラン磁性粒子を、PBSおよび20％溶解血液試料中、抗ビオチン滴定T2アッセイでアッセイ
した。
【０２３６】
　アッセイは、下記の手順を用いて実施した。PBSまたは20％溶解血液試料のいずれかの
マトリクス50μL、種々の濃度の抗ビオチン抗体50μL、および1.0μg/mLの二次抗体50μL
を5mmのNMRチューブに加えた。次に、0.02mMのFe粒子150μLを各チューブに加えた（すな
わち、1チューブあたり2.7×108個の粒子）。次に、試料を4秒間ボルテックスし、37℃の
加熱ブロック中で2分間インキュベートした。次に、各試料を4秒間再度ボルテックスし、
37℃の加熱ブロック中でさらに1分間インキュベートした。インキュベートの後、各試料
をBruker Minispecに入れ磁界下で10分間置いた。10分後、試料を磁石から引き離し、4秒
間ボルテックスして、37℃の加熱ブロック中で5分間インキュベートした。5分間後、各試
料を再度ボルテックスし、37℃の加熱ブロック中、さらに1分間インキュベートした。Bru
ker Minispecプログラムと下記のパラメーターを使用して、T2値を取得した：スキャン：
1；ゲイン：75；タウ：0.25；エコートレイン：3500；総エコートレイン：4500；および
ダミーエコー：2。ΔT2値：T2-(T2)0を計算し、結果を図14に表す。
【０２３７】
　タンパク質ブロッキング剤のAXN4を用いて合成した粒子は、血液および緩衝液において
同程度の性能を与えた（図14）。図15に表すグラフは、タンパク質ブロッキング工程を用
いて調製した粒子（白丸）と用いないで調製した粒子（黒丸）の比較である。従って、本
発明者らは、血液マトリクスにおいて同様の官能性を達成するために、タンパク質ブロッ
キング剤が必要であり得ることを見出した。
【０２３８】
　追加のタンパク質ブロッキング剤（非限定的に魚皮ゼラチンを含む）も成功した。タン
パク質ブロッキング剤としてBSAを使用する代わりに、魚皮ゼラチン（FSG）を代用する以
外は、上述の方法に従って粒子を調製した。図16に表すグラフは、抗体滴定を使用してBS
AとFSGでブロッキングした粒子を比較にした、T2アッセイ（上述したように）の結果を示
す。データから、2つのタンパク質ブロッキング法にほとんど違いがないことが示される
（図16を参照）。しかし、BSAは、より信頼性のあるブロッキング剤であることが証明さ
れた。
【０２３９】
実施例3. デキストランコーティングの量の決定
　粒子上のデキストランコーティング密度を増加させる試行から、血液中で調製した粒子
の官能性が減少することが見出された。10×過剰のデキストランを使用して、緩衝液/血
液でほとんど同程度の性能が実証された上記実施例1に記載の粒子の調製は、デキストラ
ンの量を決定するための空間充填モデルに基づいおり、これをコーティング実験に含めた
。より高い忠実性を有する粒子を官能化する試行において、コーティング実験で、デキス
トランコーティングを1000～10000×過剰のデキストランに増加させると、より厚いデキ
ストランコーティングを有する粒子が生成し、血液中での応答が緩衝液と比較して減少し
た。本発明者らは、適度な密度のデキストランとタンパク質ブロッキング剤が、T2アッセ
イにおいて血液試料の存在下でよく機能する粒子コーティングを生成するのに望ましいと
結論付ける（図17Aおよび17Bを参照）。
【０２４０】
実施例4. 全血試料中の小分子検体の検出
　緩衝液/検体調製：1×PBS中の0.1％ BSA、0.1％ Tween（登録商標）：10重量％　Tween
（登録商標）20溶液を調製した。簡単に述べると、1×PBS中のTween（登録商標）を調製
した。10％ Tween（登録商標）10mLを1×PBS 490mLに加えることにより、0.2％ Tween（
登録商標）溶液500mLを調製した。1×PBS溶液中の2重量％　BSA溶液を調製した。PBS中の
2％ BSA 50mLを1×PBS 450mLに加えることにより、BSA溶液の0.2％溶液を調製した。希釈
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を組み合わせて、1Lの最終容量および1×PBS中の0.1％ BSA、0.1％ Tween（登録商標）の
最終緩衝液濃度を作製した。
【０２４１】
　PEG-FITC-ビオチン検体：0.5mMの溶液100μLを1mMのトリスHClから調製した。PEG-FITC
-ビオチン40μLを0.5mMのトリスHCl 40μLと混合し、室温で15分間インキュベートした。
15分後、0.5mMのトリスHCl中のPEG-FITC-ビオチン70μLを0.1％ Tween（登録商標）630μ
Lに加え、100μMのストック溶液を作製した。ボルテックスすることによりストック溶液
を激しく混合した。100μM溶液200μLを0.1％ Tween（登録商標）900μLに加え、20，000
nMの検体を作製した。10倍希釈を繰り返して、0.02nMに調製した。
【０２４２】
手順：
　適切な検体25μLおよび1：5溶解血液マトリクス50μLをピペッティングにより5mmのNMR
チューブに直接移した。試料を4秒間ボルテックスした。一次抗ビオチン抗体（0.18μg/m
L、0.1％ Tween20、0.1％ BSA、1×PBS中で希釈）25μLを加え、続いて、37℃で15分間イ
ンキュベートした。15分後、3.0μg/mLの二次抗マウス抗体（0.1％ Tween、0.1％ BSA、1
×PBS中で希釈）50μLおよび0.02mMのFe粒子150μL（1チューブあたり2.7×108個の粒子
）をNMRチューブに加えた。次に、試料を4秒間ボルテックスし、37℃で5分間インキュベ
ートした。試料をBruker Minispecに入れ、磁界下で10分間置いた。10分後、試料を磁石
から引き離し、さらに5分間インキュベートした。試料を再度4秒間ボルテックスし、さら
に1分間インキュベートした。Bruker Minispecプログラムと下記のパラメーターを使用し
て、T2値を取得した：スキャン：1；ゲイン：75；タウ：0.25；エコートレイン：3500；
総エコートレイン：4500；およびダミーエコー：2。
【０２４３】
実施例5：抗体修飾粒子の合成
　実施例1に記載のように調製したアミノデキストランコーティング磁性粒子は、SMCC-SA
TA（SMCC＝4-[N-マレイミドメチル]シクロヘキサン-1-カルボン酸スクシンイミジル；SAT
A＝N-スクシンイミジル-S-アセチルチオアセテート）連結を介して、抗体を用いてさらに
官能化することができる。上述したようなEDC化学を介して、カルボキシル化磁性粒子を
最初に10kDaアミノデキストランにコンジュゲートする。デキストランコーティング粒子
を過剰のスルホ-SMCCでさらに修飾して、マレイミド官能基を得る。抗体上のアミンに主
に結合するSATAリンカーで抗体を修飾する。SATA連結は、粒子の架橋または抗体の親和性
の減少をもたらし得る、抗体の過剰な官能化を最小限にするように制御される。脱アセチ
ル化の後、SATAリンカーを、マレイミド（malemide）官能化粒子に直接連結してチオエー
テル結合を形成するために使用することができる、チオール官能基に曝露させる。各粒子
にコンジュゲートした抗体の数は、BCAタンパク質アッセイ（Pierce）を使用して測定す
ることができる。SPDP（3-[2-ピリジルジチオ]-プロピオン酸N-スクシンイミジル）など
のSATAと同様の官能性を与えるリンカーの使用も成功している。
【０２４４】
　抗体コーティング磁性粒子は、また、上述の化学を使用して、ベースのカルボキシル化
粒子に直接共有結合させて調製することができる。場合によって、デキストランなどの追
加のコーティング、またはブロッキング剤を粒子表面に加える必要があり得る。PEGまた
はBSAなどの同様の化学をアミノデキストランへの代替コーティングで使用することがで
きる。
【０２４５】
実施例6. クレアチニンアッセイ
　簡単に述べると、本アッセイは下記を含む：磁性粒子の表面に連結するクレアチニンで
修飾された磁性粒子の存在下で、標的試料をインキュベートする。クレアチニン修飾磁性
粒子はクレアチニン抗体の存在下で凝集するように設計される。クレアチニン修飾磁性粒
子およびクレアチニン抗体の各々を、クレアチニン抗体に対して磁性粒子と競合するクレ
アチニンを含有する液体試料に加える。従って、クレアチニンの抗体への結合は、磁性粒
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子の凝集作用を妨害するため、低レベルのクレアチニンは凝集体の形成を特徴付ける。こ
れらの凝集体は、磁界に曝露されたとき試料のスピン-スピン緩和率を変化させ、かつ、T

2緩和時間の変化（周囲の水分子からの磁気共鳴シグナルの変化を測定する）は、標的試
料中の検体の存在および/または濃度に直接相関することができる。
【０２４６】
クレアチニン抗体
　クレアチニンの抗体生成プログラムの確立において、修飾クレアチニン分子（COOH-ク
レアチニン）を考案し、BALB-CおよびAJマウスで免疫化するためにトランスフェリンにコ
ンジュゲートさせた。

【０２４７】
　34個の安定な抗体産生クローンを生成した。これらのクローンは、BALB-Cマウス（脾臓
細胞）（n＝17）またはAJマウス（n＝17）のいずれかに由来する。2つの遺伝学的に異な
るマウス系統を、免疫系の公知の遺伝的差異について選択した。アッセイにおいて使用す
るための最適なモノクローナル抗体のスクリーニングおよび同定のための基準および選択
プロセスを開発した。抗体の選択プロセスに、ELISAによるBSA-クレアチニンへの結合、
遊離クレアチニンおよび潜在的干渉物質を使用したELISA競合アッセイによる抗体の親和
性/感受性/特異性のためのスクリーニング、磁性粒子にコンジュゲートする抗体の能力お
よびT2磁気緩和スイッチアッセイにおける官能性の決定を含めた。
【０２４８】
　上記の確立された抗体選択基準を使用して、7つのモノクローナル抗体をアッセイにお
ける潜在的候補として同定し、選択した。
【０２４９】
クレアチニンコーティング磁性粒子
　実質的に単分散のカルボキシル化磁性粒子を、カップリング緩衝液（50mMのMES、pH＝4
.75）100μL中で洗浄して、再懸濁した。スルホ-NHS（MES緩衝液200μL中の55μmol）を
加え、混合物をボルテックスした。混合物に、EDC（MES緩衝液200μL中の33.5μmol）を
加えた。溶液を簡単にボルテックスし、室温で1時間回転撹拌ミキサー上に置き、沈殿さ
せて、上清を除去した。得られた固体に、PBS中の1％ BSA 1mLを加え、再度、混合物をボ
ルテックスし、室温で15～18時間回転撹拌ミキサー上に置いた。粒子を沈殿させて、上清
を除去した。
【０２５０】
　BSA-コーティング粒子を、PBS-0.01％ T20（10mMのリン酸緩衝液（pH＝7.4）、150mMの
NaCl、0.01％ Tween（登録商標）20を含有）0.5mL中に懸濁した。未反応のカルボキシル
基を、ブロッキング剤としてのメチル-PEG4-アミン（DMSO中10％（v/v）20μL）に付した
。混合物をボルテックスし、室温で8時間回転撹拌ミキサー上に置いた。得られたBSA-コ
ーティング粒子を0.5mLのPBS-0.01％ T20で繰り返し洗浄した。
【０２５１】
　COOH-クレアチニン（66μmol）、EDC（140μmol）、およびNHS（260μmol）を脱水DMSO
300μLと混ぜ合わせると、スラリーが形成され、これは反応が完了したとき透明になった
。BSA-コーティング粒子を、PBS-0.01％ T20（pH＝8）0.5mL中に懸濁し、続いて、活性化
COOH-クレアチニン溶液を加えた。得られた混合物をボルテックスし、室温で4時間回転撹
拌ミキサー上に置いた。1：15および1：30のDMSO：PBS-0.01％ T20（vol/vol）を使用し
、超音波処理によりそれぞれ得られた粒子を洗浄した（3×）。次に、PBS-0.01％ T20を
使用し、超音波処理でそれぞれ粒子を洗浄した（3×）。粒子をPBS-0.1％ T20（pH＝8）
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中に再懸濁し、200μLのPBS-0.01％ T20中のNHS-PEG2K 2mgを加えた。混合物を室温で12
～20時間回転撹拌ミキサー上に置いた。次に、PBS-0.01％T20を使用し、超音波処理でそ
れぞれ粒子を洗浄して（3×）、BSA、クレアチニンコーティング、PEGキャップおよびブ
ロッキングを順次行った、クレアチニンコンジュゲート磁性粒子を生成した。
【０２５２】
　クレアチニンコーティング粒子を、アッセイ緩衝液（100mMのグリシン（pH＝9.0）、15
0mMのNaCl、1％ BSA、0.05％ ProClin（登録商標）、および0.05％ Tween（登録商標））
中に再懸濁した。
【０２５３】
　クレアチニンアッセイプロトコールを、クレアチニンコンジュゲート粒子を使用して実
施し、可溶性クレアチニン抗体を生成し、T2シグナルを使用した検出を完了した。クレア
チニン競合アッセイアーキテクチャを図7Aに表す。
【０２５４】
　磁性粒子、抗体、および液体試料の溶液を、ここに示す場合、100mMのトリス（pH7.0）
、800mMのNaCl、1％ BSA、0.1％ Tween（登録商標）、および0.05％ ProClin（登録商標
）を含むアッセイ緩衝液による希釈に付した。
【０２５５】
　クレアチニンコーティング磁性粒子を、アッセイ緩衝液中0.4mMのFe（5.48×109個の粒
子/mL）に希釈し、十分にボルテックスし、4～8℃で24時間平衡化させた。
【０２５６】
　抗クレアチニンマウスモノクローナル抗体（上述した）をクレアチニンコンジュゲート
磁性粒子のための多価結合剤として用いた。抗体を、アッセイ緩衝液中0.8μg/mLの濃度
に希釈し、十分にボルテックスした。
【０２５７】
　試料およびキャリブレーターを1部試料対3部アッセイ緩衝液に希釈した。アッセイ範囲
の上限は、約4mg/dLのクレアチニンである。予想のクレアチニンレベル>4mg/dLの試料の
場合、1部初期希釈試料対4部アッセイ緩衝液を使用して追加の試料希釈を実施した。
【０２５８】
　事前希釈した試料、アッセイ緩衝液、磁性粒子、および抗体溶液をそれぞれボルテック
スした。各溶液10μLをチューブに加え、チューブを5秒間ボルテックスした。
【０２５９】
　次に、チューブを、勾配磁場中の磁性促進凝集作用に12分間付し、37℃で5分間インキ
ュベートして、MR読み取り装置（2200 Fluke Temperature Controllerを備えたT2MR読み
取り装置、NDxlientソフトウェア0.9.14.1/ハードウェアバージョン0.4.13ビルド2、ファ
ームウェアバージョン0.4.13ビルド0を用いて）に入れ、試料のT2緩和率を測定して、試
料のT2緩和率を標準曲線と比較し（図8Aを参照）、液体試料中のクレアチニンの濃度を決
定した。
【０２６０】
修飾クレアチニン抗体の性能
　アッセイにおいて異なるクレアチニン抗体を試験し、凝集作用に対する抗体の効果を確
認した。本発明者らは、クレアチニン抗体の性能が、クレアチニンコーティング磁性粒子
と混ぜ合わせたときにその性能特性が変化したことを確認した（図8Bを参照）。2つの調
製物のSDS-PAGEゲル分析は、調製物1において有意な凝集の増強を示したが、これは、こ
の抗体に対するクレアチニン結合原子価の増加から生じ、その精製プロセスに起因して凝
集したと考えられる。比較のため、本発明者らは、抗体をビオチン化して、ストレプトア
ビジンの存在下でその抗体を多量体化することにより、別のクレアチニンモノクローナル
抗体（14HO3）を多量体化した。次に、単量体のビオチン化単量体、および多量体形態を
、クレアチニンコーティング磁性粒子を用いて試験して、T2時間に対する原子価の増加の
効果を評価した。図8Cに示されるその結果は、多量体化抗体が非多量体化抗体よりも極め
て低濃度でクラスターを形成することを示す。粒子のクラスター化に対するこの原子価増
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強は、また、IgM抗体を使用しても観察された。
【０２６１】
実施例7. クレアチニン抗体コーティング磁性粒子
　代替アッセイアーキテクチャを使用するアッセイは、以下を含む：標的試料を、（i）
クレアチニン抗体で修飾された磁性粒子；および（ii）複数のクレアチニンコンジュゲー
トを含む多価結合剤の存在下でインキュベートする。磁性粒子は、多価結合剤の存在下で
凝集するように設計されるが、凝集は、液体試料中のクレアチニンとの競合により阻害さ
れる。従って、クレアチニンの抗体コーティング粒子への結合は、多価結合剤の存在下で
磁性粒子の凝集作用を妨害するため、低レベルのクレアチニンは凝集体の形成を特徴付け
る。これらの凝集体は、磁界に曝露されたとき試料のスピン-スピン緩和率を変化させ、T

