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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒータ基体であって、
　抵抗加熱器の複数のグループと、
　電流を抵抗加熱器の前記複数のグループに、選択された時間間隔で供給する制御回路と
、を有し、
　前記複数のグループの各々は、単一の基体上に配置された複数の抵抗加熱器を含み、
　前記ヒータ基体は、複数の反応チャンバを有するマイクロ流体カートリッジと熱的に接
触して熱を抵抗加熱器の前記複数のグループから前記マイクロ流体カートリッジの領域に
送出するように構成された表面を有し、
　前記複数のグループのうちの少なくとも１つのグループは、２つの長いヒータを含み、
前記２つの長いヒータの各々は、前記少なくとも１つのグループの他のヒータよりも長く
、前記ヒータ基体の一部分は、前記ヒータ基体の有効熱質量を減少させるために前記２つ
の長いヒータに沿って除去され、前記複数の反応チャンバのうちの１つの反応チャンバは
、２つの長い側部と２つの短い側部を有するように構成され、前記ヒータ基体が前記マイ
クロ流体カートリッジと熱的に接触しているとき、前記２つの長いヒータはそれぞれ、前
記２つの長い側部に沿って配置され、
　前記少なくとも１つのグループは、前記ヒータ基体が前記マイクロ流体カートリッジと
熱的に接触しているときに前記１つの反応チャンバの表面領域に一致する箇所を加熱し、
それにより、前記少なくとも１つのグループが熱を前記１つの反応チャンバに送出して反
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応を行う、ヒータ基体。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのグループは、一様な加熱を、前記少なくとも１つのグループによ
って包囲された前記表面領域内に供給するように配列される、請求項１に記載のヒータ基
体。
【請求項３】
　前記表面領域は、１ｍｍ2～１００ｍｍ2である、請求項２に記載のヒータ基体。
【請求項４】
　前記抵抗加熱器の１つのグループ内の抵抗加熱器の少なくとも１つは、温度センサでも
ある、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項５】
　抵抗加熱器の前記複数のグループのうちのの隣接した２つのグループは、前記マイクロ
流体カートリッジ内で隣接したそれぞれの反応チャンバの独立した作動を可能にする距離
だけ互いに離間する、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのグループは、熱を、ＰＣＲ増幅を形成するのに適した熱サイクル
条件下で適用するように構成される、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのグループは、１つの増幅熱サイクルが約２０秒で実施される熱サ
イクル条件下で熱を適用するように構成される、請求項６に記載のヒータ基体。
【請求項８】
　さらに、前記マイクロ流体カートリッジ内の他のマイクロ流体構成要素を作動させるヒ
ータを有し、前記他のマイクロ流体構成要素は、バルブ、ポンプ又はゲートを含む、請求
項１に記載のヒータ基体。
【請求項９】
　抵抗加熱器の前記複数のグループの各グループの加熱機能は、プロセッサによって制御
され、前記プロセッサは、前記制御回路を作動させるようにプログラム可能である、請求
項１に記載のヒータ基体。
【請求項１０】
　多数のサンプルの核酸増幅を並行して実施するように構成された診断装置であって、
　前記診断装置は、請求項１に記載のヒータ基体を含み、熱サイクル動作を前記サンプル
の各々に適用する、診断装置。
【請求項１１】
　前記ヒータ基体は、ガラス、溶融シリカ及び石英からなるグループから選択された１つ
又は２つ以上の材料を含む、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項１２】
　抵抗加熱器の前記複数のグループの各グループは、前記マイクロ流体カートリッジの１
つのレーンに対応し、各レーンは、前記マイクロ流体カートリッジの１つの反応チャンバ
に対応する、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項１３】
　１２、２４、４８又は９６個のレーンが設けられる、請求項１２に記載のヒータ基体。
【請求項１４】
　請求項６に記載のヒータ基体と、
　前記増幅サイクルの冷却部分の間、周囲空気温度を減少させるように構成されたクーラ
と、を含むシステム。
【請求項１５】
　前記ヒータ基体は、プリント回路板を含む、請求項１に記載のヒータ基体。
【請求項１６】
　前記長いヒータの少なくとも１つは、２つ以上のヒータを含む、請求項１に記載のヒー
タ基体。
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【請求項１７】
　ヒータユニットであって、
　基体を有し、抵抗加熱器の複数の細長いグループが、前記基体に埋込まれ、
　前記複数の細長いグループの各々は、複数の抵抗加熱器を含み、
　さらに、電流を抵抗加熱器の複数の細長いグループに、選択された時間間隔で供給する
制御回路を有し、
　前記基体は、複数の細長い反応チャンバを有するマイクロ流体カートリッジと熱的に接
触するように構成された表面を有し、前記複数の細長い反応チャンバのうちの１つの細長
い反応チャンバは、２つの長い側部を有するように構成され、前記基体が前記マイクロ流
体カートリッジと熱的に接触しているとき、抵抗加熱器の前記複数の細長いグループのう
ちの１つの細長いグループの２つの長い抵抗加熱器がそれぞれ、前記２つの長い側部に沿
って配置され、
　前記基体は、更に、前記基体の熱質量を減少させる少なくとも２つの切欠き部分を有し
、前記少なくとも２つの切欠き部分は、前記２つの長い抵抗加熱器のうちの１つの長手方
向軸線と平行な共通の軸線を有し、
　前記表面は、熱を抵抗加熱器の前記複数の細長いグループから前記マイクロ流体カート
リッジの領域に送出するように構成され、それにより、前記少なくとも１つの細長いグル
ープが熱を前記１つの細長い反応チャンバに送出して反応を行う、ヒータユニット。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの細長いグループは、前記少なくとも１つの細長いグループによっ
て包囲された前記表面領域に一様な加熱を行うように配列される、請求項１７に記載のヒ
ータユニット。
【請求項１９】
　前記表面領域は、１ｍｍ2～１００ｍｍ2である、請求項１８に記載のヒータユニット。
【請求項２０】
　前記複数の細長いグループのうちの少なくとも１つにおける複数の抵抗加熱器は、互い
に直列に接続される、請求項１９に記載のヒータユニット。
【請求項２１】
　抵抗加熱器の複数の細長いグループのうちの１つの細長いグループ内の抵抗加熱器の少
なくとも１つは、温度センサでもある、請求項１７に記載のヒータユニット。
【請求項２２】
　前記抵抗加熱器の隣接した２つの細長いグループは、マイクロ流体カートリッジ内で隣
接したそれぞれの反応チャンバの独立した作動を可能にする距離だけ互いに離間する、請
求項１７に記載のヒータユニット。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのグループは、熱を、ＰＣＲ増幅を形成するのに適した熱サイクル
条件下で適用するように構成される、請求項１７に記載のヒータユニット。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの細長いグループは、熱を１つの増幅熱サイクルが約２０秒で実施
される熱サイクル条件下で適用するように構成される、請求項２３に記載のヒータユニッ
ト。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のヒータユニットを含むシステムであって、
　前記増幅サイクルの冷却部分の間、周囲空気温度を減少させるクーラを有する、システ
ム。
【請求項２６】
　さらに、前記マイクロ流体カートリッジ内の他のマイクロ流体構成要素を作動させるヒ
ータを有し、前記他のマイクロ流体構成要素は、バルブ、ポンプ又はゲートを含む、請求
項１７に記載のヒータユニット。
【請求項２７】
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　抵抗加熱器の前記複数の細長いグループの各細長いグループの加熱機能は、前記制御回
路を作動させるようにプログラム可能であるプロセッサによって制御される、請求項１７
に記載のヒータユニット。
【請求項２８】
　多数のサンプルの核酸増幅を並行して実施するように構成された診断装置であって、
　前記診断装置は、請求項１７に記載のヒータユニット含み、熱サイクル作動を前記サン
プルの各々に適用する、診断装置。
【請求項２９】
　前記長いヒータの少なくとも１つは、２つ以上のヒータを含む、請求項１７に記載のヒ
ータユニット。
【請求項３０】
　ヒータ基体であって、
　抵抗加熱器の複数のグループを有し、
　前記複数のグループの各々は、基体の上に配置された複数の抵抗加熱器を含み、
　前記ヒータ基体は、複数の反応チャンバを有するマイクロ流体カートリッジと熱的に接
触するように構成された表面を有し、前記複数のグループのうちの少なくとも１つのグル
ープは、２つの長いヒータを含み、前記２つの長いヒータの各々は、短いヒータよりも長
く、前記複数の反応チャンバのうちの１つの細長い反応チャンバは、２つの長い側部を有
するように構成され、前記ヒータ基体が前記マイクロ流体カートリッジと熱的に接触して
いるとき、前記２つの長いヒータはそれぞれ、前記２つの長い側部に沿って配置され、
　前記少なくとも１つのグループは、熱を前記１つの細長い反応チャンバに送出するよう
に構成され、それにより、反応が前記１つの細長い反応チャンバの中で起こり、
　抵抗加熱器の前記複数のグループの各グループは、前記マイクロ流体カートリッジの１
つのレーンに対応し、各レーンは、前記マイクロ流体カートリッジの１つの反応チャンバ
に対応する、ヒータ基体。
【請求項３１】
　前記ヒータ基体は、ガラス、溶融シリカ及び石英からなるグループから選択された１つ
又は２つ以上の材料を含む、請求項３０に記載のヒータ基体。
【請求項３２】
　２つの隣接したレーンの反応チャンバは、共通の軸線に沿って配列される、請求項３０
に記載のヒータ基体。
【請求項３３】
　１２、２４、４８又は９６個のレーンが設けられる、請求項３０に記載のヒータ基体。
【請求項３４】
　前記ヒータ基体は、プリント回路板を含む、請求項３０に記載のヒータ基体。
【請求項３５】
　前記長いヒータの少なくとも１つは、２つ以上のヒータを含む、請求項３０に記載のヒ
ータ基体。
【請求項３６】
　ヒータ基体であって、
　基体の上に配置された複数の抵抗加熱器を含む抵抗加熱器の第１のグループと、
　抵抗加熱器の第２のグループと、
　電流を前記抵抗加熱器の第１のグループ及び第２のグループに、選択された時間間隔で
供給する制御回路と、を有し、
　前記ヒータ基体は、第１の反応チャンバ及び第２の反応チャンバを含む複数の反応チャ
ンバを有するマイクロ流体カートリッジと熱的に接触して熱を前記抵抗加熱器の第１のグ
ループ及び第２のグループからそれぞれ前記マイクロ流体カートリッジの第１の反応チャ
ンバ及び第２の反応チャンバに送出するように構成された表面を有し、それにより、前記
抵抗加熱器の第１のグループ及び第２のグループがそれぞれ熱を前記第１の反応チャンバ
及び前記第２の反応チャンバに送出して反応を行い、
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　前記第１のグループは、２つの長いヒータと２つの短いヒータを有し、前記マイクロ流
体カートリッジの第１の反応チャンバは、２つの長い側部と２つの短い側部を有するよう
に構成され、前記ヒータ基体を前記マイクロ流体カートリッジと熱的に接触させたとき、
前記第１のグループの２つの長いヒータはそれぞれ、前記第１の反応チャンバの２つの長
い側部に沿って配置され、
　前記第１の反応チャンバ及び前記第２の反応チャンバは、共通の軸線に沿って配置され
る、ヒータ基体。
【請求項３７】
　前記抵抗加熱器の第１のグループ及び第２のグループの各々の抵抗加熱器の少なくとも
１つは、温度センサでもある、請求項３６に記載のヒータ基体。
【請求項３８】
　前記長いヒータの少なくとも１つは、２つ以上のヒータを含む、請求項３６に記載のヒ
ータ基体。
【請求項３９】
　ヒータ基体であって、
　抵抗加熱器の複数のグループと、
　電流を抵抗加熱器の前記複数のグループに、選択された時間間隔で供給する制御回路と
、を有し、
　前記複数のグループの各々は、基体の上に配置された複数の抵抗加熱器を含み、
　前記ヒータ基体は、複数の細長い反応チャンバを有するマイクロ流体カートリッジと熱
的に接触して熱を抵抗加熱器の前記複数のグループから前記マイクロ流体カートリッジの
複数の領域に送出するように構成された表面を有し、それにより、抵抗加熱器の前記複数
のグループのうちの１つのグループが熱を前記複数の細長い反応チャンバのうちの１つの
細長い反応チャンバに送出して反応を行い、前記１つのグループは、２つの長いヒータを
含み、各長いヒータは、前記１つのグループの他のヒータよりも長く、内側と外側を有し
、前記１つの細長い反応チャンバは、２つの長い側部を有するように構成され、
　前記ヒータ基体は、前記ヒータ基体の有効熱質量を減少させるために前記２つの長いヒ
ータの外側に隣接して除去され、前記ヒータ基体が前記マイクロ流体カートリッジと熱的
に接触しているとき、前記２つの長いヒータの内側はそれぞれ、前記１つの細長い反応チ
ャンバの２つの長い側部に沿って配置される、ヒータ基体。
【請求項４０】
　前記１つのグループ内の抵抗加熱器の少なくとも１つは、温度センサでもある、請求項
３９に記載のヒータ基体。
【請求項４１】
　前記長いヒータの少なくとも１つは、２つ以上のヒータを含む、請求項３９に記載のヒ
ータ基体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２００７年７月１３日に出願された米国特許仮出願第６０／９５９，４３７号
及び２００７年１１月１４日に出願された米国実用特許出願第１１／９８５，５７７号の
優先権主張出願であり、これら２つの出願を本明細書に援用する。
【０００２】
　本明細書において説明する技術は、一般に、多数のサンプル、特に生物学的サンプルか
らポリヌクレオチドを抽出するシステムに関し、また、それに加えて抽出されたポリヌク
レオチドを増幅し、検出するシステムに関する。この技術は、特に、マイクロ流体チャネ
ル内に存在する目的のヌクレオチドの多数のサンプルについて、ＰＣＲ（ポリメラーゼ連
鎖反応）を実施し、ヌクレオチドを検出するマイクロ流体システムに関する。
【背景技術】
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【０００３】
　医学的診断業界は、今日の健康管理インフラ構造の重要な要素である。しかしながら、
現時点において、体外診断分析は、たとえ日常的なものであっても、患者介護又は患者管
理において障害になっている。第１に、多くの診断分析は、高価であると共に熟練した臨
床医によってのみ操作可能な専門性の高い機器でしか実施できない。かかる機器は、ほん
の僅かな箇所にしか見受けられず、多くの場合、任意の都会において１つしか存在してい
ない。このことは、大抵の病院は、分析のためのサンプルをこれらの箇所に送ることが要
求されることを意味し、それにより、輸送費がかかると共に運搬による遅延が生じ、場合
によっては、サンプルの本質又は誤操作が生じる場合がある。第２に、問題の機器は、典
型的には、「オンデマンド」では利用できず、これとは異なり、バッチ方式で稼働し、そ
れにより多くのサンプルに関する処理時間が延びる。その理由は、これらサンプルは、装
置が充たされるのを待たなければ成らず、その後に初めてサンプルを取扱うことができる
ようになるからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　サンプルの流れが幾つかの重要な工程に分かれていることを理解した上で、これらのう
ちのできるだけ多くを自動化する手法を検討することが望ましい。例えば、生物学的サン
プルは、いったん患者から抽出されると、典型的には、ＰＣＲを用いて目的のベクトル（
例えば、ヌクレオチド）を増幅するステップを含む処理方式に適した形態にされなければ
ならない。いったん増幅されると、サンプルからの目的のヌクレオチドの存在は、曖昧さ
のない状態で判定される必要がある。ＰＣＲのためにサンプルを調製又は前処置すること
は、現在、専門的技能を必要とする工程ではないけれども、時間がかかり且つ大きな労働
力を要する工程であり、効果的に自動化されることができよう。これとは対照的に、ＰＣ
Ｒやヌクレオチドの検出（又は、「核酸試験」）のような工程は、慣例的には、専門機器
に接近できる特別な訓練を受けた人の能力の範囲内で行われるに過ぎなかった。
【０００５】
　ＰＣＲを用いて又は用いないでサンプルに対するサンプル調製又は前処置を並行して実
施すると共に、前処置された生物学的サンプルに対する検出を、好ましくは高いスループ
ットで、しかしながら、介護の時点で日常的に実施できる仕方で、又は、サンプルを専門
施設に送る必要なしに、実施する方法及び装置が要望されている。
【０００６】
　本明細書における背景技術の説明は、本明細書において説明する本発明の前後の事情を
説明するために与えられている。これは、言及した文献のうちの任意のものが公開された
ものであり、本願の優先権主張日の時点で通常の知識の一部であるということの承認とし
て受取られるべきではない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書及び特許請求の範囲の全体を通じ、“comprise”という用語及びその派生語、
例えば、“comprising”及び“comprises”は、他の追加物、構成要素、整数又は工程を
排除するものではない。
【０００８】
　本発明により、診断装置であって、複数の核酸含有サンプルから核酸を同時に抽出する
ように構成された第１のモジュールと、複数の核酸含有サンプルから抽出された核酸を同
時に増幅するように構成された第２のモジュールと、を有し、第１のモジュールは、１つ
又は２つ以上のラックを有し、ラックの各々は、多数のサンプル及びそれに対応する数の
ホルダを受入れるように構成され、ホルダの各々は、プロセスチャンバと、廃棄物チャン
バと、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、及び１つ又は２つ以上の入れ物を有し、１
つ又は２つ以上の入れ物は、入れ物ごとに、サンプルからの核酸の抽出を実行するのに十
分な量の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、第１のモジュールは、更に、ホルダの各々の
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プロセスチャンバに対して移動するように構成された磁気セパレータと、プロセスチャン
バの各々を独立に加熱するように構成されたヒータ組立体と、２つ又は３つ以上のホルダ
における流体移送作業を同時に実行するように構成された液体ディスペンサと、を有し、
第２のモジュールは、１つ又は２つ以上のベイを有し、各ベイは、マイクロ流体カートリ
ッジを受入れるように構成され、マイクロ流体カートリッジは、多数のサンプルから抽出
された核酸を別々に受入れて別々に増幅するように構成され、第２のモジュールは、更に
、１つ又は２つ以上の検出システムを有する、診断装置が提供される。
【０００９】
　また、本発明により、診断装置であって、１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラック
上に、多数の核酸含有サンプル及びそれに対応する数のホルダが設けられ、ホルダの各々
は、プロセスチャンバと、廃棄物チャンバと、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、１
つ又は２つ以上の入れ物とを有し、１つ又は２つ以上の入れ物は、入れ物ごとに、サンプ
ルからの核酸の抽出を実施するのに十分な量の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、更に、
磁気セパレータを有し、磁気セパレータは、第１の位置から、１つ又は２つ以上のホルダ
の各々のプロセスチャンバに隣接した第２の位置に移動可能であり、更に、多数のヒータ
ユニットを有するヒータ組立体を有し、ヒータユニットの各々は、プロセスチャンバの１
つと熱的に接触し、更に、１つ又は２つ以上のベイを有し、各ベイは、マイクロ流体カー
トリッジの形状と相補関係をなす形状を有し、マイクロ流体カートリッジは、多数の入口
を有し、入口の各々は、多数のサンプルのうちの１つから抽出された核酸を増幅する多数
のチャネルのうちの１つと流体的に連通し、マイクロ流体カートリッジは、更に、増幅さ
れた核酸の検出を可能にする１つ又は２つ以上の窓を有し、更に、液体ディスペンサを有
し、液体ディスペンサは、１つ又は２つ以上の小出しヘッドを有し、第１のホルダの上方
の第１の位置から第２のホルダの上方に第２の位置に移動可能であり、第１のホルダの上
方の第１の位置から第１のホルダの上方の別の位置に移動可能であり、ホルダのうちの１
つの上方の位置から多数の入口のうちの１つの上方の位置に移動可能であり、更に、１つ
又は２つ以上の窓に近接して位置決めされた１つ又は２つ以上の検出システムを有する、
診断装置が提供される。
【００１０】
　また、本発明により、診断装置であって、ユニット化された試薬ストリップ内のサンプ
ルから核酸を抽出する液体取扱いユニットと、発熱体と結合し、且つ、サンプルから抽出
された核酸についてリアルタイムＰＣＲを実施するマイクロ流体カートリッジと、サンプ
ルが、目的のヌクレオチドを含有しているかどうかの診断をユーザに提供する検出器と、
を有する診断装置が提供される。
【００１１】
　また、本明細書では、診断装置を使用する方法が開示され、かかる方法は、この装置を
使用して多数のサンプルを並行して診断する方法を含む。
【００１２】
　また、本発明により、ユニット化された試薬ホルダであって、ストリップを有し、スト
リップに、単一のプロセス管と、１つ又は２つ以上の入れ物と、廃棄物管と、１つ又は２
つ以上のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソケットと、１
つ又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シースが設
けられ、入れ物の各々は、サンプル調製試薬、第１の分析物のためのＰＣＲ試薬、及び１
つ又は２つ以上の液体試薬から成る群から選択される試薬を収容する、ユニット化された
試薬ホルダが提供される。
【００１３】
　また、本発明は、液体ディスペンサであって、１つ又は２つ以上のセンサと、マニホル
ドと、マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上のポンプと、マニホルドと流体的
に連通した１つ又は２つ以上の小出しヘッドと、並進移動の三次元自由度を有する台(gan
try)と、外部制御装置から電気信号を受取る電気接続部と、を有し、液体ディスペンサは
、１つ又は２つ以上のポンプを介しない流体用入口又は出口を有しない、液体ディスペン
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サが提供される。
【００１４】
　また、本発明は、磁性粒子のためのセパレータであって、１つ又は直線状に整列した２
つ以上の磁石と、動力付きのシャフトと、シャフトの運動を制御する制御回路と、を有し
、１つ又は２つ以上の磁石が、磁性粒子を収容した１つ又は２つ以上の入れ物に近接して
配置されるように、１つ又は２つ以上の磁石をシャフト上で上昇させたり、落下させたり
することができる、セパレータが提供される。
【００１５】
　また、本発明により、一体化されたセパレータ及びヒータであって、ヒータ組立体と、
１つ又は直線状に整列した２つ以上の磁石と、動力付きのシャフトと、シャフトの運動を
制御する制御回路と、を有し、ヒータ組立体は、独立に制御可能な複数のヒータユニット
を有し、ヒータユニットの各々は、プロセスチャンバを受入れてそれを加熱するように構
成され、１つ又は２つ以上の磁石が、磁性粒子を収容した１つ又は２つ以上の入れ物に近
接して配置されるように、１つ又は２つ以上の磁石をシャフト上で上昇させたり、落下さ
せたりすることができ、制御回路は、シャフトの運動及びヒータユニットの加熱を制御す
る、一体化されたセパレータ及びヒータが提供される。
【００１６】
　準備装置であって、多数の核酸含有サンプルから核酸を同時に抽出するように構成され
た第１のモジュールと、多数のサンプルから抽出された核酸を受入れて、それを貯蔵する
ように構成された第２のモジュールと、を有し、第１のモジュールは、１つ又は２つ以上
のラックを有し、ラックの各々は、多数のサンプル及びそれに対応する数のホルダを受入
れるように構成され、ホルダの各々は、プロセスチャンバと、廃棄物チャンバと、１つ又
は２つ以上のピペット先端部と、及び１つ又は２つ以上の入れ物を有し、１つ又は２つ以
上の入れ物は、入れ物ごとに、サンプルからの核酸の抽出を実行するのに十分な量の１つ
又は２つ以上の試薬を収容し、第１のモジュールは、更に、ホルダの各々のプロセスチャ
ンバに対して移動するように構成された磁気セパレータと、プロセスチャンバの各々を独
立に加熱するように構成されたヒータ組立体と、２つ又は３つ以上のホルダにおける流体
移送作業を同時に実行するように構成された液体ディスペンサと、を有する、準備装置が
提供される。
【００１７】
　また、本発明は、準備装置であって、１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラック上に
、多数の核酸含有サンプル及びそれに対応する数のホルダが設けられ、ホルダの各々は、
プロセスチャンバと、廃棄物チャンバと、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、１つ又
は２つ以上の入れ物とを有し、１つ又は２つ以上の入れ物は、入れ物ごとに、サンプルか
らの核酸の抽出を実施するのに十分な量の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、更に、磁気
セパレータを有し、磁気セパレータは、第１の位置から、１つ又は２つ以上のホルダの各
々のプロセスチャンバに隣接した第２の位置に移動可能であり、更に、多数のヒータユニ
ットを有するヒータ組立体を有し、ヒータユニットの各々は、プロセスチャンバの１つと
接触し、更に、液体ディスペンサを有し、液体ディスペンサは、第１のホルダの上方の第
１の位置から第２のホルダの上方に第２の位置に移動可能であり、更に、多数のコンパー
トメントを有する貯蔵コンパートメントを有し、コンパートメントの各々は、多数のサン
プルのうちの１つから抽出された核酸を貯蔵する、準備装置が提供される。
【００１８】
　また、本発明は、ユニット化された試薬ホルダであって、ストリップを有し、ストリッ
プに、単一のプロセス管と、１つ又は２つ以上の入れ物と、廃棄物管と、１つ又は２つ以
上のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソケットと、１つ又
は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シースが設けら
れ、入れ物の各々は、サンプル調製試薬、及び１つ又は２つ以上の液体試薬から成る群か
ら選択される試薬を収容する、ユニット化された試薬ホルダが提供される。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１Ａ】準備装置の概略図である。
【図１Ｂ】診断装置の概略図である。
【図２】制御回路の概略図である。
【図３Ａ】例示の装置の外部を示す図である。
【図３Ｂ】例示の装置の外部を示す図である。
【図４】装置の例示の内部を示す図である。
【図５】サンプルホルダ用の例示のラックの斜視図である。
【図６】ヒータユニットと結合した図５のラックの斜視図である。
【図７】サンプルホルダ用の例示のラックの斜視図である。
【図８Ａ】図７のラックの１つの図である。
【図８Ｂ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｃ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｄ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｅ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｆ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｇ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｈ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｉ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｊ】図７のラックの別の図である。
【図８Ｋ】図７のラックの別の図である。
【図９】図７のラックを受入れる装置の領域を示す図である。
【図１０Ａ】ピペットシースを含む試薬ホルダの第１例示実施形態の斜視図である。
【図１０Ｂ】ピペットシースを含む試薬ホルダの第１例示実施形態の底面図である。
【図１１】ピペットシースを含まない試薬ホルダの例示実施形態の斜視図である。
【図１２Ａ】ピペットシースを含む試薬ホルダの第２例示実施形態の斜視図である。
【図１２Ｂ】ピペットシースを含む試薬ホルダの第２例示実施形態の断面図である。
【図１２Ｃ】ピペットシースを含む試薬ホルダの第２例示実施形態の分解図である。
【図１３Ａ】試薬管の内部に設けられている星状部を示す断面図である。
【図１３Ｂ】試薬管の内部に設けられている星状部の平面図である。
【図１４】星状部を含む試薬管と関連したピペット操作シーケンスを示す図である。
【図１５】積層された層の実施形態を示す図である。
【図１６】積層された層と関連したピペット操作のシーケンスを示す図である。
【図１７Ａ】ホルダ及び試薬を収容した例示のキットを示す図である。
【図１７Ｂ】ホルダ及び試薬を収容した例示のキットを示す図である。
【図１７Ｃ】ホルダ及び試薬を収容した例示のキットを示す図である。
【図１７Ｄ】ホルダ及び試薬を収容した例示のキットを示す図である。
【図１８】液体小出しヘッドを示す図である。
【図１９Ａ】液体小出しヘッドを示す図である。
【図１９Ｂ】液体小出しヘッドを示す図である。
【図１９Ｃ】液体小出しヘッドを示す図である。
【図２０】例示の分配マニホルドを示す図である。
【図２１】液体小出しヘッドに取付けられた走査読取りヘッドを示す図である。
【図２２】バーコードスキャナの断面図である。
【図２３】マイクロ流体カートリッジ上のバーコードリーダを示す図である。
【図２４】ピペット先端部センサを示す図である。
【図２５Ａ】ピペット先端部を取外す例示の器具を示す図である。
【図２５Ｂ】ピペット先端部を取外す例示の器具を示す図である。
【図２６】ヒータユニットの斜視図及び断面図である。
【図２７】一体化されたヒータ・セパレータユニットの断面図である。
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【図２８】カートリッジオートローダを示す図である。
【図２９】カートリッジスタッカを示す図である。
【図３０】カートリッジをオートローダに送る位置にあるカートリッジスタッカを示す図
である。
【図３１】カートリッジロードシステムを示す図である。
【図３２】使用済みカートリッジ用の処分ユニットを示す図である。
【図３３】カートリッジスタッカの充填形態及び空の形態で示す図である。
【図３４】マイクロ流体カートリッジ、読取りヘッド及びカートリッジトレイを示す図で
ある。
【図３５】マイクロ流体装置内の適所にあるピペットヘッド及びカートリッジの断面図で
ある。
【図３６】三層構造を備えた例示のマイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図３７】例示のマルチレーンカートリッジのマイクロ流体回路及び入口の平面図である
。
【図３８Ａ】例示のマルチレーンカートリッジを示す図である。
【図３８Ｂ】例示のマルチレーンカートリッジの一部分を示す図である。
【図３９Ａ】マルチレーンカートリッジの１つのレーンの例示のマイクロ流体ネットワー
クを示す図である。
【図３９Ｂ】マルチレーンカートリッジの１つのレーンの例示のマイクロ流体ネットワー
クを示す図である。
【図４０Ａ】バルブを開放状態及び閉鎖状態で示す、例示のマイクロ流体バルブの概略図
である。
【図４０Ｂ】例示のマイクロ流体バルブの概略図である。
【図４０Ｃ】例示のマイクロ流体バルブの概略図である。
【図４１】通気部を示す図である。
【図４２】例示の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４３】例示の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４４】例示の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４５】例示の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４６】例示の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４７Ａ】放射状の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４７Ｂ】放射状の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４７Ｃ】放射状の高多重化マイクロ流体カートリッジを示す図である。
【図４８】マイクロ流体カートリッジの断面図である。
【図４９Ａ】ＰＣＲ反応チャンバ及びヒータを示す図である。
【図４９Ｂ】ＰＣＲ反応チャンバ及びヒータを示す図である。
【図５０】作動中のヒータ回路の熱的画像を示す図である。
【図５１Ａ】ＰＣＲ熱サイクル中の冷却速度向上のための破断面を示す図である。
【図５１Ｂ】ＰＣＲ熱サイクル中の冷却速度向上のための破断面を示す図である。
【図５１Ｃ】ＰＣＲ熱サイクル中の冷却速度向上のための破断面を示す図である。
【図５２】マイクロ流体カートリッジで行われるＰＣＲプロセス中の時間と温度の関係を
表すグラフである。
【図５３】カートリッジの組立プロセスを示す図である。
【図５４Ａ】ワックス堆積を行う例示の装置を示す図である。
【図５４Ｂ】ワックス堆積を行う例示の装置を示す図である。
【図５５Ａ】マイクロ流体バルブ内へのワックス小滴の例示の堆積を示す図である。
【図５５Ｂ】マイクロ流体バルブ内へのワックス小滴の例示の堆積を示す図である。
【図５６】種々のマイクロ流体ネットワークを有する例示のマルチレーンマイクロ流体カ
ートリッジに発熱体アレイを載せた図である。
【図５７】例示の検出器の断面図である。
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【図５８】読取りヘッド内の検出器の斜視図である。
【図５９】読取りヘッド内の例示の検出器の破断図である。
【図６０】検出器アレイを収納した多重化読取りヘッドの外部を示す図である。
【図６１】検出器アレイを収納した多重化読取りヘッドの破断図である。
【図６２】検出器と結合した例示の電子回路のブロック図である。
【図６３】例示の液体小出しシステムを示す図である。
【図６４】例示のヒータ・セパレータを示す図である。
【図６５Ａ】コンピュータベースのユーザインタフェースを例示する図である。
【図６５Ｂ】コンピュータベースのユーザインタフェースを例示する図である。
【図６６】準備装置の構成要素の概略的なレイアウトを示す図である。
【図６７】例示の準備装置の構成要素のレイアウトを示す図である。
【図６８】診断装置の構成要素の概略レイアウトを示す図である。
【図６９】例示の診断装置の構成要素のレイアウトを示す図である。
【図７０】例示の診断装置の外部を示す図である。
【図７１】例示の診断装置の内部を示す図である。
【図７２Ａ】マイクロ流体カートリッジを受入れる熱サイクル作動ユニットを示す図であ
る。
【図７２Ｂ】マイクロ流体カートリッジを受入れる熱サイクル作動ユニットを示す図であ
る。
【図７３】高効率診断装置の構成要素の概略的なレイアウトを示す図である。
【図７４】例示の高効率診断装置の構成要素のレイアウトを示す図である。
【図７５】２４レーンマイクロ流体カートリッジの平面図である。
【図７６】図７５のカートリッジの斜視図である。
【図７７】図７５のカートリッジの分解図である。
【図７８】例示の検出ユニットを示す図である。
【図７９Ａ】図７８の検出ユニットの破断図である。
【図７９Ｂ】図７８の検出ユニットの破断図である。
【図８０】検出ユニットとマイクロ流体カートリッジの整列を示す図である。
【図８１】検出ユニットとマイクロ流体カートリッジの整列を示す図である。
【図８２】光学素子ブロックの外部を示す図である。
【図８３】光学素子ブロックの破断図である。
【図８４】スコーピオン反応の概略図である。
【図８５Ａ】準備プロセス中のピペットヘッド使用法を示す概略図である。
【図８５Ｂ】準備プロセス中のピペットヘッド使用法を示す概略図である。
【図８５Ｃ】準備プロセス中のピペットヘッド使用法を示す概略図である。
【図８６】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【図８７】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【図８８】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【図８９】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【図９０】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【図９１】電子制御回路の例示のレイアウトを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本明細書で用いる「核酸試験（ＮＡＴ）」は、ＤＮＡ（デオキシリボ核酸）試験とＲＮ
Ａ（リボ核酸）試験の両方を含む一般的な用語である。ＲＮＡ及びＤＮＡに特有の例示の
プロトコルについて、本明細書において説明する。理解すべきことは、一般化された説明
は、ＲＮＡに特有でもなく、ＤＮＡに特有でもない場合、いずれも各々に同様に当てはま
るものであり、又は、当業者に受入れることができる本明細書の説明に僅かな変更を加え
ることによっていずれかに容易に適合可能である。また、核酸及びポリヌクレオチドとい
う用語は、本明細書においては区別なく用いられていることを理解すべきである。
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【００２１】
　従って、本明細書において説明する装置は、任意の目的のためのサンプルを含む任意の
核酸の分析に利用でき、かかる目的は、限定するわけではないが、遺伝診断や人における
種々の感染症のための臨床試験を含む。臨床分析が現在において対象としており、且つ、
本明細書における装置及び方法を用いるために試験できる目的物は、細菌（バクテリア）
又はウイルスである場合があり、限定するわけではないが、クラミジア・トラコーマチス
（ＣＴ）、淋菌（ＧＣ）、Ｂ群レンサ球菌、ＨＳＶ、ＨＳＶ型別、ＣＭＶ、インフルエン
ザＡ及びＢ、ＭＲＳＡ、ＲＳＶ、ＴＢ、トリコモナス、アデノウィルス、ボルダテラ、Ｂ
Ｋ、ＪＣ、ＨＨＶ６、ＥＢＶ、エントロウィルス及びマイコプラズマ肺炎を含む。
【００２２】
　本明細書において説明する装置は、実験室の台上で、又は、これに類似した環境で作動
するように構成されるのがよく、しかも、通常の作動日にわたって連続作動すると、１時
間当たり約４５個のサンプルを試験することができる。この数を本明細書における説明か
ら明らかになるように、単一のバッチで対応できる試験の数に応じて増大させることがで
きる。個々の生のサンプルからの結果は、典型的には、１時間かからないで利用できる。
【００２３】
　本明細書で用いられる「モジュール」という用語は、構成要素の組立体を意味するもの
とすべきであり、構成要素の各々は、別々の、独特の且つ／或いは独立した機能を有して
いてもよいが、所望の結果を生じさせるよう一緒に作動するように構成される。モジュー
ル内の構成要素のどれもが、他のすべての構成要素と直接的に接続され又は直接的に通信
することは必要ではない。さらに、種々の構成要素の間の接続状態を、モジュールの外部
に位置する構成要素、例えばプロセッサにより達成してもよい。
【００２４】
〔装置概要〕
　本明細書において更に説明する種々の構成要素を有する装置は、少なくとも２つのフォ
ーマットになるように構成され、２つのフォーマット、即ち、準備フォーマットと診断フ
ォーマットをそれぞれ、図１Ａ及び図１Ｂに示す。本明細書において更に説明するサンプ
ル準備を実施する準備装置９８１の概要を図１Ａに示す。診断装置９７１の概要を図１Ｂ
に示す。図１Ａ及び図１Ｂに示すシステム９７１，９８１の構成要素の幾何学的配列は、
例示であり、限定されるものではない。
【００２５】
　プロセッサ９８０、例えばマイクロプロセッサが、図示のシステムの種々の構成要素の
機能を制御するように構成されており、それにより、制御を必要とする各構成要素と通信
状態にある。理解すべきことは、多くのかかる制御機能を、選択的に、プロセッサの制御
下でなく、手動で実施してもよいことである。以下に説明する種々の機能の順序は、装置
が作動しているときにプロセッサが命令を実行する順序を制限していない。かくして、プ
ロセッサ９８０は、分析すべきサンプルについてのデータを、例えば、サンプルリーダ９
９０から受取るように構成されるのがよく、かかるサンプルリーダは、バーコードリーダ
であってもよいし、光学式文字リーダであってもよいし、ＲＦＩＤスキャナ（高周波タブ
リーダ）であってもよい。また、単一のプロセッサ９８０が装置９７１，９８１の作動の
全てを制御するものとして示されているけれども、かかる作動を都合よく２つ以上のプロ
セッサに分配されてもよいことを理解すべきである。
【００２６】
　プロセッサ９８０は、ユーザの命令を入力部９８４から受取るように構成されるのがよ
く、かかる命令は、サンプルの分析開始命令、及び、作動条件の選択を含む。図１Ａ及び
図１Ｂに示していないが、種々の実施形態において、入力部９８４は、１つ又は２つ以上
の入力装置を含み、かかる入力装置は、キーボード、タッチセンサ式表面、マイクロホン
、トラックパッド、網膜スキャナ、入力装置のホログラフィー投影、及びマウスから成る
群から選択されるのがよい。適当な入力装置は、更に、フォーマット済み電子メディアの
リーダ（読取り装置;reader）を有するのがよく、かかる電子メディアは、限定するわけ
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ではないが例えば、フラッシュメモリカード、メモリスティック、ＵＳＢスティック、Ｃ
Ｄ、又はフロッピー（登録商標）ディスクである。入力装置は、更に、システムのユーザ
が実際に行為権限のあることを、権限のあるユーザの予め記憶させておいた識別特徴に従
って保証するための安全機能部を有するのがよく、かかる安全機能部は、例えば、指紋リ
ーダ、網膜スキャナ、磁気ストリップリーダ、又はバーコードリーダである。入力装置は
、追加的に且つ同時に、サンプル分析と関連したデータを書込むための出力装置として機
能するのがよい。例えば、入力装置がフォーマット済み電子メディアのリーダ（読取り装
置）である場合、この入力装置がかかる電子メディアの書込み装置でもある。かかるメデ
ィアにかかる装置によって書込まれるデータは、限定する訳ではないが、分析に関係する
環境情報（例えば、温度、湿度）、診断結果、及び問題になっているサンプルの識別デー
タを含む。
【００２７】
　プロセッサ９８０はまた、ディスプレイ９８２と通信するように構成されるのがよく、
その結果、例えば、分析に関する情報がディスプレイに送信され、それがシステムのユー
ザに伝えられる。かかる情報は、限定する訳ではないが、装置の現在の状態、ＰＣＲ熱サ
イクルの進展、及びシステム又はカートリッジのいずれかの誤作動の場合の警告メッセー
ジを含む。加えて、プロセッサ９８０は、ディスプレイ９８２に表示すべき１つ又は２つ
以上の質問を送信するのがよく、かかる質問により、ユーザが質問に対する応答を入力す
ることを促される。かくして、或る実施形態では、入力部９８４とディスプレイ９８２は
、互いに一体化される。
【００２８】
　プロセッサ９８０は、オプションとして更に、分析の結果を出力装置に送信するように
構成されるのがよく、出力装置は、例えば、プリンタ、ビジュアルディスプレイ、ホログ
ラフィー投影を利用するディスプレイ、スピーカ、及びこれらの組合せを含む。
【００２９】
　プロセッサ９８０は、オプションとして更に、ネットワークインタフェース等の通信イ
ンタフェースを介してコンピュータネットワーク９８８に接続されるのがよい。通信イン
タフェースは、シリアル接続、パラレル接続、ワイヤレスネットワーク接続、ＵＳＢ接続
及び回線ネットワーク接続から成る群から選択された１つ又は２つ以上のインタフェース
であるのがよい。それにより、システムがネットワーク上で適切にアドレス指定されると
き、遠隔のユーザは、プロセッサにアクセスして、命令を送り、データを入力し、又はデ
ータを取出すことができ、かかるデータは、例えば、プロセッサに接続されたメモリ（図
示せず）に記憶されていてもよいし、プロセッサと通信状態にあるいくつかの他のコンピ
ュータ読取り可能なメディアに記憶されていてもよい。それにより、インタフェースはま
た、遠隔箇所へのデータの抽出を可能にするのがよく、かかる遠隔箇所は、例えば、パー
ソナルコンピュータ、パーソナルデジタル補助装置（携帯情報端末）、又はコンピュータ
サーバ又はディスクファーム等のネットワーク記憶装置である。本装置は、更に、ユーザ
が分析結果を複数の第三者にｅメールを送ることを可能にするように構成されるのがよく
、かかる第三者は、例えば、健康管理提供者、診断施設、又は患者である。
【００３０】
　加えて、種々の実施形態では、本装置は、更に、プロセッサ、入力装置及び通信インタ
フェースのうちの１つ又は２つ以上からデータを受取るように構成されたデータ格納又は
記憶メディアを有するのがよく、データ記憶メディアは、ハードディスクドライブ、光デ
ィスクドライブ、フラッシュカード及びＣＤ－ＲＯＭから成る群から選択された１つ又は
２つ以上のメディア（媒体）である。
【００３１】
　プロセッサ９８０は、概要及びそれに引き続いて本明細書において更に詳細に説明する
ように、更に、サンプル準備及び診断の種々の側面を制御するように構成されるのがよい
。図１Ａ及び図１Ｂでは、装置９８１（又は９７１）は、相補ラック９７０と関連して作
動するように構成されている。ラックはそれ自体、本明細書において更に説明するように
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、精密検査及び診断の分析に適した形態の多数の生物学的サンプル９９６、及び種々の試
薬、ピペット先端部、及び入れ物を備えた多数のホルダ９７２を受入れるように構成され
ている。ラックは、サンプル精密検査中、サンプルがそれぞれのホルダ内で処理されるよ
うに構成され、かかる処理は、サンプルがヒータ組立体９７７を介する加熱及び冷却を個
々に受けることを含む。ヒータ組立体の加熱機能は、プロセッサ９８０によって制御され
るのがよい。ヒータ組立体９７７は、磁気セパレータ等のセパレータ９７８と関連して作
動し、かかるセパレータはまた、ホルダ９７２と結合し且つ磁性粒子等の粒子が入ってい
る１つ又は２つ以上の処理チャンバに近づいたりそれから離れたりするように、プロセッ
サ９８０によって制御されるのがよい。
【００３２】
　液体ディスペンサ９７６が、同じようにプロセッサ９８０によって制御されるのがよく
、サンプルからの核酸の抽出を達成するために、ホルダ９７２内のそれぞれのサンプル、
流体、及び試薬に対して種々の吸引操作及び小出し操作を実施するように構成されている
。液体ディスペンサ９７６は、多数のホルダに対してかかる吸引操作及び小出し操作を同
時に実施するのがよい。サンプルリーダ９９０が、サンプルに関する、場合によってはホ
ルダに関する識別情報をプロセッサ９８０に送信するように構成されている。幾つかの実
施形態では、サンプルリーダは、液体ディスペンサに取付けられ、それにより、液体ディ
スペンサの下に位置するサンプルに関する標識を読取るのがよい。他の実施形態では、サ
ンプルリーダは、液体ディスペンサに取付けられずに、プロセッサの制御下で独立に移動
可能である。液体ディスペンサ９７６はまた、１つ又は２つ以上のサンプルから抽出され
た核酸を含む流体の複数のアリコート(alquots)を取り、それらを貯蔵領域９７４に差し
向けるように構成され、貯蔵領域９７４は、クーラであるのがよい。領域９７４が、例え
ば、各サンプルに対応するＰＣＲ管を収容している。他の実施形態では、別の領域９７４
はなく、抽出された核酸が別の箇所に移送されないで現場で冷却され且つ貯蔵されるよう
に、クーラが１つ又は２つ以上のホルダ９７２を冷却するように構成される。
【００３３】
　図１Ｂは、診断装置９７１の概略実施形態を示し、診断装置９７１は、図１Ａの装置９
８１と共通の要素を有しているが、貯蔵領域９７４に代えて、カートリッジ９９４が受入
れられる受入れベイ９９２を有している。受入れベイは、ヒータ９９８と通信状態にあり
、ヒータ９９８はそれ自体、カートリッジの特定領域が分析中に特定の時間で加熱される
ように、プロセッサ９８０によって制御されるのがよい。かくして、液体ディスペンサ９
７６は、１つ又は２つ以上のサンプルから抽出された核酸を含む流体の複数のアリコート
を取り、それらをカートリッジ９９４のそれぞれの入口に差し向けるように構成されてい
る。カートリッジ９９４は、例えばそれぞれの核酸にＰＣＲを実施することによって、増
幅を行うように構成されている。プロセッサはまた、カートリッジ９９４からの診断の命
令を受取る検出器９９９を制御するように構成されている。診断は、上述したように、出
力装置９８６及び／又はディスプレイ９８２に送信されるのがよい。
【００３４】
　適当なプロセッサ９８０は、当該技術分野において知られている設計上の原理に従って
設計され、半導体処理方法によって製造されるのがよい。
【００３５】
　図１Ａ及び図１Ｂに概略を示した装置の実施形態が、本明細書において説明する他の例
示の実施形態と同様に有利であるのは、装置が、その中に、試薬の貯蔵に適しているよう
に構成された箇所を必要としないからである。このシステムの実施形態も、本明細書で説
明する他の例示の実施形態も、試薬を外部貯蔵容器（例えば、瓶、キャニスタ、リザーバ
）から受入れるように構成された入口ポート又は出口ポートを必要としない。従って、図
１Ａ及び図１Ｂの装置は、自己完結式であり、ホルダ９７２と関連して作動し、ホルダ内
の例えば装置内の試薬貯蔵専用箇所に、試薬が予め包装されている。
【００３６】
　図１Ａ及び図１Ｂの装置は、実験設備等の単一の箇所で作動を実行するように構成され
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ていてもよいし、例えば様々な箇所の患者を訪問する外科医又は他の健康管理専門家に同
伴させることができるように持ち運び可能であってもよい。装置は、典型的には、電力コ
ードを有し、ＡＣ電力を電源又は発電機から受取ることができる。各装置内に組込まれ又
は電力ソケットとシステムの間に且つ外部に位置する選択的な変圧器（図示せず）が、Ａ
Ｃ入力電力を、装置が使用可能なＤＣ出力に変換する。本装置はまた、１つ又は２つ以上
の電池を用いることによって作動するように構成されていてもよく、従って、典型的には
、電池充電システムと、電池電力が低くなりすぎて診断分析を確実に開始し又は完了させ
ることができない場合にユーザに警報を出す種々の警告装置とを有する。
【００３７】
　図１Ａ及び図１Ｂの装置は、他の実施形態では、更に、多重化されたサンプル分析及び
／又は多数バッチのサンプルの分析を行うことができるように構成さるのがよく、この場
合、例えば、単一のラックが、単一バッチのサンプルを保持する。１つのかかる形態では
、図１Ｂに概略が示されているシステムの複数の例は、多数のマイクロ流体カートリッジ
９９４を受入れてそれらを処理するように構成される。従って、種々の構成要素が共通の
ハウジング内に設けられてもよいけれども、図１Ａ及び図１Ｂに示す各構成要素は、サン
プルのバッチの回数と同じ倍数だけ存在するのがよい。
【００３８】
　さらに別の形態では、システムが、多数のカートリッジを受入れてそれらを処理するよ
うに構成されているが、図１Ａ及び図１Ｂの１つ又は２つ以上の構成要素は、多数のカー
トリッジに共通である。例えば、単一の装置は、多数のカートリッジ受入れベイを備える
が、種々のカートリッジの並行制御、連続制御又は同時制御を可能にするよう適切に構成
された共通のプロセッサ、検出器、及びユーザインタフェースを備えるのがよい。かかる
実施形態はまた、単一のサンプルリーダ及び単一の出力装置を利用することも可能である
。
【００３９】
　さらに別の形態では、図１Ｂに示すシステムは、単一のカートリッジを受入れるように
構成され、単一のカートリッジは、２つ以上、例えば、２つ、３つ、４つ、５つ又は６つ
のサンプルを並行して且つ互いに独立に処理するように構成される。多数のサンプルを取
扱うことができるカートリッジを作製する例示の技術は、本明細書以外、例えば、米国特
許出願第６０／８５９，２８４号明細書に記載され、この米国特許出願を本明細書に援用
する。
【００４０】
　サンプルの追跡を容易にすると共にサンプルの取り違えの危険を最小にするために、カ
ートリッジに、例えばサンプルの分子バーコード指標を有するタグを付けることは、現在
の技術に更に合致している。かかるタグを付ける方法は、本明細書以外、例えば、米国特
許出願公開第１０／３６０，８５４号明細書に記載されており、この米国特許出願公開を
本明細書に援用する。
【００４１】
　装置９７１、９８１内に実装されており且つ図２のブロックダイアグラムに概略的に示
す制御電子装置８４０が、種々の実施形態において１つ又は２つ以上の機能部を含むのが
よく、かかる機能部は、例えば、主制御装置９００、多重化装置９０２、ディスプレイ制
御装置９０４、検出器制御装置９０６のためのものである。主制御装置の機能は、図１Ａ
及び図１Ｂの装置内の制御電子装置８４０のハブとして使用されることであり、種々の電
子機能の通信及び制御を管理するのがよい。主制御装置の機能はまた、ユーザ又は出力装
置９２０（例えば、プリンタ）との電気的な通信インタフェース９０８を支援することで
あり、オプションとして、診断機能及び安全機能を支援することである。主制御装置機能
９００と関連して、多重化機能部９０２は、ヒータ組立体９７７の制御を助けるセンサデ
ータ９１４及び出力電流９１６を制御するのがよい。ディスプレイ制御装置機能部９０４
は、タッチスクリーンＬＣＤ８４６への出力を制御し、場合によってはタッチスクリーン
ＬＣＤ８４６からの入力を解釈することができ、それにより或る実施形態では、タッチス
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クリーンＬＣＤは、グラフィックインタフェースをユーザに提供することができる。検出
器機能９０６は、典型的な制御及び処理回路を用いて制御電子装置８４０内に具体化され
、それにより、検出器９９９、例えば１つ又は２つ以上の蛍光検出器からのデータを集め
、ディジタル化し、濾波すると共に／或いは送信することができるようになっている。図
２に示していない追加の機能は、限定する訳ではないが、液体小出しヘッド、セパレータ
、クーラ等の図１Ａ及び図１Ｂの要素を制御する機能部を制御すること、及び、サンプル
リーダからデータを受取ることを含む。
【００４２】
　図１Ａ又は図１Ｂに従う機能を有する例示の装置を図３Ａ及び図３Ｂに示す。図３Ａ及
び図３Ｂの例示の装置は、ハウジング９８５及びカバー９８７を有し、カバー９８７は、
図３Ａでは閉鎖位置で示され、図３Ｂでは、内部特徴９９５を示すために開放位置で示さ
れている。カバー９８７は、オプションとして、取っ手９８９を有し、長円形であり且つ
カバーの表面から隆起している取っ手９８９が示されているけれども、取っ手は、正方形
、長方形又は円形等のその他の形状であってもよいし、カバーの表面から凹んでいてもよ
いし、それと面一であってもよい。ヒンジを有するカバー９８７が示されているけれども
、スライドカバー等の他の形態も可能である。バンパ９９１が、カバーが後方に行き過ぎ
て落ちることを防止するために、且つ／又は、カバー９８７を開放位置に安定して保持す
るために使用される。ハウジング９８５が、更に、１つ又は２つ以上の通信ポート９８３
及び１つ又は２つ以上の電源ポート９９３を有するものとして示されており、これらポー
トは、その他の箇所、例えば装置の後部に設けられていてもよい。
【００４３】
　図１Ａ及び図１Ｂの装置は、１つ又は２つ以上の安定用脚を有するのがよく、それによ
