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(57)【要約】
様々なタイプのモジュールへマイクロチップをインター
フェースするための方法およびデバイスが開示される。
開示したテクノロジーは、ＤＮＡシーケンシングおよび
ゲノタイピング、プロテオミクス、病原体検出、診断な
らびに生物兵器防衛などの様々な用途のためのサンプル
調製および分析システムとして使用できる。本発明は、
標的分析物を捕捉および精製するための手段および該標
的分析物をマイクロ流体デバイス内へ導入するための手
段を備える第１モジュールと、該マイクロ流体デバイス
を備える第２モジュールと、を備え、ここで該マイクロ
流体デバイスは該標的分析物を検出もしくは分析するた
めに適合する、モジュラーシステムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　標的分析物を捕捉および精製するための手段および該標的分析物をマイクロ流体デバイ
ス内へ導入するための手段を備える第１モジュールと、
　該マイクロ流体デバイスを備える第２モジュールと、
を備え、ここで該マイクロ流体デバイスは該標的分析物を検出もしくは分析するために適
合する、モジュラーシステム。
【請求項２】
前記標的分析物が、細菌、ウイルス、胞子、真核細胞、または核酸からなる群から選択さ
れる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記細菌が炭疽菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ）である、請求項２に記載の
システム。
【請求項４】
前記胞子が炭疽菌胞子である、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
前記細胞が癌細胞である、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
前記核酸がＤＮＡである、請求項２に記載のシステム。
【請求項７】
前記分析が、前記ＤＮＡシーケンシングを含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記分析が、前記ＤＮＡの増幅を含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
前記マイクロ流体デバイスが、請求項３２に記載のマイクロ流体デバイスである、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１０】
　回転式磁極片と、
　フロースルーチューブと、
　固定磁極片と、
を備え、
　ここで、該回転式磁極片、該チューブおよび該固定磁極片は、該磁極片が回転すると該
フロースルーチューブ内で磁気進行波を生じる様式で配列されており、そのために適合す
る材料を含む、磁気進行波フロースルー式デバイス。
【請求項１１】
前記磁極片の回転が少なくとも約１００Ｈｚである、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
前記チューブのルーメン内に配置されたビーズをさらに備える、請求項１０に記載のデバ
イス。
【請求項１４】
前記ビーズが磁性ビーズである、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１５】
標的分析物が前記磁性ビーズに付着する、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
前記標的分析物が前記磁性ビーズへ親和性捕捉される、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
前記標的分析物が、細菌、胞子、ウイルス、真核細胞、および核酸からなる群から選択さ
れる、請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
前記フロースルーチューブがマイクロ流体デバイス内へ供給される、請求項１０に記載の
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デバイス。
【請求項１９】
標的分析物を溶解もしくは破壊する方法であって、該方法は、以下：
　ａ）標的分析物および磁性ビーズを請求項１０に記載の磁気進行波デバイスのフロース
ルーチューブ内へ導入する工程、ならびに
　ｂ）該チューブ内で１つまたは複数の方向に該磁性ビーズを加速させるために適合する
周波数で該デバイスの磁極片を回転させる工程、
を包含し、
　それにより該ビーズが該標的分析物を溶解または破壊させる、方法。
【請求項２０】
前記標的分析物が、細菌、胞子、ウイルス、真核細胞、および核酸からなる群から選択さ
れる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記回転させる工程が、少なくとも約１００Ｈｚである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
前記標的分析物が前記磁性ビーズへ付着させられる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
前記標的分析物が前記磁性ビーズへ親和性捕捉される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
前記フロースルーチューブがマイクロ流体デバイスと流体連絡している、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２５】
前記標的分析物が核酸であり、前記マイクロ流体デバイスが前記核酸の配列を増幅させる
ために適合している、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
前記標的分析物が核酸であり、前記マイクロ流体デバイスが前記核酸をシーケンシングす
るために適合している、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　エアロゾルを含有するために適合するチャンバと、
　超音波処理装置プローブと、
を備え、
　該チャンバがサンプル注入口およびサンプル排出口を備え、該プローブが、該サンプル
注入口とサンプル排出口との間に配置されたサンプルを超音波処理するために適合する方
法で前記チャンバ内に配置されている、フロースルー式超音波処理装置。
【請求項２８】
流体サンプルをさらに含み、前記サンプルが前記チャンバを通って流れる請求項２７に記
載の超音波処理装置。
【請求項２９】
前記サンプル出口がマイクロ流体デバイスと流体連絡している、請求項２７に記載の超音
波処理装置。
【請求項３０】
　標的分析物を含むサンプルが前記超音波処理装置のチャンバ内に存在する間に請求項２
７に記載のフロースルー式超音波処理装置のプローブを作動させるステップを含み、
　これにより前記標的分析物が超音波処理される、標的分析物を溶解もしくは破壊させる
方法。
【請求項３１】
前記標的分析物が、細菌、胞子、ウイルス、真核細胞、および核酸からなる群から選択さ
れる、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
マイクロ流体デバイスであって、
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　２つの親和性捕捉チャンバと流体連絡している装填リザーバであって、前記捕捉チャン
バが各々分離チャネルと流体連絡している装填リザーバと、
　順方向および逆方向核酸シーケンシング産物を含むサンプルを該リザーバから該親和性
捕捉チャンバへ電気泳動するために適合する電極であって、該捕捉チャンバが該順方向お
よび逆方向核酸シーケンシング産物のどちらかを捕捉するために適合する親和性捕捉マト
リックスを含む電極と、
　該親和性捕捉チャンバの温度制御のための手段と、
を備える、マイクロ流体デバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて、２００４年９月１５日に提出され
た米国仮特許出願第６０／６０９，９７０号の利益を主張する。この開示は、その全体が
参考として本明細書中に援用される。
【０００２】
　（連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載）
　本発明の態様は、国防総省によって授与されたプロジェクト番号Ｗ９１１ＳＲ－０４－
Ｐ－００４７、ＮＩＨによって授与された助成金番号５Ｒ０１ＨＧ００３５８３－０１、
ＨＳＡＲＰＡによって授与された契約番号ＮＢＣＨＣ０５０１３３、ＨＳＡＲＰＡによっ
て授与された受付番号ＴＴＡ－１－００１４（協定番号Ｗ８１ＸＷＨ－０４－９－００１
２）のうちの１つまたは複数の下で政府の資金提供を受けて実施された。連邦政府は、本
発明に所定の権利を有する。
【０００３】
　過去１０～２０年間に、多くはバイオ分析方法におけるサンプル所要量を減少させるこ
とを目標として、本質的に異なる、そしてしばしば不適合であるデザインの、広範囲のマ
イクロ流体デバイスが開発されてきた。外部寸法形態要素、上流および下流の外部インタ
ーフェースの性質、ならびに内部マイクロ流体経路の長さ、断面形状、および直径を制御
する基準がないために、そのようなマイクロ流体デバイスは、相互に、そして現行の上流
にある精製装置および下流にある分析装置と不適合であることがしばしば判明する。
【０００４】
　超微細加工の分野ではマイクロリットル、さらにナノリットルもしくはピコリットルさ
えのスケールでの分析を可能にする進歩が遂げられたにもかかわらず、多くの生物学的お
よび環境的サンプルは、最初は現行のマイクロ流体分析装置のスケールよりはるかに大き
な、そして不適合な容量で入手される。
【０００５】
　そこで当技術分野においては集積化流体システムの構成要素として使用でき、様々な外
部寸法形状要素、外部インターフェース、および／または内部流体形状を有するマイクロ
流体構成要素を効果的流体連絡へインターフェースでき、そして調製モジュールにインタ
ーフェースできるモジュラー式マイクロ流体構成要素、またはマイクロ流体調製用および
／または分析用構成要素とともにより大きなスケールで作動する方法に対する必要がある
。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要旨）
　本発明は、当技術分野におけるこれらやその他の必要を解決する。
【０００７】
　（詳細な説明）
　図面を含む上記の一般的な説明、および以下の詳細な説明は、どちらも例示かつ説明す
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ることだけを目的としており、本開示を制限するものではないことを理解されたい。本開
示では、単数形の使用は、特別に記載しない限り、複数形を含んでいる。同様に「または
」の使用は、他に特別に記載しない限り「および／または」を意味している。同様に、「
含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含んでいる（ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ）」、「包含する（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「包含する（ｉｎｃｌｕｄｅｓ
）」、および「包含している（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」は、限定することは意図されてい
ない。「要素」もしくは「構成要素」などの用語は、他に特別に記載しない限り、１つの
ユニットを含む要素および構成要素ならびに２つ以上のユニットを含む要素もしくは構成
要素の両方を包含している。本明細書で使用した章毎の見出しは構成上だけのためであり
、本明細書に記載した主題を限定すると解釈してはならない。特許、特許出願、論文、書
籍および専門書を含むがそれらに限定されない本明細書で言及した参考文献の全体および
参考文献の部分は、これにより明示的にあらゆる目的のために全体として参照して本明細
書に組み込まれる。万一１つまたは複数の組み込まれた参考文献が本開示と矛盾する場合
は、本開示が優先される。
【０００８】
　本開示は、様々なサンプル由来の標的分析物を調製および分析するための補完的機能性
を有する集積化モジュラーシステムを提供する。本明細書に開示するシステムは、分子（
例、毒素、医薬品）、生体分子（例、核酸、ポリペプチド、脂質）、細胞（例、真核細胞
および原核細胞（例、バシラス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）、エシェリキア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃ
ｈｉａ））、胞子（例、炭疽菌（Ｂ．ａｎｔｈｒａｃｉｓ））、ウイルス（例、インフル
エンザ、疱瘡）、および当業者の裁量で選択できる他の物質を含むがそれらに限定されな
い様々な標的分析物の調製および分析に使用される。様々な典型的実施形態では、サンプ
ルの調製および分析は、以下に記載するように、１つまたは複数のシステムモジュールに
よって実施できる。
【０００９】
　一部の実施形態では、本明細書に開示したシステムは、サンプルの捕捉もしくは精製（
ＳＣＰＭ）のためのフロントエンドモジュールを含むが、典型的な実施形態では、これは
さらに捕捉および／または精製されたサンプルをそれ以上の調製および／または分析のた
めに、１つまたは複数のマイクロ流体デバイス（例、マイクロスケール、ナノスケール、
またはピコスケールのデバイス）を含むことができるバイオプロセッサモジュール（ＢＰ
Ｍ）内へ導入することができる。そこで、本明細書では、サンプルから標的分析物を捕捉
する、濃縮する、もしくは精製するため、およびその後に前記標的分析物を１つまたは複
数のマイクロ流体デバイス内へ導入するために使用するモジュラーシステムおよび方法が
開示される。一部の実施形態では、マイクロ流体デバイスは、オフチップ・プラットフォ
ームへ供給することができる。
【００１０】
　様々な典型的実施形態では、ＳＣＰＭは、溶解、乳化、超音波処理、遠心分離、クロマ
トグラフィ、固相抽出法（ＳＰＥ）、免疫捕捉（例、免疫磁気分離（ＩＭＳ））、ビーズ
に基づく捕捉法、およびそれらの組み合わせなどの様々な方法によって標的分析物を捕捉
する、精製する、または濃縮することができる。一部の実施形態では、ＳＣＰＭは、例え
ば１つまたは複数のマイクロ流体デバイス内へ導入するためにミリリットルをマイクロリ
ットル以下の容量へ濃縮することによって、マクロスケールのサンプル液をマイクロスケ
ールの容量へ減少させることができる。これらのＳＣＰＭ実施形態は、より大きなスケー
ルで作動する作業モジュールを含む流体デバイス内へマイクロスケールおよび／またはナ
ノスケールのデバイスを集積化することを許容することで、モジュラースケールのインタ
ーフェースとして機能することができる。これらのＳＣＰＭ実施形態は、有用にも様々な
寸法形態の要素を有するモジュールが流体連絡しているシステム内へ集積化することを可
能にする。一部の実施形態では、ＳＣＰＭは、粗サンプル中に存在する可能性がある、そ
して下流での処理もしくは分析の阻害剤として作用する１つまたは複数の物質を除去する
ことによってサンプルを精製できる。サンプル中の標的分析物を捕捉する、精製する、も
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しくは濃縮することによって、ＳＣＰＭは、本明細書に開示したシステムの感度を従来型
方法に比較して上昇させることができる。
【００１１】
　ＢＰＭは、典型的には１つまたは複数のマイクロ流体デバイスを含む。本明細書で使用
する「マイクロ流体デバイス」は、マイクロリットル（μＬ）、ナノリットル（ｎＬ）、
および／またはピコリットル（ｐＬ）容量などのミリリットル未満の量の流体を操作する
、保存する、処理する、または分析するために適合するデバイスを意味する。様々な典型
的実施形態では、マイクロ流体デバイスは、１つまたは複数のマイクロチップ（例、マイ
クロスケール、ナノスケール、ピコスケールのデバイス）、キャピラリ、およびそれらの
組み合わせを含むことができる。本明細書に開示したマイクロチップは、当技術分野にお
いて知られている超微細加工技術によって製造することができ、バルブ、ポンプ、チャン
バ、チャネル、リザーバなどを含むことができ、そして１つまたは複数の標的分析物を処
理または分析するために適合する可能性がある。様々な典型的実施形態では、マイクロ流
体デバイスは、マイクロチップに基づくカートリッジであってよく、そして非交換型／再
使用型またはディスポーザブル型であってよい。本明細書に開示したマイクロチップは、
任意の形状もしくは寸法を有していてよい。例えば、マイクロチップは、１つまたは複数
の放射状サンプル調製もしくは分析ユニットを備える円形カートリッジであってよく、マ
イクロチップを作動させる機器と一緒に使用できる。一部の実施形態では、マイクロ流体
デバイスは自動化できる。例えば、マイクロチップは「ＣＤチェンジャ」内に保存し、１
つまたは複数の機能を実行するために自動的に挿入、操作することができ、必要に応じて
プログラマブル機器によって保存できる。そこで、機器は、同時または連続的に１つまた
は複数のマイクロチップを作動させるために、マイクロチップの取り扱い、外部空気圧、
温度制御装置、試薬溶液などを提供できる。
【００１２】
　一部の実施形態では、ＳＣＰＭは、１つまたは複数の付加された標的分析物を含むこと
のできる懸濁液、コロイド（例、エマルジョン）、もしくは捕捉用ビーズをＢＭＰ内へ、
または様々なそのような実施形態では、ＢＰＭの１つまたは複数のマイクロ流体デバイス
内へ導入することができる。そのような実施形態では、ＢＰＭの１つまたは複数のマイク
ロ流体デバイスは、ビーズなどの１つまたは複数のそのような固体を目詰まりを起こさず
にデバイスのマイクロ流体経路に通して移動させるために適合する。
【００１３】
　ＳＣＰＭからＢＰＭ内へのビーズもしくは他の固体の通過は、分析物含有サンプルの容
量のダウンスケールを実行する、したがってマクロスケールモジュールからマイクロスケ
ールデバイスへインターフェースするために役立つことができる。そこでそのようなＳＣ
ＰＭおよびＢＰＭ実施形態は、マイクロスケールおよび／またはナノスケールのデバイス
を、より大きなスケールで作動する作業モジュールを含むマイクロ流体デバイス内へ集積
化することを許容するので、相違するスケールおよび／または寸法形態の要素を備えるデ
バイスをモジュラー式でインターフェースすることができる。
【００１４】
　ビーズに基づくマイクロ流体デバイスによる処理のために適合する様々な典型的実施形
態では、ビーズは、流体回路内に挿入された堰もしくは他の物理的障害によって、磁場に
よって、ビーズの親和性捕捉によって、電気的捕捉もしくは他の機構によって、マイクロ
流体通路もしくは回路の様々なポイントで可逆的に固定化できる。様々な実施形態では、
ビーズは、マイクロ流体通路もしくは回路に通して移動させることができ、そして物理的
もしくは化学的処理を受けさせることができる。ビーズへ付着性である、もしくは付加さ
れた、もしくは吸着された、もしくは吸収された、さもなければ結合された分析物は、引
き続いていっそうのオンチップ（すなわち、マイクロ流体デバイス内での）処理もしくは
分析のために下流反応チャンバ内へ移動させることができる。一部の実施形態では、標的
分析物などの物質は、必要に応じてビーズから溶離させることができる。一部の実施形態
では、相違する親和性を備える一連のビーズを、高い特異性および感受性を備えるより複
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雑な生体分子プロセスに連結させることができる。例えば、１つのステップは細胞をビー
ズに結合させることができ、次のステップは特異的ＤＮＡ配列を反応前のクリーンアップ
のためにビーズ上に固定化することができ、そして第３のステップでは質量分析計などへ
導入する前に精製のためにビーズを使用して反応生成物へ結合させることができる。一部
の実施形態では、親和性捕捉試薬を備えるゲルもまた、当業者の裁量で選択された様々な
ステップで使用できる。
【００１５】
　一部の実施形態では、ＢＰＭは、スタンドアロン型サンプル調製システムとして使用で
きる。このため、様々な典型的実施形態では、ＢＰＭは、様々な上流サンプル収集デバイ
ス（例、エアロゾルサンプラ）へ接続できる、または下流分析プラットフォームもしくは
方法（例、質量分析法（ＭＳ）、核磁気共鳴（ＮＭＲ）、キャピラリアレイ電気泳動法（
ＣＡＥ）、逆転写ＰＣＲ（ＲＴ－ＰＣＲ）、単分子検出システムなど）へ供給することが
できる。しかし、一部の実施形態では、１つまたは複数の分析方法をチャネル内、リザー
バ内、反応チャンバ内など、またはそれらの組み合わせにおけるマイクロチップ上で実施
できる。
【００１６】
　本明細書に開示したシステムは、生物兵器防衛監視、感染性疾患の診断、法医学、ゲノ
ミクス、プロテオミクスおよびその他の分野において広汎な用途を有する。生物兵器防衛