2緩和時間の変化（周囲の水分子からの磁気共鳴シグナルの変化を測定する）は、標的試
料中の検体の存在および/または濃度に直接相関することができる。
【０２６２】
　実質的に単分散のカルボキシル化磁性粒子を、カップリング緩衝液（50mMのMES、pH＝4
.75）300μL中で洗浄して、再懸濁し、スルホ-NHS（46μmmol）、EDC（25μmmol）を粒子
に加えた。溶液を簡単にボルテックスし、室温で1時間回転撹拌ミキサー上に置いた。活
性化粒子を、mL PBS-0.01％ T20で洗浄し、PBS-0.01％ T20中の10％（w/v）アミン-PEG-
アミン溶液1mL中で再懸濁した。混合物をボルテックスし、室温で2時間回転撹拌ミキサー
上に置き、次に、PBS-0.01％ T20で洗浄した（3×）。
【０２６３】
　代替化学として、BSAをアミン-PEG-アミンに交換することができる。BSAコーティング
磁性粒子を、実施例6のクレアチニンコーティング磁性粒子を記載する項に記載のように
調製した。
【０２６４】
　粒子を260μLのPBS-0.01％T20中に再懸濁し、スルホSMCC（PBS-0.01％ T20中の5mg/mL
）198μLと反応させた。溶液を簡単にボルテックスし、室温で1時間回転撹拌ミキサー上
に置き、次に、10mMのEDTAを含有するPBS-0.01％ T20で洗浄して（3×）、SMCC-コーティ
ング粒子を生成した。
【０２６５】
　SATA（DMSO中の30nmol）と抗体（PBS中の2nmol、pH＝7.4）を混ぜ合わせることにより
、SATA標識抗体を調製した。溶液を室温で1時間回転撹拌ミキサー上に置いた。SATA標識
抗体上のブロッキングしたスルフヒドリル基を、脱アセチル化緩衝液（0.5Mヒドロキシル
アミン塩酸塩（pH7.4）、10mMのリン酸塩、150mMの塩化ナトリウム、10mMのEDTA）で1時
間処理することにより脱保護し、使用する前に、10mMのEDTAを含有するPBSを使用し脱塩
カラムを通して精製した。
【０２６６】
　SATAの代替として、SPDP標識抗体を使用することができる。SPDP（DMSO中の10mmol）と
抗体（PBS中の2nmol、pH7.4）を加えることにより、SPDP標識抗体を調製した。溶液を室
温で1時間インキュベートし、脱塩カラムを通して精製した。SPDP標識抗体上のSPDPのジ
スルフィド結合を5mMのメルカプトエチルアミンと反応させて開裂させ、周囲温度で10分
間インキュベートした。ジスルフィド結合が開裂したSPDP標識抗体は、使用する前に、脱
塩カラムを通して精製した。
【０２６７】
　PEGまたはBSAコーティングを有するSMCC官能化粒子と脱アセチル化SATA修飾抗体を混ぜ
合わせ、室温で一晩回転撹拌ミキサー上に置き、PBS-0.05％ Tween（登録商標）80で洗浄
し（3×）、10mMのEDTAを含有するPBS-0.01％ T20中に再懸濁した。ブロッキング剤（m-P
EG-SH 2K）を加え、溶液を2時間回転撹拌ミキサー上に置き、PBS-0.05％ Tween（登録商
標）80で洗浄し（2×）、PBS-0.05％ Tween（登録商標）80、1％ BSA、および0.05％ Pro
Clin（登録商標）中に再懸濁して、抗体コーティング磁性粒子を生成した。
【０２６８】
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　SMCC官能化BSAコーティング粒子とジスルフィド結合を開裂したSPDP標識抗体を混ぜ合
わせ、室温で2時間回転撹拌ミキサー上に置き、PBS-0.01％ Tween（登録商標）20、10mM
のEDTAで洗浄し（2回）、PBS、0.01％ T20、および10mMのEDTA中に再懸濁した。ブロッキ
ング剤のm-PEG-SH 2K（1μmole）を加え、溶液を2時間回転撹拌ミキサー上に置いた。第
二のブロッキング剤のn-エチルマレイミド（5μmole）を加えた。粒子を15分間混合し、P
BS-0.01％ Tween（登録商標）20で2回洗浄し、100mMのトリス（pH9）、0.05％ Tween（登
録商標）80、1％ BSA、および0.05％ ProClin（登録商標）中に再懸濁して、抗体コーテ
ィング磁性粒子を生成した。
【０２６９】
　上記の手順をクレアチニン抗体と共に使用するか、またはEDCカップリングを介してカ
ルボキシル化磁性粒子の表面にクレアチニン抗体を直接カップリングさせることができる
。
【０２７０】
クレアチニン多価結合剤
　COOH-クレアチニンを、3アミノ-デキストラン化合物（Invitrogen；MW10k、40k、およ
び70k、それぞれ、デキストラン1分子当たり6.5、12、および24個のアミノ基を有する）
およびBSAに、EDCカップリングを介してコンジュゲートさせた。得られたBSA-クレアチニ
ンおよびアミノ-デキストラン-クレアチニン多価結合剤は、上述の競合的阻害アッセイに
おいて使用することができる。デキストラン部分あたり2～30個のクレアチニンの置換度
が達成された。クレアチニン阻害曲線の例を図10に示す。使用される結合剤は、デキスト
ラン1分子あたり約10個のクレアチニンを有する40kDaデキストランである。
【０２７１】
実施例8. タクロリムス多価結合剤の調製
　タクロリムスコンジュゲートを、デキストランおよびBSAを使用して調製した。FK-506
を、スキーム1に後述するように、4-ビニル安息香酸の存在下、Grubbsの第二世代触媒を
使用するオレフィンメタセシス反応に付した。粗生成物混合物を順相のシリカゲルクロマ
トグラフィーにより精製した。

【０２７２】
デキストランコンジュゲート
　デキストラン-タクロリムスコンジュゲートを、異なるアミノ基置換をそれぞれ有する3
種の異なる分子量のアミノデキストランを使用して調製した。
【０２７３】
　EDC溶液（40mg/mLのEDC塩酸塩）2.78mLおよびスルホ-NHS溶液（64mg/mLのスルホ-NHS）
2.78mLを撹拌しながら混ぜ合わせた。この混合物に、タクロリムス-酸誘導体（C21）溶液
（DMSO中28.8mg/mL）0.96mLを加え、その内容物を室温で30分間撹拌して、活性化タクロ
リムス-酸誘導体（活性化Tac溶液、4.6mM）を形成し、活性化タクロリムスをすぐに使用
した。
【０２７４】
　様々なアミノデキストランポリマーを100mMのリン酸ナトリウム緩衝液（pH8.0）に溶解
させ、9.5mg/mLのストック溶液を作製した。
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【０２７５】
　活性化Tac溶液を、室温で撹拌しながら、下記の表の比率でアミノデキストランのスト
ック溶液に滴下した。それぞれの反応物を少なくとも2時間激しく撹拌した。
【０２７６】
　（表４）

【０２７７】
　得られたTacデキストランコンジュゲートを、各反応生成物の5段階連続透析を使用して
精製した（第1-15％（v/v）DMSO水溶液；第2-10％（v/v）メタノール水溶液；第3～第5-
高純度水；各工程で少なくとも2時間；10K MWアミノデキストランの場合、3,500MWCO透析
膜、ならびに40Kおよび70Kアミノデキストランの場合、7K MWCO透析膜を使用する）。
【０２７８】
　精製の後、各試料を凍結乾燥し、乾燥重量を決定した。多価結合剤を使用前に再構成し
た。
【０２７９】
　再構成の後、タクロリムス置換比を、254nmでの吸光度に基づいて推定した。
【０２８０】
　最適な凝集化性能を提供するデキストランのサイズを決定するための実験を実施した。
簡単に述べると、PBS（pH6.3）緩衝液中の10％ MeOH、1％ BSA 10μL、種々の濃度のデキ
ストランTac凝集因子10K、40K、70Kを20μL、および0.2mMのFeの抗タクロリムスコーティ
ング磁性粒子10μLを、200μL PCRチューブに加えた（1チューブあたり2.7×109個の粒子
）。プレートミキサーを使用して、2000rpmで2分間試料をボルテックスし、インキュベー
ションステーション中、37℃で15分間予熱し、側面および底面の磁石にそれぞれ1分間曝
露させ、6サイクル繰り返して、再度2000rpmで2分間ボルテックスし、PCRチューブ用に設
計された加熱ブロックを含む37℃インキュベーターで5分間インキュベートし、かつ、MR
読み取り装置でT2を読み取った。そのデータは、デキストランTacの分子量の増加/置換比
の変化が、T2シグナルの改善をもたらすことができたことを示している（図11を参照）。
また、より高い置換も応答の改善をもたらした（図12を参照）。
【０２８１】
BSAコンジュゲート
　BSAタクロリムスコンジュゲートを、種々のタクロリムス置換度で調製した。
【０２８２】
　NHS溶液（アセトニトリル中の66.664mg/mL）34.5μLおよびEDC（50mMのMES（pH4.7）中
6.481mg/mL）552μLを撹拌しながら混ぜ合わせた。このEDCとNHSの混合物515.2μLを、タ
クロリムス-酸誘導体（C21）溶液（アセトニトリル中の33.33mg/mL）220.8μLに滴下し、
内容物を室温で1時間撹拌して、活性化タクロリムス-酸誘導体を形成した。活性化タクロ
リムスをすぐに使用した。
【０２８３】
　BSAをリン酸緩衝生理食塩水およびアセトニトリルに溶解させ、40％アセトニトリル中5
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mg/mLのBSAを含有する溶液を形成した。
【０２８４】
　活性化Tac溶液を、室温で撹拌しながら、下記の表の比率でBSA溶液に滴下した。それぞ
れの反応物を少なくとも2時間激しく撹拌した。
【０２８５】
　（表５）

