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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞収集システムであって、前記システムは、
　（ａ）第１の表面の少なくとも一部分が細胞を保持するように構成される、露出した第
１の表面および第２の反対側の表面を含む流体透過性平面膜、ここで、前記一部分が：
　　（ｉ）前記膜の一部分が流体は通過させるが細胞は保持できるように１μｍ未満の平
均直径を有する複数の孔を画定し；
　　（ｉｉ）３５０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲の波長を有する光に曝露されたときに実質
的に非自家蛍光性であり；かつ
　　（ｉｉｉ）流体サンプルが前記膜を通過するときに最大でも１００μｍの平面度公差
を有する；
　（ｂ）前記膜の第２の反対側の表面の少なくとも一部に隣接しかつ支持する流体透過性
支持部材、ここで、前記流体透過性支持部材は上表面を含み、前記上表面は、前記膜の第
２の反対側の表面に接触しかつ流体サンプルが前記膜を通過するときに前記膜の一部分の
平面度公差を維持するように最大でも１００μｍの平面度公差を有する；および
　（ｃ）前記膜に関連した任意の基準部（ｒｅｇｉｓｔｅｒ）
を含む、システム。
【請求項２】
　前記膜がディスクを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
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　前記ディスクが、１μｍ～３，０００μｍ；１０μｍ～２，０００μｍ；および１００
μｍ～１，０００μｍからなる群から選択される範囲の厚さを有する、請求項２に記載の
システム。
【請求項４】
　前記支持部材が、０．１ｍｍ～１０ｍｍ；０．５ｍｍ～５ｍｍ；および１ｍｍ～３ｍｍ
からなる群から選択される範囲の厚さを有する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項５】
　前記膜の前記第１の表面の少なくとも別の部分に隣接するマスクをさらに含む、請求項
１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記マスクが円形である、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　複数の検出可能な粒子をさらに含む、請求項１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記粒子が蛍光粒子である、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記粒子が、少なくとも３５０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲の波長を有する光によって励
起されるように構成されている、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記粒子が、３５０ｎｍ～６００ｎｍおよび６００ｎｍ～７５０ｎｍの少なくとも１つ
の範囲の波長を有する光によって励起されるように構成されている、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
　前記粒子が、前記マスクに形成されるウェル内に配設される、請求項８～１０のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　１０－６、１０－７、１０－８、または１０－９未満の滅菌保障レベルを有する、請求
項１～１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記細胞収集システムを構成するベースが、開口円筒部分および環状シールを含む細胞
収集カップに嵌合するように構成される、請求項１～１２いずれか１項に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記細胞収集カップが、１０－６、１０－７、１０－８、または１０－９未満の滅菌保
障レベルを有する、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　液体サンプル中の細胞の存在および量の少なくとも一方を決定する方法であって：
　（ａ）前記サンプル中に存在する細胞を、請求項１～１４のいずれか１項に記載の細胞
収集システムに収集するステップ；および
　（ｂ）ステップ（ａ）で収集された細胞の存在または量を決定するステップ
を含む、方法。
【請求項１６】
　収集された細胞を検出可能な部分で標識するステップをさらに含む、請求項１５に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記検出可能な部分が蛍光標識である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記決定するステップが光検出器を利用する、請求項１５～１７のいずれか１項に記載
の方法。
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【請求項１９】
　前記光検出器が蛍光検出器を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　液体サンプル中の生存細胞の存在の検出および液体サンプル中の細胞の生存率の測定の
少なくとも一方の方法であって：
　（ａ）前記サンプル中に存在する細胞を、請求項１～１４のいずれか１項に記載の細胞
収集システムに収集するステップ；
　（ｂ）収集した生存細胞を選択的に標識するステップ；および
　（ｃ）ステップ（ｂ）で標識された細胞の存在を検出するステップおよびステップ（ｂ
）で標識された細胞の生存率を測定するステップの少なくとも一方のステップ
を含む、方法。
【請求項２１】
　前記細胞が、生死判別染色剤および生死判別染色システムの少なくとも一方を用いて標
識される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記生死判別染色剤および前記生死判別染色システムの少なくとも一方が、蛍光部分を
含む、請求項２１に記載の方法。
 
【請求項２３】
　前記標識された生存細胞が、光検出器で検出される、請求項２０～２２のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記光検出器が蛍光検出器を含む、請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、それぞれ参照により全開示内容が本明細書に組み込まれる、２０１２年５月
２日出願の同時係属の米国仮特許出願第６１／６４１，８１２号明細書および２０１３年
３月１４日出願の同時係属の米国仮特許出願第６１／７８４，８０７号の優先権および恩
典を請求するものである。
【０００２】
　本発明は、一般に、液体サンプル中の細胞、例えば、生存細胞の存在および／または量
の決定に使用される細胞収集システム、ならびにこのような細胞収集システムを使用する
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、グラム陽性菌、グラム陰性菌、および真菌、例えば、酵母やカビによる微生物
汚染は、重症疾患を引き起こすことがあり、場合によっては、ヒトおよび動物患者に死さ
えももたらす。特定の業界、例えば、食品、水、化粧品、製薬、および医療機器産業の製
造者は、製品が、消費者または受益者の健康を通常なら損ない得るレベルの微生物汚染を
含まないことを立証するために厳格な基準を満たさなければならない。これらの産業は、
一定の基準、例えば、米国食品医薬品局または環境保護庁によって課せられた基準を満た
すように、微生物汚染の存在について頻繁に正確な高感度試験を行う必要がある。
【０００４】
　状況によっては、生存細胞と非生存細胞とを区別する能力も重要であり得る。例えば、
薬剤および生物製剤の製造中に、製造プロセスで使用される水が無菌で汚染されていない
ことが重要である。さらに、医薬に含まれる水（例えば、液剤および生物学的剤形（ｂｉ
ｏｌｏｇｉｃａｌ　ｄｏｓａｇｅ　ｆｏｒｍ）、例えば、注入可能な剤形）および、例え
ば、非経口経路によって対象に投与される液体（例えば、生理食塩水）も無菌で汚染され



(4) JP 6240162 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

ていないことが重要である。他方、飲料水中の一部の生存微生物の存在は、ある点まで許
容され得る。飲用に適するようにするために、飲料水は、厳格な基準を満たさなければな
らない。水道水にたとえ微生物が存在し得るとしても、水道水はヒトの消費に許容可能で
あり得る。しかしながら、細胞数が閾値レベルを超えると、水道水は、もはやヒトの消費
に安全であると見なすことができない。さらに、特定の食品（例えば、生鮮食品）および
飲料（例えば、牛乳）中の所定レベルの微生物の存在は許容可能であり得る。しかしなが
ら、これらのレベルを超えると、食品または飲料は、悪くなり、もはやヒトの消費に安全
でないと見なされ得る。
【０００５】
　微生物汚染の存在および／または微生物汚染の程度を評価する従来の細胞培養法は、実
施に数日かかることがあり、この期間は検査する微生物によって異なり得る。この期間中
に、該当する製品（例えば、食品、飲料、または医薬品）は、結果が分かるまで隔離され
、その後に製品が自由になり得る。結果として、サンプル中の微生物汚染、特に生存微生
物汚染の存在および／または程度を迅速（例えば、数時間以内）に検出するシステムおよ
び方法が要望されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、細胞を含むサンプル中の生存細胞の存在を決定するために使用することがで
きる細胞収集システムの発見に一部基づいている。この細胞収集システムは、サンプル中
の生存細胞の存在を検出する光検出システムと組み合わせて使用することができる。この
結果を使用して、目的の特定のサンプルのバイオバーデンを測定する（例えば、生存細胞
の数および／またはパーセンテージおよび／または画分を測定する）ことができる。
【０００７】
　一態様では、本発明は細胞収集システムを提供する。このシステムは、少なくとも一部
分が細胞を保持するように構成された、露出した第１の表面を備える流体透過性平面膜を
含む。この部分は、（ｉ）この膜の部分が流体は通過させるが細胞は保持できるように約
１μｍ未満の平均直径を有する複数の孔を画定し、（ｉｉ）約３５０ｎｍ～約１０００ｎ
ｍの範囲の波長を有する光に曝露されたときに実質的に非自家蛍光性であり、かつ（ｉｉ
ｉ）最大約１００μｍの平面度公差を有する。細胞収集システムは、平面膜の少なくとも
一部に保持された細胞の位置を決定できるように、この膜に関連した基準部（ｒｅｇｉｓ
ｔｅｒ）（例えば、線、点、または他の機能構造）を任意選択でさらに含む。
【０００８】
　膜は、任意の様々な形状、例えば、円形、環状、卵形、正方形、長方形、楕円形などと
することができ、かつ細胞の保持のために一側の一部分または全てを露出させることがで
きる。さらに、膜に、マスクを収容する１つ以上の開口を形成することができ、この膜は
、マスクまたは他の構造要素と共に組み立てられるいくつかの別個の膜から形成すること
ができる。一実施形態では、膜は、ディスク、例えば、実質的に平面のディスクの形状と
することができる。膜（例えば、ディスクの形態）は、１μｍ～３，０００μｍ、１０μ
ｍ～２，０００μｍ、および１００μｍ～１，０００μｍからなる群から選択される範囲
の厚さを有し得る。
【０００９】
　特定の実施形態では、細胞収集システムは、膜の第１の表面の反対側の膜の第２の表面
の少なくとも一部に隣接した流体透過性支持部材をさらに含む。この流体透過性支持部材
は、例えば、硬質の多孔質プラスチックフリットの形態であり、この透過性支持部材に隣
接して配置された多孔質膜の水分を維持するために十分な流体を保持し、この水分の維持
は、特定の実施形態では、多孔質膜によって保持された細胞の生存を維持するのに役立ち
得る。この支持部材は、０．１ｍｍ～１０ｍｍ、０．５ｍｍ～５ｍｍ、および１ｍｍ～３
ｍｍからなる群から選択される範囲の厚さを有し得る。
【００１０】
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　特定の実施形態では、細胞収集システムは、膜の第１の表面の少なくとも別の部分に隣
接したマスクをさらに含む。設計の形態によっては（例えば、多孔質膜がディスクである
場合）、マスクは円形にすることができる。
【００１１】
　特定の実施形態では、細胞収集システムは、複数の検出可能な粒子、例えば、蛍光粒子
をさらに含む。蛍光粒子は、少なくとも約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲の波長、ま
たは約３５０ｎｍ～約６００ｎｍの範囲の波長もしくは約６００ｎｍ～約７５０ｎｍの範
囲の波長を有する光ビームによって励起されるように構成することができる。これらの粒
子は、細胞収集システム、細胞収集法、検出システム、および生存細胞を検出する方法の
１つ以上が正確に機能するように正の対照の一部として使用することができる。
【００１２】
　細胞収集システムの設計によっては、粒子（例えば、蛍光粒子）を、多孔質膜の少なく
とも一部の上に予め配設する、またはマスクに形成されたウェル内に配設することができ
る。あるいは、サンプルを多孔質膜に通す前に、粒子（例えば、蛍光粒子）を液体サンプ
ルと混合することができる。このようなアプローチでは、蛍光粒子を、目的のサンプルが
添加される容器内で乾燥させることができる。その後、粒子を、液体サンプル中に再懸濁
および／または分散させることができる。あるいは、蛍光粒子は、目的の液体サンプルと
混合する第２の溶液に含めることができる。その後、粒子を、液体サンプル中に分散させ
ることができる。
【００１３】
　特定の実施形態では、細胞収集システム、特に多孔質膜は、１０－６、１０－７、１０
－８、または１０－９未満の滅菌保障レベルを有する。これは、例えば、当分野で公知の
技術、例えば、オートクレーブ、電離放射線、例えば、γ放射線への曝露、または滅菌液
もしくは気体、例えば、エチレンオキシドへの曝露による細胞収集システムの滅菌によっ
て達成することができる。細胞収集システムは、滅菌の前、最中、または後で容器、例え
ば、バッグ内に封入することができる。細胞収集システムは、例えば、電離放射線への曝
露による最終滅菌の前に、密封、例えば、気密封止される容器、例えば、バッグ内に配置
できるとも考えられる。
【００１４】
　別の実施形態では、本発明は、上述の態様および実施形態のいずれか１つの細胞収集シ
ステムを構成するベースに嵌合して結合するように構成された環状シールおよび開口した
円筒部分を備える細胞収集カップを提供する。細胞収集カップおよびベースは、本明細書
に上記記載されたアプローチのいずれか１つを使用して達成することができる、１０－６