り、装置本体が、システム１００が載せられている表面よりも上に持上げられ、その結果
、システム１００の下の通気を可能にし、ユーザがシステム１００を持上げやすくする。
システム１００のサイズに応じて、２つ、３つ、４つ、５つ又は６つ若しくは７つ以上の
脚が設けられるのがよい。かかる脚は、好ましくは、ゴム、プラスチック、又は金属で作
られ、或る実施形態では、システム１００の本体を、それが載せられている表面よりも約
２～１０ｍｍだけ上方に持上げられてもよい。
【００４４】
　図４は、図３Ａ及び図３Ｂに示すような例示の装置の内部の一部分の例示の形態を示す
。図４では、多数の試薬ホルダ９７２及び患者サンプル９９６を収容したラック９７０と
、ラック９７０に密接した受入れベイ９９２が示され、受入れベイ９９２は、サンプルか
ら抽出されたポリヌクレオチドについてＰＣＲを行うためのカートリッジ９９４を有して
いる。
【００４５】
　〔ラック〕
　本装置は、更に、１つ又は２つ以上のラックを有し、ラックは、装置に挿入可能であり
且つ取出し可能であるように構成されると共に、ラックは各々、複数の試薬ホルダを受入
れ且つ複数のサンプル管を受入れるように構成され、試薬ホルダとサンプル管とは、１対
１で対応し、試薬ホルダは各々、サンプルからポリヌクレオチドを抽出してポリヌクレオ
チドをＰＣＲのための準備ができた形態にするのに十分な試薬を収容している。例示の試
薬ホルダについては、本明細書の他の箇所で更に説明する。
【００４６】
　本装置は、１つ、２つ、３つ、４つ又は６つのラックを有するのがよく、各ラックは、
２、４、６、８、１０、１２、１６又は２０個のサンプルと、サンプルと同数のホルダ８
０４を受入れ、サンプルは、例えばサンプル管８０２内に入れられ、各ホルダは、少なく
とも、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、試薬のための１つ又は２つ以上の容器とを
有している。
【００４７】
　ラックは、典型的には、多数の試薬ホルダ８０４を受入れるように構成され、本明細書
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において更に説明するように、ホルダ内に貯蔵され即ち本装置の専用領域に位置する試薬
へのアクセスを実験室の台上において可能にするように、又は、本装置の１つ又は２つ以
上の他の機能部がホルダにアクセスすることを可能にするように、１つ又は２つ以上の試
薬ホルダを保持するように構成されており、他の機能部は、例えば、自動化されたピペッ
ト操作、プロセス管の加熱、及び親和性ビーズの磁気分離を行う。
【００４８】
　例示のラック８００の斜視図を図５に示し、ラック８００は、１２本のサンプル管及び
それに対応する１２個の試薬ホルダを１２本のレーン内に受入れるように構成されている
。ラックとの関係で本明細書において用いられるレーンは、１つのサンプル管及びそれに
対応する１つの試薬ホルダを受入れるように設計されたラックの専用領域である。ヒータ
ユニットと関連した同じ例示のラックの２つの斜視図を図６に示す。
【００４９】
　第２の例示のラック８００の種々の図を、図７及び図８Ａ～図８Ｋに示し、第２の例示
のラック８００は、１２本のサンプル管及び１２個の試薬ホルダを受入れるように構成さ
れている。図８Ａ～図８Ｋは、具体的には、側面図（図８Ａ）、サンプル管を示す正面図
（図８Ｂ）、試薬ホルダを示す背面図（図８Ｃ）、試薬ホルダを背面側から見た図（図８
Ｄ）、サンプル管を正面側から見た図（図８Ｅ）、試薬ホルダの挿入を上方から見た図（
図８Ｆ及び図８Ｇ）、試薬ホルダを挿入するためのスロットを上方から見た図（図８Ｈ）
、試薬ホルダの位置合わせ部を上方から見た図（図８Ｉ）、装置に対する部分的な挿入／
取出し状態にあるラックの拡大図（図８Ｊ）、取っ手によって保持され、装置から取出さ
れたラックを示す図（図８Ｋ）である。図７の例示の取出し可能なラックを受入れるため
の診断又は準備装置の凹み領域を、図９に示し、本明細書において更に説明する。異なる
機能ではなく、異なる形状、外観及び形態を有する他のラックを受入れるように適当に構
成された他の凹み領域は、本明細書における説明と合致する。
【００５０】
　図示の２つの例示のラックは、本明細書内で意図する非限定的な一般的な特徴を有する
ラックであり、２つのラックを例示として用いて説明する。例えば、図示の実施形態では
、少なくとも第１のレーンと第２のレーンは、互いに平行であり、形態は、ピペット操作
効率を向上させる。典型的には、互いに平行である場合、対をなす隣り合うサンプルレー
ンは、それぞれの中心点において２４ｍｍ分離されている（他の距離、例えば１８ｍｍ間
隔、又は２７ｍｍ間隔も可能である）。中心点と中心点の間の距離は、本明細書において
更に説明するように、液体小出しヘッドのノズルのピッチで決まる。間隔を９ｍｍの倍数
に保つことにより、ラックから９６ウェル型プレート（典型的には、ウェルは、９ｍｍ間
隔である）への容易な移動又はローディングが可能である。また、典型的には、ラックは
、複数のレーンに設けられている複数の試薬ホルダが互いに対して同じ高さに維持される
ラックである。
【００５１】
　ラックは、試薬ホルダを受入れるように構成され、その仕方は、試薬ホルダが適所に解
除可能にスナップ留めされ又はロックされ、且つ、試薬ホルダ内の試薬へのアクセスの間
、及び、ラックを１つの箇所から別の箇所に運ぶ間、即ち、ラックを本装置内に挿入し又
は本装置から取出す間、安定状態のままである仕方である。各実施形態では、第２の場所
の各々は、機械式キーを有し、機械式キーは、試薬ホルダを単一の向きで受入れるように
構成されている。図５では、試薬ホルダが、試薬ホルダ１つにつき１つずつラックに設け
られた上下方向スロットに水平方向に滑り込むことが示されている。かかる実施形態では
、試薬ホルダに設けられている連結部材の縁部は、スロットの上方部分の相補溝と嵌合す
る。図８Ｆ、図８Ｇ及び図８Ｉでは、試薬ホルダが、機械式キーを介してラックと嵌合す
ることが示され、かかる機械式キーは、試薬ホルダを安定に且つ適所に保つ。例えば、機
械式キーは、隆起部分又は凹み部分を有し、かかる隆起部分又は凹み部分は、試薬ホルダ
の相補部分と嵌合するときに試薬ホルダを第２の場所にスナップ式に留めることを可能に
する。また、図示の実施形態では、試薬ホルダが第１の端部及び第２の端部を有し、機械
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式キーが、試薬ホルダを誤った仕方で挿入することができないように、第１の端部に嵌合
するように形成された第１の特徴部と、第２の端部に嵌合するように形成された第２の特
徴部を有することが分かる。
【００５２】
　或る実施形態では、ホルダは各々、カムロック機構又は機械式キー等を用いて、ラック
内の適所にロックされ、カムロック機構は、ロックされたことを可聴的に及び／又は物理
的に認識させる。ラックは、本明細書において更に説明するように、ホルダがラック内に
位置決めされたときに、液体ディスペンサを用いて、ホルダが適正なピペット先端部のピ
ックアップのために整列されるように構成されるのがよい。さらに、各レーンの第２の場
所は、１つ又は２つ以上のピペット先端部を受入れるのに十分深いのがよく、ピペット先
端部は、例えば、ピペット先端部シース内に収容されている。
【００５３】
　或る実施形態では、ラックは、サンプルを個々のサンプル管８０２内に受入れるように
構成され、サンプル管８０２の各々は、それに対応するホルダ８０４に隣接して、例えば
ラック８００の一方の側部に取付けられる。サンプル管は、本明細書において更に説明す
るように、バーコードリーダ等のサンプル識別確認装置にアクセス可能であるのがよい。
図５では、サンプル管は、その底部のところで、円筒形受入れ部材によって保持されてい
る。図７では、サンプル管が、その頂部とその底部の両方のところで、例えばサンプル管
の底部を受入れるように構成された凹み部分８０３とサンプル管の上方部分を保持するよ
うに構成された孔８０５とによって保持されることが示されている。孔は、リング又は開
放ループであってよいし、金属シートに設けられた孔であってもよい。凹み部分は、図７
に示すようなものであるのがよく、この場合、凹み部分は、サンプル管を受入れるのに十
分大きい孔を備えた山形金属シートハウジングである。
【００５４】
　ラックは、それを装置から容易に取出すことができるように設計され、それを、装置の
外部に位置する台又は卓等の実験室環境から及びそこに、及び、ラック内へのサンプル管
及び試薬ホルダの容易な搭載又はローディングを可能にする装置から及びそこに、容易に
運ぶことができるように設計されるのがよい。或る実施形態では、ラックは、水平面上で
安定性があり、運搬中、容易には取れないように設計されており、このために、ラックは
、１つ又は２つ以上（例えば、２、３、４、６、８つ）の脚８０９を有している。或る実
施形態では、ラックは、持上げ及び移動を容易にする取っ手８０６を有し、図５に示すよ
うに、取っ手は、運搬中、ラックが倒れる恐れを減少させるために、垂直位置にロック可
能である。取っ手は、オプションとして、その中央に軟らかいグリップ８０８を有するの
がよい。図７の実施形態では、運搬用取っ手は、ローディングされ又は搭載されたときに
ラックの重心を通る軸線から変位した軸線の周りに位置決めされ、その自重でラックの上
面と面一をなす位置に自由に落下するのがよい。
【００５５】
　図５の実施形態は、金属製のベース部材８１０を有し、ベース部材８１０は、ラックを
装置の専用部分に挿入したときに位置突き止め装置として使用される４つの脚８１１を有
している。取っ手は、ベース部材８１０に取付けられている。サンプル及びホルダを受入
れるラックの部分８１２は、プラスチックで作られ、１２個のスロットを有し、使い捨て
であるのがよい。
【００５６】
　図７の実施形態では、ラックは、ハウジングと、ハウジングに設けられた複数のレーン
と、を有し、複数のレーンの各レーンは、サンプル管を受入れるように構成された第１の
場所と、試薬ホルダを受入れるように構成された第２の場所を有し、ラックは、更に、診
断装置の受入れベイと相補関係をなす位置合わせ部材を有する。典型的には、ハウジング
は、金属、例えばアルミニウムで作られ、これは、軽量であると共に厳密な公差で機械加
工でき、しかも診断装置の上に配置されたときにラックが安定なままである程度に頑丈で
ある。図７の位置合わせ部材は、ラックのコーナー部毎に１つずつ配置された４つの厳密
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公差のペグ８１５を有する。かかるペグ８１５は、これらが装置の受入れベイに設けられ
た相補関係をなす孔の中にぴったりと且つ緊密に嵌まり込み、それによりラックを安定化
させる。例えば２つ又は３つ若しくは５つ以上のかかるペグを有する他の実施形態は、本
明細書の実施形態とは矛盾しない。
【００５７】
　特に、図７の実施形態のハウジングは、水平方向部材８２１と、水平方向部材に連結さ
れた２つ又は３つ以上の上下方向部材８２２を有し、かかるハウジングは、それぞれのレ
ーンの第２の場所が水平方向部材の凹み部分であるようなものである。図７の実施形態の
２つ又は３つ以上の上下方向部材８０９は、ラックがこれら上下方向部材の上で支えなし
で立つことができるように構成されている。ハウジングは、第１及び第２の上下方向部材
に対称に取付けられ、実験室の台上に位置決めされたときにラックに追加の安定性を与え
る２つ又は３つ以上の脚又はランナを更に有するのがよい。
【００５８】
　さらに、図７の実施形態では、ハウジングは、複数のスペーサ部材８２５を更に有し、
スペーサ部材８２５の各々は、隣り合うレーンとレーンの間に配置されている。オプショ
ンとして、かかるスペーサ部材は、レーンとレーンの間に上下方向に配置されてもよい。
【００５９】
　図示していないが、ラックは、各レーンと関連したレーン識別子を更に有するのがよい
。レーン識別子は、永続的な又は一時的なマーク、例えば唯一の数又は文字であってもよ
いし、ＲＦＩＤであってもよく、バーコードであってもよいし、特定のレーンに固有の着
色タグであってもよい。
【００６０】
　ラックは、これを装置内の適当な箇所に容易に配置でき、ユーザにこれが正しく配置さ
れたという確実なフィードバックを、例えば可聴的に又は物理的に与えるように構成され
るのがよい。或る実施形態では、ラックは、適所にロック可能である。ラックは、正しく
位置決めされ、その後に移動することがないことが望ましく、その結果、液体ディスペン
サの運動が液体取扱い操作中に損なわれることがない。従って、ラックは、正しい位置決
めを確保するための位置合わせ部材を有する。図７の実施形態では、位置合わせ部材は、
ラックを診断装置内で単一の向きにしか配置することができないようにし、診断装置内に
配置されると、ラックに安定性を提供するように構成された２本又は３本以上の位置決め
ピンを有する。図７の実施形態は、オプションとして、診断装置内へのラックの適正な配
置を指示するように構成されたセンサアクチュエータ８１７を有する。かかるセンサは、
ラックが正しく着座していない場合、プロセッサ９８０と通信してユーザにインタフェー
スを介して送られた警告、例えば可聴警告又は視覚的警告を与えることができる。センサ
はまた、着座エラーが検出された場合にサンプル準備プロセスが開始し又は続行するのを
阻止するように構成されるのがよい。
【００６１】
　或る実施形態では、種々のホルダ内のプロセス管の配置箇所周りのラックの内部は、本
明細書において更に説明するように、ヒータ組立体及び／又は磁気セパレータのためのス
ペースを有するように構成されている。例えば、ラックは、個々のホルダのプロセスチャ
ンバが本明細書において更に説明するように、ヒータ組立体内のヒータユニットによって
受入れられるように構成されている。
【００６２】
　取外し可能なラックを設けることにより、ユーザは、前のラックのサンプルが本装置に
よって準備されている間、次のラックにサンプルを一列に搭載したままにすることができ
、従って、装置の使用時間を最大にする。
【００６３】
　ラックはまた、有利には、サンプルがラックからこぼれた場合又は実験室内製品のまさ
に日常保守として装置の外部でクリーニングできる。
【００６４】
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　或る実施形態では、ラックは、１つ又は２つ以上の使い捨て部品を有する。
【００６５】
〔ホルダ〕
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、本明細書において更に説明する例示のホルダ５０１の図であ
る。図１１は、本明細書において更に説明する別の例示のホルダ５０２の平面図である。
図１２Ａは、例示のホルダ５０３の斜視図であり、図１２Ｂは、同じホルダの断面図であ
る。図１２Ｃは、図１２Ａ及び図１２Ｂに示すのと同じホルダの分解斜視図である。次に
、これら例示のホルダの全て、並びに、特定の実施形態としては図示していないが本明細
書における説明と矛盾しない他のホルダにつき説明する。
【００６６】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２Ｃに示された例示のホル
ダを各々、「ユニット化された使い捨てストリップ」又は「ユニット化されたストリップ
」という場合がある。というのは、これらホルダは、サンプル準備を実施するのに必要な
試薬及び入れ物の全てを収容するように構成された単一ユニットとして用いられるように
なっているからであり、しかも、これらホルダは、ストリップフォーマットの形態にレイ
アウトされるからである。しかしながら、種々の入れ物の他の幾何学的配列が想到され、
この説明が直線又はストリップ配列状態には限定されず、円又は格子配列状態を含む場合
があることは本明細書の説明とは矛盾しない。
【００６７】
　ホルダ内に収容された試薬の中には、液体として提供されているものがあれば、固体と
して提供されているものもある。幾つかの実施形態では、固体を貯蔵した容器又は管とは
異なるタイプの容器又は管が液体を貯蔵するために用いられる。
【００６８】
　ホルダは、使い捨てであるのがよく、例えば、１回使用向きであり、その後ホルダは破
棄される。
【００６９】
　ホルダは、典型的には、プラスチック、例えばポリプロピレンで作られる。このプラス
チックは、これが本明細書において更に説明するように、ラック内への配置を容易にする
ほどの幾分かの可撓性を有するようなものである。しかしながら、このプラスチックは、
典型的には硬質であり、その結果、ホルダは、その自重でそれ程たるんだりたわんだりす
るむことがないようになっており、しかも、日常的な取扱い及び運搬中に容易には変形せ
ず、かくして、試薬がこれから漏れ出ることがないようになっている。
【００７０】
　ホルダは、次のように１つ又は２つ以上の特性を備えた連結部材５１０を有している。
連結部材５１０は、ホルダの種々の他の構成要素を互いに連結するのに役立つ。連結部材
５１０は、上部５１２と、その反対側の下部５１４を有している。図１０Ｂでは、連結部
材のリムをソケット、プロセス管及び試薬管に様々な仕方で連結する種々のストラット５
９７を有する下部５１４の図が示されている。ストラット５９７は、オプションであり、
これらストラットは、全て又は部分的に省くことができ、或いは、これらストラット又は
全て一部に代えて、ホルダを互いに結合状態に保つ他の部品を用いてもよい。
【００７１】
　ホルダは、連結部材に固定され且つ連結部材に位置する孔５２２を含むプロセス管５２
０と、連結部材に配置され且つ使い捨てピペット先端部５８０を受入れるように構成され
た少なくとも１つのソケットと、連結部材の下部に設けられ且つ連結部材に位置するそれ
ぞれの入口孔５４２を含む２つ又は３つ以上の試薬管５４０と、連結部材に設けられた１
つ又は２つ以上の入れ物５５０とを有するように構成され、１つ又は２つ以上の入れ物は
各々、連結部材の受け側５１２から挿入される相補形の容器、例えば試薬管（図示せず）
を受入れるように構成されている。
【００７２】
　ホルダは、典型的には、連結部材、プロセス管、及び２つ又は３つ以上の試薬管が単一
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品、例えばポリプロピレンの部品から作られるようなものである。
【００７３】
　ホルダはまた、典型的には、少なくともプロセス管及び２本又は３本以上の試薬管が半
透明であるようなものである。
【００７４】
　１つ又は２つ以上の入れ物５５０は各々、ホルダと関連したサンプルからの核酸の抽出
を行うための、典型的には凍結乾燥形態等の固体の形態をした、十分な量の１つ又は２つ
以上の試薬を収容した試薬管を受入れるように構成されている。入れ物は、全て同一サイ
ズ及び同一形状のものであってもよいし、互いに異なる形状及び寸法のものであってもよ
い。入れ物５５０は、開放した底部を有するものとして示されているが、かかるトポロジ
ーには限定されず、入れ物は、連結部材５１０の上部に設けられた入口５２２を除き閉鎖
されていてもよい。好ましくは、入れ物５５０は、実験室分析分野において一般に用いら
れている容器、又は、ホルダを収納した状態でこれに用いられるよう適当に構成された容
器を受入れるように構成される。容器は、典型的には、サンプル取扱いを容易にするため
にホルダとは別個に貯蔵される。というのは、固体試薬は、通常、液体試薬とは異なる貯
蔵条件を必要とするからである。特に、多くの固体試薬は、水分に極めて敏感な場合があ
る。
【００７５】
　互いに異なる試薬を収容したスナップ嵌め試薬管は、ユーザによる容易な識別が可能で
あるように互いに異なる色のものであり又は色分けされているのがよい。例えば、かかる
試薬管は、互いに異なる色の材料、例えば着色プラスチックで作られてもよいし、試薬管
に取付けられたある種の識別タグ、例えばカラーストライプ又はカラードットを有しても
よい。試薬管は、側面に印刷されたラベルを更に有すると共に／或いは頂部のシール層に
施された識別子又は識別手段、例えばバーコードを有してもよい。
【００７６】
　入れ物５５０によって受入れられる容器５５４は、変形例として、ホルダの一体部分で
あってもよく、又、廃棄物チャンバ及び／又は試薬管と同一タイプの容器であってもよい
し、これらとは異なっていてもよい。
【００７７】
　一実施形態では、入れ物５５０内に配置されていて凍結乾燥試薬を収容した容器５５４
（例えば図１２Ａ及び図１２Ｃに示す）は、０．３ｍｌの管であり、これら管は、更に、
それぞれの底部内面に施された星状パターン（図１３Ａ及び図１３Ｂを参照されたい）を
有するように構成されている。これは、流体を凍結乾燥試薬（これらは、当初のパッケー
ジ内では乾燥している）に添加したときに、核酸抽出プロセス中、図１４に示すように、
ピペット先端部が管の底をついて依然として管から流体のほぼ全てを取出すことができる
ようなものである。星状パターンの設計については、本明細書の別の箇所で更に説明する
。
【００７８】
　例えば凍結乾燥試薬を収容した試薬管の頂部全体を、プラスチック内張り層が設けられ
ていない金属箔、例えばアルミ箔でシールするのがよく、これについては本明細書におい
て更に説明する。
【００７９】
　実施形態５０１，５０２，５０３は、連結部材の上部に設けられた入口孔５６２を有す
る廃棄物チャンバ５６０を備えた状態で示されている。廃棄物チャンバ５６０は、オプシ
ョンであり、これが設けられる実施形態では、使用済み液体試薬を受入れるように構成さ
れている。これが設けられない他の実施形態では、使用済み液体試薬をホルダ、例えば内
容物が分析されている元のサンプルを収容したサンプル管に移送してその外部に位置する
箇所で処分するのがよい。廃棄物チャンバ５６０は、２本又は３本以上の試薬管５４０を
更に有する組立体の一部として示されている。理解すべきことは、かかる構成は、例えば
製造の便宜上行われており、廃棄物チャンバの他の配置箇所が可能であることであり、例
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えば、廃棄物チャンバが試薬管に隣接して位置しているが、連結部材以外のものを介して
それに連結されている場合である。
【００８０】
　ホルダは、典型的には、連結部材、プロセス管、２本又は３本以上の試薬管及び廃棄物
チャンバ（もし設けられている場合）が例えばポリプロピレンのような材料で作られた単
一品から作られるようなものである。
【００８１】
　実施例５０１，５０３は、ピペットシース５７０を有するものとして示されている。こ
れは、本明細書において説明するホルダのオプションとしての構成要素である。ピペット
シースは、永続的に又は取外し可能に連結部材５１０に取付けられてもよいし、ホルダの
ための単一品組立体の一部として形成され、例えば成形されてもよい。例えば、図１２Ｃ
のホルダ５０３の分解図では、取外し可能なピペットシース５７０の上面に設けられた突
起状取付け部５７４が示されており、これら突起状取付け部は、連結部材５１０の下部５
１４に設けられた相補関係をなす凹み部分又は孔と嵌合する。他の形態の取付け具の採用
が可能である。ピペットシース５７０は、ピペット先端部が少なくとも１つのソケット内
に配置されるときに、典型的には、少なくとも１つのソケット並びにピペット先端部及び
下方部分を包囲するように構成されている。幾つかの実施形態では、少なくとも１つのソ
ケットは、４つのソケットから成る。幾つかの実施形態では、少なくとも１つのソケット
は、２つ、３つ、５つ又は６つのソケットから成る。
【００８２】
　ピペットシース５７０は、典型的には、底部５７６及びこの底部と連結部材との間に位
置する壁付き部分５７８を有するように構成されている。ピペットシース５７０は、オプ
ションとして更に、壁５７８又は底部５７６に設けられた１つ又は２つ以上の切欠き部分
５７２を有するのがよい。かかる切欠きは、ピペット先端部の換気を可能にすると共に更
に、ホルダの製造の際に用いられる材料の全量を減少させる。実施形態５０３は、かかる
切欠きが設けられていないピペットシースを有している。実施形態５０１では、かかる切
欠きは、シースの上方部分に設けられた二等辺三角形として示されており、これに類似し
た形状の切欠きが図１０Ａの図からは見えにくいピペットシースの反対側に設けられた対
応の部分に設けられるのがよい。他の切欠きは、他の形態の三角形、円形、長円形、正方
形、長方形又は他の多角形若しくは不規則な形状のものであってよく、数が数個、例えば
これよりも多くてもよい。ピペットシース５７０の壁５７８は、窓又は隙間を有するメッ
シュ又はフレーム状構造を更に有するのがよい。ピペットシースを備えた実施形態では、
ピペットシースの目的は、使用済みピペット先端部からのしずくを捕捉し、それにより、
或る１つのホルダの使用から同じような箇所にある別のホルダの使用へのサンプル相互汚
染、及び／又は、ホルダが収納されている支持ラックへのサンプル相互汚染を阻止するこ
とにある。典型的には、この場合、底部５７６は、中実且つボウル形状（凹状）のもので
あり、従って、しずくは、この中に保持されるようになる。ピペットシースを備えていな
い実施形態、例えば実施形態５０２は、例えば、同じ目的で１つ又は２つ以上のソケット
内に位置するピペット先端部の下に適当に配置されたしずくトレイ又は排出出口を利用す
るのがよい。しずくを捕捉することに加えて、ピペット先端部シースは、他の試薬ホルダ
の先端部（例えば、本明細書において更に説明するラック内の目的とするホルダ先端部に
隣接して位置するホルダ先端部）が何らかの液体処理ステップの実施前又は実施後におい
て先端部をピックアップし及び／又は落とした際、互いに触れるのを阻止し又は禁止する
。隣り合うホルダの先端部同士の接触は、一般に、ホルダに対するサンプルの並行処理を
制御する自動化小出しヘッドによって意図されておらず、ピペット先端部は長く、これら
ピペット先端部は、落下の際に先端部の角度が垂直（鉛直）から僅かに逸れた場合に近く
のストリップの先端部に容易に触れることができる。
【００８３】
　実施形態５０１，５０２，５０３のホルダは、全て、少なくとも１つのソケット、１つ
又は２つ以上の入れ物並びにプロセス管及び２つ又は３つ以上の試薬管のそれぞれの孔が
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全て、互いに対して直線状に配置される（即ち、これらの中点が、同一軸線上に位置する
）ように構成された連結部材を有する。しかしながら、本明細書において説明するホルダ
は、入れ物、廃棄物チャンバ、プロセス管、ソケット及び試薬管の特定の形態には限定さ
れない。例えば、ホルダは、幾つかの孔が互いに対して互い違いに配置され、“軸外し”
位置を占める場合、短く作られてもよい。種々の入れ物等も又、図１２Ａ及び図１２Ｂに
示すように互いに対して同じ位置を占める必要はなく、この場合、プロセス管は、ホルダ
の中央のほぼ近くに位置し、液体試薬は、プロセス管の一方の側に取付けられた入れ物内
に貯蔵され、固体試薬を収容した入れ物は、プロセス管の他方の側に取付けられる。かく
して、図１０Ａ、図１０Ｂ及び図１１では、プロセス管は、連結部材の一端部に位置し、
ピペットシースは、その他端部のところで、内部位置において廃棄物チャンバ及び２つ又
は３つ以上の試薬管に隣接して位置する。さらに別の配置状態、例えば、プロセス管をホ
ルダの一端部に取付けること、プロセス管をピペット先端部及びピペット先端部シース（
本明細書において更に説明する）に隣接して取付けること及び廃棄物管をプロセス管に隣
接して取付けることが考えられる。理解すべきことは、ホルダの種々の部分の別の形態に
よっては、変形例が生じるに過ぎず、かかる別の形態を説明する装置の他の変形例の範囲
内で対応することができ、かかる変形例としては、本明細書において更に説明する液体小
出しピペットヘッド、ヒータ組立体及び磁気セパレータのための別の命令セットが挙げら
れるが、これらには限定されない。
【００８４】
　プロセス管５２０は、一体部品の一部ではなく、スナップ嵌め管であってもよい。プロ
セス管５２０は、典型的には、サンプル準備中に起こる種々の混合及び反応プロセスに用
いられる。例えば、細胞溶解が、核酸の抽出が生じるのと同様に、プロセス管５２０内で
生じる場合がある。この場合、プロセス管５２０は、有利には、プロセス管５２０への液
体の移送に関与する全体的なピペットヘッド移動操作を最小にする箇所に位置決めされる
。
【００８５】
　試薬管５４０は、典型的には、管１本当たり１つの液体試薬を収容するように構成され
ている。例えば、実施形態５０１，５０２，５０３では、それぞれ洗浄緩衝液、遊離緩衝
液、中和緩衝剤を収容した３つの試薬管が示されており、これらの管は各々、サンプル準
備プロトコルで用いられる。
【００８６】
　液体又は液体試薬を収容した試薬管５４０をラミネート構造体５９８でシールするのが
よい。ラミネート構造体は、典型的には、ヒートシール層、プラスチック層、例えばポリ
プロピレン層及び金属、例えばアルミ箔の層を有し、ヒートシール層は、１つ又は２つ以
上の試薬管に隣接して位置する。液体試薬を収容した入れ物のためのラミネート（積層材
）に用いられる追加のプラスチックフィルムは、典型的には、液体がアルミニウムに接触
するのを阻止するためのものである。
【００８７】
　ラミネート構造体が互いに異なるラミネート構造体の２つの実施形態を図１５に示す。
両方の実施形態において、例えばラッカ又は融点の低いかかるポリマーで作られたヒート
シール層６０２は、堆積される場合、ホルダの頂部に隣接して最下部に位置する。プラス
チック層６０４は、典型的には、ヒートシール層の上面上に位置し、典型的には、厚さが
１０～５０ミクロンのポリプロピレンで作られる。金属層６０８は、典型的には、プラス
チック層の上面上に位置し、図１５の第１の実施形態の場合のように、接着剤層６０６に
よってプラスチック層に結合されたアルミ箔の層であってもよいし、プラスチック層に直
接蒸着され又はプラスチック層上の適所に直接蒸着され又はスパッタリングされた金属層
であってもよい。それぞれの層の例示の厚さが図１５に示され、理解すべきことは、厚さ
の２倍までのばらつきは、本明細書において説明する技術と矛盾しないことである。特に
、一実施形態では、アルミ箔の厚さは、０．１～１５ミクロンであり、ポリマー層の厚さ
は、１５～２５ミクロンである。別の実施形態では、アルミニウムの厚さは、０．１～１
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ミクロンであり、ポリマー層の厚さは、２５～３０ミクロンである。
【００８８】
　本明細書において提供される積層材（ラミネート）は、長期間にわたる貯蔵を容易にす
る。というのは、ホルダ内には、密封状態の凍結乾燥試薬並びにこれに近接して密封され
た液体が存在しているからであり、このことは、達成するのが通常は困難である。
【００８９】
　一実施形態では、試薬管の頂部は、アルミ箔を頂部にヒートシールしたときに、プラス
チックメルトが管のリムを越えて延びないよう斜切縁部を有している。これは、プラスチ
ックメルトが管の内径を減少させる場合、それにより操作中にピペット先端部との干渉が
生じるので有利である。他の実施形態では、隆起平坦部分５９９が、積層材５９８の堆積
及び除去を容易にする。連結部材の上側に設けられ、試薬管の入口孔及びオプションとし
て廃棄物チャンバを包囲している隆起面５９９は、ホルダのオプションとしての特徴であ
る。
【００９０】
　液体をピペット操作により取出す仕方は、箔を穿し通したピペット先端部が図１６に示
すように、ピペット先端部の周りにシールを生じさせないで素早く動かすようなものであ
る。ピペット操作には或る量の空気流が望ましいので、ピペット操作中に先端部周りにか
かるシールが生じることは、不都合である。この場合、ラミネート構造体により、穿し通
された箔がその当初採用された位置に留まるので、シールは作られない。図１６の上側の
５つの図は、本明細書において更に説明するように積層材でシールされた試薬管からのピ
ペット操作による試薬の取出しを示す。Ａにおいて、ピペット先端部は、試薬７０７を収
容した試薬管の上方でほぼ中心に位置決めされる。Ｂにおいて、ピペット先端部を試薬管
内に下降させ、通常は制御可能に下降させ、このようにする際、箔５９８を穿し通す。こ
の領域の破断図は、ピペット先端部が試薬管を穿し通す幅の最も広い部分のところでピペ
ット先端部と接触状態にある、穿し通し後の積層材の縁部を示す。Ｃにおいて、ピペット
先端部は、僅かに引っ込められ、それによりは、試薬７０７のバルク内に維持される。破
断図は、穿し通し後の箔が、ピペット先端部が箔を穿し通して試薬管内の最深位置まで下
降していたときに形成された形態を保持していることを示す。Ｄにおいて、ピペット先端
部は、試薬７０７を吸い上げ、場合によっては、年を取った人がかかる試験を行う場合そ
の高さが変えられる。Ｅにおいて、ピペット先端部は、試薬管から完全に取出されている
。
【００９１】
　種々の管及びチャンバの材料は、これへのＤＮＡ及び他の高分子の結合度を減少させる
ような少なくとも内面滑らかさ及び表面被膜を有するように構成されるのがよい。ＤＮＡ
の結合は、感度の低下に鑑みて望ましくなく、感度の低下の結果として、次に、ホルダの
表面上に捕捉されていないＤＮＡの検出及び分析が行われる恐れがある。
【００９２】
　プロセス管はまた、結合度の低い表面を有するのがよく、かかるプロセス管により、磁
気ビーズが、内壁にくっつかないでこの内壁を上下に容易に滑ることができる。さらに、
プロセス管は、流体の低いスティクション（静摩擦）及びそれ故に核酸及び他の分子の低
い結合度を可能にする疎水性表面被膜を有する。
【００９３】
　幾つかの実施形態では、ホルダは、位置合わせ部材、例えば機械式キーを有する。典型
的には、かかる機械式キーは、連結部材５１０の一部である。機械式キーにより、ホルダ
は、例えば、ホルダ内の試薬に対するピペット操作を制御する装置の支持ラック又は受入
れベイ内に設けられた相補部材によって受取られるようになる。機械式キーは、通常は、
受入れ装置に設けられた切欠き又は突出部と対応関係をなして合致する特定の形状の切欠
きである。かくして、実施形態５０１は、機械式キー５９２を有し、この機械式キーは、
連結部材の一端部に設けられた一対の長方形の形をした切欠きから成る。図示のこの特徴
は、更に、ホルダを別の装置のラック内に入れたり出したりする際に、ユーザが適当な引
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っ掛かりを得ることができるタブを提供する。実施形態５０１，５０２も又、連結部材５
１０の他端部のところに機械式キー５９０を有している。機械式キー５９０は、ラック内
へのホルダの挿入を容易にすると共にホルダを受入れるよう形作られた凹み領域に設けら
れている相補山形切欠きに当接したときにラック内での良好な位置合わせを保証する山形
切欠きである。当然のことながら、機械式キーの他の変形例は、本明細書における説明と
は矛盾せず、例えば、湾曲した切欠き又は切欠き若しくは突出部の種々の組合せは全て、
ホルダの確実な位置合わせを容易にする。
【００９４】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１又は図１２Ａ～図１２Ｃには示していない幾つかの実施形
態では、ホルダは、連結部材に取付けられた識別子を更に有する。識別子は、ラベル、例
えば書込み可能なラベル、バーコード、二次元バーコード又はＲＦＩＤタグであるのがよ
い。識別子は、例えば、試薬のどのような組合せがホルダ内に存在しているか及びかくし
て試薬の対象としてのどのようなタイプのサンプル準備プロトコルであるかを迅速に明ら
かにするためのものであるのがよい。識別子はまた、品質管理又は記録保持目的のために
ホルダの関連バッチを指示するのがよい。また、識別子により、ユーザは、特定のホルダ
を特定のサンプルに合わせることができる。
【００９５】
　また、本明細書における説明と一致して考慮すべきこととして、ホルダは、更に、サン
プルを例えばサンプル管内に受入れるように構成されているのがよい。かくして、本明細
書の別の箇所で説明する実施形態では、ラックは、サンプル管及びホルダへの装填を互い
に独立に行うことができるような仕方で多数のサンプル管及びこれと対応した数のホルダ
を受入れる。それにもかかわらず、他の実施形態では、ホルダはまた、サンプルを例えば
サンプル管内に受入れるように構成されているのがよい。かくして、相補ラックは、多数
のホルダを受入れるように構成されているのがよく、各ホルダは、サンプル並びに試薬及
び他のアイテムを有する。かかる実施形態では、ホルダは、サンプルがサンプル識別試験
機構に接近可能であるように構成されている。
【００９６】
〔キット〕
　本明細書において説明するホルダは、空気及び水分がホルダ内の試薬と接触する恐れを
減少させるよう密閉パウチ内に入れられて提供されるのがよい。かかる密閉パウチは、本
明細書において説明するホルダのうち１つ又は２つ以上、例えば、２、４、６、８、１０
、１２、１６、２０又は２４個のホルダを収納するのがよい。
【００９７】
　ホルダはまた、サンプル準備を実施するためのキットの一部として提供されてもよく、
キットは、本明細書において説明するホルダのうちの１つ又は２つ以上を収納した第１の
パウチを有し、ホルダの各々は、図１７に示すように、溶解、洗浄及び遊離のための液体
試薬を備え、キットは、内部に不活性雰囲気を備えた第２のパウチを更に有し、１つ又は
２つ以上の試薬管は、凍結乾燥ＰＣＲ試薬を収容している。かかるキットはまた、多数の
サンプルの分析を可能にすると共にかかるサンプルを処理するのに十分なＰＣＲ試薬（又
は例えばＲＴ―ＰＣＲ、転写媒介増幅、ＳＤＡ（ｓｔｒａｎｄ　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎ
ｔ　ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、ＮＡＳＢＡ、ヘリカーゼ依存性増幅、当業者にはよ
く知られている増幅及び本明細書において説明する他の増幅のための他の増幅試薬）及び
多数の個々のホルダ、例えば２、４、６、８、１０、１２、１６、２０又は２４個のホル
ダを収容するように構成されているのがよい。
【００９８】
〔試薬管〕
　本明細書の別の箇所で言及するように、凍結乾燥試薬を収容した容器５５４は、０．３
ｍｌ管であり、これら管は、これらのそれぞれの底部内面に施された星の形をした、即ち
、星状のパターン（図１３Ａ及び図１３Ｂを参照されたい）を有するように構成されてい
る。本明細書において説明した使用並びに本明細書においては説明していない他の使用の
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ための更に別の管を同様に構成することができる。かくして、例えば、星状パターンによ
り得られる利点はまた、試薬管から直接ピペット操作で取出される液体サンプルを収容し
た試薬管（並びにピペット操作に先立って液体の形態に構成される固体を当初収容した試
薬管）から生じる。かかる星状パターンの恩恵を受ける他の管のサイズは、例えば、０．
１ｍｌ～０．６５ｍｌである。
【００９９】
　星状パターンは、流体を管から取出す際に、ピペット先端部が管内の底に届き、図１４
に示すように、管から流体全部を又はほぼ全部を取出すことができるようにする。これは
重要であるが、その理由は、かかる僅かな量で使用する場合、及び目的とするＤＮＡが非
常に僅かな複製で存在している場合があるとき、ピペット操作の不備に起因するサンプル
の喪失は、可能な限り最小にすべきだからである。
【０１００】
　星状パターンの設計は、特に、臨床サンプル中に非常に僅かな数で存在するＤＮＡ／Ｒ
ＮＡの回収のために用いられる場合に重要である。星状パターンは、ピペットが管の底に
突き当たった状態で用いられる場合、液体の殆ど（残留量＜１マイクロリットル）のピペ
ット操作を可能にすべきである。加えて、星状パターンは、２つの望ましくない作用効果
を有する傾向がある表面領域並びにデッドエンド溝、即ち、液体を捕捉する傾向があると
共に吸着によるポリヌクレオチドの望ましくない保持量を増大させる傾向のある表面領域
並びにデッドエンド溝を最小にするように設計すべきである。
【０１０１】
　以下において、図１４について次のように説明する。図１４は、各々がピペット操作に
おける段階を連続して示す多数の図Ａ～Ｇを有している。Ａにおいて、液体２２１１（例
えば、緩衝溶液）を収容したピペット先端部２２１０が、試薬管２２００の中心の真上又
はほぼ上方に位置決めされる。試薬管は、多数の凍結乾燥ペレット２２１２を収容し、箔
等の層２２１４によってシールされている。箔は、試薬管の上面にヒートシールされるの
がよい。本明細書において更に説明する積層材を試薬管に配置するのがよいが、典型的に
は、アルミ箔の層が適しており、この場合、試薬管は、固体、例えば凍結乾燥試薬を収容
する。幾つかの実施形態では、試薬管の頂部は、そこへの箔のヒートシール中における試
薬管の頂部リムの膨張を減少させるために、面取り縁部を有している。試薬管は、頂部に
施された識別可能なコード、例えば１次元又は２次元バーコードを更に有するのがよい。
かかるバーコードは、管内に貯蔵されている試薬の組成及び／又はその調製のためのバッ
チ数及び／又は有効期限日を識別するのに有用である。バーコードは、例えばインクジェ
ットプリンタ又は転写プリンタを用いて印刷されるのがよい。
【０１０２】
　試薬管２２００の底部内面に施された星状パターン２２０３が示されている。ステップ
Ｂにおいて、ピペット先端部を下降させてシール２２１４を穿し通し、そして粒子２２１
２の上方の位置に至らせる。ステップＣにおいて、液体２２１１をピペット先端部から送
り出して粒子にかけ、ステップＤにおいて示すようにこれを溶解させる。粒子が完全に溶
解して溶液２２１８が形成された後、ピペット先端部をこれが星状パターン２２０３と接
触する位置まで下降させる。ステップＥにおいて、ピペット先端部は、溶液２２１８を吸
込み、ステップＦにおいて、ピペット先端部は、オプションとして、この溶液を試薬管の
中に送り戻すのがよい。ステップＥ，Ｆを所望に応じて繰り返し実施し、それにより凍結
乾燥構成要素の溶解及び溶液中へのこれの混合を容易にするのがよい。ステップＧでは、
ピペット先端部内に実施できるように大部分の溶液２２１８の吸込んだ後、ピペット先端
部を試薬管から取出す。理想的には、ステップＧにおいて、溶液２２１８の１００容量％
がピペット先端部の中に吸上げられる。他の実施形態では、溶液２２１８の性状に応じて
、溶液の少なくとも９９容量％が吸上げられる。さらに別の実施形態では、溶液の少なく
とも９８容量％、少なくとも９７容量％、少なくとも９６容量％、少なくとも９５容量％
及び少なくとも９０容量％が吸上げられる。
【０１０３】
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　星状又は星状パターンの設計は、底突き当たりピペット、例えばｐ１０００ピペットと
星状パターンとの間の隙間を通る液体の流量を最大にするよう最適化されているのがよく
、これについては、２００７年７月１３日に出願された米国特許仮出願第６０／９５９，
４３７号明細書に更に記載されており、この米国特許仮出願を本明細書に援用する。理解
すべきことは、本明細書における説明は、典型的には生物学的サンプルのサンプル調製に
用いられるピペット及びピペット先端部に関するが、この設計の原理及び詳細な側面は、
他タイプのピペット及びピペット先端部に適合可能であり、そのように改造できることで
ある。
【０１０４】
　図１３Ａは、側壁２２０１及び底部２２０２を備えた試薬管２２００の断面斜視図であ
る。底部の内面２２０４が見える。星状切欠き２２０３が、３つの尖った溝として部分的
に示す。
【０１０５】
　典型的には、星状パターンは、試薬管の底部内面上に設けられた隆起部分として存在す
る。かくして、例えば射出成形による試薬管の製造中、金型の外側部分は、管の外部形状
を定めるキャビティである。試薬管の内側形状は、金型の外側部分と同心状に位置決めさ
れ、その先端部にフライス加工された星状構造を有する金型によって形成される。かくし
て、液体プラスチックを金型の２つの部分の間の空間内に射出すると、星状が試薬管の底
部内面上の隆起部分として形成される。
【０１０６】
　図１３Ｂに平面図で示す例示の星状パターン２２０３は、「船の舵輪」に似ており、中
心部２２０９と、中心部２２０９上に心出しされた円形リング２２０７と、半径方向溝２
２０５として形成された８つの半径方向セグメントとを有している。各半径方向溝は、中
心部２２０９のところで他の半径方向溝に出会うが、理解すべきことは、これよりも少な
い又はこれよりも多い数の半径方向溝、例えば３、４、６，１０又は１２個の半径方向溝
を備えた星状パターンは、本発明における設計と矛盾しないことである。星の半径方向溝
の数は、有効液体ピペット操作と一致して最小であるべきであり、しかも、液体取扱い用
途に用いるべき任意のピペット先端部を捕捉しない程度の間隔を置いて配置すべきである
。
【０１０７】
　中心部２２０９は、典型的には、試薬管２２００の底部の幾何学的中心と一致して位置
決めされている。試薬管は、典型的には、断面が円形であり、従って、その中心（例えば
、２つの直径の交差点のところ）が、通常は、明瞭であることが分かる。中心部２２０９
は、図１３Ｂに示す大きさよりも大きいものであるのがよく、例えば、半径方向溝２２０
５の合体箇所により形成される領域の直径を超える円形切欠き又は隆起部分であるのがよ
い。
【０１０８】
　リング２２０７は、星状パターン２２０３のオプションとしての特徴である。典型的に
は、リング２２０７の中心は、中心部２２０９に合わされ、かかるリングは、典型的には
、ピペット先端部の底面に相当する寸法を有している。かくして、ピペット先端部が試薬
管２２００の底に「突き当たる」と、ピペット先端部の底部は、リング２２０７と接触状
態のままとなる。かくして、リング２２０７は、好ましくは、ピペット先端部を受入れ、
管の底部のところの中心にその位置決めを案内するのを助けることができる切欠き又は凹
み特徴部である。他の実施形態では、２つ以上、２つ、３つ又は４つの同心リング２２０
７が設けられる。
【０１０９】
　星状パターンは、試薬管から適当に位置決めされたピペット先端部内への最適流量の液
体を与える寸法を有するよう形作られている。星状パターンは、図１３Ｂでは、試薬管の
最も幅の広い箇所の直径よりも直径が著しく小さいものとして示されている。星状パター
ンは、種々の実施形態では、試薬管の５～２０％の直径（中心部２２０９から溝２２０５
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の頂点まで測定して）、試薬管の直径の１０～２５％、試薬管の直径の１５～３０％、試
薬管の直径の２０～４０％、試薬管の直径の２５～５０％、試薬管の直径の３０～５０％
、試薬管の直径の４０～６０％、試薬管の直径の５０～７５％又は試薬管の直径６５～９
０％を有するのがよい。
【０１１０】
　かくして、半径方向溝２２０５は、隆起部（隣り合う溝相互間の空間を占めている）に
よって互いに分離されている。図示の実施形態では、半径方向溝は、それらの間の距離よ
りも幅が狭い（小さな半径方向角を占めている）。他の実施形態では、半径方向溝は、そ
れらの間の距離と比例関係をなして幅が広いのがよい。かかる実施形態では、半径方向溝
を、溝ではなく隆起部を有するものとして説明することが妥当な場合がある。他の実施形
態では、半径方向溝及びそれを互いに分離する隆起部は、中心からそれぞれ半径方向距離
を置いたところで等しい幅のものである。
【０１１１】
　星の頂点を形成する半径方向溝は、その下面が丸くなっており、例えば断面が半円形で
あるのがよいが、典型的にはＶ字形である。これら溝は、断面が台形であってもよく、例
えば、平らな底部よりも幅の広い上側部分を有してもよく、上側部分と底部は、傾斜した
壁によって互いに連結されている。
【０１１２】
　幾つかの実施形態では、製造を容易にするために、半径方向溝は、試薬管の底部内で同
一レベルで終端している。かくして、半径方向端部は、全て、円の円周上に位置している
。他の実施形態では、半径方向溝は、全てが同一レベルで終端しているわけではない。例
えば、半径方向溝は、互いに異なるレベルで交互に終端していてもよく、かくして、端部
は、互いに空間内において互いに異なる平面を占める２つの円のそれぞれの円周上に位置
する。
【０１１３】
　半径方向溝２２０５は、図１３Ｂには、等しい長さ（中心部２２０９から頂点まで測定
して）を有するものとして示されている。これは、必ずしもそうする必要はない。変形実
施形態では、半径方向溝は、互いに異なる長さを有してもよく、例えば、交互に位置する
半径方向溝に交互の長さを有してもよく、この場合、半径方向溝は偶数個設けられる。さ
らに、頂点は、尖っているのではなく、丸くなっていてもよい。
【０１１４】
　典型的には、半径方向溝は、中心部２２０９からそれぞれの頂点まで幅及び深さが一様
にテーパしている。さらに別の形態、例えば、特定の半径方向広がり、例えば半径方向溝
の長さの３０～６０％まで一定の幅又は深さを辿り、次にその頂点に向かって幅が狭くな
り又は浅くなる半径方向溝の採用が可能である。変形例として、半径方向溝は、中心部２
２０９のところで幅が狭い状態で始まり、長さのその中点の近くの最も幅の広い領域まで
広がり、次に、その頂点に向かって狭まってもよい。本明細書には説明しない更に別の手
段は、星状パターンと矛盾しない。
【０１１５】
　０．３ｍｌ管では、各半径方向溝２２０５のその幅の最も広い箇所のところの幅は、典
型的には、約５０ミクロンであり、この幅は、典型的には、中心部２２０９の最も近くに
位置する最も幅の広い箇所又は中心部２２０９のところから頂点まで一様にテーパしてい
る。
【０１１６】
　０．３ｍｌ管では、半径方向溝の最深箇所における深さは、典型的には、約２５～５０
ミクロンであり、この深さは、典型的には、中心部２２０９の最も近くに位置する深さの
最も深い箇所又は中心部２２０９のところから頂点まで一様にテーパしている。
【０１１７】
　０．３ｍｌ管では、半径方向溝で形成された星の半径（中心部２２０９から頂点まで最
も短い距離として測定される）は、典型的には、約０．５ｍｍであるが、０．１～１ｍｍ
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又は０．３～２ｍｍであってもよい。
【０１１８】
　別の実施形態では、０．３ｍｌ管では、溝は、丸みをつけられるのがよく、そして深さ
が１００ミクロン、若しくは深さが５０ミクロン未満又は深さが２５ミクロン未満である
べきである。
【０１１９】
　星状パターンは、典型的には、管の底部に垂直に位置すると共に中心部２２０９を通る
軸線である回転対称軸線を有し、従って、半径方向溝は、回転中心に関して対称に配置さ
れるようになっている。このことは、ｎ個の溝の場合、中心軸線（回転軸線）回りの２π
／ｎの回転により、各半径方向溝は、これに隣接して位置する半径方向溝に一致すること
ができることを意味している。
【０１２０】
　図１３Ｂに示された星状形状は、これが多数の半径方向に配置された半径方向溝２２０
５及びオプションとしての円形リング２２０７を有している点において、本発明を限定す
るものではない。他の星状の幾何学的形状を用いることができ、これらは、製造の容易さ
に応じて、好ましい場合がある。例えば、単に共通中心を備えているが、中心軸線回りに
互いに対して回転的にずれている２つ又は３つ以上の多角形を重ね合わせることにより星
を作ることができる。（これについては、例えば、インターネットサイトmathworld.wolf
ram.com/StarPolygon.html.）に記載されている「星状多角形」を参照されたい。星状パ
ターンを形成するかかる別の仕方は、本発明において利用可能である。
【０１２１】
〔液体ディスペンサ〕
　種々の実施形態では、本明細書によって更に説明する装置を用いた次の診断の際に用い
られるＰＣＲ対応のサンプルの調製は、次のステップ、即ち、中和化ポリヌクレオチドサ
ンプルとポリメラーゼ酵素及び複数のヌクレオチドを含むＰＣＲ試薬混合物の接触のうち
の１つ又は２つ以上を含むのがよく（幾つかの実施形態では、ＰＣＲ試薬混合物は、陽性
対照プラスミド及びこのプラスミドの少なくとも一部分について選択された蛍光ハイブリ
ッド形成プローブを更に有するのがよい）、幾つかの実施形態では、ＰＣＲ試薬混合物は
、ホルダに設けられた入れ物内に貯蔵される１つ又は２つ以上の凍結乾燥ペレットの形態
をしていてもよく、この方法は、ＰＣＲペレットを液体で再構成してＰＣＲ試薬混合物溶
液を作るステップを更に有するのがよい。上述のステップと関連した種々の、例えば１つ
又は２つ以上の液体移送操作を自動化ピペットヘッドによって達成できる。
【０１２２】
　本明細書において説明する装置に用いられる適当な液体ディスペンサは、１つ又は２つ
以上のセンサと、マニホルドと、マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上のポン
プと、マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上の小出しヘッドと、外部コントロ
ーラ（制御装置）から電気信号を受取る電気接続部とを有し、液体ディスペンサは、１つ
又は２つ以上のポンプによる以外は、流体の入口又は出口を備えていない。
【０１２３】
　例示の液体ディスペンサの断面図を図１８に示す。液体ディスペンサは、２つ又は３つ
以上のホルダに対して流体移送操作を同時に実施するように構成されている。図１８に示
すように、液体ディスペンサ２００５は３つの並進自由度を備えた台(gantry)に取付けら
れるのがよい。別の実施形態は、３つよりも少ない数の並進自由度を備えた台を有しても
よい。取付け方法は、図１８の左側の図に示すように、機械式締結により、例えば、１本
又は２本以上のねじを用いて行われるのがよい。適当な台は、符号化ステッピングモータ
により作動されるベルト駆動スライダの３つの軸線を有する。台スライダを構造的山形ア
ルミニウム又は他のこれと同等の材料、特に金属又は金属合金のフレーム構造に取付ける
のがよい。ｘ方向及びｙ方向に位置合わせされたスライダ（これらの方向は、それぞれ、
図１８の平面から出る方向及び入る方向である）により、ホルダのアレイを横切り且つそ
れぞれ所与のホルダに沿う方向に台の運動が容易になる。
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【０１２４】
　台のｚ軸は、可変力センサと関連しているのがよく、この可変力センサは、先端部ピッ
クアップ及び流体小出し操作中、ヘッドの垂直運動の程度を制御するように構成されてい
るのがよい。例えば、図１８に示すように、ピペットヘッド１８０３は、ヘッドに上向き
に働く力をヘッドと力センサとの間の相対運動により検出することができるよう設けられ
ているのがよい。例えば、ピペットヘッド１８０３がこの下に位置するラック内の使い捨
てピペットに力を及ぼしたとき、上向きの力が伝えられ、それによりピペットヘッド１８
０３がピボット箇所２１０２周りのトルクを加え、それにより止めねじ２１０４が力セン
サに圧接するようにする。この場合、力センサは、少なくとも液体ディスペンサの垂直運
動を制御するプロセッサ又はコントローラと通信状態にあり、それにより、プロセッサ又
はコントローラが力センサからの適切な信号を受取ると、液体ディスペンサの垂直運動を
止める命令を出すことができるようになっている。本発明で用いるのに適した例示の力セ
ンサは、ハネウェル（Honeywell）社から入手でき、その仕様は、本明細書の付録に示す
。図１８に示す力センサ機構は、例示であり、ピックアップ及び流体小出し操作中にヘッ
ドに指令を出すことができる多くの考えられる機構のうちの１つである。例えば、力セン
サの代替手段として、サンプル管又は試薬ホルダとの接触時に１つ又は２つ以上の小出し
ヘッドの垂直運動の中断を検出する停動センサを用いてもよい。従って、当業者が理解す
べきことは、本明細書において説明する液体ディスペンサは、図１８に示す特定の機構に
は限定されない。
【０１２５】
　液体ディスペンサは、多数の個々のばね付きピペットヘッド１８０３を更に有し、各ピ
ペットヘッドは、１つ又は２つ以上のピペット先端部の内から１つのピペット先端部をホ
ルダ内に受入れるように構成されている。液体ディスペンサは、２つのピペットヘッドが
同一ホルダからピペット先端部を受入れることがないよう更に構成されているのがよい。
図１９Ａ～図１９Ｃは、例えば、４つの個々のばね付きピペットヘッド１８０３を示すが
、理解すべきことは、ディスペンサは、この数には限定されない。例えば、他の数として
は２、３、５、６、８、１０又は１２が挙げられる。さらに、個々のばね付きヘッド１８
０３は、互いに平行に配列された状態で示されているが、他の配列状態になっていてもよ
い。
【０１２６】
　液体ディスペンサは、関連のコンピュータ制御式バルブ装置を備えた分配マニホルド１
８０２に連結されたコンピュータ制御式ポンプ２１００を更に有するのがよい。分配マニ
ホルド１８０２は、ピペット先端部を通る空気の流量を制御するように構成された多数の
バルブ、例えば電磁バルブ１８０１を有するのがよく、例示の実施形態では、各ピペット
について２つのバルブが設けられると共にポンプをガス抜きするための１つの追加のバル
ブが設けられている。かくして、４つのピペットヘッドを備えた液体ディスペンサの場合
、９つのバルブが存在する。別の実施形態では、各ピペットについてたった１つのバルブ
が設けられると共にポンプをガス抜きするための１つの追加のバルブが設けられている。
しかしながら、分配マニホルドは、厳密に９つの電磁バルブを有する形態には限定されな