については、本テクノロジーは、例えば建築物、飛行機、または空港のための病原体監視
デバイスとして機能する分野において配備できる、または検査需要の急増に対応するため
に研究室で使用できる、コンパクトなユニットを提供する。本システムは、空気、生体液
、農業作物、またはその他の起源から標的病原体を検出するためにサンプルを調製および
分析することができる。低消費コストと自動化された調製および分析との組み合わせは、
分子診断学に重要な影響を及ぼす。臨床診断のためには、本テクノロジーは、所望に応じ
て追加の分析を構成するために継目なく集積化されるディスポーザブルデバイスを用いて
ＰＣＲ診断機器を製造するのに適合させることができる。本明細書に開示したシステムは
、薬理遺伝学、ヒト遺伝医学、バイオメディカル研究、動物および植物の遺伝子型特定、
ならびにヒトの同定に適用することもできる。
【００１７】
　本明細書に開示したシステムの追加の用途には、微生物の検出、生物の遺伝子型特定、
シーケンシング、および法医学などの分子診断学；ＲＴ－ＰＣＲ、再シーケンシング、お
よびタンパク質分析などの様々な方法のためのサンプル調製および分析用プラットフォー
ムの作製；質量分析、キャピラリアレイ電気泳動、ディファレンシャル・ディスプレイ、
および単分子検出などの大多数の分析用プラットフォームならびに生物兵器防衛用途のた
めのサンプル調製ステーションの作製が含まれる。
【００１８】
　本明細書に開示したシステムは、全体として、もしくは部分的に、例えばロボット工学
によって自動化できる、そしてハンドヘルド型デバイスから現場モニタ、そして実験室用
機器へ拡張することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　１．　標的分析物の濃度
　一部の実施形態では、サンプル中の標的分析物は、その後の処理もしくは分析のために
マイクロ流体デバイス内へ導入する前に濃縮することができる。一部の実施形態では、１
つまたは複数の標的分析物は、マクロスケール容量（例、ミリリットルからリットル容量
）を保持して１つまたは複数の標的分析物を小さな表面（例、マイクロビーズ）上へ濃縮
できる、１つまたは複数のオフチップ・フロースルー式デバイスを用いて濃縮することが
できる。一部の実施形態では、１つまたは複数の標的分析物は、マクロスケール容量を保
持するオフチップ・リザーバによって供給できるオンチップ・フロースルー式デバイスを
用いて濃縮できる。一部の実施形態では、オンチップおよびオフチップ・デバイスを組み
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合わせて使用できる。一部の実施形態では、捕捉された標的分析物は、下流での処理もし
くは分析のために適合する容量へ選択的に溶離させることができる。図１に示したように
、ＳＣＰＭ１は免疫捕捉２、溶解３、核酸精製４のためのモジュールを含むことができ、
ナノバイオプロセッサ（ｎａｎｏｂｉｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）５と集積化することができ
る。一部の実施形態では、毒素などの分子を免疫捕捉して、ナノバイオプロセッサ５へ直
接的に供給することができる（図２）。
【００２０】
　表面上へ標的分析物を捕捉するために適合する物質には、ビーズ、モノリス、改質ポリ
マーなどを含むことのできる様々なタイプの抽出マトリックス物質が含まれる。一部の実
施形態では、抽出マトリックス物質は、様々な付加された官能基（例、Ｃ４、Ｃ１８、カ
ルボキシ基、およびアミノ基）、様々なビーズもしくは化学的物質の混合床、または親和
性捕捉成分（例、抗体、レクチン、ハプテン、リガンド（例、ビオチン）、受容体、核酸
など）を含むことができる。一部の実施形態では、核酸は、ＳＰＲＩもしくは未改質シリ
カビーズなどのカルボキシ化ビーズを用いて捕捉でき、そして水などの適合する容量の極
性溶媒中へ溶出させることができる。一部の実施形態では、チオシアン酸塩などのカオト
ロピック剤が核酸をキャピラリ表面へ押し進め、洗浄後に、濃縮かつ精製された核酸をそ
の後の処理もしくは分析のためにバッファ中へ溶出させることのできる、シリカキャピラ
リを利用するナノスケール捕捉法を使用できる（例えば、米国特許第６，４８９，１１２
号参照）。様々な標的分析物の固相捕捉の他の方法は、例えば、Ｗｅｉｍｅｒ　ｅｔ　ａ
ｌ．　２００１　Ａｐｐｌ．　Ｅｎｖｉｒｏｎ．　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，　６７：
１３００－１３０７に記載されている。
【００２１】
　ａ）　オフチップ・フロースルー式デバイス
　一部の実施形態では、標的分析物は、マクロスケールのサンプル容量を濃縮マトリック
ス１４０に通して流すオフチップ・フロースルー式デバイス１３０を用いて濃縮できる（
図４）。一部の実施形態では、濃縮マトリックスが標的分析物を保持し、他方バルク溶液
および干渉化合物はデバイスを通過する。一部の実施形態では、干渉化合物もしくは望ま
しくない化合物がマトリックス１４０上に保持され、標的分析物はデバイスを通過する。
サンプルの形状（表面、水、土壌、エアロゾル、生体物質）に依存して、粗濾過（約、２
０μｍ）は、かさの高い不純物および微粒子を除去するために役立つことがある。一部の
実施形態では、オフチップ・フロースルー式デバイスは、その中にマトリックスが装填さ
れている底部にフリット製開口部１５０を含むことができ、溶出のための孔（≦１ｍｍ）
ポートを含むことができる（図４）。濃縮マトリックスは、本明細書に記載するように、
非親和性培地もしくは親和性捕捉培地を使用できる。ＢＰＭマイクロ流体デバイスと集積
化されたオフチップ・フロースルー式デバイスの実施例は、図３に示されている。
【００２２】
　ｉ）　非親和性捕捉
　本明細書で使用する「非親和性捕捉」は、疎水性、親水性、もしくはイオン性相互作用
による培地上での標的分析物の非特異的捕捉を意味する。
【００２３】
　一部の実施形態では、標的分析物の非親和性捕捉は、２０μｍポリエチレン製フリット
を備える１揃いのＳＰＥ培地が前もって装填された１．５ｍＬ（または４ｍＬ）カラムを
含むＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ（商標）固相抽出法（ＳＰＥ）キット（Ａｌｌｔｅｃｈ
社）を使用できる。培地は、その後の溶出のために標的分析物を捕捉できる、または望ま
しくない物質が培地上に保持されている間に標的分析物が通過するのを許容できる。例え
ば、１～１０４ＣＦＵ／ｍＬ、約１０２～１０３ＰＦＵ／ｍＬ、および０．１～１０２ｎ
ｇ／ｍＬの範囲内の細胞溶解液中の細胞、ウイルス、もしくはタンパク質は、各々培地へ
適用できる。サンプルは、手動もしくはロボット利用によって装填し、必要に応じて真空
を適用して培地を貫流させることができる。一部の実施形態では、標的分析物は、洗浄で
きる充填物質へ結合させられ、標的分析物は培地からの溶出によって濃縮することができ
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る。様々な典型的実施形態では、流動特性および保持特性のためにチャネリングを防止す
るシリカマイクロファイバディスクを備える３ｍＬシリンジバレルＳＰＥＣ（ＡＮＳＹＳ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社）またはＢｉｇ　Ｂｅａｄを使用できる。所望の物質の濃
縮もしくは精製を提供するためには、標準もしくは特殊クロマトグラフィ用培地もまた使
用できる。任意の選択された培地に対して、床容量、相違する培地処方、洗浄、および溶
出条件は、当業者であれば感受性を増強する目的で最大保持のために最大化できる。
【００２４】
　デバイスを貫流するサンプルを監視するためには、例えばＡｖａｌａｎｃｈｅ蛍光スキ
ャナ（ＧＥ社）を使用する免疫タグ付けおよび蛍光検出、例えばＭｅｇａＢＡＣＥ　１０
００（ＧＥ社）を使用するキャピラリ電気泳動法、細胞についての増殖アッセイ、または
当業者によく知られている他の方法などの様々な方法を使用できる。
【００２５】
　ｉｉ）　親和性捕捉
　本明細書で使用する「親和性捕捉」は、標的分析物に対して実質的に特異的である分子
（例、抗体、リガンド、受容体、レクチン、ハプテン、エピトープ、オリゴヌクレオチド
など）を含む培地を用いる標的分析物の捕捉を意味する。一部の実施形態では、標的分析
物（例、細胞、微生物、胞子、または毒素）の表面エピトープに対するモノクローナル抗
体を用いて修飾された磁性ビーズをサンプルへ添加することができる。一部の実施形態で
は、特異的微生物、細胞タイプ、サブタイプ、種、核酸、タンパク質などに対する抗体で
コーティングされたビーズの混合物もしくは数セットのビーズを、サンプルへ連続的に、
または当業者の裁量で選択された様々な組み合わせで適用できる。抗体がコーティングさ
れたビーズは、標的分析物へ結合するのでそれにより溶液から標的分析物を捕捉できる。
ビーズは、磁石によって収集でき、不純物および潜在的阻害剤は洗浄によって除去できる
。
【００２６】
　様々な典型的実施形態では、収集および洗浄されたビーズは、フロースルー式デバイス
もしくは別のデバイス内でさらに処理するために再懸濁させる、またはＢＰＭのマイクロ
チップ上に移動させることができる。本明細書で記載するように、生物兵器防衛用途に関
連する実施形態については、収集および洗浄されたビーズは、１０μＬのバッファ中に再
懸濁させ、小型超音波ホーンに挿入できる。一部の実施形態では、図６に示したデバイス
を用いるフロースルー型超音波処理を使用できる。超音波処理後、超音波処理された物質
はフィルタに通して、ＢＰＭマイクロ流体デバイスへ通過させることができる。
【００２７】
　ｂ）　オンチップ・フロースルー式デバイス
　一部の実施形態では、ＢＰＭマイクロ流体デバイスは、標的分析物を濃縮するために使
用できる。一部の実施形態では、標的分析物のオンチップ濃縮は、モジュール集積化、超
微細加工テクノロジーの使用、および同一チャンバ内でＰＣＲなどの様々な方法を実行す
る能力を促進できる。一部の実施形態では、これは適切な流量を産生するために相当に大
きな径のチャネルの使用を必要とすることがある。一部の実施形態では、免疫親和性捕捉
は、病原性微生物もしくはウイルス、タンパク質、または他の標的分析物をサンプルから
濃縮および精製するための迅速かつ特異的方法を提供する。例えば、標的分析物を濃縮す
るために、ビーズに基づくサンプル調製は、バッチプロセスからオンチッププロセスへ適
応させることができる。例えば、抗体がコーティングされたビーズは、導電学的ビーズ床
充填および堰式ビーズ捕獲法を用いて集積化かつ超微細加工された捕捉チャンバ内へ配置
することができる（Ｏｌｅｓｃｈｕｋ　ｅｔ　ａｌ．　２０００．　Ａｎａｌｙｔｉｃａ
ｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　７２：５８５－５９０９）。
【００２８】
　一部の実施形態では、フロースルーモードにおける充填床内のカルボキシル化ビーズは
、ＤＮＡシーケンシング混合物などのポリヌクレオチドを後処理するために超微細加工ガ
ラスデバイス内で使用できる。ビーズを捕獲するためのダムを備えるガラスチップは、Ｂ
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ｏｒｏｆｌｏａｔガラスから超微細加工することができる。ダムの上部と反対側のチャネ
ルとのダムの間隙は、カルボキシル化ビーズもしくはシリカビーズなどの他のタイプのビ
ーズ、抗体、レクチン、もしくは核酸などを使用する親和性捕捉を備えるビーズのために
設計できる。深いチャネルは、最初にＨＦを用いてエッチングし、次に特定のビーズおよ
び用途に依存して第２の浅いエッチングにより０．５μｍ以上までの高さにダムを規定で
きる。一部の実施形態では、ビーズは、圧力によって充填し、真空吸引によって除去する
ことができる。一部の実施形態では、免疫官能化もしくはその他の磁性ビーズは堰を備え
ないチャンバ内へ導入できる。チャンバの平面に垂直な小さな磁場を適用すると、ビーズ
は約５ｍｍの間隔を備える準規則的な一連の垂直柱へ自己集合する（Ｄｏｙｌｅ　ｅｔ　
ａｌ．　２００２．　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２９５：２２３７）。
【００２９】
　様々な典型的実施形態では、クロマトグラフィ培地、付加された抗体もしくは他の親和
性捕捉物質を備えるゲル、化学修飾を伴う、もしくは伴わないゲル、固相抽出媒体、モノ
リス、または当業者によく知られている他の分離もしくは結合マトリックスなどのマトリ
ックスを使用できる。
【００３０】
　２．　溶解モジュール
　一部の実施形態では、標的分析物は、オンチップもしくはオフチップで破壊および溶解
することができる。破壊または溶解することができる標的分析物の非限定的例は、（例、
原核細胞、真核細胞、古細菌）、胞子（例、細菌性（例、炭疽菌（Ｂ．　ａｎｔｈｒａｃ
ｉｓ）、クロストリジウム（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ））もしくは真菌性（例、Ｃ．イミ
チス（Ｃ．　ｉｍｍｉｔｉｓ）））、細胞小器官（例、ミトコンドリア、核など）、核酸
、染色体、プラスミド、リボソーム、プロテオソーム、ウイルス（疱瘡、インフルエンザ
、ウエストナイル、ポリオ、肝炎、およびレトロウイルスなど）である。一部の実施形態
では、標的分析物は超音波処理によって破壊または溶解することができる。一部の実施形
態では、ビーズ上に捕捉された標的分析物は、マイクロチップ上に導入する前に超音波処
理することができる。
【００３１】
　超音波による破壊は、ビーズ上に捕捉され、濃縮され、そして精製された粗標的分析物
溶液もしくは標的分析物を含む溶液中に浸漬されるホーンを用いて実施できる。超音波処
理装置は、コレクタ排出液中に直接的に浸漬できるプローブを有するフロースルー式超音
波処理装置であってよい（図６）。チャンバもまたエアロゾルを含有もしくは捕獲するよ
うに設計することができ、本明細書に記載するように自動化できる。
【００３２】
　一部の実施形態では、破壊または溶解はビーズビーティング法によって達成できる。ビ
ーズは、本明細書に記載するように、捕捉ビーズと同一であっても相違していてもよい。
一部の実施形態では、磁気対非磁気、相違する密度などの溶解および／または捕捉のため
に使用されるビーズの相違する特性は、下流での処理もしくは分析を単純化するために様
々なタイプのビーズを分離するために使用できる。一部の実施形態では、フロースルー式
進行波ビーズビーティングデバイス１０を使用できる（図５）。例えば、図５に示したよ
うに回転式磁極片２０は、磁極片が回転するにつれてチューブ３０を下方へ貫流する磁気
波を作り出す。回転は約１００Ｈｚまでであってよく、チューブを貫流する胞子およびそ
の他のタイプの標的分析物を破壊させるために隣接チューブを通過するビーズの十分な加
速を作り出すことができる。一部の実施形態におけるビーズは、溶解を促進するために複
数の形状を有する。
【００３３】
　破壊または溶解を評価するためには、生育性の消失対時間を使用して所望の出力設定、
曝露時間、容量、および幾何学的形状を決定できる；そのようなパラメータの設定は、当
業者の能力の範囲内に含まれる。一部の実施形態では、ＴａｑＭａｎアッセイにおけるＤ
ＮＡもしくはＲＮＡの遊離を試験するために選択されたサンプルを使用できる。破壊は、
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胞子に対して、および下流での処理もしくは分析のためにそれらを不適合にすることなく
、高分子をより低いそれらの粘度および断面積へ剪断するために最適化できる。一部の実
施形態では、溶解液は、マイクロ流体デバイスのマイクロチャネルを閉塞させる可能性が
ある凝塊を除去するために、少なくとも約１０μｍ、さらに少なくとも約２０μｍ、３０
μｍ、またはそれ以上さえの孔径を有するフィルタに通過させることができる。
【００３４】
　一部の実施形態では、破壊または溶解された物質は、オンチップもしくはオフチップの
いずれかで、さらに精製するための供給原料として使用できる。例えば、核酸をアッセイ
するために、選択的オリゴヌクレオチドを備えるビーズ上での核酸ハイブリダイゼーショ
ンの精製ステップはバックグラウンドから標的配列を精製することができる。タンパク質
については、疎水性、カルボキシル化、または他の化学物質などの固体表面上への捕捉は
、あるクラスのタンパク質の非特異的精製を提供することができ、他方では親和性捕捉は
必要な場合に強化された特異性を提供できる。同様に、必要に応じてオンチップおよびオ
フチップ、ならびにビーズに基づく、およびその他のマトリックスの種々雑多の組み合わ
せを用いて、複数の精製ステップを実施できる。
【００３５】
　一部の実施形態では、溶解は、マイクロチップ内へ導入後に実施できる。そのような実
施形態では、マイクロチップは、溶解すべき細胞を備えるサンプルを受け入れる。
３．　核酸精製モジュール
　一部の実施形態では、本発明のシステムは、核酸精製モジュール（ＮＡＰＭ）を含むこ
とができる。ＮＡＰＭは、溶液または１つもしくは複数のビーズ、コロイド、多相（不均
質もしくは均質）溶液、または他の組成物などの他の物理的形態にあるサンプルを受け入
れるように設計できる。一部の実施形態では、ＮＡＰは、溶解モジュールからの流入を受
け入れるように設計できる。ＮＡＰＭによって受け入れられる容量の範囲は、ミリリット
ルからピコリットル未満の容量に及ぶ可能性がある。一部の実施形態では、ＮＰＡからの
排出は、その後の処理もしくは分析のためにＢＰＭマイクロチップまたは他のマイクロ流
体デバイスへ送達することができる。
【００３６】
　様々な化学物質は、ＮＰＡＭによって使用するために適合させることができる。様々な
典型的実施形態では、ＮＡＰＭは、カオトロピック剤を用いる表面吸着／脱着による精製
；例えばオリゴヌクレオチド含有ゲル上での電気泳動捕捉による選択的核酸精製；または
オリゴヌクレオチド含有ビーズ上へのハイブリダイゼーションによる選択的核酸精製など
の様々な方法による全核酸精製を実施するように設計できる。ＮＡＰＭの実施例は、図７
に示されている。
【００３７】
　ａ）　全核酸精製
　サンプル中の全核酸は、核酸を溶液から表面上へ推し進めるためにカオトロピック剤を
使用する非特異的捕捉法を用いて精製できる。例えば、米国特許第６，４８９，１１２号
は、シリカキャピラリの表面上へ核酸を推し進めるためにチオシアン酸塩もしくはグアニ
ジニウムなどのカオトロピック剤を用いる定量的ナノスケール「テンプレート捕捉」法に
ついて記載している。洗浄後、濃縮かつ精製された核酸は、サイクルシーケンシングなど
のナノスケールのサンプル処理もしくは分析のためにバッファ中へ溶出させることができ
る。本方法は、溶解液から核酸を精製するためにも使用できる。
【００３８】
　一部の実施形態では、投入サンプルは、ガラスビーズ、またはチャネルの壁などの他の
適切な表面の存在下でカオトロピック剤と混合することができる。カオトロピック剤は、
溶液から核酸を押し出し、それらがガラスビーズもしくは他の表面に吸着することを引き
起こす。カオトロピック剤は、さらにサンプル中に存在する可能性がある、核酸分解を実
質的に阻害するヌクレアーゼを不活性化する。インキュベーション期間後、細胞破片、変
性タンパク質、およびカオトロピック剤中に溶解性の他の構成成分は、例えば、真空を用
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いて吸引によって除去し、廃棄物流中へ廃棄することができる。精製されたサンプルは、
追加の不純物を除去するためにさらに洗浄でき、そして回収してマイクロチップもしくは
他の流体システム内へ導入するために核酸をバッファ中へ溶出させることができる。
【００３９】
　一部の実施形態では、核酸精製のための条件は、５Ｍチオシアン酸ナトリウム、９５℃
で９０秒間の変性、３０℃で５分間の表面（例、ガラスビーズ）への結合および２秒間に
わたる８０％　ＥｔＯＨへの結合を含んでいる。一部の実施形態では、核酸は、数種の相
違するカオトロピック剤および溶出回収化学を用いて、ＳＰＲＩカルボキシル化ビーズな
どの改質ビーズ上へ精製することができる。
【００４０】
　ｂ）　選択的核酸精製
　一部の実施形態では、標的核酸は、オリゴヌクレオチド捕捉配列へのオフチップ・ハイ
ブリダイゼーションを用いて選択的に精製できる。
【００４１】
　一部の実施形態では、サンプルは、電気泳動法、流体力学的圧力、遠心分離、または他
の力によって除去して、未改質ビーズ、改質ビーズ、交換式親和性捕捉ゲル、モノリス、
コロイド、２相溶液、およびその他の物質から構成される固定もしくは可動マトリックス
上に移動させることができる。様々な典型的実施形態では、マトリックスは未改質であっ
てよく、物質の表面特性に基づいて標的核酸へ結合することができる、マトリックスはサ
ンプルの構成成分の結合を強化もしくは遅延させるために改質することができる、または
マトリックスは標的配列、結合抗体、もしくは他の親和性捕捉物質に相補的な付加された
オリゴヌクレオチド配列を有することができる。一部の実施形態では、オリゴヌクレオチ