、１０－７、１０－８、または１０－９未満の滅菌保障レベルを有し得る。
【００１５】
　別の態様では、本発明は、液体サンプル中の細胞の存在および／または量を決定する方
法を提供する。この方法は、次のステップを含む：（ａ）サンプル中に存在する細胞を、
本明細書に開示される細胞収集システムおよび／または細胞収集カップのいずれか１つに
収集するステップ；および（ｂ）ステップ（ａ）で収集された細胞の存在または量を決定
するステップ。この方法は、収集された細胞を検出可能な部分、例えば、蛍光標識で標識
するステップをさらに含み得る。この決定するステップは、光検出器、例えば、蛍光検出
器を利用することができる。
【００１６】
　別の態様では、本発明は、液体サンプル中の生存細胞の存在を検出し、かつ／または細
胞の生存率を測定する方法を提供する。この方法は、次のステップを含む：（ａ）サンプ
ル中および／または本明細書に開示される細胞収集カップ中に存在する細胞を収集するス
テップ；（ｂ）収集した生存細胞を選択的に標識するステップ；および（ｃ）ステップ（
ｂ）で標識された細胞の存在を検出するステップおよび／またはステップ（ｂ）で標識さ
れた細胞の生存率を測定するステップ。細胞は、それぞれ蛍光部分を含み得る生死判別染
色剤および生死判別染色システムの少なくとも一方を用いて標識することができる。標識
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された生存細胞は、光検出器、例えば、蛍光検出器を用いて検出することができる。
【００１７】
　図面において、同様の参照符号は一般に、異なる図面でも同じ要素を指す。また、図面
は、必ずしも正確な縮尺ではなく、むしろ本発明の原理の例示は、一般に強調される。以
下の説明では、本発明の様々な実施形態が、以下の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】図１Ａは、細胞サンプル中の生存細胞の存在および／または量を決定するため
に使用することができる例示的な検出システムの概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ドアが閉じられた位置にある例示的な検出システムの概略斜視図で
ある。
【図１Ｃ】図１Ｃは、ドアが開いた位置にある図１Ｂの例示的な検出システムの概略斜視
図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、タッチスクリーンが持ち上げられた位置にある図１Ｂの例示的な検
出システムの概略斜視図である。
【図２Ａ－Ｂ】図２Ａは、例示的な膜アセンブリの概略上面図である。図２Ｂは、図２Ａ
の膜アセンブリの概略的な組立分解側面図である。
【図３Ａ－Ｂ】図３Ａおよび図３Ｂは、例示的な膜アセンブリの概略図である。
【図４Ａ－Ｂ】図４Ａは、透過性膜および流体透過性支持部材を有する例示的な膜アセン
ブリの概略的な組立分解側面図である。図４Ｂは、図４Ａの例示的な透過性膜アセンブリ
の概略側面図である。
【図５Ａ－Ｃ】図５Ａは、例示的な細胞収集カップおよび対応するベースの概略斜視図で
ある。図５Ｂは、膜アセンブリを示す図５Ａのカップおよびベースの概略部分破断図であ
る。図５Ｃは、組み立てられていない状態の図５Ｂのカップ、ベース、および膜アセンブ
リの概略斜視図である。
【図５Ｄ－Ｅ】図５Ｄは、図５Ａのベースの概略斜視図である。図５Ｅは、異なる膜ホル
ダーアセンブリおよび別個のホルダーのポストを備えた図５Ｂのカップおよびベースの概
略的な部分断面図である。
【図６Ａ－Ｂ】図６Ａ～図６Ｂはそれぞれ、蓋、カップ、膜、およびベースを有するカッ
プアセンブリの概略斜視図、概略側面図、概略上面図、および概略底面図である。
【図６Ｃ－Ｆ】図６Ｃ～図６Ｄはそれぞれ、蓋、カップ、膜、およびベースを有するカッ
プアセンブリの概略斜視図、概略側面図、概略上面図、および概略底面図である。図６Ｅ
は、図６Ａの蓋の概略的な底面斜視図である。図６Ｆは、図６Ａの蓋の概略側面図である
。
【図７Ａ－Ｂ】図７Ａ～図７Ｂはそれぞれ、図６Ａのカップアセンブリに示されているカ
ップ部材の概略斜視図、概略側面図、概略上面図、および概略底面図である。
【図７Ｃ－Ｄ】図７Ｃ～図７Ｄはそれぞれ、図６Ａのカップアセンブリに示されているカ
ップ部材の概略斜視図、概略側面図、概略上面図、および概略底面図である。
【図８Ａ－Ｂ】図８Ａ～図８Ｂはそれぞれ、図６Ａのカップアセンブリのベースの概略斜
視図、概略上面図、概略底面図、および概略側面図である。
【図８Ｃ－Ｄ】図８Ｃ～図８Ｄはそれぞれ、図６Ａのカップアセンブリのベースの概略斜
視図、概略上面図、概略底面図、および概略側面図である。
【図９Ａ－Ｂ】図９Ａは、膜および下側の透過性支持部材の部分破断図を示す図８Ａのベ
ースの概略斜視図である。図９Ｂは、図９Ａのベース（完成した膜および下側の透過性支
持部材）の概略上面図、概略底面図、および概略側面図である。
【図９Ｃ－Ｄ】図９Ｃ～図９Ｄは、図９Ａのベース（完成した膜および下側の透過性支持
部材）の概略上面図、概略底面図、および概略側面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、図６Ａのカップアセンブリの概略的な組立分解斜視図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、膜および透過性支持部材を備えていない図６Ａのカップアセン
ブリの概略断面図である。
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【図１０Ｃ】図１０Ｃは、膜、透過性支持部材、およびベース蓋を備えた図９Ａのベース
の概略断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、透過性膜上に細胞を収集するプロセスを示している。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、チャック、ステージ、ベース、支持部材、膜、およびベース蓋
の構成要素の概略的な組立分解斜視図を示している。
【図１２Ａ】図１２Ａは、例示的な蛍光染料の発光（破線、蛍光強度の単位（ＩＦ））と
例示的な消光剤の吸光スペクトル（実線、吸光度または光学濃度（Ｏ．Ｄ．））との間の
スペクトルの重複の概略図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本明細書で説明される細胞生死判別アッセイに使用される染料
と消光剤の対を選択する２つのアプローチを立証する、例示的な蛍光染料の発光スペクト
ルと例示的な消光剤との間のスペクトルの重複を示す概略図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、本明細書で説明される細胞生死判別アッセイに使用される染料
と消光剤の対を選択する２つのアプローチを立証する、例示的な蛍光染料の発光スペクト
ルと例示的な消光剤との間のスペクトルの重複を示す概略図である。
【図１３Ａ－Ｂ】図１３Ａは、図１Ａのシステムと共に使用される例示的な膜ホルダーの
概略的な組立分解断面側面図である。図１３Ｂは、図１３Ａの膜ホルダー（ステージ）と
共に使用される磁石の構成の概略図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、膜アセンブリおよびチャックを備えた図１３Ａの膜ホルダー（
ステージ）の概略的な組立分解斜視図である。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、組み立てられた構造にある図１３Ｃの膜ホルダー、膜アセンブ
リ、およびチャックの概略斜視図である。
【図１４Ａ－Ｃ】図１４Ａ～図１４Ｃはそれぞれ、例示的なステージの概略斜視図、概略
上面図、および概略底面図である。
【図１５Ａ－Ｂ】図１５Ａ～図１５Ｂは、例示的なチャックの概略斜視図、概略上面図、
概略底面図、および概略側面図である。
【図１５Ｃ－Ｄ】図１５Ｃ～図１５Ｄは、例示的なチャックの概略斜視図、概略上面図、
概略底面図、および概略側面図である。
【図１６Ａ－Ｄ】図１６Ａは、ベースを収容する例示的な膜ホルダー（ステージ）の概略
斜視図である。図１６Ｂは、図１６Ａの膜ホルダーと共に使用される例示的なベースの概
略斜視図である。図１６Ｃは、組み立てられていない構造にある図１６Ａの例示的な膜ホ
ルダーおよび図１６Ｂのベースの概略斜視図である。図１６Ｄは、膜ホルダーから延びて
、ベースによって画定された機能部（ｏｐｅｒａｔｉｖｅ）を通過しているポストを示す
、組み立てられた構造にある図１６Ａの例示的な膜ホルダーおよび図１６Ｂのベースの概
略斜視図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、生存細胞および非生存細胞の両方に浸透する膜透過性蛍光染料
ならびに選択的に非生存細胞に浸透する膜不透過性消光剤で染色された後の生存（生）細
胞および非生存（死）細胞の概略図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、生存細胞および非生存細胞の両方に浸透する膜透過性核酸結合
蛍光染料ならびに選択的に非生存細胞に浸透する膜不透過性核酸結合消光剤で染色された
後の生存（生）細胞および非生存（死）細胞の概略図である。
【図１８】図１８は、図１７Ａまたは図１７Ｂに示されている例示的な生死判別染色シス
テムで染色された生存細胞および非生存細胞を示す透過性膜の一部分の概略図である。
【図１９Ａ－Ｂ】図１９Ａ～図１９Ｂはそれぞれ、正の対照ビーズが示されている生存細
胞および非生存細胞の写真である。
【図２０Ａ－Ｂ】図２０Ａ～図２０Ｂはそれぞれ、例示的な生死判別染色システムを用い
た生存細胞および非生存細胞の位相コントラスト画像および蛍光画像を示している。
【図２１Ａ－Ｂ】図２１Ａ～図２１Ｂは、例示的な生死判別染色システムを用いた生存細
胞および非生存細胞の位相コントラスト画像および蛍光画像である。
【図２２】図２２は、透過性膜に収集され、例示的な生死判別染色システムを用いて染色
され、図１Ａに示されている検出システムを用いて回転ディスク上で蛍光事象として検出
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された生存細胞（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）およびカンジダアルビカンス（Ｃａｎｄｉｄａ
　ａｌｂｉｃａｎｓ））の画像である。
【図２３Ａ－Ｄ】図２３Ａ～図２３Ｄは、核酸結合蛍光染料と核酸結合蛍光消光剤の例示
的な対で染色された生存微生物および非生存微生物の混合集団の位相コントラスト画像お
よび蛍光画像である。
【図２３Ｅ－Ｈ】図２３Ｅ～図２３Ｈは、核酸結合蛍光染料と核酸結合蛍光消光剤の例示
的な対で染色された生存微生物および非生存微生物の混合集団の位相コントラスト画像お
よび蛍光画像である。
【図２３Ｉ－Ｊ】図２３Ｉ～図２３Ｊは、核酸結合蛍光染料と核酸結合蛍光消光剤の例示
的な対で染色された生存微生物および非生存微生物の混合集団の位相コントラスト画像お
よび蛍光画像である。
【図２４Ａ－Ｄ】図２４Ａ～図２４Ｄは、核酸結合蛍光染料と核酸結合蛍光消光剤の例示
的な対で染色された生存微生物および非生存微生物の混合集団の位相コントラスト画像お
よび蛍光画像であり、細胞が、落射蛍光顕微鏡を用いて（図２４Ａ～図２４Ｄにおいて、
位相コントラスト画像が図２４Ａおよび図２４Ｃに示され、対応する蛍光画像がそれぞれ
、図２４Ｂおよび図２４Ｄに示されている）、または図１Ａに示されている検出システム
を用いて画像化されている。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、核酸結合蛍光染料と核酸結合蛍光消光剤の例示的な対で染色さ
れた生存微生物および非生存微生物の混合集団の位相コントラスト画像および蛍光画像で
あり、細胞が、落射蛍光顕微鏡を用いて（図２４Ａ～図２４Ｄにおいて、位相コントラス
ト画像が図２４Ａおよび図２４Ｃに示され、対応する蛍光画像がそれぞれ、図２４Ｂおよ
び図２４Ｄに示されている）、または図１Ａに示されている検出システムを用いて画像化
されている。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、細胞収集システム、細胞収集システムで細胞を収集する方法、生存細胞（例
えば、細胞収集システムで収集される生存細胞）を選択的に染色する方法、および細胞サ
ンプル（例えば、液体サンプル）中の生存細胞の存在および／または量を決定する方法に
関する。細胞収集システムおよび／または様々な方法は、単独または組み合わせて使用し
て、細胞を含むサンプル中の生存細胞の存在および／または量を決定することができ、特
に、目的の特定のサンプルのバイオバーデン（例えば、サンプル中の生存細胞の数および
／またはパーセンテージおよび／または画分）を決定することができる。細胞収集システ
ムおよび様々な方法を使用して、液体サンプル（例えば、水サンプル）、飲料液（例えば
、ワイン、ビール、牛乳、または粉ミルクなど）、体液（例えば、血液、リンパ液、尿、
または脳脊髄液など）、増殖培地、ならびに目的の供給源から細胞を（例えば、綿棒によ
って）収集して、細胞が存在する場合に、この収集した細胞を液体（例えば、緩衝液また
は増殖培地）に分散および／または懸濁することによって調製された液体サンプルにおけ
る細胞のバイオバーデンを測定することができる。
【００２０】
　本明細書で説明される装置および方法を使用することにより、サンプル中の生存細胞の