い。
【０１２７】
　液体ディスペンサは、更に、２種類又は３種類以上のサンプルの溶液の分析又は調製と
関連して流体を吸引し又は小出しするように構成されている。液体ディスペンサはまた、
液体をマイクロ流体カートリッジ中に小出しするように構成されている。加えて、液体デ
ィスペンサは、１回の操作で１．０ｍｌ未満の量の流体、例えば１０ｎｌ～１ｍｌの量の
流体を受入れ又は小出しするように構成されている。
【０１２８】
　液体ディスペンサは、ポンプ２１００が空気を分配マニホルドにポンプ作用で出し入れ
するように構成されている。分配マニホルドは、空気を１つ又は２つ以上のバルブ相互間
にわたり均等に分配するマイクロ流体ネットワークを有する。かくして、マニホルド及び
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種々のバルブを通る空気の流量を制御することにより、ピペットヘッドの上方の圧力を変
化させて液体がそれぞれピペットヘッドに取付けられているピペット先端部内に引き込ま
れ又はこれから放出されるようにすることができる。このように、空気ホースを通って圧
縮空気を液体ディスペンサに供給することは必要ではない。小出しヘッドに通じる液体ラ
インを設けることも必要ではない。さらに、マニホルドを含む液体ディスペンサの任意の
部分に流入するホルダからの液体試薬又は液体サンプルは存在しない。この側面により、
気泡がサンプル又は液体試薬中に導入される原因となる厄介な問題が減少する。分配マニ
ホルドの例示の形態を図２０に示す。
【０１２９】
　種々の図に示すように、ｚ軸に沿って上下に動く液体ディスペンサ全体は、プロセッサ
又はコントローラへの電気的接続部及び台への機械的連結部しか備えていない自己完結式
ユニットである。液体ディスペンサの三次元における並進移動をマイクロプロセッサ、例
えばプロセッサ９８０により制御することができる。ディスペンサと関連した流体取扱い
ラインは存在していない。この設計により、装置の組立の単純化が可能であり、装置の汚
染、及び装置の互いに異なる作動と作動の間におけるサンプルの相互汚染が最小になり、
ポンプ輸送効率が高められ（死空間が最小になり）、しかも装置の容易な保守及び補修が
可能である。また、この構成により、小出し装置における種々の特徴、例えば、各ディス
ペンサに関する個々の且つ独立したポンプ制御、個々のピペット取付け又は取外し、ピペ
ットのピッチの制御能力等の容易なアップグレードが可能になる。
【０１３０】
　装置のもう１つの側面は、多くの核酸含有サンプルの各々がどういうものであるかを点
検するように構成されたサンプル識別検査機構に関する。かかるサンプル識別検査機構は
、光学式文字リーダ、バーコードリーダ若しくは高周波タグリーダ又は当業者に利用可能
な他の適当なリーダであるのがよい。サンプル識別検査機構をこれが液体ディスペンサと
一緒に動くよう台に取付け又は液体ディスペンサに取付けるのがよい。変形例として、サ
ンプル識別検査機構を別個に設けて、液体ディスペンサとは独立して移動可能であるよう
にしてもよい。例えば、図２１及び図２２では、サンプル識別検査機構１７０１は、液体
ディスペンサに取付けられたバーコードリーダである。バーコードスキャナ１７０１の視
界は、非線形であり、それにより、バーコードスキャナは、使い捨てラック２３０２内の
バーコード付き臨床サンプル管２３０１から鏡２３００により反射された光を検出するこ
とができる。バーコードスキャナは、臨床サンプル管に付けられているバーコードを読取
り、かくして、サンプル管の存在及び詳細を識別する。鏡を使用しているので、スキャナ
は、鏡映像形態で印刷された（即ち、かくして、通常の形態に反射される）バーコードを
読取るか或いは、通常のバーコードの鏡映像を読取り、この鏡映像をコンピュータアルゴ
リズムにより非反射形態に変換するように構成されている。
【０１３１】
　サンプル識別検査機構は、これが検出し又は読取ったラベルの詳細を装置内のプロセッ
サ又はコントローラに送るように構成されており、それにより、サンプル識別情報を診断
結果及びサンプル調製並びにサンプル内の核酸の抽出及び増幅に関連した他の情報に関連
づけることができる。
【０１３２】
　図２３では、サンプル識別検査機構は、マイクロ流体カートリッジから標識を読取るよ
う位置決めされている。
【０１３３】
　或る実施形態では、液体ディスペンサは、各々がラック内のピペット先端部の存在を検
出する１つ又は２つ以上のセンサ２００１（例えば、赤外線センサ）を更に有するのがよ
い。図２４では、例えば、赤外線センサ２００１と反対側に赤外線エミッタが配置される
のがよく、使い捨てピペット先端部２０００が存在することにより、エミッタと検出器と
の間のエミッタとセンサ（検出器）との間の視線が遮られ、かくして、ピペット先端部の
存否の判定が可能になる。使い捨てピペットは、本明細書において更に説明するように、
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ピペットストリッパ及び位置合わせプレート２００３に垂直に構成されるのがよい。
【０１３４】
　液体ディスペンサはまた、本明細書において更に説明するように、マイクロ流体カート
リッジ内への流体の小出し中、ピペットを取外してピペットを位置合わせするように構成
された電動式プレートと関連して作動するのがよい。
【０１３５】
　図２５Ａ及び図２５Ｂは、本明細書において更に説明するように、ピペット先端部を液
体ディスペンサから取外す例示の装置を示す。ピペット先端部は、ホルダ内のそれぞれの
ソケット上に（ピペット先端部シースを覆って）、全て同一ピッチで位置合わせされてい
る。細長い孔が設けられた金属プレートが、ソケット上に位置している。ピペット先端部
を、細長い孔を通ってシース内に途中まで下方に差し込まれ、金属プレートをピペット先
端部が孔の細長い部分によってクランプされるような仕方で先に進める。液体ディスペン
サを先に進めると、ピペット先端部は、これらのそれぞれのヘッドから離脱状態になる。
次に、金属プレートをその初期位置に戻すと、ピペット先端部は、これらのそれぞれのソ
ケット内に適所に位置したままである。
【０１３６】
〔ヒータ組立体及び磁気セパレータ〕
　例示のヒータ組立体１４０１のヒータユニットの断面図を図２６（右側のパネル）に示
す。ヒータ組立体は、各々が加熱ブロックを有する１つ又は２つ以上の独立に制御可能な
ヒータユニットを有する。或る実施形態では、ヒータ組立体内に２、３、４、５、６、８
、１０、１２、１６、２０、２４、２５、３０、３２、３６、４０、４８又は５０個のヒ
ータユニットが設けられる。さらに別の数、例えば６～１００個の間の任意の数のヒータ
ユニットは、本明細書における説明と矛盾しない。１つ又は２つ以上の加熱ブロックは、
金属又は他の材料の単一片から形成でき又は互いに別々に作られ、互いに独立に取付けら
れ、又は何らかの仕方で互いに連結されてもよい。かくして、ヒータ組立体という用語は
、ひとまとまりのヒータユニットを意味しているが、互いに直接的に又は間接的に取付け
られるべきヒータユニット又はこれらのそれぞれの加熱ブロックを必要としない。ヒータ
組立体は、各ヒータユニットが独立に、例えば１つ又は２つ以上の加熱ブロックを本明細
書に更に説明するように、独立に制御可能であるようにすることにより１つ又は２つ以上
のプロセス管１４０２の各々を加熱するように構成されているのがよい。図２６の形態で
は、ヒータ組立体は、各々がプロセス管１４０２と整列し、熱をこのプロセス管に送り出
すように構成された１つ又は２つ以上の加熱ブロック１４０３を有する。各加熱ブロック
１４０３は、オプションとして、ストリップ１４０８及び１本又は２本以上のねじ１４０
７又は他の接着手段を用いて装置の残部に固定されたり連結されたりするのがよい。この
固定機構は、かかる形態には限定されない。
【０１３７】
　１つの加熱ブロック１４０３の断面図を図２６に示すが、理解すべきことは、これは、
互いに平行に位置合わせされた多数の加熱ブロックを設けることと矛盾しておらず、これ
らの幾何学的中点は全て、単一の直線状の軸線上に位置するようになっているが、形態に
関し、これには限定されない。かくして、１つ又は２つ以上の加熱ブロックを互いに異な
る高さ位置で、群をなし又は変形例として個々に位置決めしてもよいし、図２６（右側の
パネル）において左から右に群をなして又は変形例として個々に互いに対して互い違いに
配置してもよい。加えて、他の実施形態では、加熱ブロックは、互いに平行に位置合わせ
されず、互いに対して角度をなして配置され、かかる角度は、１８０°以外である。さら
に、図２６に示す加熱ブロックは、サイズが互いに同じ数個の加熱ブロックのうちの１つ
であってもよいが、１つ又は２つ以上の加熱ブロックが互いに異なるサイズのプロセス管
を受入れてこれを加熱するように構成されていることは、本発明における技術とは矛盾し
ない。
【０１３８】
　図２６の例示の加熱ブロック１４０３（右側の図）は、プロセス管１４０２の下方部分
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を部分的に包囲するが内部キャビティを有するように構成されている。図２６の加熱ブロ
ックでは、内部キャビティは、プロセス管１４０２の下方部分をその前側（磁石１４０４
から遠い方の側）でも後側（磁石１４０４に隣接した側）でもなく、２つの側部について
包囲している。他の実施形態では、加熱ブロック１４０３は、プロセス管１４０２の底部
をその前側を含む３つの側部について包囲するように構成されている。さらに別の形態の
加熱ブロック１４０３は、プロセス管１４０２の内容物の迅速且つ一様な加熱を達成する
という目的とは矛盾しない。或る実施形態では、加熱ブロックは、プロセス管の加熱中、
プロセス管と接触状態にある加熱ブロックの表面積を増大させるようプロセス管１４０２
の形状とぴったりと一致するような形状になっている。かくして、例示の加熱ブロック１
４０３は、相補形状をなすプロセス管が嵌め込まれる円錐形の底部が湾曲したキャビティ
を有するものとして示されているが、加熱ブロック１４０３の他の実施形態は、例えば、
平らな底部を備えた円筒形のキャビティを有する。加熱ブロック１４０３の更に他の実施
形態は、例えばキュベット(cuvette)を収容する直線状内部キャビティを有してもよい。
【０１３９】
　さらに、加熱ブロック１４０３は、図２６では発熱体１５０１からの熱の伝達を助ける
と共に本装置の残部への１つ又は２つ以上の加熱ブロックの固定を助けるＬ字形として示
されているが、本明細書において更に説明するように、加熱ブロックは、必ずしもそうで
ある必要はない。例えば、或る実施形態では、発熱体１５０１は、プロセス管１４０２の
真下に位置決めされてもよい。
【０１４０】
　各加熱ブロック１４０３は、依然として高い構造的一体性を保つと共に磁石が加熱ブロ
ック及びプロセス管を容易に越えて摺動することができる状態で低い熱質量を有するよう
に構成されている。低い熱質量は、これにより、熱を迅速に送り届けたり消散したりする
ことができ、かくして、ヒータ組立体が収納されている装置の加熱及び冷却効率を高める
ことができるので有利である。低い熱質量に寄与する要因としては、加熱ブロックの構成
材料及びこれが採用する形状が挙げられる。従って、加熱ブロック１４０３は、例えばア
ルミニウム、銀、金及び銅並びにこれらの合金のような材料で作られるのがよいが、これ
らに限定されるわけではない。
【０１４１】
　一実施形態では、加熱ブロック１４０３の質量は、約１０グラムであり、この加熱ブロ
ックは、容積又は容量が１．２ｍｌ～１０μｌの液体サンプルを昇温させるように構成さ
れている。１ｍｌ生物学的サンプルに関して室温から６５℃までの加熱は、３分未満で達
成でき、１０μｌの水性液、例えば遊離緩衝液について最高８５℃までの（５０℃から）
加熱は、２分以内に達成できる。加熱ブロック１４０３は、３分以内に５０℃から８５℃
まで冷えることが可能である。加熱ブロック１４０３は、１ｍｌのサンプルを昇温させる
のに６５±４℃の温度一様性を有すると共に１０μｌの遊離緩衝液を昇温させるには８５
±３℃の温度一様性を有するように構成されているのがよい。これらの範囲は、一般的で
あるが、加熱ブロックは、他の量の液体を上述した速度よりも遅い又は早い速度で加熱す
るよう適切にスケール変更できる。この技術のこの側面は、本明細書において更に説明す
るように、液体処理ステップの組合せによる多数のサンプルの迅速な核酸抽出、溶解のた
めの迅速な加熱、ＤＮＡの捕捉及び遊離並びに磁気分離の達成に寄与する一側面である。
【０１４２】
　図２６には示していないが、ヒータ組立体１４０１は、オプションとして、加熱ブロッ
ク１４０３を包囲するエンクロージャ内に収納されるのがよい。エンクロージャは、プロ
セス管の周りの十分な空気の流れを可能にするが、冷却速度をそれほど妨げないように構
成されているのがよい。エンクロージャは、このエンクロージャと加熱ブロックとの間に
冷却を容易にするための隙間を有するのがよい。エンクロージャは、プラスチックで作ら
れるのがよいが、これには限定されない。エンクロージャは、典型的には、ユーザにとっ
て見栄えがするように形作られるのがよい。
【０１４３】
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　図２６に示すように、ヒータ組立体１４０１は、各々が加熱ブロック１４０３と熱的に
インタフェースを取り、熱をこれに消散させるように構成された１つ又は２つ以上の発熱
体（例えば、電力抵抗器）１５０１を更に有するのがよい。例えば、一実施形態では、電
力抵抗器は、最高２５ワットの電力を消散させることができる。電力抵抗器は、これが典
型的には、発熱体の低コストの代替手段であるので、有利である。また、他の在庫品とし
ての電子部品、例えば電力トランジスタを用いると、温度と熱の両方を検出することがで
きる。発熱体１５０１は、加熱ブロック１４０３の底部のところに配置された状態で示さ
れているが、理解すべきことは、他の形態は、本明細書において説明する組立体とは矛盾
せず、例えば、発熱体１５０１は、各加熱ブロック１４０３の頂部又は側部のところ或い
はプロセス管１４０２の真下に配置されてもよい。他の実施形態では、発熱体は、他の形
状を有し、断面が長方形ではなく、湾曲してもよく、例えば、球形又は楕円形であっても
よい。加えて、発熱体は、これがプロセス管の底部の形状とぴったりと又はほぼ一致する
よう成形され又は形作られるのがよい。図２６には示していないが、ヒータ組立体は、ヒ
ータ組立体１５０１と加熱ブロック１４０３との間に設けられていて、発熱体と加熱ブロ
ックの良好な熱的接触を可能にするインタフェース材料（例えば、バークイスト（Berqui
st）ｑ－パッド又はサーマルグリース）を更に有するのがよい。
【０１４４】
　図２６に示す実施形態では、ヒータ組立体は、各加熱ブロック１４０３のそれぞれの温
度を検出する１つ又は２つ以上の温度センサ１５０２、例えば抵抗温度検出器を更に有し
ている。温度センサ１５０２は、加熱ブロック１４０３の底部のところに配置された状態
で示されているが、理解すべきことは、他の形態は、本明細書において説明する組立体と
は矛盾せず、例えば、温度センサは、各加熱ブロック１４０３の頂部又は側部のところに
配置されてもよいしプロセス管１４０２の底部に近接するが、その一様な加熱を妨げない
ほど近くに配置されてもよいことである。図２６の実施形態に示すように、ヒータ組立体
は、センサ１５０２と加熱ブロック１４０３との良好な熱的接触を可能にし、それにより
正確な読みを保証するように構成されたインタフェース材料（例えば、バークイストｑ－
パッド）１５０３を更に有するのがよい。
【０１４５】
　本明細書における診断又は調製装置の或る実施形態は、本明細書において更に説明する
ように２つ以上のヒータ組立体を有する。例えば、単一のヒータ組立体は、６本又は１２
本のプロセス管を独立に加熱するように構成されているのがよく、装置は、２つ又は４つ
のかかるヒータ組立体を備えるのがよい。
【０１４６】
　本明細書における開示内容に係る装置は、磁性粒子を互いに分離するように構成された
磁気セパレータを更に有し、この磁気セパレータは、支持部材に取付けられた１つ又は２
つ以上の磁石、１つ又は２つ以上の磁石が固定された軸線に沿って前後に動き、少なくと
もこの運動の一部分中、１つ又は２つ以上の磁石が、溶液中に磁性粒子を収容している１
つ又は２つ以上の入れ物に密接して位置したままであるように支持部材を動かすように構
成された電動式機構及び電動式機構を制御する制御回路を有する。
【０１４７】
　本明細書における開示内容にかかる装置は、一体形磁気セパレータ・ヒータを更に有し
、この一体形磁気セパレータ・ヒータは、各々が複数のプロセス管の各々をそれぞれ受入
れてこれを加熱するように構成されている複数の独立に制御可能なヒータユニットを有す
るヒータ組立体、支持部材に取付けられた１つ又は２つ以上の磁石、１つ又は２つ以上の
磁石が固定された軸線に沿って前後に動き、少なくともこの運動の一部分中、１つ又は２
つ以上の磁石が、ヒータ組立体内のプロセス管のうちの１本又は２本以上（１本又は２本
以上のプロセス管は、磁性粒子を収容しており）との密接状態を維持するように支持部材
を動かすように構成された電動式機構及び電動式機構を制御すると共にヒータユニットの
加熱を制御する制御回路を更に有する。
【０１４８】
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　典型的には、１つ又は２つ以上の入れ物の各々は、例えば、生物学的反応を実行するた
めのプロセス管である。幾つかの実施形態では、近接性は、磁石がプロセス管と接触状態
になく、プロセス管の外面から２ｍｍ以内の距離だけ離れて位置する作用面を有するもの
として定義できる。近接性は、更に、プロセス管と接触していない状態で１ｍｍ未満の距
離だけ離れ又は１～２ｍｍ離れて位置していることであると定義できる。
【０１４９】
　典型的には、磁性粒子は、１つ又は２つ以上の生体分子、例えばポリヌクレオチドを結
合できる微小粒子、ビーズ又は微小球である。溶液の状態で粒子を分離することは、典型
的には、粒子を１つ又は２つ以上の入れ物の内部の一箇所に集めると共に集中させ又は寄
せ集めることを含む。
【０１５０】
　例示の磁気セパレータ１４００が図２７に示されており、この磁気セパレータは、ヒー
タ組立体１４０１と関連して作動するように構成されている。磁気セパレータ１４００は
、１つ又は２つ以上の磁石を１本又は２本以上のプロセス管１４０２に対して動かすよう
に構成されている。図２７に示す磁石１４０４は、長方形ブロックとして示されているが
、かかる磁石は、形状がこれに限定されるわけではない。さらに、図２７の形態は、加熱
ブロック１４０３全てを横切って延びる単一の磁石を有すること又は一斉に作動すると共
に加熱ブロックのサブセットをまたがるよう位置合わせされており、例えば、支持ブロッ
ク上で同一直線上に位置合わせされた多数の磁石を有することとは矛盾しない。磁石１４
０４は、ネオジミウム（例えば、ケー・アンド・ジェイ・マグネチックス・インコーポレ
イテッド（K&J Magnetics, Inc.）から入手できる）で作られると共に５，０００～１５
，０００ガウスの磁気強度（Brmax）を有するのがよい。磁石１４０４の磁極は、一方の
磁極が加熱ブロック１４０３に近い方に向き、他方の磁極が加熱ブロックから遠い方に向
くように配置されるのがよい。
【０１５１】
　さらに、図２７に示す実施形態では、磁石１４０４は、支持部材１５０５に取付けられ
ており、この支持部材は、電動式シャフト１４０５を用いて固定軸線に沿って上下に運動
可能である。図２７に示す実施形態では、歯車装置１４０６により、モータ１６０１をシ
ャフト１４０５に垂直に配置することができ、それにより、磁気セパレータ１４００が収
納される装置内の空間が節約される。他の実施形態では、モータは、シャフト１４０５の
下に配置される。理解すべきことは、他の形態は、プロセス管に対する磁石との運動とは
矛盾せず、かかる運動としては、磁石を左右に動かすこと又は磁石を上から下に動かすこ
とが挙げられるが、これらには限定されないことである。モータは、特定の速度、例えば
、１～２０ｍｍ／ｓの磁石の垂直運動をもたらす回転速度で回転するようコンピュータ制
御可能である。かくして、磁気セパレータは、同一軸線に沿って数回、例えば上下に、左
右に又は前後に繰り返し動くように構成されているのがよい。幾つかの実施形態では、電
動式制御下で作動する２本以上のシャフトが設けられる。少なくとも第２のシャフトを設
けることにより、セパレータをよりスムーズに動かすことができるという作用効果が得ら
れる。幾つかの実施形態では、支持部材は、支持部材が動いている際に例えばひっくり返
ることがなく、捩れることがなく、偏揺れすることがなく或いは他の内部運動（軸線に沿
う制御された運動以外の運動）を行うことがなく、それにより、分離効率を減少させるこ
とがないよう１つ又は２つ以上の案内部材上に載っている。
【０１５２】
　支持部材はまた、磁石を１つ又は２つ以上の入れ物から離れて位置する第１の位置と１
つ又は２つ以上の入れ物に密接して位置する第２の位置との間で動かすように構成されて
いるのがよく、この支持部材は、更に、シャフトに沿って測定した第１の位置と第２の位
置との間の距離よりも短い振幅で第２の位置周りに動くように構成されている。
【０１５３】
　図２６及び図２７に示すように、ヒータ組立体１４０１及び磁気セパレータ１４００は
、例えばプリント回路板１４０９に実装されている電子回路によって制御可能である。電
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子回路１４０９は、ヒータ組立体１４０１が熱を独立にプロセス管１４０２に加えて加熱
及び検出費を最小にするように構成されているのがよい。この電子回路はまた、磁気セパ
レータ１４００が繰り返しプロセス管１４０２に対して動くように構成されているのがよ
い。電子回路１４０９は、単一のプリント回路板（ＰＣＢ）中に組込まれるのがよい。組
立中、プラスチック案内部品は、個々の加熱ブロック１４０３相互間に或る間隔を維持す
るのを助けることができる。この設計は、特注構成の加熱ブロック１４０３を制御する在
庫品としての電子装置の使用の恩恵を受けることができる。
【０１５４】
　図２６及び図２７には示していないが、エンクロージャが、磁気セパレータ１４００及
びヒータ組立体１４０１を下からのサブアセンブリの保護及び美観のために覆うのがよい
。エンクロージャはまた、加熱及び冷却効率を確保するよう加熱ブロック１４０３を互い
に間隔を置いた状態に保つように設計されているのがよい。磁気セパレータ及びヒータ組
立体は、変形例として、別々のエンクロージャによって包囲されていてもよい。１つ又は
２つ以上のエンクロージャは、プラスチックで作られるのがよい。
【０１５５】
　有利には、ヒータ組立体と磁気セパレータは、加熱又は分離を行うために１本又は２本
以上のプロセス管内の液体材料又はプロセス管を別々の箇所に運搬することなく、１本又
は２本以上のプロセス管内の液体材料に対して連続した加熱及び分離操作を行うことがで
きるよう互いに作動する。かかる操作はまた、このことが互いに独立であるが、共にサン
プル調製に利用される加熱機能と分離機能をコンパクト且つ効率的な装置で実施できると
いうことを意味しているので有利である。
【０１５６】
〔カートリッジオートローダ〕
　マイクロ流体カートリッジに用いられるＰＣＲ増幅・検出システム２９００の例示の実
施形態を図２８に示す。システム２９００は、多数の核酸含有サンプルに対して並行して
行われるＰＣＲのプロセスを実行すると共に自動化する。システム２９００は、未使用の
マイクロ流体カートリッジの貯蔵箇所２９０７と、カートリッジオートローダと、マイク
ロ流体カートリッジの受入れベイと、検出器と、使用済みマイクロ流体カートリッジを受
入れるように構成された廃棄物トレイ２９０３とを有している。一実施形態では、カート
リッジオートローダは、カートリッジパック２９０１及びカートリッジプッシャ２９０４
を有している。
【０１５７】
　システム２９００は、説明の目的のため、マイクロ流体カートリッジが貯蔵箇所から受
入れベイに、そして廃棄カートリッジ貯蔵箇所に平面内で且つ直線状に動くように構成さ
れているが、必ずしもそのように構成される必要はない。例えば、廃棄カートリッジ貯蔵
箇所２９０３は、受入れベイに直角に又はこれと任意の角度をなして位置合わせされるの
がよく、例えば、その後ろに配置されるのがよい。変形例として、各要素（カートリッジ
オートローダ２９０１、受入れベイ２９０２及び廃棄カートリッジ貯蔵箇所２９０３）は
、カートリッジがマイクロ流体ＰＣＲ増幅・検出システム２９０２と同一高さ位置、これ
よりも高い高さ位置又はこれよりも低い高さ位置に位置すると共にマイクロ流体ＰＣＲ増
幅・検出システム２９０２が廃棄カートリッジ貯蔵箇所２９０３と同一高さ位置、これよ
りも高い高さ位置又はこれよりも低い高さ位置に位置するよう階段状に構成されてもよい
。別の形態として、３つの要素の各々は、同一平面内に位置するが、直線状には配置され
ず、互いに角度をなして配置されてもよい。
【０１５８】
　図２８は、受入れベイの平面の下に位置するカートリッジパック２９０１及び廃棄カー
トリッジ貯蔵箇所２９０３を示すと共にこの平面の上方に位置する検出システム２９０８
を有している。この形態は、例示であり、理解すべきことは、これら要素は、他の実施形
態では、この平面の上に又は下に位置決めされてもよい。
【０１５９】
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　図２９は、未使用のマイクロ流体カートリッジの貯蔵箇所を示す。貯蔵箇所は、多数の
個々に積み重ねられると共に個々に装填されたカートリッジを受入れるように構成されて
いるのがよく又はカートリッジのパックを受入れるように構成されているのがよい。例示
のカートリッジパックは、２４個のカートリッジを有している。貯蔵箇所は、透明であっ
てもよく又は透明でなくてもよい任意の材料のケージ２９１０から成るのがよい。例えば
、貯蔵箇所は、金属又はプラスチックで作られるのがよい。カートリッジパック２９０１
は、パック１つ当たり２４個のカートリッジ１０６には限定されず、２個から１００個ま
での間の任意の数を収容することができる。例えば、他の数、例えば、２、４、８、１０
、１２、１６、２０、３０、３６、４０、４８、５０又は６４個は、パック１つ当たりの
カートリッジ１０６の考えられる数である。同様に、貯蔵箇所は、個々に積み重ねられた
場合、これら個数のカートリッジを受入れるように構成されるのがよい。一実施形態では
、図２９に示すように、個々に積み重ねられた各カートリッジ２９０６は、ケージ２９１
０から突き出た棚部２９１１上に載っている。しかしながら、他の形態が可能である。例
えば、カートリッジ２９０６は、ケージ２９１０の内面に設けられた凹み溝の上に載って
もよい。さらに、カートリッジパック２９０１は、ケージ２９１０内に配置される必要は
ない場合がある。カートリッジパック２９０１は、それ自体、カートリッジ２９０６に装
填するよう装置にしっかりと結合とするのに必要な連結部を有するのがよい。
【０１６０】
　図３０は、サンプルが貯蔵箇所内のカートリッジパック２９０１中の最も上に位置する
カートリッジ内に装填されたときのかかるカートリッジパック２９０１の例示の初期装填
位置を示す。図３０は、カートリッジプッシャを含む平面の下に位置するカートリッジパ
ック２９０１を示す。他の実施形態では、カートリッジパック２９０１は、カートリッジ
プッシャが最も下に位置するカートリッジをホルダから押し出すようカートリッジプッシ
ャの平面の上方に位置してもよく又はカートリッジプッシャがカートリッジをカートリッ
ジパック２９０１の真ん中から押し出すようホルダ２９２０内において部分的に上方に且
つ部分的に下方に位置してもよい。図示の実施形態では、最も上に位置するカートリッジ
１０６は、２つの案内レール２９０５に沿って押される。変形例として、これよりも多い
数又は少ない数の案内レール（例えば、１つ又は３つ）が設けられてもよいし、カートリ
ッジ２９０６が他の所要の位置まで移動可能である限り、案内レールが全く設けられなく
てもよい。
【０１６１】
　例示のカートリッジプッシャ２９０４を図３１に示す。カートリッジプッシャ２９０４
は、案内レール２９０５に沿ってカートリッジ２９０６を押し、それにより、カートリッ
ジ２９０６がステップモータ２９３０の機構によってあらかじめ較正された位置まで移動
することができる。しかしながら、カートリッジ２９０６を運搬する機構は、ステップモ
ータ２９３０には限定されず、かくして、他の機構も又、本明細書において説明するよう
にカートリッジプッシャ２９０４と矛盾しないことは理解されよう。
【０１６２】
　図３２は、ＰＣＲプロセスの完了後、カートリッジプッシャ２９０４により廃棄カート
リッジ貯蔵箇所２９０３内に押し込まれた使用済みカートリッジ２９０６を示す。この実
施形態は、廃棄カートリッジ貯蔵箇所２９０３の取扱いを容易にし、例えば空にしやすく
するリップ付き取っ手２９４０を示す。しかしながら、取っ手２９０４は、図示のタイプ
及び形状には限定されないことは理解されよう。
【０１６３】
　多数のＰＣＲプロセスを完了する前後における例示のカートリッジパック２９０１が、
図３３に示す。カートリッジプッシャ２９０４がカートリッジ２９０６をカートリッジパ
ック２９０１から押し出した後、カートリッジパックの底部のところに設けられたばね２
９５０が、カートリッジのスタック（積み重ね体）の下面を押し、それにより最も上に位
置するカートリッジがサンプル注入に利用できるようにする。ばね２９５０は、数又はタ
イプが限定されているわけではない。かくして、単一のコイルばね又は巻きばねが示され
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ているが、２つ以上、例えば２つ、３つ又は４つのコイルばね又は巻きばねを用いること
及び変形例としてばね金属ストリップ又は数個のストリップを用いてもよいことは、本明
細書における説明とは矛盾しない。変形例として、カートリッジを上方に押す別の機構を
配備してもよく、例えば、空気圧、油圧又はインフレート可能な加圧容器を利用すること
ができる。
【０１６４】
　注目すべきこととして、パック又はオートローダ内への積み重ね及び／又は貯蔵を容易
にすることができるよう縁部に沿って隆起リップを備えた本明細書において更に説明する
マイクロ流体カートリッジが特に有利であり、その理由として、隆起リップはまた、剛性
をカートリッジに与えると共に貯蔵及び運搬中、１つのカートリッジに設けられている流
体入口が別のカートリッジの流体入口から遠ざけたままにするのを助けるからである。カ
ートリッジの各縁部に沿って設けられたリップだけである必要はない隆起領域はまた、１
つのカートリッジの下面と別のカートリッジの上面との間の摩擦を最小限にするのを助け
る。
【０１６５】
〔カートリッジ受入れベイ〕
　本技術は、生物学的サンプルからのヌクレオチドを増幅し、これらヌクレオチドに対し
て診断分析を実施する装置及び関連の方法に関する。この装置は、多数のサンプルレーン
を備えた使い捨てマイクロ流体カートリッジに並行して作用するように構成されており、
かかる装置は、カートリッジ操作を作動させることができ、レーンの各々内のＰＣＲ増幅
の生成物を別々に、全て同時に又は群をなして同時に検出して分析することができ、オプ
ションとして、グラフィックユーザインタフェース上に結果を表示することができる再使
用可能な機器プラットホームを有する。
【０１６６】
　図３４は、多数のサンプルレーンを備えた例示のカートリッジ２００及びカートリッジ
２００からの信号を読取る検出装置を収納した例示の読取りヘッド３００の斜視図である
。また、図３４にはトレイ１１０が示されており、このトレイは、オプションとして、受
入れベイ内へのカートリッジの挿入に先立って、カートリッジ２００を受入れることがで
きる。本明細書において説明する装置は、カートリッジ２００内の多くのサンプルに対し
て同時にリアルタイムＰＣＲを実施することができる。好ましくは、サンプルの数は、例
示のカートリッジ２００に示すように１２個のサンプルであるが、他の数、例えば４、８
、１０、１６、２０、２４、２５、３０、３２、３６、４０及び４８個のサンプルは、本
発明の範囲に含まれる。この装置の好ましい作動において、サンプルを含み、オプション
として１つ又は２つの分析物専用試薬（ＡＳＲ）を含むＰＣＲ実施準備のできた溶液は、
カートリッジ２００内への導入に先立って、本明細書において更に説明するこの装置の他
の構成要素を用いる。
【０１６７】
　幾つかの実施形態では、装置は、マイクロ流体カートリッジと、選択的に受入れるよう
に構成されたベイと、ベイに熱的に結合されると共に本明細書において更に説明するよう
プロセッサに結合された少なくとも１つの熱源とを有し、熱源は、カートリッジ内の個々
のサンプルレーンを加熱するように構成され、プロセッサは、熱を個々のサンプルレーン
に別々に、全て同時に、又は群をなして同時に付与することを制御するように構成されて
いる。
【０１６８】
　幾つかの実施形態では、装置は、個々のサンプルレーンのうちの１つ又は２つ以上のサ
ンプル中のポリヌクレオチド（核酸）を別々に又は同時に検出するように構成された少な
くとも１つの検出器を更に有し、プロセッサは、検出器を制御すると共に検出器から信号
を受取るように検出器に結合される。
【０１６９】
　ベイは、マイクロ流体カートリッジを選択的に受入れるように構成された装置の一部分
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であるのがよい。例えば、ベイとマイクロ流体カートリッジは、マイクロ流体カートリッ
ジが例えば単一の向きで選択的に受入れられるように、相補関係をなす形状を有している
のがよい。例えば、マイクロ流体カートリッジは、ベイの相補関係をなす特徴部内に嵌ま
り込む位置合わせ部材を有するのがよい。位置合わせ部材は、例えば、カートリッジの縁
部に設けられた切欠きであり、例えば、切取られたコーナー部、又は、１つ又は２つ以上
の側部に設けられた１つ又は２つ以上の切り込みである。ベイは、カートリッジを選択的
に受入れることにより、装置がカートリッジに対して正しく作動することができるようユ
ーザがカートリッジを配置することを助けることができる。このように、カートリッジの
誤りのない位置合わせを達成することができる。さらに、カートリッジは、カートリッジ
の容易な配置及び取出しのために、約２００～３００ミクロンだけ受入れベイよりも僅か
に小さいものであるように設計されるのがよい。この装置は、マイクロ流体カートリッジ
が選択的に受入れられたかどうかを検出するように構成されたセンサを更に有するのがよ
い。
【０１７０】
　ベイはまた、マイクロ流体カートリッジに作用する装置の種々の構成要素（熱源、検出
器、力部材等）がマイクロ流体カートリッジに対して正しく作用するように位置決めされ
るように構成されているのがよい。例えば、接触熱源をベイ内に位置決めして、これが受
入れベイ内に選択的に受入れられたマイクロ流体カートリッジのところの別個の箇所に熱
的に結合されるようになっているのがよい。
【０１７１】
　変形例として、ヒータモジュール内のマイクロヒータと、それに対応する熱を必要とす
るマイクロ構成要素（例えば、バルブ、ポンプ、ゲート、反応チャンバ等）との位置合わ
せと関連して、マイクロヒータは、熱を必要とするマイクロ流体構成要素よりも僅かに大
きいものであるように設計されているのがよく、従って、カートリッジがヒータから心ず
れ状態になった場合であっても、個々の構成要素は、依然として、効率的に機能すること
ができる。
【０１７２】
　検出器３００は、本明細書において更に説明するように、例えば光検出器であるのがよ
い。例えば、検出器は、蛍光色素の吸光帯に属する光を選択的に放出する光源、及び、蛍
光色素の発光帯に属する光を選択的に検出する光検出器を含むのがよく、蛍光色素は、蛍
光ポリヌクレオチドプローブ又はその断片に一致している。変形例として、例えば、光検
出器は、蛍光色素の吸光帯に属する光を選択的に放出する帯域濾波ダイオード、及び、蛍
光色素の発光体に属する光を選択的に検出する帯域濾波フォトダイオードを含んでいても
よいし、例えば、光検出器は、互いに異なる蛍光発光スペクトルを有する複数の蛍光色素
を独立に検出するように構成されていてもよいし、各蛍光色素は、蛍光ポリヌクレオチド
プローブ又はその断片に一致していてもよいし、例えば、光検出器は、マイクロ流体カー
トリッジ上の複数の互いに異なる位置に設けられた複数の蛍光色素を独立に検出するよう
に構成されていてもよいし、各蛍光色素は、別のサンプル中の蛍光ポリヌクレオチドプロ
ーブ又はその断片に一致していてもよい。
【０１７３】
　熱源は、例えば、抵抗加熱器又は抵抗加熱器のネットワークのような熱源、可逆的熱源
、例えば液体入り熱伝達回路又は熱電素子、放射式熱源、例えばキセノンランプ等である
のがよい。
【０１７４】
　好ましい実施形態では、少なくとも１つの熱源は、抵抗加熱器（又はそのネットワーク
）、放射器（ラジエータ）、流体熱交換器、及びペルチェ素子から選択された接触熱源で
あるのがよい。接触熱源は、ベイ内に受入れられたマイクロ流体カートリッジの１つ又は
２つ以上の別々の箇所に熱的に結合されるよう受入れベイのところに構成されるのがよく
、それにより、別々の箇所が選択的に加熱される。少なくとも１つの追加の接触熱源を設
けるのがよく、接触熱源は、各々、ベイ内に受入れられたマイクロ流体カートリッジ内の
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別の箇所に独立に熱的に結合されるようにベイのところに構成され、それにより、別々の
箇所が独立に加熱される。接触熱源は、ベイ内に受入れられたマイクロ流体カートリッジ
の別の箇所と直接的な物理的接触状態にあるように構成されるのがよい。種々の実施形態
では、各接触熱源は、二次元における平均直径が１ミリメートル（ｍｍ）～約１５ｍｍ（
典型的には、約１ｍｍ～約１０ｍｍ）である明確な箇所又は表面積が約１ｍｍ2～約２２
５ｍｍ2（典型的には、約１ｍｍ2～約１００ｍｍ2又は幾つかの実施形態では、約５ｍｍ2

～約５０ｍｍ2）の明確な箇所を加熱するように構成されるのがよい。
【０１７５】
　種々の実施形態において、少なくとも１つの熱源は、受入れベイ内に受入れられたマイ
クロ流体カートリッジの明確な箇所に熱を差し向けるように構成された放射式熱源である
のがよい。
【０１７６】
　種々の実施形態では、本装置は、力を及ぼして少なくとも１つの熱源をベイ内に受入れ
られたマイクロ流体カートリッジの少なくとも一部分に熱的に結合するように構成された
１つ又は２つ以上の力部材を有する。１つ又は２つ以上の力部材は、マイクロ流体カート
リッジのところ機械式部材を作動させるように構成されるのがよい。少なくとも１つの力
部材は、手動で作動されるのがよい。少なくとも１つの力部材は、受入れベイのところの
蓋に機械的に結合されるのがよく、それにより、蓋の操作により、力部材が作動される。
【０１７７】
　種々の実施形態では、力が１つ又は２つ以上の力部材によって加えられると、その結果
として、受入れベイの一部分とマイクロ流体カートリッジの一部分との間のインタフェー
スのところに約１ｐｓｉの平均圧力を生じさせることができる。力を加えることは、マイ
クロ流体カートリッジ内のヒータウェーハとＰＣＲ反応器とマイクロバルブとの間の一貫
した熱的接触を確保する上で重要である。
【０１７８】
　種々の実施形態では、本装置は、受入れベイのところに蓋を更に有するのがよく、蓋は
、ベイからの周囲光を少なくとも部分的に遮ることができる。蓋は、例えば、スライド蓋
であるのがよい。蓋は、光検出器を有するのがよい。ベイの蓋の主要面は、平面性から見
て、約１００マイクロメートル以下、例えば約２５マイクロメートル以下だけばらつきが
あってもよい。蓋は、装置から取外し可能であるように構成されているのがよい。蓋は、
増幅反応をカートリッジ内のサンプルに及ぼす前に、蓋がしっかりと閉鎖されるようにす
るラッチ部材を有するのがよい。
【０１７９】
　図３５は、本明細書において説明する装置の一部の概略断面図であり、自動化小出しヘ
ッドに取付けられたピペット先端部１０（例えば、使い捨てピペット）を介するカートリ
ッジ２００内へのサンプルの入力及び入口２０２を示す。図示していないが、カートリッ
ジ２００内に入力すべきサンプルと同数の入口２０２が設けられる。入口２０２は、好ま
しくは、ピペット又はＰＣＲ管の下端部を受入れ、それにより、無駄を最小限にすると共
に空気の導入を最小量に抑えた状態でサンプルを分析のために受入れるように構成されて
いる。カートリッジ２００は、ヒータ基板４００の上面の上に配置されると共にこのヒー
タ基板と接触状態にある。読取りヘッド３００が、カートリッジ２００の上方に位置決め
され、光学部品のためのカバー３１０が、読取りヘッドによって検出可能な周囲光の量を
制限する。
【０１８０】
　種々の実施形態では、本明細書において説明するシステムは、マイクロ流体カートリッ
ジと診断装置の両方を有するのがよい。
【０１８１】
〔マイクロ流体カートリッジ〕
　本技術の一側面は、第１の層、第２の層及び第３の層を有するマイクロ流体カートリッ
ジに関し、これら層は、一緒になって、複数のマイクロ流体ネットワークを構成し、各ネ
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ットワークは、存在を判定すべき１つ又は２つ以上のポリヌクレオチドを含むサンプルに
対してＰＣＲを実施するように構成された種々の構成要素を有する。カートリッジは、互
いに平行な１つ又は２つ以上のサンプルレーンを有し、各レーンは、同時処理のために、
決められたサンプルと独立的に作用し、各レーンは、独立に構成されたマイクロ流体ネッ
トワークを有する。かかる構成を有する例示のカートリッジを図３６に示す。かかるカー
トリッジは、製造が簡単であり、かかるカートリッジは、濃縮反応量（約４μｌ）でのＰ
ＣＲを可能にすると共に１サイクル当たり約２０秒の迅速な熱サイクル作動を可能にする
。
【０１８２】
　同等な性能を有すると共に製造が容易なカートリッジ中に他の層が見受けられるが、本
明細書において説明するカートリッジは、構造に関して３つの層だけを有する実施形態を
含み、３つの層は、上面及びこれと反対側の下面を備え且つ複数のサンプルレーンを有す
るマイクロ流体ネットワークを構成する基体と、マイクロ流体ネットワークの構成要素を
密封し且つマイクロ流体ネットワーク中の専用発熱体と構成要素との間の効果的な熱伝達
層を構成するように下面に取付けられた積層（ラミネート）材と、上面に取付けられ且つ
マイクロ流体構成要素、例えばバルブへの装填を行う製造プロセス中に用いられる孔を覆
ってこれを密封するラベルとを有する。かくして、本明細書において開示する実施形態は
、３つの層からなる、即ち、基体、ラミネート、及びラベルからなるマイクロ流体カート
リッジを含むが、層以外の他の追加の特徴は、かかる特徴づけと矛盾しないのがよい。本
明細書において開示する実施形態は、本質的に３つの層からなる、即ち、基体、ラミネー
ト、及びラベルからなるマイクロ流体カートリッジを更に含むが、層以外の他の追加の特
徴は、かかる特徴づけとは矛盾しないのがよい。さらに、本明細書において開示する実施
形態は、３つの層、即ち、基体、ラミネート、及びラベル等を有するマイクロ流体カート
リッジを更に有する。
【０１８３】
　マイクロ流体ネットワークは、ゲート、バルブ、例えば熱作動式バルブ、チャネル、通
気部、及び反応チャンバから成る群から選択された互いに流体的に連通した１つ又は２つ
以上の構成要素を有するのがよい。例示のマイクロ流体ネットワークの特定の構成要素は
、本明細書の別の箇所で更に説明されている。カートリッジは、典型的には、求めるべき
ポリヌクレオチドの濃度を増大させることによりサンプルを処理する。
【０１８４】
　サンプルレーンは、別のサンプルレーン中の要素とは独立に制御可能な１組の要素であ
り、かかる要素により、サンプルを本明細書において説明する方法に従って受入れて分析
することができる。レーンは、マイクロ流体カートリッジと関連して本明細書において更
に説明するサンプル入口及びマイクロ流体構成要素を少なくとも有する。幾つかの実施形
態では、各マイクロ流体ネットワークは、カートリッジ内に小出しされた余分の液体を収
容するオーバーフローリザーバを更に有する。
【０１８５】
　種々の実施形態では、レーンは、サンプル入口ポート、第１の熱作動式バルブ、第２の
熱作動式バルブ、ＰＣＲ反応チャンバ、第１のバルブを介して入口ポートをＰＣＲ反応チ
ャンバに連結するチャネル、及び第２のバルブを介してＰＣＲ反応チャンバを出口通気部
に連結するチャネルを有するのがよい。サンプル入口バルブは、約１００～５０００Ｐａ
の周囲圧力と比較した差圧を有する所与の量のサンプルを受入れるように構成されている
のがよい。注目すべきことは、装填圧力が低ければ低いほど、反応混合物のアリコートが
マイクロ流体ネットワークを満たすのに要する充填時間がそれだけ一層長くなることであ
る。より大きな圧力を及ぼすことにより、充填時間が短縮されるが、圧力を加える時間が
正しく求められない場合、サンプルは、マイクロ流体カートリッジを通って噴出する場合
がある（端部疎水性通気部が設けられていない場合）。従って、圧力を加える時間は、充
填不足又は充填過剰を阻止するために例えば当業者に利用可能な方法により正しく求める
べきである。一般に、充填時間は、溶液の粘度に反比例する。例えば、図３７は、サンプ
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ルを独立に（同時に又は連続的に）処理することができる１２個の独立したサンプルレー
ンを有するマイクロ流体カートリッジを示す。
【０１８６】
　各レーン中のマイクロ流体ネットワークは、典型的には、ＰＣＲの実施準備ができたサ
ンプル、例えば、本明細書において更に説明する装置の他の側面を用いて生の生物学的サ
ンプルから抽出された核酸（ＤＮＡ又はＲＮＡ）を含むサンプルに対してＰＣＲを実施す
るように構成されている。かくして、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルは、典型的には、
中和化ポリヌクレオチドサンプルからＰＣＲアンプリコン（単位複製配列）を作る熱サイ
クル作動条件を受けるのに適したＰＣＲ試薬と、中和化ポリヌクレオチドサンプルとを含
む混合物である。例えば、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルとしては、ポリメラーゼ酵素
と、陽性対照プラスミドと、プラスミドの少なくとも一部分及び複数のヌクレオチドにつ
いて選択的である蛍光ハイブリッド形成と、ポリヌクレオチドシーケンス（配列順序）に
ついて選択的な少なくとも１つのプローブとを含むＰＣＲ試薬混合物が挙げられる。
【０１８７】
　典型的には、マイクロ流体ネットワークは、サンプルの微小液滴が入口から第２のバル
ブに至るのに必要な時間が、サンプルが入口から出口通気部まで移動するのに必要な時間
の５０％未満であるように構成されている。典型的には、マイクロ流体ネットワークは、
ネットワークの第１のバルブから出口通気部まで満たすのに必要な量と比較して、マイク
ロ流体ネットワークの全容積を増大させないで、２つのバルブの下流側に増大した流れ抵
抗を有するように設計されている。
【０１８８】
　図３８Ａは、本技術による例示のマイクロ流体カートリッジ２００の一部分の斜視図で
ある。カートリッジを、専用ピペット入口２０２を備えたマルチレーン型ＰＣＲカートリ
ッジと称する場合がある。図３８Ａには、カートリッジ２００の種々の典型的な構成要素
が示されている。例えば、サンプル入口２０２は、注射器、ピペット又はＰＣＲ実施準備
のできたサンプルを収容したＰＣＲ管を受入れるように構成されている。２つ以上の入口
２０２が示されており、１つの入口は、単一のレーンと関連して作動する。各レーン中の
マイクロ流体回路の種々の構成要素も見ることができる。例えば、マイクロバルブ２０４
，２０６及び通気部２０８は、所与のレーン中のマイクロ流体回路の部分である。また、
超高速ＰＣＲ反応器２１０が示されており、この超高速ＰＣＲ反応器は、本明細書におい
て更に説明するように、ＰＣＲがサンプル中で生じることができるのに十分に長いマイク
ロ流体チャネルである。ＰＣＲ反応器２１０の上方には、窓２１２が設けられており、こ
の窓は、検出器を窓２１２の上方に位置させると、ＰＣＲ反応器２１０内の光検出、蛍光
物質、例えば蛍光ハイブリッド形成プローブからの蛍光の検出を可能にする。
【０１８９】
　マルチレーンカートリッジは、多数のサンプル、特定の実施形態では、１２個のサンプ
ルを受入れるように構成されており、サンプルは、少なくとも、第１のサンプル及び第２
のサンプルを含み、第１のサンプル及び第２のサンプルは各々、１つ又は２つ以上のポリ
ヌクレオチドを増幅に適した形態で含む。目的とするポリヌクレオチドは、カートリッジ
の互いに異なるレーンにおいて互いに同じであってもよいし、互いに異なっていてもよい
。マルチサンプル型カートリッジは、互いに隣接した少なくとも第１のマイクロ流体ネッ
トワークと第２のマイクロ流体ネットワークを有し、第１のマイクロ流体ネットワーク及
び第２のマイクロ流体ネットワークは各々、本明細書の他の箇所に説明されており、第１
のマイクロ流体ネットワークは、第１のサンプルを受取り、第２のマイクロ流体ネットワ
ークは、第２のサンプルを受取る。
【０１９０】
　隣り合うレーンのサンプル入口は、ユーザがサンプルを任意の１つのカートリッジの中
に導入するときに、１つのサンプル入口における別のサンプルからの汚染を阻止するよう
互いに十分に間隔を置いて位置している。幾つかの実施形態では、サンプル入口は、サン
プルが既に所与のレーン中に導入された後、この所与のレーン中へのサンプルの次の不用
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意な導入を阻止するように構成されている。
【０１９１】
　幾つかの実施形態では、マルチサンプル型カートリッジは、当該技術分野において慣例
的に用いられている９６ウェル型プレートのサイズと実質的に同じサイズを有する。この
場合、有利には、カートリッジは、当該技術分野において別のところで用いられるプレー
トハンドラと共に使用されるのがよい。しかしながら、更に好ましくは、マルチサンプル
型カートリッジは、サンプル入口の図心（セントロイド）と図心の間隔が９ｍｍであるよ
うに設計され、この間隔は、業界で認められている規格である。このことは、或る実施形
態では、本明細書において更に説明するように、ＰＣＲ管からサンプルを受入れるカート
リッジの入口孔同士の間の中心間距離が９ｍｍであることを意味している。入口孔は、適
当な円錐角を備えた円錐台形に作られており、その結果、業界標準のピペット先端部（２
μｌ、２０μｌ、２００μｌの量等）が、入口の最も幅の広い部分から入ってぴったりと
嵌まるようになっている。かくして、或る実施形態では、入口は、高さが少なくとも１ｍ
ｍであり、ピペット先端部の導入を可能にする幅の最も広い箇所の直径が１～５ｍｍであ
る逆円錐台形構造を有する。本明細書において説明する装置は、本明細書において別段の
説明がなければ、ピペット先端部について他の工業規格、後で生じる工業機械に合うよう
になっているのがよい。典型的には、入口を介してサンプルレーン中のマイクロ流体ネッ
トワーク内に受入れられるサンプルの量は、１～２０μｌであり、好ましくは、３～５μ
ｌである。入口孔は、ピペット先端部を入口孔の円錐内にぴったりと嵌まり込み、そして
ピペット先端部周りに良好なシールを形成するように設計されるのがよい。しかしながら
、円錐は、シールが可逆的であるように設計されており、その理由は、シールを緊密にす
ると、ピペット先端部を小出し操作後に持上げたときに、カートリッジをそのトレイから
又は受入れベイ内の箇所から引き離すことがあり、そのことが望ましくないからである。
【０１９２】
　図３７は、１２個のレーンを備えた例示のマイクロ流体カートリッジの平面図である。
入口ポートは、６ｍｍの間隔を有し、従って、９ｍｍの等間隔を置いた４つのヘッドを備
える自動化サンプルローダと関連して用いられる場合、入口を４つの入口の３つのバッチ
、例えば、１２個の入口にカートリッジの一方の側から他方の側まで連続的に番号が付け
られているとき、入口１、４、７、１０を一緒にしたバッチ、次に入口２、５、８、１１
を一緒にしたバッチ、そして最後に入口３、６、９、１２を一緒にしたバッチで充填され
る。
【０１９３】
　図３９Ａは、例えば図３８Ａ及び図３８Ｂに示すマルチレール型カートリッジの１つの
レーンに見られる典型的なマイクロ流体回路の平面図である。図３９Ｂは、例えば図３６
に示すマルチレーンカートリッジの１つのレーンに見られる別の典型的なマイクロ流体回
路の別の平面図（左側の図）であり、回路がカートリッジ構造を通してどのように見える
か（右側の図）を示す。他の形態のマイクロ流体ネットワークは、本明細書において説明
するカートリッジ及び装置の機能とは矛盾しない。操作順序において、サンプルを液体入
口２０２から導入し、オプションとして、気泡除去通気部チャネル２０８（これにより、
流入中にサンプル内に導入された偶発的な気泡が逃げ出ることができる）に流入させ、そ
してチャネル２１６に沿って流れ続ける。典型的には、液体サンプルのロボット式ディス
ペンサを用いた場合、その量は、気泡の形成がそれほど問題ではないほど十分に正確に小
出しされ、通気部チャネル２０８を設けることは不要である。
【０１９４】
　カートリッジ２００の作動全体を通じ、流体は、微小液滴として操作される（図３９Ａ
及び図３９Ｂには示していない）。バルブ２０４，２０６が、これらバルブが位置してい
るチャネルの各側に熱応答材料（これは、温度応答物質とも呼ばれる）の源を備えた二重
バルブとして図３９Ａに示す。しかしながら、バルブ２０４，２０６はいずれか一方又は
両方が、それぞれのチャネルの一方の側にのみ熱応答材料の源を備えた単一のバルブであ
ってもよい。バルブ２０４，２０６は、当初開いており、従って、サンプル含有流体の微
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小液滴を入口孔２０２からＰＣＲ反応器２１０内に圧送できるようになっている。処理の
開始時、ＰＣＲ反応器の頂部上に設けられている検出器は、ＰＣＲ反応器内に液体が存在
しているかどうかをチェックし、次に、バルブ２０４，２０６を閉鎖してＰＣＲ反応混合
物を各側のチャネルから隔離する。
【０１９５】
　ＰＣＲ反応器２１０は、本明細書において更に説明するように、サンプル中のヌクレオ
チドの増幅を実施するよう一連のサイクルにより加熱されるマイクロ流体チャネルである
。典型的には、ＰＣＲ反応器は、３～５μｌ、特に４μｌの容積を有する。ＰＣＲ反応器
内のチャネルの内壁は、非常に滑らかに作られ、製造中、光沢仕上げ状態まで研磨されて
いる（例えば、ＳＰＩＡ１、ＳＰＩＡ２、ＳＰＩＡ３、ＳＰＩｂ１又はＳＰＩＢ２から選
択された研磨法を用いて）。これは、ＰＣＲ反応器の表面に捕捉される顕微鏡的空気を最
小にすることを目的としており、かかる空気捕捉が生じると、熱サイクル作動ステップ中
に気泡が発生する場合がある。ＰＣＲ反応器の特に検出領域内に気泡が存在すると、ＰＣ
Ｒ反応について誤った読みが生じる恐れがある。さらに、ＰＣＲ反応器２１０は、チャネ
ルの深さ方向の温度勾配を最小にするよう浅く作られている。ＰＣＲ反応器２１０の上方
のカートリッジ２１２の領域により、検出器が、反応の進展状況をモニタすることができ
、しかも、所与の量の増幅されたヌクレオチドに結合するプローブからの蛍光を検出する
ことができる。領域２１２は、ＰＣＲ反応器が加熱サイクルに一層応動することができ（
例えば、変性及びアニーリングステップに適した温度相互間で迅速に加熱したり冷却した
りするため）、又、グレア、自己蛍光及び蛍光の過度の吸収を減少させるためにカートリ
ッジの残部よりも薄い材料で作られている。バルブ２０４，２０６の両方は、液体の蒸発
、気泡発生又はＰＣＲ反応器からの流体の移動を阻止するために熱サイクル作動に先立っ
て閉鎖される。
【０１９６】
　出口通気部２１９は、ユーザが過剰量の液体をマイクロ流体カートリッジ内に導入する
のを阻止すると共に、サンプルがカートリッジの意図しない部分にこぼれることがないよ
うにサンプルを収容する役割を果たす。ユーザは、気泡除去通気部からＰＣＲ反応器の中
央まで又はバルブ２０４まで若しくはバルブ２０４を越えて充填する量とほぼ同じほど少
ないサンプル量を入力することができる。マイクロバルブの使用により、液体又は蒸気の
両方の損失が阻止され、それにより、部分的に充填された反応器であっても、これがＰＣ
Ｒ熱サイクル作動反応を首尾よく完了させることができる。カートリッジを機器のヒータ
に接触させるために圧力（例えば、約１ｐｓｉ）を加えることは、ヒータとカートリッジ
の熱受入れ可能部分との間の良好な熱的接触を達成するのを助けると共にＰＣＲチャネル
が液体で部分的に満たされ、取り込まれた空気が熱サイクル作動中に熱膨張する場合に生
じる底部積層構造の膨張を阻止する。
【０１９７】
　種々の実施形態では、マイクロ流体ネットワークは、オプションとして、出口通気部に
加えて、少なくとも１つの疎水性通気部を有するのがよい。
【０１９８】
　ＰＣＲをサンプルに対して実施し、目的とするポリヌクレオチドの存否を判定した後、
増幅されたサンプルがカートリッジ上に位置したままであること、及び、カートリッジが
再び用いられるか（１つ又は２つ以上のレーンが開放状態のままである場合）処分される
かのいずれかであることが好ましい。ユーザがもし万が一増幅後分析、例えばゲル電気泳