ド上のビオチンラベルは、標的ＤＮＡとハイブリダイズすることができる。ビーズ上のス
トレプトアビジン成分は、所望の標的核酸を精製するためにビオチンへ結合させることが
できる。
【００４２】
　例えば、標的核酸を含むサンプルは、標的核酸に対して相補的な結合オリゴヌクレオチ
ド配列を含有するビーズへ適用することができる。結合標的核酸は、塩、不純物、および
誤対合フラグメントを除去するために低イオン強度バッファ中で洗浄し、熱および電圧に
よってナノリットル容量で溶出できる。一部の実施形態では、親和性捕捉は、高効率（サ
イクルシーケンシング生成物に対して≧９０％）で迅速な可能性がある（≦７分間）。こ
のアプローチは、オフチップ構成へスケールを拡張できる。排出容量は、物理的構成に依
存して約１０ｎＬ～約１ｍＬで変動してよい。
【００４３】
　一部の実施形態では、上述した組成物および方法は、さらにタンパク質、脂質、炭水化
物もしくは非同族核酸に対してアッセイできるサンプルから核酸を除去するためにも使用
することができる。
【００４４】
　４．　マイクロチップ内へのビーズもしくは溶液の導入
　サンプルは、様々なマイクロ流体デバイスもしくは他の流体システム内へ直接的に、ま
たは例えば本明細書に記載したように捕捉および核酸精製による処理後に導入できる。一
部の実施形態では、親和性捕捉ステップからのビーズは、マイクロリットルもしくはナノ
リットル容量などの小さな容量でマイクロチップ内へ導入することができる。ビーズは、
シリンジポンプもしくはピペッティングデバイスを用いるなどでマイクロチップ上のリザ
ーバ内へポンプで送り込むことができ、そしてオンマイクロチップポンプを使用してそこ
にビーズを捕獲もしくは保持できるマイクロチップの部分へビーズを移動させることがで
きる。
【００４５】
　一部の実施形態では、単独ビーズは、ＤＮＡシーケンシング、単分子分析、マトリック
ス支援レーザ脱離／イオン化（ＭＡＬＤＩ）スキャニングおよびペプチドフィンガプリン
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ティングを含むタンパク質のＭＳ分析などの処理もしくは分析のためにマイクロチップ上
へ移動させることができる。単独ビーズは、例えば、フローサイトメトリー法の適用によ
って個々のチャンバへオンマイクロチップで送り込むことができる。または、単独ビーズ
は、平均するとチャンバ内には単独ビーズしか到着しないと予想される確率配分プロセス
によってチャンバ内に配置することができる。
【００４６】
　一部の実施形態では、サンプルは、バッチモードなどの様々なタイプの流体システム、
もしくはフロースルー式システム、またはそれらの組み合わせでさらに処理することがで
きる。本システムは、マイクロチップ、キャピラリ、チューブ、ウエル、または他の容器
およびマイクロ流体デバイスに基づいてよい。導入されたサンプルは、構成成分、タグ成
分を生化学的もしくは化学的に分離するために処理できる、またはオンマイクロチップで
分析できる、または下流での分析のために調製できる。
【００４７】
　５．　ＢＰＭ
　ＢＰＭは、典型的には以下で記載するように機器およびプログラマブルソフトウエアに
よって任意に作動できる１つまたは複数のマイクロ流体デバイスを含んでいる。一部の実
施形態では、マイクロ流体デバイスは、ＳＣＰＭからサンプルを投入し、流体回路と反応
チャンバ間に液体を送り、試薬を添加し、核酸および毒素などの様々な標的分析物につい
てのアッセイを実行する、カートリッジ内に保持されたマイクロチップ、ナノチップ、も
しくはピコチップであってよい。一部の実施形態では、様々なタイプのチップは、それに
より反応時間および順序を制御するためのシステム制御要素としてのＭＯＶバルブ、ポン
プおよびルータを用いて、個別バイオプロセッサモジュール内でサンプルを処理できる。
一部の実施形態では、本明細書に開示したチップはＳＣＰＭと集積化できる。
【００４８】
　ａ）　マイクロロボット利用オンチップバルブおよびポンプ（ＭＯＶ（商標））テクノ
ロジー
　ＭＯＶマイクロバルブ、マイクロポンプ、およびマイクロルータは、２つのガラス製マ
イクロ流体層を、バルブを開閉するポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）などの変形可能
な膜層、および膜を変形させてバルブを作動させるための空気層と結合する。上部ガラス
層（図９）内にエッチングされた流体チャネルは、不連続性で、バルブシートとして機能
するバイアへ通じている。ＰＤＭＳ膜４０はバルブシートに接して置かれており、通常は
２つのバイア間の流体路を閉鎖する。ＰＤＭＳ膜４０の反対側には、エッチングによって
形成された空気置換チャンバがフルスケール真空源もしくは圧力源へ接続されている。超
小型オフチップ・ソレノイドを制御することによって、真空もしくは圧力（ほぼ１／２気
圧）をＰＤＭＳ膜４０へ適用すると、柔軟性膜の単純な変形によってバルブを開放したり
（５０）閉鎖したり（６０）できる。
【００４９】
　自給式ＭＯＶポンプ（図１０）は、３つのバルブ７０、８０、９０の作動を調整するこ
とによって作り出すことができ、さらにいずれかの方向への流動を作り出せる。様々な流
量は、作動順序のタイミング、ダイアフラムのサイズ、チャネル幅の変化、およびその他
のオンチップ寸法によって達成できる。ルータ（図１１）は、同様にこれらのバルブおよ
びポンプから形成できる。ルータは、中心ダイアフラムバルブ１００へ接続する別個のチ
ャネル１１０、１２０上に各３つ以上のバルブを用いて形成できる。適正な組み合わせの
バルブを作動させることによって、１つのチャネルからの液体を中心ダイアフラムバルブ
内へ引出し、その液体を様々なチャネル内に排出して送り出すことができる。バス構造も
また作り出すことができる。
【００５０】
　ＭＯＶバルブおよびポンプは、単一シートのＰＤＭＳ膜を用いて１つの製造プロセス中
に同時に作製できる。すなわちチップ上で５個のＭＯＶポンプを作製するのに要する時間
も５００個のポンプを作製するのに要する時間も同じである。そこで、本明細書の開示は
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、チップ上で複雑なマイクロ、ナノ、およびピコ流体回路を作り出すための方法を提供し
、チップ上への実質的に任意の反応もしくはアッセイの移植を可能にする。一般に、本テ
クノロジーは、溶液イオン強度および表面汚染における変動に対して少なくとも実質的に
非感受性である可能性があり、さらに電場の適用を必要としない。
【００５１】
　ｂ）　マイクロ流体デバイス
　図３１は、核酸分析のために使用できる単一バイオプロセッサモジュールの実施例を示
している。このデザインでは、ＩＭＳおよび核酸精製からの結合した精製核酸を備える捕
捉されたビーズを下方チャネル３５０内へ投入できる。オンチップＭＯＶポンプ３５１は
、ビーズを堰３５２へ移動させ、そこではリアルタイムＰＣＲ試薬および内部標準物質を
試薬注入口から添加できるので、熱の局所的適用によって核酸を遊離させてμＲＴ－ＰＣ
Ｒチャンバ３５３内へポンプで送り込むことができる。チャンバを取り囲んでいるバルブ
は、サーマルサイクリングのために閉鎖する。
【００５２】
　図３２は、図３１からのデザインを用いて６”マイクロチップのための４８ユニットデ
ザインの実施例である。一部の実施形態では、９６以上のユニットを６”チップ上に放射
状に配置できる。一部の実施形態では、３８４の分離チャネルを８”チップ上に配置でき
る。９６チャネルマイクロチップは、これらのチャネルが約３回しか再使用されない場合
は約３０日間にわたり作動できる。一部の実施形態では、最終仕様の要件、試験される標
的分析物の数、および多重化度に依存して、２４０ユニットを１２”マイクロチップ上に
放射状に配置することができる。
【００５３】
　一部の実施形態では、様々なチップは、例えばＲＴ－ＰＣＲにおいて使用できる反応チ
ャンバ（図２９）としてバルブチャンバを形成する穿孔されたバイアホールを含むことが
できる。厚さ３ｍｍの穿孔されたウエハおよび３００μｍのダイアドリルを用いることに
よって、（チャネルに対して横ではなく）長軸に沿って下方へ３ｍｍの検出路長を備える
２１２ｎＬのチャンバを生成できる。一部の実施形態では、これらのチャンバは極めて優
れた表面対容量比を有することができる。一部の実施形態では、より大きな容量はより優
れた表面対容量比およびより長い路長を有することができる。一般に、チップ上の検出は
チャネルに対して横断方向で実施でき、チャネル深さに等しい約３０μｍの路長を有する
；同様に、キャピラリシステムでは、路長は約５０～２００μｍである。優れた容量対表
面比およびほぼ１００倍長い路長は、この単独デザインを用いるサンプル調製生化学（高
い容量対表面比）および蛍光検出の両方に各々利点を与える。毒素を検出するためにも、
同一検出デザインを使用できる。
【００５４】
　一部の実施形態では、様々なチップは、ＭＯＶルータを用いて、そして内部標準物質を
含有するＰＣＲマスターミックスなどの試薬を添加することによって、（達成される多重
化度に依存して）適切な数の反応に投入サンプルを分配することができる。図３３に示し
たように、法医学の記録および再検査のためのサンプルは投入用ＭＯＶルータを用いてア
リコートに分けることができ、次に任意のリアルタイムＰＣＲ反応からの陽性サンプルを
μＣＡＥのために選択することができる。図３３は、一部の実施形態では、μＣＡＥチャ
ネルは各バイオプロセッサユニットもしくは反応のために必要とされない。一部の実施形
態では、完全６”マイクロチップ上の２～４つのμＣＡＥチャネルを使用できるが、それ
はそれらが確証のために使用でき、数十のリアルタイムＰＣＲチャンバおよび他のタイプ
のアッセイチャンバへ接続するために深くネスティングできるためである。
【００５５】
　図２５は、ディスポーザブルカートリッジとして設計されている生物兵器防衛用途のた
めのマイクロチップおよび病原体のサンプル調製のためにマイクロチップを作動させるプ
ラットフォームの例を示している。チップは、ＭＯＶバルブ、ポンプ、および反応チャン
バ、試薬注入のためのサンプルポート、ならびに上流での濃縮および下流での分析モジュ
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ールとインターフェースするための入口および出口ポートを含んでいる。図１７は、放射
状に配置された１２ユニットのバイオプロセッサを備える円形基質を用いるマイクロチッ
プを示している。一部の実施形態では、１度に１つのユニットを使用でき、使用間にマイ
クロチップを回転させることができる。または、様々な形状の基質および様々な流体レイ
アウトを備える実施形態を使用できる。
【００５６】
　本実施例ではマイクロチップ上で流体デバイスを含有するバイオプロセッサモジュール
は、上流のＳＣＰＭからサンプルを受け入れ、記録および再検査のためのアリコートを作
製し、オンチップでサンプルを溶解し、サンプルを調製および標識し、そして分析のため
に検出器へそれらを排出することができる。この実施例では、ＢＰＭは、流体デバイスを
含有するマイクロチップカートリッジおよびカートリッジを作動させる機器を含んでいる
。カートリッジは、「ＣＤ」フォーマットであってよく、そして単独サンプルもしくは複
数サンプルのために使用される各ユニットを備えるセクタ内で１カートリッジ当たり１２
のバイオプロセッサユニットを有することができる（図１７）。例えば、カートリッジは
、１つのサンプルを処理し、次のサンプルを受け入れるために次に回転させることができ
る。カートリッジは、様々なサンプリング方式に適応させ、必要に応じて変化させること
ができる。一部の実施形態では、複数セットのカートリッジをＣＤチェンジャに似ている
小型回転式トレイ内に保存できる。機器は、カートリッジを保存する、試薬を装填する、
実行する、および取り替えるための機構を提供し、プロセスを制御することができる。
【００５７】
　一部の実施形態では、制御要素としてのオンカートリッジＭＯＶバルブおよびポンプを
備えるナノ流体デバイスを用いてサンプルを処理するために設計されたナノバイオプロセ
ッサ・カートリッジを使用できる。ＭＯＶバルブは通常は閉鎖され、ギザギザが付けられ
、容易に製造され、密なアレイで作動することができ、低死容量を有する可能性がある。
このバルブは、Ｇｒｏｖｅｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００３），　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　
Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｂ８９：３１５－３２３の設計にしたがってガラス層と変形可能な
膜としてのポリジメチルシラン（ＰＤＭＳ）とを結合することによって作製できる。
【００５８】
　一部の実施形態では、自給式ポンプ（図１０）は、図９に示したバルブの３つを結合す
ることによって作製できる。中心ダイアフラムバルブは、流動方向を制御するために機能
するフランキングバルブより大きくてよい。さらに、中心バルブは反応チャンバもしくは
ミキサとして機能できる：ＰＤＭＳは、数百マイクロリットルのように多量または数十ナ
ノリットルのように少量を含有できる反応チャンバを作製するために２ｍｍまで変形させ
ることができる（Ｇｒｏｖｅｒ　ｅｔ　ａｌ．　２００３．　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　
Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｂ８９：３１５－３２３）。これらのチャンバは、動的に拡張およ
び縮小することができる。
【００５９】
　本開示においては、ＭＯＶバルブおよびポンプは、マイクロスケールおよびナノスケー
ルサンプルを調製および処理するためにプロセッサ内へ結合することができる。
【００６０】
　本開示においては、バイアホールのサイズは、バイアホール内に反応チャンバを作製す
るために変動させることができる。バイアホールの幅およびそれをバイアホールが通過す
るウエハの厚さの変化を組み合わせることによって、広範囲のチャンバを構築できる。反
応チャンバとして機能することに加えて、バイアホールを使用すると、光学的およびその
他の検出のために増加した路長を提供することもできる。例えば、図２９は、バイアホー
ル２３１がリアルタイムＰＣＲを実施するため、および検出セルとしての両方に使用され
ているマイクロチップ２３０を示している。検出は、バイアホールのコーティングまたは
ウエハ基質のために内部反射物質を使用することによって強化することもできる。
【００６１】
　６．　用途、機器、およびソフトウエア
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　一部の実施形態では、マイクロチップは、真空チャック上の固定位置で保持することが
できる。マイクロチップ・インターフェースデバイスは、外部空気源、サーマルサイクリ
ング温度制御要素、温度制御、および試薬導入ラインを含む外部制御要素を提供するため
にマイクロチップと連結することができる。
【００６２】
　図１６は、反応チャンバとしても機能する大きな中心ダイアフラムバルブとともに、流
動を制御するための外部作動ＭＯＶバルブおよびポンプを使用して設計されたマイクロチ
ップカートリッジの実施形態を示している。このカートリッジは、バイオプロセッシング
１６０～１６２、貯蔵領域１７０、およびリザーバ１８０のための３つの主要チャネルを
含有している。これらのチャネルの１つは、ＤＮＡに基づく分析のための処理、そして第
２および第３チャネルは各々イムノアッセイ分析によって毒素および粒子の処理の専用に
することができる。図１６に示したレイアウトは、多数の可能性のあるレイアウトの１つ
であり、生物兵器防衛用途のための下流の単分子検出器とインターフェースするように設
計されている。
【００６３】
　一部の実施形態では、カートリッジは、以下のように機能できる。１００μＬサンプル
は、内部コントロールの添加後にオフチップ・サンプル濃縮器によってカートリッジ上の
注入口１９０内へ送達される。７つの未処理１０μＬアリコートは、リザーバから４℃で
保持されたオンカートリッジ貯蔵チャンバ内へ「Ａ」と表示されたルータ２００によって
ポンプで送り出される。これらのアリコートの３つは再検査１８０用、および分析された
サンプルの試験結果が陽性の場合は可能な確証用である；追加の４つのアリコート１７０
は、初回の陽性検出が再検査によって確証された場合には、後の回収および法医学分析の
ためである。全アリコートは、ＴＥＣ製ペルチエ（Ｐｅｌｔｉｅｒ）冷却装置などの外部
冷却装置によってカートリッジ上で冷却して保存される；必要であれば、安定化試薬をこ
れらのリザーバ内に乾燥状態で保存できる。カートリッジの使用後、使用されたカートリ
ッジは、冷蔵された小型回転式トレイ内に保存されるであろう。
【００６４】
　即時処理のためのアリコートは、次に形成および処理される。１０μＬの試験アリコー
トは、以下に記載するように毒素を検出するための免疫標識のために、ルータＡ　２００
によってバイオプロセッシングチャネル２　１６１からチャンバＤ　１６３へ移動させら
れる。第２の１０μＬの試験アリコートは、以下に記載するように無傷細菌もしくはウイ
ルス粒子を検出するための免疫標識のために、ルータＡ　１２０によってバイオプロセッ
シングチャネル３　１６０からチャンバＥ　１６４へ移動させられる。注入口は、次に上
方から蓋が被せられ、残りのサンプルはカートリッジの底部を通して結合されている外部
超音波処理装置ホーンを用いて超音波処理される。生成した超音波は、増殖性細胞、胞子
、およびウイルスを破壊し、さらにハイブリダイゼーション動力学および流動特性を改良
する目的でＤＮＡを剪断して粘度を減少させる。溶解したサンプルは、ＤＮＡ分析のため
に標識したプローブを用いたハイブリダイゼーションのために、ルータＡ　２００によっ
てバイオプロセッシングチャネル１　１６２からチャンバＣ　１６５へ移動させられる。
【００６５】
　３つのチャネルのバイオプロセッシングは、同時に発生することができる。ＲＮＡ、タ
ンパク質、および脂質を分解するためのサンプル消化ステップは、ＤＮＡに基づく単分子
検出のためにサンプルのバックグラウンドを減少させるため、そして下流検出器の要求を
減少させるために望ましいことがある。このプロセッシングが（単分子検出のためなどに
）実施される場合、ＤＮＡ分析サンプルは、非ＤＮＡ物質を分解させるために添加された
バッファ中のＲＮＡｓｅ、プロテアーゼおよびリパーゼのカクテルを有する可能性がある
。添加は、リザーバＢからサンプルを備えるチャンバＣへ物質をポンプで送り出すことに
よってでよい。必要であれば、サンプルおよび消化試薬は、混合するために隣接チャンバ
間をポンプで往復させることができる。チャンバＣ内のアリコートは、リザーバＦからの
ＤＮＡプローブとのハイブリダイゼーションによってＤＮＡ分析のために標識することが
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できる。ハイブリダイゼーションもしくは抗体プローブは、試薬カートリッジ内に低温で
保存することができ、個別バイオプロセッサユニットを使用する直前に外部ポンプを用い
てカートリッジへ添加することができる。プローブは、試薬を混合するためにオンカート
リッジポンプを用いてチャンバ内へポンプへ送り込むことができる。同様にサンプルおよ
び試薬は、必要に応じて、さらに混合するためにプローブチャンバと反応チャンバＣとの
間をポンプで往復させることができる。取付具は、チャンバの下方で加熱要素を含有する
ことができる。ハイブリダイゼーションのためには、フランキングバルブを閉鎖し、チャ
ンバはＤＮＡを変性させるために９５℃へ加熱し、さらに存在する任意の標的へＤＮＡプ
ローブをハイブリダイズさせるためにハイブリダイゼーション最適条件へ冷却することが
できる。これらのバルブは、これらのチャンバ内でＰＣＲを実施するために十分にシール
するので、このため蒸発を実質的に減少させることができる。
【００６６】
　上述したＢＰＭは、個別もしくは多重化ＰＣＲ、可変数タンデムリピート（ＶＮＴＲ）
、多座ＶＮＴＲ分析（ＭＬＶＡ）、または他のアッセイなどの任意のＰＣＲに基づくアッ
セイに適用できる。ハイブリダイゼーションプローブは適切なＰＣＲプライマと置換して
、外部熱源をサイクリングすることができる。消化ステップは、増幅されたフラグメント
長多形（ＡＦＬＰ）を実行するために制限消化に置換することができる。毒素検出のため
には、チャンバＤ内のアリコートをリザーバＧから毒素に対する抗体プローブと混合する
ことができ、他方では粒子検出のために、チャンバＥ内のアリコートをリザーバＨからの
微生物による表面被覆に対する抗体プローブおよび３７℃で保持されたサンプルと混合す
ることができる。
【００６７】
　標識後、バイオプロセッシングしたサンプルは３つの外部リザーバ内へポンプで送り出
すことができ、そこでそれらは検出器によって分析のために吸引によって取り上げること
ができる。または、修正バージョンのマイクロチップ上でキャピラリ電気泳動法もしくは
光学的検出を実施することができる。
【００６８】