存在および／または量を、生存細胞が細胞収集システムの多孔質膜に収集されてから約２
時間未満、約１時間未満、さらには約３０分未満で決定することが可能であると考えられ
る。しかしながら、所望の感度によっては、細胞増殖するように多孔質膜に収集された細
胞を（例えば、１５分から数時間）培養することが可能であると考えられる。とは言え、
本明細書で説明される装置および方法を使用することにより、たとえ培養ステップを含む
場合でも、サンプル中の生存細胞の存在および／または量を、当分野で利用可能な他の技
術よりも遥かに迅速に決定することが可能である。
【００２１】
　本発明の様々な態様および特定の実施形態のそれぞれを以下に詳細に説明する。
【００２２】
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（１）細胞収集システム
　本明細書で説明される細胞収集システムは、生存細胞の存在を検出する光検出システム
と共に使用することができる。この結果を使用して、目的の特定のサンプルのバイオバー
デン（例えば、サンプル中の生存細胞の数および／またはパーセンテージおよび／または
画分）を測定することができる。検出システムの例が、例えば、２０１０年１１月３日出
願の国際出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１０／０５４９６５号明細書、２０１１年２月２４日出願
の米国特許出願第１３／０３４，４０２号明細書、２０１０年１１月３日出願の国際出願
ＰＣＴ／ＩＢ２０１０／０５４９６６号明細書、２０１１年２月２４日出願の米国特許出
願第１３／０３４，３８０号明細書、２０１０年１１月３日出願の国際出願ＰＣＴ／ＩＢ
２０１０／０５４９６７号明細書、および２０１１年２月２４日出願の米国特許出願第１
３／０３４，５１５号明細書に記載されている。図１Ａに概略的に示されている例示的な
システム１００の一実施形態は、（ｉ）細胞が配置される多孔質膜が回転軸１４０を中心
に回転する回転プラットフォーム１３０および（ｉｉ）光源１８０（例えば、白色光源ま
たはレーザー光源（例えば、近赤外線レーザー））を備える検出システム１７０に対して
線形に（経路１６０を参照）に移動する可動プラットフォーム１５０含むサンプルアセン
ブリ１２０、ならびに少なくとも１つの検出器１９０、例えば、蛍光検出器を備えている
。光源１８０からの光ビーム（励起光）が、回転プラットフォーム１３０およびその上に
配置された平面膜に衝当し、放射光が検出器１９０によって検出される。光源１８０およ
び検出器１９０は、光ビームが衝突し、実質的に同じ角度でプラットフォーム１３０から
離れるように、プラットフォーム１３０に対して同様の角度で配置することができる。特
定の状況では、検出システムは、１つの波長範囲（図１２Ｂを参照）または複数の波長範
囲を検出する１つの検出器からなる。あるいは、検出システムは、それぞれが異なる波長
範囲を検出する複数の検出器からなる。
【００２３】
　図１Ｂ～図１Ｄは、エンクロージャー１１０およびディスプレイ（例えば、タッチスク
リーン）１１２を備える例示的な細胞検出器システム１００を示している。エンクロージ
ャー１１０は、回転プラットフォーム１３０を収容する大きさであり、この回転プラット
フォーム１３０には、このエンクロージャー１１０のドア１１４からアクセスすることが
できる。エンクロージャー１１０は、概ね１０インチ×１０インチ×１２インチ（長さ×
幅×高さ）である図示されている底辺が長方形の角柱を含む様々な形状およびサイズで製
造することができる。他の形状として、特に、立方体、円柱、球体、または他の角柱を挙
げることができる。寸法は、形状によって異なり得るが、エンクロージャー１１０は、数
インチから数フィートの範囲の大きさとすることができ、適用例によっては、これよりも
大きくすることも、小さくすることも可能である。図１Ｂは、ドア１１４が閉じた構造に
ある細胞検出システムを示し、図１Ｃは、回転プラットフォーム１３０を示すためにドア
１１４が開いた構造にある同じシステムを示している。タッチスクリーン１１２は、シス
テム１００の動作を制御するユーザーインターフェイスとなり、システム１００の現在の
動作パラメータに関する情報を表示することができる。タッチスクリーン１１２は、操作
をより容易にするために、より直立した位置（図１Ｄに示されている）に調整することが
できる。特定の実施形態では、タッチスクリーン１１２は、直立位置にある場合にのみ機
能する。他の実施形態では、タッチスクリーン１１２は、常に機能するか、または選択時
（例えば、使用者が操作するとき）のみ機能する。
【００２４】
　このような検出システムは、細胞が、固体支持体上に配置される場合、または他の方法
で厳密な平面交差（例えば、最大約１００μｍ（±５０μｍ）、例えば、最大約１０μｍ
（±５μｍ）、最大約２０μｍ（±１０μｍ）、最大約３０μｍ（±１５μｍ）、最大約
４０μｍ（±２０μｍ）、最大約５０μｍ（±２５μｍ）、最大約６０μｍ（±３０μｍ
）、最大約７０μｍ（±３５μｍ）、最大約８０μｍ（±４０μｍ）、最大約９０μｍ（
±４５μｍ）の平面度公差の範囲内）で平面の向きに維持される場合に最適に動作し、こ
れにより、検出システムによって細胞を狭い焦点面内で容易に可視化できることを理解さ
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れたい。動的集束システムが利用される場合は、１００μｍを超える平面度公差を許容で
きると考えられる。従って、膜および収集された全ての細胞を、適切で厳密な平面度公差
の範囲内で実質的に平面の向きに維持して信頼性の高い検出を可能にする支持システムを
使用することが好ましいであろう。検出システムおよび検出後の要件によって、支持シス
テムは、細胞を含む溶液が支持固体に設けられた細孔を通って支持固体を通過し、細胞が
この支持体に収集された後に、乾燥した状態および／または濡れたもしくは湿った状態で
膜を平面にする、および／またはこの平面性を維持するように構成することができる。
【００２５】
　本発明は、少なくとも一部分が細胞を保持するように構成された第１の露出表面を備え
る流体透過性の平面膜を含む細胞収集システムを提供する。この一部分は、（ｉ）細胞を
膜上に保持すると共に流体がこの部分を通過できるように約１μｍ未満の平均直径を有す
る複数の細孔を画定することができ；（ｉｉ）約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲の波
長を有する光に曝露されたときに実質的に非自家蛍光性とすることができ；かつ（ｉｉｉ
）最大でも約１００μｍの平面度公差を有することができる。細胞収集システム１００は
、平面膜の少なくとも一部に保持された細胞（例えば、生存細胞）の位置を決定できるよ
うに、この膜に関連した基準部（ｒｅｇｉｓｔｅｒ）（例えば、線、点、または他のマー
ク、印、もしくは機能構造）を任意選択でさらに含み得る。ディスク型の膜の場合、極座
標（即ち、ラジアル「ｒ」および角度「θ」座標位置）が適切であろう。
【００２６】
　膜は、任意の様々な形状、例えば、円形、環状、卵形、正方形、長方形、楕円形などと
することができ、かつ細胞の保持のために一側の一部または全てを露出させることができ
る。さらに、膜に、マスクを収容する１つ以上の開口を形成することができ、この膜は、
マスクまたは他の構造要素と共に組み立てられるいくつかの別個の膜から形成することが
できる。一実施形態では、膜は、ディスク、例えば、実質的に平面のディスクの形状とす
ることができる。特定の実施形態では、細胞および／または粒子を収集する多孔質膜の部
分は、４００ｍｍ２、５００ｍｍ２、６００ｍｍ２、７００ｍｍ２、８００ｍｍ２、９０
０ｍｍ２、または１，０００ｍｍ２よりも広い。膜（例えば、ディスクの形態）は、概ね
１μｍ～３，０００μｍ、１０μｍ～２，０００μｍ、および１００μｍ～１，０００μ
ｍからなる群から選択される範囲の厚さを有し得る。
【００２７】
　特定の実施形態では、細胞収集システム１００は、膜の第２の反対の面の少なくとも一
部に隣接した流体透過性支持部材をさらに含む。この流体透過性支持部材は、例えば、平
滑な平面多孔質プラスチックフリットの形態であり、この透過性支持部材に隣接して配置
された多孔質膜の水分を維持するために十分な流体を保持し、この水分の維持は、特定の
実施形態では、多孔質膜に保持された細胞の生存を維持するために重要であり得る。この
支持部材は、概ね０．１ｍｍ～１０ｍｍ、０．５ｍｍ～５ｍｍ、および１ｍｍ～３ｍｍか
らなる群から選択される範囲の厚さを有し得る。
【００２８】
　特定の実施形態では、細胞収集システム１００は、膜の第１の表面の少なくとも別の部
分に近接したマスクをさらに含む。デザインの構成によっては（例えば、多孔質膜がディ
スクである場合）、マスクは、円形または環状、任意選択で放射状スポークまたは支持体
とすることができる。
【００２９】
　多孔質膜は、細胞がこの膜に保持されたまま流体がこの膜を通過できるように約１μｍ
未満の平均直径を有する複数の細孔を画定している。特定の実施形態では、平均細孔径は
、約０．９μｍ、約０．８μｍ、約０．７μｍ、約０．６μｍ、約０．５μｍ、約０．４
μｍ、約０．３μｍ、約０．２μｍ、約０．１μｍ、もしくは約０．０５μｍ、または約
０．９μｍ未満、約０．８μｍ未満、約０．７μｍ未満、約０．６μｍ未満、約０．５μ
ｍ未満、約０．４μｍ未満、約０．３μｍ未満、約０．２μｍ未満、約０．１μｍ未満、
もしくは約０．０５μｍ未満である。特定の実施形態では、平均細孔径は約０．２μｍで
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あり、他の実施形態では、平均細孔径は約０．４μｍである。適切な膜は、ナイロン、ニ
トロセルロース、ポリカーボネート、ポリアクリル酸、ポリ（メチルメタクリレート）（
ＰＭＭＡ）、ポリエステル、ポリスルホン、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、
ポリエチレン、および酸化アルミニウムから形成することができる。
【００３０】
　加えて、多孔質膜は、約３５０ｎｍ～約１，０００ｎｍの範囲の波長を有する光に曝露
されたときに実質的に非自家蛍光性である。多孔質膜に関して本明細書で使用される「約
３５０ｎｍ～約１，０００ｎｍの範囲の波長を有する光ビームに曝露されたときに実質的
に非自家蛍光性」という語は、膜に配置された蛍光標識細胞または蛍光粒子が蛍光発光す
るのに十分な波長、フルエンス、および放射照度を有する光ビームで照射されたときに、
多孔質膜が、これらの蛍光標識細胞または蛍光粒子よりも弱い蛍光を発光することを意味
することを理解されたい。使用者および／または検出器が、蛍光粒子または蛍光標識細胞
から生じる蛍光事象を多孔質膜から生じるバックグラウンド蛍光と容易かつ確実に区別で
きるべきであることを理解されたい。多孔質膜は、このような多孔質膜に配置された蛍光
粒子または蛍光標識細胞を検出または可視化することが可能となるように選択される。特
定の実施形態では、光ビームが照射された多孔質膜の領域（例えば、可視化される細胞、
細胞コロニー、または粒子とほぼ同じ表面積を有する領域）から放射される蛍光は、同じ
条件下で測定すると、例えば、同じ波長、フルエンス、および／または放射照度を有する
光ビームを用いて蛍光粒子または蛍光標識細胞から放射される蛍光の約３０％以下（例え
ば、３０％未満、２７．５％未満、２５％未満、２２．５％未満、２０％未満、１７．５
％未満、１５％未満、１２．５％未満、１０％未満、７．５％未満、５％未満、または２
．５％未満）であり得る。
【００３１】
　非自家蛍光性である適切な膜は、膜、例えば、カーボンブラックが含浸された、または
不活性金属、例えば、限定されるものではないが、金、スズ、またはチタンでスパッタリ
ングされたナイロン、ニトロセルロース、ポリカーボネート、ポリアクリル酸、ポリ（メ
チルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリエステル、ポリスルホン、ポリテトラフルオロ
エチレン（ＰＴＦＥ）、またはポリエチレンの膜から形成することができる。実質的に非
自家蛍光性である適切な細孔径を有する膜として、例えば、Ｉｓｏｐｏｒｅ膜（Ｍｅｒｃ
ｋ　Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ）、Ｎｕｃｌｅｏｐｏｒｅ　Ｔｒａｃｋ－Ｅｔｃｈ膜（Ｗｈａｔ
ｍａｎ）、ｉｐＢＬＡＣＫ　Ｔｒａｃｋ　Ｅｔｃｈｅｄ膜（ＡＲ　Ｂｒｏｗｎ，Ｐｉｔｔ
ｓｂｕｒｇｈ，ＰＡが販売）、およびポリカーボネート（ＰＣＴＥ）膜（Ｓｔｅｒｌｉｔ
ｅｃｈ）が挙げられる。
【００３２】
　収集された細胞の正確な検出および数の推定を容易にするためには、細胞の検出中に膜
が実質的に平面である（例えば、実質的にシワにならない）ことが有利である（場合によ
っては必須であり、検出システムの構成および能力によって決まる）。本明細書で使用さ
れる「実質的に平面」という語は、物品が概ね１００μｍ未満の平面度公差を有する意味
であることを理解されたい。これは、高さの不完全性（例えば、シワ）が、光検出／測定
システムを妨害し、誤った結果を導くことがあるためである。結果として、多孔質膜が、
乾燥および／または湿潤状態である場合、および検出条件によっては）、検出システムの
検出能力の範囲内で比較的厳密な平面度公差を維持することが重要であろう。以下に説明
する様々なアプローチにより、サンプル液の細胞が多孔質膜に収集された後も、この多孔
質膜が実質的に平らを維持することができ、他のアプローチは、本明細書の説明から当業