【０２８６】
　得られたTac-BSAコンジュゲートを、40％アセトニトリルで事前に平衡化したPD10サイ
ズ排除カラムを使用して精製した。1mL画分で溶離物を回収し、280nmでの吸光度をモニタ
リングして、BSAを含有する画分を特定した。
【０２８７】
　BSA含有画分を合わせ、減圧下でアセトニトリルを除去した。
【０２８８】
　デキストラン-タクロリムスコンジュゲートで使用したものを同様の滴定を実施するこ
とにより、Tac-BSAコンジュゲートのクラスター化能を評価した。観察されるように、ク
ラスター化性能は、Tac置換比と異なっている（図13を参照）。
【０２８９】
実施例9. タクロリムス競合アッセイプロトコール（粒子アーキテクチャにおける抗体）
　抗タクロリムス抗体コンジュゲート粒子およびBSA-タクロリムス多価結合剤を使用して
、MR読み取り装置での検出を用いるタクロリムスアッセイを開発した（実施例6を参照）
。このアッセイは、抽出した全血試料を試験するために設計し、赤血球および結合タンパ
ク質からタクロリムスを遊離させる（試料からの疎水性検体の抽出は、例えば、米国特許
第5,135,875号に記載の方法を使用して達成することができる）。タクロリムス競合アッ
セイアーキテクチャを図7Bに示す。
【０２９０】
　磁性粒子および多価結合剤の溶液を、ここに示す場合、100mMのグリシン（pH9）、0.05
％ Tween（登録商標）80、1％ BSA、150mMのNaCl、0.1％ CHAPSを含むアッセイ緩衝液に
よる希釈に付した。
【０２９１】
　COOH官能基を有するベース粒子を、アミノ化コーティング（PEGまたはBSA）、抗体共有
結合、PEGキャップおよびPEG/タンパク質ブロッキングにより順次修飾した（上記実施例
に記載のように）。抗体コーティング磁性粒子を、アッセイ緩衝液中、0.4mMのFe（5.48
×109個の粒子/mL）に希釈し、十分にボルテックスした。
【０２９２】
　BSAに共有コンジュゲートしたCOOH修飾タクロリムスから多価結合剤を形成した（実施
例8に記載のように）。多価結合剤を、アッセイ緩衝液中、0.02μg/mLに希釈し、十分に
ボルテックスした。
【０２９３】
　抽出した試料溶液（10μL）および磁性粒子溶液（10μL）を混ぜ合わせ、5秒間ボルテ
ックスして、37℃で15分間インキュベートした。この混合物に、多価結合剤20μLを加え
、得られた混合物を5秒間ボルテックスして、37℃で5分間インキュベートした。
【０２９４】
　上述のようにして数種類の試料を調製した。全ての試料を勾配磁場中の磁性促進凝集作
用に1分間付した。次に、全ての試料を磁界から離れたトレーに入れた。各試料を少なく
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とも5秒間ボルテックスし、トレーに戻した。再度、全ての試料を磁性促進凝集作用に1分
間付し、次いで、ボルテックスした。このプロセスを試料ごとに12回繰り返した。
【０２９５】
　試料を37℃で5分間インキュベートし、MR読み取り装置に入れて（実施例6を参照）、試
料のT2緩和率を測定し、試料のT2緩和率を標準曲線と比較して（図9を参照）、液体試料
中のタクロリムスの濃度を決定した。
【０２９６】
実施例10. カンジダアッセイ
　カンジダ用に使用するアッセイでは、磁性粒子の2つのプールを各カンジダ種の検出の
ために使用する。第一のプールでは、種特異的捕捉オリゴヌクレオチドプローブを、磁性
粒子にコンジュゲートさせる。第二のプールでは、追加の種特異的捕捉オリゴヌクレオチ
ドプローブを、磁性粒子にコンジュゲートさせる。ハイブリダイゼーションした際、2つ
の粒子は、およそ10～100ヌクレオチドにより分離された標的核酸のセンス鎖内の2つの別
々の種特異的配列にハイブリダイズする（あるいは、2つの捕捉オリゴヌクレオチドは、
粒子の単一のプールにコンジュゲートすることができ、結果として、第一および第二の領
域の両方に特異性を有する個々の粒子が得られる）。オリゴヌクレオチド修飾磁性粒子を
、特定のカンジダ種からの核酸分子の存在下で凝集するように設計する。従って、クレア
チニンおよびタクロリムスで使用される阻害アッセイとは異なり、カンジダアッセイは、
標的カンジダ核酸分子の存在下での凝集作用の増加を特徴とする。ハイブリダイゼーショ
ン介在凝集作用アッセイアーキテクチャを図7Cに表す。
【０２９７】
　カルボキシル化磁性粒子をカンジダアッセイにおいて使用する。磁性粒子をオリゴヌク
レオチド捕捉プローブにコンジュゲートして、オリゴヌクレオチド-粒子コンジュゲート
を作製する。各標的アンプリコンのために、オリゴヌクレオチド-粒子コンジュゲートの2
つの集団を調製した。オリゴヌクレオチド-粒子コンジュゲートを、アミノ化オリゴヌク
レオチドとカルボキシル化粒子間で標準的なEDC化学を使用して、または、場合により、
ビオチン-TEG修飾オリゴヌクレオチドをストレプトアビジン粒子にカップリングさせるこ
とにより調製した。カップリング反応は、典型的には、1％固体の粒子濃度で実施した。
【０２９８】
　コンジュゲート後、Cy5標識相補体を粒子にハイブリダイズし、粒子を3回洗浄して、非
ハイブリダイズオリゴを除去し；かつ、95℃で5分間加熱して溶離させることにより、官
能化オリゴヌクレオチド密度を測定した。蛍光分光法によりCy5標識オリゴヌクレオチド
の量を定量化した。
【０２９９】
　カップリング反応を、ロッカーまたはローラーを使用して、37℃で一晩連続的に混合し
ながら実施した。得られた粒子コンジュゲートを、下記のように洗浄した：1×反応容量
のミリポア水で2回；1×反応容量の0.1Mイミダゾール（pH6.0）で2回を37℃で5分間；1×
反応容量の0.1M重炭酸ナトリウムで3回を37℃で5分間；次に、1×反応容量の0.1M重炭酸
ナトリウムで2回を65℃で30分間。得られた粒子コンジュゲートをTE（pH8）、0.1％ Twee
n（登録商標）20中、1％固体で保存した。
【０３００】
　検出されたカンジダ種のパネルには、C.アルビカンス、C.グラブラータ、C.クルセイ、
C.トロピカリス、およびC.パラプシローシスが含まれる。カンジダ属内の高度に保存され
た配列を認識するユニバーサルプライマーを使用して配列を増幅する。アンプリコン内の
種特異的領域を認識およびハイブリダイズするように捕捉オリゴヌクレオチドを設計した
。
【０３０１】
　最初に、血液試料のアリコートを下記のように溶解に付した：
（i）全血試料を過剰（1.25×、1.5×、または2×）容量の塩化アンモニウム低張溶解液
と混合した。溶解液の追加は全てのRBCを破壊するが、WBC、酵母、または細菌細胞を破壊
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しない。細胞物質を9000rpmで5分間遠心分離し、溶解物を除去した。インタクトな細胞を
TE（トリスEDTA、pH＝8）100μLで再構成して、約100μLの最終容量にした；かつ
（ii）試料およそ100μLに、0.5mmビーズ120mgを加えた。試料を約3K rpmで3分間かき混
ぜて、溶解物を形成した。
【０３０２】
　次に、溶解物を、ヌクレオチド；緩衝液（5mM（NH4）SO4、3.5mMのMgCl2、6％グリセロ
ール、60mMのトリシン、25℃でpH＝8.7；プライマー（4×過剰の順方向プライマー（300m
Mの順方向；0.75mMの逆方向）、最終生成物中、非対称一本鎖産生が可能になる）；およ
び熱安定性ポリメラーゼ（HemoKIenTaq（New England Biolabs））を含む、PCRマスター
ミックスに加えることにより、溶解物のアリコート約50μLをPCR増幅に付した。95℃で3
分間の初期インキュベーションの後、混合物をPCRサイクルに付した：62℃でアニーリン
グ；68℃で伸長；95℃を40サイクル。注記：アニーリングと伸長温度で6℃の差がある；
アニーリングと伸長を単一工程に組み合わせて、増幅全体の所要時間を減少させてもよい
。
【０３０３】
　検出のために準備ができたPCRアンプリコンを、サンドイッチアッセイにおいて粒子の2
つの集団と混ぜ合わせる。
【０３０４】
　カンジダアッセイにおいて使用することができるPCRプライマーおよび捕捉プローブを
下記の表6に示す。
【０３０５】
　（表６）