　検出器が内部コントロールしか検出しない場合は、カートリッジを回転させて、次のバ
イオプロセッサユニットを準備できる。サンプルの検査結果が陽性の場合は、バイオプロ
セッサユニットは回転させられず、その代わりに再検査フラッシュリザーバからフラッシ
ュされて新鮮試薬が装填される。再検査のために保存された３つのサンプルはル－タによ
って、第１は毒性検出のために直接的にチャンバＤへ、第２は粒子検出のためにチャンバ
Ｃへ、そして第３は超音波処理およびＤＮＡ分析のために注入口へポンプで送り戻される
。再検査サンプルは、上述したように処理して、可能性のある推定陽性検出事象として確
証するために検出装置へ排出できる。
【００６９】
　マイクロチップを作動させるための機器は、外部機器であるマイクロチップインターフ
ェースデバイス内に含有されてよい。マイクロチップは、真空チャックの上部に保持され
たマイクロチップカートリッジ、ならびに空気圧、加熱および冷却、およびリザーバ内へ
試薬を移動させるためのシリンジポンプを有するマイクロチップと連結するマイクロチッ
プインターフェースデバイスを備えて開発することができる。コンピュータ制御マイクロ
チップインターフェースデバイスは、ソレノイドを制御して外部フルスケールバルブを開
閉し、順にマイクロチップバルブを制御してマイクロチップ上へサンプルを移動させるた
めにポンプで送り出すことができる。
【００７０】
　マイクロチップインターフェースデバイスは、ニクロムなどの抵抗加熱器、ペルチエ加
熱器、エア式加熱器、赤外線加熱器、または当業者によく知られている他の実施形態など
の加熱器、および熱電対もしくは他の温度測定機器ならびにマイクロチップの領域の温度
および加熱・冷却速度を制御するための関連制御回路およびソフトウエアを含むことがで
きる。冷却は、放射冷却、ファンからの能動的冷却、ペルチエによる冷却、水または当業
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者によく知られている他の方法による冷却によってでよい。マイクロチップ全体の温度も
また、真空チャックを加熱することによって設定することができる。
【００７１】
　シリンジポンプを制御すると取り付けられたマイクロチップ上のリザーバへ試薬を送達
することができる、または試薬を含有する加圧式チャンバがマイクロチップ上のリザーバ
内へ試薬がチューブを通って貫流するのを可能にするために解放されるバルブを有するこ
ともできる。一部の実施形態では、重力流れを使用できる。一部の実施形態では、電気が
試薬を強制的に移動させ、ビーズもしくは粒子に付着した試薬の磁気送達は本開示の範囲
内に含まれる。上述したハードウエアおよびＮａｎｏＰｒｅｐソフトウエアのすべては、
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｒａｐｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｋｉｔソフトウエ
アまたは他のソフトウエアを用いて制御できる。
【００７２】
　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｒａｐｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｋｉｔ（Ｌａｂ
ＲＡＴ（商標））ソフトウエアプラットフォーム５００（図２６）は、機器を駆動させて
プロセスを自動化するための頑丈な商業用ソフトウエアプラットフォームの迅速な作製を
可能にする機器ソフトウエア開発キットである。ＬａｂＲＡＴは、１セットの通信および
指令プロトコル５０１～５０３を規定し、市販で入手できるいずれよりも単純で、柔軟で
、さらにより効率的な標準化された自動化構造およびフレームワークを有している。Ｌａ
ｂＲＡＴフレームワークは、多重オペレーティングシステム、開発言語、および通信媒体
５０４に及ぶ一連の中核をなすテクノロジーに基づいている。
【００７３】
　ＬａｂＲＡＴ自動化構造の心臓部には、ＳＯＡＰ（シンプル・オブジェクト・アクセス
・プロトコル）標準の中核であるＸＭＬ－ＲＰＣ（エクステンシビル・マークアップ・ラ
ンゲージ・リモート・プロシージャ・コール）に基づく機械通信および制御インターフェ
ースプロトコルである。ＸＭＬ－ＲＰＣは、プロセス間通信のためのすばらしい機構であ
る：単純、迅速、頑丈であり、ほぼあらゆる現代のソフトウエア開発システムのために広
汎に利用可能な実装を有しており、ＴＣＰ／ＩＰおよびＨＴＴＰにわたって作動し、容易
に実行できる。ＸＭＬ－ＲＰＣは、極めて高レベルの「メタ機構」として作動し、全く異
なる構成要素を緊密に順序付けられた機械システムへつなぎ合わせることができる。中核
の通信および指令プロトコルに加えて、実験用機器のために適合する１セットのインター
フェースが、構成要素間の「実験サービス」の交換のために規定かつ実行されている。
【００７４】
　ＬａｂＲＡＴもしくは類似のソフトウエアは、マイクロチップインターフェースデバイ
スを制御するように適合させられてきた。現在あるＬａｂＲＡＴソフトウエアは、個別構
成要素のためのドライバが「ラップされる」と、全層に対して機能性を提供する。局所的
サーマルサイクリングを制御するためのＮａｎｏＰｒｅｐサーマルサイクラソフトウエア
は、既にＬａｂＲＡＴ内に組み込まれている。空気ソレノイド、シリンジポンプ、および
検出器を含むその他の要素もまた、ＬａｂＲＡＴソフトウエアによって制御できる。さら
に、様々なハードウエア構成要素の相互作用は、ＬａｂＲＡＴスクリプト指令を通して調
整できる。
【００７５】
　一部の実施形態では、３つのハードウエアデバイスを制御できる：１）加熱およびサー
マルサイクリング、２）オンチップバルブおよびポンプ（空気作動型）、および３）試薬
を送達するためのシリンジポンプ。サーマルサイクリングは、反応チャンバのすぐ下に配
置されたニクロム線加熱コイルを用いて遂行でき、現行のＮａｎｏＰｒｅｐソフトウエア
およびハードウエアによって制御できる。ＭｉｎｉＰｒｅｐ　Ｃａｒｔｅｓｉａｎロボッ
ト（Ｔｅｃａｎ社）を使用すると、マイクロチップ上のミニロボットバルブおよびポンプ
を制御する３２ｔｔｌまでの出力ライン、ならびにマイクロチップにサンプルを装填した
り除去したりするために使用されるフルスケールロボットを作動させるために「Ｓｍａｒ
ｔ　Ｉ／Ｏ」ボード（Ｔｅｃａｎ社）を駆動させることができる；ＬａｂＲＡＴ　ＣＡＮ
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インターフェースもまた高精度シリンジポンプを作動させて流体をチップ内へ分注するこ
とができる。
【００７６】
　Ｓｍａｒｔ　Ｉ／Ｏボードは、Ｃｒｙｄｏｍソリッドステート継電器モジュールを駆動
させることができる（各ラインに対して１つずつ、ＭＯＤＣ－５　ＳＳＲモジュール、Ｄ
ｉｇｉＫｅｙ　＃ＣＣ１２２６－ＮＤおよびＭＳ－４　４－Ｐｏｓ　Ｍｏｕｎｔｉｎｇ　
Ｂｏａｒｄ、ＤｉｇｉＫｅｙ　＃ＣＣ１２３０－ＮＤ）これらは順に、２４Ｖ　ＤＣソレ
ノイドバルブ（ＡＲＯ、Ｐ２５１ＳＳ－０２４－０）を作動させることができる）。これ
らのバルブは、共通ポートおよび各１つが通常は開放しているポートおよび通常は閉鎖し
ているポート（各々、真空ラインおよび加圧空気ラインへ接続されている）を備える三方
直接駆動ユニットである。ソレノイドは、８つのマニホールド（マイクロチップ上のＭ１
～Ｍ８）を介して作動する８本のフルスケール真空および加圧ラインを制御するであろう
。制御ソフトウエアは、チップ上のチャネル内で流体を駆動するポンピング作用を作り出
せるような方法でこれらのソレノイドを連続的に作動させることができる。ロボット制御
ソフトウエアは、順にＬａｂＲＡＴの制御を受けるＥｘｐｒｅｓｓ　Ｓｃｒｉｐｔ　Ｅｎ
ｇｉｎｅ（Ｔｅｃａｎ社）によって実行されるＡＳＣＩＩコード化スクリプトの形状にあ
ってよい。現行のＬａｂＲＡＴソフトウエアは、高度ＸＭＬ－ＲＰＣに基づくフレームワ
ークを用いて機器を作動させる完全な機能性を提供する。
【００７７】
　マイクロチップを作動させるためのハードウエアは、スタンドアロン型機器に開発でき
る、または現行機器と結合することができる。例えば、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐ機
器は、必要に応じてオンチップおよびオフチップへ溶液をピペッティングするために使用
でき、Ｔｅｃａｎ　Ｓｍａｒｔ　Ｉ／Ｏカードは、順にＭＯＶバルブおよびポンプを制御
するハードウエアを制御するために使用できる。
【００７８】
　図２７は、マイクロチップを備えたＭｉｎｉＰｒｅｐロボットを用いるシステムの正面
図の実施形態である。ステージの最前面（右）にあるのは、アルミニウム合金製真空チャ
ックである。チャックは、チップの全体的加熱を可能にする「サンドイッチ型」構造に埋
め込まれた抵抗加熱要素を有している。温度制御装置は、最も左の黒色パネルの上部に見
ることができる。チャックの左側から、オンチップバルブおよびポンプを駆動させる８本
の真空ラインはチューブによってＴｅｃａｎ社製パネル（この写真では見えない）の１つ
の後方に据え付けられた真空マニホールドへ接続されている。ステージの左側にあるのは
、チップへ「リザーバ」試薬を分注するためのシリンジポンプ（シリンジが取り付けられ
ている）である。
【００７９】
　図２８は、温度制御装置、８つの２４Ｖ　ＤＣソレノイド、および継電器を含む多数の
据付け構成要素を含有している（リアパネルを取り外した後の）ＭｉｎｉＰｒｅｐの内側
を示している。エアポンプおよびＳｍａｒｔ　Ｉ／ＯボードもまたＭｉｎｉＰｒｅｐの内
側に取り付けられているが、見ることはできない。
【００８０】
　本明細書に記載したバイオプロセッサカートリッジは、制御要素としてのマイクロ流体
オンカートリッジバルブおよびポンプを用いてサンプルを処理するように設計することが
できる。カートリッジは、反応チャンバとしても機能する大きな中心ダイアフラムバルブ
とともに、これらの外部作動バルブおよびポンプを使用して流動を制御できるように設計
することができる。図１５は、カートリッジ上の１２の同一バイオプロセッサユニット２
００の１つを示している。各ユニットは１つのサンプルを投入し、バイオプロセッシング
された３つの排出サンプル２０１～２０３を調製する：１）ＤＮＡハイブリダイゼーショ
ン標識を用いたＤＮＡ分析、２）免疫標識を用いた毒素分析、および３）免疫標識を用い
た粒子分析。さらに、各ユニットは試薬添加のための領域２０４、混合および反応のため
の領域２０５、ならびに再検査用にサンプルを保存するための領域２０６を有することが
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できる。
【００８１】
　一部の実施形態では、１ｍＬサンプルは、内部コントロールの添加後にエアサンプラに
よってカートリッジ上の注入口２０７内へ送達できる。注入口は、チャネルを閉塞させる
可能性がある「大きな粒子状物質」を除去するために組み込まれた目の粗いフィルタを有
していてよい。未処理７００μＬアリコートは、注入口から「Ａ」と表示されたチャンバ
２０８内へ、次に４℃で保持されたオンカートリッジ貯蔵チャンバ２０６内へポンプで送
り出すことができる。保管サンプルは、１）再検査のため、および分析されたサンプルの
試験結果が陽性の場合は可能性のある確証のため、および２）初回の陽性検出が再検査に
よって確証された場合は後の回収および法医学分析のためであってよい。保管サンプルは
、ＴＥＣ　ペルチエ冷却装置などの外部冷却装置によってカートリッジ上で冷却して保存
できる；必要であれば、安定化試薬をこれらのリザーバ内に乾燥状態で保存できる。カー
トリッジの使用後、使用されたカートリッジは、冷蔵された小型回転式トレイ内に保存す
ることができる。
【００８２】
　一部の実施形態では、ＤＮＡ、毒素、および粒子を即時に処理するための３つのアリコ
ートを形成して処理することができる。毒素を標識するための１００μＬの試験アリコー
トは、最初にチャンバＡ　２０８内へポンプで送り込み、そこへ免疫標識および毒素検出
用の試薬をポンプで送り込むことができる。サンプルは、サンプルと試薬を混合する必要
がある場合は、ポンプでチャンバＢと往復させることができる。サンプルは、インキュベ
ーションおよび検出装置へ移動させるために排出口２０１～２０３へポンプで送り込むこ
とができる。第２の１００μＬ試験アリコートは、無傷細菌もしくはウイルス粒子を検出
するための免疫標識のためにチャンバＡ　２０８内へ移動させることができる。微生物も
しくはウイルス表面被覆に対する抗体プローブはチャンバＡ　２０８内へポンプで送り込
むことができ、サンプルは３７℃で保持できる。抗体プローブは、後に検出装置内で識別
できる抗体の複合混合物であってよい。標識後、バイオプロセッシングした粒子サンプル
は、検出器による分析のためにキャピラリ内へ吸引することによって取り上げることがで
きるリザーバ内へポンプで送り出すことができる。
【００８３】
　ＤＮＡサンプル調製のためには、毒素および粒子検出のためにアリコートおよびサンプ
ルを処理した後、注入口に上方から蓋を被せ、残りのサンプルはカートリッジの底部を通
して結合された外部超音波処理装置ホーンを用いて超音波処理できる。生成された超音波
は、増殖性細胞、胞子、およびウイルスを破壊し、さらにハイブリダイゼーション動力学
および流動特性を改良する目的で粘度を減少させるためにＤＮＡを剪断する。溶解したサ
ンプルは、試薬投入領域２０４からＤＮＡ分析のために標識したプローブを用いてハイブ
リダイゼーションするためにチャンバＡ　２０８内へ移動させることができる。ハイブリ
ダイゼーションのために、取付具は、チャンバＡ　２０８の下方で加熱要素を含有するこ
とができる。フランキングバルブは閉鎖し、チャンバを９５℃へ加熱してＤＮＡを変性さ
せ、さらに存在する任意の標的へＤＮＡプローブをハイブリダイズさせるための最適温度
へ冷却させることができる。これらのバルブは、これらのチャンバ内でＰＣＲを実施する
ために十分にシールするので、このため蒸発を実質的に減少させることができる。
【００８４】
　ＲＮＡ、タンパク質、および脂質を分解するためのサンプル消化ステップは、ＤＮＡに
基づく検出のためのサンプルのバックグラウンドを減少させるため、そして下流検出器上
の要求を減少させるために望ましいことがある。これが所望であれば、ＤＮＡ分析サンプ
ルは、非ＤＮＡ物質を分解させるために試薬注入口２０８から添加されたバッファ中のＲ
ＮＡｓｅ、プロテアーゼおよびリパーゼのカクテルを有する可能性がある。添加は、サン
プルを備えるチャンバＡ　２０８へ物質をポンプで送り出すことによって行うことができ
る。必要であれば、サンプルおよび消化試薬は、混合するためにポンプで隣接チャンバＡ
　２０８とＢ　２０９との間を往復させることができる。消化が望ましい場合は、チャン
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バＡ　２０８内の消化されたアリコートは、本明細書に記載するようにＤＮＡプローブを
用いたハイブリダイゼーションによってＤＮＡ分析のために標識できる。
【００８５】
　ハイブリダイゼーションもしくは抗体プローブは、試薬カートリッジ内で低温で保存す
ることができ、個別バイオプロセッサユニットを使用する直前に外部ポンプを用いてカー
トリッジへ添加することができる。プローブは、試薬を混合するためにオンカートリッジ
ポンプを用いてチャンバ内へ送り込むことができる。同様にサンプルおよび試薬は、必要
であれば、さらに混合するためにポンプでチャンバＡとチャンバＢとの間を往復させるこ
とができる。その後の実行は、バイオプロセッサカートリッジ内に事前装填された試薬を
有していてよい。
【００８６】
　一部の実施形態では、検出器が添加された内部コントロールしか検出しない場合は、カ
ートリッジを回転させて、次のバイオプロセッサユニットを準備できる。サンプルの検査
結果が陽性の場合は、バイオプロセッサユニットは回転させられず、その代わりに試薬注
入口からバッファを用いてフラッシュ洗浄される。保存されていた１００μＬサンプルは
、検査結果が陽性であったプロセスから始めて再検査するためにチャンバＡへポンプで戻
すことができる。再検査サンプルは、上述したように処理して、可能性のある推定陽性検
出事象として確証するために検出装置へ排出できる。ＬａｂＲＡＴ（商標）ソフトウエア
を使用してフルスケールソレノイドを制御すると、シリンジポンプ、チャンバＡのための
サーマルサイクリング用加熱要素、およびオンチップバルブを作動させることができる。
【００８７】
　ハイブリダイゼーションおよび抗体結合についての化学は、フル容量もしくはマクロス
ケール容量の結果に基づいてカートリッジ内で個別に最適化できる。反応物質の濃度、反
応時間、および温度は、カートリッジフォーマットに対して再最適化することができ、あ
る範囲の投入微生物が及ぼす影響はスパイクされたエアサンプルを用いて再構成実験にお
いて試験できる。試薬の貯蔵条件を決定することは、当業者の能力の範囲内に含まれる。
全試薬は試薬カートリッジ内に４℃で保存できる；保管寿命を延ばすためには、浸透圧調
節剤（トレハロース、グリシンベタイン）などの追加の安定剤または他の物質を添加する
ことができる。
【００８８】
　一部の実施形態では、混合するための戦略は、細くエッチング加工された寸法のチャネ
ル内で一方が他方の上になるように混合すべき２つの流れを配置することにある。流れ間
の短い経路が混合を強化する。また別の混合戦略は、ビーズを磁気により操作することに
よって層流を混乱させるために、反応チャンバ内での磁性ビーズなどのビーズの存在もし
くはそれらの添加を活用できる。一部の実施形態では、これは一方の流れの中にある標的
分析物を強制的に「他方の」流れの中に進入させることができ、これを使用すると処理反
応または分析反応を開始させることができる。一部の実施形態では、必要に応じてビーズ
を捕捉するために堰を使用できる。一部の実施形態では、ビーズは使用後に廃棄物中へフ
ラッシュできる。
【００８９】
　試薬安定化は、本明細書に開示したシステムの様々な実施形態、例えばフィールドデバ
イスにとって極めて重要な問題になることがある。このため、一部の実施形態では、試薬
リザーバは、４℃へ冷却するためにペルチエを用いて制御された温度にあってよい。一部
の実施形態では、試薬はＲｅａｄｙ－Ｔｏ－Ｇｏ（商標）化学または、例えばトレハロー
スもしくはグリシンベタインなどの浸透圧調節剤を用いる他のフリーズドライ法を用いて
安定化させ、その後に使用前に再水和することができる。再水和についての概念は、壊せ
るシールを備えるアンプル中に含まれる安定化試薬の１日アリコートまたは１週間アリコ
ートであってよい。１日もしくは１週間有効ストックを提供するために安定化試薬を水和
させるために機器内のアンプルへ水もしくはバッファをポンプで送り込むことができる。
有効ストックは、安定性に依存して、シリンジポンプ内へ移動させる、またはバイオプロ
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セッサ内へ直接的に装填することができる。
【００９０】
　ａ）　マイクロビーズ集積化ＤＮＡシーケンシング（ＭＩＮＤＳ）システム
　一部の実施形態では、ＭＩＮＤＳシステムは、Ｓａｎｇｅｒサンプルの無人自動化調製
および分析を用いて超低消費コストでシーケンシングサンプルを調製および分析すること
ができる。シーケンシングテンプレートは、単独ＤＮＡフラグメントから誘導された各々
がＤＮＡを運んでいるビーズとのバルクエマルジョンＰＣＲ反応において剪断された染色
体もしくはＢＡＣ　ＤＮＡから出発してビーズ上で調製できる。フラグメントを備えてい
ないビーズを排除するための分類後、個別ビーズは、クリーンアップおよびμＣＡＥ分析
と一緒に４００チャネルマイクロチップ上に集積化された低容量（例、２５ｎＬ）のサイ
クルシーケンシング反応チャンバへ送達できる。一部の実施形態では、ビーズは堰によっ
て捕捉でき、サイクルシーケンシングは順方向および逆方向両方の対合末端（ｐａｉｒｅ
ｄ－ｅｎｄ）読み込みのために実行でき、生成物は、順方向もしくは逆方向読み込みのど
ちらかのための親和性ゲル捕捉マトリックスを含有するデュアルサンプルクリーンアップ
チャンバ内へ電気泳動させることができる。親和性ゲルは、イオンおよび組み込まれてい
ないヌクレオチドを除去するために洗浄できる。精製されたサイクルシーケンシングフラ
グメントは、温度を上昇させることによって親和性マトリックスから溶出させ、電気泳動
法分析のために折り返しＣＥチャネル内へ注入できる。このアプローチは、一部には分子
の数によって決定される基本的限度に近い規模でシーケンシングを実施できるので、試薬
容量および費用を数桁分も減少させることができる。
【００９１】
　一部の実施形態では、集積化ＭＩＮＤＳシステムは、ショットガンシーケンシング、指
向性シーケンシング、および再シーケンシングのための全プロセスを自動化および超小型
化することができる。ＭＩＮＤＳシステムは、現行シーケンシング構造基盤を活用して、
必要な操業コストを１００分の１以下にするマイクロビーズに基づく蛍光ＤＮＡ　μＣＡ
Ｅシーケンサを作り出すことができる。各システムは、フルスケールロボットに代えて小
型ロボット式マイクロ流体デバイスを用いることで１週間までの無人操業を行なえる完全