者には明白であろう。
【００３３】
　特定の実施形態では、細胞収集システムは、複数の検出可能な粒子、例えば、蛍光粒子
をさらに含む。蛍光粒子は、少なくとも約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲の波長、約
３５０ｎｍ～約６００ｎｍの範囲の波長、約６００ｎｍ～約７５０ｎｍの範囲の波長、ま
たは上述の波長範囲のいずれかを有する光ビームによって励起されるように構成すること
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ができる。細胞収集システム、細胞収集法、検出システム、および生存細胞を検出する方
法の１つ以上が正確に機能するように、これらの粒子を陽性対照の一部として使用するこ
とができる。
【００３４】
　細胞収集システムのデザインによっては、粒子（例えば、蛍光粒子）は、多孔質膜の少
なくとも一部の上に予め設けても良いし、またはマスクに形成されたウェル内に設けても
良い。あるいは、粒子（例えば、蛍光粒子）は、液体サンプルを多孔質膜を通す前にこの
液体サンプルと混合しても良い。このようなアプローチでは、蛍光粒子は、目的のサンプ
ルが加えられる容器内で乾燥させることができる。その後、粒子を液体サンプル中に再懸
濁および／または分散させることができる。あるいは、蛍光粒子は、目的の液体サンプル
と混合される第２の溶液中に含めることができる。その後、粒子を液体サンプル中に分散
させることができる。
【００３５】
　図２Ａは、多孔質平面膜２０２およびフレーム（またはマスク）２０４を含む例示的な
膜アセンブリ２００を示し、このフレーム２０４は、多孔質膜２０２を実質的に平らに保
持する、即ち、著しいシワが発生しないようにする。図示されているように、フレーム２
０４は、複数のスポーク（例えば、張力スポーク）２０４ｃによって外周部分または外側
リム２０４ｂに接続された中心部分２０４ａを備えている。２０４ｃ’として示されてい
る１つのスポークは、他のスポーク２０４ｃよりも太くすることができ、膜に配置された
細胞の座標（例えば、ｒ値、θ値）を測定することができる基準部を表し、ｒは、回転軸
から測定される径方向距離であり、θは、（ｉ）回転点と細胞を通る径方向の線と（ｉｉ
）基準部２０４ｃ’との間の夾角である。
【００３６】
　膜２０２は、約１μまたは約１μｍ未満、例えば、約０．９μｍ、約０．８μｍ、約０
．７μｍ、約０．６μｍ、約０．５μｍ、約０．４μｍ、約０．３μｍ、約０．２μｍ、
約０．１μｍ、もしくは約０．０５μｍ、または約０．９μｍ未満、約０．８μｍ未満、
約０．７μｍ未満、約０．６μｍ未満、約０．５μｍ未満、約０．４μｍ未満、約０．３
μｍ未満、約０．２μｍ未満、約０．１μｍ未満、もしくは約０．０５μｍ未満の平均直
径を有する複数の細孔を備えている。従って、細胞および／または粒子を含む液状流体が
膜２０２に接触すると、この流体は、細孔を介して膜を通過するが、細胞および／または
粒子は、膜２０２の表面に保持される。膜２０２は、約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範
囲の波長を有する光に曝露された場合、実質的に非自家蛍光性である。さらに、膜２０２
は、関連する検出システムによって検出のために拘束または構成されると、約１００μｍ
以下の平面度公差を有する平滑な表面を有する。
【００３７】
　図２Ｂに示されているように、膜２０２は、第１の表面２１４およびこの第１の面の反
対側の第２の表面２１６を有する。第１の表面２１４は、例えば、接着層２１８によって
フレーム２０４に固定することができる。中心部分２０４ａは、膜２０２の中心部分に固
定することができる。図示されている実施形態では、膜２０２の直径は、外側リム２０４
ｂの直径とほぼ同じであり、結果として、外側リム２０４ｂが、膜２０２の外周部に固定
される。スポーク２０４ｃが、中心部分２０４ａから放射状に延び、このスポーク２０４
ｃを膜２０２に取り付けることができる。この構成は、膜２０２を実質的に平らに保持し
て、シワの発生を防止または最小限にすることができる。さらに、シワの発生を、中心部
分２０４ａに対して下方の圧力を加えて、膜２０２の表面の張力を増大させることによっ
て軽減する、または無くすこともできる。
【００３８】
　別のアプローチでは、図３Ａに示されているように、円形膜アセンブリ３００は、上面
３０４を有する多孔質膜２０２を含む。表面３０４の中心部分に取り付けられた中心マス
ク３０６は、膜２０２を実質的に平らに保持する。膜アセンブリ３００では、流体サンプ
ル中に細胞が僅かでも存在する場合は、細胞は、マスク３０６によって覆われていない表
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面３０４の露出部分で収集される。膜アセンブリ３００は、以下に説明されるように、検
出中に膜の所望の平面度を維持することができる流体透過性多孔質支持部材に配設するこ
とができる。あるいは、またはこれに加えて、膜２０２を実質的に平らに維持するために
、マスク３０６に対して下方の圧力を加えることができる。マスク３０６に適した材料と
して、プラスチック、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリプロピレン、および撥水性
を有する他の材料が挙げられる。
【００３９】
　図３Ｂは、図３Ａに示されている膜アセンブリ３００に類似した膜アセンブリ３１０を
示している。マスク３１６は、マスク３０６に類似しているが、マスク３１６は、突出部
またはニップル３１８を有し、これにより、使用者が、アセンブリ３１０（膜２０２を含
む）を指または鉗子で持ち上げて、このアセンブリ３１０を別の位置、例えば、膜ホルダ
ーに移動させることができる。また、マスク３１６の上面が、基準部として機能し得るウ
ェル３２０を画定し、これにより、膜２０２の表面３０４で検出される粒子または細胞の
位置を、ウェル３２０を基準に表すことができる。あるいは、またはこれに加えて、検出
されるべき対照粒子を、最初にウェル３２０に配設することができる。特定の他の実施形
態では、マスクは、突出部とウェルの両方ではなく、いずれか一方を備えても良い。
【００４０】
　別のアプローチでは、図４Ａおよび図４Ｂに示されているように、フレーム２０４また
はマスク３０６もしくは３１６を用いずに、多孔質膜２０２を流体透過性の固体支持部材
４０４に配置することによって多孔質膜２０２を膜アセンブリ４００に配設して多孔質膜
２０２を実質的に平らな構造に維持することができる。一実施形態では、多孔質膜２０２
が濡れている場合、この膜２０２と固体支持部材４０４との間の表面の張力により、膜２
０２の底面が支持部材４０４の合わせ上面４０６にぴったり合う。例えば、一実施形態で
は、支持部材４０４は、例えば、膜２０２が濡れている場合にこの膜を実質的に平らな構
造に維持する、流体透過性で固体の実質的に平面の要素とすることができる。支持部材４
０４は、多孔質であり、合わせ上面４０６は、実質的に平らで平滑である。別の実施形態
では、固体支持部材４０４は、非毒性接着剤、例えば、ポリイソブチレン、ポリブテン、
ブチルゴム、スチレンブロックコポリマー、シリコーンゴム、アクリルコポリマー、また
はこれらの一部の組み合わせでコーティングされる。下方の圧力が加えられる、例えば、
真空がかけられると、多孔質膜２０２は、固体支持部材４０４に軽く付着し、これにより
、多孔質膜が、固体支持部材４０４の表面４０６に適合する。支持部材４０４は、多孔質
であり、合わせ上面４０６は、実質的に平らで平滑である。例えば、一実施形態では、表
面４０６は、最大約１００μｍ未満の平面度公差を有する。支持部材４０４の直径は、膜
２０２の直径とほぼ同じであり、好ましくは、支持部材４０４は、実質的に均一の厚さを
有する。支持部材は、概ね０．１ｍｍ～１０ｍｍ、０．５ｍｍ～５ｍｍ、および１ｍｍ～
３ｍｍからなる群から選択される範囲の厚さを有し得る。多孔質支持部材４０４を形成す
るのに適した材料として、プラスチック、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン（ＨＤ
ＰＥ）、ガラス、および金属が挙げられる。一実施形態では、支持部材４０４は、粒子の
融点に近い温度および粒子の焼結が起きて粒子が互いに融合して均一な構造になる十分な
圧力に維持して、０．１５～０．２ｍｍの平均直径を有するポリ（メチルメタクリレート
）から形成されたプラスチック粒子を焼結することによって製造することができる。
【００４１】
　膜２０２および支持部材４０４は、円形として示されているが、これは単なる例示であ
る。他の実施形態では、膜２０２および／または支持部材４０４は、正方形、長方形、お
よび卵形などの形状にすることができる。一般に、支持部材が使用される場合は、その形
状および表面積は、支持部材の表面が、そこに配設される膜とほぼ同じサイズまたはやや
小さくなるように選択される。
【００４２】
　膜２０２は、サンプル流体がこの膜２０２に注がれる前に支持部材４０４の実質的に平
らで平滑な表面４０６に接触して配設される。全体的に平らな表面４０６は、サンプル流
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体が排出された後に膜２０２を実質的に平らに維持するのに役立つ。流体透過性固体支持
体４０４は、膜２０２およびこの流体透過性固体支持体４０４を通過した流体の容器とし
ても機能して、この膜２０２およびその上にある生存細胞が検出プロセス中に乾燥するの
を防止するというさらなる利点も提供することができる。乾燥は、膜２０２に保持された
細胞の生存にとって有害であり得る。
【００４３】
　図５Ａ～図５Ｅを参照されたい。カップ５０２およびベース５０４を有するカップ／ベ
ースアセンブリ５００は、ベース５０４内に配設された膜（例えば、膜２０２）上の液体
サンプル中に存在する細胞の収集を容易にするために使用される。ベース５０４は、表面
５０６（図５Ｄを参照）、外壁５０８、およびリップ５１０を有する。表面５０６は、膜
２０２を通過する液体の排出を容易にするために少なくとも１つの開口５１２、ならびに
任意選択で円形および放射状の突出部または溝５１４を画定している。壁５０８は、リッ
プ５１０の下に円周溝５１６を有する。特定の実施形態（図５Ｄを参照）では、カップ５
０２は、ベース溝５１６に結合してカップ５０２をベース５０４に取り外し可能にインタ
ーロックするように構成された円周突出部５２２を有する壁５２０を備えている。壁５２
０のリップ部分５２４、即ち、突出部５２２の下の部分は、内側に傾斜して、多孔質膜２
０２の上面に接触するように構成された円周密封リップを形成している。リップ部分５２
４はまた、カップ５２０とベース５０４との間に多孔質膜２０２（特定の実施形態では、
フレーム２００および／または支持部材４０４）を保持している。
【００４４】
　より一般的には、膜および膜を全体的に平らに保持する全ての構成要素、例えば、スポ
ークを有するホルダー（図２Ａおよび図２Ｂを参照して説明された）、マスク（図３Ａお
よび図３Ｂを参照して説明された）、および／または支持部材（図４Ａおよび図４Ｂを参
照して説明された）は、カップ／ベースアセンブリ５００内に収容してベース５０４の表
面５０６上に配設することができる。次いで、カップ５０２を膜アセンブリ上に配設して
、図５Ｅに示されているように、壁突出部５２２がベース５０４の溝５１６内に適合する
ようにする。この適合により、カップ５０２とベース５０４との間、特にこれらの間に収
容された膜２０２に対する適切な位置合わせが保障される。リップ部分５２４の寸法（例
えば、長さ、傾斜角度など）は、このリップ部分５２４が、ベース５０４内に配設された
膜アセンブリ４００を押圧して流体シールを形成し、平らな膜２０２となるように選択さ
れる。
【００４５】
　図６Ａ～図６Ｄは、カップ／ベースアセンブリ５５０の別の実施形態を示している。カ
ップ／ベースアセンブリ５５０は、多くの点でカップ５０２およびベース５０４と同様の
機能を果たすカップ５５２およびベース５５４を有する。カップ／ベースアセンブリ５５
０は、任意選択で、使用前も使用後もカップ５５２の内部が汚染されないようにする蓋５
５６も備えることができる。支持部材５５８（例えば、支持体４０４）が、膜２０２を支
持するためにベース５５４内に配設されている（図９Ａおよび図９Ｂに示されている）。
図示されている実施形態では、蓋５５６は、カップ５５２に適合するように実質的に円形
であるが、任意の相補的な形状も適し得る。蓋５５６は、図６Ｅおよび図６Ｆに詳細に示
され、カップ５５２の上部と蓋５５６の底面との間に小さいオフセットが生じるようにリ
ッジ５６０を備えている。
【００４６】
　図７Ａ～図７Ｄは、カップ５５２を詳細に示している。カップ５５２は、実質的に中空
である上部５６２を備え、この上部５６２は、流体を注ぐことができる大きい断面積が得
られるように上部に向かってテーパになっている。さらに、このテーパは、ベース５５４
内に収容されるように構成された底部５６４に向かって流体を案内する。垂直セグメント
５６６は、リップ部分５６８（リップ部分５２４に類似）が一定の角度で延びているベー
ス５５４内にカップ５５２が配設されたときの安定性を高めることができる。さらに、膜
２０２に接触する垂直部分５７０を設けることもできる。
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【００４７】
　図８Ａ～図８Ｄはベース５５４を示している。ベース５５４は、外部からの流体を収集