1. NitIndは、5'5-ニトロインドールである（4つのDNA塩基のいずれかとアニーリングす
ることが可能な塩基である）
2. オリゴTはスペーサーとして加えられることに注意されたい。
【０３０６】
　場合により、コントロール配列の存在下で、コントロール配列の存在を確認するための
プローブで修飾された磁性粒子と共にアッセイを実施する。
【０３０７】
実施例11. 非凝集化法
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　このプロセスは、抗クレアチニン抗体で修飾し、かつ、クレアチニン誘導体化磁性粒子
に特異的に結合することが示された、400μm孔を有するアミノシラン処理ニッケル金属発
泡体を使用して実証した。1cm角片のニッケル金属発泡体（Recemat RCM-Ni-4753.016）を
、2MのHCL中、室温で1時間インキュベートすることにより洗浄し、脱イオン水中で十分に
すすぎ、100℃で2時間乾燥させた。次に、ニッケル発泡体を、アセトン中の2％の3-アミ
ノプロピルトリエトキシシランで室温にて一晩処理した。次に、ニッケル金属発泡体を脱
イオン水で広範囲にわたって洗浄し、100℃で2時間乾燥させた。アミノシラン処理ニッケ
ル金属発泡体を、2％グルタルアルデヒド水溶液で室温にて2時間処理し、脱イオン水で広
範囲にわたって洗浄した。次に、金属発泡体を、PBS中100μg/mLの抗クレアチニン抗体（
14H03）に一晩曝露させ（実施例6を参照）、PBSで広範囲にわたって洗浄し、Surmodics S
tabilguardで処理して、非特異的結合を安定化およびブロッキングした。発泡体構造を傷
つけないように、未使用のカミソリ刃を使用して注意深く2mm角片の誘導体化金属発泡体
をカットした。誘導体化金属発泡体の一片をPCRチューブ内のアッセイ緩衝液（100mMのグ
リシン（pH＝9.0）、150mMのNaCl、1％ BSA、0.05％ ProClin（登録商標）、および0.05
％ Tween（登録商標））20μLに入れた。コントロール粒子（金属発泡体ABX1-11に結合し
ないものとする）20μLを0.2mMのFeでチューブに加え、最終容量を40μLにし、最終粒子
濃度を0.1mMのFe（1×106～1×108個の粒子/チューブ）にした。また、正確な粒子および
緩衝液を含み、金属発泡体を含まない別のPCRチューブも調製した。誘導体化金属発泡体
およびコントロール粒子を含有するPCRチューブを、勾配磁場中の磁性促進凝集作用に1分
間付して、次に、手動消磁装置（hand demagnetizer）と接触させ、磁性促進凝集作用に
さらに1分間付して、手動消磁装置との接触を止め、磁性促進凝集作用にさらに1分間付し
て、ボルテックスした（1分間の磁気曝露を3回）。試料30μLを両方のPCRチューブから取
り出し、Grantブロックヒーター中、37℃で5分間加熱し、MR読み取り装置を使用してT2を
読み取った（実施例6を参照）。発泡体を含まない試料からのT2は39.2と読み取り、発泡
体を含有するPCRチューブからの試料は45.1と読み取った。これは、NSBに起因する低レベ
ルの粒子減少を示している。誘導体化金属発泡体を消磁し、ボルテックスして、アッセイ
緩衝液中ですすいだ。これを、アッセイ緩衝液20μLおよび0.1mMのFe粒子の最終濃度を有
するクレアチニンで誘導体化したAACr2-3-4粒子20μLを含む新しいPCRチューブに入れた
。また、誘導体化金属発泡体を含まない2連のPCRチューブを、コントロール実験として設
定した。金属発泡体を含むPCRチューブを、コントロール実験として磁性促進凝集作用を
正確に2回サイクルさせた（1分間の曝露を3回行って、各曝露後に消磁し、最後にボルテ
ックスした）。両方のチューブから試料30μLを取り出し、37℃で5分間加熱して、次に、
MR読み取り装置で読み取った。誘導体化金属発泡体を含むPCRチューブからの試料は41.5
と読み取り、抗クレアチニン抗体で誘導体化した金属発泡体を含むPCRチューブからの試
料は324.2と読み取った。従って、これは、MR読み取り装置により読み取られた水性容量
からの適切なクレアチニン誘導体化磁性粒子の特異的な結合/減少を示している。
【０３０８】
実施例12. 単一のヌクレオチド多型の検出
　T2測定により単一のヌクレオチド多型を検出することができる多くの方法がある。
【０３０９】
　最も簡単な適用は、好熱性DNAリガーゼ（Tthリガーゼ）を介したミスマッチの識別を含
む。このアッセイは、試料材料の溶解、それに続くDNAせん断が必要である。ゲノムDNAの
ユニバーサル増幅が必要である場合、アダプターをせん断したDNA上にライゲーションす
ることができる。3'アミノ化捕捉プローブの5'末端が、1つの特定のSNP対立遺伝子に完全
に相補的であり、その後のTthリガーゼでの処理によって2つの粒子結合捕捉プローブがラ
イゲーションされるように、SNPをフランキングする超常磁性粒子結合捕捉プローブを改
変することによりSNPが検出される。従って、ライゲーションは、粒子を凝集化状態にロ
ックする。増幅バイアスのリスクによってゲノムDNAの増幅が望まれない場合、溶解、ハ
イブリダイゼーションサイクルの繰り返しはシグナル増幅をもたらすだろう。同じ5'アミ
ノ化捕捉プローブを全ての場合に利用することができるが、端の5'末端に4つの別々のプ
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ール（A、G、C、またはT）を得るために、3'アミノ化プローブを生成することができる。
検出には、ヌクレオチドがその特定の個体内で多型性部位に存在したか否かを決定するた
めに、試料を4つのプールへ分割することが必要である。例えば、G検出チューブにおける
強いT2スイッチは、個体がその特定の配列位置でGにホモ接合であったことを示し、Gおよ
びAのスイッチは、個体がその特定のSNP部位でGおよびAにホモ接合であることを示す。こ
の方法の利点は、Tthポリメラーゼが、正確な相補体に対して1：200倍のG-Tミスマッチ（
特定の許容ミスマッチ、また最も一般的である）でさえ識別する優れた識別能力を有する
ことが実証されたことである。公知の多型性部位におけるヌクレオチド配列を明確にする
ために、リガーゼ検出反応ならびにオリゴヌクレオチドリガーゼアッセイが以前に用いら
れていたが、全てライゲーションの前後に増幅が必要であり；この特定の例において、ラ
イゲーションの誘導によって、得られた凝集化粒子複合体のサイズが増加し、シグナルが
増幅することにより、測定緩和時間（T2）が増加し得る。
【０３１０】
　この手順への改変は、ビオチン化プローブのハイブリダイゼーションをフランキングす
る、粒子結合捕捉プローブのハイブリダイゼーションを含むことができる。完全に相補的
な二本鎖が粒子結合プローブのハイブリダイゼーションを介して形成されるとき、リガー
ゼは、ビオチンプローブを磁性粒子に共有結合させる。熱変性、それに続くアニーリング
およびライゲーションのラウンドを再度繰り返して、磁性粒子表面に長いビオチン化オリ
ゴを高い比率で生成すべきである。任意の遊離プローブを除去する洗浄を実施して、その
後、第二のストレプトアビジン標識超常磁性粒子を加える。凝集作用は、ビオチン化プロ
ーブが第一の粒子の表面にライゲーションしたときにのみ確実に起こるだろう。
【０３１１】
　ハイブリダイゼーション識別アプローチを同様に用いることができる。この例では、公
知のSNPに隣接するアミノ化オリゴヌクレオチド相補体が生成する。これらのアミノ化オ
リゴヌクレオチドを使用し、96ウェルプレートの表面を誘導化して、ウェルごとに1つのS
NP検出反応を実施する。次に、ゲノムDNAをせん断し、アダプターにライゲーションして
、非対称に増幅させる。次に、この増幅したゲノムDNAをアレイならびに短いビオチン化S
NP検出プローブに適用する。増幅したゲノムDNAをウェルに結合した捕捉プローブにハイ
ブリダイズさせ、次に、SNP検出プローブをつながれたゲノムDNAに結合させる。遊離SNP
検出プローブを除去するために洗浄を実施する。次に、ストレプトアビジン（SA）磁性粒
子を各ウェルに加える。遊離SA粒子を除去するために再度洗浄が必要である。表面につな
がれた凝集化粒子を生成するために加えられたビオチン化超常磁性粒子により、T2検出を
直接ウェル内で実施することができ、またはSA磁性粒子をアレイ上の各ウェルから溶離さ
せ、検出反応においてビオチン化磁性粒子とインキュベートすることができる。
【０３１２】
　最後に、ヌクレオチドが多型性部位に存在するか否かを識別するために、プライマー伸
長反応をT2検出とカップリングさせることができる。このアッセイでは、ジデオキシヌク
レオチドのプールを、ビオチンを有するプールごとに1つのヌクレオチドと用いる（すな
わち、ddA、ddT、ddビオチン-C、および/またはddG）。最後の塩基がハイブリダイゼーシ
ョン時にSNPに隣接する捕捉プローブを有する超常磁性粒子が用いられる。
【０３１３】
　せん断したゲノムDNAを4つの別々のプライマー伸長反応に分割し、インキュベートする
。次に、エクソDNAポリメラーゼは、SNPに存在するヌクレオチドに相補的なジデオキシの
付加を触媒する。粒子上のほとんどの捕捉プローブが確実に伸長するように好熱性ポリメ
ラーゼを用いる場合、再度この反応をサイクルさせることができる。磁気分離、その後、
粒子の洗浄を実施した後、ストレプトアビジン超常磁性粒子とインキュベートさせる。結
果として、クラスター化は第一の粒子の表面のビオチン化捕捉プローブの程度に比例する
。2つのジデオキシプールがT2の増加を生じさせた場合（すなわち、粒子の凝集作用を促
進）、患者はヘテロ接合体であるだろう。1つのプールのみが生成し、T2を増加させた場
合、患者はホモ接合体であるだろう。



(109) JP 5950920 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

【０３１４】
　SNPを検出する最後の方法は、プライマーの3'末端がSNPを包含する、対立遺伝子特異的
PCRプライマーを用いる。ストリンジェントな増幅条件を用いるため、標的配列がプライ
マーに完全に相補的でない場合、PCR増幅は生成物をほとんどまたは全く生成しないだろ
う。一般的に、複数の順方向プライマーが、単一の逆方向プライマーと共に設計される（
1つは各対立遺伝子に完全に相補的である）。アンプリコンは、ハイブリダイゼーション
ベースの凝集化反応を誘導する、2つ以上の捕捉プローブ結合超常磁性粒子を使用して検
出される。このアプローチの1つの利点は、粗試料中のPCRを用いたT2において既に実施さ
れたいくつかの研究を活用して、かつ、単に公知のSNPを包含するように設計されたプラ
イマーを必要とすることである。このアプローチの欠点は、デノボSNPの位置を決定する
ことができないことである。
【０３１５】
　使用することができる追加の方法は、短い核酸標的へのハイブリダイゼーションに起因
する、粒子－粒子架橋の識別能力に単純に依存する。オリゴヌクレオチドに対する塩基対
のミスマッチが、単一の塩基ミスマッチの存在からのハイブリダイゼーション効率の低下
に起因して、粒子の凝集化状態、および測定T2シグナルを劇的に変化させることが示され
た。
【０３１６】
実施例13. 診断用カンジダパネル
　45日間にわたって試験を実施した。C.アルビカンスおよびC.クルセイ参照株ならびにC.
アルビカンス臨床単離株を研究の期間培養し、維持した。
【０３１７】
材料：
　C.アルビカンスおよびC.クルセイナノ粒子：2つの粒子集団をそれぞれの種から生成し
た。その粒子は、ITS2領域内の種特異的配列に相補的なオリゴに共有コンジュゲートされ
ている（実施例10を参照）。粒子をTE（pH8）、0.1％ Tween中、4～8℃で保存して、使用
直前にDNAハイブリダイゼーション緩衝液中、0.097mMのFeに希釈した。
【０３１８】
　カンジダ株：C.アルビカンス参照株MYA2876（GenBank FN652297.1）、C.クルセイ参照
株24210（GenBank AY939808.1）、およびC.アルビカンス臨床単離株を使用してパネルを
実施した。使用した5つのC.アルビカンス単離株は、YPD上、室温で培養した。単一コロニ
ーを選択し、PBSで3回洗浄して、次に、全血スパイクの調製のために血球計により定量化
した。試料を凍結グリセロールストックとして-80℃で保存した。
【０３１９】
　ヒト全血：全血を健常なドナーから採取し、K2EDTAで処理して、洗浄した段階希釈カン
ジダ細胞を1E5～5細胞/mLの範囲の濃度でスパイクした。新鮮な血液中に調製した細胞ス
パイクを-20℃で保存した。
【０３２０】
　赤血球溶解緩衝液：10mMの重炭酸カリウム、155mMの塩化アンモニウム、および0.1mMの
EDTAを含有する低張溶解緩衝液を無菌濾過し、使用するまで室温で保存した。あるいは、
非イオン洗剤（例えば、Triton-X100とigepalの混合物、またはBrij-58）などの赤血球溶
解剤を使用することができる。
【０３２１】
　PCRマスターミックス：緩衝液、ヌクレオチド、プライマー、および酵素を含有するマ
スターミックス（5×反応緩衝液20μL、水22μL、10mMのdNTP 2μL、10μMの順方向プラ
イマー3μL、2.5μMの逆方向プライマー3μL、HemoKlenTaq 10μL、およびビーズ破砕し
た溶解物40μL）を調製し、室温で保存した。
【０３２２】
　粒子ハイブリダイゼーションマスターミックス：ナノ粒子コンジュゲート、塩、界面活
性剤、およびホルムアミドから構成されるマスターミックス（ホルムアミド78μL、20×S
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SC 78μL、1×TE＋0.1％ Tween 88.3μL、CP1-3'7.5μL、およびCP3-5'8.2μL）を使用直
前に調製した。
【０３２３】
　カンジダの機械的溶解において使用されるガラスビーズ（0.5mm）を酸中で洗浄し、オ
ートクレーブして、使用するまで室温で保存した。
【０３２４】
PCRプロトコール：
　全血試料中の病原体（例えば、カンジダ）を検出するためのワークフローの一般スキー
ムを図20に示す。プロトコールは、以下のとおりである：（i）ヒト全血スパイク試料を
室温に温め（約30分間）；（ii）赤血球溶解緩衝液1mLを各チューブに分割し；（iii）各
チューブを9000gで5分間遠心分離して、溶解血液を廃棄し；（iv）0.2ミクロン濾過したT
E 100μLを各チューブに分割し；（v）酸洗浄ガラスビーズ120mgを各チューブに加え；（
vi）各チューブを最高速度（約3000rpm）で3分間ボルテックスし；（vii）PCRマスターミ
ックスを含有するチューブに溶解試料50μLを分割し；（viii）以下のようにPCR反応をサ
イクルし：（最初の変性：95℃、3分間；95℃、20秒を30～40サイクル；62℃、30秒を30
～40サイクル；68℃、20秒を30～40サイクル；最終伸長：68℃、10分間；最終浸漬：4℃
）；（ix）熱サイクル後に各試料を簡単に遠心分離して、凝固した血液ペレットを形成し
；（x）増幅試料10μLごとに粒子マスターミックス5μLをチューブに分割し；（xi）得ら
れた混合物を十分に混合し、試料を95℃で3分間変性させ；（xii）穏やかにかき混ぜなが
ら試料を60℃で1時間ハイブリダイズさせ；（xiii）次に、粒子希釈緩衝液で試料を150μ
Lに希釈し、加熱ブロック中37℃で1分間平衡化して；かつ、（xiv）試料のT2をT2MR読み
取り装置を使用して測定した。
【０３２５】
試験結果
　ヒト全血におけるカンジダ・アルビカンス検出の再現性：C.アルビカンス感染ヒト全血
において、T2測定の再現性を決定するために、本発明者らは、8日間の研究を実施し、そ
の中で、同じドナーでスパイクおよび増幅させた試料を、毎日超常磁性粒子（n＝3）にハ
イブリダイゼーションさせて、得られたT2値を記録した。
【０３２６】
　同時再現性を図19Aに示すが、これは、一般的に、全ての測定量のCVが12％未満で緊密
な関係性がある。8日間にわたって観察された再現性を図19Bに示すが、カンジダの濃度範
囲にわたってCVが10％未満であり、陰性対照の場合は6％であった。10細胞/mLでの擬カン
ジダ感染血液と健常なドナー血液との間の平均の差が有意であったかどうかを、2つの集
団の両側スチューデントT検定を適用して決定した。得られたP値は0.0001未満であり、こ
れはその差が統計学的に有意であることを裏付けている。
【０３２７】
　カンジダ・アルビカンスおよびカンジダ・クルセイの検出および再現性に対する試料マ
トリクスの影響：6人のドナーからの健康な血液を、様々なC.アルビカンスまたはC.クル
セイ細胞（1E5細胞/mL～0細胞/mL）でスパイクした。カンジダ・アルビカンスでスパイク
した血液から、16の独立した実験を実施した。各実験は、1E5～0細胞/mLでスパイクした
血液のPCR増幅からなり、各増幅反応物を3連T2検出実験に付した；従って、C.アルビカン
スの場合、各試験濃度で合計48個のT2値が記録された（図21Aを参照）。最小試験濃度（1
0細胞/mL）では、本発明者らは、37％の確率でカンジダ・アルビカンスの検出に失敗した
（16の実験の内6つ）；しかし、100細胞/mLのカンジダ・アルビカンスでは、100％の確率
で検出した。このことは、C.アルビカンスのLODが10細胞/mL超であるが、100細胞/mL未満
であると示唆している。LODを良好に定義するために10CFU～100細胞/mLのより高い濃度を
試験する；しかし、本発明者らは、アッセイ性能に対して任意の大きなマトリクス効果が
観察されることを期待していない。これは、以下のようなT2測定のCVにより明らかである
：6人のドナーの血液において1E5細胞/mLでは12.6％、1E4細胞/mLでは13.7％、1E3細胞/m
Lでは15％、1E2細胞/mLでは18％、および0細胞/mLでは6％。このことは、アッセイが、10
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0細胞/mL以上のC.アルビカンス濃度において、ドナー血液試料を介して大きく性能が阻害
されることなく、確実に検出することができることを示唆している。
【０３２８】
　C.クルセイの参照株を使用して同じ実験を実施した。この場合、7つの独立した実験を
実施し、残りのスパイクした血液を血液培養分析用に保存した。本発明者らは、10細胞/m
Lでは実験のいずれにおいても検出しなかったが、100細胞/mLでは全ての実験で検出した
。このことは、LODが10～100細胞/mLであることを示唆している。LODを良好に定義するた
めに、100～10細胞/mLの細胞濃度の滴定を再度実施する必要があるだろう。濃度範囲にわ
たる測定のCVは、1E5細胞/mLでは10.5％、1E4細胞/mLでは9％、1E3細胞/mLでは12％、1E2
細胞/mLでは20％、10細胞/mLでは6.4％、および0細胞/mLでは5.2％であった。結果を図21
Bに示す。
【０３２９】
　検出限界の予備決定：5つのカンジダ・アルビカンス臨床単離株を、6つの異なるドナー
血液試料に1E4、1E3、5E2、1E2、50、10、5、および0細胞/mLの濃度でスパイクした。各
単離株を最低2つの異なるドナー血液試料にスパイクした。増幅反応をT2測定により検出
し、その結果を図22にプロットした。この研究内で正当な理由なくデータを除くことがな
いことに注意することが重要である。本発明者らは、5細胞/mLまたは10細胞/mLであった
とき、C.アルビカンスを50％の確率で検出できなかった；しかし、50細胞/mLであったと
き、C.アルビカンスを95％の確率で検出した。これらのデータは、異なる臨床単離株を使
用して生成した；各単離株は、異なるrDNA繰り返し数を含有し、これらの繰り返し数は、
菌株間で最大4倍変化し得る（すなわち、約50ユニット～200ユニット）。インプット標的
コピー数が菌株間でわずかに変化し、種間で確実に変化するため、極めて低い細胞数（す
なわち、10細胞/mL）で観察される絶対T2値に微妙な違いがあるだろう。本発明者らのま
さに予備的な研究に基づいて、データから10細胞/mLのカットオフが示唆される；しかし
、この決定は、試薬の最終調合ならびに装置/カートリッジがなければ行うことができな
い。これは、10細胞/mLにおいて、各反応がわずか4つの細胞しか含有しないため、C5～C9
5間隔を定義することが困難であることを示唆する。これより低い細胞数での滴定は、こ
の血液のインプット容量では難しくなる。ポアソン分布を使用して10細胞/mLで0細胞を含
有する反応物の数を計算することにより、反応物のわずか2％だけが細胞を含有しないこ
とを示す；しかし、5細胞/mLでは、反応物の13％がカンジダ細胞を含有せず、2細胞/mLで
は、反応物の約37％がカンジダ細胞を含有しない。アッセイの感度を10細胞/mLで95％ま
で増加させるために、本発明者らは、PCR反応に加えられる溶解物の量を40μLから50μL
に増加させ、患者の血液の量を400μLから800μL/反応に増加させることができる。
【０３３０】
　感度/特異度の予備決定：最初に、血球計を使用してインプットカンジダコロニー形成
単位の定量化を実施した；しかし、この場合、作業者は、出芽娘細胞を別個の細胞として
カウントした。本発明者らのデータは、細胞/mLではなくコロニー形成単位/mLで報告して
いるので、芽は定量化しないものとする。このエラーのため、数個の細胞/mLのカンジダ
が様々なスパイク濃度で存在し、本発明者らの10細胞/mLでの感度はわずか90％であり、
本発明者らの特異度は100％であった。本発明者らは、25細胞/mL以上で、100％の感度お
よび100％の特異度を観察した。全ての場合で、カンジダ細胞を接種した血液培養バイア
ルは、8日目に血液培養陽性であった。血液培養の初期設定が5日間のインキュベートであ
ることに留意すべきである；しかし、本発明者らの接種の多くが>5日のインキュベートを
必要とするので、本発明者らはこのインキュベーション時間を延長する必要がある。例と
して、表7は、血液培養に接種された4つの異なるC.アルビカンス臨床単離株で記録された
、接種から培養陽性までの時間を示す。
【０３３１】
　これらのスパイクした全血試料からのアリコート800μLで実施されたT2測定の結果を表
8に示す。全ての場合で、本発明者らは、25細胞/mL以上で検出が可能であったが、しかし
、本発明者らは、12細胞/mLでは臨床単離株C3を検出できなかった。この特定の方法比較
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実験では、CFUをコールターカウンターではなく血球計により定量化したことに注意する
ことが重要である。合計51個の血液培養ボトルに、血球計算板で定量化したカンジダ・ア
ルビカンス臨床単離株を接種して、35個の陰性血液培養バイアルをこの実験に含めた。25
細胞/mLより多い接種の結果を表8の分割表に示す。
【０３３２】
　（表７）4つの異なるカンジダ・アルビカンス臨床単離株で血液培養陽性結果が得られ
る時間