自動化シーケンシングを実施できる。
【００９２】
　ＭＩＮＤＳシステムは、後で集積化されるモジュールで実行できる。一部の実施形態で
は、２００ｎＬのサイクルシーケンシング・マイクロチップに基づくモジュールを使用で
きる。高速回転式ＬＩＦスキャナに基づくＤＮＡ分析モジュールは、最新型マトリックス
を用いて対の電気泳動チャネル内へ注入する前に、二重親和性捕捉チャンバを用いて対合
末端読み込みサンプルをクリーンアップできるμＣＡＥマイクロチップを備えるＭＩＮＤ
Ｓシステムのためのプラットフォームモジュールとして構築される。これらの５層マイク
ロチップは、「サービス」を行うマイクロ流体デバイスとともに、ＭＯＶバルブおよびポ
ンプによって作動させることができる。サイクルシーケンシングモジュールは、１００ｎ
Ｌサイクルシーケンシング、サンプルクリーンアップ、および分離を集積化するコアＭＩ
ＮＤＳチップを作製するためにオンチップで結合できる。一部の実施形態では、２５ｎＬ
サンプル調製チャンバを含む完全ＭＩＮＤＳチップは、マイクロビーズライブラリを投入
することができ、出力シーケンス情報が可能になる。
【００９３】
　ｂ）　サイクルシーケンシングモジュール
　マイクロ流体サイクルシーケンシングモジュール（ＣＳＭ）は、スタンドアロン機能と
して、およびＭＩＮＤＳシステムのためのマイクロチップに基づくサンプル調製における
モジュールとして使用できる。ＣＳＭは、１）流れを制御するためのオンチップバルブお
よびポンプを備えるサンプル調製マイクロ流体デバイスを含有するマイクロチップ、およ
び２）オンチップバルブおよびポンプを通してマイクロチップを作動させるための外部イ
ンターフェースを含むことができる。サンプル調製ＣＳＭは、キャピラリ（ＣＡＥ）およ
びマイクロチップ（μＣＡＥ）によるオフチップ分析を行なう２００ｎＬサイクルシーケ
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ンシング容量を備える１６チャネルスケールであってよい。一部の実施形態では、外部流
体インターフェース、加熱、および空気作動装置を備えるマイクロチップインターフェー
スデバイス（ＭＩＤ）は、４００チャネル以上へ拡張できる。
【００９４】
　一部の実施形態では、オンチップバルブおよびポンプを備える１６チャネルの２００ｎ
Ｌサイクルシーケンシングサンプル調製マイクロチップデバイスを使用できる。図１４に
は、単純化されたマイクロチップカートリッジの２本のチャネルが略図で示されている。
「投入」２６０および「排出」２６１と表示されたリザーバは、本質的には、マイクロ流
体チャネルへ接続できるマイクロチップ２６２の上層内の穴である。本デバイスは、マイ
クロタイタープレートから投入ＤＮＡサンプル（ＰＣＲ、プラスミド、または他のテンプ
レート）を取り出し、２００ｎＬ容量でのサイクルシーケンシングを実施し、サンプルク
リーンアップおよびＣＡＥ機器もしくはμＣＡＥ分析への注入の準備が整ったマイクロタ
イタープレート内へ蛍光標識サイクルシーケンシング生成物を排出することができる。マ
イクロチップは、順にＬａｂＲＡＴ（商標）ソフトウエアによって駆動されるマイクロチ
ップインターフェースデバイスによって作動させることができる。ＣＳＭマイクロチップ
インターフェースデバイスは、１）オンチップバルブを開放および閉鎖する、２）オンチ
ップポンプを作動させる、３）貯蔵チャンバからマイクロチップ上へのサイクルシーケン
シング試薬を計量する、４）サイクルシーケンシングを実施するための加熱および冷却を
制御する、ならびに５）バッファ液および洗浄液を用いてチップを再生する、ための機構
を提供できる。マイクロチップおよびＭＩＤは、流体移動を実行できるＴｅｃａｎ　Ｍｉ
ｎｉＰｒｅｐ流体ハンドリングロボットの甲板上に取り付けることができる。
【００９５】
　一部の実施形態では、２００ｎＬのＣＳＭマイクロチップは、以下のとおりに作動させ
ることができる。サンプルは、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐロボットによってマイクロ
タイタープレート内から注入口２６０のウエル内へ装填できる。ＭＯＶオンチップポンプ
２６４は、図９～１０に記載したように、オンチップポンプを駆動させる真空／加圧ライ
ンの外部作動を用いるポンピングを制御することによって、反応チャンバ内へアリコート
を移動させることができる。サイクルシーケンシングミックス２６５（ＣＳ　Ｍｉｘ、図
１４）は、反応チャンバ２６３内へダイターミネータ法サイクルシーケンシングマスター
ミックスを分注するためにオンチップポンプによって送り込むことができる。コンピュー
タ制御下にあるＭＩＤは、各反応チャンバ２６３を取り囲んでいる３つのバルブを密閉し
、反応ミックスをサーマルサイクルさせる。完了後、２００ｎＬサンプルはオンカートリ
ッジポンプによって、５μＬの水を含有する排出口２６１内へ送り込むことができる。希
釈サンプルは、その後のオフチップ後処理および分析のためにマイクロタイタープレート
内の３５μＬのアルコール中へＴｅｃａｎによって移動させることができる。一部の実施
形態では、サンプルはクリーンアップおよび分析のために二重親和性捕捉チャンバへ移動
させることができる。ＣＳＭカートリッジは、残留ＤＮＡテンプレートを除去するために
バッファを用いてフラッシュすると新規サンプルを再装填することができ、プロセスが再
び始まる。サイクルシーケンシングは、以前の反応由来のテンプレートによる５％を超え
る汚染を忍容できる：このため、反応チャンバをフラッシュするとマイクロチップを再生
することができる。一部の実施形態では、各マイクロチップは数百回の反応に再使用でき
る。
【００９６】
　ｃ）　ＣＳＭ機器
　ＣＳＭを作動させるための機器の特徴は、１）ＣＳＭマイクロチップに基づくカートリ
ッジ内の液体移動を制御するオンチップミニロボットの自動化外部作動、２）サーマルサ
イクリングのための外部加熱および冷却の制御、３）チップへサイクルシーケンシング試
薬を送達するためのシリンジポンプの駆動、および４）サンプルをマイクロタイタープレ
ートから注入口内へ移動させ、マイクロチップ排出口からマイクロタイタープレート内へ
調製されたサイクルシーケンシングサンプルを取り出すためのＴｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒ
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ｅｐロボットの制御、を含むことができる。全４つの要素は、ＬａｂＲＡＴソフトウエア
を通して制御できる。
【００９７】
　サーマルサイクリングは、マイクロチップの作製を単純化して作動コストを減少させる
ために外部源からの加熱および冷却を使用できる。一部の実施形態は、ファンからの冷却
を備える抵抗加熱コイル群を使用する。一部の実施形態では、熱電対センサを備えるマイ
クロチップの上方に配置されたニクロム線加熱器を使用でき、３０℃／秒を超えるランプ
時間を有することができる。一部の実施形態では、加熱器は、再現性で、各チャネルを監
視しなくても信頼できる４００チャネルレベルで実行できる。一部の実施形態では、サン
プル調製および分析が集積化された場合にマイクロチップの他の部分の温度を変化させる
ことを防止するために冷却空気に対して囲壁を使用できる。一部の実施形態では、反応チ
ャンバで温度を迅速にサイクルするために高性能ペルチエ効果加熱ポンプをストリップ状
で使用できる。これらの様々な方法は、ＬａｂＲＡＴ（商標）制御下で現行ＮａｎｏＰｒ
ｅｐサーマルサイクラソフトウエアを使用できる。
【００９８】
　ペルチエ加熱ポンプによって冷却状態に維持されたシリンジポンプを使用すると、マイ
クロチップ上のＣＳリザーバチャネルへサイクルシーケンシング試薬を送達し、オンチッ
プポンプが試薬を分注するにつれてリザーバを補充できる。同様に、マイクロチップを再
生するための水もしくはバッファを送達および制御することができる。一部の実施形態で
は、シリンジポンプは、１ｎＬのフルステップサイズを有することができ、ＬａｂＲＡＴ
（商標）ソフトウエアによって制御できる。一部の実施形態では、単純な重力流れを用い
てリザーバに溶液を補充することが可能である；ソフトウエア制御下にあるミニバルブが
流量を調節できる。
【００９９】
　一部の実施形態では、ＣＳＭは、Ｔｅｃａｎ　ＭｉｎｉＰｒｅｐの甲板上で実行できる
。Ｔｅｃａｎはサンプルをマイクロタイタープレートから注入口へ移動させ、最終サンプ
ルを排出口から取り上げてそれらをマイクロタイタープレートへ移動させることができる
。Ｔｅｃａｎは、ＣＡＮ制御下でＸ－Ｙ－Ｚ運動を行なうロボット上に取り付けられたチ
ップを用いて単一シリンジポンプを作動させる能力を有する。上述したように、ＬａｂＲ
ＡＴソフトウエアは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＳＨ制御装置を用いてＣＡＮデバイスを制
御できる。液体をマイクロタイタープレートへ、およびマイクロタイタープレートから移
動させるスクリプト記述は単純である。手動によるピペッティングに代えてＴｅｃａｎを
使用すると、ＣＳＭの完全自動化モードでの作動が可能になる。
【０１００】
　一部の実施形態では、ＣＳＭは、ＭｅｇａＢＡＣＥ　ＣＡＥおよびμＣＡＥマイクロチ
ップシステムの両方によるオンチップでのサイクルシーケンスのサンプリング、ならびに
オフチップでの分析を含むことができる。ダイターミネータによるシーケンシング反応は
、本質的には、ＤＹＥｎａｍｉｃ（商標）ＥＴターミネータシーケンシングキット（Ａｍ
ｅｒｓｈａｍ社）を用いて製造業者が規定したプロトコルによって実施できる。一部の実
施形態では、試薬は９５℃で２５秒間、５０℃で１０秒間、および６０℃で２分間を３０
回サイクリングさせることができる。サーマルサイクリング後、サンプルは、マイクロチ
ップ排出口内へ移動させ、空気圧によって室温のマイクロタイタープレート内に含まれる
４０μＬの８０％エタノール中へ移すことができる。エタノールによる後処理後、サンプ
ルは約２，８００ＲＣＦで４５分間にわたり遠心し、５０ＲＣＦでの３０秒間にわたる短
時間の逆回転によってアルコールを除去できる。サンプルは、１０μＬの二重蒸留水中へ
再懸濁させることができる。
【０１０１】
　コントロールは、マイクロタイタープレート内で調製したフル容量サンプルおよびキャ
ピラリ内で調製した５００ｎＬおよび２００ｎＬのＮａｎｏＰｒｅｐサンプルを含むこと
ができる。サンプルは、１０ｋＶ、１５秒間の注入を用いて９６キャピラリＭｅｇａＢＡ
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ＣＥ機器内に注入し、１２０Ｖ／ｃｍの磁界強度を用いて分離できる。４色電気泳動図は
、Ｃｉｍａｒｒｏｎ　３．１２　ｂａｓｅｃａｌｌｅｒならびに記載したようなＰｈｒｅ
ｄベースコーリングおよび品質スコア生成アプリケーションを含むＳｅｑｕｅｎｃｅ　Ａ
ｎａｌｙｚｅｒベースコーリング・ソフトウエアパッケージ（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏ
ｓｃｉｅｎｃｅｓ社）を用いて処理できる。全読み込み長さ（ｒｅａｄ　ｌｅｎｇｔｈ）
は、９９％の精度であるＰｈｒｅｄ２０ウィンドウとして報告できる。
【０１０２】
　増幅サイクルの数、反応時間、サイクリングプロファイル、および種々の反応物質、す
なわちプライマ、ポリメラーゼ、ｄＮＴＰｓ、ｄｄＮＴＰｓなどの濃度は、必要に応じて
個別に最適化することができ、当業者の能力の範囲内に含まれる。例えば、忍容されるＤ
ＮＡ濃度の範囲を決定し、ある範囲のＤＮＡ対プライマ濃度の性能のマトリックスを測定
できる。最初は、サンプルは精製されたＰＣＲ産物であってよい。ＣＳＭがＰＣＲサンプ
ルに対して最適化されると、問題のない、および問題のある配列の両方を代表する一連の
実際のサンプルをＣＡＥおよびμＣＡＥの両方の分析のために試験し、ＣＡＥ分析結果を
備えるフル容量サンプル調製と比較することができる。容認基準は、フルサンプル調製結
果と比較して同等のデータ品質、読み込み長さ、および成功率であってよい。コントロー
ルは、フル容量反応およびＮａｎｏＰｒｅｐ（５００ｎＬおよび２００ｎＬ容量）反応を
含むであろう。
【０１０３】
　一様性は、加熱器および冷却器のデザインならびにマイクロチップレイアウトにおける
変化の両方によって対処できる。表面相互作用は、ＢＳＡもしくはＰＶＡなどの添加物に
よって抑制できる。反応チャンバの表面化学は、改質ＬＰＡ、ＰＥＧ、または他のコーテ
ィング剤のいずれかを用いて抑制できる。ガラスについては、代替アプローチは、多数の
部位がポリマーを遊離させるために加水分解されなければならないので表面固定化の寿命
を延長させる、多数の表面部位へ同時にポリエステルおよび酸化多糖類などのポリマーの
マルチポイント共有結合であってよい。
【０１０４】
　ｄ）　集積化ＭＩＮＤＳシステム
　一部の実施形態では、完全ＭＩＮＤＳシステムは、３つのモジュールであるビーズライ
ブライリーモジュール、サイクルシーケンシングモジュール、およびＤＮＡ分析モジュー
ルを含むことができる。一部の実施形態では、完全ＭＩＮＤＳシステムは、２５ｎＬの対
合末端読み込みサイクルシーケンシング、対の親和性捕捉クリーンアップ、およびハイパ
ーターンを備える折り返しマイクロチャネル上のμＣＡＥ分離を集積化している４００チ
ャネルのＭＩＮＤＳマイクロチップ上でビーズに基づくライブラリーを分析できる。ＭＩ
ＮＤＳシステムは、ビーズライブラリーの構造に依存して、ショットガンシーケンシング
または再シーケンシングのための完全自動化システムであってよい。一部の実施形態では
、サイクルシーケンシングモジュールおよびＤＮＡ分析モジュールは集積化することがで
き、ＰＣＲもしくは精製プラスミドなどの調製されたサンプルは投入サンプルとして使用
できる。一部の実施形態では、ＰＣＲもしくは他の増幅反応は、マイクロチップ上で実施
できる。
【０１０５】
　ＤＮＡ分析モジュールは、回転式スキャナ（図３０）を含むことができ、マイクロチッ
プ上での対合末端読み込みサンプルのクリーンアップを実行し、その後に順方向および逆
方向シーケンシング反応の分離および検出のために２つの別個のμＣＡＥチャネル内へサ
ンプルを注入できる。検出装置は、４８８ｎｍでの励起および４色検出を行なう回転式Ｌ
ＩＦスキャナであってよい。コアＭＩＮＤＳシステムを作製するためには、サイクルシー
ケンシングモジュールはＤＮＡ分析モジュール機器と集積化することができる。このコア
システムは、１００ｎＬのサイクルシーケンシング、対合親和性捕捉クリーンアップ、お
よび同一マイクロチップ上での分離を集積化できる。ＦＡＣＳ機器によって分類されてい
るＰＣＲフラグメントを含有するビーズは、マイクロチップへ送達することができ、個々
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のビーズは２５ｎＬサイクルシーケンシングチャンバ内へ送り込むことができる。
【０１０６】
　ｉ）　ＤＮＡ分析モジュール
　ＤＮＡ分析モジュールは、各対合末端読み込みから標識されたＤＮＡフラグメントを分
離および検出するために対合末端読み込みおよびμＣＡＥのサンプルクリーンアップを実
行できる。サイクルシーケンシングは、各々が、ベクター内に挿入された固有の親和性捕
捉シーケンスを有している順方向および逆方向両方向にプライマを使用できる。フル容量
、ナノスケール調製、またはＣＳＭからの対のサイクルシーケンシングサンプルは、放射
状デザインを備える分析用マイクロチップのリザーバ内へ装填できる。サンプルは、順方
向もしくは逆方向読み込みのどちらかのための親和性捕捉オリゴヌクレオチドを含有する
２つのサンプルクリーンアップチャンバ内へ導電学的に移動させることができる。サイク
ルシーケンシングサンプルは約２０ｎＬの容量へ濃縮できるが、他方イオン、組み込まれ
ていない色素、テンプレート、ヌクレオチド、および酵素は廃棄物中へ通過する。濃縮お
よびクリーンアップされたサンプルは、温度を上昇させることによって遊離させ、分離マ
トリックスが充填されたマイクロチャネル内で分離のためにＴｗｉｎ　Ｔインジェクタ内
へ注入できる。放射状チャネルは環状検出領域に集束するので、そこでマイクロチャネル
をスキャンして検出することができる。
【０１０７】
　モジュール式ハードウエア構成要素は、１）多数の様々なマイクロチップのサイズおよ
びデザインに適応できるＬＩＦ回転式スキャナ、２）マイクロチップ、３）電気泳動法制
御装置、４）温度制御装置、および５）マイクロチップ再生、を含んでいる。ＤＮＡ分析
モジュールは、完全集積化および自動化ＭＩＮＤＳシステムの一部であってよい。
【０１０８】
　一部の実施形態は、現行回転式スキャナと比較して１０倍という高さに向上した検出性
能を備える超感受性スキャンニングシステムを作り出す。１０倍の向上は、スキャナ、マ
イクロチップのデザイン、および色素の化学的性質における小さな（１．５～３倍）複合
的向上を引き出すことによって入手できる。スキャナについては、最高品質ＰＭＴ、２色
性、およびミラーが光学的効率を向上させることができ、これらを高開口数レンズを備え
る高出力（２００ｍＷ）コンパクトレーザと結合することができる。色素の化学的性質は
、シアニン供与体を使用してより明るい色素を用いて向上させることができる。マイクロ
チップは、割増路長を用いて検出を向上させ、バンドを鮮鋭化することによって解像度を
向上させるために検出領域内に極めて深いエッチングを有することができる。マイクロチ
ップサンドイッチおよびマイクロ光学部内の反射表面は光線収集を強化できる。最後に、
以下で記載する直接注入法は、完全サイクルシーケンシングサンプルを分離チャネル内に
装填することを可能にできる。細心の注意を払って各要素を最適化することによって、堅
固なシーケンシングのために必要とされる標識フラグメントの量が並行して減少するので
、検出限界は、現行研究バージョンに比較して有意に向上させることができる。
【０１０９】
　回転式スキャナおよび機器。一部の実施形態では、放射状μＣＡＥデバイスにインテロ
ゲートするために上方監視型（ｕｐ－ｌｏｏｋｉｎｇ）の回転式共焦点レーザ誘導型蛍光
スキャナを使用できる。回転式スキャナは、４色共焦点検出ユニットに結合された回転式
対物ヘッドを含んでいる。回転式スキャニングは、高い位置精度および速度一様性ととも
に高スキャン速度を提供するという基本的長所を有している。回転式スキャニングは、１
チャネルのような少数から３８４チャネル長にわたる１０ｃｍ、３０ｃｍ、またはそれ以
上の直径のウエハを備える放射状ウエハデバイスと適合できる。このため、チップデザイ
ンは、様々な用途に、例えば新規シーケンシングのための長いレーン、および再シーケン
シングのための短いレーンに合わせて作製することができる。
【０１１０】
　回転式スキャナの実施例の略図は、図３０に提示されている。２００ｍＷ、４８８ｎｍ
のレーザ（Ｓａｐｐｈｉｒｅ（商標）ＯＰＳＬ、Ｃｏｈｅｒｅｎｔ社、サンタクララ）は
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、２色ビームスプリッタおよびミラーによってステッピングモータの中空軸を通して反射
される。シャフトの上部では、菱形のプリズムが光線を回転軸から１ｃｍ移動させ、高開
口数（＞０．７）対物レンズがマイクロチップの底面層を通してチャネル上に収束させる
。蛍光は対物レンズによって収集され、光学系を通って返送され、そこでスペクトル的お
よび空間的にフィルタに掛けられ、その後ＤＡのための８チャネルを備えるＭｉｃｒｏｓ
ｔａｒ　ＩＤＳＣボードを備えるモジュラー式共焦点４色ＰＭＴユニット内で検出が行な
われる。ステッピングモータは、１２ミクロンの空間解像度を備える５１２０のデータポ
イント／回転を生じさせる５Ｈｚでランされ、典型的な１００ミクロンチャネルを約８デ
ータポイントが越える。５番目のチャネルには、スキャナのシャフトに取り付けられてい
るディスク内のスロットによってトリガーされる光ダイオードによって送られる；他の４
本のチャネル内でのデータ獲得の開始は、５番目のチャネルにおける電圧上昇が関係付け
られている。このデザインは、典型的には５Ｈｚのスキャン速度で数ｐＭのフルオレセイ
ンの検出限界を備えて感受性である。一部の実施形態では、データは、市販のベースコー
ラを用いて前もって処理し、分析することができる。
【０１１１】
　一部の実施形態では、ＤＮＡ分析モジュール機器は、さらにまた電気泳動法およびマイ
クロチップ再生を制御するためのマイクロチップインターフェースデバイスを有すること
ができる。マイクロチップは、アラインメントツールを用いてポジショニングした後に加
熱された真空チャックによって正位置に保持できる。一部の実施形態では、マイクロチッ
プは、約６００ランの寿命を有することができる。チャックは、共焦点検出器の平面に対
して水平に維持するためにチップの上昇を調整するための３つのポイントを有することが
できる。電極リングは、マイクロチップの周囲でリザーバに適合できる；電極は、４つの
高電圧電源装置（Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ社、Ｍｏｄｅｌ
　３１０１）によって制御できる。以下に記載するマイクロチップ再生は、使用されたマ