することができる上部５７４を画定する外壁５７２を備えている。下部５７６は、ステー
ジ（以下に詳細に説明される）内に収容されるように構成され、かつこのステージに取り
付けられるときにぴったりと適合するようにテーパとすることができる。内壁５７８は、
カップ５５２、より詳細には垂直セグメント５６６を収容する中心凹部５８０を画定して
いる。垂直セグメント５６６と内壁５７８との間のぴったりとした適合および重なりは、
カップ５５２がベース５５４に取り付けられているときに安定した適合を保障するのに役
立つ。膜２０２を収容するレッジ５８２が、内壁５７８の底部に位置し、このレッジ５８
２は、支持部材５５８を収容する凹部５８４を中央に画定している。ベース５５４と膜２
０２と支持部材５５８との関係が、任意選択の蓋５８８（図９Ａでは透明に示されている
）と共に図９Ａ～図９Ｄに示されている。開口５８６を、開口５１２と同様にベース５５
４の底部に設けることができる。
【００４８】
　特定の実施形態では、細胞収集システム、特に多孔質膜は、１０－６、１０－７、１０
－８、または１０－９未満の滅菌保障レベルを有する。これは、例えば、当分野で公知の
技術、例えば、オートクレーブによる細胞収集システムの滅菌、電離放射線、例えば、γ
放射線への曝露、または滅菌液もしくは気体、例えば、エチレンオキシドもしくは気化過
酸化水素への曝露によって達成することができる。細胞収集システムは、滅菌の前、最中
、または後で容器（例えば、バッグ）内に封入することができる。細胞収集システムは、
容器（例えば、バッグ）内に配置して、最終滅菌（例えば、電離放射線への曝露による）
の前に密封（例えば、気密封止）することができる。
【００４９】
　別の実施形態では、本発明は、上述の態様および実施形態のいずれか１つの細胞収集シ
ステムを構成するベースと結合するように構成された環状シールおよび開口した円柱部分
を備える細胞収集カップを提供する。細胞収集カップおよびベースは、本明細書に記載さ
れるアプローチのいずれか１つまたは全てを使用して達成することができる、１０－６、
１０－７、１０－８、または１０－９未満の滅菌保障レベルを有し得る。
【００５０】
（ＩＩ）細胞収集法
　図１０Ａは、例示的なカップ／ベースアセンブリ５５０の構成要素を示している。多孔
質支持部材５５８および膜２０２が、ベース５５４の中心に配設される。次いで、カップ
５５２が、膜２０２の上部に取り付けられ、これにより、この膜２０２が平らな位置に容
易に維持される。カップ５５２の内部が汚染されないようにするためにカップ５５２の上
部に蓋５５６を設けることができる。図１０Ｂは、構成要素の取り付けを示している（膜
２０２および支持部材５５８は示されていない。
【００５１】
　使用の際に、サンプル流体がカップ５５２の中に注がれる。カップ５５２のテーパによ
り、流体が、膜アセンブリを濡らしてこの膜２０２を通過する。流体は、典型的には、ベ
ース５５４に向かって膜アセンブリを（例えば、膜２０２、および多孔質支持部材５５８
が使用される場合はこの多孔質支持部材５５８を通って）通過する。陰圧、例えば、真空
を有利に利用して、流体を膜２０２を介して（例えば、図５Ｅの実施形態では、溝５１４
を介して）開口５８６に吸引し、膜を実質的に平らに維持するのを容易にすることができ
る。流体が吸引されてカップ／ベースアセンブリ５５０を通過すると、膜２０２を通過で
きない流体中の全ての粒子および／または細胞が膜２０２の上側露出面に保持される。流
体をカップアセンブリに注いだら、図１０Ｃに示されているように、カップ５５２をベー
ス５５４から分離して、蓋５５８をベース５５４の上部に載せることができる。ベースが
ステージ８０２（図１１Ｂ）に移されるとき、または膜を２０２を含むベースが、収集し
た生存細胞の増殖のために、例えば、１５分～８時間インキュベートするときに、湿潤し
た膜２０２および支持部材５５８が汚染されないように、蓋５８８をベース５５４の上部
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に配置することができる。
【００５２】
　細胞収集システムの組立、液体サンプルの細胞収集システムの通過、および例示的な光
検出システムに使用される膜ホルダーの組立を示す例示的なフローチャートが図１１Ａに
示されている。
【００５３】
　図１１Ａを参照すると、ステップ６０１で、カップ／ベースアセンブリ５５０が用意さ
れる。ステップ６０３で、カップ／ベースアセンブリ５５０が真空システム（例えば、真
空マニホールド６０６）に接続され、陰圧が、カップ／ベースアセンブリ５５０の下側に
かけられる。ステップ６０５で、液体サンプルがカップ／ベースアセンブリ５５０の中に
注がれ、この液体サンプル中に存在する全ての細胞が、多孔質膜２０２の上側露出面に保
持される。この注ぐステップは、ステップ６０３の前、同時、または後で行うことができ
る。実質的に非自家蛍光性の膜は、約約５トル～約１０トルの真空で少なくとも５ｍＬ／
ｃｍ２または少なくとも１０ｍＬ／ｃｍ２の流量の通過を可能にすると考えられる。次い
で、細胞を、例えば、セクションＩＩＩで説明されるように、生死判別染色剤または生死
判別染色システムで染色することができ、これにより、生存細胞を選択的に検出して、生
存細胞と非生存細胞を区別することが可能である。任意選択で、細胞を生理学的に許容さ
れ得る塩および／または緩衝液で洗浄して、非特異的に結合した残存蛍光染料および／ま
たは消光剤を除去することができる。
【００５４】
　ステップ６０７で、膜アセンブリが、典型的にはベース５５４と共にカップ５５２から
取り外されるが、ベース５５４とは別個に取り外すことも可能であり得る。ステップ６０
９で、ベース５５４が（従って膜２０２も）、ステージ８０２に配設される。ステップ６
１１で、ステージ８０２がチャック８０４に配設される。ステージ８０２およびチャック
８０４は、以下に詳細に説明される。ステップ６０９および６１１は、逆の順序で行って
も良いし、または同時に行っても良い。ステージ８０２およびチャック８０４は、膜２０
２の表面に収集された全ての細胞（生存細胞および／または非生存細胞）および／または
粒子を検出するために、プロセスの開始時に図１Ａの例示的な検出システム１００に配置
することができる。他の実施形態では、ステージ８０２および／またはチャック８０４は
、検出システム１００から離れた場所でベース５５４に取り付けることができる。
【００５５】
（ＩＩＩ）細胞染色
　細胞が透過性膜に収集されたら、細胞を、生死判別染色剤または生死判別染色システム
を用いて染色して、生存細胞を検出する、または生存細胞と非生存細胞を区別することが
できる。特定の染色プロトコルは、様々な因子、例えば、検出される細胞、利用される染
色剤または染色システム、ならびに細胞が迅速に染色されて検出されるか否か、または細
胞が、一定期間、例えば、３０分～数時間培養されて細胞が増殖し、これにより１つの細
胞ではなく複数の細胞が特定の位置で検出されるか否かによって決まる。例示的な染色、
および必要な場合は培養プロトコルも、以下のセクションで説明される。
【００５６】
　様々な染色剤および染色システムを使用して、生存細胞を非生存細胞に対して選択的に
染色することができることを理解されたい。本明細書で使用される「非生存細胞」という
語は、既に死んでいる細胞または細胞死の途中にある細胞を意味することを理解されたい
。一部のアプローチは、生存細胞が、特定の試薬、例えば、トリパンブルー、アルシアン
ブルー、エオシンＹ、ニグロシン、プロピジウムヨウ素、臭化エチジウム、およびエチジ
ウムモノアジドを排除する原理に基づいている。例えば、トリパンブルーを使用する場合
、非生存細胞は青色に染色されるが、生存細胞は染色されない。他のアプローチは、生存
細胞が、特定の試薬（例えば、蛍光染料）を取り込み、かつ／または修飾するが、非生存
細胞はそうではないことに基づいている。生存細胞または非生存細胞のいずれかを選択的
に標識する染料は、米国特許第５，５３４，４１６号明細書および国際公開第９２／０２
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６３２号パンフレットに記載されており、エステラーゼ依存性染料、核酸結合染料、染料
依存性細胞内酸化、および膜電位感受性染料が挙げられる。
【００５７】
　生存細胞を選択的に標識する生死判別染色剤および生死判別染色システムは様々な原理
を利用できることを理解されたい。例えば、蛍光染料は、生存細胞および非生存細胞の両
方に浸透することができるが、蛍光染料は、この蛍光染料が生存細胞内で活性化されるよ
うに生存細胞中で修飾され得る（例えば、活性化された染料は、細胞基質もしくは細胞器
官などに結合し得る、または励起光に照射されると蛍光を発することができるようになり
得る）、または生存細胞内で不溶性にされ得る。この修飾は、例えば、細胞内の酵素活性
による細胞内の代謝活性の結果として生じ得る。例として、蛍光染料は、任意選択でエス
トラーゼ酵素の基質を含む。他のシステムは、蛍光染料と、励起時に蛍光染料による発光
を消光する１種類の消光剤または２種類以上の異なる消光剤との組み合わせを使用するこ
とができる。他のシステムは、複数の蛍光染料または染料と消光剤との組み合わせを使用
することができ、発光プロファイル（例えば、発光波長）は、第２の蛍光染料または消光
剤の存在によって調節される。前述の各システムでは、複数の異なる蛍光染料、例えば、
異なる細胞または細胞型、細胞小器官、構造、タンパク質、糖タンパク質、脂質、糖脂質
、核酸、炭水化物などを標的とし、かつ／または染色する２種類、３種類、４種類、また
は５種類の異なる蛍光染料を利用して、非特異的無細胞事象ではなく、蛍光事象が実際に
細胞によって引き起こされるという信頼性を高めることができることを理解されたい。
【００５８】
　例として、例えば、細胞内の代謝活性（例えば、エステラーゼ酵素活性）によって生存
細胞内で活性化され得る生死判別染色剤が、米国特許第５，３１４，８０５号明細書およ
び同第５，５３４，４１６号明細書、米国特許出願公開第ＵＳ２００８／０３０５５１４
号明細書、ならびに国際公開第９２／０２６３２号パンフレットに記載されている。一実
施形態では、蛍光染料は、エステラーゼ基質を含み得る。エステラーゼ基質膜透過性染料
は、修飾蛍光染料を無傷の生存細胞内に閉じ込めるカルボキシル基を生成する生存細胞中
のエステラーゼ酵素によって化学修飾される。このような場合、膜不透過性消光剤を用い
ることによって、または中性洗剤を用いて細胞外領域もしくは非生存細胞からの全ての蛍
光を除去することによってバックグラウンド蛍光を低減することができる。このようなア
プローチでは、生存細胞のみが検出される。限定されるものではないが、カルセインブル
ーＡＭ（Ｃａｌｃｅｉｎ　Ｂｌｕｅ　ＡＭ）、カルボキシカルセインブルーＡＭ（Ｃａｒ
ｂｏｘｙｃａｌｃｅｉｎ　Ｂｌｕｅ　ＡＭ）、フルオレセインジアセテート、カルボキシ
フルオレセインジアセテート、５－カルボキシフルオレセインジアセテートＡＭ、スルホ
フルオレセインジアセテート、ＢＣＥＣＦ－ＡＭ、およびカルセインＡＭ（Ｃａｌｃｅｉ
ｎ　ＡＭ）を含む例示的なエステラーゼ基質をベースとした膜透過性染料が、米国特許第
５，５３４，４１６号明細書で論じられている。
【００５９】
　生存細胞ではなく非生存細胞を優先的に標識する（例えば、生存細胞ではなく非生存細
胞の膜を通過する）蛍光染料として、例えば、ＰＯ－ＰＲＯ－１、ＢＯ－ＰＲＯ－１、Ｙ
Ｏ－ＰＲＯ－１、ＴＯ－ＰＲＯ－１、ＰＯ－ＰＲＯ－３、ＢＯ－ＰＲＯ－３、ＹＯ－ＰＲ
Ｏ－３、ＴＯ－ＰＲＯ－３、ＰＯＰＯ－１、ＢＯＢＯ－１、ＹＯＹＯ－１、ＰＯＰＯ－３
、ＢＯＢＯ－３、ＹＯＹＯ－３、および臭化エチジウムが挙げられる（米国特許第５，５
３４，４１６号明細書）。
【００６０】
　加えて、本発明の実施に有用な蛍光染料は、細胞内の核酸に結合する染料を含むものと
達成される。染料は、生存細胞に浸透して生存細胞内の核酸に結合する、非生存細胞に浸
透して非生存細胞内の核酸に結合する、または生存細胞および非生存細胞に浸透してこれ
らの細胞内の核酸に結合することができる。染料の選択は、利用される検出プロトコルに
よって決まる。
【００６１】
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　様々な生死判別染色システムが開発され、例えば、米国特許出願第２００８／０３０５
５１４号明細書、米国特許第５，３１４，８０５号明細書および同第５，５３４，４１６
号明細書、カナダ特許出願第０２２３６６８７号明細書、ならびに国際出願第２０１１／
１２４９２７号明細書に記載されており、このようなシステムでは、生存細胞が１つの蛍
光染料で標識され、非生存細胞が、第２の異なる蛍光染料で標識される。言い換えれば、
非生存細胞がなお蛍光していても、死細胞からの蛍光発光を、生存細胞からの蛍光発光と
区別することができる。
【００６２】
　カナダ特許出願第０２２３６６８７号明細書は、２種類の異なる蛍光染料を利用するシ
ステムを説明し、第１の染料は、選択膜を非特異的に通過することができ、全ての細胞を
標識し、第２の染料は、選択膜を通過することができず、損傷した膜を有する細胞のみに
進入することができる。この場合、生存細胞は、第１の染料で標識され、非生存細胞は、
第１および第２の染料で標識される。生存細胞の発光スペクトルと非生存細胞の発光スペ
クトルとの間に差異があると、生存細胞と非生存細胞を区別すること可能である。しかし
ながら、非生存細胞はなお、適切な波長の光が照射されると蛍光信号を生成する。
【００６３】
　米国特許出願第２００８／０３０５５１４号明細書は、第１の蛍光染料、例えば、エス