*注記：全ての血液培養陰性バイアルは陰性であり、t＝8日目で廃棄した
【０３３３】
　（表８）上記に示すインビトロでスパイクした血液試料の前培養におけるPCR増幅およ
びT2検出により得られたT2値（アッセイ時間、約3時間）

T2値（ミリ秒単位）は平均n＝3であり、反復測定ではCV10％未満である。
【０３３４】
　（表９）>25細胞/mLのC.アルビカンスでの感度/特異度を計算するために使用した分割
表

推定感度＝100×[TP/(TP+FN)]＝100％（95％の信頼区間＝93～100％）
推定特異度＝100×[TN/(FP+TN]＝100％（95％の信頼区間＝90～100％）
【０３３５】
　CFU定量の標準化は、本発明者らのアッセイ感度および再現性を改善した。27個の血液
培養ボトルからの予備結果を表10に示す。これらの予備結果から、本発明者らが10細胞/m
L以上で100％の感度および特異度を有することが示される。本発明者らは、また、C.クル
セイを使用して方法比較を開始した。予備結果（36個のバイアルから）を表11に示す。こ
の結果から、本発明者らが、カンジダ・クルセイにおいて、10細胞/mL以上で88％/100％
の感度/特異度、かつ、33細胞/mL以上で100％感度/100％特異度を有することが示される
。新しい血液培養一致率の比較の前に開始される別の重要な課題は、マルチプローブ粒子
の採用であった。この場合、C.アルビカンス検出のためのT2クラスター化反応は、アルビ
カンス/パラシローシス/トロピカリス多官能化粒子を使用して実施し、C.クルセイは、グ
ラブラータ/クルセイ多官能化粒子を使用して検出した。
【０３３６】
　（表１０）>10細胞/mLのC.アルビカンスでの感度/特異度を計算するための分割表

推定感度＝100×[TP/(TP+FN)]＝100％（95％の信頼区間＝81.4～100％）
推定特異度＝100×[TN/(FP+TN]＝100％（95％の信頼区間＝54～100％）
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【０３３７】
　（表１１）>10細胞/mLのカンジダ・クルセイでの感度/特異度を計算するための分割表

推定感度＝100×[TP/(TP+FN)］＝89％（95％の信頼区間＝71～98％）
推定特異度＝100×[TN/(FP+TN)］＝100％（95％の信頼区間＝66～100％）
【０３３８】
　臨床精度の予備評価：臨床精度は、2つ以上の臨床的状態、例えば、カンジダ性敗血症
と非カンジダ性敗血症の識別能力として定義される。受信者動作特性（ROC）プロットは
、試験の性能をグラフ化して記載するものであり、これは、感度（真の陽性画分）と特異
度（真の陰性画分）間の関係を説明する。臨床的精度（感度/特異度の組）は、決定レベ
ルのスペクトル全体について提示する。10細胞/mLおよび50細胞/mLの臨床単離株でスパイ
クした全血試料から生成したデータを使用して、2つのROCプロットを生成し、これを図23
Aおよび23Bに示す。曲線下面積は、診断精度（この場合、10細胞/mLまたは50細胞/mLで感
染させたカンジダ性敗血症患者と非カンジダ性敗血症患者を識別する能力）を定量化する
ために使用することが多い。10細胞/mLでは、曲線下面積は、0.72であり、これは、T2ア
ッセイが、10細胞/mLの感染レベルで、ランダムに選択されたカンジダ性敗血症の人で実
行された場合、そのT2値が非カンジダ性敗血症の人より高い確率が72％であることを意味
している。試験の臨床的精度は50細胞/mLでは極めて高く、曲線下面積は0.98である。こ
れはまた、この感染レベルのカンジダ性敗血症の人では、T2アッセイは、非カンジダ性敗
血症の人からの試料より高い値を与える確率が98％であることを示している。これは、50
細胞/mLの感染レベルでは優れた臨床精度である。100細胞/mL以上の試料については、そ
の面積が100％の臨床診断精度に変換されるため、ROCプロットは作製しなかった。最終臨
床精度は、臨床プラットフォームにおいて真の患者試料から決定する。
【０３３９】
　アッセイの所要時間：主要なアッセイ工程と推定時間は、以下である：（i）低張溶解/
遠心分離/ビーズ破砕（8分）；（ii）PCR（120分）；（iii）アンプリコンの粒子へのハ
イブリダイゼーション（30分）；（iv）均一磁場中、磁性促進凝集作用に付す（10分）；
および（v）移動および読み取り（10秒）。アッセイの処理時間は、試薬および機器の準
備を除いて約178分（約3時間）と推定される。これは、定量化に使用されるワークフロー
であるが、本発明者らは、より短いPCRおよびハイブリダイゼーション工程を用いた下記
の改変ワークフローが、同じ検出感度を生成することを実証した（図24を参照）（いくつ
かのカンジダ種（すなわち、グラブラータ）では生成したアンプリコンの量は減少したが
、疾患と正常間のΔT2はより小さかった）：（i）低張溶解/遠心分離/ビーズ破砕（8分）
；（ii）PCR（70分）；（iii）アンプリコンの粒子へのハイブリダイゼーション（30分）
；（iv）均一磁場中、磁性促進凝集作用に付す（10分）；および（v）移動および読み取
り（10秒）。この改変フローは、133分間、つまり2時間13分間のTATを生成する（かつ、
これは、高速サーモサイクラーに移動させる必要はない）。
【０３４０】
結論
　この試験は、下記の基準を有するカンジダ性敗血症の現在のT2ベースの分子診断アッセ
イを実証する：（i）5-1E5細胞/mL（5-log）の範囲における全血中のカンジダ・アルビカ
ンスの検出；（ii）10細胞/mL～1E5細胞/mLの範囲における全血中のカンジダ・クルセイ
の検出；（iii）>25細胞/mLにおける100％/100％の感度/特異度；（iv）>50細胞/mLの濃
度の98％より大きい診断精度；（v）全血とのアッセイ適合性（12個の異なるドナー血液
試料を使用して、大きなマトリクス効果は観察されない）；（vi）T2測定の再現性（同日
内で12％未満、8日間にわたって13％未満）；および（vii）アッセイ全体の所要時間が2
時間3分に減少。
【０３４１】
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　本発明者らは、より多いインプット容量のヒト血液で試験し、これらのより多い血液容
量で効率的な低張溶解が達成可能であり；さらに、10細胞/mLでの検出の再現性が増加し
たことを見出した。
【０３４２】
　50個の滴定物の2つの試料中に異物の混入を観察した。異物混入問題を減少させるため
に、PCR工程を検出工程と分けてもよい。さらに、アンプリコンを増幅不可能にするため
の化学的/生化学的方法を使用してもよい。例えば、ウラシルをPCR産物に組み込んでもよ
く、ウラシルNグリコシラーゼを用いて前PCRインキュベーションを実施してもよい。
【０３４３】
　本発明のシステムおよび方法の利点は、試料からタンパク質と非標的核酸を分離する必
要なく全血試料をアッセイできる能力を含む。DNA精製を通して標的核酸の損失を全く受
けないため（例えば、溶解後および増幅前に、Qiagenカラムに通すことで、感度の>10×
の損失をもたらす；かつ、全血の使用は、1％超の濃度で光学検出法を妨害する）、試料
間変動およびバイアス（DNA精製により導入され得る）は最小となり、感度は最大となる
。
【０３４４】
　敗血症性ショック患者の10％超がカンジダの保因者であり；これは、S.アウレウスおよ
び大腸菌に続く第三の最もよく見られる病原体であり、カンジダに感染した敗血症性ショ
ック患者はおよそ50％の死亡率である。カンジダは、院内感染症の第四番目の原因である
。これらの患者の迅速な同定は、適切な処置計画を選択するうえで重要である。
【０３４５】
実施例14. ウイルスアッセイ
　CMVゲノムDNAをCMVフリーの健康なドナー血液試料にスパイクして、このスパイクした
血液40μLを、総容量100μLのPCR反応に分割した。全血適合性好熱性DNAポリメラーゼ（T
2 Biosystems, Lexington, MA）および以下のように設計された典型的なユニバーサルプ
ライマーを使用して増幅を実施した：24mer末端-C6リンカー-CMV特異的配列、正確な配列
は以下のとおりである：