トリックスのフラッシングおよび再充填を提供するために中央に位置する「へその緒」を
用いて適所で実施できるが、リザーバの清掃および再補充は、アウターチューブがバッフ
ァもしくは他の溶液を流れさせる間に物質を除去するインナーチューブを備えるチューブ
・イン・チューブデザインから行なうことができる。
【０１１２】
　マイクロチップおよび作動。一部の実施形態では、マイクロチップは、４層デバイス内
に親和性サンプルクリーンアップおよび分離チャネルを組み込むことができる。オリゴヌ
クレオチド捕捉シーケンスを用いた親和性捕捉クリーンアップは、サンプルクリーンアッ
プおよび濃縮のための堅固な解決策の可能性がある。注入時に希釈サンプルを濃縮できる
導電学的注入とは対照的に、オンチップでの濃縮を使用せずに、Ｔｗｉｎ　Ｔインジェク
タは、それが装填するときに事前分離を実施し、その後に「ハートカット（ｈｅａｒｔ－
ｃｕｔ）」注入を実行するが、それらはどちらも希釈サンプルの検出に対して不利に働く
。分離用マイクロチップ上に親和性捕捉を包含すると、親和性捕捉は組み込まれていない
ターミネータ、イオン、およびテンプレートを除去しながら希釈サンプルを再濃縮できる
ので、２００ｎＬのＣＳＭサンプルを装填前にマイクロリットル容量へ希釈することを可
能にする。このために、ＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールは、個別に設計し、後に集積
化することができる。
【０１１３】
　一部の実施形態では、ＭＩＮＤＳシステムは、放射状デザイン２９０（図３４）、ハイ
パーターンおよび中央起点２９１を備える１２”ウエハを使用できる。一部の実施形態で
は、用途に依存して、４００チャネルおよび４５ｃｍまでの分離長（チャネルを折り返す
ことによって達成される）を有していてよい１２”デザインと同一のチャネル密度および
長を有する、８”ウエハ２９２を備える部分放射状デザインを使用できる。８”ウエハは
、約１０８の分離チャネル２９３を有することができる。
【０１１４】
　図２１は、８”ウエハの１つの実施形態を例示している。様々な典型的実施形態では、
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この８”ウエハは短い読み込みに対しては直線状の１４ｃｍ分離チャネルまたは長い読み
込みに対しては約４５ｃｍまでの折り返しチャネルを有することができる。サンプルは、
順に各々が分離チャネルに供給する２つの親和性捕捉チャンバへ接続している単独の装填
リザーバ内へピペッティングできる。サンプルが装填された後、電極を備える電極リング
を下降させ、各サイクルシーケンシングサンプルを、各々が捕捉すべきマトリックスを備
える２つの親和性捕捉サンプルクリーンアップチャンバへ電気泳動にかけ、順方向もしく
は逆方向読み込みのどちらかが濃縮され、その間にサイクルシーケンシング反応ミックス
に含まれる望ましくない構成成分が除去される。順方向もしくは逆方向読み込みは、チャ
ンバを６５℃超へ加熱し、各読み込みを個別に分析するためにＴｗｉｎ　Ｔインジェクタ
内へ電気泳動させることによって遊離させることができる。そこで各装填リザーバは２つ
の分離チャネルに供給する。分離後、分離マトリックスは交換することができる。マトリ
ックスは、マトリックスおよびフラッシュ液のためのチューブならびに中央共通陽極バッ
ファリザーバのための電気配線を含有する中央の「へその緒」を通してポンプで送り出す
ことができる。４００チャネルＭＩＮＤＳマイクロチップには多数の形状およびデザイン
を使用できる。分離は、多数のＣＡＥマトリックス中で実施できる。
【０１１５】
　一部の実施形態では、マイクロチップは、最適分離条件および必要に応じて、マトリッ
クス操作のために温度を制御するためのペルチエ加熱器上の真空チャック上に保持できる
。分離後、バッファは、使用済みマトリックスを置換するために「へその緒」を通してフ
ラッシュできる。マイクロチップインターフェースデバイス内の手動チューブ・イン・チ
ューブ真空吸引ユニットは、リザーバから使用済みバッファおよびマトリックスを除去で
きる。新鮮マトリックスは中央チャンバを通して添加できる；マトリックス廃棄物を最小
限に抑えるためのフィードバックを提供するためには、マトリックスセンサを組み込むこ
とができる。一部の実施形態では、マトリックスの交換は、カラム長よりほんのわずかに
多いマトリックスしか交換しない精密ポンピングを用いて制御できる。いずれの方法も、
１０分の１までマトリックスの使用を減少させることができる。バッファは、チューブ・
イン・チューブのアウターチューブによってリザーバ内へ再補充することができ、その間
にマトリックスはインナーチューブによって真空除去される。親和性サンプルクリーンア
ップマトリックスもまた、必要に応じて本明細書に記載するようにサービスラインを用い
て交換することができる。
【０１１６】
　一部の実施形態では、マイクロチップは、正常サンプルを用いると６００ランにわたり
使用することができる。マイクロチップの性能は、性能が劣化するとＬａｂＲＡＴ、ｅ－
メール、ページング、またはオンスクリーンディスプレイによって警告されたソフトウエ
アおよびオペレータによって監視できる。マイクロチップの交換は、オペレータが手動で
実施できる。一部の実施形態では、使用済みマイクロチップの除去は、マイクロチップを
取り外す前に、へその緒、電極リングならびにオンチップバルブおよびポンプのための作
動バンドルを引き抜く工程を含むことがある。新規マイクロチップの取り付けは、マイク
ロチップを適正にポジショニングするためのアラインメントツールによって促進できる。
アラインメントは、アラインメントマークの検出、ならびにソフトウエアの補助を受けた
手動または完全自動化のいずれかによる光学系の焦点合わせによって検証できる。
【０１１７】
　マイクロチップの製作。様々な典型的実施形態では、超微細加工プロセスは、Ｌｉｕ　
ｅｔ　ａｌ．　２０００．　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　
９７（１０）：５３６９－５３７４およびＡｎｄｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．　２０００．
　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓ．　２８：ｅ６０に記載されているとおりであっ
てよい。一般に、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔガラス製ウエハ（Ｓｃｈｏｔｔ社、ニューヨーク州
ヨンカーズ）は、濃ＨＦで予備エッチングし、次にＣＶＤもしくはスパッタリングによっ
てアモルファスシリコンマスクを沈着させることができる。一部の実施形態では、アモル
ファスシリコンの代わりにクロム－金を使用できる。ＨＭＤＳの接着層をアモルファスシ
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リコンの上部にコーティングし、ウエハにフォトレジスト（Ｓｈｉｐｌｅｙ社、カリフォ
ルニア州サンタクララ）の薄層をスピンコーティングし、ソフトベークすることができる
。フォトレジストは、所望のチャネルパターンを有するマスクを通してＵＶ光線を用いて
パターン化できる。フォトレジストが現像された後、露出したアモルファスシリコンは除
去し、チャネルパターンは濃塩酸を用いて、流体用ウエハ上のチャネルについては約４０
μｍおよびマニホールドウエハについては約７０μｍの深さへガラスに化学エッチングす
ることができる。しかし、様々な構成成分の深さを決定することは、当業者の能力の範囲
内に含まれる。残留しているフォトレジストおよびアモルファスシリコンは剥ぎ取ること
ができる。２５０μｍ以下のアクセスホールは、ダイアモンド製ドリルを備えるＣＮＣミ
ニミルを用いてＢｏｒｏｆｌｏａｔバイアウエハ内に穿孔できる。一部の実施形態では、
より小さなホールは特注レーザを用いて穿孔できる。製造するために、超音波穿孔は全ホ
ールを同時に穿孔できる。Ｈ２ＳＯ４／Ｈ２Ｏ２中での最終洗浄後、流体ウエハおよびバ
イアウエハは、バイアホールがチャネルギャップと適正にポジショニングされるようにア
ラインメントし、その後２層μＣＡＥチップを製造するために約５７０℃の真空炉内でバ
イアウエハと加熱結合させることができる。５層マイクロチップについては、３枚のガラ
ス製ウエハをアラインメントして最初に組み立てることができる；ガラス層のうちの２枚
は薄いウエハであってよい。マニホールドウエハおよび厚さ２５４μｍのＰＤＭＳメンブ
レン（Ｂｉｓｃｏ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ社、イリノイ州エルクグローブ）は、ＵＶオゾン
クリーナ中で洗浄し、４もしくは５層のマイクロチップを組み立てることができる。ＵＶ
オゾン処理は、不可逆性ガラス－ＰＤＭＳ結合を作り出すことができる。最終マイクロチ
ップは、個別ＣＳＭマイクロチップを製造するためにダイスカットできる、またはＭＩＮ
ＤＳマイクロチップのためにそのままで使用できる。
【０１１８】
　一部の実施形態では、マイクロチップは、射出成形、ホットエンボス加工法、積層法な
どの方法、およびデザインを複製するためによく知られているその他の方法を用いてプラ
スチックや他の物質で作製できる。マイクロチップを製造するためのこれらの作製方法の
適用は、本開示の範囲内に含まれる。
【０１１９】
　ＤＮＡ分析モジュールの特性付け。回転式スキャナを利用する実施形態では、検出限界
は流動している色素溶液および内部標準物質として測定された水のＲａｍａｎピーク（２
つのピーク５７７．６ｎｍおよび５８９．４ｎｍから）を用いて測定できる。ＤＮＡ分析
モジュールを備えるサンプルクリーンアップおよび分離マイクロチップの性能は、その後
に標準ＰＣＲ産物の連続希釈が行なわれるフル容量ＰＣＲ反応の標準物質を用いて特性付
けすることができる。サンプルクリーンアップ（例、装填、洗浄、および溶出条件）なら
びに注入および分離（時間、電圧、分離温度、バッファ濃度など）についてのパラメータ
は、当業者によく知られている方法を用いて最適化できる。品質値、成功率、および読み
込み長さは、測定して試験サンプルおよび実質サンプルと比較できる。一部の実施形態で
は、読み込み長さは約６００塩基以上であってよい。一部の実施形態では、親和性捕捉の
再生を試験し、性能劣化前のラン数を測定できる。分離マトリックス中での尿素とＤＭＳ
Ｏとの部分的交換は、ラン時間を短縮させ、キャピラリ内の長い読み込み長さを生成でき
る。一部の実施形態では、マイクロチップは様々なマトリックスもしくはコーティングを
用いてマイクロチップの寿命を決定するために標準サンプルを用いて繰返しランすること
ができる。例えば、８倍へのショットガンシーケンスに対しては、ＢＡＣライブラリーは
、約２２ランの１００チャネルＤＮＡ分析モジュールマイクロチップを要する可能性があ
る。
【０１２０】
　ｉｉ）　ＤＮＡ分析モジュールとの集積化サイクルシーケンシングモジュール
　ＣＳＭの機能をＤＮＡ分析モジュールと結合すると、コアＭＩＮＤＳシステムを作り出
すことができる。上述および図１４のＣＳＭマイクロチップの基本ユニットデザインは、
８”　ＤＮＡ分析モジュールマイクロチップへ移植することができる。これは１００の対
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合末端読み込み親和性サンプルクリーンアップチャンバおよび分離マイクロチャネルと集
積化された対合末端読み込みのための５０個の１００ｎＬサイクルシーケンシングサンプ
ル調製チャンバを備えたマイクロチップを作製することができる。本システムのサービス
は、マイクロチップを作動および再生させるためにマイクロ流体およびミニロボット型オ
ンチップ機能を使用できる。サンプルを装填するために外部オートメーションを含む実施
形態では、コアＭＩＮＤＳシステムは、現行方法に比較して実質的に減少したコストで１
日当たり７Ｍ塩基の高品質シーケンスを生成できる。
【０１２１】
　機器。コアＭＩＮＤＳシステム機器のための基盤は、ＤＮＡ分析モジュール機器であっ
てよい。スキャナは、修飾せずに使用できる。上述したＣＳＭマイクロチップインターフ
ェースデバイスは、わずかな変更を加えるだけで、１）ＣＳＭマイクロチップに基づくカ
ートリッジ内での液体の移動を制御するオンチップミニロボットの外部作動化を自動化す
る、２）サーマルサイクリングのための外部加熱および冷却を制御する、および３）チッ
プへサイクルシーケンシング試薬を送達するためにシリンジポンプを駆動する、ために直
接的に適応させることができる。一部の実施形態では、Ｔｅｃａｎ社製ロボットは必要と
されない。１）のオンチップバルブの外部作動化のためには、各作動チャネルが、２本も
しくは４００本であっても、全チャネルのための１つの特定バルブの全部にサービスでき
るために、装置の適応は必要とされない。２）のためには、加熱および冷却はマイクロチ
ップの外部であってよく、一連の抵抗加熱器またはペルチエのストリップであってよい。
適応は、追加の長さおよび数の加熱器を備える形状を含む設計によって達成できる。熱の
管理は、本システムにとって重要な検討事項である。３）のシリンジポンプのためには、
追加のポンプは必要とされない。以下に記載するサービスチャネルの追加は、１つのシリ
ンジポンプが全チャネルにサービスすることを可能にするはずである。そこで、装置の修
正は、ＣＳＭマイクロチップインターフェースデバイスの構成要素とＤＮＡ分析モジュー
ルマイクロチップインターフェースデバイスとを結合することであってよい。
【０１２２】
　一部の実施形態では、マイクロチップインターフェースデバイスおよびマイクロチップ
の細部は、何らかの空間的もしくは温度の対立を排除するために設計できる。真空チャッ
クは、サンプル調製およびクリーンアップチャンバのためにより低い温度のリングを有す
るように適応させることができる。結合ＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールマイクロチッ
プインターフェースデバイスのデザインは、以下で考察するオンチップマイクロロボット
を用いてマイクロチップにサービスするというコンセプトによって大きく単純化できる。
【０１２３】
　マイクロチップおよび作動。コアＭＩＮＤＳシステムは、ＣＳＭマイクロチップの機能
性およびデザインを、ＤＮＡ分析モジュールからのサンプルクリーンアップおよび分離と
直接的に集積化できる。図２２は、１つの典型的デザインにおける１対のチャネルを示し
ている。マイクロチップ上の環状リング内にあるバルブおよびポンプのための作動ライン
３１４に注目されたい。これらは図２２では水平のラインに見えている。
【０１２４】
　ＰＣＲ産物もしくはＰＣＲ産物を備えるビーズであるサンプルは、注入口内へ装填でき
る。基本ＣＳＭ反復ユニット（約２００回反復できる）は、サンプルを、サイクルシーケ
ンシングミックスを含む１００ｎＬサイクルシーケンシング反応チャンバ３１６内へポン
プで送り出すことができ、４つの取り囲んでいるバルブは閉鎖し、サイクルシーケンシン
グが発生する。サイクルシーケンシング後、ＣＳＭにおけると同様に、サイクルシーケン
シング産物および反応物質は、水を含有するリザーバ内へポンプで送り出すことができる
が、ただし今回は、電極接続を有している。サンプルは、２つの対で読み込まれる親和性
捕捉チャンバ３１７～３１８へ電気泳動させることができる。不純物を除去し、生成され
た蛍光標識サイクルシーケンシングフラグメントはＴｗｉｎ　Ｔインジェクタを通して２
つの分離チャネル内へ注入することができる；このユニットは、例えば、４００本の分離
チャネルを生成するために、約２００回繰り返すことができる。フラグメントは高性能ナ
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ノゲルもしくは他のマトリックス内で分離し、回転式スキャナによって中心近くで検出で
きる。一部の実施形態では、約４００本の分離チャネルを有することができる１２”ウエ
ハの４分の１区画を模倣するために、約１００本の分離チャネルを備える８”を使用でき
る。
【０１２５】
　マイクロチップは４５分間の分離サイクル時間、４５分間のサイクルシーケンシングお
よびクリーンアップサイクル時間を提供でき、対で読み込まれる１つのサイクルシーケン
シング反応チャンバは、２つの分離チャネルに供給できる。これはデザインを単純化し、
必要とされるバルブ、電極、およびチャネルの数を減少させる。分離は、分離とサイクル
時間を共有するマイクロチップ再生および事前ランを用いてほぼ連続的であってよい。３
５分間の分離中、サンプル調製サイクルは、注入口内に装填されたサンプルを用いて再び
開始できる。一部の実施形態では、サンプルは、分離チャネルの注入準備が整う時間まで
に調整して分離の準備を整えることができる。一部の実施形態では、必要に応じて単独分
離チャネルに供給する複数のサイクルシーケンシングもしくはゲノタイピングチャンバを
使用できる。マイクロチップは、共通中央陽極を有することに加えて、大きなバッファ容
量を備えるマイクロチップの周囲を走る共通の環状開放陰極チャネルをさらに有すること
ができる。このチャネルは、分離を劣化させるイオン枯渇を房すする特別なバッファ能力
を有することができ、電極の数および交換を単純化し、バッファおよび過剰なマトリック
スを除去せずに反復マトリックス装填を可能にできる。マイクロチップは、デザインおよ
び作動を大きく単純化するために他のチャネルに交差するサービスチャネル（すなわち、
サイクルシーケンシングミックス、廃棄物、親和性ゲルポリマー、水）を可能にするため
に三次元をさらに使用できる。
【０１２６】
　一部の実施形態では、結合ＣＳＭおよびＤＮＡ分析モジュールマイクロチップインター
フェースデバイスは、両側にエッチングされた中央ウエハを備える三次元マイクロチップ
デザインを用いてオンチップミニロボットを備えるマイクロチップをサービスすることに
依拠できる。サービスチャネルは、多層デザインにおいて様々な層を結合するバルブの能
力を基礎としている。
【０１２７】
　図１２は、サンプルクリーンアップチャンバ３２１へ新鮮親和性捕捉マトリックスを提
供しているサービスチャネル３２０の接続の実施形態を示している。図示したデザインで
は、サービスチャネルの流体路はエッチングされたウエハ３２２の上部の左から分離チャ
ネルを越え、ＰＤＭＳ層上のバルブ３２３の１つの開口部に入り、越え、そしてそのバル
ブの第２開口部を、サンプル調製、クリーンアップ、および分離チャネル３２１、３２４
がエッチングされている二重エッチングされたウエハの底面層へ下っていく。サービスチ
ャネル流体路は、次に親和性捕捉サンプルクリーンアップチャンバ（図の平面に垂直に走
る）およびバルブを通過して、エッチングマイクロチップの上部へ再び結合する。これは
、マイクロチップの上面上のサービスチャネルが、妨害されずにそれらの上方を通過する
ことによってサンプル分離チャネルおよび他のチャネルに交差することを許容する。この
同一原理は、サンプル調製チャネルに適用できるが、分析チャネルには適用できない。幅
広で深くてよい個々のサービスチャネルは、サイクルシーケンシングミックスを送達し、
２つの親和性捕捉マトリックスを２つのサンプルクリーンアップチャンバ内へ再充填し、
サンプル調製チャンバを回復させるための洗浄を提供し、サンプル調製チャネル、サンプ
ルクリーンアップチャネル、および分離チャネルの全部から廃棄物を収集するであろう。
６本のサービスチャネルは、各々がマイクロチップ上で同心性リングを形成するであろう
。それらは、シリンジポンプ、マクロスケールの流体ライン、もしくは真空ラインに接続
されるであろう。二重エッチングされたウエハとＰＤＭＳとの間の「付加的」ウエハ層は
、貫通穴しか含有していないであろう。エッチングされたチャネルはエッチングされたウ
エハの両側にあるので、貫通穴は、サイクルシーケンシングミックスのため以外は相当に
大きくてよい。
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【０１２８】
　マイクロチップの再生は、以下のとおりに実行できる。分離後、中央のへその緒は新規
マトリックスをチャネル内に押し込み、分離チャネルをぴったりに充填する。サイドチャ
ネル上の相違する相違するチャネル幅は、マトリックスを陰極へ方向付けることができる
。一部の実施形態では、２つのサンプルクリーンアップチャンバは、２つのサービスチャ
ネルを用いて再生できる。サービスチャネルは、通常はバルブによって閉鎖できる。親和
性マトリックスを交換するためには、バルブを開放させ、チャネルのためのシリンジポン
プを作動させ、新規の親和性マトリックスが順方向チャンバ全部にポンプで送り込むこと
ができる（例えば、親和性マトリックスの１回の装填に付き複数のランが可能なことがあ
る）。他の親和性チャンバのためにも類似のシーケンスが発生する。サイクルシーケンシ
ング反応チャンバは、洗浄サービスラインからチャンバを通って廃棄物リザーバ内へ洗浄
液をポンプで送り出すことによって同様に洗浄できる。バッファリザーバは、一番上のウ
エハの上部にある大きな共通リザーバへ接続できる。より大きな容量は、蒸発およびバッ