テラーゼ基質を含む蛍光染料が、生存細胞に浸透して選択的に標識し、第２の異なる核酸
結合蛍光染料が、生存細胞および非生存細胞の両方に浸透して、両方の細胞に存在する核
酸を染色するシステムを説明している。このアプローチでは、蛍光染料は、例えば、生存
細胞中のエステラーゼが、細胞膜を通過できない形態に染料を変換するため、高い細胞内
貯留を有するエステラーゼ基質とすることができる。このアプローチは、生存細胞および
非生存細胞の両方を標識する核酸染色剤（例えば、４’，６－ジアミジノ－２－フェニル
インドール染料）を利用することもできる。適切な波長の光で励起されると、生存細胞は
、第１および第２の蛍光染料の両方が発光し（即ち、２つの異なる蛍光事象が存在する）
、一方、非生存細胞は、第２の蛍光染料のみが発光する。生死判別染色剤（例えば、エス
テラーゼ基質）および核酸染色剤の両方の使用により、蛍光事象が細胞によって実際に引
き起こされ、非特異的事象によるものではないという信頼性を高めることができる。非生
存細胞はなお、適切な波長の光が照射されると蛍光信号を生成した。
【００６４】
　米国特許第５，３１４，８０５号明細書は、２種類の異なる蛍光染料を利用する異なる
システムを説明している。第１の蛍光染料、例えば、カルセインＡＭ（エステラーゼ基質
）は、生存細胞に浸透して選択的に標識する。生存細胞は、カルセインＡＭの酵素加水分
解時に生じる緑色蛍光信号によって検出可能である。非生存細胞は、第２の異なる蛍光染
料、例えば、エチジウムホモ二量体で検出される。非生存細胞は、エチジウムホモ二量体
（ｅｔｈｉｄｉｕｍ　ｈｏｍｄｉｍｅｒ）で染色された核酸から生じる赤色蛍光によって
検出可能である。結果として、各細胞の発光プロファイルに基づいて生存細胞と非生存細
胞とを区別することが可能である。非生存細胞はなお、適切な波長の光が照射されると蛍
光信号を生成する。
【００６５】
　米国特許第５，５３４，４１６号明細書は、２種類の異なる蛍光染料を利用する異なる
システムを説明している。第１の蛍光染料、環式置換非対称シアニン染料は、全ての細胞
（生存細胞および非生存細胞の両方）を染色する。第２の蛍光染料は、生存細胞または非
生存細胞のいずれかを選択的に標識して、第１の蛍光染料とは異なる蛍光応答をする染料
である。第２の蛍光染料が、生存細胞を選択的に染色する染料である場合は、生存細胞は
、第１および第２の染料で染色され、非生存細胞は、第１の染料で染色される。対照的に
、第２の蛍光染料が、非生存細胞を選択的に染色する染料である場合は、生存細胞は、第
１の染料で染色され、非生存細胞は、第１および第２の染料で標識される。いずれかのア
プローチの際に、生存細胞の発光スペクトルと非生存細胞の発光スペクトルとの間に差異
があると、生存細胞と非生存細胞を区別することが可能である。しかしながら、非生存細
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胞はなお、適切な波長の光が照射されると蛍光信号を生成する。
【００６６】
　特定の染色システムでは、蛍光染料は、生存細胞の無傷の膜を通過するが、細胞内の代
謝活性の結果として生存細胞内で不溶性となる、または生存細胞内に閉じ込められる。さ
らに、蛍光染料を、非生存細胞に選択的に進入する１つ以上の消光剤と共に使用すること
ができ、従って、生存細胞から生じる発光事象の選択性が高まる。他の状況では、蛍光染
料は、生存細胞および非生存細胞の両方に浸透することができる。このシナリオでは、蛍
光染料を、非生存細胞に選択的に浸透する１つ以上の消光剤と共に使用することができ、
従って、生存細胞から生じる発光事象の選択性が高まる。
【００６７】
　代替のアプローチでは、米国特許出願公開第２００６／００４０４００号明細書および
欧州特許第１６２４０７１号明細書が、蛍光染料および消光剤の使用を説明している。蛍
光染料（例えば、カルボキシフルオレセインジアセテート）が、生存細胞および非生存細
胞の両方に浸透する。次いで、消光剤が、蛍光染色された細胞に添加され、この消光剤は
、生存細胞の膜を通過することができ、生存細胞のｐＨでは蛍光染料の蛍光を消光しない
が、生存細胞のｐＨとは実質的に異なるｐＨでは蛍光を消光する。このアプローチでは、
消光剤は、生存細胞のｐＨ値とは実質的に異なるｐＨで細胞に添加される。このアプロー
チでは、消光剤は、生存細胞のｐＨでは蛍光を消光しないが、非生存細胞のｐＨで蛍光を
消光する働きをする。
【００６８】
　細胞の生死判別染色剤および生死判別染色システムが、本明細書で説明される方法およ
びシステムの実施に利用可能であり、かつ有用であるにもかかわらず、特に、生存細胞お
よび／または細胞を含むもしくは支持するシステム（例えば、膜、固体支持体、光学セル
、またはフローセル）を刺激するために使用される条件下（例えば、励起光を使用する）
、非生存細胞から生じるバックグラウンド蛍光が殆どまたは全くない、生存細胞（単一細
胞および細胞クラスターの両方）を選択的に検出するために使用できる単純で強固な染色
プロトコルの開発が要望されている。加えて、この染色システムは、検出される細胞の生
存能力を損なうべきではない。さらに、以下に説明されるように、所望に応じて、この染
色システムは、細胞サンプル中の生存細胞の増殖と染色を同時に可能にするべきである。
【００６９】
　本発明は、細胞を含むサンプル中の生存細胞（例えば、原核細胞または真核細胞）を選
択的に標識する方法を提供する。この染色法は、細胞サンプル中の生存細胞の存在を検出
するために細胞収集システムおよび／または光検出システムと組み合わせて使用すること
ができる。この染色法を使用して、固体支持体、例えば、顕微鏡スライドおよび／または
培養プレートのウェルに配置された生存細胞、または液体サンプル中、例えば、光学セル
もしくはフローセル内の生存細胞を染色することができる。染色プロトコルは、目的の特
定のサンプルのバイオバーデンの測定（例えば、生存細胞（例えば、生存微生物、例えば
、細菌、酵母、および真菌）の数および／またはパーセンテージおよび／または画分の測
定）に使用することができる。
【００７０】
　本発明は、細胞サンプル中の生存細胞を検出する方法を提供する。この方法は、細胞サ
ンプル中の細胞を（ｉ）膜透過性蛍光染料が生存細胞および非生存細胞の両方に浸透でき
る条件下で膜透過性蛍光染料、および（ｉｉ）膜不透過性蛍光消光剤が非生存細胞に選択
的に浸透できるが、生存細胞には浸透できない条件下で蛍光染料によって生じる蛍光を消
光できる膜不透過性蛍光消光剤に曝露するステップを含む。次いで、この方法は、蛍光染
料を励起して蛍光発光を生じさせることができる波長を有する光ビームに細胞を暴露する
ステップ、および検出器（例えば、１つの波長範囲または複数の波長範囲を検出する１つ
の検出器）または複数の検出器（例えば、それぞれが異なる波長範囲を検出することがで
きる異なる検出器）を用いて、細胞からの蛍光発光が存在する場合に、この蛍光発光を検
出し、これにより、細胞サンプル中の生存細胞を検出するステップを含む。非生存細胞内
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の蛍光染料は、非生存細胞内の蛍光染料よりも実質的に弱い蛍光を発光する。結果として
、非生存細胞は、生存細胞よりも実質的に弱い蛍光を発光する。
【００７１】
　特定の状況下、例えば、消光剤が蛍光発光し得る場合は、この消光剤を光励起しない、
または実質的に光励起しないように励起光の波長を選択することができる。あるいは、検
出器を、消光剤からの発光事象ではなく染料からの発光事象を優先的に検出するように選
択および／または構成することができる。
【００７２】
　加えて、本発明は、細胞サンプル中の生存細胞を検出する方法を提供する。この方法は
、細胞サンプル中の細胞を、（ｉ）膜透過性染料が生存細胞および非生存細胞の両方に浸
透できる条件下で膜透過性蛍光染料、および（ｉｉ）膜不透過性蛍光消光剤が非生存細胞
に選択的に浸透できるが、生存細胞には浸透できない条件下で蛍光染料によって生じる蛍
光を消光できる膜不透過性蛍光消光剤に曝露するステップを含む。次いで、細胞を、蛍光
染料を励起して蛍光発光を生じさせることができる波長を有する光に暴露する。細胞から
の蛍光発光が存在する場合は、この蛍光発光を、消光剤からの検出可能な発光（生成され
る場合）が蛍光染料からの検出可能な発光の５０％以下（例えば、４０％以下、３０％以
下、２０％以下、１０％以下）であるように、消光剤からの検出可能な発光ではなく蛍光
染料からの検出可能な発光を優先的に検出するように構成された１つ以上の検出器で検出
する。結果として、利用される検出条件下で、非生存細胞は、検出器によって検出される
、生存細胞よりも実質的に弱い蛍光を発光する。結果として、この方法を、細胞サンプル
中の生存細胞を検出するために使用することができる。
【００７３】
　特定の実施形態では、非生存細胞は、光に曝露されたときに検出器によって検出可能な
蛍光を発光しない、または実質的に発光しない。特定の他の実施形態では、非生存細胞は
、光ビームに曝露されたときに発光しない、または実質的に発光しない。
【００７４】
　適切な染料と消光剤の対の選択は、染料の発光スペクトル、消光剤の吸光度スペクトル
、消光剤が発光スペクトルを有する場合の消光剤の発光スペクトル、および所与の検出器
における検出のバンド幅の１つ以上を含む多数の因子によって決まることを理解されたい
。これらの特徴をそれぞれ、以下に説明する。
【００７５】
　一般に、この方法の実施に有用な例示的な膜透過性蛍光染料は、次の特徴の１つ以上を
有する：約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲の最大の波長を有する光ビームに曝露され
たときの蛍光性、界面活性剤、例えば、中性洗剤またはシクロデキストリンキャリア剤（
ｃｙｃｌｏｄｅｘｔｒｉｎ　ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｅｎｔ）を用いた、または用いない水
溶性、検出可能な染色に必要な濃度での非毒性、および生存細胞膜を通る受動拡散を可能
にする疎水性。特定の実施形態では、膜透過性蛍光染料は、少なくとも１つの荷電基（例
えば、第４級窒素基）を含むとして特徴付けることもできる。特定の実施形態では、蛍光
染料は、赤色レーザー、例えば、６２０ｎｍ～６４０ｎｍの範囲の波長を有する光を放射
する赤色レーザーからの照射によって励起されて蛍光発光することができる。
【００７６】
　加えて、この方法の実施に有用な例示的な膜不透過性蛍光消光剤は、次の特徴の１つ以
上を有する：蛍光染料からの信号を消失させるのに十分な濃度での非毒性、水溶性、疎水
性、ならびに高電荷基、例えば、限定されるものではないが、カルボキシル基、アミノ基
、フェノキシド基、硫酸基、スルホン酸基、リン酸基、またはスルホン酸塩部分を含み、
かつ／または極性リガンド、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー
ル、もしくはポリビニルアルコールで置換され、これにより、消光剤の極性が生存細胞の
膜を通る受動拡散を防止し、かつ／または生存細胞から能動的に放出される極性。特定の
実施形態では、膜不透過性蛍光消光剤は、任意選択で、少なくとも２つの荷電基（例えば
、少なくとも１つの第４級窒素基）を含む。別の実施形態では、消光剤は、生存細胞の存
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在の検出に使用される光源によって励起されたときに膜透過性蛍光染料から放射される、
ある波長、ある波長範囲、または複数の波長範囲を有する光に曝露されたときに蛍光発光
しない。
【００７７】
　例示的な蛍光染料と蛍光消光剤の対を、本明細書で説明される本発明の実施に使用する
ために選択することができ、例えば、以下の表Ｉおよび表ＩＩに示されている蛍光染料お
よび蛍光消光剤から選択することができる。
【００７８】
　例示的な蛍光染料（ｅ－受容体）は、アスコルビン酸ナトリウム、５’グアノシン一リ
ン酸、Ｌ－トリプトファン、ヘキサシアノ鉄（ＩＩ）酸カリウム、ジフェニルアラニン－
２－スルホン酸、銅フタロシアニン－３，４’，４’’，４’’’－テトラスルホン酸（
ｔｅｔｒｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）四ナトリウム塩、およびフミン酸から選択される
例示的な消光剤（ｅ－供与体）と組み合わせて使用することができるオキサジン１、オキ
サジン１７０、オキサジン４、ローダミン８００、クレシルバイオレット、ナイルブルー
、メチレンブルー、アズールＡ、アズールＢ、およびアズールＣから選択することができ
る。
【００７９】
　例示的な蛍光染料（ｅ－供与体）は、ビピリジニウム誘導体（例えば、Ｎ，Ｎ’－ジメ
チル－４，４’－二塩化ビピリジニウム、１，１’－エチレン－２，２’－二臭化ビピリ
ジルジエニウム（１，１’－ｅｔｈｙｌｅｎｅ－２，２’－ｂｉｐｙｒｉｄｙｙｌｄｉｙ
ｌｉｕｍ　ｄｉｂｒｏｍｉｄｅ）、およびアントラキノン（例えば、ビスアルキルアミノ
アントラキノン））から選択される消光剤（ｅ－受容体）と組み合わせて使用することが
できる金属化フタロシアニンもしくはポルフィリン（ｐｏｒｈｙｒｉｎ）、Ｈｏｅｓｃｈ
ｓｔ３３３４２、および他のＨｏｅｓｃｈｓｔ染料、Ｒｕ（ｐｈｅｎ＿ｄｐｐｚ２＋およ
びＲｈ（ｐｈｉ）ｂｐｙ３＋から選択することができる。
【００８０】
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【表１】