【０３４６】
　捕捉プローブ（すなわち、磁性粒子を修飾する核酸）が10mer領域にアニーリングする
ようにプライマーを設計した（10merは、5'または3'末端のいずれかにおいて異なってい
る）。反応チューブ中の最終プライマー濃度は300nMであり、PCRマスターミックスは、5m
M（NH4）2SO4、3.5mMのMgCl2、6％グリセロール、60mMのトリシン（pH8.7）を含む。5つ
の別々の試料の反応チューブをセットアップした。サイクルPCR反応は、95℃で3分間の最
初の変性、ならびに95℃で20秒；55℃で30秒；および68℃で20秒から構成される各サイク
ルに従った。30、33、36、39、および42サイクルで、反応チューブを取り出し、4℃で維
持した。全ての試料を準備したら、増幅試料10μLごとに粒子マスターミックス（6×SSC
、30％ホルムアミド、0.1％ Tween）5μLをチューブに分割して；得られた混合を十分に
混合し、95℃で3分間試料を変性させ；穏やかにかき混ぜながら試料を45℃で1時間ハイブ
リダイズさせ；次に、粒子希釈緩衝液（PBS、0.1％ Tween、0.1％ BSA）で試料を150μL
に希釈し、均一磁場中、磁性促進凝集作用に10分間付し、加熱ブロック中、37℃で1分間
平衡化して；かつ、T2MR読み取り装置を使用して、5つの別々の試料ごとにT2緩和時間を
測定した（図25を参照）。
【０３４７】
　捕捉プローブで修飾した磁性粒子が、10mer領域にアニーリングするようにプライマー
を設計し（10merは、5'または3'末端のいずれかにおいて異なっている）、特異的な増幅
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プライマーとの凝集についてのユニバーサルアーキテクチャを示す粒子を提供した。
【０３４８】
　図25で示されている結果は、本発明の方法およびシステムを使用して、リアルタイムPC
Rを実施し、かつ、全血試料中に存在する標的核酸の量についての定量的情報を提供する
ことができることを示す。
【０３４９】
実施例15. リアルタイムPCR
　以前の結果では、粒子がPCR反応中に存在したときに、アンプリコン産生が阻害される
ことを示した。本発明者らは、熱サイクルの間に粒子を反応チューブの側部に移動させる
ことで、アンプリコンの産生が可能になると仮説を立てる。ナノ粒子をPCR反応の間側壁
に維持するように、従って、PCR反応成分への妨害および粒子曝露を最小限にするように
簡単な磁性分離器/PCRブロックインサート（図26）を設計した。磁界を除いたら、粒子を
反応混合物中に完全に再懸濁することができる。
【０３５０】
　1つの実験において、本発明者らは、粒子がチューブの側部に隔離して、溶液に戻るこ
とができる割合を試験した。この実験では、1×TE中のC.アルビカンス（3'および5'）粒
子混合物100μL（約150ミリ秒、非クラスター化T2ベースライン）を、95℃でのクラスタ
ー化/非クラスター化プロセスに3回通した。この後に下記のプロトコールを続けた：（i
）ボルテックス、37℃で1分間のインキュベート、T2の測定；（ii）磁気PCRインサート上
で95℃にて5分間の加熱；（iii）37℃で1分間のインキュベート、T2の測定；（iv）15秒
間のボルテックス、37℃で1分間のインキュベート、T2の測定；および（v）工程（ii）へ
移行する。この実験の結果を以下の表12に示す。
【０３５１】
　（表１２）