動法を実行したいと思った場合、ユーザは、カートリッジのラミネートに孔をあけ、所与
の量、典型的には約１．５マイクロリットルのＰＣＲ生成物を回収するのがよい。ユーザ
はまた、バルブ内でワックスを溶融させる温度状態に保たれた特別の幅の狭い加熱プレー
ト上に個々のＰＣＲレーンを配置し、次に、そのＰＣＲレーンの入口孔から反応後のサン
プルを吸引することができる。
【０１９９】
　種々の実施形態では、マイクロ流体ネットワークは、オプションとして、廃棄物を収容
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するように構成された少なくとも１つのリザーバを有するのがよい。
【０２００】
　種々の実施形態では、マイクロ流体カートリッジは、ラベル、例えばコンピュータによ
り読取り可能な又は走査可能なラベルを更に有するのがよい。例えば、ラベルは、バーコ
ード、高周波タグ又は１つ若しくは２つ以上のコンピュータにより読取り可能な若しくは
光学的に走査可能な文字であるのがよい。ラベルは、これを本明細書において更に説明す
るようにサンプル識別検査機構によって読取ることができるよう位置決めされるのがよい
。
【０２０１】
　種々の実施形態では、運搬及び貯蔵中、マイクロ流体カートリッジを密閉パウチによっ
て更に包囲するのがよい。マイクロ流体カートリッジを不活性ガス入りのパウチ内に封入
するのがよい。マイクロ流体カートリッジは、使い捨てであるのがよい。
【０２０２】
　マイクロ流体カートリッジ２００を所望に応じて製作することができる。典型的には、
マイクロ流体カートリッジ層は、感圧接着剤付きのポリプロピレン又は他のプラスチック
ラベルの層（典型的には、厚さが約５０～１５０ミクロン）を含み、この層は、バルブの
ワックス装填孔をシールし、バルブ作動のために用いられる空気を捕捉し、オペレータの
マーク付けのための箇所として役立つように構成される。この層は、別々の２片で設けら
れてもよい。但し、多くの実施形態において、単一片の層が妥当であることは当業者には
理解されよう。
【０２０３】
　マイクロ流体基体層は、典型的には、プラスチック、好ましくは、ゼオノール（zeonor
;登録商標）プラスチック（環状オレフィンポリマー）で射出成形され、この層は、第１
の側にＰＣＲチャネル及びバルブチャネルを有すると共に、第２の側（ラベルに向いて配
置されている）に通気部チャネル及び種々の入口孔を有し、かかる入口孔は、ワックス装
填孔及び液体入口孔を含む。典型的には、ＰＣＲ反応器、入口孔、及びＰＣＲ反応チャン
バを隔離するバルブを含むマイクロ流体ネットワークの全ては、単一基体中に構成される
。基体は、剛性を基体及びカートリッジに与え、空気又は液体を通さない材料で作られ、
その結果、カートリッジの作動中における空気又は液体の出入りは、入口又は通気部を通
ってのみ可能であるようになっている。
【０２０４】
　カートリッジ２００のレーン中のマイクロ流体ネットワークのチャネルは、典型的には
、少なくとも１ミリメートル未満の断面寸法を有する。例えば、かかるネットワークのチ
ャネルは、約１ｍｍ以下（例えば、約７５０ミクロン以下、約５００ミクロン以下、約２
５０ミクロン以下）の幅及び／又は深さを有するのがよい。
【０２０５】
　カートリッジは、例えば熱的結合、圧力結合又はこれらの組合せを用いてマイクロ流体
基体の底面に取付けられたヒートシール可能なラミネート２２２（典型的には、厚さが約
１００～約１２５ミクロン）を更に有するのがよい。ラミネート２２２はまた、片側にの
み接着剤被膜を備えた材料で作られてもよく、この側は、マイクロ流体基体の下面に接触
する側である。この層は、３Ｍ社により製造された接着剤の層４２０を有する単一の被覆
テープで作られるのがよい。例示のテープとしては、製品番号９７８３、９７９５及び９
７９５Ｂであり、３Ｍ社から入手できる両面テープの片面変形例が挙げられる。他の受入
れ可能な層としては、マイクロカプセルを利用した接着剤に基づくテープが挙げられる。
【０２０６】
　使用にあたり、カートリッジ２００を典型的には、装置の構成要素（例えば、バルブ、
ゲート及び処理領域２１０）を作動させるように構成された熱源のアレイに熱的に結合さ
せる。幾つかの実施形態では、熱源は、使用中、装置を作動させる作動システムによって
作動される。作動システムは、所望のプロトコルに従って熱源を作動させるように構成さ
れたプロセッサ（例えば、コンピュータ）を有する。マイクロ流体装置を作動させるよう



(46) JP 6388891 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

に構成されたプロセッサは、例えば、２００１年３月２８日に出願された米国特許出願第
０９／８１９，１０５号明細書に記載されており、この米国特許出願を本明細書に援用す
る。
【０２０７】
　表１は、マイクロ流体カートリッジの種々の構成要素と関連した量、ポンプ圧力及び作
動時間の概要を記載している。
【０２０８】
【表１】

【０２０９】
　幾つかの実施形態では、マイクロ流体カートリッジは、カートリッジが相補診断装置に
より単一の向きで、例えば、装置の受入れベイ内に受入れられるようにする位置合わせ部
材を更に有する。位置合わせ部材は、カートリッジ（図３８Ａに示す）の縁部又はコーナ
ー部からの単純な切欠きであってもよいし、装置内において一義的な配置向きを必要とす
る形状の一連の切り込み又は他の何らかの形態であってもよい。
【０２１０】
　幾つかの実施形態では、マイクロ流体カートリッジは、バルブに熱応答材料を充填する
際に用いられる２つ又は３つ以上の位置決め要素又は指標を有する。位置決め要素は、基
体上、典型的にはその上面上に設けられるのがよい。
【０２１１】
　マイクロ流体カートリッジはまた、例えば容易な貯蔵又は運搬のために積み重ね可能で
あるのがよいし、本明細書において更に説明するように装填装置により受入れられるよう
に構成されるのがよく、かかる装填装置は、複数個のカートリッジを互いに接触させない
で互いに近接した状態に保持する。これらの特性のうちのいずれか一方又は両方を達成す
るため、基体は、２つの隆起部を有するのがよく、各隆起部は、それぞれ、カートリッジ
の２つの互いに反対側の縁部の各々に沿って位置し、これら隆起部は、基体の上側に設け
られる。かくして、カートリッジが長方形のアスペクト（位置合わせ部材又は機械式キー
を無視した場合）を有する場合、２つの隆起部をカートリッジの長い方の側部に沿って又
は短い方の側部に沿って位置決めするのがよい。
【０２１２】
〔バルブ〕
　バルブは、材料がチャネルに沿ってバルブの一方の側の位置（例えば、バルブの上流側
の位置）からバルブの他方の側の位置（例えば、バルブの下流側の位置）まで移動するこ
とができる常開状態を有するマイクロ流体構成要素である。例示の二重バルブを図４０Ａ
に示す。二重バルブは、２つのチャネルを有し、これらチャネルは、バルブが流れを調製
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するチャネルの両側に１つずつ設けられる。これに対し、単一バルブは、それが調製する
流れのチャネルの一方の側にだけ１つのチャネルを有する。
【０２１３】
　例えば熱を加えることによる作動時、バルブは、材料、例えばＰＣＲ実施準備のできた
サンプルの微小液滴がチャネルに沿ってバルブの一方の側から他方の側に流れるのを阻止
する閉鎖状態に移行する。例えば、バルブは、第１の温度では比較的動かず、第２の温度
では移動可能である熱応答物質（ＴＲＳ）の１つ又は２つ以上の凝集体を有する。ＴＲＳ
の凝集体は、本質的には、作動時に通路を閉塞するよう協働する小さな粒子の固体の塊又
は凝集体であるのがよい。ＴＲＳの例としては、共融合金（例えば、はんだ）、ワックス
（例えば、オレフィン）、ポリマー、プラスチック及びこれらの組合せが挙げられる。第
１の温度及び第２の温度は、バルブが収納されているマイクロ流体カートリッジの材料、
例えばポリマー層を損傷させるほどには高くない。一般的に言って、第２の温度は、約９
０℃以下であり、第１の温度は、第２の温度未満である（例えば、約７０℃以下である）
。
【０２１４】
　バルブと関連した各凝集体に関し、チャンバは、この凝集体とガス連通状態にある。ガ
ス（例えば、空気）はチャンバ内で加熱すると共にＴＲＳの１つ又は２つ以上の凝集体を
第２の温度まで加熱すると、チャンバ内のガス圧力は、それに対応する凝集体をチャネル
中に動かし、それにより材料がチャネルに沿って流れるのを妨げる。ネットワークの他の
バルブは、本明細書において説明したバルブと同一構造を有すると共に同じ仕方で作動す
る。
【０２１５】
　バルブの密封を非常に頑丈に且つ確実にするために、バルブ接合部のところの流れチャ
ネルは、狭く作られ（幅が１５０μｍ、深さ又は狭さが１５０μｍである）、細くされた
チャネルは、長さが少なくとも０．５又は１ｍｍに作られ、従って、ワックスは、長くて
狭いチャネルをシールし、それにより、チャネルの壁を通る漏れを減少させる。不良シー
ルの場合、チャネルの壁周りにワックスを越えて流体の漏れが生じる。従って、流れチャ
ネルは、できるだけ狭くなっていると共に長く作られ、例えば約１ｍｍという長い長さに
作られている。バルブは、空気をワックス充填ポート内で加熱することによって作動し、
それにより、ワックスは、これがその元の位置に戻ることがないような仕方で前方に動く
。このように、空気とワックスの両方が、バルブの作動中に加熱される。
【０２１６】
　種々の実施形態では、マイクロ流体ネットワークは、カートリッジ上のバルブの投影面
積（フットプリント）を減少させ、それにより、高密度のマイクロ流体基体を製造する際
の部品１つ当たりのコストを減少させるために、図３２Ｂに（単一バルブとして）示す曲
がりバルブを有するのがよい。図４０Ｂのバルブでは、ＴＲＳの装填孔は、バルブの中央
に位置し、各端部の構造は、入口及び出口であり、説明目的のためにのみ示されている。
単一のバルブが示されている。
【０２１７】
　種々の実施形態では、ネットワークは、マイクロバルブの有効断面積を減少させ、それ
により安価な高密度マイクロ流体装置の製造を可能にするために、単一バルブとして図４
０Ｃに示す湾曲したバルブを有していてもよい。
【０２１８】
〔通気部〕
　疎水性通気部（例えば、図４１の通気部）は、液体がチャネルから出るのを制限しなが
ら（例えば、阻止しながら）ガスがチャネルから出ることができるようにする構造である
。典型的には、疎水性通気部は、チャネルの壁を構成する多孔質疎水性材料（例えば、多
孔性フィルタ、例えばオスモニクス（Osmonics）社製の多孔質疎水性メンブレン）の層を
有する。本明細書において説明するように、疎水性通気部は、サンプルの微小液滴をマイ
クロ流体ネットワーク内の所望の箇所に位置決めするために使用されるのがよい。
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【０２１９】
　カートリッジの疎水性通気部は、好ましくは、これら通気部を通って逃げ出る空気の量
を最大にする一方で、通気部表面の下のチャネルの容積を最小にするように構成されてい
る。従って、通気部は、広い表面積の疎水性メンブレン及び通気部表面の下の浅い断面の
マイクロチャネルを有するように構成されることが好ましい。
【０２２０】
　気泡除去疎水性通気部は、典型的には、チャネルに沿う長さが少なくとも約２．５ｍｍ
（例えば、少なくとも約５ｍｍ、少なくとも約７．５ｍｍ）である。疎水性通気部の長さ
は、疎水性通気部の長さは、疎水性通気部内のチャネル深さの少なくとも約５倍（例えば
、少なくとも約１０倍、少なくとも約２０倍）である。例えば、幾つかの実施形態では、
疎水性通気部内のチャネル深さは、約３００ミクロン以下（例えば、約２５０ミクロン以
下、約２００ミクロン以下、約１５０ミクロン以下）である。気泡通気部は、オプション
として、本明細書において説明するマイクロ流体カートリッジのマイクロ流体ネットワー
ク内に設けられる。
【０２２１】
　疎水性通気部内のチャネルの深さは、典型的には、疎水性通気部の上流側及び下流側に
位置するチャネルの深さの約７５％以下（例えば、約６５％以下、約６０％以下）である
。例えば、幾つかの実施形態では、疎水性通気部内のチャネル深さは、約１５０ミクロン
であり、疎水性通気部の上流側及び下流側に位置するチャネル深さは、約２５０ミクロン
である。
【０２２２】
　疎水性通気部内のチャネルの幅は、通気部から見て上流側及び通気部から見て下流側に
位置するチャネルの幅の少なくとも約２５％増し（例えば、少なくとも約５０％増し）で
ある。例えば、例示の実施形態では、疎水性通気部内のチャネルの幅は、約４００ミクロ
ンであり、通気部から見て上流側及び下流側に位置するチャネルの幅は、約２５０ミクロ
ンである。
【０２２３】
〔高多重化実施形態〕
　本明細書において説明する装置及びカートリッジの実施形態は、単一カートリッジ上に
実装された高密度マイクロ流体回路を有し、それにより、単一カートリッジ上で多数のサ
ンプルの並行処理又は連続処理を可能にするように構成されるのがよい。かかる多数のサ
ンプルの好ましい数は、３６、４０、４８、５０、６４、７２、８０、９６及び１００を
含むが、理解すべきことは、更に別の数も、好都合であり且つ実用的であると考えられる
限り、本明細書において説明する装置及びカートリッジとは矛盾しないことである。
【０２２４】
　従って、単一カートリッジ上のかかる数のサンプルの処理を容易にすることができるレ
ーン、サンプル入口、及びそれと関連するヒータネットワークの種々の形態が考えられ、
それらも本発明の範囲に含まれる。同様に、かかる高多重化カートリッジと関連して用い
られる変形形態の検出器も又、本発明の範囲に含まれる。
【０２２５】
　例示の実施形態では、高多重化カートリッジは、４８個のＰＣＲチャネルを有すると共
に図４３に示すように１つのチャネル当たり２列の熱サイクル作動プロトコルの状態でチ
ャネル内の各バルブの独立制御を実施する。図４３の実施形態では、ヒータは、３つのア
レイをなして配列されている。２つの別のガラス領域内のヒータは、熱を各レーン内のマ
イクロ流体ネットワーク内のバルブに加えるに過ぎない。ガラスの熱伝導率が低いので、
個々のバルブを互いに別々に加熱することができる。これにより、サンプルを別々の時点
でカートリッジ内に装填することができ、そして互いに独立にＰＣＲ反応チャンバに移す
ことができる。ＰＣＲヒータは、シリコン基体上に実装され、個々に容易には加熱されな
いが、それによりＰＣＲサンプルのバッチ処理を可能にし、この場合、互いに異なるレー
ンからの多数のサンプルは、同じ組をなす加熱／冷却サイクルにより増幅される。ＰＣＲ
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ヒータを２列に配列することが好ましく（左側及び右側のヒータアレイは、互いに通電状
態にはない）、それにより別個のサンプル制御程度を可能にする。
【０２２６】
　図４２は、４８サンプル型カートリッジの入口形態を表した典型的なカートリッジを示
す。入口形態は、９ｍｍ間隔で位置する小出しヘッドを備えた自動ピペット操作機械と適
合性がある。例えば、４つのヘッドを備えたかかる機械は、図４２のカートリッジについ
て、４つの入口に一度に装填することを、１２回の別のステップで行う。
【０２２７】
　図４４は、マルチサンプル型マイクロ流体カートリッジの隣り合うレーン中のバルブ及
びレーンの例示の間隔の拡大図である。
【０２２８】
　図４５及び図４６は、それぞれ、図４４に示す例示のカートリッジのヒータアレイ及び
入口の拡大図である。
【０２２９】
　図４７Ａ～図４７Ｃは、多数の入口、マイクロ流体レーン及びＰＣＲ反応ゾーンを備え
た半径方向に構成されている高多重化カートリッジの一実施形態の種々の図である。
【０２３０】
　図４２～図４７Ｃに示す種々の実施形態は、本明細書において説明する特定の実施例と
は異なる構成の液体ディスペンサ、受入れベイ及び検出器と適合性がある。
【０２３１】
　別の好ましい実施形態（図示せず）では、カートリッジ及び装置は、読取りヘッドがサ
ンプル入口を覆っておらず、それにより別々のサンプルの装填を可能にし、その間、他の
サンプルは、ＰＣＲ熱サイクル作動を受けているようにするように構成されている。
【０２３２】
〔一領域の一様な加熱を保証するヒータ形態〕
　本明細書において説明する装置の別の側面は、１つ又は２つ以上のマイクロ流体構成要
素を含むが、これらには限定されないマイクロ流体ネットワークの一領域の加熱を一様に
制御する方法及び装置に関する。例示の実施形態では、多数のヒータが、マイクロ流体カ
ートリッジの一領域、例えばＰＣＲ反応ゾーンを同時且つ一様に加熱するように構成され
るのがよい。
【０２３３】
　好ましい実施形態では、１つ又は２つ以上のマイクロ流体構成要素を有するマイクロ流
体ネットワークを備えたマイクロ流体カートリッジは、適当に構成された装置内の熱源と
接触状態に置かれる。熱源は、特定の発熱体がカートリッジのマイクロ流体ネットワーク
の特定の構成要素を加熱するよう位置するような形態になっている。
【０２３４】
　図４８は、カートリッジが機器内に配置されたときの、ヒータに対するＰＣＲチャネル
の相対配置箇所を示すための例示のマイクロ流体カートリッジの断面図である。図４８に
示す図をヒータウェーハ上に位置するカートリッジの断面斜視図ともいう。カートリッジ
内のＰＣＲチャネルの上方に位置する窓９０３が、斜視図で示されている。ＰＣＲチャネ
ル９０１（例えば、深さ１５０μ×幅７００μ）を、カートリッジの上層中に示す。カー
トリッジのラミネート層９０５（例えば、厚さ１２５μ）が、ＰＣＲチャネル９０１の真
下に位置している。カートリッジに堆積されている別の熱的インタフェースラミネート層
９０７（例えば、厚さ１２５μ）が、ラミネート層９０５の真下に位置している。ヒータ
は、熱的インタフェースラミネートの真下に位置する別の層９１３中に位置している。ヒ
ータは、リソグラフィにより作られてエッチングされた金から成る金属層（典型的には、
厚さ約３，０００Å）である。ＴｉＷの４００Åの層が、接着層としての役目を果たすよ
うに金層の上面及び下面に堆積されている。用いられる基体は、厚さ０．４ｍｍ、０．５
ｍｍ又は０．７ｍｍ若しくは１ｍｍのガラス、溶融シリカ、又は石英ウェーハである。２
μｍ酸化シリコンの薄い電気絶縁性層が、金属層の上面に堆積された絶縁層としての役目
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を果たす。例えば２～４μｍのパリレン（Parylene）から成る追加の薄い電気絶縁層も又
、酸化シリコンの表面の上に堆積されるのがよい。本明細書において更に説明する２つの
長いヒータ９０９，９１１も、図示されている。
【０２３５】
　図４９Ａ及び図４９Ｂを参照すると、典型的には容積が約１．６μｌのＰＣＲ反応ゾー
ン１００１は、長い側部及び短い側部を備えており、各側部は、それと関連した発熱体を
備えている。従って、この装置は、好ましくは、図３８Ａの例示の実施形態に示すように
、ＰＣＲ反応ゾーンの側部に沿って設けられると共にこれを加熱するように構成された４
つのヒータ、即ち、長い上側ヒータ１００５、長い下側ヒータ１００３、短い左側ヒータ
１００７及び短い右側ヒータ１００９を有している。長い上側ヒータ１００５と長い下側
ヒータ１００３との間の僅かな隙間の結果として、温度勾配が無視できることであり（Ｐ
ＣＲ反応ゾーンの長さに沿う任意の箇所においてＰＣＲチャネルの幅を横切って１℃未満
）、従って、ＰＣＲ反応ゾーン全体にわたる温度が効果的に一様になる。ＰＣＲ反応器の
短い縁部に設けられているヒータは、２つの長いヒータによって反応器の中心から反応器
の縁部まで作られる勾配に対抗する熱を提供する。当業者が理解すべきことは、ＰＣＲ反
応ゾーンの周りに位置する１つ又は２つ以上のヒータの更に別の形態は、本明細書におい
て説明する方法及び装置と矛盾しないことである。例えば、反応ゾーンの「長い」側部は
、２つ又は３つ以上のヒータによって加熱されるように構成されていてもよい。ヒータの
特定の向き及び形態は、熱伝導率が貧弱な基体上でも一様な加熱ゾーンが作られるように
用いられる。その理由は、ガラス、石英又は溶融シリカ基体の貧弱な熱伝導率は、種々の
マイクロ流体構成要素、例えばバルブの独立作動及び種々のＰＣＲレーンの独立作動を助
けるために利用されるからである。
【０２３６】
　好ましい実施形態では、各ヒータは、それと関連の温度センサを備えている。図４９Ａ
の実施形態では、単一の温度センサ１０１１が、両方の長いヒータに用いられている。短
い左側ヒータのための温度センサ１０１３及び短い右側ヒータのための温度センサ１０１
５も、図示されている。反応器の中央の温度センサは、２つの長いヒータに供給される電
力の大きさのフィードバック及び制御を可能にするために用いられ、短いヒータの各々は
、短いヒータを制御するためにそのヒータに隣接して配置された専用温度センサを有して
いる。本明細書において更に説明するように、温度センサは、好ましくは、例えばヒータ
が加熱を行うような電流を受取っていない時点でこれら温度センサの付近の温度に関する
情報をプロセッサに送るように構成されている。これは、電流サイクルの適当な制御で達
成できる。
【０２３７】
　ＰＣＲヒータを制御するのに必要なセンサ又は発熱体の数を減少させるため、本発明者
は、ヒータを用いて検出並びに加熱を行い、それにより、各ヒータに別々の専用センサを
設ける必要性をなくすことができた。別の実施形態では、４つのヒータの各々は、適当な
ワット数を有し、４つのヒータを直列に又は並列に接続して電子的に制御可能な要素の数
を４から丁度１つに減らし、それにより電子装置に加わる重荷を減少させるように設計さ
れるのがよい。
【０２３８】
　図４９Ｂは、図４９ＡのＰＣＲ反応ゾーンと関連して用いられるヒータ及び温度センサ
の拡大図である。温度センサ１００１，１０１３は、約２００～３００オームの室温抵抗
を有するように設計されている。この抵抗値は、堆積された金属層（例えば、４００ÅＴ
ｉＷ／３０００Å　Ａｕ／４００ÅＴｉＷ）のサンドイッチ）の厚さを調節し、幅が約１
０～２５μｍ、長さが２０～４０ｍｍの曲がりくねった金属ラインをエッチングすること
により定められる。この層に金属を用いることにより、この層に０．５～２０℃／オーム
、好ましくは１．５～３℃／オームのオーダの抵抗温度係数が与えられる。高い温度で抵
抗を測定することにより、これらセンサの配置箇所の正確な温度の測定が可能になる。
【０２３９】
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　単一のＰＣＲ反応ゾーンについて図４９Ａに示す一様な加熱形態を多数の独立したＰＣ
Ｒ反応が生じるマルチレーン型ＰＣＲカートリッジに適用することができる。
【０２４０】
　各ヒータは、本明細書において説明する装置と関連して用いられるプロセッサ及び／又
は制御回路によって独立に制御できる。図５０は、各ヒータを次のように作動させたとき
、即ち、（Ａ）長い上面ヒータのみ、（Ｂ）長い下側ヒータのみ、（Ｃ）短い左側ヒータ
のみ、（Ｄ）短い右側ヒータのみ、（Ｅ）４つ全てのヒータをオンにしたときの図４９Ａ
図４９Ｂに示すように構成されたヒータを有するマイクロ流体カートリッジを上方から見
た熱的画像を示す。（Ｆ）は、図５０の他の画像パネルと同じ縮尺で反応ゾーン及びヒー
タを示す。また、温度バーが図示されている。
【０２４１】
〔ＰＣＲサイクル作動中における冷却速度を向上させるためのカートリッジ基体に対する
切除部の使用〕
　ヌクレオチドサンプルのＰＣＲ増幅中、多数回の熱サイクルが実施される。効率を向上
させるため、熱を加える間ごとに行われる冷却は、好ましくは、できるだけ迅速に行われ
る。冷却速度の向上は、図５１Ａ～図５１Ｃに示すように、加熱基体に種々の改造を加え
ることによって達成できる。
【０２４２】
　迅速な冷却を達成する一手法は、図５１Ａに示すように、マイクロ流体カートリッジ基
体を部分的に切除することである。図５１Ａの上側の図は、図５１Ａの下側の図の破線Ａ
－Ａ′における例示のマイクロ流体カートリッジの断面図である。ＰＣＲ反応ゾーン９０
１及び典型的なヒータ１００３が示されている。また、２つの切除部分が示されており、
これら切除部分のうちの一方は、符号１２０１で示されており、これら切除部分は、ＰＣ
Ｒ反応ゾーンの長い側部に沿って位置したヒータのそばに位置している。切除部分、例え
ば切除部分１２０１は、カートリッジの熱質量を減少させると共に空気が切除部分内を循
環することができるようにする。これら側面の両方により、熱を、ＰＣＲ反応ゾーンのす
ぐ近くから迅速に取除くことができる。切欠き又は切除部分の例えば形状、位置及び数に
関する他の形態は、本技術とは矛盾しない。
【０２４３】
　迅速な冷却を達成するもう１つの手法は、図５１Ｂに示すように、ヒータ基体を部分的
に切除することである。図５１Ｂの下側の図は、図５１Ｂの上側の図の破線Ａ－Ａ′にお
ける例示のマイクロ流体カートリッジの断面図である。ＰＣＲ反応ゾーン９０１及び典型
的なヒータ１００３が示されている。また、４つの切除部分が示されており、これら切除
部分のうちの１つは、符号１２０５で示されており、これら切除部分は、ＰＣＲ反応ゾー
ンの長い側部に沿って位置したヒータのそばに位置している。切除部分、例えば切除部分
１２０５は、カートリッジの熱質量を減少させると共に空気が切除部分内を循環すること
ができるようにする。これら側面の両方により、熱を、ＰＣＲ反応ゾーンのすぐ近くから
迅速に取除くことができる。４つの別々の切除部分が、図５１Ｂに示されており、その結
果、種々のヒータへの制御回路が妨げられないようになっている。切欠き又は切除部分の
例えば形状、位置及び数に関する他の形態は、本技術とは矛盾しない。これら切欠きは、
次の方法、即ち、ウェットエッチング法を用いた選択的エッチング、ディープ反応性イオ
ンエッチング、ＣＯ2レーザ又はフェムト秒レーザを用いたエッチング（表面亀裂又は表
面近くの応力の発生を阻止するため）、選択的機械孔あけ、選択的超音波孔あけ又は選択
的研磨粒子ブラスチングから選択された方法により形成できる。ヒータの機械的一体性を
維持する一方でできるだけ多くの材料を減少させる注意を払う必要がある。
【０２４４】
　図５１Ｃは、切欠きと熱サイクル作動の冷却段階中に冷却サイクルを増大させるための
周囲空気冷却の使用の組合せを示す。相当な量の冷却が、ヒータの底面から周囲空気への
対流による熱の損失によって起こる。この対流による熱の損失のための駆動力は、ガラス
表面と周囲空気の温度差である。例えばペルチェ型冷却器の使用による周囲空気温度の減
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少により、冷却速度を増大させることができる。対流による熱の損失はまた、空気をゼロ
よりも高い速度に保つことによって増大できる。
【０２４５】
　本明細書において説明するような形態で得られる熱サイクル作動性能の一例を図５２に
示し、この場合のプロトコルは、９２℃まで加熱し、１秒間放置し、次に６２℃まで冷却
し、そして１０秒間放置するように設定されている。サイクル時間は、約２９秒であり、
６２℃から加熱し、９２℃で安定化させるのに８秒必要であり、９２℃から冷却し、６２
℃で安定化させるのに１０秒必要である。
【０２４６】
〔カートリッジの製造方法〕
　図５３は、本明細書において更に説明する例示のカートリッジの組立方法のフローチャ
ート２８００を示す。当業者が理解すべきことは、図５３に記載されている順序と異なる
順序で種々のステップを実施することができると共に、更に、図示の方法に代わる方法に
よって任意所与のステップを実施できることである。また、理解すべきことは、別々のス
テップが２つ又は３つ以上の機能を実施するために示す場合、かかる機能は、同期して実
施してもよいし、単一のステップに組合せてもよく、このことは、本明細書に記載したプ
ロセス全体とは矛盾しないことである。
【０２４７】
　ステップ２８０２において、ラミネート層をマイクロ流体ネットワークが組込まれるよ
うあらかじめ製作されたマイクロ流体基体に堆積させ、基体の境界部をはみ出た縁部をラ
ミネートからトリムする。
【０２４８】
　ステップ２８０４において、ワックスを小出しし、それをマイクロ流体基体中のマイク
ロ流体ネットワークのマイクロバルブ中に装入する。これを実施する例示のプロセスを本
明細書において更に説明する。
【０２４９】
　ステップ２８０６において、カートリッジを検査して、ステップ２８０４によるワック
スが正しく装入されたこと確認すると共に、ステップ２８０２によるラミネートがマイク
ロ流体基体に正しくくっついていることを確かめる。基体がこれら試験のうちのいずれか
一方又は両方を満足していない場合、これを破棄する。基体が繰り返しこれら試験のいず
れか一方又は両方に合格しない場合、ワックス小出し又はラミネート堆積ステップを該当
する場合には再検討する。
【０２５０】
　ステップ２８０８において、疎水性通気部メンブレンをワックスバルブ上で且つラミネ
ートから見てマイクロ流体基体の反対側の面上で、マイクロ流体基体の上面に配置すると
共にヒートシールする。基体の境界部を越えているメンブレンの縁部をトリムする。
【０２５１】
　ステップ２８１０において、組立体を検査してマイクロ流体チャネルを熱により詰まら
せないで疎水性通気部メンブレンがマイクロ流体基体に良好に結合されていることを確認
する。チャネルのうちの任意のものが遮断されている場合、又は、メンブレンと基体との
結合が不完全である場合、組立体を破棄し、破棄状態が繰り返される場合には、先のプロ
セスステップを再検討する。
【０２５２】
　ステップ２８１２において、熱伝導性パッド層をカートリッジの下部ラミネートに堆積
させる。
【０２５３】
　ステップ２８１４において、２つのラベルストリップをマイクロ流体基体の上面に配置
し、一方のラベルストリップがバルブを覆うようにし、もう一方のラベルストリップが通
気部メンブレンを保護するようにする。単一のラベルストリップを工夫して用いれば、こ
れら役割の両方を果たすことができるということは理解されよう。
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　ステップ２８１６において、カートリッジに関する識別特性、例えば、バーコード番号
、ロット番号及び失効記述を示す追加のラベルを印刷し又は配置する。好ましくは、これ
らラベルのうちの１つ又は２つ以上は、ユーザが識別のための注記をラベル上に手で付与
することができるようにするスペース及び書込み可能な表面を有する。
【０２５５】
　ステップ２８１８において、顧客への運搬及び送達を容易にするため、組立状態であり
且つラベルが付けられた状態であるカートリッジは、群をなした、例えば２５の群をなし
、１０の群をなし、２０の群をなし又は５０の群をなした積重ね状態で且つ詰込み状態の
カートリッジである。好ましくは、包装は、不活性メディア及び／又は水分のないメディ
アを介して行われる。
【０２５６】
〔例示のワックス堆積方法〕
　例えばステップ２８０４におけるマイクロ流体ネットワークのバルブ内へのワックスの
堆積を図５４Ａ及び図５４Ｂに示す例示の機器により実施するのがよい。ディスペンスジ
ェット・シリーズ（DispenseJet Series）ＤＪ－９０００（図５４Ａ及び図５４Ｂ）は、
種々の接着剤の高速送り出し及び例外的容積測定制御を提供する非接触型ディスペンサで
あり、かかる流体としては、表面実装接着剤、アンダーフィル、封入剤、コンフォーマル
コーティングで、ＵＶ接着剤及び銀エポキシが挙げられる。ＤＪ－９０００は、２００μ
ｍという狭い気密の空間内に噴射し、基体、例えばダイの小出し側上に３００マイクロメ
ートルという小さなフィレット浸潤幅を生じさせる。ＤＪ－９０００は、流体を別々のド
ットとしてか迅速な連続したドットしてかの状態で小出ししてノズルから流体の１００ミ
クロン（４ミル）直径の流れを生じさせる。かかるＤＪ－９０００は、他の市販のシステ
ム、例えばAsymtek Century C-718/C720、Millennium M-2000及びAxiom X-1000 Series D
ispensing Systemsと完全に適合性がある。
【０２５７】
　ＤＪ－９０００は、Asymtek社により正確且つ確実な性能を提供することを目的とした
製造品質管理基準を受けた状態で製造されている。この装置の典型的な仕様は、次の通り
である。
【０２５８】
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【表２】

【０２５９】
　この装置の分解図を図５４Ｂに示す。
【０２６０】
〔ＤＪ－９０００の作動原理〕
　ＤＪ－９０００は、常閉の空気作動式ばね戻り機構を有し、この機構は、運動量輸送原
理を利用して正確な量の材料を放出する。圧縮空気は、ニードル組立体を受座から引っ込
めるよう高速ソレノイドによって調節される。流体チャンバ内に送り込まれた流体は、受
座の上を流れる。空気を排出すると、ニードルは、迅速に閉鎖位置に移動し、液滴の形態
で受座及びノズルを通る流体を押しやる。連続して発射される多数の液滴を用いると、デ
ィスペンサロボットの運動と組み合わされたときに、多くの小出し量及びラインを形成す
ることができる。
【０２６１】



(55) JP 6388891 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　この機器は、次のように種々の調節可能な特徴を有している。即ち、以下の特徴は、Ｄ
Ｊ－９０００の性能に影響を及ぼし、典型的には、特定のプロセス条件に合うように調節
される。
【０２６２】
　流体圧力は、流体が受座まで一杯になるよう設定すべきであるが、受座及びノズルを通
って流体を押し進めるほど影響を及ぼすべきではない。一般に、高い流体圧力の結果とし
て、多量の材料がジェット噴射される。
【０２６３】
　ストローク調節は、ニードル組立体の移動距離を制御する。制御を反時計回りの方向に
向けてニードル組立体の移動量を増大させ又は時計回りの方向に向けてその移動を減少さ
せる。移動距離の増大の結果として、多量の材料がジェット噴射される場合が多い。
【０２６４】
　電磁バルブは、バルブ作動を制御する。付勢されると、電磁バルブにより、ジェット空
気チャンバ内の空気がばねを圧縮し、それによりニードル組立体を上昇させる。消勢され
ると、空気は解放され、ばねは、ピストンを押下げてニードル先端部が受座に接触するよ
うになる。
【０２６５】
　受座及びノズル幾何学的形状は、典型的には、小出しされる材料の量を制御する主要な
要因である。受座及びノズルのサイズは、用途及び流体特性に基づいて定められる。他の
パラメータは、受座及びノズルの選択に従って調節される。利用可能な受座及びノズルの
サイズは、上述の表に一覧表示されている。
【０２６６】
　熱的制御組立体：流体温度は、流体粘度及び流れ特性に影響を及ぼす場合が多い。ＤＪ
－９０００は、一定の流体温度を保証する熱的制御組立体を備えている。
【０２６７】
　ドット及びラインパラメータ：ＤＪ－９０００ハードウェア形態及び設定に加えて、ド
ット及びラインパラメータは、小出しされるドット及びラインのサイズ及び量を制御する
ようソフトウェアプログラム（ＦｍＮＴと呼ばれている）で設定される。
【０２６８】
〔バルブ内へのワックス堆積〕
　図５５Ａ及び図５５Ｂは、正しい寸法形状の加熱型マイクロチャネル装置の中に小出し
される制御された高温液滴の組合せをどのように用いると、ワックスをマイクロ流体カー
トリッジのマイクロチャネルの中に正確に装入してバルブを形成するかを示す。加熱型デ
ィスペンサヘッドは、マイクロ流体装置内のマイクロチャネルの入口孔上に正確に位置決
め可能であり、溶融ワックス小滴を２０％という精度で７５ｎｌという少ない量で小出し
することができる。マイクロチャネル装置の入口孔は、例えば圧縮空気を用いて又はイン
クジェット印刷法に類似したやり方で７５ｎｌの液滴を入口孔の底部に正確に射出するこ
とができるように寸法決めされている。マイクロチャネル装置は、ワックスの融点よりも
高い温度に維持され、それにより、ワックスは、これが小出しされた直後において溶融状
態のままである。液滴が入口孔の底部に落下した後、溶融状態のワックスは、毛管作用に
より細いチャネル中に吸込まれる。細い部分の容積は、入口孔中に小出しされる典型的な
最大量にほぼ等しいように設計される。
【０２６９】
〔ヒータ８９（ソフトウェア制御下）〕
　本明細書において説明する装置の別の側面は、図５６に示すように、システム及びその
構成要素内の熱を制御する方法に関する。この方法は、本明細書において説明する装置の
エネルギー効率の向上をもたらす。というのは、全てのヒータが同時に加熱を行っている
わけではなく、所与のヒータが一部の時間しか電流を受取っていないからである。
【０２７０】
　一般に、マイクロ流体構成要素、例えばＰＣＲ反応ゾーンの加熱は、適当に構成された
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微細加工ヒータ中に電流を流すことにより制御される。加熱は、様々なパルス幅変調（Ｐ
ＷＭ）で電流を定期的にオンオフにすることにより更に制御可能であり、このパルス幅変
調は、電流についてオンタイム／オフタイム比を意味している。電流は、微細加工ヒータ
を高電圧源（例えば、３０Ｖ）に接続することにより供給でき、この高電圧源は、ＰＷＭ
信号によってゲート作動できる。幾つかの実施形態では、装置は、４８ＰＷＭ信号発生機
を有する。ＰＷＭ発生機の作動では、選択されたプログラム可能な周期（終了カウント）
及びグラニュール数を備えた信号を発生させる。例えば、この信号は、４０００μｓ（マ
イクロ秒）であるのがよく、グラニュール数は１μｓであり、この場合、ＰＷＭ発生機は
、カウンタがゼロで始まり、これが４０００μｓに達するまで１μｓの増分で進む状態を
保つことができ、なお、カウンタは、４０００μｓに達すると、ゼロに戻る。かくして、
熱の生成量を終了カウンタの調節によって調節することができる。高い終了カウントは、
微細加工ヒータが電流を受取る長い時間に対応しており、従って、熱の高い生成量に対応
している。
【０２７１】
　種々の実施形態では、ＰＷＭ発生機の作動はまた、上述の終了カウント又はグラニュー
ル数に加えて、プログラム可能な開始カウントを更に含むのがよい。かかる実施形態では
、多数のＰＷＭ発生機は、高い電圧電力の電流容量を超えないように選択的に重なり合わ
ない状態でいることができる（例えば、種々のヒータのオンタイムを多重化することによ
り）信号を生じさせることができる。多数のヒータを様々な開始カウント及び終了カウン
トを持つ種々のＰＷＭ信号発生機によって制御することができる。ヒータを列に分割する
ことができ、それにより、１つの列は、同一開始カウントのヒータ群を構成する。例えば
、３６ＰＷＭ発生機を各々がＰＷＭサイクルの或る部分（この場合、５００ｍｓ）に対応
した６つの互いに異なる列に群分け可能である。各ＰＷＭ発生機に関する終了カウントは
、６つ以下のヒータが任意所与の時点でオンであるように選択的にプログラム可能である
。ＰＷＭサイクルの一部分は、加熱が行われないデッドタイム（この場合、カウント３０
００～４０００）として選択でき、敏感な温度検出回路は、この時間を用いて温度を検出
することができる。以下の表は、上述の例に関するＰＷＭサイクルを表している。
【０２７２】
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【表３】

【０２７３】
〔ＰＣＲチャンバ内における流体を測定／検出するための検出システムの使用〕
　本装置は、オプションとして、マイクロ流体カートリッジのＰＣＲチャンバ２１０から
の蛍光を集めることができる非常に感度の高い蛍光検出器を有する。この検出器は、チャ
ンバ内の液体の存在を検出し、ＰＣＲサイクルを実施すべきかどうかを判定する測定を行
うために用いられる。チャンバを液体で満たす前に、バックグラウンドの読みを取る。結
果としてＰＣＲチャンバへの液体の充填が行われるべきマイクロ流体操作を実施した後に
別の読みを取る。液体が存在していると、チャンバから蛍光の読みが変わる。プログラム
可能なしきい値が、プロセッサにプログラムされたアルゴリズムを調製するために用いら
れる（例えば、第２の読みは、第１の読みを２０％だけ超えなければならない）。２つの
読みがプログラムされたマージンを超えて互いに異なっていない場合、液体は、チャンバ
に流入していないと見なされ、ＰＣＲサイクルは、そのチャンバについては開始されない
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。その代わり、警告がユーザに出される。
【０２７４】
〔コンピュータプログラム製品〕
　種々の実施形態において、本明細書において説明する装置に用いられるコンピュータプ
ログラム製品としては、これに格納されていて、装置を作動させるコンピュータにより読
取り可能な命令が挙げられる。
【０２７５】
　種々の実施形態では、コンピュータプログラム製品は、システムが、ベイ内におけるマ
イクロ流体カートリッジの配置の指標を出力し、サンプルラベル又はマイクロ流体カート
リッジラベルを読取り、ユーザがサンプル識別子を入力するための命令を出力し、ユーザ
がサンプル移送部材をＰＣＲ実施準備のできたサンプルと共に装填するための命令を出力
し、ユーザがＰＣＲ実施準備のできたサンプルをマイクロ流体カートリッジ中に導入する
ための命令を出力し、ユーザがマイクロ流体カートリッジを受入れベイ内に配置するため
の命令を出力し、ユーザが蓋を閉めて力部材を作動させるための命令を出力し、ユーザが
ＰＣＲ実施準備のできたサンプルを約０．５ｍＬ～約５ｍＬの量の空気で射出することに
よりマイクロ流体カートリッジ内のＰＣＲ実施準備のできたサンプルを加圧するための命
令を出力し、カートリッジの１つ又は２つ以上のレーンからのサンプルの進捗状況に関す
る状態情報を出力するようにする１つ又は２つ以上の命令を含むのがよい。
【０２７６】
　種々の実施形態では、コンピュータプログラム製品は、システムが、中和化ポリヌクレ
オチドからＰＣＲアンプリコンを作るのに適した熱サイクル作動条件下においてＰＣＲ実
施準備のできたサンプルを加熱し、中和化ポリヌクレオチドサンプル又はそのＰＣＲアン
プリコンをポリヌクレオチドシーケンスについて選択的な少なくとも１つのプローブに接
触させ、中和化ポリヌクレオチドサンプル及び陰性対照ポリヌクレオチドの各々を、中和
化ポリヌクレオチドサンプルのＰＣＲアンプリコン及び陰性対照ポリヌクレオチドのＰＣ
Ｒアンプリコンを独立に作るのに適した熱サイクル作動条件下においてＰＣＲ試薬混合物
に独立に接触させ、中和化ポリヌクレオチドサンプル又はそのＰＣＲアンプリコン及び陰
性対照ポリヌクレオチド又はそのＰＣＲアンプリコンを、ポリヌクレオチドシーケンスに
ついて選択的である少なくとも１つのプローブに接触させ、生物学的サンプル中のプリヌ
クレオチドシーケンス、プローブが中和化ポリヌクレオチドサンプル又はそのＰＣＲアン
プリコン中に検出させた場合、プローブに相当するポリヌクレオチドシーケンスの存在の
判定を出力すると共に／或いはプローブが陰性対照ポリヌクレオチド又はそのＰＣＲアン
プリコン中に検出された場合に、汚染結果の判定を出力するようにする１つ又は２つ以上
の命令を含むのがよい。
【０２７７】
　種々の実施形態では、コンピュータプログラム製品は、システムが本方法のステップの
うちの１つ又は２つ以上自動的に実施するようにする１つ又は２つ以上の命令を含むのが
よい。
【０２７８】
　種々の実施形態では、マイクロ流体カートリッジは、２つ又は３つ以上のサンプルレー
ンを有し、各レーンは、サンプル入口バルブ、気泡除去通気部、熱的作動式ポンプ、熱的
作動式バルブ、及びＰＣＲ反応ゾーンを有し、コンピュータにより読取り可能な命令は、
互いに独立に且つ検出器がＰＣＲ反応ゾーンから蛍光を測定するようにするために、シス
テム中の各レーンの１つ又は２つ以上の構成要素を独立に作動させるように構成されてい
る。
【０２７９】
〔サンプル〕
　種々の実施形態では、サンプルは、ポリメラーゼ酵素及び複数のヌクレオチドを含むＰ
ＣＲ反応混合物を含むのがよい。ＰＣＲ反応混合物は、１つ又は２つ以上の凍結乾燥ペレ
ットの形態をしているのがよく、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルを調製するステップは
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、ＰＣＲペレットを液体に接触させてＰＣＲ試薬混合物溶液を生じさせるステップを含む
のがよい。さらに別の実施形態では、ＰＣＲレーンの各々は、ユーザが調製されたポリヌ
クレオチドサンプルをＰＣＲ中に入力するだけで済むようにあらかじめ装填された乾燥又
は凍結乾燥状態のＡＳＲ試薬を有するのがよい。別の実施形態では、ＰＣＲレーンは、特
定用途向けプローブ及びあらかじめ測定されてあらかじめ装填されたプライマしか備えな
くてもよく、ユーザは、ＰＣＲ試薬と混合されたサンプルを入力する。
【０２８０】
　種々の実施形態では、マイクロ流体ネットワークは、中和化ポリヌクレオチドサンプル
からＰＣＲアンプリコンを作るのに適した熱サイクル作動条件下において、熱を外部熱源
からＰＣＲ試薬と中和化ポリヌクレオチドサンプルを含むサンプル混合物に結合するよう
に構成されているのがよい。
【０２８１】
　種々の実施形態では、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルは、陽性対照プラスミド及びこ
のプラスミドの少なくとも一部分について選択的な蛍光凍結乾燥プローブを更に含むのが
よい。種々の実施形態では、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルは、サンプル緩衝溶液及び
ポリヌクレオチドシーケンス、例えば、グラム陽性菌、グラム陰性菌、酵母菌、真菌、原
生動物及びウイルスから成る群から選択された病原菌の特徴を示すポリヌクレオチドシー
ケンスについて選択的である少なくとも１つのプローブを更に含む。
【０２８２】
　種々の実施形態では、マイクロ流体カートリッジは、陰性対照ポリヌクレオチドを含有
するのがよく、マイクロ流体ネットワークは、中和化ポリヌクレオチドサンプルのＰＣＲ
アンプリコン及び陰性対照ポリヌクレオチドのＰＣＲアンプリコンを独立に生じさせるの
に適した熱サイクル作動条件下において、中和化ポリヌクレオチドサンプル及び陰性対照
ポリヌクレオチドの各々に対してＰＣＲ試薬混合物でＰＣＲを独立に実施するように構成
されているのがよい。本明細書で説明しているようなマルチレーンカートリッジの各レー
ンは、レーン１つ当たりに２つの蛍光検出システムが設けられているので、２種類の反応
を実施することができる。種々の組合せの反応をカートリッジ内で実施することができ、
例えば、２つのサンプル反応を１つのレーンで実施し、陽性対照及び陰性対照を２つの他
のレーンで実施し、或いは、サンプル反応及び内部対照を１つのレーンで実施し、陰性対
照を別のレーンで実施することができる。
【０２８３】
　種々の実施形態では、サンプルは、ポリヌクレオチドシーケンスについて選択的である
のがよい少なくとも１つのプローブを含むのがよく、ＰＣＲ実施準備のできたサンプルを
調製するステップでは、中和化ポリヌクレオチドサンプル又はそのＰＣＲアンプリコンを
プローブに接触させる。プローブは、蛍光ハイブリッド形成プローブであるのがよい。蛍
光ハイブリッド形成プローブは、蛍光レポータ色素及び蛍光クエンチャ（quencher）色素
に結合されたポリヌクレオチドシーケンスを含むのがよい。ＰＣＲ試薬混合物は、陽性対
照プラスミド及びプラスミドの少なくとも一部分について選択的であるプラスミド蛍光ハ
イブリッド形成プローブを更に含むのがよく、マイクロ流体カートリッジは、蛍光ハイブ
リッド形成プローブ及びプラスミド蛍光ハイブリッド形成プローブの独立の光学検出を可
能にするように構成されているのがよい。
【０２８４】
　種々の実施形態では、プローブは、有機体、例えばデオキシリボ核酸又はリボ核酸ポリ
ヌクレオチドを用いる任意の有機体の特徴を示すポリヌクレオチドシーケンスについて選
択的であるのがよい。かくして、プローブは、任意の有機体について選択的であるのがよ
い。適当な有機体としては、哺乳類（ヒトを含む）、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、家畜
類、野生動物、消滅有機体、細菌、真菌、ウイルス、植物等が挙げられる。プローブはま
た、それ自体のポリヌクレオチド、例えば、ミトコンドリアを用いる有機体の構成要素に
とっても選択的であるのがよい。幾つかの実施形態では、プローブは、微生物、例えば、
食品製造に用いられる有機体（例えば、発酵食品に用いられる酵母菌、チーズに用いられ
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るカビ又は細菌等）又は病原菌（例えば、ヒト、家畜哺乳類、野生哺乳類、家畜鳥又は野
生鳥等の病原菌）にとって選択的である。幾つかの実施形態では、プローブは、グラム陽
性菌、グラム陰性菌、酵母菌、真菌、原生動物及びウイルスから成る群から選択された有
機体にとって選択的である。
【０２８５】
　種々の実施形態では、プローブは、ブドウ球菌属、例えば、表皮ブドウ球菌、黄色ブド
ウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球
菌；レンサ球菌属（例えば、Ｑ‐溶血性、Ｄ－溶血性、Ｏ－溶血性、Ａ群、Ｂ群、Ｃ群、
Ｄ群又はＧ群）、例えば、化膿レンサ球菌、群溶レン菌、エンテロコッカス・フェカリス
、エンテロコッカス・デュランス及びエンテロコッカス・フェシウム（以前は、ストレプ
トコッカス・フェカリス、ストレプトコッカス・デュランス、ストレプトコッカス・フェ
シウム）；ノンエンテロコッカルＤ群レンサ球菌、例えば、ストレプトコッカス・ボリス
及びストレプトコッカス・イクアインス；緑色レンサ球菌、例えば、ストレプトコッカス
・ミュータンス、ストレプトコッカス・サングイス、ストレプトコッカス・サリバリウス
、ストレプトコッカス・マイティオア、ストレプトコッカス・ミレリ、ストレプトコッカ
ス・コンステラタス、ストレプトコッカス・インターメディウス、及びストレプトコッカ
ス・アンギノーサス；ストレプトコッカス・イニアエ；肺炎レンサ球菌；ナイセリア属、
例えば、髄膜炎菌、淋菌、腐生性ナイセリア菌属；エリジペロトリックス属、例えば、ブ
タ丹毒菌；リステリア菌属、例えば、リステリア・モノサイトゲネス、まれに、リステリ
ア・イバノビイ及びリステリア・シーリジェリー；バシラス属、例えば、炭疽菌、バシラ
ス・セレウス、枯草菌、バチルス・サブティリス・ニジェール、バチルス・チューリンギ
エンシス；ノカルジア・アステロイデス；レジオネラ属、例えば、レジオネラ・ニューモ
フィラ、ニューモシスチス、例えば、ニューモシスチス・カリニイ；腸内細菌科、例えば
、サルモネラ属、赤痢菌属、大腸菌属（例えば、大腸菌、大腸菌Ｏ１５７：Ｈ７）；クレ
ブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ属、プロビデ
ンシア属、エルシニア属等、例えば、サルモネラ属、例えば、チフス菌、パラチフス菌Ａ
、パラチフス菌Ｂ（サルモネラ・ショトゥムエレリ）、及びパラチフス菌Ｃ（サルモネラ
・ハイルシュフェルディ）、サルモネラ・ダブリン、豚コレラ菌、腸炎菌、ネズミチフス
菌、サルモネラ・ハイデルベルグ、サルモネラ・ニューポート、サルモネラ・インファン
ティス、サルモネラ・アゴナ、サルモネラ・モンテビデオ、及びサルモネラ・セントポー
ル；赤痢菌属、例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ亜群、例えば、フレクスナー赤痢菌、ソンネ赤
痢菌、ボイド赤痢菌、志賀赤痢菌；プロテウス属（プロテウス・ミラビリス、プロテウス
・ブルガリス、及びプロテウス・ミクソファシエンス）、モルガネラ属（モルガネラ・モ
ルガニイ）；プロビデンシア属（プロビデンシア・レットゲリ、プロビデンシア・アルカ
リファシエンス、及びプロビデンシア・スチュアーティイ）；エルシニア属、例えば、ペ
スト菌、腸炎エルシニア；ヘモフィルス属、例えば、インフルエンザ菌、パラインフルエ
ンザ菌、ヘモフィルス・アフロフィルス、軟性下疳菌；ブルセラ属、例えば、ウシ流産菌
、マルタ熱菌、ブタ流産菌、イヌ流産菌；フランシセラ属、例えば、野兎病菌；シュード
モナス属、例えば、緑膿菌、シュードモナス・パウシモビリス、シュードモナス・プチダ
、蛍光菌、シュードモナス・アシドボランス、類鼻疽菌、鼻疽菌、バークホルデリア・セ
パシア及びステノトロフォモナス・マルトフィリア；カンピロバクター属、例えば、カン
ピロバクター・フィタス・フィタス、カンピロバクター・ジェジュニ、カンピロバクター
ピロリ（ヘリコバクターピロリ）；ビブリオ属、例えば、コレラ菌、腸炎ビブリオ、ビブ
リオ・ミミカス、ビブリオ・アルギノリティカス、ビブリオホリサー、ビブリオ・バルニ
フィカス、及び非凝集性ビブリオ（the nonagglutinable vibrios）；クロストリジウム
、例えば、ウェルシュ菌、破傷風菌、クロストリジウム・ディフィシレ、ボツリヌス菌；
放線菌属、例えば、イスラエル放線菌；バクテロイデス属、例えば、バクテロイデス・フ
ラジリス、バクテロイデス・シータイオタオミクロン、バクテロイデス・ディスタソニス
、バクテロイデス・ブルガータス、バクテロイデス・オバツス、バクテロイデス・カカエ
、及びバクテロイデス・メルダエ；プレボテラ属、例えば、プレボテラ・メラニノジェニ
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カ；フソバクテリウム属；トレポネーマ属、例えば、梅毒トレポネーマ亜種エンデミクム
、梅毒トレポネーマ亜種ペルテヌエ、トレポネーマ・カラテウム、及び梅毒トレポネーマ
亜種パリーダム；ボレリア属、例えば、ボレリア・ブルグドルフェリ；レプトスピラ属；
ストレプトバシラス属、例えば、ストレプトバシラス・モニリフォルミス；スピリルム属
、例えば、鼡咬症スピリルム；マイコバクテリウム属、例えば、ヒト型結核菌、ウシ型結
核菌、アフリカ型結核菌、トリ型結核菌、マイコバクテリウム・イントラセルラーレ、マ
イコバクテリウム・カンサシイ、マイコバクテリウム・ゼノピ、マイコバクテリウム・マ
リヌム、マイコバクテリウム・ウルセランス, マイコバクテリウム・フォルトゥイタム複
合（体）（the M. fortuitum complex）（マイコバクテリウム・フォルトゥイタム及びマ
イコバクテリウム・ケロネイ）、癩菌、マイコバクテリウム・アジアティカム、マイコバ
クテリウム・ケロネイ亜種アブセサス、マイコバクテリウム・ファラックス、マイコバク
テリウム・フォルトゥイタム、マイコバクテリウム・マルモエンス、マイコバクテリウム
・シモイデイ、マイコバクテリウム・シミアエ、マイコバクテリウム・スルガイ、マイコ
バクテリウム・ゼノピ；マイコプラズマ属、例えば、マイコプラズマ・ホミニス、マイコ
プラズマ・オラーレ、マイコプラズマ・サリバリウム、マイコプラズマ・フェルメンタン
ス、肺炎マイコプラズマ、マイコプラズマ・ボービス、マイコプラズマ・ツベルクローシ
ス、マイコプラズマ・アビウム、マイコプラズマ・レプラエ；マイコプラスマ属、例えば
、性器マイコプラスマ；ウレアプラスマ属、例えば、ウレアプラズマ・ウレアリチカム；
トリコモナス属、例えば、膣トリコモナス；クリプトコッカス属、例えば、クリプトコッ
カス・ネオフォルマンス；ヒストプラズマ属、例えば、ヒストプラズマ・カプスラーツム
；カンジダ属、例えば、カンジダアルビカンス；アスペルギルス菌属；コクシジオイデス
属、例えば、コクシジオイデス・イミチス；ブラストミセス属、例えば、ブラストミセス
・デルマティティディス；パラコクシジオイデス、例えば、パラコクシジオイデス・ブラ
ジリエンシス；ペニシリウム属、例えば、肺感染症；スポロトリックス属、例えば、スポ
ロトリックス・シェンキイ；リゾープス属、リゾムーコル属、アブシジア属、及びバシデ
ィオボールス属；ビポラーリス属、クラドフィアロフォラ、クラドスポリウム属、ドレク
スレラ属、エキソフィアラ属、フォンセカエア属、フィアロフォラ属、キシロハイファ、
オクロコニス、リノクラディア、スコレコバシディウム、及びワンギエラ；トリコスポロ
ン属、例えば、バイゲル毛芽胞菌；ブラストシゾミセス属、例えば、ブラストシゾミセス
・カピタトゥス；プラスモジウム属、例えば、熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫
、卵形マラリア原虫、及び四日熱マラリア原虫；バベシア属；トリパノソーマ属の原虫類
、例えば、クルーズ・トリパノソーマ；リーシュマニア、例えば、ドノヴァン・リーシュ
マニア、メジャー・リーシュマニア、熱帯リーシュマニア、メキシコ・リーシュマニア、
ブラジル・リーシュマニア、ビアンニア・ブラジル・リーシュマニア；トキソプラズマ属
、例えば、トキソプラズマ；ネグレリア属又はアカントアメーバ属のアメーバ；赤痢アメ
ーバ；ランブル鞭毛虫；クリプトスポリジウム属、例えば、クリプトスポリジウム・パル
ブム；戦争イソスポーラ；サイクロスポーラ・カエタネンシス；回虫；鞭虫；ズビニ鉤虫
又はアメリカ鉤虫；糞線虫；トキソカラ属、例えば、イヌ回虫、ネコ回虫；バイリスアス
カリス属、例えば、アライグマ回虫；旋毛虫属、例えば、旋毛虫；蛇状線虫属、例えば、
メジナ虫；フィラリア上科；バンクロフト糸状虫；ブルギア属、例えば、マレー糸状虫、
又はチモール糸状虫；回旋糸状虫；ロア糸状虫；イヌ糸状虫；住血吸虫属、例えば、日本
住血吸虫、マンソン住血吸虫、メコン住血吸虫、ビルハルツ住血吸虫（インテルカラトゥ
ム）、ビルハルツ住血吸虫（ハエマトビウム）；肺吸虫属、例えば、ウエステルマン肺吸
虫、パラゴニムス・スクリアビニ；肝吸虫；肝蛭；オピストルキス属；肥大吸虫；広節裂