【００８１】
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【表２】

【００８２】
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【表３】

【００８３】
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【表４】

【００８４】
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【表５】

【００８５】
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【表６】

【００８６】
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【表７】

【００８７】
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【表８】

【００８８】
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【表９】

【００８９】
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【表１０】

【００９０】
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【表１１】

【００９１】



(33) JP 6240162 B2 2017.11.29

10

20

30

40

【表１２】

【００９２】



(34) JP 6240162 B2 2017.11.29

10

20

30

40

【表１３】

【００９３】
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【表１４】

【００９４】
　本明細書で説明される本発明の実施に使用される膜不透過性消光剤は、典型的には、静
的消光と呼ばれることもある光誘起電子移動（ＰＥＴ）もしくは蛍光共鳴エネルギー移動
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（ＦＲＥＴ）のいずれか、またはこれらの一部の組み合わせによって蛍光染料からの蛍光
発光を抑制する。これらの消光機構の効率は、距離依存性である、即ち、蛍光染料分子と
消光剤分子が、蛍光発光を抑制するためには十分に近接しなければならないということで
ある。効率的な消光を達成できる確率を最大にするために条件を選択することが可能であ
る。蛍光染料と消光剤との間の例示的なスペクトルの重複が、図１２Ａに概略的に示され
ている。このようなシステムでは、蛍光染料の蛍光発光は、ＦＲＥＴ機構を介して消光剤
によって抑制される。このような原理を使用すると、本発明の実施に有用な蛍光染料と消
光剤の対を形成することが可能である。
【００９５】
　１つのアプローチでは、蛍光染料と消光剤の対は、例えば、静電気および／または疎水
性相互作用によって互いに対して結合親和性を有し、結合すると実質的に非蛍光性の基底
状態複合体となるように選択することができる。言い換えれば、蛍光染料と蛍光消光剤は
、細胞内に互いに結合することができる。
【００９６】
　このようなアプローチに有用な蛍光染料と蛍光消光剤の例示的な組み合わせが表ＩＩＩ
に示されている。
【００９７】
【表１５】

【００９８】
　別のアプローチでは、蛍光染料および／または消光剤は、特定の細胞成分、細胞小器官
、または構造、例えば、核酸に対する結合親和性を有するように選択することができる。
例えば、蛍光染料、蛍光消光剤、またはこれらの両方は、細胞内の核酸に結合する。蛍光
染料および消光剤が、特定の標的、例えば、核酸に共に結合すると、染料と消光剤の接近
により、実質的に非蛍光性の複合体が形成される。いずれのアプローチでも、膜不透過性
消光剤が、無傷の膜を介して生存細胞に進入できないため、生存細胞内での非蛍光複合体
の形成が防止される。本発明の一実施形態では、蛍光染料と蛍光消光剤の対は、蛍光染料
と蛍光消光剤が共に特定の細胞成分、例えば、核酸に結合するように選択される。このア
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プローチは、蛍光染料と蛍光消光剤が特定の標的に結合するため、非特異的な蛍光染色が
減少するという利点を有する。結果として、このアプローチは、非特異的蛍光染色を減少
させ、これにより、生存細胞同士を識別する際のＳＮ比を最適化することができる。核酸
結合蛍光染料および核酸結合蛍光消光剤は、例えば、図１２Ａに概略的に示されているよ
うに、蛍光染料のスペクトルと消光剤の吸光度スペクトルとの間にスペクトル重複が存在
するように選択される。
【００９９】
　核酸（例えば、ＤＮＡまたはＲＮＡ）に選択的に結合する蛍光染料と蛍光消光剤の例示
的な組み合わせが表ＩＶに示されている。蛍光染料の発光スペクトルと消光剤の吸光度ス
ペクトルとの間のスペクトル重複の特徴を使用して、特定の消光剤と共に使用される特定
の蛍光染料の選択をガイドすることができる。このアプローチは、染料および消光剤の両
方が、細胞器官または細胞成分、例えば、タンパク質、糖タンパク質、炭水化物、脂質、
もしくは核酸に結合する、例えば、選択的に結合する場合に特に有効であり得る。
【０１００】