【０３５２】
　表12に示すように、完全に可逆的なナノ粒子のクラスター化は、試験した磁性分離器を
使用したときに95℃で実証された。粒子は、95℃で少なくとも3回のクラスター化/非クラ
スター化サイクルで安定である。
【０３５３】
　本発明者らは、次に、反応溶液中、ナノ粒子の存在下でのPCRの効率を試験した。PCRを
、以下の2つの条件下で実施した：（1）ナノ粒子が溶液中に完全に分散している；および
（2）磁気インサートを使用して、ナノ粒子がPCR試験チューブの側壁で濃縮されている。
【０３５４】
　3つのPCR反応（ナノ粒子が試験チューブの壁上に濃縮されている；ナノ粒子が溶液中に
完全に分散している；およびナノ粒子なし）を、出発材料としてC.アルビカンスのゲノム
DNAを使用してセットアップした。成功した標的DNA増幅を、ゲル電気泳動を使用して検証
した。Seramag粒子で修飾した捕捉プローブを使用した。
【０３５５】
　事前に作製したPCR混合物と100コピーのC.アルビカンスのゲノムDNAを出発材料として
使用して、非対称（4：1）PCR反応をセットアップした。1×TE中のC.アルビカンス捕捉粒
子混合物（3'および5'）を、反応物（1）および（3）に加えた（ベースライン、約150ミ
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リ秒）。コントロール反応（2）はナノ粒子を加えなかった（図27）。
【０３５６】
　PCRの間、ナノ粒子が溶液中に存在したとき（溶液中に分散または磁界により試験チュ
ーブの側壁に濃縮）、PCR産物の形成において違いが観察されなかった。従って、捕捉プ
ローブで修飾したナノ粒子はPCRを妨害しない。ゲル電気泳動により明らかなように、溶
液中にナノ粒子が存在した反応と存在しない反応で同等の量の生成物が生成した。また、
PCRプロセスの間、試験チューブの側壁へのナノ粒子の磁気濃縮は、PCRに影響を及ぼさな
い。
【０３５７】
実施例16. カンジダアッセイおよび臨床データ
　迅速、正確、および再現性のある分子診断検査を、10細胞/mLの検出限界（LOD）および
2時間未満で終わる時間で、ヒト全血中の5つのカンジダ種を直接検出するために開発した
。アッセイの臨床性能は32個の遮光した臨床標本を使用して決定し、この研究において、
本発明者らは、100％のカンジダ性敗血症患者試料中で原因となるカンジダ種を正確に同
定しながら、血液培養との100％陽性および100％陰性一致率を観測した。本発明者らは、
さらに、アッセイをカンジダ陽性患者から採血した血液標本に適用したところ、抗真菌薬
処置の時間の経過と一致してカンジダの検出が減少することが観察された。この診断法は
、迅速で自動化が可能であり、かつ、臨床医に複雑な生物学的標本中の複数のヒト病原体
を検出する機会を提供する。
【０３５８】
磁気共鳴緩和計
　記載の条件下で目的としたアッセイを実施するために、小型の磁気共鳴（MR）システム
を正確なT2緩和測定のために設計および構築した。このシステムは、温度調節により37℃
で維持され、かつ、22～24MHzのプロトン動作周波数に相当するおよそ0.5Tのサマリウム
コバルト永久磁石を含有する。全ての標準MR構成部品：高周波プローブ、低ノイズ前置増
幅器および送信電子機器、分光計台、ならびに温度調節ハードウェアは、システム内にパ
ッケージングされる。本システムは標準AC電源入力を使用し、かつ、イーサネットを介し
て外部コンピューターに接続されている。分かりやすいグラフィカル・ユーザー・インタ
ーフェースにより使用者が実験パラメーターを設定することが可能である。
【０３５９】
　本システムは、標準的な0.2mLPCRチューブ中の試料で対応可能なように設計された。電
子機器ならびにコイルを、適用可能な試料容量の測定精度が改善されるように最適化する
ことで、T2の単一スキャン実行間の0.1％未満のCVを達成することが可能になった。装置
間の変動性は、システム構成要素の2％未満の最小精度要件であり校正を必要としない。
【０３６０】
ナノ粒子センサーコンジュゲーションおよび特性評価
　800nmの総粒子直径を含む高分子マトリクスに組み込まれた非常に多くの酸化鉄ナノ結
晶からなる、800nmのカルボキシル化酸化鉄超常磁性粒子（Demas et al., New J. Phys. 
13 : 1 (2011)を参照）を、標準的なカルボジイミド化学を使用して、アミノ化DNAオリゴ
ヌクレオチドにコンジュゲートした。DNA誘導体化ナノ粒子を1×トリスEDTA（pH8）、0.1
％Tween-20中、4℃で保存した。ナノ粒子コンジュゲートの鉄濃度は、Owen et al., J Im
munol Methods, 73 :41 (1984)に記載のように、粒子を6MのHC1に溶解させて、続いて、
ヒドロキシルアミン塩酸塩および1，10-Ｏ-フェナントロリンを加えて、その後、分光光
度検出により測定した。次に、リン酸ナトリウムハイブリダイゼーション緩衝液4×SSPE
（600mMのNaCl、40mMのリン酸ナトリウム、4mMのEDTA）中、5つの異なるカンジダ種から
の真菌ITS2配列と同一の配列である希釈した合成オリゴヌクレオチド標的を使用して、ハ
イブリダイゼーション誘導凝集化反応を実施することにより、オリゴヌクレオチド誘導体
化粒子を官能化性能試験に供する。凝集化反応の可逆性は、凝集化反応物を95℃の熱変性
工程に付し、T2測定を実施して、かつ、60℃でハイブリダイゼーション、続いて、第二の
T2測定を繰り返し行うことにより確認した。
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【０３６１】
PCRプライマーおよびナノ粒子捕捉プローブの設計
　カンジダゲノムの介在転写スペーサー2（ITS2）領域を増幅する5.8Sおよび26SrRNA配列
に相補的な、ユニバーサル汎カンジダPCRプライマーを設計した。非対称に増幅されたPCR
産物の5'および3'末端それぞれのネステッド配列に相補的な、一対のオリゴヌクレオチド
捕捉プローブを設計した。アンプリコンの5'末端にハイブリダイズする捕捉プローブを3'
アミノ化し、アンプリコンの3'末端にハイブリダイズする捕捉プローブは5'アミノ化した
。ポリTリンカー（n＝9～24）は、捕捉プローブ配列のアミノ基と第一ヌクレオチド塩基
の間に付加させる。HPLC精製したPCRプライマーおよび捕捉プローブは、IDT Technologie
s（Coralville, IA）から入手した。
【０３６２】
阻害コントロール設計
　PCR増幅を阻害する全血標本中でカンジダ種とモニタリング因子を共増幅するように、P
CR阻害コントロールを設計した。カンジダrRNAオペロンの5.8Sおよび26S領域と同一の配
列である30個のヌクレオチドフランキング配列を含有するように合成鋳型を設計した。こ
の鋳型中の内部配列は、無作為に混ぜたC.アルビカンスアンプリコンから構成される。カ
ンジダの非対称PCR反応物中の過剰に増幅した鎖に相補的な捕捉プローブを設計した。阻
害コントロールと同一の配列である合成オリゴヌクレオチドウルトラマー（ultramer）を
IDT（Coralville, IA）から入手した。オリゴヌクレオチドを2×SSC中5μMの濃度でアニ
ーリングさせ、標準的な方法を使用して、HindII/EcｏRVで消化したpBR322（NEB,Ipswich
, MA）にクローニングした。エレクトロコンピテント大腸菌 K12細胞に、ライゲーション
反応物1μLをエレクトロポレーションすることにより形質転換を行って、100μg/mLのア
ンピシリンを含有するLuria Bertani（LB）寒天プレートに形質転換体をプレーティング
した。2つのアンピシリン耐性コロニーを選択し、LBアンピシリン培地2mL中で培養した。
プラスミドミニプレップ、続いて、制限酵素マッピングを実施して、正しいインサートを
含有するクローンを確認した。次に、サンガージデオキシ配列決定を実施し（Seq Wright
, Houston, TX）、コントロールのクローニングが成功したかを確認して、正しいインサ
ートを有するクローンでDNAマキシプレップを実施した。増加濃度の全5種のカンジダの存
在下で阻害コントロールの滴定を実施して、再現性良く検出することができる阻害コント
ロールの最小濃度を決定した。公知のPCR干渉物質（SDS、ヘパリン、エタノール）の滴定
物の存在下でPCR反応を実施し、コントロールの増幅が阻害されたかを実証することによ
り、阻害コントロールの機能の確認を実証した。
【０３６３】
カンジダ培養およびインビトロスパイクした試料の調製
　MYA-2876、ATCC2001、ATCC24210、ATCC66029、およびATCC22019は、インビトロスパイ
クした全血標本を調製するために使用されるC.アルビカンス、C.グラブラータ、C.クルセ
イ、C.トロピカリス、およびC.パラプシローシス実験室参照株である（ATCC, Manassas, 
VA）。酵母を酵母ペプトンデキストロース寒天プレート（YPD）上で培養し、25℃でイン
キュベートした。単一のコロニーを選択し、リン酸緩衝生理食塩水（PBS）中に懸濁した
。Accugenix（Newark,Delaware）でのITS2配列決定により種を検証した。次に、細胞を低
速遠心分離（3000g、2分間）に付して、新しいPBSで3回洗浄した。次に、PBSで洗浄した
細胞のアリコートを、20mLのAccuvette中、ISOTON II希釈剤（Beckman Coulter, Brea, C
A）で希釈し、製造業者の使用説明書に従って、Multisizer4コールターカウンター（Beck
man Coulter, Brea, CA）で細胞を定量化した。次に、500～5細胞/PBS緩衝液100μLの濃
度範囲に細胞を段階希釈した。K2EDTAバキュテナーチューブ（BD Diagnostics, Franklin
 Lakes, NJ）中に無菌回収した新しいヒトの健常なドナー血液をProMedXから得た。典型
的には、ヒト血液5mLに、定量したカンジダ細胞100μLをスパイクした。次に、全血スパ
イク試料をアッセイにおいてすぐに使用した。
【０３６４】
全血PCR
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　以前に記載の方法を使用して、全血試料1mL中で赤血球溶解を実施し（Bramley et al.,
 Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, 241 :752 (1971) and Wessels
 JM, Biochim Biophys Acta., 2: 178 (1973)を参照）、次に、低速遠心分離を実施して
、上清を除去し、廃棄した。次に、阻害コントロール1500コピーを含有するトリスEDTA（
TE）緩衝液（pH8.0）100μLを回収したペレットに加え、その懸濁液を機械的な溶解に付
した（Garver et al., Appl. Microbiol., 1959. 7:318 (1959); Hamilton et al., Appl
. Microbiol., 10: 577 (1962); and Ranhand, J.M., Appl. Microbiol., 28:66 (1974)
を参照）。次に、溶解物50μLを、デオキシヌクレオチド、PCRプライマーおよび全血適合
性好熱性DNAポリメラーゼ（T2 Biosystems, Lexington, MA）を含有する非対称PCRマスタ
ーミックス50μLに加えた。下記のサイクルパラメーターを使用して熱サイクルを実施し
た：95℃で5分間の熱変性、95℃で30秒の熱変性工程、62℃で20秒のアニーリング工程、
および68℃で30秒の伸長工程から構成される40サイクル、ならびに68℃で10分間の最終伸
長。
【０３６５】
ハイブリダイゼーション誘導凝集作用アッセイ
　得られた増幅反応物15μLを0.2mLの薄壁PCRチューブに分割し、リン酸ナトリウムハイ
ブリダイゼーション緩衝液（4×SSPE）中、1反応あたり0.2mMの鉄の最終鉄濃度でオリゴ
ヌクレオチド誘導体化ナノ粒子の組とインキュベートした。ハイブリダイゼーション反応
物を、撹拌速度1000rpmに設定した振とうインキュベーター（Vortemp, LabNet Internati
onal）内で、95℃で3分間インキュベートし、続いて、60℃で30分間インキュベートした
。次に、ハイブリダイズした試料を、37℃の加熱ブロックに入れ、温度をMR読み取り装置
の温度に3分間平衡化する。次に、各試料を5秒間のボルテックス工程（3000rpm）に付し
て、T2測定のためにMR読み取り装置に挿入する。
【０３６６】
カンジダ患者試料の回収プロトコール
　血液培養（T＝0）用に採取した標本と同じ日にK2EDTAバキュテナー（BD）に採血した血
液検体廃棄物を、Massachusetts General Hospital（MGH）またはHouston University Ho
spitalの臨床血液学研究室から得た。血液培養陽性結果を有する患者から標本を回収し、
分類した。試料を元のバキュテナー中に-80℃で保存し、遮光した検体回収物を氷上で一
晩かけてT2 Biosystemsに送った。臨床試料の回収プロトコールは、適切なHuman Researc
h Committeeにより概説されている。
【０３６７】
統計分析
　プロビットモデリングを使用して、種ごとに検出限界を決定した。種ごとに90％の検出
レベルおよび95％の信頼区間を計算した。それぞれの生のT2シグナルをアッセイのバック
グラウンドに対してT2ミリ秒として変換した。検出限界、スパイクした標本と培養の一致
率、臨床標本における感度および特異度、ならびにカンジダクリアランスを測定するため
の連続アッセイの分析のための統計的計算に、SAS v. 9.1.3（Cary, NC）を使用した。
【０３６８】
カンジダのT2 MR検出と血液培養の一致率
　カンジダ診断の現在の至適基準は血液培養である。インビトロスパイクした健常なドナ
ー全血標本を、0、33、および100細胞/mLの濃度のC.アルビカンスおよびC.クルセイの実
験室参照株、ならびにC.アルビカンスの臨床単離株を使用して調製した。小児科用BACTEC
血液培養バイアル（BACTEC Peds Plus/F vials, Beckton Dickenson）に、T2MRにより評
価したインビトロスパイクした標本のアリコートを接種した。カンジダ細胞を接種した血
液培養バイアルは、全ての場合で8日目に血液培養陽性であった。全体で、133個の血液培
養ボトルに、90個のカンジダでスパイクした血液試料（33細胞/mLの接種）または43個の
陰性血液試料を接種した。T2MRと血液培養の間で98％の陽性一致率および100％の陰性一
致率が観測された。
【０３６９】
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臨床標本データ
　T2MRカンジダアッセイの臨床性能を試験するために、K2EDTA全血患者標本を得た。敗血
症の症状を呈する患者を培養用に採血した。血液試料保持物（retain）を血液学研究室内
にて4℃で保存し、転帰が、カンジダに血液培養陽性、菌血症に血液培養陽性、またはそ
のプラットフォームで実行される試料の範囲を良好に表す血液培養陰性であったかどうか
T2MRについて選択した。14個の試料はカンジダ性敗血症患者から、8個の試料は菌血症患
者から、かつ10個の試料は血液培養陰性患者からである。図29は、全32個の患者試料で測
定したT2値を示す。各標本1mLを使用して単一PCR反応を実施した。750コピーの内部阻害
コントロールを各PCR反応に加えた。カンジダ陰性試料の中で、平均内部コントロール（I
C）シグナルは279ミリ秒であり、18個のカンジダ陰性標本にわたってCVは25％であった。
ICシグナルが、識別閾値未満であったことはなく（128ミリ秒、カンジダ陰性検出反応に
おいて測定された平均T2に加えた5標準偏差）、このことは、全ての陰性が真の陰性であ
り、阻害物質が全血試料と共に存在しなかったことを示唆する。検出反応はIDSAガイドラ
インに基づくマルチプレックスであり、3つの結果が以下のように報告された：C.アルビ
カンスまたはC.トロピカリス陽性；C.クルセイまたはC.グラブラータ陽性；およびC.パラ
プシローシス陽性。カンジダ陰性標本において測定された平均T2は114ミリ秒であり、こ
れらの測定のCVは2.4％であり、識別閾値（カンジダ陰性検出反応において測定された5標
準偏差とカンジダ陰性標本において測定された平均T2を加えることにより計算された）は
128ミリ秒であった。カンジダに陽性の標本では、ICシグナルは増幅試薬に対する競合に
起因して抑制された。高C.アルビカンスの場合では、C.パラプシローシス粒子（例えば、
患者試料＃3）を用いた検出でいくつかの交差反応が観察されたが、しかし、このシグナ
ルはカットオフ（20ミリ秒）を大きく超えることなく、C.アルビカンスとC.パラプシロー
シスの両方がフルコナゾールに感受性であるため、抗真菌薬療法において違いが生じない
。
【０３７０】
　T2MRで同定に成功したC.アルビカンス、C.パラプシローシス、またはC.クルセイの14個
の試料は、血液培養、その後の、Vitek 2生化学的カードにより陽性であると確認した。
さらに、検出は、カンジダ属に特異的であっが、大腸菌、腸球菌属、黄色ブドウ球菌、ク
レブシエラ・ニューモニエ、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、またはα溶血性連鎖球菌を有
する菌血症患者試料は陰性のままであった。
【０３７１】
　カンジダクリアランスのモニタリングにおけるアッセイの有用性を実証するために、カ
ンジダ性敗血症を疑う症状、例えば、抗生物質を投与した後に持続性の発熱を示す2人の
患者から連続的に採取した試料を試験した。血液培養用の採血と同じ日にT2MR用の採血を
行った。次に、患者Aでは9日間にわたって、患者Bでは5日間にわたって監視培養物を採取
した。図3は、両方の患者についてT2MR法を用いて得られた結果を示す。患者Aから培養用
に採血し（t＝0）、カンジダ性敗血症と診断して、血液培養（t＝l）の翌日にミカファン
ギン（C.グラブラータ）を静脈内投与した。t＝0日目、t＝3日目、t＝7日目、t＝8日目、
t＝9日目にT2MRを用いて全血標本を試験した。得られたT2MR値は、t＝0では320ミリ秒、t
＝3では467ミリ秒、t＝7では284ミリ秒、t＝8では245ミリ秒、かつ、t＝9では117ミリ秒
（カットオフ未満）であった。続いて、3日目および8日目に採血した血液培養物は、培養
陽性までにそれぞれ24および48時間要した。一連の連続的に採取した標本を患者Bから得
た。0日目にT2MRを用いてC.アルビカンスを正確に検出した（T2＝426ミリ秒）。血液培養
は2日目に陽性になり、C.アルビカンスの同定を続けた。患者にミカファンギンを投与し
た翌日、C.アルビカンスのT2MRが明らかに激減し（T2＝169ミリ秒）、抗真菌薬処置を開
始した3日後以降、C.アルビカンスは検出されなかった。全ての試験は、高速ブロック式P
CRサーモサイクラーおよび速度を最適化していない3工程の熱サイクル手順を使用して総
処理時間2時間で完了した。
【０３７２】
結論
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　本発明者らは、非光学的検出の利点を活用して、検体精製を除去することにより、より
迅速な所要時間およびより再現性の高い結果を得ることが可能となる、臨床上重要な5つ
のカンジダ種を検出することができる、全血T2MRカンジダアッセイを開発および検証した
。非対称PCRを使用して、全血中で直接カンジダゲノムのITS2領域を特異的に増幅するこ
とにより、臨床的に関連する検出感度を達成した。オリゴヌクレオチド誘導体化ナノ粒子
の2つのプールを、一本鎖アンプリコンの各々の末端にハイブリダイズさせるT2検出方法
を開発した。従って、アンプリコンは粒子間テザーとして働き、水分子中のプロトンのス
ピン-スピン緩和時間測定（T2）において測定可能で再現性のある変化を生成するナノ粒
子凝集作用を誘導する。本発明者らは、さらに、患者試料に存在し得るPCR阻害剤をモニ
タリングするための内部阻害コントロールを構築および実施した。
【０３７３】
　本アッセイは、コールターカウンターにより定量化し、かつ、健常なドナー全血にスパ
イクした参照株および臨床単離株を使用して評価した。アッセイの再現性は、C.アルビカ
ンスでスパイクした血液（同じ試料、同じ作業者、同じ装置）を使用して10日間かけて測
定し、かつ、本発明者らは、全動的応答範囲（0～1E5細胞/mL）で、12.8％（n＝30）未満
のCVを観察した。≦10細胞/mLの分析感度および検出限界が、C.アルビカンス、C.トロピ
カリス、C.クルセイ、およびC.パラプシローシスで測定され、かつ、>10細胞/mLでは、C.
グラブラータの場合に10細胞/mLで92.5％検出された。証明されてはいないが、より高いL

ODがC.グラブラータで観察された原因として考えられるものは、他のカンジダ種は二倍体
であるがC.グラブラータは天然に半数体として存在することが公知であるため、他の疑わ
れるカンジダ属と比較してC.グラブラータにおいてrDNAオペロンコピー数が減少すること
であるかもしれない。カンジダ診断の至適基準との一致率は高く、133個のインビトロス
パイクしたC.アルビカンスおよびC.クルセイ試料で観測された98％陽性および100％陰性
一致率であった。結果が得られる時間はT2カンジダ試験の場合2時間であったが、血液培
養陽性までの時間は、典型的には、C.アルビカンスでは2日間、かつ、カンジダ・クルセ
イでは約1日間（18～24時間）であったことに留意すべきである。
【０３７４】
　32個の臨床標本は、血液培養の結果と同様である。測定されたT2は、平均に加えた、カ
ンジダ陰性標本で測定されたT2値の5標準偏差で確立されたカットオフを超えていた。こ
の場合、閾値は128ミリ秒（n＝54）であった。内部コントロールが、全32個の反応物中で
、カンジダ陽性患者において観測されたICシグナルの減少、およびカンジダ陰性標本（n
＝18）にわたって25％のCV（279ミリ秒の平均T2）で検出されたように、本発明者らがPCR
反応の阻害を観察した事例はなかった。交差反応が菌血症標本（n＝8）のいずれにおいて
も観察されなかったので、本アッセイは、カンジダ検出に非常に特異的である。カンジダ
陽性標本が正確に同定され、原因となるカンジダ属が正確に同定され、かつ、全てにおい
て2時間内に結果が出た。
【０３７５】
　抗真菌薬療法の投与後のカンジダクリアランスの迅速検出を提供するこのアッセイの可
能性もまた実証した。患者試料の2つのセットを採取し、これをT2MRに付した（図3）。患
者Aにおいて、0日目および3日目にC.グラブラータについて中～高いT2シグナルが観測さ
れ、抗真菌剤は1日目に投与した。後日、C.グラブラータのシグナルの減少が観測された
が、抗真菌薬処置の8日後には観測不可能であった。強いC.アルビカンスのシグナルが0日
目に患者Bで測定され、かつ、抗真菌薬投与の1日後にT2シグナルの激減（306ミリ秒のΔT