頭条虫；テニア属、例えば、無鉤条虫、有鉤条虫；エキノコックス属、例えば、単包条虫
、多包条虫；ピコルナウイルス、ライノウイルス、エコーウイルス、コクサキエウイルス
、インフルエンザウイルス；パラミクソウイルス、例えば、１型、２型、３型及び４型；
アデノウイルス（adnoviruses）；ヘルペスウイルス、例えば、単純ヘルペスウイルス１
型（ＨＳＶ－１）及び単純ヘルペスウイルス２型（ＨＳＶ－２）；水痘‐帯状疱疹ウイル
ス；ヒトＴリンパ増殖性ウイルス（Ｉ型及びＩＩ型）；アルボウイルス及びアレナウイル
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ス属；トガウイルス科、フラビウイルス科、ブニヤウイルス科、レオウイルス科；フラビ
ウイルス属、ハンタウイルス属；ウイルス性脳炎（アルファウイルス属［例えば、ベネズ
エラウマ脳炎、東部ウマ脳炎、西部ウマ脳炎］）；ウイルス性出血熱（フィロウイルス［
例えば、エボラ、マールブルグ］及びアレナウイルス属［例えば、ラッサ、マチュポ］）
；天然痘（痘瘡）；レトロウイルス、例えば、ヒト免疫不全ウイルス１型及び２型；ヒト
乳頭腫ウイルス（ＨＰＶ）６型、１１型、１６型、１８型、３１型、３３型及び３５型か
ら成る群から選択された有機体の特徴を示すポリヌクレオチドシーケンスについて選択的
であるのがよい。
【０２８６】
　種々の実施形態では、プローブは、緑膿菌、プロテウス・ミラビリス、クレブシエラ・
オキシトカ、肺炎桿菌、大腸菌、アシネトバクター・バウマンニイ、セラチア・マルセッ
センス、エンテロバクター・アエロゲネス、エンテロコッカス・フェシウム、バンコマイ
シン耐性エンテロコッカス（ＶＲＥ）、黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（ＭＲＳＡ）、緑色レンサ球菌、リステリア・モノサイトゲネス、エンテロコッカス属菌
、レンサ球菌Ｂ群、レンサ球菌Ｃ群、レンサ球菌Ｇ群、レンサ球菌Ｆ群、エンテロコッカ
ス・フェカリス、肺炎レンサ球菌、表皮ブドウ球菌、ガルデネレラ・バギナリス、ミクロ
コッカス菌属（Micrococcus sps.）、インフルエンザ菌、淋菌、モラクセラ・カタラリス
、サルモネラ菌属（Salmonella sps）、トラコーマクラミジア、ペプトストレプトコッカ
ス・プロダクツ、ペプトストレプトコッカス・アナエロビウス、発酵乳酸杆菌、ユーバク
テリウム・レントゥム、カンジダ・グラブラタ、カンジダ・アルビカンス、クラミジア菌
属、カンピロバクター菌属、サルモネラ菌属、天然痘（大痘瘡）、エルシナ・ペスティス
、単純ヘルペスウイルスＩ型（ＨＳＶ　Ｉ）、及び単純ヘルペスウイルスＩＩ型（ＨＳＶ
　ＩＩ）から成る群から選択された有機体の特徴を示すポリヌクレオチドシーケンスにつ
いて選択的であるのがよい。
【０２８７】
　種々の実施形態では、プローブは、Ｂ群レンサ球菌（ＧＢＳ）の特徴を示すポリヌクレ
オチドシーケンスについて選択的であるのがよい。
【０２８８】
　ＰＣＲをＰＣＲ実施準備のできたサンプルに対して実施するステップは、中和化ポリヌ
クレオチドからＰＣＲアンプリコンを作るのに適した熱サイクル作動条件下においてＰＣ
Ｒ混合物及び中和化ポリヌクレオチドを加熱するステップ、中和化ポリヌクレオチドサン
プル又はそのＰＣＲアンプリコンをポリヌクレオチドシーケンスについて選択的な少なく
とも１つのプローブに接触させるステップ、中和化ポリヌクレオチドサンプル及び陰性対
照ポリヌクレオチドの各々を、中和化ポリヌクレオチドサンプルのＰＣＲアンプリコン及
び陰性対照ポリヌクレオチドのＰＣＲアンプリコンを独立に作るのに適した熱サイクル作
動条件下においてＰＣＲ試薬混合物に独立に接触させるステップ及び／又は中和化ポリヌ
クレオチドサンプル又はそのＰＣＲアンプリコン及び陰性対照ポリヌクレオチド又はその
ＰＣＲアンプリコンを、ポリヌクレオチドシーケンスについて選択的である少なくとも１
つのプローブに接触させるステップを含むのがよい。
【０２８９】
　種々の実施形態では、ＰＣＲサンプルに対して実施する方法は、次のステップ、即ち、
生物学的サンプルをマイクロ流体カートリッジ内で加熱するステップ及び生物学的サンプ
ルを周囲気圧と比較して約２０キロパスカル～２００キロパスカル又は幾つかの実施形態
では約７０キロパスカル～１１０キロパスカルの圧力差においてマイクロ流体カートリッ
ジ内で加圧するステップのうちの１つ又は２つ以上を更に含むのがよい。
【０２９０】
　種々の実施形態では、本明細書において説明する装置を用いる方法は、次のステップ、
即ち、生物学的サンプル中のポリヌクレオチドシーケンスの存在を判定するステップ（ポ
リヌクレオチドシーケンスは、プローブが中和化ポリヌクレオチドサンプル又はそのＰＣ
Ｒアンプリコン中で検出された場合、プローブに対応している）、プローブが陰性対照ポ
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リヌクレオチド又はそのＰＣＲアンプリコン中に検出された場合、汚染結果を判定するス
テップのうちの１つ又は２つ以上を更に含むのがよく、且つ／或いは、幾つかの実施形態
では、ＰＣＲ試薬混合物が、陽性対照プラスミド及びプラスミドの少なくとも一部分につ
いて選択的なプラスミドプローブを更に含む場合、この方法は、プラスミドプローブが検
出された場合、ＰＣＲ反応が生じたと判定するステップを更に含む。
【０２９１】
〔レンズ及びフィルタを含む蛍光検出システム及びマルチレーンカートリッジのための多
並行検出〕
　例えばＰＣＲのような核酸増幅方法の基礎である生化学反応からの蛍光をモニタする小
形で高感度の蛍光検出システムが組込まれるのがよい。
【０２９２】
　従って、本装置の別の側面は、生化学反応からの蛍光をモニタするシステムを含む。こ
のシステムは、例えば、蛍光色素の吸光帯に属する光を選択的に放出する光源（例えば、
ＬＥＤ）を備えた光検出器、光を合焦させるレンズ及び蛍光色素の発光帯に属する光を選
択的に検出する光検出器（例えば、フォトダイオード）を含むのがよく、蛍光色素は、蛍
光ポリヌクレオチドプローブ又はその断片に対応している。変形例として、光検出器は、
蛍光色素（蛍光プローブ）の吸光帯に属する光を選択的に放出する帯域濾波ダイオード及
び蛍光色素の発光体に属する光を選択的に検出する帯域濾波フォトダイオードを含むのが
よく、又は、例えば、光検出器は、互いに異なる蛍光発光スペクトルを有する複数の蛍光
色素を独立に検出するように構成されるのがよく、各蛍光色素は、蛍光ポリヌクレオチド
プローブ又はその断片に対応し、或いは、例えば、光検出器は、マイクロ流体カートリッ
ジ上の複数の互いに異なる位置に設けられた複数の蛍光色素を独立に検出するように構成
されるのがよく、各蛍光色素は、蛍光ポリヌクレオチドプローブ又はその断片に対応して
いる。
【０２９３】
　幾つかの実施形態では、本明細書において説明する装置に用いられる所与の検出器は、
ナノリットル規模のＰＣＲ反応からの蛍光信号を検出することができる。有利には、検出
器は、可動部品の無い安価な構成要素から形成される。検出器はまた、本明細書において
更に説明するマイクロ流体カートリッジと結合するように構成され、この検出器はまた、
好ましくは、カートリッジを適所に保つ圧力印加システム、例えばスライディング式蓋の
一部である。検出器は、２色又は３色の検出可能手段を更に有し、この検出器は、検出器
からの情報をサンプリングするように構成されたソフトウェア、好ましくは特注ソフトウ
ェアにより制御される。
【０２９４】
　図５７～図５９は、発光ダイオード（ＬＥＤ）、フォトダイオード及びフィルタ／レン
ズを含んでいて、マイクロ流体カートリッジから出た１つ又は２つ以上の蛍光信号をリア
ルタイムでモニタする高感度蛍光検出システムの一実施形態を示す。図５７～図５９の実
施形態は、単一レーン型マイクロ流体カートリッジに合致するモジュール設計を備えた２
色検出システムを有する。検出器は、２つのＬＥＤ（青色ＬＥＤ及び赤色ＬＥＤ）及び２
つのフォトダイオードを有する。２つのＬＥＤは、合焦光のビームをカートリッジの特定
の領域に送るように構成されている。２つのフォトダイオードは、カートリッジの領域か
ら放出された光を受取るように構成されている。一方のフォトダイオードは、放出された
赤色光を検出するように構成され、他方のフォトダイオードは、放出された青色光を検出
するように構成されている。
【０２９５】
　図６０及び図６１は、マルチレーン型マイクロ流体カートリッジと結合するように構成
された多重化２色検出システム、例えば図５７～図５９に示す検出システムの多色型を有
する例示の読取りヘッドを示す。図６０は、多重化読取りヘッドの外部を示す図である。
図６１は、種々の検出器が例示の多重化読取りヘッド内に電子回路板と連絡関係をなして
どのように構成されているかを示す分解図である。
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【０２９６】
　図６０及び図６１のモジュールは、１２レーン型カートリッジの各レーンからの蛍光を
検出するように構成されており、従って、１２対の同一検出要素として構成された２４個
の独立制御可能な検出器を有する。要素の各対は、この場合、所定の組をなす蛍光プロー
ブの２色検出が可能である。当業者が理解すべきことは、検出器の対の他の数は、本明細
書において説明する装置と矛盾しない。例えば、４、６、８、１０、１６、２０、２４、
２５、３０、３２、３６、４０及び４８の対も又、かかる装置と矛盾せず、当業者によっ
て理解される方法及び基準に従って構成できる。
【０２９７】
〔例示の光学素子組立体〕
　例示の実施形態では、光学シャーシ／圧力組立体が、マルチレーン型マイクロ流体カー
トリッジを覆うよう位置決め可能なエンクロージャ（或る実施形態ではプラスチックで作
られている）内に収容されている。エンクロージャは、オプションとして、ユーザが容易
に掴むことができ、滑らかに且つ容易に押したり引いたりすることができるよう案内され
る取っ手を有するのがよい。取っ手は、圧力ロック装置としても役立つのがよい。エンク
ロージャの水平位置は、全開放位置と全前方位置の両方で検出され、制御ソフトウェアに
報告される。エンクロージャ及び光学シャーシ圧力組立体は、マイクロ流体カートリッジ
の下で０．０１０インチ（０．２５４ｍｍ）以内に位置決めされたヒータカセットモジュ
ールを位置が合っている。適正なヒータ／カートリッジインタフェース接続のためには厳
密な嵌合が重要である。エンクロージャ組立体は、１０，０００サイクルの寿命全体を通
じて性能が劣化せず、サイクルは、後方位置でスライダで始まり、次に前方に摺動して取
っ手をカートリッジ上にロックし、取っ手をロック解除し、取っ手を元の後方位置に戻す
手順として定義される。全ての光路部分は、非反射性であるべきであり（陽極化され、塗
装され、成形されている等）、１０，０００サイクルにわたりこの特徴を失わない。光学
素子ユニットは、光貫通が最も起こりそうな角度をなして装置から１２インチ（３０．４
８ｃｍ）のところに配置された源からの≦９，０００フートカンデラの光強度によっては
影響を受けない。１０，０００サイクル後に光検出器のところでの性能の低下は、測定さ
れない。
【０２９８】
　検出器組立体を製作する際、２つのＬＥＤ源（青色及び琥珀色）を収容した単一のチャ
ネルが作られ、更に、各々が１つのフォトダイオード検出器を収容した２つの追加のチャ
ネルが作られる（全部で４つの開けられた孔）。２つの対をなすチャネル（源及び検出器
）は、光軸から測定して互いに４３°の角度をなして差し向けられており、同じ４３°の
向きをなした他の対をなすチャネルとインライン状態にある。光学シャーシに設けられた
孔は、適当なスペーサを備えたフィルタ及びレンズを収容し、これらの仕様については、
本明細書において更に説明する。ＬＥＤは、機械的位置合わせが良好な源の照明に沿って
重要なので、運動を阻止するよう適所に保持される。ＬＥＤは、２つの「ホットスポット
」がカートリッジの読取りチャネルと位置合わせされるまで回される。この位置は、ＬＥ
Ｄを動かすことができないようなるまで維持されなければならない。光学シャーシは、ア
ルミニウムで作られるのがよく、この光学シャーシは、黒色陽極化されるのがよい。光学
シャーシの底部圧力面は、表面全体にわたり±０．００１インチ（０．０２５４ｍｍ）の
状態まで平らである。光学シャーシは、光学シャーシ力の中心が試薬カートリッジの中心
の近くに位置するよう中心のバランスが取られている。圧力組立体（光学シャーシの底部
）は、試薬カートリッジの全てのヒータ区分全体にわたり最低１ｐｓｉの一様な圧力を提
供する。光学組立体をカートリッジ取外し及び配置のために試薬カートリッジ領域から遠
ざけることができる。光学シャーシを適当に接地することにより、疑似信号が光学ＰＣボ
ードに出るのを阻止することが好ましい。
【０２９９】
　ＬＥＤ光源（琥珀色及び青色）は、帯域フィルタ及び合焦レンズを通ってマイクロ流体
カートリッジに入射する。これらＬＥＤ光源は、２８００ミリカンデラ（青色）及び５６
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００ミリカンデラ（緑色）の最小出力を有し、中心波長は、４７０ナノメートル（青色）
及び５７５ナノメートル（琥珀色）であり、半値幅は、７５ナノメートル以下である。
【０３００】
　ＬＥＤ光は、カートリッジに設けられている単一のチャンバ内の少なくとも１つの蛍光
分子（当初、オリゴヌクレオチドプローブに取付けられている）を励起し、これを発光さ
せる。この発光は、通常、密な間隔のクエンチャ分子によって効果的に遮断される。ＴＡ
Ｑ酵素によるＤＮＡ増幅は、蛍光及びクエンチング分子をオリゴヌクレオチドプローブか
ら分離し、クエンチング実施不能にする。ＤＮＡ増幅は、プローブの標的分子（ＤＮＡシ
ーケンス）がサンプルチャンバ内に存在している場合にのみ生じる。蛍光は、或る波長が
標的分子に当たったときに生じる。放出される光は、入射光とは同一ではない。青色入射
光は、緑色のみ発光フィルタにより検出器から遮断される。緑色入射光は、同様に、黄色
発光フィルタにより検出器から遮断される。蛍光は、捕捉され、経路を経て合焦レンズ中
に入り、フィルタを通って非常に敏感なフォトダイオードに伝搬する。検出される光の量
は、ＤＮＡの増幅の量が増大するにつれて増大する。信号は、用いられる発光色素で異な
るが、背景ノイズは、１ｍｍピークトュピーク未満であるべきである。光学シャーシに固
適所で永続的に取付け可能な光検出器は、５年間又は１０，０００サイクルにわたり安定
であるべきであり、極めて低い光レベルに対して敏感であると共に６０ｍＶ以下の暗値（
dark value）を有するべきである。加えて、光検出器は、少なくとも１０年間にわたって
市販されていなければならない。レンズは、平凸（６ｍｍ検出器及び１２ｍｍ源焦点距離
）であり、平坦な側部は、両方のレンズ上の試験カートリッジに向けられる。フィルタは
、通常の作動湿度及び温度範囲にわたり安定したままである必要がある。
【０３０１】
　例えばオメガ・オプティカル（ブラットレボロ（Brattleboro），ＶＴ０５３０１）に
より供給されているフィルタは、Ｍｉｌ－Ｃ－４８４９７Ａに準拠して表面品質がＦ／Ｆ
の光学ガラスの基体である。個々のフィルタは、６．０±０．１ｍｍの直径、６．０±０
．１ｍｍの厚さ及びＡＯＩを有し、１／２円錐ＡＯＩは、それぞれ、０°及び±８°であ
る。開放口は、≧４ｍｍ直径であり、エッジ処理は、黒色の陽極化金属リングへの嵌め込
み前に、黒色処理される。ＦＩＴＣ励起フィルタは、例えば、オメガ・オプティカル社に
よって供給される（ＰＮ４８１ＡＦ３０－ＲＥＤ－ＥＸＣ）。これらフィルタは、４６６
±４ｎｍのカットオフ周波数及び４９６±４ｎｍのカットオン周波数を有する。透過は、
≧６５％ピークであり、遮断は、理論上、５０３ｎｍから５８０ｎｍについては≧ＯＤ８
、５０１ｎｍから６１０ｎｍまでは≧ＯＤ５、６５１ｎｍから１０００ｎｍでは≧ＯＤ４
平均及び４３９ｎｍ以下では、≧ＯＤ４ＵＶ－４３９ｎｍである。ＦＩＴＣＨ発光フィル
タは、例えばオメガ・オプティカルによって供給される（ＰＮ５３４ＡＦ４０－ＲＥＤ－
ＥＭ）。これらフィルタは、５１４±２ｎｍのカットオフ周波数及び５５４±４ｎｍのカ
ットオン周波数を有する。透過は、≧７０％ピークであり、遮断は、理論上、４００ｎｍ
から５０４ｎｍについては≧ＯＤ８、≧ＯＤ５ＵＶ－５０７ｎｍ、≧ＯＤ４ＵＶ４平均５
９３－７６５ｎｍである。琥珀色エキサイタフィルタは、例えばオメガ・オプティカルに
よって供給される（ＰＮ５８２ＡＦ２５－ＲＥＤ－ＥＸＣ）。スペーサは、作動範囲全体
にわたって不活性であり且つ温度安定性があるべきであり、フィルタを厳密な位置に且つ
厳密な位置合わせ状態に維持すべきである。用いられるエポキシは、光学的に黒色且つ不
透明な材料及び粘着性残留物の無い乾燥固体を含むべきである。加えて、かかるエポキシ
は、温度安定性及び水分安定性を有し、保持状態の構成要素の圧力を及ぼさず、ＰＣＢが
回転又は垂直高さ変化の恐れがない状態で固定されると共に安定するようにＰＣＢを取付
けるべきである。照明の５０％は、幅０．１インチ（２．５ｍｍ）、検出チャネルの軸線
に沿って０．３インチ（７．５ｍｍ）の領域内でサンプル平面上に当たるべきである。対
照チップの蛍光は、対照チップの通常の高さから±０．００１０の領域を通って０．００
１インチの高さにつき、測定信号のうちの０．５％よりも多い量を変化してはならない。
【０３０２】
　例示の光学素子ボードが図６２に示されており、この光学素子ボードは、マイクロ流体
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カートリッジ上で首尾よく生じる化学反応の蛍光サインを検出して増幅するために用いら
れると共にパルス幅変調（ＰＷＭ）を用いてＬＥＤの強度を制御してカートリッジサンプ
ルを各々が２つの色のオプションを備えた最高４つまでのチャネル上で照明する。加えて
、光学素子ボードは、ＬＶＤＳ（小電圧差動信号伝送方式）ＳＰＩ（シリアル周辺インタ
フェースにより命令を受取ったり結果としてのデータを送り戻したりする。電圧ボードシ
ステムは、次のように構成された＋１２Ｖ入力、＋３．３Ｖ出力、＋３．６Ｖ出力、＋５
Ｖ出力及び－５Ｖ出力を含み、＋３．３Ｖ出力は、リニアレギュレータを収容し、ＬＶＤ
Ｓインタフェースに電力供給するために用いられ、±５％精度を維持すべきであり、０．
３５Ａの出力電流を供給し、＋３．６Ｖ出力は、リニアレギュレータを収容し、ＭＳＰ４
３０に電力供給し、±５％精度を維持すべきであり、０．３５Ａの出力電流を供給し、＋
５Ｖ出力は、リニアレギュレータを収容し、オペアンプ用のプラスレールに電力供給する
ために用いられ、±５％精度を維持すべきであり、０．３５Ａの出力電流を供給し、－５
Ｖ出力は、＋５Ｖ供給部からその電力を受取り、オペアンプ及び光検出器バイヤス用のマ
イナスレールに電力供給するために用いられ、±１％電圧精度を維持すべきであり、６．
２５ｍＡ±１０％の出力電流を供給する。加えて、電力ボードは、８０オーム源抵抗を有
し、主ボードソフトウェアは、レギュレータ出力をイネーブル／ディスエーブルにするこ
とができる。
【０３０３】
　主ボードインタフェースは、ボード相互間を連絡させるようＬＶＤＳ規格の単一チャネ
ルを用いる。これは、制御プロセッサの主ＳＰＩポートに接続されたＬＶＤＳインタフェ
ースを介してＳＰＩ信号伝送方式を用いて行われる。インタフェースは、システム内プロ
グラミング用のシリアルポートを更に有する。
【０３０４】
　図６２の例示の光学式検出システムは、制御プロセッサと、ＬＥＤドライバと、光検出
システムとから成る。例示の実施形態では、制御プロセッサは、デュアルＳＰＩ（主ボー
ドインタフェースについて１つ及びＡＤＣインタフェースについて１つ）と、データ格納
のための拡張ＳＲＡＭとから成っている。この制御プロセッサは、電力モニタ、ＰＷＭ・
ＬＥＤ制御及びＡＤＣ及び主ボードへのＳＰＩ結合の機能を有する。ＬＥＤドライバは、
ＮＰＮトランジスタスイッチを収容し、制御プロセッサのＰＷＭ出力に接続され、ＬＥＤ
１個当たり１２Ｖで１０ｍＡを消費することができ（全部で８０ｍＡ）、消費する場合が
あり、２つのＬＥＤ（各色のうちの１つ）が接続された単一チャネルである。光検出シス
テムは、２つのチャネルを有し、この光検出システムは、光検出器と、高感度フォトダイ
オード検出器と、高利得電流－電圧変換器と、単位利得電圧反転増幅器と、ＡＤＣとから
成る。加えて、光検出システムは、制御プロセッサの第２のＳＰＩポートに接続された１
６チャネルシグマ－デルタ（最初の８つのチャネルしか利用しない）を有する。当業者が
理解すべきことは、機能を発揮する検出システムを本明細書の開示内容と矛盾しないよう
にするために他の選択肢及び要素の組合せを結合することができる。
【０３０５】
〔本明細書において説明する技術の追加の利点及び特徴〕
　小さな容積の実現を可能にする表面被膜及び材料特性を有する使い捨てプロセスチャン
バ及びできる限り少ない容積でサンプル濃度を最大にする開放管加熱リリースの使用する
ことができる。
【０３０６】
　一体化磁気熱セパレータは、多数のサンプルを独立に加熱することができるが、単一の
可動プラットホームを用いて分離することができる。
【０３０７】
　読取り装置／トレイ設計が、マイクロ流体カートリッジの容易な配置及びロボット式デ
ィスペンサの１つの位置で用いた多数の液体サンプルピペット操作を可能にし、別の箇所
に対する相対偏差が生じ、次の迅速な熱インキュベーションステップ及び光検出を可能に
する圧力の印加が行われる。カートリッジの底面は、加熱面と結合する。さらに、典型的
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には、カートリッジ及びヒータを適所に動かしたりこれから離脱させたりすることが、検
出器よりも容易である。
【０３０８】
　マイクロ流体ＰＣＲチャネルからの蛍光検出のための可動読取りヘッドが設けられてい
る。
【０３０９】
　密封凍結乾燥試薬並びに密接して密封された液体の存在（これは、通常は、達成しがた
い）を含むホルダの側面、例えばユニット化使い捨てストリップが設けられている。本明
細書において開示するラミネートは、貯蔵を容易にする。
【０３１０】
　ホルダは、多数のＡＳＲ管のスナップ嵌め及びサンプル相互汚染を最小にする関連の液
体小出しプロセスを可能にするが、多数のＰＣＲ調整を単一の臨床サンプルから実施する
ことができる。
【０３１１】
　ソフトウェアの特徴により、ユーザは、２４個全てのサンプルから結果を得るか、最初
に１２個のサンプルをできるだけ迅速に最初の１２個のサンプルから結果を得て、次に後
で１２個のサンプルの結果を得るかのいずれかを行うことができる。
【０３１２】
　本明細書において説明する準備及び診断機器により、互いに異なるタイプのサンプル（
例えば、血液、尿、スワッブ等）を各々が互いに異なる温度、時間又は化学試薬を必要と
する場合であっても、同時に全て処理することができる。これは、１つには、個別化され
ているが適合性のあるホルダを用いることによって達成される。
【０３１３】
　マイクロ流体カートリッジをカートリッジオートローダによりＰＣＲ読取り装置内に自
動的に供給することは、ユーザの時間を節約し、更に、全体的作業の効率の増大をもたら
す。
【０３１４】
　液体管状におけるフィルムの孔あけ及び液体をピックアップする確実な方法が提供され
る。
【０３１５】
　可動読取りヘッドは、これと共に動くポンプ、センサ（ピペット検出、力検出）、サン
プル識別検査機構等を有し、従って、使用中、機器を横切って動く制御ラインの数を最小
にする。
【０３１６】
　電動式位置合わせプレートを用いたカートリッジ入口孔を有するピペット先端部の正確
且つ迅速な位置合わせが得られる。
【０３１７】
〔実施例〕
〔実施例１：試薬ホルダ〕
　本明細書の説明と矛盾しない例示の試薬ホルダは、以下の寸法及び能力を有している。
　・長さ１８０ｍｍ×幅２２ｍｍ×高さ１００ｍｍ
　・ポリプロピレン製
　・プロセス管として機能する１本のスナップ嵌め低曲げ性１．７ｍｌ管
　・次のように試薬の入れ物として機能する３本の組込み管
　　○２００～１０００μｌの洗浄緩衝液（０．１ｍＭＴｒｉｓ，ｐＨ８）を収容した１
本の管
　　○２００～１０００μｌの遊離溶液（４０ｍＭＮａＯＨ）を収容した１本の管
　　○２００～１０００μｌの中和化容器（３３０ｍＭＴｒｉｓ，ｐＨ８．０）を収容し
た１本の管
　・廃棄物チャンバ（約４ｍｌの液体廃棄物を収容する）として機能する１本の組込み管
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　・固体試薬の溶液を受入れる３つの入れ物　スナップ嵌め０．３ｍｌ又は０．６５ｍｌ
のＰＣＲ管（典型的には、試薬ホルダとは別個に貯蔵される）が、これらの箇所の各々に
配置され、次のものを収容する。
　　○凍結乾燥サンプル調製試薬（溶解酵素混合物及び磁気親和性ビーズ）
　　○第１の標的分析物検出のための第１の凍結乾燥ＰＣＲマスター混合物、プローブ及
びプライマ
　　○第２の標的分析物検出のための第２の凍結乾燥ＰＣＲマスター混合物、（選択され
た場合、例えば、尿からのクラミジア及び淋病の検出の場合にのみ実施される）
　・４つのソケット内に配置された４つのピペット先端部
　・ピペット先端部シース：ピペット先端部は、使用後におけるピペット先端部からしず
くを捕捉するのを助けると共に器具の望ましくない汚染を阻止するよう下に設けられたシ
ース／しずくトレイを有する
　・取っ手及びフレックス‐ロック（Flex- Lock）が、ラック内への全ての容易な挿入、
取出し及び確実な配置
　・１つ又は２つ以上のラベル：ラベルは、目及び／又は例えばバーコードリーダによる
読取りを容易にするよう上向きに位置決めされており、１つ又は２つ以上のラベルは、実
施すべき分析に関する人間及び機械により読取り可能な情報を含む。
【０３１８】
　これらの寸法形状は例示であることを理解すべきである。しかしながら、試薬ホルダを
収容したラック及び装置が不都合なほど大きい状態にならず、実験室内、例えばベンチト
ップ上に適切に位置決めできるようホルダが上述の寸法を超えないようにすることが特に
望ましい。
【０３１９】
〔実施例２：使い捨て試薬ホルダ製造〕
　簡単な固定具が、多数のストリップの取扱い及び処理を可能にするように設計されると
共に機械加工されるのがよい。この構成要素を製作するために５つのステップを実施する
のがよい。使い捨て試薬ホルダは、固定具内に配置され、手動／電気式多数回ピペット操
作を用いてこれに液体を充填する。ストリップ中に全ての液体を小出しした直後、例示の
ヒートシール機器（Hix FH-3000-D Flat Head Press）を用いてフィルムをプラスチック
にヒートシールし、フィルムを必要に応じてトリムする。液体を入れたままヒートシール
した後、管内の全てのペレットをストリップ中にスナップ嵌めし、ピペット先端部をこれ
らのそれぞれのソケット内に挿入し、バーコードラベルを取付けるのがよい。乾燥剤パッ
クを１２個のホルダを収容するように設計された吹き込み成形又は熱成形ラック中に配置
するのがよい。１２個の使い捨てストリップをラック中に装入し、次にフィルムで密封す
る。密閉さされた袋をカートン内に入れ、輸送のためにラベル表示する。
【０３２０】
〔実施例３：緩衝液収容試薬管のフィルム密封〕
　緩衝液を収容した管は、液体を長期間にわたって保持するためには高い防湿性層材料で
密封される必要がある。使い捨てホルダは、１～２年の保存寿命を有する必要があり、従
って、これらホルダは、所要量の液体を維持し、溶液中に存在する種々の分子の濃度を維
持するためにはかかる期間にわたって液体容量の例えば１０～１５％以上を失ってはなら
ない。さらに、管並びに密封ラミネートの構成に用いられる材料は、液体緩衝液と反応し
てはならない。特性のプラスチックラミネートは、防湿層を提供するが、非常に厚く（厚
さ３００μｍを超える）ならざるを得ず、その穿通力又は特性の高価なポリマー（例えば
、エクレール（Aclar）の穿通力は、極めて大きくなる。たとえ数百オングストロームの
薄いフィルムであっても、アルミ箔は、効果的な防湿層を提供するが、裸のアルミニウム
は、何種類かの液体緩衝液、例えば水酸化ナトリウムと反応し、非反応性ポリマーの溶射
被膜を備えたアルミ箔は、長時間にわたって腐食蒸気に耐えることができない場合がある
。これらフィルムは、被膜に存在する非常に小さなピンホールを介して反応する場合があ
り、時間の経過につれて防湿層としては不合格になる場合がある。
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【０３２１】
　これらの理由で、ラミネート構造を備えたアルミ箔は、適当な防湿層として扱われ、そ
の例示の特性は以下の通りである。
　１．密封
　ユニット化ポリプロピレンストリップへのヒートシール（密封温度約１７０～１８０℃
）
　密封後におけるフィルムのしわ無し、亀裂無し及びひび無し
　２．透湿度（ＭＶＴＲ）
　周囲温度及び周囲圧力で貯蔵された（有効輸送面積は、約６３ｍｍ2）場合１年間にわ
たり１０％未満（２００マイクロリットルの容積から２０マイクロリットル）の液体の損
失。ＭＶＴＲの近似値は、約０．８ｃｃ／ｍ2／日
　３．化学的性質
　４０ｍＭの水酸化ナトリウム（ｐＨ＜１２．６）と反応しない性質：フィルムは、密封
流体の近くに厚さ少なくとも１５ミクロンのプラスチックラミネートを有するべきである
。
　マイルドな洗浄液を含む他の緩衝液と反応しない性質
　４．孔あけ
　ｐ１０００ピペットを用いて３ｌｂ未満の力で孔あけする能力
　孔あけ前においては、直径８ｍｍの完全裏付きメンブレンは、直径方向に５ｍｍ以上は
遠心しない。
　孔あけ後においては、フィルムは、ピペットの周囲に沿ってピペット先端部を密封する
ことはない
　５．他の特徴
　ピンホール無し
　多ラミネート構造の場合気泡無し
【０３２２】
〔実施例４：可塑化ラミネートを穿孔し、液体緩衝液を抜き取る機構〕
　本明細書の他の箇所において説明するプラスチックフィルムを含むアルミニウムラミネ
ートは、腐食性試薬、例えばＮａＯＨを含む緩衝液とは反応せず、好ましい穿通性を備え
ると共に防湿層として働くのに良好に役立つ。しかしながら、このアルミニウムラミネー
トは、穿通の際、幾つかの追加の困難をもたらす。アルミ箔は、ピペットの直径よりも大
きな不規則な多角形パターンの状態に破裂する傾向があり、これに対し、プラスチックフ
ィルムは、ピペットとプラスチックフィルムとの間に最小限の隙間が生じた状態でピペッ
ト先端部に巻き付く傾向がある。プラスチックフィルムの孔の直径は、ラミネートを横切
って通過したピペットの最大直径とほぼ同じである。ピペットのこの巻き付きにより、も
し通気部孔が圧力を管の外部と管の内部の空気との間で並行させることができなければ、
小出し及びピペット操作が困難になる。
【０３２３】
　流体を首尾よくピペット操作する方式は次の通りである。
　１．ラミネート構造体を穿通し、ピペットを試薬管の底部の近くに持って行き、ラミネ
ートに作られた孔がピペットの最大直径（例えば、ｐ１０００ピペットについては約６ｍ
ｍ）とほぼ同じ大きさになるようにする。
　２．ピペットを短い距離上方に引き抜き、小さな環状通気部孔がピペットとラミネート
との間に残るようにする。ｐ１０００ピペットは、１ｍｍの最も小さな外径及び６ｍｍの
最も大きな外径を有し、ピペットの円錐形部分は、長さが約２８ｍｍである。百ミクロン
の通気部孔厚さは、信頼性のある通気部孔を作るのに十分である。これは、５．８ｍｍの
直径まで挿入されるピペットに対応しており、後には、その周りに０．１ｍｍのアニュラ
ス部が残る。
　３．流体を管から抜き取る。管は、サンプル調製手順のために管から抜き取るのに必要
な量よりも多くの流体を保持するように設計されていることに注目されたい。
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【０３２４】
〔実施例５：フィルム穿通及び凍結乾燥試薬の溶解〕
　本明細書において説明するホルダと関連して提供される凍結乾燥試薬の容器は、典型的
には、非可塑化アルミ箔（即ち、試薬管を密封するために用いられるラミネートではない
）によって密封される。アルミ箔は、ピペットを穿通したときに不規則な多角形パターン
の状態に破裂し、ピペットを管の底部まで動かした場合であっても後に空気通気部が残る
。試薬を節約するため、試薬を溶解させ、管から抜き取られる量を最大にすることが望ま
しい。これを達成するため、星状隆起付き（星状）パターンを容器の底部に設けて液体の
抜き取り量及び隆起部相互間の流速を最大にする。
【０３２５】
　流体を溶解させて抜き取る例示のステップは、次の通りである。
　１．ピペットを穿通し、流体を凍結乾燥材料から遠くに小出しする。ピペットが凍結乾
燥材料の高さ位置よりも下に進んだ場合、凍結乾燥材料はピペット内に入り、ピペットか
らの液体の流れの詰まりを生じさせる場合がある。
　２．凍結乾燥材料を数秒間で溶解させる。
　３．ピペットを下方に動かして管の隆起部付き底部に当てる。
　４．適当な回数（４～１０回）の吸引及び分割操作を実施して試薬と液体緩衝液を完全
に混合させる。
　５．全ての試薬を抜き取り、ピペットを動かして試薬を次の処理管内に小出しするよう
にする。
【０３２６】
〔実施例６：溶解管の材料及び表面特性〕
　材料、表面特性、表面仕上げは、実施されるアッセイの感度に甚大な影響を及ぼす。臨
床用途では、５０コピー／サンプルという少ない（約１ｍｌの量）ＤＮＡ／ＲＮＡは、何
十億という他の分子の背景中で確実に検出される必要があり、これら分子のうちの何割か
は、ＰＣＲを強く阻止する。これら高レベルの感度を達成するため、反応管の表面及び表
面の材料は、ポリヌクレオチドの最小限の結合を有するよう選択されなければならない。
これらプラスチック管を作るための射出成形ツールの製作の際、機械加工により作られた
固有の表面は、数十ミクロンという大きな山部及び谷部という切断マークに起因して広い
表面積を有する場合がある。これら表面は、顕微鏡的表面でこぼこを除去するためにＳＰ
Ｉ：Ａ１／Ａ２仕上げ（鏡面仕上げ）まで研磨される必要がある。さらに、これら顕微鏡
的谷部の存在は、磁気ビーズ（０．５～２μ）を意図しない箇所で捕捉し、不規則な性能
を生じさせることになる。実際の表面粗さに加えて、表面疎水性／表面分子が存在してい
るので、ポリヌクレオチドは、意図しない箇所にくっつき、試験全体の感度を低下させる
場合がある。ベース材料の使用、例えば均一ポリプロピレン及び他のポリマーに加えて、
これら管の成形中に用いられる特定の材料、例えば離型化合物又は製作を助ける添加物は
、反応の性能に甚大な影響を及ぼす場合がある。
【０３２７】
〔実施例７：液体小出しヘッド〕
　図１８、図１９Ａ～図１９Ｃ及び図６３を参照すると、例示の液体ディスペンサが、台
に取付けられ、電気ケーブル１７０２を介して命令を受取る。バーコードスキャナ１７０
１が、液体ディスペンサの一表面に取付けられている。台は、ｘ方向の運動を提供するよ
う水平レール１８００に取付けられている。ｙ方向の運動を提供する水平に設けられたレ
ールは示していない。液体ディスペンサは、コンピュータ制御電動式ポンプ１８００を有
し、このポンプは、関連のコンピュータ制御バルブ装置１８０１を備えた流体分配マニホ
ルド１８０２及び個々にばね押しされたヘッド１８０３を備えた４‐アップピペットに連
結されている。この流体分配マニホルドは、ピペット先端部を通る空気の流量を制御する
９つのリー・カンパニー（Lee Co.）製電磁バルブ１８０１、各ピペットについて２つの
バルブ及びポンプを通気する追加のバルブを有している。バーコードリーダ１７０１によ
り、サンプル管、試薬使い捨て物品及びマイクロ流体カートリッジの確実な検出を可能に
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する。スキャナは、ｚ軸に取付けられていて、このスキャナは、サンプル管、ストリップ
及びカートリッジバーコードを読取るよう位置決めできるようになっている。
【０３２８】
〔実施例８：ユニット化ヒータ／セパレータ〕
　図６４では、例示のユニット化磁気セパレータ・ヒータ組立体が示されている。磁気セ
パレータ１４００及びヒータ組立体１４０１は、互いに平行に位置合わせされた１２個の
加熱ブロックを有する状態で製作されたものである。各加熱ブロック１４０３は、アルミ
ニウムで作られ、プロセスチャンバ１４０２を受入れるＵ字形入口をそなえたＬ字形の形
をしている。各加熱ブロック１４０３は、金属ストリップ１４０８及びねじ１４０７によ
り固定されると共に連結されている。磁石１４０４は、各加熱ブロック１４０３の後ろに
配置されると共に支持部材に取付けられた長方形のブロックネオジウム（又は他の永久希
土類物質、ケイ・アンド・ジェイマグネティックス（K&J Magnetics）、フォースフィー
ルド・マグネティックス（Forcefield Magnetics））である。歯車１４０６は、モータ（
図示せず）から回転エネルギーを伝えて電動式シャフト１４０５が磁石１４０４を各加熱
ブロックに対して昇降するようにする。モータは、磁石を１～２０ｍｍ／ｓの速度で動か
すようコンピュータ制御される。この装置は、ヒータ組立体が適当な命令を受取ったとき
に熱を独立に各プロセスチャンバ１４０２に及ぼすように構成されたプリント回路板（Ｐ
ＣＢ）１４０９を更に有している。例示の実施形態では、この装置は、各ヒータブロック
と関連している温度センサ及び電力抵抗器を更に有している。
【０３２９】
〔実施例９：例示のソフトウェア〕
　本明細書において説明する装置の使用を伴う例示のソフトウェアは、２つのボード部分
、即ち、ユーザインタフェース及び装置ファームウェアを有するのがよい。ユーザインタ
フェースソフトウェアは、ユーザとの相互作用の側面、例えば、患者／サンプル情報の入
力、試験の進捗状況のモニタ、エラー警告、試験結果の印刷、データベースへの結果のア
ップロード及びソフトウェアのアップデートを可能にする。装置ファームウェアは、実際
に試験を実行する低レベルソフトウェアであるのがよい。ファームウェアは、試験独立性
であるのがよい一般的部分及び実施すべき試験に特有の部分を有するのがよい。試験特有
部分（「プロトコル」）は、マイクロ流体操作及びこれらの順序を特定して試験を実行す
ることができる。
【０３３０】
　図６５Ａ及び図６５Ｂは、プログラミングインタフェース並びにリアルタイム加熱セン
サ及び光学検出器のモニタからのスクリーン取り込み画面を示す。このリアルタイム装置
性能モニタは、試験目的のためであり、最終形態ではユーザには見えない。
【０３３１】
〔ユーザインタフェース〕
　医用ＬＣＤ及びタッチスクリーン組立体は、容易な操作及び小規模なトラブルシューテ
ィング命令を提供するグラフィックユーザインタフェースを介してユーザインタフェース
としての役目を果たすことができる。ＬＣＤ及びタッチスクリーンは、ありふれた洗浄剤
との全ての表面の適合性を保証するよう特定されている。分析装置と一体のバーコードス
キャナは、カートリッジのバーコード（カートリッジ種類、ロット番号、有効期限）を走
査し、更に、利用できる場合には、１つ又は２つ以上のサンプル管からの患者及びユーザ
ＩＤを走査するように構成されているのがよい。
【０３３２】
〔実施例１０：例示の準備装置〕
　この製品は、２４個の臨床サンプルを自動的に処理して約３０分で精製な核酸（ＤＮＡ
又はＲＮＡ）を生じさせることができる装置である（図６６）。精製核酸は、或る標的核
酸の存在を検出する別個の増幅‐検出機械で処理されるのがよい。サンプルは、サンプル
調製化学的性質があらかじめ入れられたユニット化使い捨てストリップで処理され、最終
の精製核酸がＰＣＲ管内に小出しされる。流体の取扱いは、ｘｙｚ台によりピペット操作
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ヘッドを動かすことによって実行可能になる（図６７）。
【０３３３】
　システムは次のサブシステムを有する。
　・２つのサンプル処理ラック（各ラックは、ユニット化使い捨てストリップ中で最高１
２個までの臨床サンプルを処理する）
　・磁気セパレータと管ヒータ組立体（２４個の加熱ステーション）
　・４プローブ液体小出しヘッド
　・ピペットヘッドを動かすための３軸台
　・精製ＤＮＡ／ＲＮＡを受入れるペルチェ冷却式ＰＣＲ管保持ステーション
　・制御電子装置
　・バーコードリーダ
【０３３４】
　作動原理：ユーザは、自分が各臨床サンプルからＤＮＡを抽出したいにせよＲＮＡを抽
出したいにせよいずれにせよ、各サンプルについて作業リストを得る。サンプル管をラッ
ク上に載せ、各サンプル種類（ＤＮＡ又はＲＮＡ）に関し、ユーザは、サンプル管をユニ
ット化試薬使い捨て物品（ＤＮＡ又はＲＮＡ処理）中でラックの対応のレーン中に滑らせ
る。ユニット化使い捨て物品（ホルダ）は、サンプルプレプ試薬、プロセス管並びに既に
この中にあらかじめパッケージ化された使い捨てピペットを全て有する。全ての使い捨て
物品がいったんラック中に装入されると、ラックは、装置上のその適所に配置される。開
放状態のＰＣＲ管は、最終の精製核酸が小出しされるペルチェ冷却式管ホルダ内に配置さ
れる。すると、ユーザは、装置のドアを閉じ、次にＧＵＩ（グラフィックユーザインタフ
ェース）を用いてサンプル処理を開始する。
【０３３５】
　装置は、全てのサブシステムの機能をチェックし、次のサンプル管のバーコード及びユ
ニット化試薬使い捨て物品を読取る。既存の作業リストとの不一致があると、これが判定
され、必要ならばエラーがフラグ立てされる。装置は、次に、一連の液体処理、加熱、磁
気分離に進み、臨床サンプルの各々についてサンプル調製ステップを完了し、精製核酸を
ＰＣＲ管中に出力する。各サンプル処理に関与する基本的ステップは、サンプル溶解、磁
気親和性ビーズ中への核酸捕捉、不純物を除去するための磁気ビーズの洗浄、磁気ビーズ
からの核酸の放出、放出されたＤＮＡの中和化及び最終のＰＣＲ管中への小出しである。
これら管は、全てのサンプルが処理されるまで４℃で維持され、ユーザは、核酸の下流側
における処理のために管を取り去る。
【０３３６】
〔実施例１１：例示の診断装置〕
　この装置は、関連の消耗品と組合せた状態で、核酸試験の全ての側面を自動的に実行し
、かかる側面としては、サンプル調製、増幅及び１時間当たり最高４８個までのサンプル
の検出が挙げられ、最初の２４個の結果は、１時間未満で利用できる。システムは、使用
が容易である。オペレータは、単に患者サンプルの一部分を、あらかじめパッケージ化さ
れた緩衝溶液を収容した専用管中にアリコートする。オペレータは、専用管をサンプルラ
ック上の適所に置く。オペレータは、次に、ラック内での適当な試験のために使い捨てプ
ラスチック試薬ストリップを装填する。装置内で用いられる唯一の他の消耗品は、増幅及
び検出を行うマイクロ流体ＰＣＲカートリッジであり、各カートリッジは、最高１２個ま
でのＰＣＲ試験を実施することができ、２つのカートリッジを一度に分析装置内に装填す
ることができる。この装置があらたなＰＣＲカートリッジを万が一必要とする場合、分析
装置は、オペレータに促してカートリッジを装填させる。分析装置は、次に、オペレータ
を促して蓋を閉じて試験を開始させる。全ての消耗品及びサンプル管を確実なサンプル識
別のためにバーコード確認する。
【０３３７】
　サンプル溶解及びＤＮＡ調製は、２４個のサンプルの完全操作のために約３０本必要と
し、かかるサンプル溶解及びＤＮＡ調製は、ユニット化使い捨てプラスチックストリップ
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中に入っているプロトコル及び試薬を用いる分析装置のロボット式構成要素及び液体取扱
い構成要素によって自動的に実行される。本装置は、次に、サンプルとＰＣＲ試薬を自動
的に混合し、混合物をカートリッジ中に注入し、このカートリッジは、一体形ＰＣＲ機械
によって自動的に処理される。迅速なリアルタイムＰＣＲ及び検出では、２０分以内の時
間が必要である。ＰＣＲの完了時に自動的に利用できる結果は、装置のタッチスクリーン
上に表示され、プリントされ又はユーザ（又はユーザのスーパーバイザー）により指定さ
れた病院情報システムに送られる。
【０３３８】
　各装置は、最初の実行後１時間当たり４８個のサンプルの全スループットで一度に最高
２４個のサンプルを処理することができる。分析装置は、幅が１ｍよりも僅かに短く、標
準型実験室ベンチ上に容易に納まる。付属のバーコードワンド及びタッチスクリーンを用
いてユニットの操作全体を命令することができる。４つのＵＳＢインタフェース及びイー
サネット（登録商標）（Ethernet）ポートを介して分析装置を実験室情報システム、病院
ネットワーク、ＰＣ、プリンタ又はキーボードとインタフェースすることができる。
【０３３９】
　本装置は、以下の特性を有している。
【０３４０】
　感度：本装置は、検出限度がＤＮＡ又はＲＮＡの約５０コピーである（検出限度は、Ｄ
ＮＡ／ＲＮＡの２５～３０コピーという小さい場合がある）。
【０３４１】
　試験１回当たりのコスト：ハンディラボ（HandyLab）試薬、カートリッジ及び他の消耗
品の性状が小形且つ単純化されているので、試験１回当たりの物品のコストは、比較的安
価であり且つ非常に競合量があるであろう。
【０３４２】
　自動化：現在の「自動化」ＮＡＴシステムとは対照的に（これらシステムは全て、サン
プル抽出、調製、増幅及び検出のユニット化試験及び完全一体化によりシステムとの或る
程度のかなり大々的な技術者の相互作用を必要とする）、本明細書において説明する装置
は、高レベルの自動化及びこれに対応した技術者の時間及び必要な技能のレベルの減少を
もたらし、それにより全体的人件費に好ましい影響を及ぼす。
【０３４３】
　スループット：スループットは、システムを所与の長さの時間内においてどれほど多く
の試験を実施できるかとして定められる。装置は、平均で１時間当たり４５回の試験を実
施することができる。
【０３４４】
　最初の結果が得られるまでの時間：病院環境においては、最初の結果が得られるまでの
時間は、特に重要な検討事項である。装置は、１時間未満で最初の２４個の結果を生じ、
その後３０分ごとに追加の２４個の結果をもたらすであろう。
【０３４５】
　ランダムアクセス及びＳＴＡＴ：ランダムアクセスは、種々の試験を一緒に１回のラン
で実行し、サンプルを分析装置上の非割り当て箇所に配置する機能である。また、化学的
性質及び免疫測定システムでは、作動が開始した後、試験を追加することができるように
することが望ましい。これは、「真のランダムアクセス」と呼ばれる場合が多い。という
のは、ユーザには、分析装置上にどの上でいつ新たなサンプルを作動に追加でき、どのよ
うな試験を実行できるかに関して完全な融通性が与えられるからである。ＳＴＡＴは、で
きるだけ迅速な結果を必要とし、分析装置上で試験の手がかりにおいて優先的に扱われる
サンプルである。今日、本質的に全ての化学的性質及び免疫測定分析装置は、真のランダ
ムアクセスであり、ＳＴＡＴ機能を提供する。しかしながら、ＮＡＴの場合、ランダムア
クセス又はＳＴＡＴ機能を与えるシステムはほんの僅かしかない。本明細書において説明
する装置は、ランダムアクセス及びＳＴＡＴ機能をもたらす。
【０３４６】
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　メニュー：分析装置に利用できる試験の数及びタイプは、システム選択における非常に
重要な要因である。本明細書において説明する装置は、新規且つ高い値の試験と組み合わ
される大容量「標準」核酸試験の組合せを含む発射メニュー方式を採用している。
【０３４７】
　本装置により、２４個の臨床サンプルを自動的に処理して核酸を精製し、精製ＤＮＡ／
ＲＮＡとＰＣＲ試薬を混合し、リアルタイムＰＣＲをマイクロ流体カートリッジで実行し
てサンプルの結果を１時間で得ることができるようにする。例示の装置は、専用の２色光
学検出システムを備えた光学システムを利用して１２レーン型マイクロ流体カートリッジ
を作動させることができる２つのＰＣＲ読取り装置を有している（図６８及び図６９）。
【０３４８】
　装置は次のサブシステムを有する。
　・２つのサンプル処理ラック（各ラックは、ユニット化使い捨てストリップ中で最高１
２個までの臨床サンプルを処理する）
　・磁気セパレータと管ヒータ組立体（２４個の加熱ステーション）
　・４プローブ液体小出しヘッド
　・ピペットヘッドを動かすための３軸台
　・各ＰＣＲレーンについて各々が１２レーン型マイクロ流体カートリッジ及び専用２色
光学検出システムを稼働させることができる２つのＰＣＲ増幅－検出ステーション
　・制御電子装置
　・バーコードリーダ
【０３４９】
　外部（フェースオン）及び内部の概略図をそれぞれ、図７０及び図７１に示す。
【０３５０】
　作動原理：ユーザは、自分が各臨床サンプルから或る標的分析物抽出したいにせよいず
れにせよ、各サンプルについて作業リストを得る（例えば、ＧＢＳ、クラミジア、淋菌）
。サンプル管をラック上に載せ、各サンプルについて、ユーザは、サンプル管をユニット
化試薬使い捨て物品（分析物専用）中でラックの対応のレーン中に滑らせる。ユニット化
使い捨て物品は、サンプルプレプ試薬、プロセス管並びに既にこの中にあらかじめパッケ
ージ化された使い捨てピペットを全て有する。全ての使い捨て物品がいったんラック中に
装入されると、ラックは、装置上のその適所に配置される。次に、ユーザは、２つの１２
レーン型マイクロ流体カートリッジをＰＣＲリーダの２つのトレイ内に配置する。次に、
ユーザは、装置のドアを閉じ、次にＧＵＩ（グラフィックユーザインタフェース）を用い
てサンプル処理を開始する。
【０３５１】
　装置は、全てのサブシステムの機能をチェックし、次のサンプル管のバーコード及びユ
ニット化試薬使い捨て物品を読取る。既存の作業リストとの不一致があると、これが判定
され、必要ならばエラーがフラグ立てされる。この装置は、次に、一連の液体処理、加熱
、磁気分離に進み、それにより臨床サンプルの各々についてサンプル調製ステップを完了
し、精製核酸をＰＣＲ試薬と混合し、最終の混合物をマイクロ流体カートリッジのレーン
中に小出しする。マイクロ流体カートリッジに最終ＰＣＲ混合物を装填した後、カートリ
ッジトレイは、カートリッジを読取り装置内に動かして位置合わせし、光学検出システム
は、カートリッジをマイクロ流体ＰＣＲヒータ表面に押し付ける。オンチップバルブを作
動させて反応混合チャンバを閉鎖し、熱サイクル作動を開始させてＰＣＲ反応を開始させ
る。ＰＣＲの各サイクルにおいて（最高４５サイクルまで）、各ＰＣＲレーンからの発光
を光学検出システムによって検出し（ＰＣＲレーン１つ当たり２色）、最終結果をしきい
サイクル（Ｃｔ）に基づいて判定する。
【０３５２】
　２４個のサンプルに関するサンプル調製ステップを約４０分で実行し、ＰＣＲ反応を約
２０分で実行する。
【０３５３】
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〔サンプルリーダ（読取り装置）〕
　リーダは、ハンディラボマイクロ流体（試験）カートリッジと関連して用いられたとき
、ＰＣＲプロセス（リアルタイムＰＣＲ）により最高１２個までの適正に調製された患者
サンプルの試験機能を果たす。各ユニットは、全部で２４回までの試験について２つのリ
ーダモジュールを用いる（図７２Ａ及び図７２Ｂ）。試験装置の作動原理は、試験カート
リッジのみの出し入れを必要とする最小限の顧客相互作用向きに設計されている。「装填
使い捨て物品」シーケンス中、リーダは、使い捨てカートリッジの取付け可能にモータ作
動トレイを提供する。トレイの前部内に配置された小さなノブを摺動すると、ばね押し保
護カバーは、持ち上がって試験カートリッジを適所に適正に嵌め込むことができる。次に
、カバーを下降させ、ついには、ノブがトレイフレーム内に自動ロックし、カートリッジ
を固定し、サンプル装填シーケンス中の運動を阻止する。
【０３５４】
　調製されたサンプルをピペットにより試験カートリッジ中にいったん小出しすると、ト
レイは、リーダ内に引っ込み、試験カートリッジを光学組立体のシャーシの下に正確に位
置決めする。次に、光学組立体を捕捉されたねじ駆動式ステップモータにより下降させ、
ついには、試験カートリッジとの接触が生じるようにする。この時点において、試験カー
トリッジは、ヒータ組立体上の標的箇所よりも１／８インチ（３．１７５ｍｍ）上方に配
置される。下方温度が続くと、トレイ内の試験カートリッジ及びそのホルダは、トレイフ
レーム上のばねを圧縮する（これらばねは、後でカートリッジをその通常の位置に戻すた
めに用いられ、トレイ作動中、ヒータ組立体上に配置されたカプセル化ワイヤ結合部を通
過することができる）。試験カートリッジ及び光学組立体の運動は、ヒータ組立体との接
触がいったん生じると完了し、最低２ｐｓｉがＰＣＲチャネル及びこれらの制御ゲート周
りでカートリッジ領域の２／３前後に得られる。この時点において、カートリッジの試験
は、ヒータ組立体を用いて実施され、搭載光学素子により測定され、類似のハンディラボ
装置上で現在作動されているのと極めてほぼ同じ仕方でソフトウェア及び電子装置によっ
て制御される。
【０３５５】
　機能試験がいったん完了すると、主要運動により、光学組立体が持ち上がり、試験カー
トリッジに加わる圧力が除かれて試験カートリッジがその通常の位置に戻る。指令を受け
ると、ラックピニオン装置のように作動するトレイモータは、トレイをカートリッジ取出
し及び処分のために顧客に提供する。トレイが伸長位置にあるとき、トレイを装置シャー
シに取付けられた支持ブロックの上方に吊り下げる。このブロックは、カートリッジが装
填中トレイ内のホルダを通って滑るのを阻止し、サンプルがピペット操作で使い捨てカー
トリッジ内に入れられている間、支持体としての役目を果たす。また、この支持ブロック
内には、使い捨てカートリッジを取出し中、持上げたり掴んだりするための支援レバーが
設けられている。トレイの全ての構成要素並びに支持ブロック及びカートリッジの持上げ
支援手段は、ツールがなくても、クリーニングのために顧客によって取外し可能であり、
容易に再取付け可能である。
【０３５６】
〔マイクロ流体ＰＣＲヒータモジュール〕
　マイクロ流体ＰＣＲヒータモジュールは、バルブの作動及びリアルタイムＰＣＲ反応を
実施するのに必要な熱サイクル作動を実施するための熱を正確に提供するようリソグラフ
ィにより構成されたマイクロヒータ及びセンサを備えたガラスウェーハを有する。ウェー
ハ表面は、マイクロ流体カートリッジ中のＰＣＲレーンの各々について専用の個々に制御
される加熱ゾーンを有する。１２－アップカートリッジの場合、１２個のＰＣＲゾーンが
存在し、２４－アップカートリッジの場合、２４個のＰＣＲ加熱ゾーンが存在する。個々
のヒータ及びセンサは、金又はアルミニウムのワイヤ結合部を用いたプリント回路板に電
気的に接続されている。熱柔軟性封入材が、ワイヤ結合部の物理的保護を可能にする。本
装置は、ガラスウェーハ上に設けられているが、ヒータは、ガラス上Ｓｉ実装型ウェーハ
及び他のポリマー基体上に作製可能である。各基体は、その熱的特性及び機械的特性に関
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連した特定の利点を提供することができる。また、リソグラフィプロセスを利用する他に
、かかる加熱基体を又、在庫品の電子部品、例えば電力抵抗器、ペルチェ素子、トランジ
スタを用いて組み立てることができ、構成要素の各々の上側加熱面を同一レベルに維持し
てマイクロ流体カートリッジに対する加熱を可能にする。各温度センサの温度較正値をヒ
ータＰＣＢ内に同時に配置されたＥＥＰＲＯＭ又は他の記憶装置に記憶させるのがよい。
【０３５７】
〔１２レーン型カートリッジ〕
　この１２チャネル型カートリッジは、２００６年１１月１４日に出願された米国特許出
願第６０／８５９，２８４号明細書に記載されたとの同じ基本設計のものであり、これに
次の変更が加えられており、即ち、ＰＣＲ容量を２μｌから４．５μｌに増大し、それに
より入力容量が４μｌから６μｌに増大している。入口孔は、カートリッジの縁から数ミ
リメートル遠ざけられ、それによりカートリッジ中に２ｍｍ位置合わせ棚部のためのスペ
ースが作られている。同様な位置合わせ棚部が、カートリッジの他方の縁にも設けられて
いる（図３１Ａ及び図３１Ｂ）。
【０３５８】
〔エンクロージャ〕
　本装置のエンクロージャの設計は、次の要件即ち、作動中の顧客の安全のため、電力及
び通信インタフェースへの接近を可能にし、空気流入、空気流出及び空気濾過を可能にし
、材料の取付け及び除去のために片手による開放作動を可能にし、市場向きの美観を備え
るという要件を満足しなければならない。
【０３５９】
〔冷却〕
　本装置の冷却は、空気を必要とする全ての組立体が流路内に位置し又は逸らされた空気
を受入れるようにするためにエンクロージャ及びシステム全体と関連して設計されている
。
【０３６０】
　現在の技術的思想は、空気入口を前下パネルの底部に設けるということである。この場
合、空気は、クリーニング可能なフィルタを通り、その後装置に流入する。板金で作られ
た構成要素は、空気を使い捨てラックと主電源の両方に差し向ける。次に、空気は、カー
ドケージを通ってリーダの周りに差し向けられ、そしてエンクロージャの頂部に設けられ
たスロットを通って出る。
【０３６１】
〔ベースプレート〕
　ＸＹＺステージ及びフレームは、ステージとカートリッジと使い捨て物品との間に位置
合わせ不良が生じないような仕方でベースプレートに取付けられている。エンクロージャ
は、ベースプレートに取付けられている。エンクロージャの最終設計により、取付けのた
めのボルト孔パターンが定められる。バックプレーンボードは、スタンドオフによりベー
スプレートに取付けられている。他の全てのボードは、バックプレーンボードに取付けら
れている。使い捨て物品は、ベースプレートに取付けられているブラケットから取り外せ