ファ枯渇の影響を最小限に抑えることができ、バッファ充填およびフラッシングを単純化
できる。
【０１２９】
　本開示の態様は、以下の実施例を参考にするとより明快に理解することができるが、実
施例は決して本開示の範囲を限定するものであると解釈されてはならない。
【実施例】
【０１３０】
　１．　大腸菌（Ｅ．　ｃｏｌｉ）のビーズに基づく捕捉
　磁性ビーズに結合したモノクローナルもしくはポリクローナル抗体を含む希釈溶液から
のモデル標的微生物の捕捉を使用すると、ＢＰＭマイクロデバイス内へ導入するための濃
縮精製物質を提供できる。ここでは、本発明者らは、大腸菌のＯ１５７菌株に対する抗体
と結合したＤＹＮＡＬ（登録商標）ビーズの使用について記載する。本発明者らは、３シ
リーズの実験を実施した：（１）希釈ストックから大腸菌を捕捉する、（２）高度に過剰
のバシラス菌の存在下で大腸菌を捕捉する、および（３）Ｂａｌｔｉｍｏｒｅエアサンプ
ラからのエアロゾルサンプルから大腸菌を捕捉する。
【０１３１】
　本発明者らは、最初に食品サンプル中で大腸菌Ｏ１５７を検出するために使用されるＤ
ＹＮＡＬ（登録商標）「スワブプロトコル（ｓｗａｂ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）」を、適切な
増殖培地へのビーズの直接平板培養と比較した。本発明者らは、非病原性菌株Ｏ１５７お
よびＥ．ｃｏｌｉ？　ＡＴＣＣ　ｓｔｒａｉｎ　７００７２８のトリプチケースソイ寒天
（ＴＳＡ）上への直接平板培養は約５倍以上のコロニーを産生する、このためスワブ法よ
り捕捉微生物数のより良好な推定値を提供することを見いだした。このため、本発明者ら
は、その後の全実験において直接平板培養法を使用した。
【０１３２】
　本発明者らは、ＤＹＮＡＬ（登録商標）ビーズがＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎバッファ中で１０
５ＣＦＵ／ｍＬ～１０１ＣＦＵ／ｍＬの範囲内の細胞力価にわたり大腸菌に結合する能力
を測定した。これらおよびその後の免疫磁気分離（ＩＭＳ）実験では、プロトコルは、５
μＬのＤＹＮＡＬ（登録商標）ビーズの懸濁液を２５０μＬのＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中の大
腸菌の適切な希釈液に添加することであった。細胞は、添加されたビーズとロッキングプ
ラットフォーム上で１０分間にわたりキャップをしたプラスチック製マイクロフュージチ
ューブ内で混合した。ビーズはその後、強力な磁石を用いてチューブの側面に接触させて
捕捉し、上清を除去し（しかし平板培養のために保存した）、ビーズをＰＢＳ／Ｔｗｅｅ
ｎバッファで３回洗浄した。ビーズを再懸濁させ、ビーズの希釈液を平板培養した。数回
の実験で、本発明者らはさらに洗浄液をプレートアウトした。一般に、洗浄液はほとんど
標的微生物を含有していなかった；標的細胞はビーズ上に捕捉された、または結合せず、
一次上清中で回収可能であった。
【０１３３】
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　図３５は、捕捉を２×１０５、１０４、１０３、１０２、２０、および２ｃｅｌｌｓ／
ｍＬの開始時細菌濃度について３回実施した、ＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中に希釈した大腸菌Ｏ
１５７を捕捉した結果を示している。捕捉された細胞数の観察値は、１０５～１０ｃｅｌ
ｌｓ／ｍＬの範囲にわたり線形（Ｒ２＝０．９９５）であり、１０５～１０３ｃｅｌｌｓ
／ｍＬの範囲については捕捉効率はほぼ９５％を超えていたが、１００ｃｅｌｌｓ／ｍＬ
については８７％へ、そして２０ｃｅｌｌｓ／ｍＬについては６９％へ低下した。他の実
験（データは示していない）は、一般に１０３～１０５の大腸菌濃度についてはＰＢＳ／
Ｔｗｅｅｎから８５％を超える回収率を生じた。
【０１３４】
　２．　モノクローナル抗体を用いた大腸菌捕捉のダイナミックレンジ
　捕捉化学は、最初はチューブ内で２５０μＬの容量で試験し、バッファ中に分散させた
モデル微生物を用いて捕捉および洗浄を最適化した。図３６は、ＤＹＮＡＬ（登録商標）
ビーズに結合したモノクローナル抗体を用いた大腸菌の代表的な捕捉を示している。大腸
菌Ｏ１５７は、２５０μＬのＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ中の様々な濃度で含まれる抗大腸菌Ｏ１
５７抗体と結合した５μＬのビーズへ添加した。この混合物を回転式ミキサで１０分間混
合した。ビーズは、強力磁石を用いてチューブの側面に引き寄せ、上清を除去した。ビー
ズは、２５０μＬ　ＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ（ＰＢＳＴ）を用いて３回洗浄した。洗浄したビ
ー酢を２５０μＬのＰＢＳＴ中に再懸濁させ、捕捉した大腸菌をＴＳＡ上で計数した。
【０１３５】
　図３６に示した結果は、ビーズの量とビーズが大腸菌を捕捉する能力との間には用量反
応関係が見いだされることを証明している。図３６は、約１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬまでは
捕捉が線形であり、約４×１０７ｃｅｌｌｓ／ｍＬの最高値で飽和することを示している
。１０６ｃｅｌｌｓ／ｍＬを超えると、上清中で回収される細胞のパーセンテージが増加
する。大腸菌で飽和したＤＹＮＡＬ（登録商標）ビーズの直接的顕微鏡検査によって、約
５ｃｅｌｌｓ／ビーズが明らかになった。この捕捉法は、２５０μＬ中に含有される標的
細胞の平均９０％超を１５分間未満に１０μＬ未満の容量へ精製および濃縮する能力を証
明した。
【０１３６】
　３．　モノクローナル抗体を用いた大腸菌の特異的捕捉
　ビーズに基づく捕捉法の特異性を決定するために、本発明者らは、添加されたＢａｃｉ
ｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ（ＡＴＣＣ　１１７７８）細胞が、抗体のコーティングされたビ
ーズへの大腸菌の結合に及ぼす影響を標準アッセイ条件下で試験した。約１０４　Ｅ．　
ｃｏｌｉ／ｍＬの懸濁液を様々な力価のＢ．　ｃｅｒｅｕｓと混合し、上述したようにＩ
ＭＳを実施したが、ただし回収は選択的にＢ．　ｃｅｒｅｕｓを阻害するレベルで添加さ
れたテトラゾリウムを備えるＴＳＡ培地上で実施した。これは細胞混合物の直接平板培養
を許容したが、複製してコロニー形成単位（ＣＦＵ）として定量できたのは大腸菌だけで
あった。
【０１３７】
　図３７に示したように、Ｂ．　ｃｅｒｅｕｓの添加は、２種の微生物が１／１の比率で
存在した場合には大腸菌がビーズに結合する量を約２０％減少させたが、１００，０００
倍過剰のＢａｃｉｌｌｕｓ菌は大腸菌の結合をコントロールの５６％までしか減少させな
かった。これは、この抗体－細胞組み合わせについては、ＤＹＮＡＬ（登録商標）ビーズ
が極めてすぐれた特異性を生み出せることを示唆している。
【０１３８】
　４．　モノクローナル抗体を用いたエアロゾルサンプルからの大腸菌の捕捉
　本発明者らは細菌細胞を効率的に捕捉、精製、および回収できることを証明したので、
Ｓｐｅｃｔｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社の御厚意により９０％（ｖ／ｖ）のＢａｌｔｉ
ｍｏｒｅエアサンプラ由来液体（ＢＡＳＬ）サンプルを含有する溶液から大腸菌Ｏ１５７
を回収することに拡大したいと考えた。ＢＡＳＬは、潜在的に抗体媒介性結合および回収
を妨害する可能性がある、極めて多種多様な競合する微生物、花粉、ならびにその他の化
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学物質および生物学的物質を含有している。
【０１３９】
　本発明者らがＢＡＳＬ溶液から大腸菌Ｏ１５７を濃縮および回収する能力を試験するた
めに、純粋培養中でこの菌株を増殖させ、９０％　ＢＡＳＬ中、およびコントロールとし
てのＰＢＳＴ中でも１０２、１０３、および１０４ＣＦＵ／ｍＬの力価を調製した。ＤＹ
ＮＡＬ（登録商標）ビーズ（抗Ｏ１５７抗体を含有する）の５μＬの懸濁液を、９０％　
ＢＡＳＬもしくはＰＢＳＴのどちらかの中に大腸菌を含有する２５０μＬのサンプルに添
加し、ロッキングプラットフォーム上で１０分間インキュベートし、その後にビーズを捕
捉法を実施した。上清を除去し、ＰＢＳＴを用いてビーズを３回洗浄し、ＰＢＳＴ中に再
懸濁させた。ＣＦＵの数を決定するために、一次上清およびビーズを平板培養した。全プ
レート計数は、セフィキシムおよび亜テルル酸塩（ＣＴ－ＳＭＡＣ社）を添加したＭａｃ
Ｃｏｎｋｅｙ－ソルビトール寒天を用いて決定した。ＣＴ－ＳＭＡＣは、大腸菌Ｏ１５７
のための半選択的培地であり、ＢＡＳＬ中に含有される極めて多数の微生物から非大腸菌
ＣＦＵの総数を減少させるために役立ち、ソルビトールの発酵によってＯ１５７の比色指
示を提供する。
【０１４０】
　本発明者らの標準ＩＭＳプロトコルを用いて、９０％　ＢＡＳＬを含有する溶液から大
腸菌Ｏ１５７の極めてすぐれた結合および回収が入手された（図３８）。一般に、細胞が
ＰＢＳＴまたは９０％　ＢＡＳＬのどちらに分散していたかとは無関係に、９０％を超え
る細胞がＩＭＳビーズに結合して回収された。これは、試験した１０４、１０３、および
１０２ＣＦＵ／ｍＬの細胞濃度範囲にわたって事実であった。
【０１４１】
　図３９は、特に１０４ＣＦＵ／ｍＬの力価についてのデータセットを示している。第１
バーおよび第３のバーは、コントロールの力価を示している。第２のバーは、サンプルが
コントロールとしてのＰＢＳＴ中でのみ実施された場合のビーズ分画および上清分画中で
回収された細胞の比率を示している。第４のバーは、実験が９０％　ＢＡＳＬ中でのみ実
施された場合のビーズ分画および上清分画中で回収された細胞の比率を示している。この
実験は、ＢＡＳＬ中の構成成分が、少なくともこの抗体およびそのエピトープについては
結合および回収を妨害しないことを示している。
【０１４２】
　５．　固相抽出法（ＳＰＥ）
　本発明者らは、干渉化合物が貫流するのを許容しながら小さな表面上に分析物を結合さ
せる、リットル量のサンプル容量まで処理できるオフチップ型のディスポーザブル式フロ
ースルーデバイスについてＳＰＥを評価した。最終的に、標的分析物は、マイクロチップ
に基づくバイオプロセッサによる下流処理のために濃縮形で回収できる、またはＳＰＥ物
質自体をマイクロチップのためのフィードストックとすることができる。
【０１４３】
　本発明者らは、シリカマトリックスを使用する大腸菌のＳＰＥ捕捉を評価した。基本ス
キームは、様々な力価の細菌に固相を通過させ、少量のバックフラッシュを用いて溶出し
、次に細菌含量について上清および溶出液を分析することであった。以下の実験では、大
腸菌のＤＨ５α菌株（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社）をＰＢＳ／
Ｔｗｅｅｎ（ＰＢＳＴ）中で１０４～１０２ｃｅｌｌｓ／ｍＬの範囲内の希釈率で調製し
た。全部の実験において、１００ｍｇの固体床を有するベアシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌ
ｅａｎ　ＳＰＥカートリッジ（Ａｌｌｔｅｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ社）を使用した。
【０１４４】
　各カートリッジに対して：（１）１８μＬの細菌／酵素混合液に約５ｍＬ／分の流速で
ＳＰＥ床を通過させた；（２）上清を収集し、細菌力価について分析した；（３）２ｍＬ
のバッファを用いてカートリッジをバックフラッシュし、溶出液中の細菌数を決定した。
分析は、細菌の相対捕捉率および回収率を決定するために、上述したように３７℃でＴＳ
Ａ上の細菌増殖によって実施した。
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【０１４５】
　６．　フロースルーモードでのＳＰＥ培地による細菌の保持
　図４０は、２５，０００もしくは４５，０００ＣＦＵ／ｍＬの相当に高濃度の細菌を含
むサンプルを用いて、装填したサンプル中、ならびにＳＰＥ後上清（未結合）および溶出
液中の細菌濃度の関数としての細菌アッセイの結果を示している。この範囲内では、８０
～９０％の大腸菌がＳＰＥマトリックス中に保持されるが（図４１）、少量の細菌は通過
し、極めて少量（１％）は逆流洗浄によって回収される。そこで、シリカ上では強力な結
合が示され、生育細胞の溶出は極めて少ない。１２５および２５０ＣＦＵ／ｍＬの極めて
低い力価では、比例してより多くの細胞がカラムを通過し、約２０％しか保持されない（
データは示していない）。
【０１４６】
　７．　フロースルーモードでのＳＰＥおよびアガロース「Ｂｉｇ　Ｂｅａｄ」によるタ
ンパク質（β－ガラクトシダーゼ）の保持
　一部の実施形態は、生体材料を捕捉または精製するためにアガロースに基づく「Ｂｉｇ
　Ｂｅａｄ」を使用する。市販で入手できるβ－ガラクトシダーゼ（Ｓｉｇｍａ社）を０
．１Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ７．５）、１ｍＭのＭｇＣｌ２中に１００および１０ｎｇ／ｍ
Ｌの２種の濃度で溶解させた。これらの２種の溶液は、５０Åの孔径を備える１００ｍｇ
の５０μｍシリカ粒子を含有する「Ｅｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ」　ＳＰＥカートリッジ
（Ａｌｌｔｅｃｈ社）、または５００μｍの硬化アガロースビーズを含む５ｍＬの「Ｂｉ
ｇ　Ｂｅａｄ」カラムに通過させた。アガロースおよびシリカ由来培地の両方に対して、
酵素溶液（２０ｍＬ）に約５ｍＬ／分の流量でそれらの各ＳＰＥ床を貫流させ、上清を収
集し、カートリッジを２ｍＬのバッファで約１ｍＬ／秒の流量でバックフラッシュした。
上清および溶出液は、基質としてｏ－ニトロフェニル－β－ガラクトシド（ＯＮＰＧ）を
用いて酵素活性について分析した。
【０１４７】
　図４２は、１０および１００ｎｇ／ｍＬの両方の酵素濃度にある２種のマトリックスに
ついて、「上清」、「溶出液」、および「保持された」分画中のβ－ガラクトシダーゼ活
性のグラフを示している。「保持された」は、装填時、貫流中、および溶出液の間の差に
よって計算する。シリカに基づくＳＰＥ培地については、β－ガラクトシダーゼの約７５
％が貫流して、上清中で回収される。バックフラッシュした溶出液中では極めて少量の酵
素（１～２％）しか検出されない。このため、β－ガラクトシダーゼの約２５％がカラム
上に保持されている。「Ｂｉｇ　Ｂｅａｄ」培地については、β－ガラクトシダーゼの８
５～９９％がカラムを貫流するが、溶出液中で回収されるのは５％未満である（図４２）
。これは、極めて少量の約０～１０％がマトリックス上に保持されることを意味する。こ
のため、これらの培地は毒素などの標的分析物を保持された物質から分離するためのフロ
ースルーモードにおいて有用な可能性がある。
【０１４８】
　８．　フロースルーモードでの捕捉培地としてのアガロース「Ｂｉｇ　Ｂｅａｄ」によ
る大腸菌の保持
　本発明者らは、アガロースＢｉｇ　Ｂｅａｄカートリッジが大腸菌のＤＨ５α菌株に選
択的に結合して濃縮する能力を評価した。図４３は、２，０００または４，７００ＣＦＵ
／ｍＬの初期細胞濃度で実施されたＢｉｇ　Ｂｅａｄ捕捉実験から入手した分画中の大腸
菌ＤＨ５αの分布を示している。これらの実験は、１０４または１０３ＣＦＵ／ｍＬで２
０ｍＬの細菌懸濁液を用いて、０．１Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ７．５）、１ｍＭのＭｇＣｌ

２中で実施した。このアッセイは、ＴＳＡプレート上の増殖であった。低力価（２，００
０ＣＦＵ／ｍＬ）では、＞７０％の細菌がフロースルー分画中で、バックフラッシュした
溶出液中では１％未満が回収された。高力価（４，７３０ＣＦＵ／ｍＬ）では、＞８０％
の細菌がフロースルー分画中で、溶出液中では５％未満が回収された。したがって、Ｂｉ
ｇ　Ｂｅａｄマトリックスに結合したままなのは２５～１０％の細菌だけであった。
【０１４９】
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　９．　ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ用マイクロチップ
　マイクロ流体デバイスの超微細加工は、本質的にはＬｉｕ　ｅｔ　ａｌ．　２０００．
　Ｐｒｏｃ．　Ｎａｔｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｃｉ．　ＵＳＡ　９７（１０）：５３６９－
５３７４によって記載されたように実施した。手短には、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔガラス製ウ
エハを洗浄し、アモルファスシリコン製マスクを沈着させ、その後にＨＭＤＳ層およびフ
ォトレジスト層を接着させた。フォトレジストは、マスクを通して紫外線を用いてパター
ニングし、チャネルパターンは濃ＨＦを用いて、典型的には流体ウエハ上のチャネルにつ
いては４０μｍ、およびマニホールドウエハについては７０μｍの深さへ化学エッチング
した。フォトレジストおよびアモルファスシリコンは剥ぎ落とし、アクセスホールはダイ
アモンドドリルを備えるＣＮＣ－ミニミルを用いて穿孔した。これらの穴は、４層マイク
ロチップにおいて反応および検出チャンバとして使用できる。または、本発明者らは、全
部の穴を同時に穿孔するためには超音波穿孔を使用するであろう。洗浄後、流体用ウエハ
およびバイアウエアをアラインメントし、熱結合させた。４層マイクロチップを作製する
ために、マニホールドウエハおよびＰＤＭＳメンブレンを加えた。
【０１５０】
　２つのＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ用マイクロチップが設計かつ構築された。第
１のマイクロチップ、ＭＢＩ－１１　２４０（図１９）は、様々なスケールで本質的なマ
イクロ流体処理オンチップ構成成分を単離および試験するために設計された。これは、（
１）バルブのデザイン、（２）反応チャンバのデザイン、（３）連動反応、および（４）
ルータのデザインの実施形態を示している。各要素の作動は、バルブ、ポンプ、およびル
ータを作動させる８チャネルのフルスケール空気圧システム２４１によって制御される。
本発明者らは、３層および４層チップにおけるＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータの作
動について試験した。チップの各要素は、バルブ作動を促進するために８チャネルのフル
スケール空気圧式バスを用いてインターフェースするように設計されている。
【０１５１】
　第２のＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒマイクロチップであるＭＢＩ－１２は、サイ
クルシーケンシングもしくはＰＣＲのためのビーズからの両方のサンプル調製を試験する
ため、ならびに個別に、およびサンプル調製と結合した両方でμＣＡＥを試験するために
開発された。図２０に示したマスクのデザインは、エッチングし、機能的な４層マイクロ
チップに組み立て、試験されている。ＭＢＩ－１２は、μＣＡＥチャネルおよびそれらを
上流サンプル調製デバイスへ接続する数種のデザインを有している。
【０１５２】
　本発明者らは、ＭＯＶバルブ、ポンプ、およびルータを用いる、ならびにバイアなどの
深いチャンバ内で良好に機能する表面弾性波（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｗａ
ｖｅ：ＳＡＷ）混合を用いる混合を例示した。ＳＡＷは、マイクロチップ内のチャンバ内
で脈動内圧波を作り出し、溶液を均質化してそれらを混合する。
【０１５３】
　１０．　生物兵器防衛のためのサンプル調製を実施するＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓ
ｏｒ
　このバイオプロセッサモジュールは、上流のエアサンプルコレクタもしくは他の投入デ
バイスからサンプルを受け入れ、保存および再検査のためのアリコートを作製し、サンプ
ルを溶解し、サンプルを調製して標識し、さらにそれらを分析のために単分子蛍光相関検
出器へ排出する。バイオプロセッサモジュールは、流体デバイスを含有するディスポーザ
ブルのプラスチック製カートリッジおよびカートリッジを作動させる機器を含んでいる。
【０１５４】
　分析前に、サンプルは分割され、アリコートに分配される。自動化マイクロ流体プロセ
ッサは：１）検査のために核酸を調製する；２）検査のためにタンパク質を調製する；３
）検出のために細胞を調製する；４）陽性サンプルの再検査および法医学分析のために保
存することができる。
【０１５５】
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　カートリッジは、「ＣＤ」フォーマットにあり、そして単独サンプルのために使用され
た各ユニットを備えて、１セクタ内に１カートリッジ当たり１２個のバイオプロセッサユ