2）が観測されたが、抗真菌薬処置の2日後には観測不可能であった。予備的ではあるが、
このデータは、この試験を処置の有効性およびカンジダクリアランスをリアルタイムにモ
ニタリングするために使用することができることを示唆している。
【０３７６】
　結論として、本発明者らは、5つの最もよく見られるカンジダ種により引き起こされる
カンジダ性敗血症の診断のための高感度および特異的な試験を開発した。早期の臨床結果
は心強く、かつ、迅速な診断および種の同定が達成可能であり、適切な抗真菌薬による早
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期処置を促進するだけでなく、カンジダクリアランスをモニタリングする手段も提供する
ことができることを示す。本発明者らは、このナノ粒子ベースのT2MR法が、様々な標本型
および病原体における感染性疾患の診断に広く適用することができることを予測する。
【０３７７】
実施例17. Fabを利用したタクロリムスアッセイ
　タクロリムスアッセイは、赤血球および結合タンパク質からタクロリムスを遊離させる
ために抽出されたEDTA全血試料を使用して実施される、均一競合イムノアッセイである。
アッセイの重要な要素は、高親和性のタクロリムス抗体、信頼性の高い抽出方法、ならび
に特異的凝集を促進および非特異的凝集を最小化するために選択された緩衝液システムの
改善である。本アッセイのこのバージョンは、タクロリムスに高親和性の組み換え一価Fa
bを利用する。
【０３７８】
　タクロリムスアッセイは、全血キャリブレーター、市販の全血コントロール、スパイク
試料および患者試料を使用して評価した。
【０３７９】
　アッセイ試薬は、下記を含む：（a）BSA、および一価Fab抗体で連続的にコンジュゲー
トし、かつ、mPEG-チオール＋NEMでブロッキングした244nmの粒子（粒子は、アッセイ緩
衝液中0.2mMのFeに希釈する）；（b）タクロリムスとBSAのインプット比10：1でBSAにコ
ンジュゲートしたC22改変タクロリムス（アッセイ緩衝液中600ng/mLに希釈した）；（c）
100mMのグリシン（pH9.0）、1％ BSA、0.05％ Tween80、150mMのNaCl、および0.05％Proc
linのアッセイ緩衝液；および（d）dH2O中70％ MeOH、60mMのZnSO4の抽出試薬。
【０３８０】
　全血キャリブレーターを、100％ MeOH中1mg/mLのSigma FK506ストックを使用して調製
した。EDTA全血に様々なレベルのタクロリムス溶液をスパイクした。スパイクした血液を
穏やかに混合しながら37℃でインキュベートし、次に、分割および凍結するまで一晩4℃
で保存した。標的レベルは、0、1、2、5、10、20、50、100、および250ng/mLのタクロリ
ムスである。キャリブレーターは、アーキテクトタクロリムスアッセイによる数値割り当
てのために外部の研究室に提供した。試料を質量分析によりアッセイした。結果は、理論
値対実測値の割り当てに対して、0.9998の相関を示す。
【０３８１】
　品質コントロールは、3つのレベルのUTAK免疫抑制マトリクスコントロールから構成さ
れる。患者試料は、タクロリムス療法を受けている移植患者から得た。
【０３８２】
　試験プロトコールは以下のとおりである：
（i）全ての試料、キャリブレーター、QCおよび試薬を室温に平衡化し、穏やかに反転さ
せることにより混合する。
（ii）200μLの試料、キャリブレーター、またはQC材料を1.5mL遠心分離チューブにピペ
ットで移す。抽出試薬200μLを加え、30秒ボルテックスする。試料を室温で2分間インキ
ュベートし、10,000rpmで5分間遠心分離する。清澄な上清をきれいなチューブに移し、ア
ッセイ緩衝液を使用して2.5×希釈物を調製する。
（iii）希釈抽出物10μLおよび希釈粒子10μLを反応チューブにピペットで移し、ボルテ
ックスで混合して、37℃で15分間インキュベートする。BSA-tacコンジュゲート20μLを反
応チューブにピペットで移し、ボルテックスで混合して、37℃で15分間インキュベートす
る。試料を、勾配磁場中、6サイクルの磁性促進凝集作用に付す（12分間）。ボルテック
スで混合して、37℃で5分間インキュベートし、T2読み取り装置を用いて37℃で読み取る
。
【０３８３】
　キャリブレーターを試験ごとに3連で試験した（合計6回の実行）。個々の実行データを
、Windows用GraphPad Prism 5 バージョン5.02（GraphPad Software, San Diego Califor
nia USA）を使用して、5PLモデルに適合させた。0キャリブレーターを0.01ng/mLとして入
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れ、曲線モデルで使用した。得られた校正曲線（ランキャリブレーション）を使用して、
実行に含まれる全てのキャリブレーター、全血スパイク、QCおよび患者試料のタクロリム
ス濃度を逆計算した。
【０３８４】
　また、キャリブレーターごとに全3日間にわたる研究（n＝18）データを適合させること
により、マスター校正曲線（master calibration curve）を得た。マスター曲線を使用し
て全ての試料を逆計算し、得られたタクロリムスレベルを、ランキャリブレーションを使
用して得られたものと比較した。
【０３８５】
　13個のメンバー（9個のキャリブレーター、3個のコントロールおよび1個のスパイクし
た全血試料）から構成される再現性パネルを、1日あたり2回の実行で3日間にわたり3連で
試験した（合計18連）。研究期間中、キャリブレーターを-80℃で保存し、コントロール
および全血スパイクを4～8℃で保存した。
【０３８６】
　ランキャリブレーション曲線、ならびにGraphPrismのマスター曲線を使用して試料濃度
を予測した。実行以内、1日以内、一日毎および全体の正確さを、MiniTab15を使用してAN
OVAにより計算した。
【０３８７】
　ランキャリブレーション法を使用して予測したデータは、約3～210ng/mLのタクロリム
ス濃度範囲にわたって、＜25％ CVの全体の不正確さを示した。
【０３８８】
　分析感度を2SD法により計算した。0キャリブレーターの18連の標準偏差を決定した。次
に、最大T2でのタクロリムスレベル（曲線適合のトップ漸近線）-2SDを計算して、マスタ
ー校正曲線を使用して濃度を予測した。分析感度は、0.8ng/mLである。
【０３８９】
　タクロリムス抗体の開発およびスクリーニングの間、5つのタクロリムス代謝産物に対
して抗体特異性を評価した。5つの代謝産物のそれぞれを用いてELISA阻害を実施し、5つ
の親和性成熟クローンおよび交差クローニングによる追加の親和性成熟を有する7つのク
ローンについて遊離タクロリムスと比較した。2つの交差クローンおよび最先端のマウス
モノクローナルRUO抗体についてのデータを下記に示す。観察された交差反応だけが、15-
O-デスメチル代謝物にわずかに反応性であった。
【０３９０】
　タクロリムスアッセイ性能のまとめを下記に表で示す。
【０３９１】
　（表１３）

【０３９２】
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実施例18. 核酸検体の検出のためのナノ粒子の調製
　単一プローブ粒子の調製：800nmの総粒子直径を含む高分子マトリクスに組み込まれた
非常に多くの酸化鉄ナノ結晶からなる、800nmのカルボキシル化酸化鉄超常磁性粒子（Dem
as et al., New J. Phys. 13:1 (2011)を参照）を、使用前にマグネティックラックを使
用して洗浄した。磁性粒子を、ヌクレアーゼフリー水66μL、250mMのMES緩衝液（pH6）20
μL、およびアミノ化プローブ（IDTから得た）4μL中に、調製する粒子1mgあたり1mMの濃
度で再懸濁した。3'アミノ化プローブ粒子および5'アミノ化プローブ粒子を調製した（例
えば、C.パラプシローシス用のプローブ）。プローブを粒子に加え、チューブを保持する
ための発泡体ホルダーを備えたボルテックスミキサーを使用して懸濁液をボルテックスし
た。粒子が跳ねることなくよく懸濁するような速度にボルテックスミキサーを設定した。
次に、N-エチル-N'-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩（EDC）を水に溶
解させ、ボルテックスしている粒子-プローブ混合物にすぐに加えた。次に、チューブを
閉管し、インキュベーター内で回転させながら、37℃で2時間インキュベートした。次に
、チューブをマグネティックラックに入れ、反応流体を除去した。粒子を以下のように、
連続して洗浄した（125μL/mg粒子）：水、水、0.1Mイミダゾール（pH6.0）（回転させな
がら37℃で5分間インキュベートしながら）、水、0.1M重炭酸ナトリウム（pH8.0）（回転
させながら37℃で5分間インキュベートしながら）、水。次に、粒子を、0.1M重炭酸ナト
リウム（pH8.0）中、回転させながら60～65℃での1時間の加熱-加圧に付した。加熱-加圧
した後、チューブをマグネティックラックに入れることにより重炭酸塩を除去した。次に
、粒子を、保存緩衝液（トリスEDTA、0.1％ Tween20）中に再懸濁し、ボルテックスした
。保存緩衝液を除去し、保存緩衝液の最後の100μLを粒子調製物に加えた。粒子を2～8℃
で保存し、粒子の鉄濃度を決定するための鉄試験を用いて定量化して、標的核酸に対して
試験した（例えば、C.パラシローシスのITS2オリゴ滴定）。カンジダアッセイでは、粒子
を、防腐剤として0.09％アジ化ナトリウムを補充した8×SSPE中で希釈する。
【０３９３】
　二重プローブ粒子の調製：二重プローブ粒子の調製は、磁性粒子に加える前に第二のプ
ローブ（例えば、3'アミノ化C.アルビカンス）および第一のプローブ（例えば、3'アミノ
化C.トロピカリス）の等量を混合する以外は、上記と同じ手順である。同様に、磁性粒子
に加える前に5'アミノ化プローブの等量を混合した。
【０３９４】
実施例19. カンジダアッセイの改良
　実施例16のカンジダアッセイの検出限界は、ペレットを洗浄することにより改善された
。全血2.0mLを、TRAX赤血球溶解緩衝液（すなわち、ノニルフェノキシポリエトキシエタ
ノール（NP-40）と4-オクチルフェノールポリエトキシレート（Triton-X100）の混合物）
100μLと混ぜ合わせ、約5分間インキュベートした。試料を6000gで5分間遠心分離して、
得られた上清を除去し、廃棄した。ペレットを洗浄するために、ペレットをトリスEDTA（
TE）緩衝液（pH8.0）200μLと混合し、ボルテックスに付した。試料を再び6000gで5分間
遠心分離して、得られた上清を除去し、廃棄した。洗浄工程に続き、ペレットをTE緩衝液
100μLと混合し、激しく撹拌しながらビーズ（例えば、0.5mmガラスビーズ、0.1mmシリカ
ビーズ、0.7mmシリカビーズ、または異なるサイズのビーズの混合物など）で破砕した。
試料を再び遠心分離した。次に、得られた溶解物50μLを、デオキシヌクレオチド、PCRプ
ライマーおよび全血適合性好熱性DNAポリメラーゼ（T2 Biosystems, Lexington, MA）を
含有する非対称PCRマスターミックス50μLに加えた。実施例16に記載のように熱サイクル
およびハイブリダイゼーション誘導凝集作用アッセイを実施して、血液試料中にカンジダ
が存在することを特徴とするT2値を生成した。アッセイは、（i）カンジダ陽性試料にお
いて、20％未満のT2値の変動係数；（ii）5細胞/mL以下で、50人の個々の健康な患者の血
液試料にスパイクされた試料において、少なくとも95％の正確な検出；（iii）5細胞/mL
以下で、50人の個々の不健康な患者の血液試料にスパイクされた試料において、少なくと
も95％の正確な検出；および/または（iv）2mLの血液で開始して、臨床的に陽性の患者試
料（すなわち、細胞培養などの別の技術によるカンジダ陽性）における80％以上の正確な
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【０３９５】
　本願は、2010年10月22日に出願された米国出願第12/910,594号の優先権の主張を伴うも
のであり、かつ、2010年11月16日に出願された米国仮特許出願第61/414,141号、2010年12
月1日に出願された米国仮特許出願第61/418,465号、および2011年6月15日に出願された米
国仮特許出願第61/497,374号（各々参照により本明細書に組み入れられる）の恩典の主張
を伴うものである。
【０３９６】
他の態様
　本明細書において言及される全ての刊行物、特許、および特許出願は、あたかも、各々
独立した刊行物または特許出願が参照により組み入れられたものであることが具体的に、
かつ、個別に示されたかのように同程度に、参照により本明細書に組み入れられる。
【０３９７】
　本発明はその具体的な態様と併せて記載しているが、さらなる改変が可能であること、
かつ、本願が、一般的に、本発明の原理に従うとともに、本願が属する技術分野の公知の
または慣習的な実施の範囲にあるものとして、かつ、本明細書に上記した本質的な特徴に
適用することができ、かつ、特許請求の範囲に従うような、本開示からの逸脱を含む、本
発明の任意の変形、使用、または適用を包含することを意図することが理解されるであろ
う。
【０３９８】
　他の態様は、特許請求の範囲内である。

【図１】 【図２】
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