るラックに取付けられている。リーダブラケットは、ベースプレートにボルト止めされて
いる。リーダブラケットの最終設計により、ボルト孔パターンが定められる。電源は、ベ
ースプレートに取付けられている。ベースプレートは、装置全体の下に幅方向及び長さ方
向に延びる。
【０３６２】
〔実施例１２：例示の高効率診断装置〕
　また、高多重化実施形態により、２４個の臨床サンプルを自動的に処理して核酸を精製
し、精製したＤＮＡ／ＲＮＡをＰＣＲ試薬と混合し、マイクロ流体カートリッジ内でリア
ルタイムＰＣＲを実行することができる。この製品は、ＰＣＲレーンの各々から最高４色
の互いに異なる色を読取ることができる走査型読取りヘッドを備えた単一のＰＣＲリーダ
である。カートリッジは、単一のカートリッジが全部で２４個の臨床サンプルについて実
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施することができるようにする２４ＰＣＲチャネルを有する。加えて、この製品は、カー
トリッジオートローダを有し、それにより、装置は、カートリッジのパックからＰＣＲの
リーダを装置内に自動的に送り込み、使用済みのカートリッジを廃棄物トレイに破棄する
。概略図を、図７３及び図７４に示す。
【０３６３】
　装置は次のサブシステムを有する。
　・２つのサンプル処理ラック（各ラックは、ユニット化使い捨てストリップ中で最高１
２個までの臨床サンプルを処理する）
　・磁気セパレータと管ヒータ組立体（２４個の加熱ステーション）
　・４プローブ液体小出しヘッド
　・ピペットヘッドを動かすための３軸台
　・各ＰＣＲレーンから最高４つまでの色を検出するよう各々が２４レーン型マイクロ流
体カートリッジ及びスキャナユニットを稼働させることができる単一のＰＣＲ増幅－検出
ステーション
　・２４レーン型マイクロ流体カートリッジをボックスからＰＣＲ検出ユニット内に送り
込むためのオートローダユニット
　・制御電子装置
　・バーコードリーダ
【０３６４】
　作動原理：ユーザは、自分が各臨床サンプルから或る標的分析物抽出したいにせよいず
れにせよ、各サンプルについて作業リストを得る（例えば、ＧＢＳ、クラミジア、淋菌）
。サンプル管をラック上に載せ、各サンプルについて、ユーザは、サンプル管をユニット
化試薬使い捨て物品（分析物専用）中でラックの対応のレーン中に滑らせる。ユニット化
使い捨て物品は、サンプルプレプ試薬、プロセス管並びに既にこの中にあらかじめパッケ
ージ化された使い捨てピペットを全て有する。全ての使い捨て物品がいったんラック中に
装入されると、ラックは、装置上のその適所に配置される。次に、ユーザは、装置のドア
を閉じ、次にＧＵＩ（グラフィックユーザインタフェース）を用いてサンプル処理を開始
する。
【０３６５】
　装置は、全てのサブシステムの機能をチェックし、次のサンプル管のバーコード、ユニ
ット化試薬使い捨て物品及び２４レーン型マイクロ流体カートリッジの存在を読取る。既
存の作業リストとの不一致があると、これが判定され、必要ならばエラーがフラグ立てさ
れる。この装置は、次に、一連の液体処理、加熱、磁気分離に進み、それにより臨床サン
プルの各々についてサンプル調製ステップを完了し、精製核酸をＰＣＲ試薬と混合し、最
終の混合物を２４レーン型マイクロ流体カートリッジのレーン中に小出しする。マイクロ
流体カートリッジに最終ＰＣＲ混合物を装填した後、カートリッジを読取り装置内に動か
して位置合わせし、光学検出システムは、カートリッジをマイクロ流体ＰＣＲヒータ表面
に押し付ける。オンチップバルブを作動させて反応混合チャンバを閉鎖し、熱サイクル作
動を開始させてＰＣＲ反応を開始させる。ＰＣＲの各サイクルにおいて（最高４５サイク
ルまで）、各ＰＣＲレーンからの発光を光学検出システムによって検出し（ＰＣＲレーン
１つ当たり２色）、最終結果をしきいサイクル（Ｃｔ）に基づいて判定する。次に、使用
済みカートリッジを自動的に廃棄物カートリッジ貯蔵箇所内に押し出す。
【０３６６】
　マイクロ流体カートリッジ（最大２４個のカートリッジ）をカートリッジパック内に貯
蔵し、装置は、カートリッジパックから全てのカートリッジをいったん使用し尽くすと、
カートリッジパックを交換し、廃棄物カートリッジ貯蔵箇所を空にするようユーザに警告
を出す。
【０３６７】
〔２４レーン型カートリッジ〕
　２４レーン型カートリッジは、２つの列をなす１２ＰＣＲレーンを有する。種々の図を



(78) JP 6388891 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

、図７５～図７７に示す。カートリッジは、３つの層、ラミネート、基体及びラベルを有
する。ラベルは、２つの小片の状態で示されている。各レーンは、使い捨てピペットとイ
ンタフェースを取る液体入口ポート、４マイクロリットルＰＣＲ反応チャンバ（幅１．５
ｍｍ、深さ３００ミクロン及び長さ約１０ｍｍ）、ＰＣＲ反応器の各側に設けられた２つ
のマイクロバルブ及び出口通気部を有する。マイクロバルブは、常開であり、作動時にチ
ャネルを閉鎖する。出口孔は、６μｌを超える流体がカートリッジ内に小出しされる場合
、余分の液体（約１μｌ）を流体チャネル中に流入させることができる。
【０３６８】
　カートリッジの入口孔は、形状が円錐形に作られ、その直径は、ピペットを円錐形孔内
に流体小出しヘッドによって容易に収納することができるようにするために頂部のところ
が３～６ｍｍである。ピペットが円錐内にいったん嵌まり込むと、円錐形の形により、ピ
ペットが案内され、機械的に封止されてカートリッジ内への流体の誤りのない小出し又は
引き込みを可能にする。孔が大きければ大きいほど、孔はピペットと一層良好に位置合わ
せされるが、カートリッジの幅の中における入口ポートの数を最大にすると共に孔相互間
のピッチをピペット間距離と適合性があるよう保つ必要がある。この特定の設計では、ピ
ペット間距離は、１８ｍｍであり、カートリッジ内における装填孔相互間の距離は、８ｍ
ｍである。従って、レーン１，４，７，１１が１回の小出し操作中にピペット操作され、
次にレーン２，５，８，１２がピペット操作される等する。
【０３６９】
　円錐形孔の高さは、カートリッジを棚部上に積み重ねることができるようにするために
カートリッジの棚部の高さよりも低く保たれる。カートリッジの２つの長い縁部の棚部に
より、２つの積み重ね状態のカートリッジ相互間の表面接触を最小限に抑えた状態でカー
トリッジの積み重ねが可能であると共にカートリッジがカートリッジパックからリーダ内
に案内されるのが助けられる（図２８～図３３を参照されたい）。
【０３７０】
〔カートリッジオートローダ〕
　カートリッジオートローダは、ばね押しボックス内にあらかじめ積み重ねられた２４個
のマイクロ流体カートリッジのパックを確実にロックする箇所から成る（例えば、図３３
参照）。ボックスは、オートローダ内へのボックスの一方向位置決め及びロックを可能に
するよう側部に構造要素を有している（図３３）。新たなボックスを装填するため、ユー
ザは、摺動要素をオートローダの左側に動かし、ボックスをスロット内に配置すると共に
この中に押し込み、摺動ロックを解除してボックスをその正しい箇所に保持する。ボック
スの底部に設けられたばねは、ボックスの交換が必要な場合、ボックスを上方に押すのを
助ける。カートリッジパックの底部に設けられたコイルばねは、カートリッジに押し付け
られ、カートリッジを４～２０ポンド（１ポンドは、約０．４５５ｋｇである）の力でカ
ートリッジを連続的に押すことができる。
【０３７１】
　カートリッジの存否は、もし設けられていればカートリッジの頂部のバーコードを読取
ることにより検出される。
【０３７２】
　ＰＣＲ作動を開始させるため、ピペットヘッドは、ＰＣＲ反応混合物をオートローラの
頂部カートリッジの必要の数のレーン中に小出しする（図２８）。プッシャは、頂部カー
トリッジをオートローダボックスから２本のレール中に押し込み、これらレールは、カー
トリッジをＰＣＲリーダ内に案内する。カートリッジは、リーダ下の較正箇所に押され、
次に、光学素子ブロックがステップモータを用いて下方に動かされてカートリッジをマイ
クロヒータ表面に押し付ける。光学素子ブロック（孔付きプレート）の底部は、カートリ
ッジを孔に対して正確に位置決めすることができるよう側部に突出部を有している。ステ
ップモータは、カートリッジをあらかじめ較正された位置まで押し（例えば、図３０）、
それによりマイクロ流体カートリッジの加熱面上で１ｐｓｉの最低接触圧力が生じる。
【０３７３】
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　ＰＣＲ反応の完了後、ステップモータは、カートリッジから５～１０ｍｍ遠ざかり、接
触圧力を解除し、カートリッジがその案内レール内で移動することができるようにする。
プッシャが作動され、プッシャは、カートリッジをカートリッジ廃棄物ビンに押し出す（
例えば、図３２）。このステップの実施後、プッシャは、そのホームポジションに戻る。
その戻り移動中、プッシャは、カートリッジパック内のカートリッジの頂部上に上昇する
ことができる。というのは、プッシャは、角度に関する自由度を有しているからである（
図示されている）。捩じりばねにより、プッシャは、水平位置に戻って列状態にある次の
カートリッジを押すことができる。プッシャは、タイミングベルトに機械的に取付けられ
ている。タイミングベルトを歯車モータの回転によりいずれかの方向に動かすことができ
る。プッシャは、スライダ構造体が一軸方向にのみ動くようにするためにスライダ構造体
に取付けられている（例えば、図３１を参照されたい）。
【０３７４】
　カートリッジ押圧機構はまた、カートリッジをオートローダボックスから検出位置に押
すように構成されているだけでなくカートリッジを自動装填位置に戻すためにも使用でき
る。これにより、マイクロ流体カートリッジ中の未使用のレーンを次のＰＣＲ作動に用い
ることができる。
【０３７５】
　カートリッジ自動装填ボックスはまた、全てのカートリッジがいったん用いられると、
ボックスを容易にリサイクルし又は新たなカートリッジをこれに追加することができるよ
うに設計されている。これにより、顧客及び製造業者にかかるコストは減少する。
【０３７６】
〔リーダ（読取り装置）〕
　リーダは、ＰＣＲレーンと光学的にインタフェースを取ると共にカートリッジをマイク
ロ流体ヒータ基体（図７８）に押し付けるよう２４レーン型マイクロ流体カートリッジに
圧接可能な光学検出ユニットから成っている。光学素子ブロックの底部は、カートリッジ
の最も近くに位置するＰＣＲ反応器の寸法と類似した２４個の孔（２つの列をなす１２個
の孔）を有する。孔プレートは、低蛍光材料、例えば陽極化黒色アルミニウムで作られ、
作動中、全背景蛍光を最小にしながら、ＰＣＲ反応器からだけの蛍光の集まり具合を最大
にする（図７９Ａ及び図７９Ｂ）。孔プレートの底部は、孔がＰＣＲ反応器と一線をなす
よう（図８０及び図８１）カートリッジの２つの縁部を適当に位置合わせするのを助ける
２つの斜切縁部を有している。
【０３７７】
　光学検出ユニット（全部で８つの検出ユニット）は、光学ボックス内で摺動レール上に
組立状態で取付けられており、従って、光学ユニットを孔上で走査することができるよう
になっている（図８２）。各ユニットは、或る光の波長を励起し、これをＰＣＲ反応器上
に合焦させ、放出された特定波長の蛍光を光検出器中に集めることができる。４つのチャ
ネルの頂部上で４つの互いに異なる色を用い、底部チャネル内で４色を繰り返すことによ
り、スキャナ全体は、ＰＣＲレーンの各々について最高４色までを走査することができる
。
【０３７８】
　光学素子ブロックをアルミニウムから機械加工して形成し、低蛍光黒色プラスチック（
図８３）を用いて陽極化し又は射出成形するのがよい。射出成形は、ユニット１つ当たり
のコストを劇的に減少させることができると共に光学素子の組立を容易にする。設計され
たユニットを背部と背部を突き合わせた状態で積み重ねることができる。
【０３７９】
〔実施例１３：本明細書で説明する準備及び診断装置に用いられる例示の電子装置〕
　専用ハードウェア上で作動する多数の独立ソフトウェアモジュールが設けられる。本明
細書においては、診断（ＰＣＲ）システムに用いられる電子装置の例示の仕様を説明する
。ＰＣＲシステムに関連した追加の情報は、本明細書の別の箇所において説明される。幾
つかの実施形態では、ＰＣＲシステムは、９つの互いに異なるタイプの自由発光のプリン
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ト回路板（ＰＣＢ）を有する。図８６を参照すると、システムは、３つの多重（ＭＵＸ）
ボード１００ａ～１００ｃを有するのがよく、これらのうちの２つ（マイクロヒータＭＵ
Ｘボード１００ａ，１００ｂは各々、マイクロヒータボード１１０ａ，１１０ｂを作動さ
せるよう使用でき、第３のもの（溶解ヒータＭＵＸボード１００ｃ）は、１つ又は２つ以
上の溶解ヒータボード１１６，１１７を作動させることができる。３つのＭＵＸボード１
００ａ～１００ｃの各々は、イーサポートを介してＰＣプロセッサボードにより制御でき
る。各々がＭＵＸボード１００ａ，１００ｂのうちの一方により制御される２つのマイク
ロヒータボード１１０ａ，１１０ｂは、マイクロ流体カートリッジ上のマイクロゾーンを
加熱する。幾つかの実施形態では、システムは、溶解ヒータＭＵＸボード１００ｃにより
制御される２つの溶解ヒータボード１１６，１１７を有し、これら溶解ヒータボードは、
２つの１２サンプル型ラックの各々の中の溶解管を加熱する。
【０３８０】
　依然としてＰＣＲシステム中に設けられたＰＣＢを参照すると、このシステムは、マイ
クロ流体カートリッジの化学的性質により放出される光学的蛍光を各々検出することがで
きる２つの１２チャネル型光学検出ボード１３０ａ，１３０ｂを有するのがよい。光学検
出ボードをＲＳ－４２２インタフェースを介してＳＰＩの使用によりＭＵＸボード１００
～１００ｃのうちの１つ又は２つ以上によって制御できる。このシステムは、３つのモー
タ制御ボード１４０ａ～１４０ｃを有するのがよく、この場合、１つのボード（例えば、
モータ制御ボード１４０ｃ）は、２つの磁気分離モータ（図示せず）を制御でき、残りの
２つのモータ制御ボード（例えば、モータ制御ボード１４０ａ，１４０ｂ）は、各々、１
つのリーダトレイモータ（図示せず）及び１つのリーダ圧力モータ（図示せず）を作動さ
せることができる。磁気分離モータ（例えば、モータ制御ボード１４０ｃ）を作動させる
モータ制御ボードを溶解ヒータＭＵＸボード１００ｃからＲＳ－４８５インタフェースを
介して制御することができ、１つのリーダトレイモータ及び１つのリーダ圧力モータを各
々作動させる２つのモータ制御ボード１４０ａ，１４０ｂをマイクロヒータＭＵＸボード
１００ａ，１００ｂによりＲＳ－４８５インタフェースを介して制御することができる。
このシステムは、システムの全体的順序づけを命令し、外部イーサネット（登録商標）及
びＵＳＢインタフェースを介して制御可能な１つのＰＣプロセッサボード１５０及びＰＣ
プロセッサボード１５０のための内部インタフェースをこのシステムの残部及び外部イン
タフェースに提供する１つのＰＣプロセッサベースボード１６０を更に有するのがよい。
このシステムは、全てのシステムボードを互いに接続する１つの主バックプレーン１８０
、モータ制御ボード１４０ａ～１４０ｃを主バックプレーン１８０及び台（図示せず）に
相互接続する１つのモータ制御バックプレーン１９０及び２つのドアセンサボード（図示
せず）を有するのがよい。一方のドアセンサボードは、フロントドアソレノイドロックと
ＰＣプロセッサベースボード１６０との間の相互接続を可能にし、他方のドアセンサボー
ドは、位置センサとＰＣプロセッサ利用ボード１６０との間の相互接続を可能にする。
【０３８１】
　幾つかの実施形態では、ＰＣＲシステムは、在庫品ＰＣプロセッサボード１５０を有す
るのがよい。ＰＣプロセッサボード１５０は、ＥＴＸフォームファクタボードであるのが
よく、このＥＴＸフォームファクタボードは、１つの１０／１００ＢＡＳＥ－Ｔイーサポ
ート、４つのＵＳＢポート、１つのアナログＶＧＡディスプレイポート、２つのＵＲＡＴ
ポート、１つのリアルタイムクロック、１つのパラレルポート、１つのＰＳ２キーボード
ポート、１つのＰＳ２マウスポート、ステレオオーディオ出力、１つのＩＤＥインタフェ
ース及び１つの１２Ｃインタフェースを有する。
【０３８２】
　図８７を参照すると、このシステムは、ＰＣプロセッサベースボード１６０を更に有す
るのがよく、このＰＣプロセッサベースボードは、内部通信のための５つのポート１０／
１００ＢＡＳＥ－Ｔイーサブリッジ１６１を有し、これらのうちの１つは、ＰＣプロセッ
サボード１５０の１０／１００ＢＡＳＥ－Ｔイーサポートに接続可能であり、これらのう
ちの別のものは、診断使用のためのものであり（システムカバー内部にコネクタを備えて
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いる）、これらのうちの３つは、バックプレーン１８０を介して３つのＭＵＸボード１０
０ａ～１００ｃと通信可能である（各ＭＵＸボード１００ａ～１００ｃについて１つずつ
ポートが設けられている）。ＰＣプロセッサベースボード１６０は、外部イーサネット（
登録商標）接続のための１つのＵＳＢ－１０／１００ＢＡＳＥ－Ｔイーサポート１６２、
外部接続のための１つの４ポートＵＳＢハブ１６３、１つの外部ＶＧＡコネクタ１１６、
１つの内部ＰＳ２マウスコネクタ１６５（システムカバー内にコネクタを備えている）及
び１つの内部ＰＳ２キーボードコネクタ１６６（システムカバー内にコネクタを備えてい
る）を更に有するのがよい。ＰＣプロセッサベースボード１６０は、搭載スピーカ１６８
上に設けられた１つの内部ステレオオーディオ出力１６７、ＩＤＥポートからの１つの内
部コンパクトフラッシュ（登録商標）コネクタ１６９（システムカバー内部にコネクタを
備えている）及びＵＡＲＴポートからの１つの内部ＲＳ－２３２インタフェース１７０（
システムカバー内にコネクタを備えている）を更に有するのがよい。ＰＣプロセッサ利用
ボード内に設けられた追加の構成要素としては、ＵＡＲＴポートからの１つの内部ＲＳ－
４８５インタフェース１７１（システムカバー内にコネクタを備えている）、１２Ｃイン
タフェースに接続された１つの内部温度センサ１７２、リアルタイムクロック用の電池及
び１つのパラレルポート１７３が挙げられる。システムカバー内にコネクタを備えたパラ
レルポート１７３は、次のように内部接続可能であり、即ち、１つのビットは、２つのド
アソレノイド用の大電流ローサイドスイッチを駆動するために使用でき、１つのビットは
、いずれかのドアセンサがドアが開かれていることを指示したときに、プロセッサの中断
状況を発生させるために使用でき、３つのビットは、イーサネット（登録商標）ブリッジ
１６１をコンフィグするＥＥＰＲＯＭをプログラムするために使用でき、２つのビットは
、イーサネット（登録商標）ブリッジ管理インタフェース（図示せず）に接続可能である
。残りのビットは、オプションとしてプルアップ及びプルダウン抵抗器を備えた状態で非
割り当て状態のままであってよく、かかるビットは、１０ピンフェニックス（Phoenix）
接触ヘッダに出される。
【０３８３】
　次に図８８を参照すると、幾つかの実施形態では、このシステムは、３つのＭＵＸボー
ド１００ａ～１００ｃを有するのがよい。図８８は、例示のＭＵＸボード１００ａを示す
が、３つのＭＵＸボード１００ａ～１００ｃの各々は、以下に説明する特徴のうちの１つ
又は２つ以上を有するのがよい。ＭＵＸボード１００ａは、最大電流が約８００ｍＡで２
０又は２４ボルト（外部から提供される電圧）駆動装置を支持することができるヒータ（
約３３オーム～約１５０オーム）を有する９６パルス幅変調（ＰＷＭ）制御加熱チャネル
を有するのがよい。各ＰＷＭは、プログラム可能な開始及び停止点を備えた１２ビットで
あるのがよく、１マイクロ秒解像力を有し、約７５％の最大デューティサイクルを有する
のがよい。各ＰＷＭ周期は、プログラム可能であり、好ましくは、４ｍｓに設定される。
ＭＵＸボードは、精度１ｍＡ検出センサの４ワイヤＲＴＤ／ヒータ接続部を有するのがよ
く、この接続部は、約５０オーム～約２５００オームの抵抗温度装置を受入れることがで
き、測定精度が±０．５オームである。ＭＵＸボードの熱測定サンプル周期は、３２ｍｓ
であり、これは、１２個の１６ビッドＡＤＣ１０１ａが各々８つの連続したチャネルをサ
ンプル採取する８ＸＰＷＭ周期を含む。ＭＵＸアドレスをＡＤＣデータにタグ付けするこ
とができる。
【０３８４】
　依然として図８８に示すＭＵＸボード１００ａを参照すると、バックプレーン１８０に
より相互接続が行われ、局所ハンドシェーク信号及び中断を用いて４ワイヤＳＰＩインタ
フェースによりデータを伝送するＲＳ－４２２光学素子ボードインタフェース１０２ａを
ＭＵＸボード１００ａに設けるのがよい。ＭＵＸボード１００ａは、バックプレーン１８
０によりシステムに相互接続された１０／１００ＢＡＳＥ－Ｔイーサネット（登録商標）
インタフェース１０３ａ及びバックプレーン１８０によりモータコントローラ１４０ａに
相互接続されたＲＳ－４８５インタフェース１０４ａを更に有するのがよい。
【０３８５】
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　次に図８９を参照すると、幾つかの実施形態では、このシステムは、光学検出ボード１
３０ａ，１３０ｂを有するのがよい。図８９は、例示の光学検出ボード１３０ａを示すが
、光学検出ボード１３０ａ，１３０ｂの各々は、以下に説明する特徴のうちの１つ又は２
つ以上を有するのがよい。光学検出ボード１３０ａは、ＲＳ－４２２インタフェース１３
１ａを用いるよう改造された１２チャネル光学素子ボード設計を有するのがよい。光学検
出ボード１３０ａは、最高約６２５ｍＡで約６Ｖによって駆動される１２個の３ワット青
色ＬＥＤ１３２ａを有するのがよい。検出ボード１３０ａで用いられる例示のＬＥＤは、
７００ｍＡで約２７ｍＷを用いて約４７０ｎｍの波長で青色光を出すLuxeonＫ２である。
光学検出ボード１３０ａは、最高約６２５ｍＡで約６Ｖ、最高約６２５ｍＡで駆動される
１２個の３ワット琥珀色ＬＥＤ１３３ａを更に含むのがよい。検出ボード１３０ａで用い
られる例示のＬＥＤは、７００ｍＡで約６０ｍＷを用いて約５９０ｎｍの波長で琥珀色を
出すLuxeonＫ２である。検出ボード１３０ａは、１２個のレンズ付きシリコンフォトダイ
オード検出器１３４ａを有するのがよく、その一例は、HamamatsuS2386-18Lである。これ
らフォトダイオード検出器１３４ａは、共通のＴＯ‐１８パッケージ内に設計されている
。検出ボード１３０ａは、２つのＰＷＭチャネルを備えたＭＳＰ４３０プロセッサ１３５
ａを更に有するのがよく、かかるＰＷＭチャネルは、青色チャネルにつき１つ、琥珀色チ
ャネルについて１つ設けられている。ボード１３０ａは、ローカルＳＰＩバスにより設定
される１２色の対の各々について個々のＬＥＤイネーブル１３６ａ，１３７ａを有するの
がよい。
【０３８６】
　ＰＣＲシステムは、溶解管に対する加熱を可能にすると共にこれをモニタする溶解ヒー
タボードを有するのがよい。ヒータボードは、ＭＵＸボード１００ａ～１００ｃのうちの
１つ又は２つ以上（例えば、ＭＵＸボード１００ｃ）から２４Ｖが給電されるように設計
された１２～７０ワットＴＯ－２４７電力抵抗器（溶解管に熱を提供する）及び溶解管の
温度をモニタする１２～２０００オーム抵抗温度装置（ＲＴＤ）を有するのがよい。ＲＴ
Ｄのフルスケールレンジを変更するオプションとしての抵抗器を設けるのがよい。溶解ヒ
ータボードには、シリアルＥＥＰＲＯＭが設けられ、このＥＥＰＲＯＭは、ボードシリア
ル番号を保持することができ、かかるシリアルＥＥＰＲＯＭを用いると、ボードタイプ及
びソフトウェアの改定レベルを確認することができる。
【０３８７】
　次に図９０を参照すると、幾つかの実施形態では、本システムは、マイクロヒータボー
ド１１０ａ，１１０ｂを有するのがよい。図９０は、例示のマイクロヒータボード１１０
ａを示すが、マイクロヒータボード１１０ａ，１１０ｂの各々は、以下に説明する特徴の
うちの１つ又は２つ以上を有するのがよい。幾つかの実施形態では、システムは、シリア
ルＥＥＰＲＯＭ及び２つの光学インタラプタを含むマイクロヒータボード１１０ａを有す
るのがよい。シリアルＥＥＰＲＯＭは、ボードシリアル番号を保持することができ、ＲＴ
Ｄ較正データを保持することができ、そしてボードタイプ及びソフトウェアの改定レベル
を確認するために使用できる。光学インタラプタは、モータ制御ボード１４０ａのための
リーダトレイ位置を検出するために使用でき、情報をブルー・コブラ（Blue Cobra）（モ
ータコントローラ）に送り、このブルー・コブラは、リーダトレイの位置に関する情報を
処理し、それに応じて、エミッタに対してモータ制御ボード１４０ａにより供給される電
力を制御する。マイクロヒータボード１１０ａは、９６チャネル型マイクロヒータプレー
トへの接続を提供することができ、９６多重化ヒータ／ＲＴＤ装置を制御してカートリッ
ジ特徴温度を調節することができる。ヒータ／ＲＴＤ装置は、約５０オーム～約５００オ
ームであるのがよい。マイクロヒータボード１１０ａは、ＲＳ－４２２インタフェースを
例えばＭＵＸボード１００ａから光学検出ボード１３０ａにブリッジすることができる。
マイクロヒータボード１１０ａからＭＵＸボード１００ａへの接続は、バックプレーン１
８０により行われ、これに対し、光学素子ボード１３０ａへの接続は、４０ピンＦＦＣケ
ーブルにより行われる。
【０３８８】
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　次に図９１を参照すると、幾つかの実施形態では、システムは、モータ制御ボード１４
０ａ～１４０ｃを有するのがよい。図９１は、例示のモータ制御ボード１４０ａを示すが
、モータ制御ボード１４０ａ～１４０ｃの各々は、以下に説明する特徴のうちの１つ又は
２つ以上を有するのがよい。幾つかの実施形態では、システムは、モータ制御ボード１４
０ａを有するのがよく、このモータ制御ボードは、２つのマイクロステップモータ１４１
ａを制御することができ、ＲＳ－４８５を介してかかるモータ制御ボード１４０ａをバッ
クプレーン１８０に接続することができる。モータへの出力は、バックプレーン１８０を
介して外部から供給される最高２４Ｖまでであるのがよい。出力電流は、ジャンパにより
選択可能であるのがよい。ジャンパ設定により選択可能な例示の出力電流としては、約７
００ｍＡ、約１．０Ａ又は２．３Ａが挙げられる。モータ制御ボード１４０ａは、ＭＵＸ
ボード１００ａへのオープンコレクタＴＴＬインタラプト出力及びフラグ入力を有する。
フラグ入力は、センサに対して１．５Ｖの電力出力を提供することができ、かかるフラグ
入力をソフトウェアによりオンオフに切り替えることができる。
【０３８９】
　リミットスイッチが、各軸線の最も端の箇所、例えば、ｘ－最小、及び、ｘ－最大のと
ころに配置され、かかるリミットスイッチは、誤作動が起きた場合やピペットヘッドが設
計された作業距離からはみ出た場合にその軸線を駆動するモータへの電力をターンオフす
る。オプションとしてのプルアップ及びプルダウンが光学インタラプタの出力に用いられ
る。
【０３９０】
　幾つかの実施形態では、システムは、１つ又は２つ以上の相互接続ボード、例えば主バ
ックプレーン１８０を有するのがよい。主バックプレーン１８０は、他のＰＣＢ、例えば
ＭＵＸボード１００ａ～１００ｃ、ＰＣプロセッサベースボード１６０及びヒータ相互接
続ボードを互いに接続することができる。主バックプレーン１８０は、モータ制御バック
プレーン１９０及び２つの溶解ヒータボードにケーブル接続可能である。主バックプレー
ン１８０は、電力及びシグナリングを分配し、バックプレーン１８０により１０／１００
ＢＡＳＥ－Ｔイーサネット（登録商標）及びＲＳ－４８５を実行することができ、そして
外部コネクタから電圧を供給する。供給される例示の電圧としては、＋３．３Ｖ、＋５．
０Ｖ、＋１２．０Ｖ、－１２．０Ｖ、＋２０．０Ｖ及び＋２４．０Ｖが挙げられる。
【０３９１】
　本システムは、モータ制御ボード１４０ａ～１４０ｃの全てのための電力及びシグナリ
ングを分配することができるモータ制御バックプレーン１９０を有するのがよい。モータ
制御バックプレーン１９０は、外部コネクタから＋５．０Ｖ及び２４．０Ｖを供給するこ
とができる。モータ制御バックプレーン１９０は、２つのＭＵＸボード１００ａ，１００
ｂの各々からのＲＳ－４８５シグナリングのための１つのスロット（全部で２つのスロッ
ト）、溶解ヒータ制御ＭＵＸボード１００ｃからのＲＳ－４８５シグナリングのための６
つのスロット及びＲＳ－４８５シグナリング及び電力を台に提供する１つのコネクタを有
するのがよい。モータ制御バックプレーン１９０は、浮動バスを取扱うためにプルアップ
及びプルダウン抵抗器となることができる。
【０３９２】
　幾つかの実施形態では、本システムは、ヒータ相互接続ボード及びドアセンサボードを
有するのがよい。ヒータ相互接続ボードは、物理的相互接続手段のみを用いて（例えば、
能動的回路無しで）マイクロヒータボード１１０ａ，１１０ｂを主バックプレーン１８０
に接続することができる。ドアセンサボードは、光学インタラプタからケーブルインタフ
ェース及びミキシング論理を提供することができ、かかる光学インタラプタは、ドアが開
いていることを検出し、ドアロックソレノイドに取付け及びケーブリングインタフェース
を提供する。
【０３９３】
〔実施例１４：本明細書において説明する準備及び診断装置用の例示のソフトウェア〕
　次の専用ハードウェア、即ち、
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　リーダ（２）、
　サンプル‐プレップ（１）、
　ユーザインタフェース（１）、
　検出器（２）、
　モータ制御装置（８）
上で多数の独立ソフトウェアが作動する。
【０３９４】
　モジュール間通信は、中でも、内部イーサネット（登録商標）バスにより行われ、ユー
ザインタフェースとの通信は、高速ＳＰＩバスにより行われ、モータ制御装置との通信は
、ＲＳ－４８５シリアルバスを介して行われる。
【０３９５】
　リーダ及びサンプル・前処理（準備）ソフトウェアは、同じハードウェア上で作動し、
従って、同じものであり、以下の機能を含む
　スクリプトエンジン（プロトコルのパラメータ化形態）
　プロトコルエンジン
　温度制御装置（マイクロ流体ス、溶解、遊離）
　モータ制御（外部モータ制御モジュールを介する）。モータ制御ソフトウェアの顕著な
特徴は次の通りである。
　ＡＳＣＩＩにおける指令／応答及び通信リンクのディジーチューニングを可能にするア
ドレス指定機能。
　検出（外部検出器モジュールによる）。検出器モジュールは、ＬＥＤ照明及び光検出器
ディジタル化を制御する。
【０３９６】
　ユーザインタフェースは、埋め込み式ｘ８６準拠ＰＣ上で作動するリナックス（登録商
標）下で走るプログラムとして具体化される。以下の機能がアドレス指定される。
　グラフィックユーザインタフェース
　試験制御装置及びモニタ
　イーサネット（登録商標）を介する試験結果格納及び検索ネットワーク接続性（ラボ情
報システムに対する）
　ＵＳＢインタフェース
　プリンタ
　スキャナ（内部及び外部）
　キーボード
　マウス
　ドアロック及び検出
【０３９７】
〔実施例１５：例示の化学的性質及び使用方法〕
〔化学的性質の概要〕
　化学プロセスの中心は、臨床材料又は検体の検出及び識別にあり、そのための手段とし
て、目的とする有機体からの核酸を検出する。これには、臨床材料中に含まれている標的
有機体からの核酸の隔離を行い、次に、特定の核酸シーケンス（配列順序）の存在を検出
するプロセスを実施する。標的検出に加えて、内部陽性対照核酸が収集緩衝液に添加され
、抽出及び検出プロセス全体により標的核酸と一緒に取り込まれる。この陽性対照は、プ
ロセス全体の有効性をモニタし、誤った否定的な結果が得られる恐れを最小にする。
【０３９８】
〔核酸抽出及び精製〕
　核酸抽出手順は、調製された検体収集溶液への臨床検体の添加で始まる。これは、検体
収集箇所か試験箇所かのいずれかで行われるのがよい。２つの収集溶液フォーマット、即
ち、体液に関するフォーマット及びスワブ検体に関するフォーマットが利用可能である。
収集箇所のところで用いられる収集溶液は、検体運搬溶液としての役目を果たし、従って
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、この溶液は、検体と分析物の一体性を維持しなければならない。
　全体として自動化される抽出及び精製手順は、次のように進む。
　洗浄液含有収集溶液を加熱することにより標的有機体を溶解させる。
　磁気ビーズを検体／収集溶液混合物に添加し、溶液中に遊離されたＤＮＡ全てを非特異
的に結合する。
　磁気ビーズを隔離し、これらを洗浄して汚染要因物を除去する。高ｐＨ及び熱を用いて
ビーズからＤＮＡを遊離させる。
　ＤＮＡ含有溶液を取出し、これを緩衝液で中和化する。
【０３９９】
〔核酸増幅〕
　磁気ビーズにより捕捉され、洗浄され、高ｐＨ中で遊離され、そして緩衝液で中和化さ
れた核酸を緩衝液、塩及び管中で凍結乾燥させた酵素の混合物に添加する。混合物を急速
に再水和し、次に、溶液の一部をマイクロ流体カートリッジ上に載せる。次に、カートリ
ッジを増幅機械モジュール中に装填し、このモジュールは、熱サイクル作動を行うことが
できる加熱ユニット、光学検出システムとから成っている。標的核酸の検出は、次のよう
に進む。
【０４００】
　液体を反応チャンバ内に封入する。
　迅速熱サイクル作動方式を用いてポリメラーゼ鎖反応（ＰＣＲ）を増強させ、このＰＣ
Ｒは、特定標的ＤＮＡを増幅するために利用される。
　増幅したＤＮＡは、蛍光を出し、この増幅ＤＮＡを光学センサにより検出することがで
きる。
　蛍光プローブ「テール」をＤＮＡの各増幅片中に組込む。
　特定の温度では、プローブは、蛍光を出すコンフォメーションを採用する（これは、「
サソリ」反応と呼ばれる。これについは、図８４を参照されたい）。
　蛍光を検出し、反応全体にわたってこれをモニタする。
【０４０１】
〔抽出及び増幅／検出プロセス〕
　大々的なベンチスケール試験を実施して核酸抽出化学作用を最適化し、かかる化学作用
としては、収集緩衝液、洗浄緩衝液配合物、遊離溶液配合物及びＰＣＲ試薬混合物が挙げ
られる。完全自動化抽出方法を実施し、次に１２型アップＰＣＲを実施することにより、
１５０コピー／サンプルで非常に高い感度を終始一貫して提供することができた。
【０４０２】
〔実施例：尿中のクラミジア（５０／５０）、尿中の淋菌、結晶中のＧＢＳ〕
　種々の検出化学作用、例えば、Taqman、Scorpion（スコーピオン）、SYBRg Greenは、
マイクロ流体カートリッジ中で高信頼度で役立つ。
【０４０３】
〔試薬製造〕
　２μｌ凍結乾燥ペレットの使用に加えて、ＰＣＲ試薬をＰＣＲ管中で凍結乾燥させるこ
とができるがどうかを判定するために実現可能性に関する研究を行った。かかる試験結果
の示すところによれば、管凍結乾燥試薬を用いて実施した反応の感度は、湿潤状態の試薬
又は２μｌペレット試薬の感度に等しく、従って、実現可能性が証明されたこのフォーマ
ットに関する安定性に関する研究により、同様な安定性のデータが示された。本発明者は
、２マイクロリットルの凍結乾燥ＰＣＲペレットがいったん窒素雰囲気内に封入されると
、室温で最高２年まで安定であることを見出した。
【０４０４】
　製造の概要：本システムの構成要素の製造は、ミシガン州アンアーバ所在のハンディラ
ボ・インコーポレイテッド（HandyLab, Inc.）で実施できる。製造作業は、化学作用手段
の製造と、使い捨てストリップと、収集キット、カートリッジと、分析装置とから成る５
つの分野に分割されている。
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【０４０５】
　化学作用手段製造：現在、本明細書において説明するシステムに潜在的に使用可能なも
のとして特定された個々の配合化学作用構成要素は７つ存在する。試薬／化学薬品を混合
し、配合し、そして処理することは、既存の機器が既に適所にある状態でハンディラボ・
インコーポレイテッド（HandyLab, Inc.）で実施できる。追加の工具類及び取付け具は、
製品が仕上がるにつれて必要になり、本発明者は、大量生産を実施することができるが、
初期費用は最小限であろう。
【０４０６】
　収集緩衝液、洗浄液、遊離液及び中和化液は、危険性が非常に低い単純な処方であり、
混合／配合の人件費を標的見積もりに又はそれ以下に保つよう大きなバッチで作られるの
がよい。これらは、混合され、備蓄のために中間容器内に入れられ、次に、小出しのため
に使い捨てストリップ製造に送られる。十分に練られたＳＯＰは、先のプロジェクト活動
から見て適所に存在する。
【０４０７】
　親和性ビーズ（ＡＢ）は、ストリップ中に液体として貯蔵されると共に使用される高い
可能性を備えているが、凍結乾燥ペレットを用いる設計上の偶然性は、バックアップとし
て適している。ビーズを小出し中、溶液中に懸濁した状態に保つことが重要である。小出
し中、連続懸濁のための攪拌を行う小出し機器（例えば、イノバダイン（Innovadyne）社
により製造されている）は、ストリップ中の液体ＡＢ貯蔵の安全性がいったん証明される
と、購入用に識別された。親和性ビーズを製造して磁化するプロセスは、２，０００アリ
コートのバッチを製造するのに９時間のサイクル時間にわたるが、同じ期間は、本発明者
がいったん大量生産に踏み切ると、処方のバッチのスケールアップのために使用できる。
このアイテムは、現在本装置に必要な全ての化学作用構成要素の製造の最も高い人件費内
容を含む。
【０４０８】
　ＰＣＲ試薬／酵素は、本発明者の既存の凍結乾燥チャンバ（バーティス・ジェニシス（
Virtis Genesis））内で凍結乾燥されるが、球形ペレット形成体を必要としない。その代
わり、混合物は、最終用途管内に小出しされ、次に、この内部で凍結乾燥される。先ず最
初に、化学作用手段を確立されたＳＯＰに従って混合し、次に、以下のステップを実施し
て凍結乾燥を達成する。即ち、個々の管をラック／取付け具内に配置し、既存の機器（イ
ーエフデー・ウルトラ・ディスペンス・ステーション（EFD Ultra Dispense Station））
を用いて各々の中に小出しする。充填状態のラックをステンレス鋼気密箱（蓋の中にスト
ッパを受入れるよう改造されている）内に配置し、次に、凍結乾燥チャンバ内に配置し、
乾燥サイクルが無人状態で始まる。凍結乾燥中、ストッパは、空気／窒素がバイアルのス
テンレス鋼箱保持ラック中に循環すると共に水分がこれから出ることができるようにする
上昇位置に存在する。サイクルの終わりに、本発明者の凍結乾燥チャンバの棚が、ストッ
パを蓋内に封入するよう下降し、依然として密閉チャンバ内に位置した状態で水分のない
窒素雰囲気中にシールを形成する。次に、ステンレス鋼製箱をチャンバから取出し、内部
の各ラックを１回の作業で処理してそのラック内の全てのバイアルを密封する。密封直後
に、バイアルを１回の作業でフィルムからダイカットし、個々のバイアルを使い捨て製造
領域に送ってストリップ内に配置できるようにする。内部対照が既存の溶液に添加される
か収集緩衝液、洗浄溶液、中和化溶液及び遊離溶液の仕方でそれ自体のキャビティ中に小
出しされるかのいずれかが行われる。凍結乾燥が必要な場合、これは、ＰＣＲ化学作用物
質と同じ仕方で達成され、後で、ストリップ中にスナップ嵌めされる。貯蔵安定性に関す
る研究は、進行中である。
【０４０９】
〔収集キット製造〕
　収集キットは、初期の量について所内で手動で処理される。初期の量は、資本的支出を
必要としないであろう。というのは、本発明者は、２００８年中の計画を賄うことができ
るのに必要な全ての機器を備えているからである。本発明者は、収集バイアルを充填する
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ために本発明者の既存の機器（EFD 754-SS Aspetic Valve & Valvemate 7000 Digital Co
ntroller）を用いる。バイアルは、トルクが加えられるツイストオン型頂部を有し、バイ
アルは、各バイアルに設けられた所有権付きＩＤバーコードを有する。２４個のバイアル
が、再密閉可能なプラスチック袋内に配置され、輸送のためにカートン内に配置される。
【０４１０】
　バイアルをラック内に配置する。
　溶液をバイアル中に小出しする。
　キャップを取付けてこれにトルクを加える。
　バイアルをラベル表示する。
　バイアルを袋詰めし、袋をラベル表示する。
　バイアル袋及び取扱い説明／挿絵をカートン内に入れ、密閉してラベル表示する。
【０４１１】
〔カートリッジ製造〕
　積層材及びワックス供給のための既存の半自動化機器（それぞれ、シンク・アンド・テ
ィンカー（Think & Tinker DF-4200）及びアシムテック・アキショム・ヒーティッド・ジ
ェット・プラットホーム（Asymtek Axiom Heated Jet Platform））を利用して全てのカ
ートリッジ製造上の要件を満たす。１２‐アップ使い捨て物品のフットプリントは、ＲＴ
ａ１０カートリッジと同一であり、従って、追加の取付け具は不要である。
【０４１２】
　マイクロ基体を積層し、過剰分をトリムする。
　バルブに高温ワックスを充填し、点検する。
　ラベルを貼り、バーコードを付ける。
　２４個の小片を互いに結束する。
　結束されたカートリッジを袋詰めして密封し、袋をラベル表示する。
　袋及び挿絵をカートン内に入れ、密封してラベル表示する。
【０４１３】
　製品のこの部分は、比較的単純である。ただし、自動化１２‐アップカートリッジ（本
明細書において用いられている）とスタンドアロン型１２‐アップカートリッジとの間に
は差がある。通気は、このカートリッジについては不要であり、それにより、完全一体形
自動化のための最も高い危険性及び最も高いコストと共に、カートリッジ製造のための最
も時間のかかるプロセスが不要になる。通気により１２‐アップの１，０００を超える小
片が首尾よく作られた。
【０４１４】
〔実施例１６：例示の化学作用プロセス〕
〔サンプル予備処理〕
　尿サンプルに関し、０．５ｍｌの尿を取り、これを０．５ｍｌのハンディラボ社の収集
緩衝液と混合する。サンプルをハンディラボ・インコーポレイテッドの前置フィルタ（１
０ミクロン孔径と３ミクロン孔径の２種類のメンブレンを有する）により濾過する。サン
プル管を１２‐アップラック中の外部のサンプル管について特定された位置に配置する。
【０４１５】
　血漿サンプルに関し、０．５ｍｌの血漿を取り、これを０．５ｍｌのハンディラボ社の
収集緩衝液と混合する。サンプル管を１２‐アップラック中の外部のサンプル管について
特定された位置に配置する。
【０４１６】
　ＧＢＳスワブサンプルに関し、スワブサンプルを取り、これを１ｍｌのハンディラボ収
集緩衝液中に漬ける。サンプル管を１２‐アップラック中の外部サンプル管について指定
された位置に配置する。
【０４１７】
　ハンディラボサンプル収集緩衝液は、陽性対照ＤＮＡの１００個のコピーに加えて、５
０ｍＭＴｒｉｓｐＨ７、１％ＴｒｉｔｏｎＸ‐１００、２０ｍＭシトレート、２０ｍＭボ
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レート、１００ｍＭＥＤＴＡを含む。
【０４１８】
〔器械への装填及びサンプル処理の開始〕
　１．ＰＣＲマスター混合物を収容したＰＣＲ管をユニット化使い捨て物品の指定された
スナップ嵌め箇所のうちの１つに装入する。
　２．検討対象の標的分析物に関するＰＣＲプローブ及びプライマを収容したＰＣＲ管を
ユニット化使い捨て物品の指定された箇所に装入する。
　３．２種類の分析物の試験の場合、第２の分析物に関するプローブ及びプライマを収容
したＰＣＲ管をユニット化使い捨て物品の指定された箇所に装入する。
　４．ユニット化使い捨て物品を検討対象のサンプル管と同じレーン内の１２‐アップラ
ック内に装入する。
　５．検討対象の他のサンプルに関するユニット化試薬ストリップを調製して装入する。
　６．１２‐アップラックを器械内の箇所うちの１つの中に装入する。
　７．１２‐アップカートリッジをカートリッジトレイ装填位置に装入する。
　８．操作を開始する。
【０４１９】
〔液体処理ステップ〕
　１．ピペット先端部１番を用いて、ロボットは、臨床サンプルを外部サンプル管からユ
ニット化使い捨てストリップの溶解管に移送する。
　２．同じピペット先端部を用いて、ロボットは、約１００μｌのサンプルを取り上げ、
凍結乾燥酵素と親和性ビーズを混合し、試薬を溶解管に移送する。混合は、５回の吸引及
び小出し操作により溶解管内で行われる。
　３．ロボットは、ピペット先端部１番を、ユニット化使い捨てストリップ内のその指定
された箇所に置く。
　４．溶解管を６０℃まで加熱し、これを１０分間維持する。
　５．５分間の溶解後、ロボットは、ピペット先端部１番をピックアップし、３回の吸引
及び小出し操作により内容物を混合する。
　６．ロボットは、ピペット先端部１番をユニット化使い捨てストリップ中のその指定さ
れた箇所に置く。
　７．１０分間の溶解後、磁石を溶解管の側部に沿ってサンプルの中間高さまで移動させ
、そして１分間その位置に保持し、それにより全ての磁気ビーズを管の壁に吸着捕捉する
。
　８．磁石をゆっくりと下げて捕捉状態のビーズを管の底部の近くに（底部ではない）滑
らせる。
　９．ピペット先端部２番を用いて、全ての液体を吸引し、これを廃棄物管中に捨てる。
　１０．もう一度吸引してできるだけ多くの液体を溶解管から除去する。
　１１．同じピペット先端部２番を用いて、１００μｌの洗浄緩衝液を抜き取り、これを
溶解管中に小出しする。この小出し中、磁石を下方に移動させて溶解管から遠ざける。
　１２．１５回の混合ステップを実施して磁気ビーズを洗浄緩衝液と完全に混合する。
　１３．３０分間待機する。
　１４．磁石を上方に移動させて磁気ビーズを側部に捕捉し、１５分間保持する。
　１５．ピペット先端部２番を用いて、洗浄緩衝液を２回吸引してできるだけ多くの液体
を除去し、これを洗浄管中に戻し入れる。
　１６．磁石を下方に移動させて溶解管から遠ざける。
　１７．ピペット先端部２番をユニット化使い捨てストリップのその指定された箇所に配
置する。
　１８．新たなピペット先端部（先端部３番）をピックアップし、８～１０μｌの遊離緩
衝液を抜き取り、これを溶解管中のビーズに掛ける。
　１９．１分間待機し、次に４５回の混合を行う。
　２０．遊離溶液を８５℃まで加熱し、５分間その温度を維持する。
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　２１．ピペット先端部３番をユニット化使い捨てストリップのその指定された箇所に配
置する。
　２２．磁石を管に沿って上方に持上げ、ビーズの全てを管の壁に吸着捕捉し、これを上
方に移動させて管の底部から遠ざける。
　２３．新たなピペット先端部（先端部４番）をピックアップし、遊離緩衝液を全て溶解
管から抜き取り、次に３～１０μｌの中和化緩衝液を抜き取り、これをピペット先端部内
で混合し、これをＰＣＲ管中に小出しする。（２回の分析物検出の場合、中和化ＤＮＡ溶
液の半分を第１のＰＣＲ管中に小出しし、溶液の残部を第２のＰＣＲ管中に小出しする。
）。
　２４．ピペット先端部４番を用い、中和化ＤＮＡを４～５回の吸引及び小出し操作によ
り凍結乾燥試薬と混合し、ピペット先端部内に溶液全体を抜き取る。
　２５．ピペット先端部４番を用い、６μｌの最終のＰＣＲ溶液を１２‐アップカートリ
ッジのレーン内に装入する。
【０４２０】
　種々のプロセス中におけるピペットヘッドの使用法が図８５Ａ～図８５Ｃに概略的に示
す。
【０４２１】
〔リアルタイムＰＣＲ〕
　ＰＣＲカートリッジの適当なＰＣＲレーンの全てに最終のＰＣＲ溶液を装填した後、カ
ートリッジを収容したトレイは、これをＰＣＲ分析装置内に移動させる。カートリッジは
、光学検出読取りヘッドによりＰＣＲヒータに押し付けられる。ヒータは、バルブを作動
させてＰＣＲ反応器のいずれかの端部を閉鎖し、リアルタイム熱サイクル作動プロセスが
始まる。適当なＰＣＲサイクル（約４５サイクル）の完了後、分析装置は、サンプルが出
力蛍光データに基づいて標的ＤＮＡを有しているかどうかについて問い合わせる。
【０４２２】
〔ピペット検出〕
　ピペットヘッドは、ピペットの存在を検出する４つの赤外線センサを有する。このこと
は、ピペットが存在しているか失われているかについてコンピュータが確実に知るように
する上で必要不可欠である。ピペットはピペットに機械的に力を及ぼすことによりピック
アップをされ、そして更に、ストリッパプレートの機械的運動により小出しされるので、
ピペット検出は、もしそうでない場合に起こるかも知れない誤りの発生を阻止するのに役
立つ。
【０４２３】
〔ピペットヘッドの力検出〕
　マルチピペットヘッドは、力センサがこれとインタフェースを取り、ピペットヘッドが
使い捨てピペットに当たり若しくはピックアップされたピペットが試薬使い捨て物品内の
ラミネート中に押し込まれ或いはピペットが試薬使い捨て物品中の管の端部に押し付けら
れたときはいつでも、上向きの力がピペット保持ノズル又はピペットそれ自体を介してピ
ペットヘッドに作用するように組み立てられる。ヘッド全体は、図示のように回動し、何
らかの力がヘッドに作用することにより、ヘッドの上端部に設けられている止めねじが力
センサに圧接する。この力センサは、非可動面に対してヘッドの垂直変位が可能であるよ
う較正される。この較正を利用して、ピペットが適正に嵌まっているかどうか又はピペッ
トが管底部に当たっているかどうかを検出するためにｚ方向におけるヘッドの運動を停止
させる時期を判定することができる。
【０４２４】
〔ＰＣＲ試薬をマイクロ流体カートリッジ中に装入しながらピペット先端部の位置合わせ
〕
　本装置に用いられるピペットは、１０μｌという少ない容積から１ｍｌという大きな容
積までを有することができる。大きな容積のピペットは、９５ｍｍという長い長さのもの
であるのがよい（ｐ１０００ピペット）。４本の長いピペット先端部がヘッドからばね押
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しされている場合、嵌合中における１°の位置合わせ不良であっても、これにより、先端
部は、１．７ｍｍだけオフセンタ状態になる場合がある。先端部が先端部ホルダとインタ
フェースする頂部と底部の両方で先端部の完全な位置合わせを行うことは不可能なので、
先端部の全てを底部の近くの別の箇所で機械的に拘束することが必要になる。本発明者は
、先端部の全てを位置合わせするために用いられる規定された孔構造体を有するストリッ
パプレートを用いた。ストリッパプレートの孔は、４つのピペット先端部をピックアップ
したときに、４つのピペット先端部全てを通過する。先端部を正しく着座させた後、モー
タを用いてストリッパプレートをｘ軸に動かしてピペット全てを動かしてストリッパプレ
ートに設けられている切り込み（図４６Ｂを参照されたい）に当てる。今や、ピペット全
ては、容易にカートリッジ入口孔上に載る。
【０４２５】
〔サンプル調製拡張〕
　現在の技術は、ポリヌクレオチド（ＤＮＡ／ＲＮＡ）を抽出する臨床サンプルを処理す
る細部に関する。同じ生成物プラットホームを拡張すると、磁気ビーズ中に存在する親和
性分子を変更することにより蛋白及び他の高分子を抽出するようサンプルを処理すること
ができる。さらに、増幅－検出プラットホームを用いると、他の酵素反応、例えば免疫Ｐ
ＣＲ、逆転写酵素ＰＣＲ、ＰＭＡ、ＳＤＡ、ＮＡＳＢＡ、ＬＡＭＰ、ＬＣＲ、塩基配列決
定反応等を実施することができる。サンプル調製はまた、高多重化マイクロアレイ検出を
可能にするようサンプルを調製するためにも使用できる。
【０４２６】
〔実施例１６：ＲＮＡ‐親和性マトリックスのための例示の物質〕
　例示のポリヌクレオチド捕捉物質は、ポリヌクレオチドを次のポリヌクレオチドの検出
又は増幅を阻害する恐れのある他の化学種、例えば蛋白及びペプチドと混合状態で含む液
体メディアと接触状態に置かれたときにその表面上にポリヌクレオチド、例えばＲＮＡを
優先的に保持する。
【０４２７】
　例示のポリヌクレオチド捕捉物質は、シグマ－アルドリッチ・ケミカル・カンパニー（
Sigma-Aldrich Chemical Company：以下、「シグマ－アルドリッチ（Siguma-Ardrich）」
という）から製品番号４１２３６８で入手できるポリアミドアミン（ＰＡＭＡＭ）０世代
である。ＰＡＭＡＭは、分子がプライマと第三アミン群の混合物を含むデンドリマーであ
る。ＰＡＭＡＭ（０世代）は、本明細書において示された構造を有する。
【０４２８】
　ＰＡＭＡＭは、使用中、固体支持体、例えばカルボキシル化ビーズ又は磁気ビーズ上に
不動化される。ポリヌクレオチド捕捉物質は、ポリヌクレオチド捕捉操作中、ポリカチオ
ン分子を含む。この物質とポリヌクレオチドとの間の親和性は、ポリヌクレオチド、例え
ばＤＮＡやＲＮＡが典型的には、溶液中に融けたポリアミンを含むので高い。
【０４２９】
　ポリヌクレオチド分子を物質の表面上に捕捉し、溶液に溶けた残りの抑制因子及び他の
化合物をアルカリ性緩衝溶液、例えば水性０．１ｍＭＴｒｉｓ（ｐＨ８．０）共に流し去
った後、ポリヌクレオチドはそれ自体、例えば、かかる物質を第２の、よりアルカリ性の
高い緩衝液、例えばｐＨ９．０のＴｒｉｓで洗浄することにより物質の表面から遊離可能
である。
【０４３０】
　核酸試験においてＰＡＭＡＭを用いる例示のプロトコルは、２００８年７月１１日に出
願された米国特許出願第１２／１７２，２１４号明細書に見られ、この米国特許出願を参
照により引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。
【０４３１】
〔実施例１７：ＤＮＡ‐親和性マトリックスのための例示の物質〕
　例示のポリヌクレオチド捕捉物質は、シグマ‐アルドリッチから製品番号４０８７１９
で入手できるポリエチレンイミン（ＰＥＩ）である。
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【０４３２】
　核酸試験におけるＰＥＩを用いる例示のプロトコルは、２００８年７月１１日に出願さ
れた米国特許出願第１２／１７２，２０８号明細書に見られ、この米国特許出願を参照に
より引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。
【０４３３】
〔実施例１８：例示の装置〕
　ＰＣＲシステムの機械的設計のための例示の仕様を本明細書において説明する。幾つか
の実施形態では、本システムは、深さが約２８．５インチ（７２．３９ｃｍ）以下、幅が
約４３インチ（１０９．２２ｃｍ）以下、重さが約２５０ポンド（１１３．４ｋｇ）以下
であるのがよい。このシステムは、設計上の有効寿命が約５年（例えば、毎年１６，００
０回の試験が行われると仮定して）であり、かかるシステムは、この器械に関する騒音レ
ベル（作動中）があらゆる縦座標方向において器械から１２インチ（３０．４８ｃｍ）の
ところで測定して５０デシベルを超えないように設計されているのがよい。幾つかの実施
形態では、システムの外部は、表面模様付きの白色であるのがよい。
【０４３４】
　システム全体を参照すると、幾つかの実施形態では、システムの重要な構成要素は、互
いに対して±０．０４°の範囲内で直角又は平行（適宜）のままであるのがよい。例示の
重要な構成要素としては、運動レール、ピペット、ノズル（例えば、個々のノズルとして
軸方向に、４つのノズルセントロイドのアレイとしては直線状に、又はその他）、溶解ヒ
ータ、リーダ（読取り装置）引き出し内に設けられたカートリッジホルダの主要な縁部、
分離磁石の正面等が挙げられる。以下の説明において、Ｘ軸（又はＸ方向）は、システム
の正面に向いたときに左から右に延びる軸線を指し、Ｙ軸（又はＹ方向）は、システムの
正面に向いたときに後ろから前に延びる軸線を指し、Ｚ軸（又はＺ方向）は、システムの
正面に向いたときに下から上に延びる軸線を指している。器械の頂部から見て、Ｚペイロ
ード上の最も左側に位置するピペットノズルのセントロイド（器械の正面から見て）は、
最も外側の左のベースプレート縁から８０ｍｍの箇所から最も外側の左のベースプレート
縁から６０８ｍｍの箇所までＸ方向に非妨害状態で移動することができると共に最も外側
の前側ベースプレート縁から６０ｍｍの箇所から最も外側の前側ベースプレート縁から４
１０ｍｍの箇所までＹ方向に非妨害状態で移動することができる。
【０４３５】
　依然としてこのシステムを参照すると、器械の正面から見て、Ｚペイロード上のピペッ
トノズルの最も下側の面は、ベースプレートの頂面よりも１５０ｍｍ上方の箇所からベー
スプレートの頂面よりも２５６ｍｍ上方の箇所までＹ方向に非妨害状態で移動することが
できる。１ｍｌピペット先端部は、使い捨て試薬ストリップに設けられているフィルムカ
バーを穿通することができる。この穿通は、汚染を生じさせたり、関連の化学的性質に悪
影響を及ぼしたり、或いはピペット先端部を損傷させたりすることはない。運動を必要に
応じて機械的ヒステリシスをなくすような仕方で実施することができる。台の運動は、レ
ーンの相互汚染及びキャリーオーバを阻止するよう最適化可能である。ラックは、試薬ス
トリップをＸ方向及びＹ方向において±０．０１０インチ（０．２５４ｍｍ）の公差に合
わせて位置合わせすることができる。
【０４３６】
　次の台を参照すると、幾つかの実施形態では、台は、ステップモータ作動式でベルト／
スクリュ駆動式直角座標ロボットシステムから成るのがよい。台は、アタッチメント付き
で又はアタッチメント無しで、モジュールの上方を自由に移動可能であり、モジュールは
、Ｚペイロードが完全に引っ込められている限り、Ｚヘッドの後面の前方に位置すると共
に最も下に位置する水平面の下に位置する。台は、Ｘ方向及びＹ方向において最高約５０