ニットを有する。カートリッジはバイオプロセッサユニット内で１つのサンプルを処理し
、その後次のバイオプロセッサユニット内の次のサンプルを受け入れるために回転する。
２時間のサンプリング処方のために、カートリッジは、ＣＤチェンジャに類似するミニ回
転トレイ内に保存された一連のカートリッジから自動的に毎日交換される。カートリッジ
および試薬を再供給するための手動介入は、約２週間毎に１回実施される。
【０１５６】
　本機器は、カートリッジを保存する、試薬を装填する、実行する、および取り替えるた
めの機構を提供する。本機器は、１）バルブおよびポンプを作動させるために圧力もしく
は真空を送達するソレノイドを開閉する、２）カートリッジの領域を加熱および冷却する
、３）ミニ回転式トレイへ、およびミニ回転式トレイからカートリッジを移動させる、４
）微生物を超音波により破壊する、および５）必要に応じて他の機能を行なう機能性を有
する。
【０１５７】
　１１．　生物兵器防衛のための遺伝分析を実施するＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ
　サンプル濃縮モジュール。マクロスケールで開始され、標的微生物の表面エピトープに
対する抗体を用いて修飾された磁性ビーズが、チャンバ内のミリリットル容量のエアコレ
クタ２１０の排出物（または他のマトリックスから生成したスラリ）へ加えられる（図８
）。ビーズは、個別微生物、サブタイプ、種などに特異的な抗体を用いてコーティングさ
れた数セットのビーズの混合物である。インテロゲートされる微生物の範囲は、追加の試
薬混合物を用いて拡張できる。ビーズは標的微生物を捕捉し、その間に不純物は洗浄によ
って除去される－第一次元の選択性および特異性が提供される。標的微生物を含有するビ
ーズは、ＳＣＰＭ２１１内で磁石によって収集される。
【０１５８】
　サンプル増幅および分析モジュール。今度はマイクロスケールに入り、ビーズは、Ｎａ
ｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒ（ＮＢＰ）用マイクロチップ２１３上で溶解バッファを含
有するリザーバ２１２内へ装填され、その後の操作は全部がマイクロ流体スケールで発生
する。ＮＢＰマイクロチップ２００（図１８）は、制御要素としてマイクロ流体オンチッ
プバルブおよびポンプを用いて個別バイオプロセッサ内でサンプルを処理するように設計
されている。ビーズは、それらが堰２２２によって捕捉されるまでリザーバ２２１からポ
ンプで送り出され、そこで胞子および／または細胞を破壊してＤＮＡを遊離するように超
音波処理される。ＤＮＡは、反応チャンバ２２３へ移動させられ、そこではμＲＴ－ＰＣ
Ｒのためのプローブを含有する特異的プライマを備えるＰＣＲ試薬がオンチップポンプに
よって添加され、多重化反応でμＲＴ－ＰＣＲが実施される－第二次元の生化学的選択性
および特異性が提供される。
【０１５９】
　ＲＴ－ＰＣＲは分子診断学の強力なツールではあるが、蛍光がヌクレアーゼ、非特異的
伸長、または他の機構によって消されないので、ＲＴ－ＰＣＲには高度の可変性バックグ
ラウンドという難点がある。擬陽性を最小限に抑えるために、陽性と推定されるμＲＴ－
ＰＣＲサンプルは、それ以上の選択性および特異性を得るために、高速（＜５分間）オン
チップ・マイクロチャネルキャピラリアレイ電気泳動分離（２２４）によって分離される
。バイオインフォーマティクスのプライマデザインによって様々なフラグメント長の産物
が生成され、マイクロチャネル電気泳動分離および蛍光発光によって識別される－フラグ
メントのサイジングにより、真の陽性の確証および同定を伴うＰＣＲ反応の多重化の増加
が可能になる。マイクロチップ２２５上には、少なくとも９６個のバイオプロセッサユニ
ットが放射状に配置される（図１８）。９６チャネルマイクロチップは、１時間に付き１
つのチャネルを用いて４日間作動する。
【０１６０】
　１２．　ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒで実施されるＥＸＰＡＲ反応
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　ＥＸＰＡＲは、オリゴヌクレオチド配列、熱安定性ポリメラーゼ、およびニッキング酵
素を用いる、６０℃でＤＮＡの短いセグメントを特異的に増幅させるための高速等温法で
ある。生成物は、蛍光またはＭＳによって検出される。ＥＸＰＡＲ反応は、ＮａｎｏＢｉ
ｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒで遺伝子検査、遺伝子発現測定、分子診断学、生物兵器防衛および
その他の用途のために実施できる。
【０１６１】
　反応ミックスは単独ステップでサンプルに添加され、熱安定性ポリメラーゼおよびニッ
キング酵素は、マイクロチャネル内で大多数の他のタンパク質と同様に機能する。ＥＸＰ
ＡＲは、わずかな改変を行なった後に図１５もしくは２０に示したマイクロチップ内で、
または図１３に示したマイクロチップ内で実施される。ＤＮＡもしくはＲＮＡである核酸
は、１つの標識されたＩＭＳ投入などのマイクロチャネル２５０内でＭＯＶポンプ２５１
を用いてチャンバ内へ移動させられ、次に試薬チャネル２５２の１つから単一反応ミック
スが加えられる。流体回路を使用して複数の反応物質の１つが反応チャンバ２５３へ添加
される。反応チャンバの温度は、任意で制御される。反応後、処理されたサンプルはＭＯ
Ｖポンプを用いて、オフチップＭＳによる分析のためにリザーバもしくはチューブ２５４
内へポンプで送り出される、または蛍光、化学発光もしくは他の検出方法によってオンマ
イクロチップで分析される。分析のための単一チャネルに加えて、サンプルはＭＯＶルー
タを用いて多数のチャネル内に分割し、その後に多重ＥＸＰＡＲを行うことができる。
【０１６２】
　１３．　ＮａｎｏＢｉｏＰｒｏｃｅｓｓｏｒで実施されるＲｉｂｏＭａｋｅｒ反応
　ＲｉｂｏＭａｋｅｒ検出システムは、人工プロモータ複合体（ＡＰＣ）およびＲｉｂｏ
Ｌｏｇ（商標）と呼ばれるヌクレオチドアナログを用いる、ａｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（商
標）と称するＲＮＡポリメラーゼ（ＲＮＡＰ）転写の不稔開始に基づいている。ＡＰＣは
、５０～４５０個のトリヌクレオチド不稔生成物／分／部位を生成するためにＲＮＡＰポ
リメラーゼのための開始部位を提供する。検出は、ＭＳ分析、蛍光、化学発光、または当
業者によく知られている他の方法によって行うことができる。ＤＮＡもしくはＲＮＡ分析
のためには、ＡＰＣは、標的部位プローブに対する特異性を提供するフランキング配列を
有することができる。相違する質量単位を備えるＲｉｂｏＬｏｇは、どの部位が結合して
いるかを同定できる。インテロゲートすべき配列の様々な部分へ複数のＡＰＣを結合させ
ることによって、ＲｉｂｏＬｏｇのフィンガープリントは、擬陽性および擬警報を排除す
るのに役立つ、生物兵器防衛のための追加の特異性情報を提供できる。タンパク質につい
ては、ＡＰＣユニットは抗体に結合させることができる。ＲｉｂｏＭａｋｅｒ検出は、高
速で、線形であり、ＰＣＲに比較して阻害に対して低感受性であると主張されている。
【０１６３】
　ＲｉｂｏＭａｋｅｒ反応は、図１３に示したマイクロチップなどのＮａｎｏＢｉｏＰｒ
ｏｃｅｓｓｏｒ用マイクロチップ上で遂行される。単一ＡＰＣ試薬、その後の単一反応ミ
ックスの添加には２つの混合ステップを必要とする。ＲｉｂｏＭａｋｅｒサンプルがビー
ズ上に捕捉されると、ビーズはＩＭＳ注入口（図１３）を通って、任意でビーズを捕捉す
るための堰もしくは磁石を有する反応チャンバへ移動させられる。ＡＰＣは、試薬チャネ
ルの１つを用いて添加される。ＲｉｂｏＬｏｇは、第２試薬チャネルから添加される。必
要であれば、反応液はポンプＡおよびＢの間を往復させられる。
【０１６４】
　１４．　マイクロチップＣＭＳアレイのデザイン
　１６チャネルマイクロチップ２７０の実施形態は、図２３に示されている。バルブおよ
びポンプのための作動ライン２７１は、垂直に走り、外部作動ラインを接続できるマイク
ロチップの底部上のバイアで終了するように図示されている。サイクルシーケンシング混
合物は、シリンジポンプによって左側のチャネル２７２へ、そしてマイクロチップを再生
させるための水もしくはバッファは右側のチャネル２７３に供給される。これらの「サー
ビス」チャネルはどちらも、全１６チャネルに供給するために多重化されており、流れを
制御するために各々オンチップポンプもしくはバルブ２７４を有している。このマイクロ
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チップは、ガラス製ウエハおよびＰＤＭＳメンブレンから４層デバイスとして構築されて
いる。
【０１６５】
　１５．　完全ＭＩＮＤＳシステム
　完全ＭＩＮＤＳシステムを作製するためには、コアＭＩＮＤＳシステムからの機器が修
正される：１）ビーズサービスチャネルが加えられ、個々のビーズを送達するためのビー
ズ分類法とインターフェースされる；２）マイクロチップインターフェースデバイス上の
抵抗加熱器デザインおよび電極リングがマイクロチップへ改造される；３）単独ビーズが
繰り返し装填されたり取り除かれたりすることを保証するためのマイクロチップの修正。
【０１６６】
　ＭＩＮＤＳマイクロチップのデザインは、図２４に示されている。このマイクロチップ
は、図２２に示したコアＭＩＮＤＳマイクロチップに類似しているが、ただしビーズサー
ビスチャネルは投入ラインに通じており（３３０）、サンプル容量は２５ｎＬへ４分の１
に減少させられており、ビーズを捕捉するためにサイクルシーケンシングチャンバ内に堰
が形成されている。単独ビーズは、投入チャネルを通して投入される。堰は２μｍしかエ
ッチングされていないので、追加のマスクおよび作製ステップを必要とする。
【０１６７】
　単独ビーズは、電極に通じるチャネルだけを用いてサイクルシーケンシングチャンバ内
へポンプで送り込まれ、親和性捕捉チャンバへ流動させられる。堰は、ビーズの移動を停
止させる。ビーズが装填されると、順方向および逆方向両方の対合末端の読み込みのため
のプライマを備える２５ｎＬのサイクルシーケンシング混合物が反応チャンバ内へオンチ
ップポンプによって送り込まれる。チャンバに隣接するバルブが閉鎖され、温度がサイク
リングされる。サイクリング後、サイクルシーケンシング混合物中のサイクルシーケンシ
ング産物は電極リザーバ６内へポンプで送り込まれ、２つのサンプルクリーンアップチャ
ンバ内へ電気泳動され、本質的には上述したように処理され、各対合末端読み込みが別個
の分離チャネル内に注入される。廃棄物に通じるバルブが開放され、ビーズは、洗浄ライ
ンによって廃棄物チャネル内へフラッシュされる。分離再生は、上述したように行われる
。
【０１６８】
　単独ビーズは、１）良好に分離しているマイクロ流体のビーズストリングを操作し、さ
らにそれらを連続的に、または並行して各チャネル内に移動させる、２）各チャネル内に
ビーズの「ビン」から供給し、それらを１度に１つずつサイクルシーケンシング反応装置
内へ分注する、または３）個々のビーズを磁気操作する、もしくは「ピック・アンド・プ
レース」操作のためにキャピラリの末端へ取り上げることによって各チャネル内へ供給さ
れる。ビーズストリング・アプローチのためには、ビーズは、ＦｌｕｏｒＩｎｅｒｔ（３
Ｍ社）などの不混和性と思われる大量の液体によって次のビーズから空間的に明確に分離
される。本発明者らは、以前にサイクルシーケンシングおよびＰＣＲ反応において大量の
ＦｌｕｏｒＩｎｅｒｔを使用して成功している。ビーズストリングは、一緒に大まかな位
置へ移動させられる。するとバルブが循環しているビーズサービスチャネルを閉鎖し、流
れは、ビーズを装填チャネル内へ移動させるために十分に長い個別サイクルシーケンシン
グチャンバを通して迂回させられる。装填チャネル上のバルブが閉鎖され、ビーズサービ
スチャネル上のバルブが開放され、次のビーズが次のチャネル内に配置される。並列への
変更もまた可能であり、装填時間を最小限に抑えることができる。光学ビーズセンサは、
タイミングおよび供給流れを調節することにも役立つ可能性がある。
【０１６９】
　ＭＩＮＤＳシステムは、数ナノリットルのポンプ容量を減少させるために５０μｍのレ
ーザ穿孔検査穴を備えるバルブおよびポンプを使用する。または、２５０μｍの穴を備え
るバルブは、各サイクル上の部分「ストローク」で部分的に開放される。チャンバを取り
囲んでいるバルブは、チャンバ内のビーズを移動させるために脈動させられる、または外
部超音波混合が適用される。表面相互作用は、必要に応じて適用された表面修飾を備える
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添加物によって改良される。
【０１７０】
　直接注入のためには、サンプルクリーンアップマトリックスが分離チャネルと一列でポ
ジショニングされる。図４４に示したように、このデザインは、サンプルクリーンアップ
チャンバが分離チャネルの陰極側へ移動させられていること以外は、ビーズおよびサンプ
ルクリーンアップのためのサイクルシーケンシングチャンバのよく知られている要素を有
している。サイクルシーケンシングサンプルは、サンプルクリーンアップマトリックス上
へ電気泳動させられ、不純物は必要に応じてフラッシュされる陰極チャンバ内へ移動させ
られる。清潔なサンプルはサンプルクリーンアップマトリックス上の研削されたバンド内
にあり、チャンバを加熱することによって遊離させられ、分離が開始される。これは分離
チャネル上へ容量測定的に鮮明なバンドを注入する。このため、Ｔｗｉｎ　Ｔの装填が１
サンプルの分画だけの分析しか許容しない典型的なＴｗｉｎ　Ｔ注入において見いだされ
る「ハートカット」とは対照的に、各サンプルクリーンアップマトリックス上に収集され
たサンプルの全部が分析される。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
　当業者は、以下に記載する図面が例示することだけを目的としており、決して本発明の
開示の範囲を限定することが意図されていないことを理解するであろう。
【図１】サンプル捕捉および精製モジュール（ＳＣＰＭ）ならびにバイオプロセッサモジ
ュール（ＢＰＭ）のワークフローの実施形態の図である。
【図２】毒素アッセイのワークフローの実施形態の図である。
【図３】バイオプロセッサモジュール（ＢＰＭ）と集積化されたサンプル捕捉および精製
モジュール（ＳＣＰＭ）の実施形態の図である。
【図４】オフチップ・フロースルーカートリッジの実施形態の図である。
【図５】進行波フロースルー式ビーズビータの実施形態の図である。
【図６】プローブがコレクタ排出液中へ直接的に挿入されるフロースルー式超音波処理の
実施形態の図である。
【図７】核酸精製モジュールの実施形態の図である。
【図８】エアサンプラ、サンプル濃縮モジュール、ならびにマイクロ流体サンプル増幅お
よび分析モジュールを含む、生物兵器防衛用途のために使用できるナノバイオプロセッサ
モジュラーシステムの実施形態の図である。
【図９】ＭＯＶ（商標）バルブの実施形態の図である。
【図１０】超微細加工ポンプの実施形態の図である。
【図１１】超微細加工ルータの実施形態の図である。
【図１２】サンプルクリーンアップマトリックスを供給する三次元結合サービスチャネル
の実施形態の断面図である。
【図１３】反応チャンバへ１つまたは複数の反応物を添加するための流体回路の実施形態
の図である。
【図１４】サイクルシーケンシングモジュール（ＣＳＭ）反復ユニットの実施形態の図で
ある。
【図１５】単一バイオプロセッサユニットの実施形態の図である。
【図１６】外部作動ＭＯＶバルブおよびポンプを用いるマイクロチップカートリッジの実
施形態の図である。
【図１７】１２ユニット式バイオプロセッサカートリッジの実施形態の図である。
【図１８】ナノバイオプロセッサユニットおよびマイクロチップレイアウトの実施形態の
図である。
【図１９Ａ】ＭＢＩ－１１のマイクロチップ実施形態の図である。パネルＡは、流体層を
青色、および作動層を赤色で示しているマスクデザインを示している。パネルＢは、２つ
の各投入および排出口、反応チャンバおよび貯蔵チャンバ、ならびに三方ルータを有する
サブアッセンブリを示している。バルブのための８つの空気圧式制御ラインは、空気圧源
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への標準コネクタで終了する。パネルＣは、エッチング加工されたマイクロ流体ウエハを
示している。パネルＤは、大きさを示すために添えた実験用マーカとともに組立てられた
ＭＢＩ－１１型３層マイクロチップを示している。
【図１９Ｂ】ＭＢＩ－１１のマイクロチップ実施形態の図である。パネルＡは、流体層を
青色、および作動層を赤色で示しているマスクデザインを示している。パネルＢは、２つ
の各投入および排出口、反応チャンバおよび貯蔵チャンバ、ならびに三方ルータを有する
サブアッセンブリを示している。バルブのための８つの空気圧式制御ラインは、空気圧源
への標準コネクタで終了する。パネルＣは、エッチング加工されたマイクロ流体ウエハを
示している。パネルＤは、大きさを示すために添えた実験用マーカとともに組立てられた
ＭＢＩ－１１型３層マイクロチップを示している。
【図２０】サンプル調製と集積化されたマイクロキャピラリ電気泳動（μＣＡＥ）のため
のナノ流体構造を備えるＭＢＩ－１２のマイクロチップ実施形態の図である。流体チャネ
ルは青色、ＭＯＶ作動チャネルは赤色で示されている。
【図２１】二重分析チャネルを備える二重対合末端読み込み親和性捕捉サンプルクリーン
アップの実施形態の図である。暗色層はマイクロ流体、グレーのラインはサービス層であ
る。バルブ作動層は図示されていない。薄い波線で囲んだ箱は、ＤＮＡ分析反復ユニット
を規定している。
【図２２】集積化されたサンプル、調製、クリーンアップおよび分析用ＭＩＮＤＳマイク
ロチップ反復ユニットの実施形態の図である。
【図２３】１６チャネルの２００ｎＬサイクルシーケンシングモジュールマイクロチップ
の実施形態の図である。
【図２４】マイクロビーズ供給型集積化サンプル、調製、クリーンアップおよび分析用Ｍ
ＩＮＤＳマイクロチップ反復ユニットの実施形態の図である。２本の親和性捕捉および分
離チャネルを備える２５ｎＬサンプル調製チャンバが示されている。
【図２５】充填済み試薬、核酸精製、および毒素モジュールを含んでいるディスポーザブ
ルカートリッジとして設計されているマイクロチップの実施形態の図である。
【図２６】マイクロチップインターフェースデバイスの機器制御の実施形態の図である。
【図２７】ＭｉｎｉＰｒｅｐ機器に取り付けられたチューブを備えるマイクロチップ真空
チャックの実施形態の図である。
【図２８】ＭｉｎｉＰｒｅｐ機器の内側でバイオプロセッサ用マイクロチップを作動させ
るための関連ハードウエアの実施形態の図である。
【図２９】増加した路長を備えるＲＴ－ＰＣＲチャンバの実施形態の図である。
【図３０】回転式スキャナの実施形態の図である。
【図３１】核酸分析（ＲＴ－ＰＣＲおよびμＣＡＥ）のために使用できるバイオプロセッ
サモジュールのためのマスクデザインの実施形態の図である。
【図３２】各々がＲＴ－ＰＣＲおよびμＣＡＥ能力を備える６”ウエハ上に４８個のユニ
ットを備えるバイオプロセッサ用マイクロチップのためのウエハスケールデザインの実施
形態の図である。
【図３３】多重化バイオプロセッサ回路の実施形態の図である。ＭＯＶルータは、３つの
多重化ＲＴ－ＰＣＲ反応へサンプルを分割し、法医学および再検査サンプルを作製し、さ
らにμＣＡＥ確証のためのサンプルを選択できる。
【図３４】８”ウエハを用いた１２”ウエハのモデリングの図である。
【図３５】ある濃度範囲にわたる、ビーズによる大腸菌（Ｅ．　ｃｏｌｉ）の捕捉を示し
た図である。
【図３６】大腸菌の免疫捕捉においてＤＹＮＡＬ（商標）１ビーズへ結合したモノクロー
ナル抗体の滴定を示した図である。
【図３７】大腸菌の免疫捕捉にＢ．　ｃｅｒｅｕｓが及ぼす作用を示した図である。
【図３８】スパイクエアサンプラ液からの免疫捕捉による大腸菌の回収を示した図である
。
【図３９】特に図３８の１０４ＣＦＵ／ｍＬの力価に対するデータセットを示した図であ
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【図４０】１００ｍｇのシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ　ＳＰＥ培地の床を通過させ
たサンプルの様々な分画について高力価大腸菌を濃縮させた結果を示した図である。
【図４１】１００ｍｇのシリカＥｘｔｒａｃｔ－Ｃｌｅａｎ　ＳＰＥ培地床を通過させた
後の様々な分画中に存在する高濃度大腸菌サンプル由来の全細菌のパーセンテージを示し
た図である。
【図４２】シリカビーズ（左）およびＢｉｇ　Ｂｅａｄ（右）を用いたβ－ガラクトシダ
ーゼの回収を示した図である。
【図４３】Ｂｉｇ　Ｂｅａｄを用いた大腸菌の回収を示した図である。
【図４４】分離チャネル内へ直接的に注入する、サンプルクリーンアップを含む直接注入
スキームの実施形態の図である。

【図１】 【図２】
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