０ｍｍ／秒の速度で且つＺ方向に最高約１００ｍｍ／秒までの速度で移動することができ
る。軸線の運動（例えば、Ｘホームセンサ、Ｙホームセンサ及びＺホームセンサに対する
）の正確さ及び精度は、各軸線について２５ｍｍよりも良好であるのがよく、保守期間全
体を通じて保持できる。軸線駆動ベルトは、ＰＣＲ及びサンプルを処理する箇所に残留物
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を残さない。台は、それ自体の且つ全てのＺペイロードワイヤハーネスを引き回して器械
に戻す手段を有するのがよい。Ｘ軸及びＹ軸にかかるベルト張力は、４１．５±３．５ポ
ンド（なお、１ポンドは、約０．４５３６ｋｇである）に設定されるのがよい。
【０４３７】
　次のＺペイロードを参照すると。流体ヘッドは、中心間距離が２４ｍｍの状態で設けら
れた４つのピペット取付けノズルを有するのがよい。ピペットノズルが漏れなく捕捉する
ことができる例示のピペット先端部としては、バイオロボティックス（Biorobotix）先端
部PN23500048（５０μＬ）、PN23500049（１．７５μＬ）及びPN23500046（１ｍｌ）が挙
げられる。Ｚペイロードは、ピペット先端部（例えば、上述のピペット先端部）を取外す
ことができるステッパ作動式ストリッパプレートを有するのがよい。本システムは、ポン
プ・マニホルドシステムを有するのがよく、このポンプ・マニホルドシステムは、４つの
個々の先端部の各々内への個々の流体容積のソフトウェアにより制御される吸引、小出し
及び通気及びそれと同時に行われる全ての先端部に関する小出し及び通気を含む。ポンプ
・マニホルドシステムは、２０μＬ未満の容積について先端部１つ当たり約±２μＬの正
確さ及び精度並びに２０μＬ以上の容積については±１０％の正確さ及び精度を有するこ
とができる（例えば、個々の先端部の吸引又は小出しを行う場合）。ポンプストローク容
積全体は、約８μＬ以上であり約１２５０μＬ以下であるのがよい。最小吸引及び小出し
速度は、約１０μＬ／秒～約３００μＬ／秒であるのがよい。各ピペット先端部の最も下
の面のセントロイドは、０．２ｍｍの範囲内でピペットノズルのノズルセントロイドの軸
方向に整列するのがよい。最も下のピペット先端部面は、０．２ｍｍの範囲内で同一平面
内に位置するのがよい。Ｚペイロードは、約０ポンド～４ポンドの力を超えることができ
るようソフトウェアにフィードバックできるＺ軸力センサを有するのがよい。Ｚペイロー
ドは、本明細書の別の箇所で説明するシステムバーコードを読取ることができる下向きバ
ーコードリーダを有するのがよい。
【０４３８】
　次にシステムに組込まれているラックを参照すると、使い捨て試薬ストリップ（例えば
、器械の正面又は前部に垂直に差し向けられている）は、２つの１２レーン型ラック内に
収納されるのがよい。所与のラック中の１２個の試薬ストリップは、ユーザによる挿入時
に互いに位置が合ってラック中にロックできる。ラックは、１２個のサンプル溶解管（例
えば、PN23500043）のための領域を有し、管底部を同一平面内に保持することができ、そ
れにより、ユーザは、バーコードが器械の後部に向くようこれを差し向けることができる
。上述の特徴を含む或る特徴により、ラックを経験が殆どないユーザであっても器械内に
挿入して配向することができる。適正なラックの配置は、ソフトウェアへのフィードバッ
クによって確認できる。幾つかの実施形態では、ラックは黒色であり且つ色彩堅牢性を有
するのがよく（例えば、色彩は、使用により又は１０％漂白剤溶液による洗浄によってそ
れほど劣化しないのがよい）、ラック材料は、システムの作動範囲全体にわたって０．１
ｍｍの範囲内において寸法安定性があるのがよい。ラックは、設計上、ラックを器械まで
運んだりこれから運んだりすることができ、平らな表面上に配置されたときにラックによ
り保持されている管からのこぼれが生じる恐れを最小限にし又はなくすための手段を備え
るのがよい。
【０４３９】
１次に、本システムに組込まれているリーダ及びＰＣＲヒータを参照すると、リーダは、
例えば経験が殆どないユーザであってもかかるユーザによるカートリッジの挿入及び取出
しを可能にする。カートリッジは、システム作動中、リーダ内に収納されたままの状態で
あるのがよい。幾つかの実施形態では、カートリッジバーコードは、カートリッジが不正
確に（例えば、上下逆さまに又は前後反対に）挿入されている場合、バーコードスキャナ
によって正しく読取られることがなく、かくして、システムは、カートリッジが不正確に
挿入されているときには、ユーザに指令を出してカートリッジをリーダ内に正しく再挿入
するようにすることができる。リーダ引き出しは、ピペット先端部による装入のために０
．５ｍｍの範囲内においてカートリッジを繰り返し配置することができる。リーダは、ソ
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フトウェア制御下において自動化引き出し機構によってカートリッジを装入位置から応動
及び検出位置に運ぶことができる。カートリッジのＰＣＲレーンをリーダトレイ及び引き
出し機構によって光学システムとヒータの両方に位置合わせすることができる。カートリ
ッジは、ＰＣＲチャネル及びワックスバルブの領域の平均圧力である約１ｐｓｉ以上でヒ
ータに等しく接触することができる。ヒータワイヤ結合部は、システム運動と干渉しない
よう損傷から保護できる。ヒータとカートリッジ及びカートリッジと光路の中心間位置合
わせは、±０．０１０インチ以内であるのがよい。リーダは、故障なく最低約８０，００
０回の機械的サイクル運動を行うことができる。
【０４４０】
　次に、本システムに組込まれている１つ又は２つ以上の溶解ヒータを参照すると、２４
個の溶解ステーションの各々のためのヒータは、個々にソフトウェア制御できる。溶解ラ
ンプ（ramp）時間（例えば、溶解管内の水が約２．５℃の温度から所与の温度に上昇する
のに要する時間）は、５０℃まで上昇するのに１２０秒未満、７５℃まで上昇するのに３
００秒未満であるのがよい。溶解温度（例えば、溶解管中に含まれている水で測定して）
を溶解ヒータにより、所望の温度の±３℃以内に維持するのがよい。達成可能な溶解温度
範囲は、約４０℃～約８０℃であるのがよい。溶解ヒータの各々は、作動中、約１６ワッ
ト以上の電力を消費する場合がある。溶解ヒータは、溶解管への熱伝達を最大にすると共
に部品の公差に対応するように設計されているのがよい。溶解ヒータにより、溶解管は、
磁石と直接的な接触関係をなすことができる（本明細書において詳細に説明する）。溶解
ヒータは、組立の際、水平面において調節可能にあるのがよく、システムの取付けカバー
の邪魔にならないのがよい。
【０４４１】
　次に、本システムに組込まれている磁石を参照すると、溶解及び磁石関連機構は、ラッ
クの下に嵌まることができ、ラック挿入又は位置合わせの邪魔にならないのがよい。磁石
は、高線束磁石（例えば、所与の溶解管内で測定した磁束が１，０００ガウス以上である
）であるのがよく、９００μＬの容積まで充填された溶解管のうちの１本又は２本以上内
での磁気ビーズ分離を達成するのに十分な距離移動可能である。磁石は、約１ｍｍ／秒～
約２５ｍｍ／秒の運動速度でソフトウェアにより制御可能であるのがよい。ヒータ及びコ
ントローラ組立体の一部として設けられた電線類は、収納されると共に潜在的なこぼれ（
例えば、溶解管からのこぼれ）から保護されるのがよい。磁石は、使用していないとき、
溶解管の底部から約１．２５インチ（３．１８ｃｍ）以上離れたところに設けられるのが
よく、又、溶解管との接触具合を最大にする一方で詰まりを阻止するような仕方で保持さ
れるのがよい。
【０４４２】
　幾つかの実施形態では、本システムエンクロージャは、ユーザが器械の機能を視認する
ことができるよう器械の前に半透明の蓋（例えば、半透明な取付け具及び／又はハードウ
ェア付き）を有する。蓋は、会社及び／又は製品ロゴ及び掴むことができる取っ手（例え
ば、ユーザが蓋を持上げることができるようにする）を有するのがよい。閉じられると、
蓋は、１５ポンド以下の開放力（例えば、取っ手の底縁部の中心のところでドア回転に対
して接線方向に測定した場合）を有するのがよく、取っ手ロックに打ち勝って蓋を閉鎖位
置に戻すのに約５ポンド以下の力（例えば、取っ手のところで且つドア回転に対して接線
方向に加えられる）が必要であるように開放（例えば、「アップ」）位置にロック可能で
ある。蓋は、電力が加えられていない場合常態ではロックされており、システムが蓋の状
態（例えば、開放状態又は閉鎖状態）をモニタすることができるようにする２つの安全蓋
ロックを有するのがよい。蓋は、蓋が開放位置と閉鎖位置との間に位置しているときに落
下しないように設計されているのがよい。エンクロージャは、器械の右側に設けられた電
力スイッチを有するのがよい。電力コードが、器械の位置決めによってはコードが損傷せ
ず或いは偶発的な切り離しが生じないようエンクロージャから突き出るのがよい。エンク
ロージャは、ユーザが例えば可動部品、高い磁界、通電状態の電気接続部等に接触するの
を阻止するのがよい。エンクロージャは、エンクロージャの下側とテーブルトップとの間
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に約０．７５インチ（１９．０５ｍｍ）以上の隙間を提供するようエンクロージャの下面
に設けられた４つの支持脚を有するものがよい。エンクロージャは、外部アクセサリ接続
部、例えばディスプレイポート、イーサネット（登録商標）ポート、４ＵＳＢポート等へ
の接近を可能にする凹み領域を有するのがよい。
【０４４３】
　次にＰＣＲシステム中に組込まれた冷却サブシステムを参照すると、ユニットの前部に
は空気取り入れ口が設けられるのがよく、ユニットの頂部の後部には空気排出口が設けら
れるのがよい。取り入れ空気は、空気取り入れ口を通過し、そしてフィルタエレメント（
例えば、取外し可能且つ洗浄可能なフィルタエレメント）を通ることができる。冷却サブ
システムは、内部空気温度（例えば、試薬ストリップ、例えば、符号１，１２，２４で示
された試薬ストリップの表面のところ、ＰＣＲカートリッジの表面のところ等で測定され
た温度）を周囲空気温度よりも約１０℃以下高い温度状態に維持することができる。冷却
サブシステムは、内部空気温度を約３０℃又はそれ以下に維持することができる。冷却サ
ブシステムの一部として設けられた１つ又は２つ以上の冷却ファンは、ファン１つ当たり
約５．７ワット以下の電力を必要とする場合がある。
【０４４４】
　幾つかの実施形態では、本システムは、内部サブアセンブリ（台を除く）に設けられた
カバーを有するのがよい。カバーは、軟らかい布に浸した１０％漂白剤溶液でそれほど劣
化しないでクリーニング可能であるのがよい。カバーは、ユーザと本システムに組込まれ
た電子且つ可動機械的組立体との間に安全バリヤを提供することができる。内部サブアセ
ンブリに設けられたカバーは、カバーの下の空気流を最大にすると共にカバーの上の空気
流を最小にすることにより内部サブアセンブリの冷却具合を最大にするように設計されて
いるのがよい。カバーは、修理係員によって取外し可能であるのがよく、かかるカバーは
、エンクロージャの色及び表面模様とマッチしているのがよい。
【０４４５】
　幾つかの実施形態では、本システムは、約１５℃～約３０℃の温度範囲内で且つ非凝縮
相対湿度範囲（例えば、約１５％～約８０％の相対湿度）で作動するように設計されてい
るのがよい。分析装置は、－２０℃以上における２４時間以内にわたる貯蔵、６０℃以下
における２４時間にわたる貯蔵及び／又は約５０，０００フィート以下（例えば、水銀柱
３．４インチ（８．６４ｃｍ））における２４時間にわたる貯蔵後においても損傷を受け
ないで作動するように設計されているのがよい。本システムは、設計上、輸送中、器械を
損傷する恐れのある運動を阻止する手段を備えるのがよい。本システムは、ASTM D 4169-
05，DC12に記載された輸送規格に合致するのがよく、本システムは、ベースプレートを輸
送パレットにしっかりと取付けることができるように設計されているのがよい。器械のラ
ック及びエンクロージャは、１０％漂白剤溶液による毎日のクリーニングによっては劣化
せず又は損傷を受けないように設計されている。システムのサブアセンブリへの電力は、
内部電源により供給可能である。例示の電源は、入力として約４７～約６３Ｈｚにおいて
約９０～約２６４Ｖacで約１５９０ワットを入力として受取ることができ、そして、１２
５０ワットの出力をサブアセンブリに供給することができる。
【０４４６】
　幾つかの実施形態では、本システムは、器械の右側に設けられた電力スイッチ（例えば
、ロッカー型スイッチ）、１つ又は２つ以上のインタフェース構成要素及び／又は１つ又
は２つ以上のインタフェースポートを有するのがよい。例えば、システムは、改造力が１
２８０×１０２４画素であり、カラーが１６ビットの１５インチＬＣＤディスプレイモニ
タを有するのがよい。システムはまた、他のディスプレイモニタ、例えばサイズ、解像力
及び／又は色の深みが増大したディスプレイモニタを有してもよい。ＬＣＤディスプレイ
は、ＶＧＡ接続方式によりシステムに接続されるのがよい。システムは、白色２ボタンＵ
ＳＢマウス、白色ＵＳＢキーボード、黒色ＳＪＴ電力ケーブル及び無停電電源を有するの
がよく、ＵＳＢを介してフィードバックが行われるのがよい。システムは、ＵＳＢカラー
プリンタ、２本のＵＳＢケーブル（例えば、プリンタに１本、ＵＰＳに１本）を更に有す
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るのがよい。システムは、例示のインタフェースポート、例えば４つのＵＳＢポート（例
えば、プリンティング装置、プリンタ、キーボード、ＵＰＳ、ＬＩＳへの接続のため）、
１つのＶＧＡポート（例えば、ＬＣＤディスプレイへの接続のため）及びエンクロージャ
の左側に設けられた１つのイーサネット（登録商標）ポート（例えば、ＰＣ接続のため）
を有するのがよい。IEC/EN 60320－11C14電力ポートをエンクロージャの右側に設けるの
がよい。
【０４４７】
　幾つかの実施形態では、本システムは、ユーザの安全を増すことを狙いとした特徴を有
するのがよい。例えば、台が運動している間且つ／或いは他の無停電プロセスが実行中に
ユーザのアクセスを阻止するためにドアインターロックが設けられるのがよい。システム
は、器械に設けられているユーザによる接近が可能な危険なコーナー部及び／又は縁の存
在を最小限に抑え又は無くすように設計されるのがよく且つ金属部品が適切に電気的にア
ースされるように設計されているのがよい。ユーザを可動部品及び／又は通電状態の電気
部品から保護すると共にシステム中に設けられている電子装置及びモータを例えばこぼれ
から保護するために板金又はプラスチックカバーを必要に応じて機械的及び電気的構成要
素を覆って設けるのがよい。
【０４４８】
〔実施例１９：例示の光学素子〕
　ＰＣＲ分析装置及び／又はシステムに用いられる光学素子の設計に関する例示の仕様を
本明細書において説明する。ＰＣＲシステムに関する追加の情報は、本明細書の別の箇所
に記載されている。ＰＣＲシステム中に設けられた光学検出システムは、１２レーン型マ
イクロ流体ＰＣＲカートリッジからのＰＣＲ蛍光をリアルタイムでモニタする１２レーン
型２色検出システムであるのがよい。このシステムは、励起光（例えば、青色及び琥珀色
ＬＥＤ光源）、１つ又は２つ以上の帯域フィルタ及び１つ又は２つ以上の合焦レンズを有
するのがよい。ＰＣＲ反応器（例えば、マイクロ流体カートリッジに組込まれている）か
らの放出蛍光は、経路を通って合焦レンズ中に捕捉され、そしてフィルタを通ってフォト
ダイオード上に捕捉される。各ＰＣＲレーンについて、問い合わせられた２つの色の各々
のための個々の専用固定光学素子がシステム中に組込まれている。
【０４４９】
　幾つかの実施形態では、検出限度は、入力ＰＣＲ反応混合物と１．１５の基線値までの
最小信号との反応当たり２０のＤＮＡコピーである。２色蛍光システムを例えばＦＡＭ（
又はその均等物）及びＣａｌ　Ｒｅｄ（又はその均等物）に用いるのがよい。このシステ
ムは、約２秒ごとに１つのデータポイントの最大レートにおいて約１００ｍｓ～約６００
ｍｓで蛍光データを収集する能力を備えるのがよい。ＰＣＲレーンからデータを収集する
際、隣り合うレーン中のＬＥＤは、サンプル採取すべきレーン中の信号を約１％以下（例
えば、０．５％）だけ増大させる。検出ノイズは、最大信号の約１％以下であるのがよい
。蛍光規格（例えば、部品番号14000009）によるレーン相互間蛍光変動は、暗電流補正蛍
光勾配（dark-current-corrected-fluorescence-slope）を用いて測定した場合に、ＦＡ
ＭとＣａｌ　Ｒｅｄの両方に関して３０％のＣｖ内に納まるのがよい。１２レーン付き光
学ブロックに関する平均暗電流補正蛍光勾配は、蛍光規格（部品番号14000009）を用いて
ＦＭＡについて約３０ｍＶ～約９０ｍＶ／（％青色ＬＥＤ電力当たり）であるのがよい。
１２レーン付き光学ブロックに関する平均暗電流補正蛍光勾配は、標準型蛍光カートリッ
ジ（部品番号14000009）を用いてＣａｌ　Ｒｅｄについて約７５ｍＶ～約３００ｍＶ／（
％琥珀色ＬＥＤ電力当たり）であるのがよい。各チャネルに関する平均励起電力を独立に
ソフトウェアによって約５％から約１００％まで変化させることができる。蛍光読取りに
影響を及ぼす読取り装置内で作動される光源は存在しないのがよい。幾つかの実施形態で
は、室内灯をターンオンし又はターンオフすることによっては、光学読みに影響は生じな
い。
【０４５０】
　幾つかの実施形態では、システムは、２色蛍光検出ユニットを約８ｍｍのピッチで１２
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回繰り返して設けた光学ブロックを有するのがよい。光学検出ブロックは、マイクロ流体
カートリッジの頂部上に位置決めされるのがよく、励起光及び放出光は、マイクロ流体カ
ートリッジのＰＣＲ窓を通って伝搬する。光学ブロックのアパーチュアは、約±２００ミ
クロンの範囲内でＰＣＲ反応器と位置が合うのがよい。ＬＥＤ及び光検出器を収容した光
学電子装置ボードは、光検出器の各々がその対応の光学レーンのボア内に引っ込められた
状態で、光学ブロックの頂部と面一をなして結合されるのがよい。マイクロ流体カートリ
ッジをシステム内に収納すると、光学ブロックは少なくとも約１ｐｓｉの平均圧力で約２
０～約３０ポンドの力をマイクロ流体カートリッジのアクティブな領域に及ぼすために使
用できる。
【０４５１】
　光学ブロックは、アルミニウムで作られるのがよく、光路長中に存在する表面は、自己
蛍光並びに光の散乱を最小にするよう陽極化されて黒色であるのがよい。各々の長さが約
１０ｍｍ、各々の幅が１ｍｍの１２個のスリットを備えたアパーチュアプレートは、例え
ば、励起光のサイズを制限すると共に背景蛍光を減少させるために利用できる。光学ブロ
ックの厚さは、１．１３５±０．００５インチ（２８．８３±０．１３ｍｍ）であるのが
よい。光学ブロックの底面は、マイクロ流体カートリッジに加わる圧力を一様にするため
に、±１ミルの範囲内で平らであるのがよい。アパーチュアは、光学ブロックの製造中及
びシステム中への光学ブロックの組込み中、清浄な状態に保たれると共にデブリが無いよ
うにすべきである。
【０４５２】
　幾つかの実施形態では、システムは、励起路の角度がＰＣＲカートリッジ表面の垂線に
対して５５±０．５インチ（１３９．７±１．２７ｃｍ）に等しい励起光学系を有するの
がよい。励起路中の光学素子の例示の１つの配列状態は、順番をいえば、ＬＥＤ、レンズ
、フィルタ、アパーチュア及びＰＣＲサンプルである。システムは、平坦な側部がＰＣＲ
サンプルの方に向いた状態で差し向けられた平凸励起レンズ（例えば、ＰＣＸ、６×９、
ＭｇＦ２ＴＳ）を用いるのがよい。光学系中には、レンズ及びフィルタをアパーチュアプ
レートよりも大きな光スポットを提供するようボア内に配置できるように設計可能なテー
パを備えた１つ又は２つ以上の励起路が設けられている。ＬＥＤ及びサンプルの配置箇所
は、設計が固定された利用可能な光学ブロック厚さを有しているので、固定されるのがよ
い。レンズ及びフィルタの配置箇所は、ＰＣＲレーンの長さに沿って約６ｍｍの励起スポ
ットサイズを提供するよう決定されるのがよい。励起光学系は、中心波長が約４７０ｎｍ
（青色）であり、半値幅が約７５ナノメートル以下（例えば、ＦＡＭ励起の場合）のＬＥ
Ｄ、例えばＬｕｘｅｏｎ部品番号LXK2-PB 14-NO0（例えば、ＦＡＭ励起の場合）を有する
のがよい。励起光学系は、中心波長が約５７５ｎｍ（琥珀色）であり、半値幅が約７５ナ
ノメートル以下（例えば、Ｃａｌ　Ｒｅｄ励起の場合）のＬＥＤ、例えばＬｕｘｅｏｎ部
品番号LXK2-PL12-Q00 （例えば、Ｃａｌ　Ｒｅｄ励起の場合）を有するのがよい。励起光
学系で用いられるＬＥＤは、約５年間以上又は約１０，０００サイクルにわたり安定した
ままであるのがよい。
【０４５３】
　システムは、放出光路の角度がＰＣＲカートリッジ表面の垂線に対し約１５±０．５イ
ンチ（３８．１±１．２７ｃｍ）に等しい放出光光学系を有するのがよい。放出光経路中
の光学素子の例示の１つの配列は、順序として、ＰＣＲサンプル、アパーチュア、フィル
タ、レンズ及び光検出器である。放出光レンズは、平らな側部が光検出の方に向けて差し
向けられた平凸（例えば、ＰＣＸ、６×６、ＭｇＦ２ＴＳ）であるのがよい。放出光光学
系は、フィルタ及びレンズのぴったりとした配置を可能にしながら検出される光を最大に
するように設計されているのがよいテーパを備えた放出光路用の１つ又は２つ以上のボア
を含むのがよい。サンプルに対する光検出器の配置箇所は、設計が固定された利用可能な
光学ブロック厚さを有することができるので固定可能である。レンズ及びフィルタの配置
箇所は、ＰＣＲレーンの長さに沿って６ｍｍの放出光スポットサイズを提供するよう決定
できる。放出光光学系に使用できる例示の光検出器は、レンズＳ２３８６－１８Ｌ付きの
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ハママツ・シリコン・フォトデテクタ（Hamamatsu Silicon Photodetector）である。
【０４５４】
　幾つかの実施形態では、システムは、直径が約６．０±０．１ｍｍ、厚さが約６．０±
０．１ｍｍであり、約４ｍｍ以下の直径を備えた透明なアパーチュアを有する１つ又は２
つ以上のフィルタを有するのがよい。フィルタは、取付けリング内への嵌め込みに先立っ
て実施された黒化エッジ処理部を有するのがよい。設けられる場合、取付けリングは、金
属であり、陽極化されて黒色であるのがよい。フィルタは、表面品質がMil-C-48497Aに準
拠したＦ／Ｆ、約０°のＡＯＩ、約＋８°の１／２円錐ＡＯＩの光学ガラスで作られるの
がよく、しかも、システムの推奨作動範囲内で湿度及び温度安定性があるのがよい。例示
のフィルタは、バーモンド州０５３０１所在のオメガ・オプティカル・ブラットルボロ（
Omega Optical Brattleboro）から入手できる。
【０４５５】
　本システムは、例えばＦＡＭ励起に用いられるオメガ部品番号４８１ＡＦ３０‐ＲＥＤ
‐ＥＸＣ（例えば、図面番号２００６６６２）を備えた１つ又は２つ以上のＦＩＴＣを備
えた１つ又は２つ以上のＦＩＴＣ励起フィルタ（Exciter Filters）（例えば、PN1400000
1）を有するのがよい。これらフィルタは、約４６６±４ｎｍのカットオン波長及び約４
９６＋０／－４ｎｍのカットオフ波長を有するのがよい。この種のフィルタの透過率は、
ピークの約６５％以上であるのがよい。これらフィルタは、約４３９ｎｍまでの紫外線の
波長についてはＯＤ４以上、約６５１ｎｍ～約１０００ｎｍの波長についてはＯＤ４以上
、約５０１ｎｍ～約６１０ｎｍの波長についてはＯＤ５以上、約５０３ｎｍ～約５８０ｎ
ｍの波長については理論上ＯＤ８以上の遮断移行率を有するのがよい。
【０４５６】
　本システムは、例えばＣａｌ　Ｒｅｄ励起に用いられるオメガ部品番号５８２ＡＦ２５
－ＲＥＤ－ＥＸＣ（例えば、図面番号２００６６６４）を備えた１つ又は２つ以上のアン
バー（Amber ）・エクサイタ・フィルタ（例えば、PN2006664 ）を有するのがよい。これ
らフィルタは、約５６９±５ｎｍのカットオン波長及び約５９４＋０／－５ｎｍのカット
オフ波長を有するのがよい。この種のフィルタの透過率は、ピークの約７０％以上である
のがよい。これらフィルタは、約６００ｎｍ～約７００ｎｍの波長については理論上ＯＤ
８以上の遮断移行率を有するのがよい。
【０４５７】
　本システムは、例えばＦＡＭ励起に用いられるオメガ部品番号５３４ＡＦ４０‐ＲＥＤ
‐ＥＸＣ（例えば、図面番号２００６６６３）を備えた１つ又は２つ以上のＦＩＴＣエミ
ッタ・フィルタ（例えば、PN14000005）を有するのがよい。これらフィルタは、約５１４
±２ｎｍのカットオン波長及び約５５４＋０／－５ｎｍのカットオフ波長を有するのがよ
い。この種のフィルタの透過率は、ピークの約７０％以上であるのがよい。これらフィル
タは、約５０７ｎｍまでの紫外線の波長についてはＯＤ５以上、約４００ｎｍ～約５０４
ｎｍの波長については理論上ＯＤ８以上、約５９３ｎｍ～約７６５ｎｍの波長については
平均ＯＤ４以上の遮断移行率を有するのがよい。
【０４５８】
　本システムは、例えばＣａｌ　Ｒｅｄ励起に用いられるオメガ部品番号６２７ＡＦ３０
‐ＲＥＤ‐ＥＸＣ（例えば、図面番号２００６６６５）を備えた１つ又は２つ以上のアン
バー・エミッタ・フィルタ（例えば、PN14000006）を有するのがよい。これらフィルタは
、約６１２＋５／－０ｎｍのカットオン波長及び約６４２±－５ｎｍのカットオフ波長を
有するのがよい。この種のフィルタの透過率は、ピークの約７０％以上であるのがよい。
　これらフィルタは、約６０５ｎｍまでの紫外線の波長についてはＯＤ５以上、約５５０
ｎｍ～約６００ｎｍの波長については理論上ＯＤ８以上、約６６７ｎｍ～約９００ｎｍの
波長については平均ＯＤ５以上の遮断移行率を有するのがよい。
【０４５９】
〔実施例２０：例示の酸素カートリッジ〕
　マイクロ流体カートリッジの設計及び組立に用いられる例示の仕様及び例えば本明細書
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において説明するシステムにおけるカートリッジの使用に関する例示の取扱い説明につい
て本明細書において説明する。幾つかの実施形態では、一反応容積当たり２０コピーに等
しい最大検出限度（例えば、２０コピー／４μ）を有するのがよく、標的検出は、一反応
容積当たり１０コピーである。カートリッジは、４０分以内に４５回の反応サイクル（例
えば、４０分で４５サイクル、２０分で４５サイクル、１５分で４５サイクル等）を行う
ことができる。カートリッジは、例えばＦＡＭ（又はその均等物）及びＣＡＬ　ＲＥＤ（
又はその均等物）蛍光色素を用いる２色検出を利用するのがよい。かかるカートリッジを
用いて得られた結果を標準型リアルタイムＰＣＲ器械を用いて得られた結果と比較した。
【０４６０】
　幾つかの実施形態では、カートリッジは、典型的な実験室手順に従って処分できる１回
使用の使い捨てカートリッジであるのがよい。カートリッジは、長さが４．３７５インチ
（１１．１１３ｃｍ）、幅が２．８００インチ（７．１１２ｃｍ）、厚さが０．０９４±
０．００５インチ（２．３９±０．１３ｍｍ）であるのがよい。カートリッジは、カート
リッジが例えば本明細書において説明するシステムとインタフェースを取ることができる
ようにする特徴を有するのがよい。例示のインタフェースを取る例示の特徴としては、Ｐ
ＣＲチャネル壁及びＰＣＲ反応器（例えば、カートリッジ内に収納されている）と検出シ
ステム（例えば、分析装置）との間の励起光及び放出光の容易な伝搬を可能にする十分に
研磨された（ＳＰＩ　Ａ１／Ａ２／Ａ３）ＰＣＲチャネル上のマイクロ流体基体の頂部が
挙げられる。カートリッジは、カートリッジの底部に設けられていて、分析装置とインタ
フェースを取る熱的インタフェースを有するのがよい。熱的インタフェースは、ヒータウ
ェーハから例えばカートリッジのＰＣＲチャネルへの熱伝達を促す薄いラミネート（例え
ば、厚さ１５０ミクロン未満、厚さ１００ミクロン未満等）を有するのがよい。
【０４６１】
　カートリッジは、例えば分析装置との１つ又は２つ以上の機械的インタフェースを有す
るのがよい。例えば、カートリッジは、コーナー部のうちの１つ又は２つ以上に設けられ
ていて、分析装置のヒータモジュールに設けられた形状物と対応関係をなして嵌合するこ
とができる切り込みを有するのがよい。切り込み及びこれと対応した形状物により、カー
トリッジを例えば本明細書において説明するシステムのトレイ内に１つのやり方でのみ配
置することができる。幾つかの実施形態では、カートリッジは、コーナー部のうちの１つ
に単一の切り込みを有し、残りの３つのコーナー部は、分析装置内へのカートリッジの配
置を容易にするために１ｍｍの最小アールを有する。使用の際（例えば、本明細書におい
て説明するシステム内に配置されて、例えばＰＣＲのような機能を実行する際）、カート
リッジを光学ブロックにより一方の側部が約１ｐｓｉ以上（例えば、０．９９ｐｓｉ、１
．２ｐｓｉ等）の圧力でヒータウェーハ（反対側の側部に当てて位置決めされている）に
押し付けられるのがよい。分析装置のトレイ内に配置されると、カートリッジは、ユーザ
がカートリッジを分析装置トレイ内に容易に配置したりこれから容易に取出したりするこ
とができるよう±２００ミクロンの位置合わせ勾配を有するがよい。カートリッジは、加
熱面がトレイの基準面の下に延びることができるよう２つの棚部を有するのがよく、これ
ら棚部は、各々、幅が１ｍｍであり、カートリッジの２つの長い縁部に沿って設けられる
。
【０４６２】
　幾つかの実施形態では、カートリッジは、以下の機能上の仕様を有するのがよい。カー
トリッジは、例えばカートリッジの頂面からの高さが１ｍｍの円錐の形をした入口孔を有
するのがよい。円錐は、円錐の頂部のところの内径が３ｍｍであるのがよく、この円錐は
、入口円錐が流体結合されたマイクロチャネル（例えば、入口チャネル）の幅にマッチす
る直径まで下方にテーパしているのがよい。入口チャネルは、入口孔を例えば内容積が約
４．２５μｌ～４．７５μｌ（例えば、４．２２μｌ、４．５μｌ、４．７５μｌ等）の
ＰＣＲ反応器に流体結合するのがよい。出口マイクロ流体チャネルは、ＰＣＲ反応器をオ
ーバフローチャンバに流体結合するのがよい。カートリッジは、出口通気部孔を更に有す
るのがよい。
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【０４６３】
　入力ＰＣＲサンプル（例えば、反応混合物）は、一ＰＣＲレーン当たり約６．０～７．
０μｌ（例えば、一レーン当たり５．９μｌ、一レーン当たり６．４μｌ、一レーン当た
り７．１μｌ等）であるのがよく、かかる入力ＰＣＲサンプルは、例えばピペットによっ
て入口孔を通りカートリッジ中に導入されるのがよい。反応混合物は、入口チャネルを経
てＰＣＲ反応器に運ばれるのがよく、ここで、反応混合物を隔離して（例えば、バルブに
よって封止して）熱サイクル作動中、反応混合物の蒸発又は運動を阻止するのがよい。混
合物をいったんチャンバ内に封入すると、分析装置は、反応混合物の何割か又は全て（例
えば、４．５μｌ、反応チャンバの内容積部に等しい流体の量等）について多重化リアル
タイムＰＣＲを開始することができる。
【０４６４】
　カートリッジのマイクロ流体基体は、以下の仕様のうちの１つ又は２つ以上を有するの
がよい。マイクロ流体基体の材料は、光学的に透明であるのがよく（例えば、ＡＳＴＭ　
Ｄ１００３に準拠して約９０％以上の光伝送率を有すると共に厚さが３ｍｍであること等
である）、厚さ２ｍｍのＺＥＯＮＯＲ１４２０Ｒによって放出された自己蛍光より低い自
己蛍光を有するのがよく、約１．５３の屈折率（ＡＳＴＭ　Ｄ５４２）を有するのがよい
。マイクロ流体基体の材料は、カートリッジのマイクロ流体ネットワークに必要な特徴の
射出成形に適している。かかる材料は、好ましくは、あらゆるＰＣＲ作用物質と適合性が
あり、撓んだり或いは溶けたりすることなく、最高約１３０℃までの温度に約５分間以上
にわたり耐えることができる。カートリッジは、基体のコーナー部のうちの１つ又は２つ
以上（好ましくは２つ）に設けられていて、ハンディラボ製造機器によって認識可能な指
標を有するのがよい。カートリッジは、カートリッジの機能（例えば、ＰＣＲ）を実行す
るのに必要な流体構成要素（例えば、マイクロチャネル、バルブ、エンド通気部、試薬入
口孔、反応チャンバ等）を有するのがよい。
【０４６５】
　基体材料の追加の特徴は、以下のに記載のうちの１つ又は２つ以上を有するのがよい。
約１ｍｍの最小隙間を密封状の成功（例えば、分析装置に対する）を保証すると共に組立
中における取付けを単純化することができるよう機能特徴部相互間に設計するのがよい。
カートリッジは、例えば金型寿命を延ばすために小さい流体経路端部の下にドッグボーン
（犬に与える骨の形をした部分）を有するのがよい。微小ツール表面の底部は、ざらざら
にされているのがよい（例えば、蒸気噴射、ＥＤＭ等により）。基体材料は、ラベルによ
り接着可能である。
【０４６６】
　幾つかの実施形態では、カートリッジに用いられる密封テープは、次の仕様のうちの１
つ又は２つ以上を有するのがよい。ラミネートをマイクロ流体基体の底部に容易に堆積さ
れるのがよい。ラミネートの材料は、好ましくは、ピンホールが無い。材料及び接着剤は
、好ましくは、ＰＣＲ反応化学的性質と適合性がある。用いられるラミネート材料及びグ
ルーは、自己蛍光を起こしてはならない。かかる材料は、粘着性を失わず、撓まず、溶融
せず、或いはカートリッジに過度の応力を加えることなく、最高１３０℃までの温度に５
分間にわたり耐えることができる。気泡は、マイクロ流体基体への堆積後において加熱（
例えば、５分間かけて１３０℃までの加熱）の際に接着剤装置用に生じてはならない。ラ
ミネートは、例えば迅速な熱伝達を可能にするよう厚さが５ミル未満であることが必要で
ある。
【０４６７】
　カートリッジ中に設けられる耐熱性ワックスは、次の性質を有するのがよい。ワックス
は、約９０±３℃（例えば、８７℃、９０℃、９３．１℃等）の融点を有するべきであり
、ＰＣＲ反応と生体適合性があるべきであり、マイクロ流体基体材料と湿潤性があるべき
であり、しかも例えば、１００℃で２０ｍｍ2／ｓの粘度のメルト（溶融体）粘度範囲及
び２５℃で８ｄｍｍの硬さを有するべきである。カートリッジの主ラベルは、以下の特徴
を有するのがよい。かかるラベルは、２～４ミルの厚さを有し、微小特徴部に対する適当
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な結合性を有すると共にバルブの周りを密封し、１つ又は２つ以上のＰＣＲ窓のための切
れ目及び分析装置からのカートリッジの取出しを助けるタブ（接着剤が施されていない）
を有するのがよい。主ラベルは、頂面に対する摩耗抵抗を有し、印刷可能であるのがよい
。主ラベルは、このラベルがバルブの適正な作動のためにバルブ孔を完全に覆うための上
側及び下側位置合わせパターンを有するのがよい。
【０４６８】
　カートリッジは、カートリッジの頂部に堆積されていて、カートリッジが分析装置内に
収納されている間にバーコード読取り装置（例えば、分析装置内に組込まれているバーコ
ード読取り装置）によって読取り可能なバーコードラベルを有するのがよい。バーコード
ラベルは、製品名称、ロッド番号、使用期限、バーコード（２Ｄ）を有するのがよく、印
刷可能であるのがよい。追加的に又は代替的に、バーコードは、レーザ又はインクジェッ
ト型プリンタを用いて主カートリッジラベルに直接施されてもよい。
【０４６９】
　カートリッジが組込まれた包装材は、次のもの、即ち、パッケージラベル、カートン、
カートンラベル及び／又は取扱い説明のうちの１つ又は２つ以上を有するのがよい。包装
材は、印刷可能又はラベル取付け可能であるのがよく、プラスチック袋、収縮／引き伸ば
しラップバッグ等の内部に配置可能であり、１つが２４個から成る群をなして積み重ね可
能である。重要なシール無しのカートリッジの袋詰めは、ほこりによる汚染がない状態に
保たれる必要がある。
【０４７０】
　カートリッジは、カートリッジ内部の物質の流れを開始させ、停止させると共に／或い
は制御する１つ又は２つ以上のバルブ（例えば、温度制御ワックス含有バルブ）を有する
のがよい。バルブの中に入っているワックスは、バルブチャネルの幅の半分よりも大きな
直径を有する気泡の取り込みが生じないのがよい。バルブチャネルは、空気ポケットを有
するのがよい。ワックスは、活性化に先立って流体経路中に入り込むことはない。流体経
路へのフレアの開始に合わせて充填されるのがよい。
【０４７１】
　カートリッジは、マイクロチャネル及び孔を有するのがよく、孔は、１７５μｌピペッ
ト先端部と容易に且つ漏れなくインタフェースを取ることができる寸法形状のものである
。幾つかの例では、孔のサイズは、直径が約２００μｍ～約４０００μｍである。マイク
ロチャネルは、幅が約５０μｍ～約１５００μｍであり高さが約５０μｍ～約１０００μ
ｍであるのがよい。
【０４７２】
　カートリッジは、カートリッジ内の流体の流れ（例えば、マイクロチャネル、反応器チ
ャンバ等を通る）を制御するバルブを有するのがよい。バルブの縁部、段部及び全体的な
幾何学的形状は、ワックスの装填中に必要な正確な流量及び／又は停止を促進するように
設計されているのがよい。バルブの幾何学的形状は、ワックス小出し機器の制約（例えば
、７５ｎＬの容積の＝／－２５％）に対応するように設計されているのがよい。幾つかの
実施形態では、バルブに設けられているステップダウン空気チャンバは、ワックスの装填
を助けるよう漏斗の形をしており、残りの幾何学的形状は、漏斗の底部からワックスが停
止する終点まで減少している。バルブが使用中、ブロック内に流入するようにする経路は
、十分に細いのがよく（例えば、幅及び深さが１５０～２００ミクロン）、バルブを使用
中に作動させると、効果的に密封を行うのに十分な長さを有するのがよい。バルブ内のワ
ックスの温度は、約９０℃であるのがよい。使用中、マイクロチャネルの一部分を遮断す
るために、バルブは、熱サイクル作動中における流体の蒸発及び／又はＰＣＲからの流体
の物理的移動を阻止するよう密封を行うのがよい。
【０４７３】
　カートリッジは、サンプルに対してＰＣＲを行うための１つ又は２つ以上のＰＣＲ領域
を有するのがよい。ＰＣＲ領域（例えば、ＰＣＲ反応器）内のチャネルは、チャネルの内
容物の温度がアニール温度の約１℃の範囲内で一定のままであるように設計されているの
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がよい。チャネル壁は、ＳＰＩ　Ａ１／Ａ２／Ａ３の研磨度を有するのがよい。
【０４７４】
　幾つかの実施形態では、カートリッジは、約５０°Ｆ～約８０°Ｆ（約１５℃～約３０
℃）の温度範囲内で且つ約１５％相対湿度から約８０％相対湿度までの湿度範囲内で診断
試験を行うことができるように設計されている。カートリッジは、屋内使用時に安全且つ
機能的であり、２０００ｍ以下の高度で用いられ、非凝縮湿度条件（例えば、最高３１℃
までの温度について８０％の最大相対湿度から４０℃における５０％相対湿度まで）下に
おいて使用されるように設計されている。
【０４７５】
　使用にあたり、カートリッジ中に作られたＰＣＲ生成物は、例えば相互汚染の恐れを最
小にするために使用済みカートリッジ内に留まるのがよい。カートリッジは、カートリッ
ジの包装の間、カートリッジの４フィート（１．２２ｍ）の落下であっても、カートリッ
ジが損傷しないように設計されているのがよい。カートリッジは、以下の条件への暴露後
であっても損傷なしに働くように設計されている。カートリッジは、定格保存寿命の間４
℃～４０℃で貯蔵すべきである。－２０℃～４℃又は４０℃～６０℃の温度への暴露が、
２４時間以下の期間にわたり生じるはずである。カートリッジは、航空輸送に典型的な空
気圧力変化に耐えることができる。
【０４７６】
　カートリッジは、以下の情報がラベル表示されるのがよい（例えば、カートリッジを識
別するため、規則遵守するため等）。ラベルは、該当する場合には「研究のための使用に
限られる（Research Use Only）」ラベル及び該当する場合にはＣＥマークを含むのがよ
い。ラベルは、会社名称及びロゴ（例えば、ＨａｎｄｙＬａｂ（登録商標））、部品番号
（例えば、55000009）、部品名称（１２×カートリッジ‐通気部無し）、ロット番号（例
えば、ＬＯＴ１２３４５６）、有効期限日（例えば、０６／２０１５）、書込みスペース
、バーコード仕様（別の箇所に記載されている）によるバーコード及び／又は“HandyLab
, Inc., Ann Arbor, MI 48108 USA”を有するのがよい。
【０４７７】
　カートリッジは、例えば、部品番号（例えば、55000009）、部品名称（１２×カートリ
ッジ‐通気部無し）、量（例えば、２５）、オプションとしてＵＰＣコード“Manufactur
ed by HandyLab, Inc., Ann Arbor, MI 48108 USA”、貯蔵限度を示すカートンラベル、
ＣＥマーク（該当する場合）及び／又はＡＲ名称及び住所のような情報を含むのがよいカ
ートン内に納められるのがよい。
【０４７８】
　カートリッジ包装材は、多数のカートリッジを互いに固定するペーパーラップ及び例え
ば振動に起因する損傷を阻止するための清潔なパッケージ充填物を有するのがよい。カー
トリッジ輸送用カートンは、例えばＡＳＴＭ６１５９の遵守のような特徴を含むのがよく
、任意の方向に貯蔵でき、カートンが冷凍物であり又は壊れ物であるというラベル表示は
不要であり、追加の冷パックは不要であってよい。カートリッジの保存寿命は、１２ヶ月
以上である。
【０４７９】
　カートリッジは、ＩＥＣ６１０１０（ＮＲＴＬ試験）に適合しているのがよく、ＦＤＡ
一覧表示は、臨床的配布に必要な場合がある。臨床的ラボ装置に用いられるカートリッジ
は、あらゆる品質上のシステム要件を満たすのがよい。市販の装置において研究だけに仕
様されるカートリッジは、全てのハンディラボ品質システム件を満たすのがよい。研究の
ための使用だけ（アルはまたはベータ試験）用のカートリッジは、設計／製造に関しＤＨ
Ｒ（製造記録）に帰することができるのがよい。
【０４８０】
　上述の説明は、本発明の種々の側面を説明することを意図している。本明細書において
説明した例は、本発明の範囲を限定するものではない。今や技術を完全に説明したが、特
許請求の範囲に記載された本発明の精神又は範囲から逸脱することなく、かかる技術の多
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くの変更及び改造を行うことができるということは当業者には明らかであろう。
　例えば、以下のような形態であってもよい。
〔形態１〕
　診断装置であって、
　複数の核酸含有サンプルから核酸を同時に抽出するように構成された第１のモジュール
と、
　前記複数の核酸含有サンプルから抽出された核酸を同時に増幅するように構成された第
２のモジュールと、を有し、
　前記第１のモジュールは、１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラックは、多数のサン
プル及びそれに対応する数のホルダを受入れるように構成され、各ホルダは、プロセスチ
ャンバと、廃棄物チャンバと、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、及び１つ又は２つ
以上の入れ物を有し、前記１つ又は２つ以上の入れ物は、入れ物ごとに、サンプルからの
核酸の抽出を実行するのに十分な量の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、
　前記第１のモジュールは、更に、各前記ホルダのプロセスチャンバに対して移動するよ
うに構成された磁気セパレータと、前記プロセスチャンバの各々を独立に加熱するように
構成されたヒータ組立体と、２つ又は３つ以上の前記ホルダにおける流体移送作業を同時
に実行するように構成された液体ディスペンサと、を有し、
　前記第２のモジュールは、１つ又は２つ以上のベイを有し、各ベイは、マイクロ流体カ
ートリッジを受入れるように構成され、前記マイクロ流体カートリッジは、多数のサンプ
ルから抽出された核酸を別々に受入れて別々に増幅するように構成され、
　前記第２のモジュールは、更に、１つ又は２つ以上の検出システムを有する、診断装置
。
〔形態２〕
　前記多数の核酸含有サンプルの各々がどういうものであるかをチェックするように構成
されたサンプル識別検査機構を更に有する、形態１に記載の装置。
〔形態３〕
　前記サンプル識別検査機構は、光学式文字読取り装置、バーコード読取り装置、及び無
線周波タグ読取り装置から選択される、形態２に記載の装置。
〔形態４〕
　前記液体ディスペンサは、４つのヘッドを有し、各ヘッドは、ホルダ内の前記１つ又は
２つ以上のピペット先端部からピペット先端部を受入れるように構成されている、形態１
に記載の装置。
〔形態５〕
　２つのヘッドが同じホルダからピペット先端部を受入れるわけではない、形態４に記載
の装置。
〔形態６〕
　前記液体ディスペンサは、３つの並進自由度を備えた台に取付けられる、形態１に記載
の装置。
〔形態７〕
　前記液体ディスペンサ、前記ヒータ組立体、及び前記磁気セパレータの作動を制御する
ように構成された電子回路を更に有する、形態１に記載の装置。
〔形態８〕
　前記電子回路は、前記液体小出しヘッドの作動を制御する、形態７に記載の装置。
〔形態９〕
　前記電子回路は、前記ヒータ組立体が前記プロセスチャンバに独立に熱を加えるように
するように構成されている、形態７に記載の装置。
〔形態１０〕
　前記電子回路は、前記磁気セパレータが各ホルダの前記プロセスチャンバに対して繰り
返し動くようにするように構成されている、形態７に記載の装置。
〔形態１１〕
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　前記ホルダは、取外し可能である、形態１に記載の装置。
〔形態１２〕
　前記ホルダは、１回使用に適しており、使い捨てである、形態１に記載の装置。
〔形態１３〕
　前記磁気セパレータは、前記プロセスチャンバに対して繰り返し動くように構成されて
いる、形態１に記載の装置。
〔形態１４〕
　２つのラックを有する、形態１に記載の装置。
〔形態１５〕
　サンプルの数は、１２個である、形態１に記載の装置。
〔形態１６〕
　前記第２のモジュールは、ＰＣＲによって前記核酸を増幅するように構成されている、
形態１に記載の装置。
〔形態１７〕
　前記検出システムは、１色から４色までを検出する専用光学検出システムを含む、形態
１に記載の装置。
〔形態１８〕
　前記検出システムは、標的核酸及び対照からの光を独立に検出するように構成された専
用の２色光学検出システムを含む、形態１に記載の装置。
〔形態１９〕
　２つのベイ及び２つの検出システムを有する、形態１に記載の装置。
〔形態２０〕
　１つのベイ当たり１つの検出システムを有する、形態１に記載の装置。
〔形態２１〕
　単一の検出システムを有し、前記単一の検出システムは、マイクロ流体カートリッジ全
体を走査する検出器を有する、形態１に記載の装置。
〔形態２２〕
　検出器装置が、蛍光色素の吸光帯に属する光を放出する光源と、前記蛍光色素の発光帯
に属する光を検出する光検出器とを有し、前記蛍光色素は、蛍光ポリヌクレオチドプロー
ブ又はその断片に結合する、形態１に記載の装置。
〔形態２３〕
　前記光検出器は、前記蛍光色素の前記吸光帯に属する光を選択的に放出し、前記蛍光色
素の前記発光体に属する光を選択的に検出する、形態２２に記載の装置。
〔形態２４〕
　前記電子回路は、前記検出器を作動させて前記ベイ内に受入れられた前記マイクロ流体
カートリッジ内のポリヌクレオチド又はそのプローブを検出するようプログラム可能であ
る、形態７に記載の装置。
〔形態２５〕
　前記ホルダの各々は、プロセス管と、サンプル調製試薬、ＰＣＲ試薬、及び１つ又は２
つ以上の液体試薬のための１つ又は２つ以上の入れ物と、廃棄物管と、１つ又は２つ以上
のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソケットと、前記１つ
又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シースとを有
する、形態１に記載の装置。
〔形態２６〕
　前記ピペットシースは、４つのピペット先端部を保持するように構成されている、形態
２５に記載の装置。
〔形態２７〕
　前記ホルダの各々は、識別子を有する、形態１に記載の装置。
〔形態２８〕
　前記識別子は、バーコードである、形態２７に記載の装置。
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〔形態２９〕
　前記ホルダは、凍結乾燥ＰＣＲ試薬を収容している、形態１に記載の装置。
〔形態３０〕
　前記ホルダは、第１の分析物を検出するのに適した第１の凍結乾燥ＰＣＲ試薬と、第２
の分析物を検出するのに適した第２の凍結乾燥ＰＣＲ試薬とを収容している、形態１に記
載の装置。
〔形態３１〕
　前記ホルダは、凍結乾燥サンプル調製試薬を収容している、形態１に記載の装置。
〔形態３２〕
　前記１つ又は２つ以上の液体試薬は、洗浄緩衝液、遊離緩衝液、及び中和化緩衝液を含
む、形態２５に記載の装置。
〔形態３３〕
　前記ホルダは、前記１つ又は２つ以上の液体試薬をこれらのそれぞれの入れ物の中に封
入するよう配置されたラミネート構造体を有する、形態２５に記載の装置。
〔形態３４〕
　前記ラミネートは、順番に、アルミ箔の層と、接着剤層と、ポリマー層と、ヒートシー
ル層とを有し、前記ヒートシール層は、前記１つ又は２つ以上の液体試薬に隣接して位置
して、形態３３に記載の装置。
〔形態３５〕
　前記アルミ箔は、厚さが０．１～１５ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが１５
～２５ミクロンである、形態３４に記載の装置。
〔形態３６〕
　前記ラミネートは、順番に、蒸着され又はスパッタリングされたアルミニウムの層と、
ポリマー層と、ヒートシール層とを有し、前記ヒートシール層は、前記１つ又は２つ以上
の液体試薬に隣接して位置している、形態３３に記載の装置。
〔形態３７〕
　前記アルミニウム層は、厚さが０．１～１ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが
２５～３０ミクロンである、形態３７に記載の装置。
〔形態３８〕
　前記ポリマー層は、ポリプロピレンである、形態３４又は３６に記載の装置。
〔形態３９〕
　前記プロセスチャンバは、その底部内面に設けられた星状隆起部パターンを有する、形
態１に記載の装置。
〔形態４０〕
　前記サンプルは、サンプル管内に保持され、各ホルダは、各サンプル管をそれぞれ受入
れるように構成されている、形態１に記載の装置。
〔形態４１〕
　前記複数のサンプルの抽出、増幅、及び検出を１時間未満で実施するように構成されて
いる、形態１に記載の装置。
〔形態４２〕
　前記第１のモジュールは、２つ以上のラックを有し、前記第２のモジュールは、単一の
ベイを有し、前記カートリッジは、前記複数のサンプルから抽出された前記核酸を別々に
受入れると共に別々に増幅するように構成されている、形態１に記載の装置。
〔形態４３〕
　前記複数のサンプルは、前記サンプルの数の整数倍である、形態１に記載の装置。
〔形態４４〕
　前記１つ又は２つ以上のベイは、各々、一対の箇所相互間で移動可能であり、一方の箇
所は、引っ込められる、形態１に記載の装置。
〔形態４５〕
　前記１つ又は２つ以上のラックは、取出し可能である、形態１に記載の装置。
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〔形態４６〕
　前記１つ又は２つ以上のラックは各々、前記装置の外部に配置されたとき、前記多数の
サンプル及びこれに対応した数のホルダを受入れるように構成されている、形態１に記載
の装置。
〔形態４７〕
　前記電子回路は、プロセッサを有し、前記装置は、前記プロセッサに結合された少なく
とも１つの入力装置を更に有し、前記少なくとも１つの入力装置は、キーボードと、キー
パッドと、スタイラス又はユーザの指からの入力を受取るように構成された接触式表面と
、マイクロホンと、トラックパッドと、網膜スキャナと、フィンガプリント読取り装置と
、ホログラフィーにより投影されるインタフェースと、マウスとから成る群から選択され
る、形態７に記載の装置。
〔形態４８〕
　プロセッサ、入力装置、及び通信インタフェースのうちの１つ又は２つ以上からデータ
を受取るように構成されたデータ記憶メディアを更に有し、前記記憶メディアは、ハード
ディスクドライブと、光学ディスクドライブと、フラッシュカードと、ＵＳＢドライブと
、ＣＤ－ＲＯＭとから成る群から選択される、形態７に記載の装置。
〔形態４９〕
　前記プロセッサに結合された通信インタフェースを更に有し、前記通信インタフェース
は、シリアル接続部と、パラレル接続部と、ワイヤレスネットワーク接続部と、ワイアー
ド接続部と、１つ又は２つ以上のＵＳＢポートとから成る群から選択される、形態７に記
載の装置。
〔形態５０〕
　プロセッサに結合された少なくとも１つの出力装置を更に有し、前記少なくとも１つの
出力装置は、視覚表示装置、プリンタ、ホログラフィーック投写、及びスピーカから選択
される、形態７に記載の装置。
〔形態５１〕
　未使用マイクロ流体カートリッジのための貯蔵箇所と、使用済みマイクロ流体カートリ
ッジを受入れるように構成された廃棄物トレイとを更に有する、形態１に記載の装置。
〔形態５２〕
　前記貯蔵箇所は、互いに隣接して積み重ねられたマイクロ流体カートリッジを受入れる
フレーム構造を有する、形態５０に記載の装置。
〔形態５３〕
　前記貯蔵箇所は、互いに上下に積み重ねられたマイクロ流体カートリッジを受入れるフ
レーム構造を有する、形態５１に記載の装置。
〔形態５４〕
　前記マイクロ流体カートリッジは、該マイクロ流体カートリッジの上面の２つ又は３つ
以上の縁部に沿って隆起領域を有する、形態５０に記載の装置。
〔形態５５〕
　前記１つ又は２つ以上のベイの各々の中に収納されると共に前記マイクロ流体カートリ
ッジに熱結合された少なくとも１つの熱源を更に有し、前記熱源は、
　１つ又は２つ以上のバルブを閉じ、それにより抽出された核酸の微小液滴を前記カート
リッジ内の適所に閉じ込め、
　前記抽出された核酸を増幅するのに十分に熱サイクル作動を適用するために熱を１回又
は２回以上の選択された時点で前記マイクロ流体カートリッジの１つ又は２つ以上の選択
された領域に加えるように構成されている、形態１に記載の装置。
〔形態５６〕
　プロセッサが、熱を１回又は２回以上の選択された時点で、前記マイクロ流体カートリ
ッジの前記１つ又は２つ以上の選択された領域に加えるのを制御するように構成されてい
る、形態５４に記載の装置。
〔形態５７〕
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　前記少なくとも１つの熱源は、少なくとも２つの接触熱源を含み、前記接触熱源は各々
、前記マイクロ流体カートリッジの互いに異なる選択された領域に独立に熱結合されるよ
うに構成され、前記互いに異なる選択された領域は、独立に加熱される、形態５４に記載
の装置。
〔形態５８〕
　前記接触熱源のうちの少なくとも１つは、抵抗加熱器、ラジエータ、流体熱交換器、及
びペルチェ素子から選択される、形態５６に記載の装置。
〔形態５９〕
　前記少なくとも１つの熱源は、抵抗加熱器である、形態５７に記載の装置。
〔形態６０〕
　前記接触熱源は、前記ベイ内に受入れられた前記マイクロ流体カートリッジの別々の選
択された領域と直接的な物理的接触関係をなすように構成されている、形態５４に記載の
装置。
〔形態６１〕
　前記カートリッジの前記選択された領域のうちの少なくとも１つは、前記熱源との接触
面積が、約１ｍｍ2～約２２５ｍｍ2である、形態５９に記載の装置。
〔形態６２〕
　前記面積は、約１ｍｍ2～約１００ｍｍ2である、形態６０に記載の装置。
〔形態６３〕
　前記第２のモジュールは、ＰＣＲと、ＴＭＡと、ＳＤＡと、ＮＡＳＢＡと、ＬＣＲと、
及びローリングサイクル増幅（Rolling-Cycle Amplification）とから成る群から選択さ
れた方法によって前記核酸を増幅するように構成されている、形態１に記載の装置。
〔形態６４〕
　前記マイクロ流体カートリッジは、
　前記ポリヌクレオチドのうちの１つ又は２つ以上を増幅し、
　１つ又は２つ以上の増幅されたポリヌクレオチドの検出を可能にするように構成されて
いる、形態１に記載の装置。
〔形態６５〕
　前記１つ又は２つ以上のベイは、前記マイクロ流体カートリッジと相補形の位置合わせ
部材を更に有し、前記１つ又は２つ以上のベイは、対応のマイクロ流体カートリッジを単
一の向きで受入れる、形態１に記載の装置。
〔形態６６〕
　前記マイクロ流体カートリッジがそれぞれの前記ベイ内に正しく受入れられたかどうか
を検出するように構成されたセンサを更に有する、形態１に記載の装置。
〔形態６７〕
　前記装置は、携帯可能であり又は実験室の台上に載置できる、形態１に記載の装置。
〔形態６８〕
　前記装置は、単一ハウジング内に組込まれている、形態１に記載の装置。
〔形態６９〕
　前記多数のサンプルは各々、唾液と、尿と、血液と、精液と、粘液と、髄液とから成る
群から独立に選択される、形態１に記載の装置。
〔形態７０〕
　診断装置であって、
　１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラック上には、多数の核酸収容サンプル及びこれ
に対応した数のホルダが取付けられ、各ホルダは、プロセスチャンバと、廃棄物チャンバ
と、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、１つ又は２つ以上の入れ物を有し、前記１つ
又は２つ以上の入れ物は、それぞれ、サンプルからの核酸の抽出を実施するのに十分な量
の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、
　第１の位置から前記１つ又は２つ以上のホルダの各々の前記プロセスチャンバに隣接し
た第２の位置に移動可能である磁気セパレータを有し、
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　多数のヒータユニットを含むヒータ組立体を有し、各ヒータユニットは、前記プロセス
チャンバの各々とそれぞれ熱的接触状態にあり、
　１つ又は２つ以上のベイを有し、各ベイは、マイクロ流体カートリッジの形状と相補し
た形状を有し、前記カートリッジは、多数の入口を有し、各入口は、前記多数のサンプル
のうちの１つから抽出された核酸を増幅する多数のチャネルの各々とそれぞれ流体連通状
態にあり、前記カートリッジは、増幅された核酸の検出を可能にする１つ又は２つ以上の
窓を更に有し、
　１つ又は２つ以上の小出しヘッドを備えた液体ディスペンサを有し、前記液体ディスペ
ンサは、第１のホルダの上方の第１の位置から第２のホルダの上方に第２の位置に移動可
能であり、前記第１のホルダの上方の前記第１の位置から前記第１のホルダの上方の別の
位置に移動可能であり、更に、前記ホルダのうちの１つの上方の位置から前記多数の入口
のうちの１つの上方の位置に移動可能であり、
　前記１つ又は２つ以上の窓に近接して位置決めされた１つ又は２つ以上の検出システム
を有する、診断装置。
〔形態７１〕
　診断装置であって、
　ユニット化試薬ストリップ中のサンプルから核酸を抽出する液体取扱いユニットと、
　発熱体と関連していて、前記サンプルから抽出された核酸に対してリアルタイムＰＣＲ
を実施するマイクロ流体カートリッジと、
　前記サンプルが関心のあるヌクレオチドを含有しているかどうかの診断をユーザに提供
する検出器とを有する、診断装置。
〔形態７２〕
　各々がサンプルを備えた複数のユニット化試薬ストリップを更に有し、核酸は、前記サ
ンプルの各々から同時に抽出され、ＰＣＲは、前記サンプルの全てから抽出された前記核
酸に対して同時に実施される、形態７１に記載の診断装置。
〔形態７３〕
　ユニット化試薬ホルダであって、ストリップを有し、前記ストリップには、
　単一のプロセス管が取付けられ、
　１つ又は２つ以上の入れ物が取付けられ、各入れ物は、サンプル調製試薬と、第１の分
析物に関するＰＣＲ試薬と、１つ又は２つ以上の液体試薬とから成る群から選択された試
薬を収容し、
　廃棄物管が取付けられ、
　１つ又は２つ以上のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソ
ケットが取付けられ、
　前記１つ又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シ
ースが取付けられている、ユニット化試薬ホルダ。
〔形態７４〕
　前記ＰＣＲ試薬は、凍結乾燥されている、形態７３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態７５〕
　４つのソケットを有する、形態７３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態７６〕
　前記１つ又は２つ以上の液体試薬は、中和化緩衝液と、遊離緩衝液と、洗浄緩衝液とを
含む、形態７３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態７７〕
　前記１つ又は２つ以上の入れ物の各々の口を密封閉鎖するラミネートを更に有する、形
態７３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態７８〕
　前記１つ又は２つ以上の入れ物のうちの少なくとも１つは、取出し可能である、形態７
３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態７９〕



(108) JP 6388891 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　液体ディスペンサであって、
　１つ又は２つ以上のセンサと、
　マニホルドと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上のポンプと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上の小出しヘッドと、三次元の並進
移動自由度を提供する台と、
　外部制御装置から電気信号を受取る電気接続部とを有し、
　前記液体ディスペンサは、前記１つ又は２つ以上のポンプを介する以外には、流体のた
めの入口又は出口を備えていない、液体ディスペンサ。
〔形態８０〕
　磁性粒子のセパレータであって、
　直線状に位置合わせされた１つ又は２つ以上の磁石を有し、
　電動式シャフトを有し、前記１つ又は２つ以上の磁石が磁性粒子を収容した１つ又は２
つ以上の入れ物に対して密接状態をなすように前記１つ又は２つ以上の磁石を上昇させ又
は前記電動式シャフト上に落下させることができ、
　前記電動式シャフトの運動を制御する制御回路を有する、セパレータ。
〔形態８１〕
　一体形セパレータ・ヒータであって、
　ヒータ組立体を有し、前記ヒータ組立体は、複数の独立に制御可能なヒータユニットを
有し、各ヒータユニットは、プロセスチャンバを受入れてこれを加熱するように構成され
、
　直線状に位置合わせされた１つ又は２つ以上の磁石を有し、
　電動式シャフトを有し、前記１つ又は２つ以上の磁石が前記プロセスチャンバのうちの
１つ又は２つ以上に対する密接性を達成するような仕方で前記１つ又は２つ以上の磁石を
上昇させ又は前記電動式シャフト上に落下させることができ、
　前記電動式シャフトの運動を制御する制御回路を有する、一体形セパレータ・ヒータ。
〔形態８２〕
　前記ヒータユニットの各々は、電力抵抗器を含む、形態８１に記載の一体形セパレータ
・ヒータ。
〔形態８３〕
　ラックであって、
　ハウジングを有し、
　前記ハウジング内に設けられた複数のレーンを有し、前記複数のレーンの各レーンは、
サンプル管を受入れるように構成された第１の場所及び試薬ホルダを受入れるように構成
された第２の場所を有し、
　診断装置の受入れベイと相補した位置合わせ部材を有する、ラック。
〔形態８４〕
　前記位置合わせ部材は、
　前記ラックが単一の向きでしか前記診断装置内に配置できないようにする共に前記診断
装置内に配置されたときに前記ラックの安定性を提供するように構成された２本又は３本
以上の位置決めピンを有する、形態８３に記載のラック。
〔形態８５〕
　前記診断装置内における前記ラックの適正な配置を指示するように構成されたセンサア
クチュエータを更に有する、形態８３に記載のラック。
〔形態８６〕
　前記サンプル管及び前記試薬ホルダを前記ラック内に装入するために前記診断装置の前
記受入れベイから取外されるように構成されている、形態８３に記載のラック。
〔形態８７〕
　持ち運び取っ手を更に有する、形態８３に記載のラック。
〔形態８８〕
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　前記持ち運び取っ手は、装入時、前記ラックの重心を通る軸線から変位した軸線回りに
位置決めされ、その自重で前記ラックの上面と面一をなす位置まで自由に落下することが
できる、形態８７に記載のラック。
〔形態８９〕
　前記ハウジングは、アルミニウムで作られている、形態８３に記載のラック。
〔形態９０〕
　前記ハウジングは、水平方向部材と、前記水平方向部材に連結された２つ又は３つ以上
の上下方向部材とを有し、各レーンの前記第２の場所は、前記水平方向部材に設けられた
凹み部分である、形態８３に記載のラック。
〔形態９１〕
　前記２つ又は３つ以上の上下方向部材は、前記ラックが自立できるように構成されてい
る、形態９０に記載のラック。
〔形態９２〕
　前記第１及び前記第２の上下方向部材に対称に取付けられた２つ又は３つ以上の脚を更
に有する、形態９０に記載のラック。
〔形態９３〕
　前記ハウジングは、複数の垂直スペーサ部材を更に有し、各垂直スペーサ部材は、一対
の隣り合うレーン相互間に配置されている、形態９０に記載のラック。
〔形態９４〕
　少なくとも、前記第１のレーンと前記第２のレーンは、互いに平行である、形態８３に
記載のラック。
〔形態９５〕
　対をなす隣り合うサンプルレーンは、これらのそれぞれの中点が２４ｍｍだけ分離され
ている、形態８３に記載のラック。
〔形態９６〕
　前記複数のレーンは、正確に１２個のレーンから成る、形態８３に記載のラック。
〔形態９７〕
　前記複数のレーンは、２、５、６、８、１０、１２、１６、２０、又は２４個のレーン
から成る、形態８３に記載のラック。
〔形態９８〕
　各レーンと関連したレーン識別子を更に有する、形態８３に記載のラック。
〔形態９９〕
　前記第１の場所は、サンプル管の底部を受入れるように構成された凹み部分と、前記サ
ンプル管の上方部分を保持するように構成された孔とを有する、形態８３に記載のラック
。
〔形態１００〕
　前記第２の場所は、試薬ホルダが裏返し可能に滑り込むスロットである、形態８３に記
載のラック。
〔形態１０１〕
　前記第２の場所は、１つ又は２つ以上のピペット先端部を受入れるのに足るほど深い、
形態８３に記載のラック。
〔形態１０２〕
　前記第２の場所の各々は、前記試薬ホルダを単一の向きで受入れるように構成された機
械的キーを有する、形態８３に記載のラック。
〔形態１０３〕
　前記機械的キーは、前記試薬ホルダの相補部分との係合時に、試薬ホルダが前記第２の
場所にスナップ嵌合できるようにする隆起又は凹み部分を含む、形態１０２に記載のラッ
ク。
〔形態１０４〕
　前記試薬ホルダは、第１の端部及び第２の端部を有し、前記機械的キーは、前記第１の
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端部と係合するように構成された第１の特徴部及び前記第２の端部に係合するように構成
された第２の特徴部を有する、形態１０２に記載のラック。
〔形態１０５〕
　前記複数のレーン内の複数の試薬ホルダが、互いに対して同一高さに維持されている、
形態８３に記載のラック。
〔形態１０６〕
　前記試薬ホルダは各々、前記サンプルからポリヌクレオチドを抽出し、前記ポリヌクレ
オチドをＰＣＲ実施準備のできた形態にするのに十分な試薬を収容している、形態８３に
記載のラック。
〔形態１０７〕
　複数の試薬ホルダを受入れると共に複数のサンプル管を受入れるように構成されたラッ
クであって、前記試薬ホルダは、前記サンプル管と１対１の対応関係をなし、前記試薬ホ
ルダは各々、前記サンプルからポリヌクレオチドを抽出し、前記ポリヌクレオチドをＰＣ
Ｒ実施準備のできた形態にするのに十分な試薬を収容し、前記ラックは、前記ＰＣＲ実施
準備のできたポリヌクレオチドに対してＰＣＲを実施する装置内に挿入可能であったりこ
れから取出し可能であったりするように構成されている、ラック。
〔形態１０８〕
　試薬ホルダであって、
　上側及び上側と反対側に位置する下側を備えた連結部材と、
　前記連結部材に取付けられていて、前記連結部材に設けられた孔を有するプロセス管と
、前記連結部材に設けられていて、ピペット先端部を受入れるように構成された少なくと
も１つのソケットと、
　前記連結部材の前記下側に設けられた２本又は３本以上の試薬管とを有し、前記試薬管
の各々は、前記連結部材に設けられた入口孔及び前記連結部材に設けられた１つ又は２つ
以上の入れ物を有し、前記１つ又は２つ以上の入れ物は各々、前記連結部材の前記上側か
ら挿入された試薬管を受入れるように構成されている、試薬ホルダ。
〔形態１０９〕
　１回使用だけのものとして構成されている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１０〕
　前記連結部材の前記下側に設けられていて、前記連結部材に設けられた入口開口部を備
える廃棄物チャンバを更に有する、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１１〕
　４つのソケットを有し、各ソケットは、４つのピペット先端部の各々をそれぞれ保持す
るように構成されている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１２〕
　前記連結部材の下側に取外し可能に取付けられたピペット先端部のシースを更に有し、
前記シースは、前記ピペット先端部が前記少なくとも１つのソケット内に収納されると、
少なくとも１つのソケット及びピペット先端部の頂部及び下方部分を包囲するように構成
されている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１３〕
　４つのソケットを有し、各ソケットは、４つのピペット先端部の各々をそれぞれ保持す
るように構成され、前記ピペットシースは、前記ピペット先端部がそれぞれの前記ソケッ
ト内に収納されると、４つの前記ソケットを包囲すると共にピペット先端部及び前記ピペ
ット先端部の下方部分を包囲するように構成されている、形態１２に記載のホルダ。
〔形態１１４〕
　前記連結部材に取付けられた識別子を更に有する、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１５〕
　前記識別子は、バーコード、二次元バーコード、又はＲＦＩＤタグである、形態１１１
に記載のホルダ。
〔形態１１６〕
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　前記連結部材は、前記ホルダが支持ラック内の相補部材によって受入れられるようにす
る機械的キーを更に有する、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１７〕
　少なくとも、前記連結部材は、前記ホルダを前記支持ラック内の相補部材中に裏返し可
能にスナップ嵌合できるよう軟質材料で作られている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１８〕
　前記連結部材は、前記少なくとも１つのソケット、前記１つ又は２つ以上の入れ物、前
記プロセス管のそれぞれの前記孔、及び前記２つ又は３つ以上の試薬管が、全て、互いに
対して直線状に配置されるように構成されている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１１９〕
　前記廃棄物チャンバは、前記少なくとも１つのソケット、前記１つ又は２つ以上の入れ
物、前記プロセス管のそれぞれの前記孔、及び前記２つ又は３つ以上の試薬管に対して直
線状に配置されている、形態１１８に記載のホルダ。
〔形態１２０〕
　前記２つ又は３つ以上の試薬管のうちの１つ又は２つ以上は各々、液体試薬を収容して
いる、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１２１〕
　前記液体試薬は、溶液中に溶けたＰＣＲ試薬と、サンプル調製試薬とから成る群から選
択される、形態１２０に記載のホルダ。
〔形態１２２〕
　前記ＰＣＲ試薬は、第１の分析物を検出するのに適した第１のＰＣＲ試薬及び第２の分
析物を検出するのに適した第２のＰＣＲ試薬を含む、形態１２１に記載のホルダ。
〔形態１２３〕
　前記１つ又は２つ以上のサンプル調製試薬は、洗浄緩衝液、遊離緩衝液、及び中和化緩
衝液を含む、形態１２１に記載のホルダ。
〔形態１２４〕
　前記２つ又は３つ以上の試薬管の前記孔を覆うラミネート構造を更に有する、形態１０
８に記載のホルダ。
〔形態１２５〕
　前記ラミネートは、順番に、アルミ箔の層と、接着剤層と、ポリマー層と、ヒートシー
ル層とを有し、前記ヒートシール層は、前記１つ又は２つ以上の液体試薬に隣接して位置
して、形態１２４に記載のホルダ。
〔形態１２６〕
　前記アルミ箔は、厚さが０．１～１５ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが１５
～２５ミクロンである、形態１２５に記載のホルダ。
〔形態１２７〕
　前記アルミニウム層は、厚さが０．１～１ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが
２５～３０ミクロンである、形態１２５に記載のホルダ。
〔形態１２８〕
　前記アルミニウム層は、蒸着又はスパッタリングされたアルミニウムの層である、形態
１２５に記載のホルダ。
〔形態１２９〕
　前記ポリマーは、ポリプロピレンである、形態１２５に記載のホルダ。
〔形態１３０〕
　前記連結部材の前記上側に設けられていて、前記２本又は３本以上の試薬管の前記入口
孔を包囲した隆起部分を更に有し、前記ラミネートは、前記隆起部分に取付けられている
、形態１２５に記載のホルダ。
〔形態１３１〕
　前記プロセス管は、その底部内面に設けられた星状隆起部パターンを有する、形態１０
８に記載のホルダ。
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〔形態１３２〕
　前記ピペットシースは、底部を有し、前記底部は、該底部と前記連結部材との間に設け
られた壁に連結され、前記壁は、１つ又は２つ以上の孔を有する、形態１１４に記載のホ
ルダ。
〔形態１３３〕
　前記連結部材、前記プロセス管、及び前記２本又は３本以上の試薬管は、単一品から作
られている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１３４〕
　前記連結部材、前記プロセス管、前記２本又は３本以上の試薬管、及び前記廃棄物チャ
ンバは、単一品から作られている、形態１１０に記載のホルダ。
〔形態１３５〕
　前記連結部材、前記プロセス管、及び前記２本又は３本以上の試薬管は、ポリプロピレ
ンで作られている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１３６〕
　前記連結部材、前記プロセス管、前記２本又は３本以上の試薬管、及び前記廃棄物チャ
ンバは、ポリプロピレンで作られている、形態１１０に記載のホルダ。
〔形態１３７〕
　少なくとも、前記プロセス管及び前記２本又は３本以上の試薬管は、半透明である、形
態１０８に記載のホルダ。
〔形態１３８〕
　種々の前記入口孔は、ピペット先端部を受入れるように構成されている、形態１０８に
記載のホルダ。
〔形態１３９〕
　生物学的サンプルからのＰＣＲ実施準備のできたＤＮＡ又はＲＮＡの自動化調製を行う
装置に用いられるように構成されている、形態１０８に記載のホルダ。
〔形態１４０〕
　形態１０８に記載のホルダのうちの１つ又は２つ以上を有する密閉パウチ。
〔形態１４１〕
　キットであって、
　形態１０８に記載のホルダのうちの１つ又は２つ以上を収容した第１のパウチと、
　内部に不活性雰囲気を有すると共に凍結乾燥ＰＣＲ試薬を収容した１本又は２本以上の
管を有する第２のパウチとを有する、キット。
〔形態１４２〕
　形態１０８に記載のホルダを２４個有する、形態１４２に記載のキット。
〔形態１４３〕
　ユニット化試薬ホルダであって、ストリップを有し、前記ストリップには、
　単一のプロセス管が取付けられ、
　１つ又は２つ以上の入れ物が取付けられ、各入れ物は、サンプル調製試薬と、第１の分
析物に関するＰＣＲ試薬と、１つ又は２つ以上の液体試薬とから成る群から選択された試
薬を収容し、
　１つ又は２つ以上のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソ
ケットが取付けられている、ユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４４〕
　前記ＰＣＲ試薬は、凍結乾燥されている、形態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４５〕
　４つのソケットを有する、形態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４６〕
　前記１つ又は２つ以上の液体試薬は、中和化緩衝液と、遊離緩衝液と、洗浄緩衝液とを
含む、形態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４７〕
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　前記１つ又は２つ以上の入れ物の各々の口を密封閉鎖するラミネートを更に有する、形
態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４８〕
　前記１つ又は２つ以上の入れ物のうちの少なくとも１つは、取出し可能である、形態１
４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１４９〕
　前記１つ又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シ
ースを更に有する、形態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１５０〕
　廃棄物管を更に有する、形態１４３に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態１５１〕
　試薬ホルダであって、
　プロセス管と、
　１つ又は２つ以上のピペット先端部と、
　１本又は２本以上の試薬管とを有し、前記１本又は２本以上の試薬管は、それぞれ、サ
ンプルからのポリヌクレオチドの抽出を実施するのに十分な量の１つ又は２つ以上の試薬
を収容し、前記プロセス管、前記１つ又は２つ以上のピペット先端部、及び前記１本又は
２本以上の試薬管は、各々、単一の連結部材に接合されている、試薬ホルダ。
〔形態１５２〕
　廃棄物管と、
　前記１つ又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シ
ースとを更に有する、形態１５１に記載のホルダ。
〔形態１５３〕
　前記連結部材は、第１の端部及び第２の端部を有し、前記プロセス管は、前記第１の端
部か前記第２の端部かのいずれか一方のところに設けられている、形態１５１に記載のホ
ルダ。
〔形態１５４〕
　試薬管であって、
　前記管の内面の底部のところに心出しされた切欠き又は隆起部の星状パターンを有する
、試薬管。
〔形態１５５〕
　前記星状パターンは、３、４、５、６、８、９、１０、又は１２個から選択された数の
頂点を有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１５６〕
　前記切欠きは各々、Ｖ字形断面を有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１５７〕
　前記切欠きは各々、幅を有し、前記幅は、最も幅の広い点から頂点までテーパしている
、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１５８〕
　前記最も幅の広い点は、前記星状パターンの中心の最も近くに位置する、形態１５７に
記載の試薬管。
〔形態１５９〕
　前記最も幅の広い点の幅は、５０ミクロンである、形態１５７に記載の試薬管。
〔形態１６０〕
　前記切欠きの各々は、深さを有し、前記深さは、最も深い点から頂点までテーパしてい
る、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１６１〕
　前記最も深い点は、前記星状パターンの中心の最も近くに位置している、形態１６０に
記載の試薬管。
〔形態１６２〕
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　前記最も深い点の深さは、２５～５０ミクロンである、形態１６０に記載の試薬管。
〔形態１６３〕
　前記切欠きの各々は、その最も幅の広い点からその頂点までの最も短い距離として測定
された長さを有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１６４〕
　前記長さは、０．５ｍｍである、形態１５６に記載の試薬管。
〔形態１６５〕
　前記星状パターンは、回転対称軸を有し、前記回転対称軸は、前記試薬管の底部に垂直
に位置し、前記切欠きは、前記回転対称軸に関して対称に配置されている、形態１５４に
記載の試薬管。
〔形態１６６〕
　前記星状パターンは、前記試薬管の前記底部の中心のところに円形の切欠きを更に有す
る、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１６７〕
　０．３ｍｌの容積を有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１６８〕
　０．１ｍｌ～０．６５ｍｌの容積を有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１６９〕
　前記星状パターンは、液体を前記試薬管からピペット操作で取出すことができるように
設計され、残留容積は、１マイクロリットル未満である、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１７０〕
　前記試薬管の頂部は、前記試薬管の頂部上へのフィルムのヒートシール中、前記試薬管
の頂部リムの膨張を減少させる面取り縁部を有する、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１７１〕
　前記試薬管内に収容された試薬を更に有し、前記試薬管は、頂部がフィルムによって密
封されている、形態１５４に記載の試薬管。
〔形態１７２〕
　前記頂部に設けられた識別可能なコードを更に有する、形態１７１に記載の試薬管。
〔形態１７３〕
　前記試薬は、液体又は凍結乾燥形態である、形態１７１に記載の試薬管。
〔形態１７４〕
　液体ディスペンサであって、
　１つ又は２つ以上のセンサと、
　マニホルドと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上のポンプと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上の小出しヘッドと、
　外部制御装置からの電気信号を受取る電気接続部とを有し、
　前記液体ディスペンサは、前記１つ又は２つ以上のポンプを介する以外には、流体のた
めの入口又は出口を備えていない液体ディスペンサ。
〔形態１７５〕
　４つの小出しヘッドを有し、各ヘッドは、ピペット先端部を受入れるように構成されて
いる、形態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１７６〕
　２つ又は３つ以上のサンプルの溶液の分析又は調製と関連して流体を吸引し又は小出し
するように構成されている、形態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１７７〕
　前記１つ又は２つ以上のセンサは、サンプル管又は試薬ホルダとの接触時に前記１つ又
は２つ以上の小出しヘッドの垂直運動の中断を検出する可変力センサ又は停動センサを含
む、形態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１７８〕
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　前記１つ又は２つ以上の小出しヘッドは、個々にばね押しされている、形態１７４に記
載の液体ディスペンサ。
〔形態１７９〕
　前記マニホルドは、少なくともｎ＋１個のバルブを有し、ｎは、前記小出しヘッドの個
数である、形態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１８０〕
　前記ディスペンサの通常の作動中、サンプルの溶液は前記マニホルドに流入しない、形
態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１８１〕
　１回の操作で１．０ｍｌ以下の量の流体を受入れ又は小出しするように構成されている
、形態１７４に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１８２〕
　１回の操作で１０ｎｌ～１ｍｌ以下の量の流体を受入れ又は小出しするように構成され
ている、形態１８１に記載の液体ディスペンサ。
〔形態１８３〕
　１つ又は２つ以上のサンプルホルダから液体を小出ししたり吸引したりするシステムで
あって、前記システムは、形態１７４に記載の液体ディスペンサを有し、前記液体ディス
ペンサは、前記液体ディスペンサに三次元の並進自由度を提供する台に取付けられている
、システム。
〔形態１８４〕
　前記三次元並進移動は、マイクロプロセッサにより制御される、形態１８３に記載のシ
ステム。
〔形態１８５〕
　前記制御装置は、ｚ寸法方向に対し、前記制御装置が前記ポンプと一緒に動くよう前記
ポンプ－マニホルドシステムに取付けられている、形態１７４に記載のシステム。
〔形態１８６〕
　前記センサは、個々のピペット先端部センサと、前記ポンプのエンコーダと、力センサ
と、及びイメージセンサとから成る群から選択される、形態１７４に記載のシステム。
〔形態１８７〕
　バーコードセンサを更に有する、形態１７４に記載のシステム。
〔形態１８８〕
　ピペット先端部を取外すストリッパプレートを更に有する、形態１７４に記載のシステ
ム。
〔形態１８９〕
　前記ストリッパプレートを前記ピペット先端部に垂直な平面内で動かすラック及びピニ
オン歯車を備えたステッパモータを更に有する、形態１８８に記載のシステム。
〔形態１９０〕
　磁性粒子を分離する装置であって、
　支持部材に取付けられた１つ又は２つ以上の磁石を有し、
　前記１つ又は２つ以上の磁石が固定軸線に沿って前後に動くよう前記支持部材を動かす
ように構成された電動式機構を有し、
　前記運動の少なくとも一部分の間、前記１つ又は２つ以上の磁石は、前記磁性粒子を収
容した１つ又は２つ以上の入れ物に対して密接状態を維持し、
　前記電動式機構を制御する制御回路を有する、装置。
〔形態１９１〕
　前記１つ又は２つ以上の磁石は、永久磁石である、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９２〕
　前記１つ又は２つ以上の磁石は、ネオジミウムで作られていて、磁界強度が５，０００
～１５，０００ガウスである、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９３〕
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　前記１つ又は２つ以上の磁石は、前記支持部材上に同一直線状に位置合わせされている
、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９４〕
　前記固定軸線は、垂直に差し向けられている、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９５〕
　前記１つ又は２つ以上の入れ物の各々は、プロセス管である、形態１７４に記載の装置
。
〔形態１９６〕
　前記電動式機構は、前記支持部材が取付けられたシャフトと、前記支持部材を前記シャ
フトに沿って動かすように構成されたモータとを有する、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９７〕
　前記１つ又は２つ以上の磁石は、前記運動の少なくとも一部分の間、前記１つ又は２つ
以上の入れ物から１～２ｍｍ未満の距離を置いたところに位置している、形態１７４に記
載の装置。
〔形態１９８〕
　前記支持部材は、前記１つ又は２つ以上の入れ物から遠ざかって位置する第１の位置と
、前記１つ又は２つ以上の入れ物に密接して位置する第２の位置との間で動くように構成
され、前記支持部材は、更に、前記第２の位置の周りに所与の振幅で動くように構成され
、前記振幅は、前記シャフトに沿って測定して前記第１の位置と前記第２の位置との間の
距離よりも短い、形態１７４に記載の装置。
〔形態１９９〕
　前記電動式機構によって制御される運動の方向以外の方向における前記支持部材の内部
運動を制限するように構成された１つ又は２つ以上の案内部材を更に有する、形態１７４
に記載の装置。
〔形態２００〕
　前記磁性粒子は、前記１つ又は２つ以上の入れ物内で溶液中に懸濁状態にあり、前記磁
性粒子を分離するには、前記磁性粒子を集めて前記１つ又は２つ以上の入れ物の一部分上
に集中させる、形態１７４に記載の装置。
〔形態２０１〕
　１２個の入れ物が設けられている、形態１７４に記載の装置。
〔形態２０２〕
　形態１７４に記載の装置を有する診断装置。
〔形態２０３〕
　一体形セパレータ・ヒータであって、
　ヒータ組立体を有し、前記ヒータ組立体は、複数の独立に制御可能なヒータユニットを
有し、各ヒータユニットは、複数のプロセス管の各々をそれぞれ受入れてこれを加熱する
ように構成され、
　支持部材に取付けられた１つ又は２つ以上の磁石を有し、
　前記１つ又は２つ以上の磁石が固定軸線に沿って前後に動くよう前記支持部材を動かす
ように構成された電動式機構を有し、前記運動の少なくとも一部分の間、前記１つ又は２
つ以上の磁石は、前記ヒータ組立体内の前記プロセス管のうちの１本又は２本以上に対し
て密接状態を維持し、前記１本又は２本以上のプロセス管は、磁性粒子を収容し、
　前記電動式機構を制御したり前記ヒータユニットの加熱を制御したりするようにする制
御回路を有する、一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２０４〕
　前記１本又は２本以上のプロセス管の加熱と前記１本又は２本以上のプロセス管内の磁
性粒子の分離の両方は、前記１本又は２本以上のプロセス管が前記１つ又は２つ以上のヒ
ータユニット内に位置しているときに起こり、この場合、前記１本又は２本以上のプロセ
ス管を前記加熱後に取外し又は再位置決めする必要がない、形態２０３に記載の一体形ヒ
ータ・セパレータ。
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〔形態２０５〕
　前記１つ又は２つ以上のヒータユニットは、電力抵抗器を含む、形態２０４に記載の一
体形ヒータ・セパレータ
〔形態２０６〕
　前記１つ又は２つ以上のヒータユニットは、互いに同一直線状に位置合わせされている
、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレータ
〔形態２０７〕
　前記１つ又は２つ以上のヒータユニットは各々、前記複数本のプロセス管の各々の下方
部分を部分的に包囲するように構成されている内部キャビティを備えた加熱ブロックを有
する、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２０８〕
　前記内部キャビティは、前記磁石が前記プロセス管に密接して位置したときに、前記１
つ又は２つ以上の磁石のうちの１つに隣接して位置する開放フェースを有する、形態２０
７に記載の一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２０９〕
　前記１つ又は２つ以上のヒータユニットは各々、加熱ブロックを有し、前記加熱ブロッ
クは、アルミニウム、銀、金、銅、及びこれらの合金から選択された材料で作られている
、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２１０〕
　前記プロセス管のうちの１本の中に収容された１ｍｌの生物学的サンプルを３分未満で
室温から６５℃まで加熱することができる、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレー
タ。
〔形態２１１〕
　前記ヒータ組立体は、前記加熱ブロックの各々のそれぞれの温度を検出して記録するよ
うに構成された１つ又は２つ以上の温度センサを更に有する、形態２０３に記載の一体形
ヒータ・セパレータ。
〔形態２１２〕
　前記１つ又は２つ以上の磁石は、前記支持部材上に同一直線状に位置合わせされている
、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２１３〕
　前記固定軸線は、垂直に差し向けられている、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパ
レータ。
〔形態２１４〕
　前記電動式機構は、前記支持部材が取付けられたシャフトと、前記支持部材を前記シャ
フトに沿って動かすように構成されたモータとを有する、形態２０３に記載の一体形ヒー
タ・セパレータ。
〔形態２１５〕
　前記支持部材は、前記１つ又は２つ以上の入れ物から遠ざかって位置する第１の位置と
、前記１つ又は２つ以上の入れ物に密接して位置する第２の位置との間で動くように構成
され、前記支持部材は、更に、前記第２の位置の周りに所与の振幅で動くように構成され
、前記振幅は、前記シャフトに沿って測定して前記第１の位置と前記第２の位置との間の
距離よりも短い、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレータ。
〔形態２１６〕
　１２個のヒータユニットが設けられている、形態２０３に記載の一体形ヒータ・セパレ
ータ。
〔形態２１７〕
　形態２０３に記載の一体形セパレータ・ヒータを有する診断装置。
〔形態２１８〕
　マイクロ流体基体であって、
　複数のサンプルレーンを有し、前記複数のサンプルレーンの各々は、マイクロ流体ネッ
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トワークを有し、前記マイクロ流体ネットワークは、
　入口、
　第１のバルブ及び第２のバルブ、
　前記入口から前記第１のバルブを通って反応チャンバに通じる第１のチャネル、及び
　前記反応チャンバから前記第２のバルブを介して通気部に通じる第２のチャネルを互い
に連通状態で有する、マイクロ流体基体。
〔形態２１９〕
　前記複数のサンプルレーンの各々は、他のレーンとは独立に１つ又は２つ以上のポリヌ
クレオチドを増幅するように構成されている、形態２１８に記載のマイクロ流体基体。
〔形態２２０〕
　前記反応チャンバのうちの少なくとも１つの中でリアルタイムＰＣＲ実施するように構
成されている、形態２１８に記載のマイクロ流体基体。
〔形態２２１〕
　前記入口の各々は、ピペット先端部から所与の量のサンプルを受入れるように構成され
ている、形態２１８に記載のマイクロ流体基体。
〔形態２２２〕
　サンプルの前記所与の量は、１～２０μｌである、形態２２１に記載のマイクロ流体基
体。
〔形態２２３〕
　入口が、高さが少なくとも１ｍｍであり、ピペット先端部の導入を受入れる最も幅の広
い点の直径が１～５ｍｍの逆円錐台形構造を有する、形態２２１に記載のマイクロ流体基
体。
〔形態２２４〕
　前記複数のサンプルレーンのそれぞれの前記入口は、他ピペットヘッドディスペンサか
らの同時装填を可能にするよう互いに間隔を置いて位置している、形態２１８に記載のマ
イクロ流体基体。
〔形態２２５〕
　前記第１のバルブ及び前記第１のバルブは、加熱時に溶け、反応チャンバと連通したチ
ャネルを密封する温度感受性物質を含む、形態２１８に記載のマイクロ流体基体。
〔形態２２６〕
　前記反応チャンバの容積は、３～５μｌである、形態２１８に記載のマイクロ流体基体
。
〔形態２２７〕
　前記複数のサンプルレーンは、１２個のレーンである、形態２１８に記載のマイクロ流
体基体。
〔形態２２８〕
　前記反応チャンバの各々上に位置する蛍光検出窓を更に有する、形態２１８に記載のマ
イクロ流体基体。
〔形態２２９〕
　形態２１８に記載のマイクロ流体基体を有するマイクロ流体カートリッジ。
〔形態２３０〕
　前記カートリッジが相補形の診断装置によって単一の向きで受入れられるようにする位
置合わせ部材を更に有する、形態２２９に記載のマイクロ流体。
〔形態２３１〕
　前記ＰＣＲ反応チャンバ、前記入口孔、及び前記ＰＣＲ反応チャンバを隔離する前記バ
ルブを含む前記マイクロ流体ネットワークの各々は、単一の基体内に構成されている、形
態２２９に記載のマイクロ流体カートリッジ。
〔形態２３２〕
　前記基体は、剛性基体であって、空気又は液体を通さず、前記カートリッジの作動中に
おける空気又は液体の流入又は流出は、前記入口又は通気部を介してのみ可能である、形
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態２１８に記載のマイクロ流体カートリッジ。
〔形態２３３〕
　マイクロ流体カートリッジであって、
　上側及び反対側の下側を有すると共に複数のサンプルレーンを備えたマイクロ流体ネッ
トワークを有する基体と、
　前記下側に取付けられたラミネートと、
　前記上側に取付けられたラベルとから成る、カートリッジ。
〔形態２３４〕
　前記複数のレーンの各レーンは、マイクロ流体ネットワークを有し、前記マイクロ流体
ネットワークは、
　入口、
　第１のバルブ及び第２のバルブ
　前記入口から前記第１のバルブを経て反応チャンバに通じる第１のチャネル、及び
　前記反応チャンバから前記第２のバルブを経て通気部に通じる第２のチャネルを互いに
流体連通状態で有する、形態２３３に記載のカートリッジ。
〔形態２３５〕
　各バルブは、前記基体の前記上側に開口した装入孔を有し、前記ラベルは、前記装入孔
を覆ってこれを密封している、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２３６〕
　前記マイクロ流体ネットワークは、前記入口から前記第２のバルブまでを充填するのに
必要な時間が前記出口通気部まで充填するのに必要な時間の５０％未満であるように構成
されている、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２３７〕
　各マイクロ流体ネットワークは、前記カートリッジ中に小出しされた余分な液体を収容
するオーバーフローリザーバを有する、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２３８〕
　前記ラミネート材料は、少なくとも一方の面に接着剤被膜を備えた被覆テープである、
形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２３９〕
　２次元バーコードサンプル識別子が、前記ラベル上に存在している、形態２３４に記載
のカートリッジ。
〔形態２４０〕
　前記バルブに感熱性材料を充填したときに使用される２つ又は３つ以上の位置決め要素
を更に有する、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２４１〕
　積み重ね可能に構成されている、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２４２〕
　前記基体は、２つの隆起部を有し、前記隆起部は各々、前記カートリッジの２つの互い
に反対側の縁部の各々に沿ってそれぞれ配置され、前記隆起部は、前記基体の前記上側に
設けられている、形態２３４に記載のカートリッジ。
〔形態２４３〕
　前記２つの隆起部は、前記カートリッジをトレイ上に水平に支持できるが、前記基体の
前記下側を前記トレイの下に位置させたままにするように構成されている、形態２４２に
記載のカートリッジ。
〔形態２４４〕
　複数種類のポリヌクレオチド含有サンプルに対してＰＣＲを独立に実施する方法であっ
て、前記方法は、
　前記複数のサンプルをマイクロ流体カートリッジ中に導入するステップを有し、前記カ
ートリッジは、前記複数のサンプルの互いに独立の熱サイクル作動を可能にするように構
成された複数のＰＣＲ反応チャンバを有し、
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　前記複数のサンプルを互いに独立に前記複数のＰＣＲ反応チャンバ内にそれぞれ移動さ
せるステップを有し、
　前記複数のＰＣＲ反応チャンバを隔離するステップを有し、
　前記ＰＣＲ反応チャンバに独立に連続した加熱サイクル及び冷却サイクルを適用するこ
とにより前記複数のサンプル内に含まれているポリヌクレオチドを増幅するステップを有
する、方法。
〔形態２４５〕
　準備装置であって、
　多数の核酸含有サンプルから核酸を同時に抽出するように構成された第１のモジュール
を有し、前記第１のモジュールは、
　１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラックは、多数のサンプル及び対応した数のホル
ダを受入れるように構成され、各ホルダは、プロセスチャンバ、廃棄物チャンバ、１つ又
は２つ以上のピペット先端部、及び１つ又は２つ以上の入れ物を有し、前記１つ又は２つ
以上の入れ物は、それぞれ、サンプルからの核酸の抽出を実行するのに十分な量の１つ又
は２つの以上の試薬を収容し、
　各ホルダの前記プロセスチャンバに対して動くように構成された磁気セパレータを有し
、
　前記プロセスチャンバの各々を独立に加熱するように構成されたヒータ組立体を有し、
　２つ又は３つ以上のホルダに対する流体移送作業を同時に実行するように構成された液
体ディスペンサを有し、
　前記多数のサンプルから抽出された前記核酸を受入れてこれを貯蔵するように構成され
た第２のモジュールを有する、装置。
〔形態２４６〕
　前記多数の核酸含有サンプルの各々がどういうものであるかをチェックするように構成
されたサンプル識別検査機構を更に有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２４７〕
　前記サンプル識別検査機構は、光学式文字読取り装置、バーコード読取り装置、及び無
線周波タグ読取り装置から選択される、形態２４６に記載の装置。
〔形態２４８〕
　前記液体ディスペンサは、４つのヘッドを有し、各ヘッドは、ホルダ内の前記１つ又は
２つ以上のピペット先端部からピペット先端部を受入れるように構成されている、形態２
４５に記載の装置。
〔形態２４９〕
　２つのヘッドが同じホルダからピペット先端部を受入れるわけではない、形態２４８載
の装置。
〔形態２５０〕
　前記液体ディスペンサは、３つの並進自由度を備えた台に取付けられる、形態２４５に
記載の装置。
〔形態２５１〕
　前記液体ディスペンサ、前記ヒータ組立体、及び前記磁気セパレータの作動を制御する
ように構成された電子回路を更に有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２５２〕
　前記電子回路は、前記液体小出しヘッドの作動を制御する、形態２５１に記載の装置。
〔形態２５３〕
　前記電子回路は、前記ヒータ組立体が前記プロセスチャンバに独立に熱を加えるように
するように構成されている、形態２５１に記載の装置。
〔形態２５４〕
　前記電子回路は、前記磁気セパレータが各ホルダの前記プロセスチャンバに対して繰り
返し動くようにするように構成されている、形態２５１に記載の装置。
〔形態２５５〕
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　前記ホルダは、取外し可能である、形態２４５に記載の装置。
〔形態２５６〕
　前記ホルダは、１回使用に適しており、使い捨てである、形態２４５に記載の装置。
〔形態２５７〕
　前記磁気セパレータは、前記プロセスチャンバに対して繰り返し動くように構成されて
いる、形態２４５に記載の装置。
〔形態２５８〕
　２つのラックを有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２５９〕
　サンプルの数は、１２個である、形態２４５に記載の装置。
〔形態２６０〕
　前記第２のモジュールは、前記サンプルの各々から抽出された核酸のための別々の箇所
を有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２６１〕
　前記別々の箇所の冷却は、電子回路によって制御される、形態２６０に記載の装置。
〔形態２６２〕
　前記第２のモジュールは、前記サンプルの各々から抽出された核酸のための別個のＰＣ
Ｒ管を有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２６３〕
　１本又は２本以上のＰＣＲ管が、凍結乾燥ＰＣＲ試薬を収容している、形態２６２に記
載の装置。
〔形態２６４〕
　１本又は２本以上のＰＣＲ管が、第１の分析物を検出するのに適した第１の凍結乾燥Ｐ
ＣＲ試薬及び第２の分析物を検出するのに適した第２の凍結乾燥ＰＣＲ試薬を収容してい
る、形態２６２に記載の装置。
〔形態２６５〕
　前記第２のモジュールは、ペルチェ式冷却器を有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２６６〕
　前記第２のモジュールは、前記サンプルから抽出された核酸を受入れる２つ以上の領域
を有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２６７〕
　前記２つ以上の領域は、互いに独立に冷却される、形態２６６に記載の装置。
〔形態２６８〕
　前記第１のモジュールは、２つ以上のラックを有し、前記第２のモジュールは、２つ以
上の領域を有する、形態２６６に記載の装置。
〔形態２６９〕
　前記ホルダの各々は、プロセス管と、サンプル調製試薬、ＰＣＲ試薬、及び１つ又は２
つ以上の液体試薬のための１つ又は２つ以上の入れ物と、廃棄物管と、１つ又は２つ以上
のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソケットと、前記１つ
又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シースとを有
する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２７０〕
　前記ピペットシースは、４つのピペット先端部を保持するように構成されている、形態
２６９に記載の装置。
〔形態２７１〕
　前記ホルダの各々は、識別子を有する、形態２４５に記載の装置。
〔形態２７２〕
　前記識別子は、バーコードである、形態２４５に記載の装置。
〔形態２７３〕
　前記ホルダは凍結乾燥サンプル調製試薬を収容している、形態２４５に記載の装置。
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〔形態２７４〕
　前記１つ又は２つ以上の液体試薬は、洗浄緩衝液、遊離緩衝液、及び中和化緩衝液を含
む、形態２６６に記載の装置。
〔形態２７５〕
　前記ホルダは、前記１つ又は２つ以上の液体試薬をこれらのそれぞれの入れ物の中に封
入するよう配置されたラミネート構造体を有する、形態２６６に記載の装置。
〔形態２７６〕
　前記ラミネートは、順番に、アルミ箔の層と、接着剤層と、ポリマー層と、ヒートシー
ル層とを有し、前記ヒートシール層は、前記１つ又は２つ以上の液体試薬に隣接して位置
して、形態２７５に記載の装置。
〔形態２７７〕
　前記アルミ箔は、厚さが０．１～１５ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが１５
～２５ミクロンである、形態２７６に記載の装置。
〔形態２７８〕
　前記ラミネートは、順番に、蒸着され又はスパッタリングされたアルミニウムの層と、
ポリマー層と、ヒートシール層とを有し、前記ヒートシール層は、前記１つ又は２つ以上
の液体試薬に隣接して位置している、形態２７６に記載の装置。
〔形態２７９〕
　前記アルミニウム層は、厚さが０．１～１ミクロンであり、前記ポリマー層は、厚さが
２５～３０ミクロンである、形態２７８に記載の装置。
〔形態２８０〕
　前記ポリマー層は、ポリプロピレンである、形態２７６又は２７８に記載の装置。
〔形態２８１〕
　前記プロセスチャンバは、その底部内面に設けられた星状隆起部パターンを有する、形
態２４５に記載の装置。
〔形態２８２〕
　前記サンプルは、サンプル管内に保持され、各ホルダは、各サンプル管をそれぞれ受入
れるように構成されている、形態２４５に記載の装置。
〔形態２８３〕
　前記複数のサンプルの抽出を約３０分で実施するように構成されている、形態２４５に
記載の装置。
〔形態２８４〕
　前記複数のサンプルは、前記サンプルの数の整数倍である、形態２４５に記載の装置。
〔形態２８５〕
　前記１つ又は２つ以上のラックは、取出し可能である、形態２４５に記載の装置。
〔形態２８６〕
　前記１つ又は２つ以上のラックは各々、前記装置の外部に配置されたとき、前記多数の
サンプル及びこれに対応した数のホルダを受入れるように構成されている、形態２４５に
記載の装置。
〔形態２８７〕
　前記電子回路は、プロセッサを有し、前記装置は、前記プロセッサに結合された少なく
とも１つの入力装置を更に有し、前記少なくとも１つの入力装置は、キーボードと、キー
パッドと、スタイラス又はユーザの指からの入力を受取るように構成された接触式表面と
、マイクロホンと、トラックパッドと、網膜スキャナと、フィンガプリント読取り装置と
、ホログラフィーにより投影されるインタフェースと、マウスとから成る群から選択され
る、形態２５１に記載の装置。
〔形態２８８〕
　プロセッサ、入力装置、及び通信インタフェースのうちの１つ又は２つ以上からデータ
を受取るように構成されたデータ記憶メディアを更に有し、前記記憶メディアは、ハード
ディスクドライブと、光学ディスクドライブと、フラッシュカードと、ＵＳＢドライブと
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、ＣＤ－ＲＯＭとから成る群から選択される、形態２４５に記載の装置。
〔形態２８９〕
　前記プロセッサに結合された通信インタフェースを更に有し、前記通信インタフェース
は、シリアル接続部と、パラレル接続部と、ワイヤレスネットワーク接続部と、ワイアー
ド接続部と、１つ又は２つ以上のＵＳＢポートとから成る群から選択される、形態２４５
に記載の装置。
〔形態２９０〕
　プロセッサに結合された少なくとも１つの出力装置を更に有し、前記少なくとも１つの
出力装置は、視覚表示装置、プリンタ、ホログラフィーック投写、及びスピーカから選択
される、形態２４５に記載の装置。
〔形態２９１〕
　前記装置は、携帯可能であり又は実験室の台上に載置できる、形態２４５に記載の装置
。
〔形態２９２〕
　前記多数のサンプルは各々、唾液と、尿と、血液と、精液と、粘液と、髄液とから成る
群から独立に選択される、形態２４５に記載の装置。
〔形態２９３〕
　診断装置であって、
　１つ又は２つ以上のラックを有し、各ラック上には、多数の核酸収容サンプル及びこれ
に対応した数のホルダが取付けられ、各ホルダは、プロセスチャンバと、廃棄物チャンバ
と、１つ又は２つ以上のピペット先端部と、１つ又は２つ以上の入れ物を有し、前記１つ
又は２つ以上の入れ物は、それぞれ、サンプルからの核酸の抽出を実施するのに十分な量
の１つ又は２つ以上の試薬を収容し、
　第１の位置から前記１つ又は２つ以上のホルダの各々の前記プロセスチャンバに隣接し
た第２の位置に移動可能である磁気セパレータを有し、
　多数のヒータユニットを有するヒータ組立体を有し、前記ヒータユニットの各々は、プ
ロセスチャンバと接触状態にあり、
　第１のホルダの上方の第１の位置から第２のホルダの上方の第２の位置まで移動可能で
ある液体ディスペンサを有し、
　多数のコンパートメントを有する貯蔵コンパートメントを有し、各コンパートメントは
、前記多数のサンプルの各々から抽出された核酸をそれぞれ貯蔵する、準備装置。
〔形態２９４〕
　ユニット化試薬ホルダであって、ストリップを有し、前記ストリップには、
　単一のプロセス管が取付けられ、
　１つ又は２つ以上の入れ物が取付けられ、各入れ物は、サンプル調製試薬と、１つ又は
２つ以上の液体試薬とから成る群から選択された試薬を収容し、
　廃棄物管が取付けられ、
　１つ又は２つ以上のピペット先端部を保持するように構成された１つ又は２つ以上のソ
ケットが取付けられ、
　前記１つ又は２つ以上のピペット先端部を包囲するように構成されたピペット先端部シ
ースが取付けられている、ユニット化試薬ホルダ。
〔形態２９５〕
　４つのソケットを有する、形態２９４に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態２９６〕
　前記１つ又は２つ以上の液体試薬は、中和化緩衝液と、遊離緩衝液と、洗浄緩衝液とを
含む、形態２９５に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態２９７〕
　前記１つ又は２つ以上の入れ物の各々の口を密封閉鎖するラミネートを更に有する、形
態２９４に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態２９８〕
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　前記１つ又は２つ以上の入れ物のうちの少なくとも１つは、取出し可能である、形態２
９４に記載のユニット化試薬ホルダ。
〔形態２９９〕
　液体ディスペンサであって、
　１つ又は２つ以上のセンサと、
　マニホルドと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上のポンプと、
　前記マニホルドと流体的に連通した１つ又は２つ以上の小出しヘッドと、三次元の並進
移動自由度を提供する台と、
　外部制御装置から電気信号を受取る電気接続部とを有し、
　前記液体ディスペンサは、前記ポンプを介する以外には、流体のための入口又は出口を
備えていない、液体ディスペンサ。
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