【表１６】

【０１０１】
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【表１７】

【０１０２】
　染料および消光剤は、例えば、図１２Ａに実証されているように、染料の発光スペクト
ルと消光剤の吸光度スペクトルとのスペクトル重複が可能となり、必要なレベルの消光が
起きるように選択することができる。これらの条件下では、蛍光染料の蛍光発光は、ＦＲ
ＥＴを介して消光剤によって抑制することができる。
【０１０３】
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　染料と消光剤の対は、染料の発光スペクトルが消光剤の発光スペクトル（存在する場合
）に重複する程度によってさらに特徴付けることができる。特定の条件下では、消光剤の
発光スペクトルが蛍光染料の発光スペクトル、特に、細胞の生死判別アッセイ中に検出器
（例えば、蛍光検出器）によって検出される染料の発光スペクトルの部分と重複する程度
を最小限にすることが望ましいであろう。従って、特定の実施形態では、消光剤は、蛍光
染料を励起するために使用される光源（励起光）によって励起されると、光子を放出する
ことができ、かつ、好ましくは１つ以上の次の特性を有するように選択される：（ｉ）消
光剤が、染料の発光スペクトルの範囲内で電磁放射線を実質的に放射しない、または全く
放射しない（細胞の生死判別アッセイ中に測定される蛍光染料の発光スペクトルの部分、
即ち、検出器における検出のバンド幅の範囲内の蛍光染料の発光スペクトルの部分（図１
２Ｂの波長範囲λ１～λ２を参照））、および（ｉｉ）消光剤が蛍光染料の量子収率より
も低い量子収率を有する。結果として、消光剤は、細胞の生死判別アッセイ中に測定され
る波長の範囲に対して非蛍光性または実質的に非蛍光性を維持する。従って、検出器の検
出チャネルが、蛍光染料から優先的に放射される発光信号を検出するように設定されると
、消光剤から（例えば、自家蛍光または励起源によって生成される蛍光によって）放射さ
れる実質的に弱い蛍光（例えば、蛍光の４０％未満、３０％未満、２０％未満、１０％未
満、または５％未満）が検出器の検出チャネルで検出されるか、または全く検出されない
（図１２Ｂの波長範囲λ１－λ２を参照）。
【０１０４】
　図１２Ｂに概略的に示されているように、適切な染料と消光剤の対を選択する１つのア
プローチでは、蛍光染料（例えば、膜透過性染料）の発光スペクトルは斜線で示され、消
光剤（例えば、膜不透過性消光剤）の発光スペクトルは実線で示されている。検出のバン
ド幅（ＢＤ、例えば、波長値λ１と波長値λ２との間の波長範囲として表される）を有す
る検出器は、蛍光染料の発光スペクトルの部分（領域Ｘとして示されている領域）を検出
することができる。領域Ｘは、蛍光染料の検出可能な発光である。消光剤がそれ自体の発
光スペクトルを有する（特定の消光剤は蛍光性ではなく、発光スペクトルを生成しない）
または消光剤の発光スペクトルが染料の発光スペクトルの少なくとも一部と重複すると仮
定し、検出のバンド幅を考えると、検出器は、時には、消光剤の発光スペクトルの一部（
領域Ｙとして示されている領域）を検出することもできる。領域Ｙは、消光剤の検出可能
な発光である。消光剤が発光スペクトルを生成する場合は、消光剤の検出可能な発光（領
域Ｙ）は、生存細胞の検出に適切なＳ／Ｎ比を得るためには、染料の検出可能な発光（領
域Ｘ）の５０％以下（例えば、４０％以下、３０％以下、２０％以下、１０％以下、また
は５％以下）である。好ましい一実施形態では、消光剤の検出可能な発光（領域Ｙ）は、
染料の検出可能な発光（領域Ｘ）の３０％以下である。
【０１０５】
　このアプローチは、染料および消光剤の蛍光発光スペクトルを考慮し、そして提案され
る検出器のバンド幅の範囲内の各スペクトルの下側の部分（曲線の下側の領域）を特定す
ることによって行うことができる（図１２Ｂを参照）。次いで、これらの値の比率を使用
して、消光剤の検出可能な発光が、染料の検出可能な発光の５０％以下であるかを決定す
ることができる。染料と消光剤の対の選択は、検出器での検出の適切なバンド幅の選択、
蛍光染料、および消光剤によって決まる。
【０１０６】
　適切な染料と消光剤の対の選択のために代替のアプローチを使用することができる。例
えば、別の実施形態では、蛍光染料の発光スペクトルと消光剤の発光スペクトル（存在す
る場合）との分離を、蛍光染料の臨界発光波長範囲と消光剤の臨界発光波長範囲の非重複
によって特徴付けることができる。蛍光染料の臨界発光波長範囲の消光剤と臨界発光波長
範囲との分離は図１２Ｃに例示されている。用語「臨界発光波長範囲」またはＣＥＲλは
、フルオロフォアがその発光スペクトルのλｍａｘでの最大発光強度の少なくとも４０％
、５０％、６０％、７０％、８０％、または９０％である発光強度を有する発光プロファ
イルの波長範囲を意味する。従って、蛍光染料の臨界発光波長範囲は、蛍光染料がその発



(40) JP 6240162 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

光スペクトルのλｍａｘでの最大発光強度の少なくとも４０％、５０％、６０％、７０％
、８０％、または９０％である発光強度を有する蛍光染料の発光プロファイルの波長範囲
である。消光剤の臨界発光波長範囲は、消光剤がその発光スペクトルのλｍａｘでの最大
発光強度の少なくとも４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、または９０％である発
光強度を有する消光剤の発光プロファイル（存在する場合）の波長範囲である。
【０１０７】
　さらに例示するために、例示的な蛍光染料の発光強度および例示的な消光剤の発光強度
が図１２Ｃに例示されている。蛍光染料の臨界発光波長範囲は、ＣＥＲλ染料として示さ
れ、蛍光染料の発光強度が蛍光染料のλｍａｘでのその最大発光強度の少なくとも５０％
であるこれらの波長に一致する。消光剤の臨界発光波長範囲は、ＣＥＲλ消光剤として示
され、消光剤の発光強度が消光剤のλｍａｘでのその最大発光強度の少なくとも５０％で
あるこれらの波長に一致する。図１２Ｃに示されているように、蛍光染料の臨界発光波長
範囲と消光剤の臨界発光波長範囲との重複が存在しない。波長間の差（即ち、λ１－λ２

）は、図１２Ｃの参照符号「ｄ」によって示され、このｄは、好ましくは、少なくとも５
ｎｍ（または少なくとも１０ｎｍ、少なくとも２０ｎｍ、少なくとも３０ｎｍ、少なくと
も４０ｎｍ、少なくとも５０ｎｍ、少なくとも６０ｎｍ、少なくとも７０ｎｍ、少なくと
も８０ｎｍ、少なくとも９０ｎｍ、または少なくとも１００ｎｍ）である。
【０１０８】
　蛍光染料および消光剤の発光スペクトルによっては、閾値強度（例えば、染料のλｍａ

ｘでのその最大発光強度の５０％）を超える波長が連続していないこともあることを理解
されたい。例えば、染料および／または消光剤の発光スペクトルは、閾値強度（例えば、
染料または消光剤のλｍａｘでのそれぞれの最大発光強度の５０％）を超える２つ以上の
波長範囲を含み得る。好ましくは、蛍光染料の臨界発光波長範囲と消光剤の臨界発光波長
範囲との間の重複が殆ど、または全く存在しない。これらの基準を使用すると、本明細書
で説明される細胞の生死判別アッセイに有用な染料と消光剤の組み合わせを選択すること
が可能である。
【０１０９】
　特定の膜透過性蛍光染料および膜不透過性蛍光消光剤の濃度は、（ｉ）生存細胞中の蛍
光染料が十分な蛍光強度を提供する、（ｉｉ）非生存細胞中の蛍光染料の蛍光を実質的に
消光する、かつ（ｉｉｉ）染料および／または消光剤の全ての毒性を最小限にするように
選択される。特定の実施形態では、膜透過性蛍光染料は、細胞に添加される場合、約０．
１μＭ～約５０μＭ、約０．５μＭ～約３０μＭ、または約１μＭ～約１０μＭの範囲の
濃度で使用される。特定の実施形態では、細胞に添加される膜不透過性蛍光消光剤の量は
、蛍光染料とほぼ同等以上のモル濃度である。特定の実施形態では、細胞に添加される膜
不透過性蛍光消光剤の量は、細胞に添加される場合は、０．１μＭ～約２００ｍＭ、約０
．５μＭ～約１００ｍＭ、約０．５μＭ～約１ｍＭ、約０．５μＭ～約５００μＭ、約１
μＭ～約５００μＭ、または約１μＭ～約１００μＭの濃度である。他の実施形態では、
消光剤は、例えば、蛍光染料の濃度に対して２倍、３倍、４倍、５倍、６倍、７倍、８倍
、９倍、１０倍、２０倍、４０倍、６０倍、８０倍、１００倍、２００倍、３００倍、４
００倍、５００倍、１０００倍、または２，０００倍、５，０００倍、１０，０００倍、
２０，０００倍、５０，０００倍、または１００，０００倍を超えるモル濃度で添加され
る。消光剤の量は、この消光剤が所与のサンプル中で検出される細胞に対して非毒性また
は実質的に非毒性であるように選択されるべきである。特定の実施形態では、細胞に添加
される膜不透過性蛍光消光剤の量は、細胞に添加される膜透過性蛍光染料の量に対して約
５倍モル過剰～約２０倍モル過剰、または約５倍モル過剰～約１０倍モル過剰の範囲であ
る。
【０１１０】
　検出される細胞および所望の感度によっては、複数の異なる蛍光染料および／または複
数の異なる蛍光消光剤に細胞を曝露することが可能である。さらに、使用済みへの染料お
よび消光剤ならびに検出される細胞によっては、細胞を蛍光染料に曝露し、次いで蛍光消
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光剤に曝露することができる。あるいは、細胞は、蛍光染料および蛍光消光剤に同時に曝
露することができる。特定の方法では、例えば、生理学的に許容され得る塩および／また
は緩衝液を使用する洗浄ステップを使用して、検出の前に残存染料または残存消光剤を除
去することができる。特定の方法では、続く洗浄ステップは、必ずしも必要ではなく、こ
の洗浄ステップは、使用される場合、蛍光染料が、例えば、洗浄ステップ中に細胞からの
拡散により生存細胞から除去または取り出され、望ましくない場合さえもある。
【０１１１】
　検出方法は、単一細胞、細胞クラスター、または細胞コロニーに対して行うことができ
る。例えば、アッセイの感度を高めるための特定の状況下では、細胞を蛍光染料および蛍
光消光剤に曝露する前および／または最中および／または後で、細胞増殖ができる条件下
で細胞を培養することが望ましいであろう。増殖培地、温度、培養期間の選択を含む培養
条件は、サンプル中の少なくとも１つの細胞が１回以上細胞分裂できるように選択するこ
とができる。
【０１１２】
　例えば、必要な感度によっては、細胞が膜に収集されたら、この細胞を、増殖培地およ
び／または胞子発芽開始剤に接触させ、次いで１回以上の倍加時間に亘って増殖させて膜
の特定の位置にある細胞の数を増加させることができる。一実施形態では、細胞が膜２０
２に収集され、蛍光染料および蛍光消光剤を含む溶液および増殖培地（例えば、ＰＭＬ　
Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｓ，Ｗｉｓｏｎｖｉｌｌｅ，ＯＲのＮｕｔｒｉｅｎｔ　
Ｂｒｏｔｈ　Ｔ７　１０５）をカップアセンブリの中に注ぎ入れ、真空吸引によって膜２
０２を通過させる。次いで、蓋５８８をベース５５４に配置し（図１０Ｃを参照）、得ら
れたユニットを、予め設定された温度（例えば、３７℃）のインキュベーター内に配置し
、微生物の倍加時間によって決まる所望の期間（例えば、１５分～８時間または３０分～
４時間）インキュベートすることができる。この期間中、膜２０２は、固体支持体５５８
内に存在する増殖培地および染料を考慮して湿った状態に維持される。このアプローチは
、蛍光染料および消光剤が細胞に浸透して細胞を染色するための時間も提供する。インキ
ュベーション後、ベース５５４を、検出装置に挿入するためにステージ８０２に移して配
置することができる。
【０１１３】
　特定の実施形態では、蛍光染料および／または蛍光消光剤は細胞内の核酸に結合する。
他の実施形態では、蛍光染料と蛍光消光剤は細胞内で互いに結合する。
【０１１４】
　特定の実施形態では、１つまたは複数の蛍光染料を励起するために使用される光ビーム
は、約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約９００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約８
００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約７００ｎｍ、または約３５０ｎｍ～約６００ｎｍの範囲の波
長を有する。例えば、励起光の波長は、約３５０ｎｍ～約５００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約
５００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約６００ｎｍ、約４００ｎｍ～約５５０ｎｍ、約４００ｎｍ
～約６００ｎｍ、約４００ｎｍ～約６５０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約６００ｎｍ、約４５０
ｎｍ～約６５０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約７００ｎｍ、約５００ｎｍ～約６５０ｎｍ、約５
００ｎｍ～約７００ｎｍ、約５００ｎｍ～約７５０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約７００ｎｍ、
約５５０ｎｍ～約７５０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約８００ｎｍ、約６００ｎｍ～約７５０ｎ
ｍ、約６００ｎｍ～約８００ｎｍ、約６００ｎｍ～約８５０ｎｍ、約６５０ｎｍ～約８０
０ｎｍ、約６５０ｎｍ～約８５０ｎｍ、約６５０ｎｍ～約９００ｎｍ、約７００ｎｍ～約
８５０ｎｍ、約７００ｎｍ～約９００ｎｍ、約７００ｎｍ～約９５０ｎｍ、約７５０～約
９００ｎｍ、約７５０～約９５０ｎｍ、または約７５０～約１０００ｎｍの少なくとも１
つの範囲である。特定の範囲は、約３５０ｎｍ～約６００ｎｍおよび約６００ｎｍ～約７
５０ｎｍを含む。
【０１１５】
　蛍光発光は、約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約９００ｎｍ、約３５０
ｎｍ～約８００ｎｍ、約３５０ｎｍ～約７００ｎｍ、または約３５０ｎｍ～約６００ｎｍ
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の範囲内で検出することができる。例えば、蛍光発光は、約３５０ｎｍ～５５０ｎｍ、約
４５０ｎｍ～約６５０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約７５０ｎｍ、約６５０ｎｍ～約８５０ｎｍ
、または約７５０ｎｍ～約９５０ｎｍ、約３５０ｎｍ～約４５０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約
５５０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約６５０ｎｍ、約６５０ｎｍ～約７５０ｎｍ、約７５０ｎｍ
～約８５０ｎｍ、約８５０ｎｍ～約９５０ｎｍ、約３５０ｎｍ～約４００ｎｍ、約４００
ｎｍ～約４５０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約５００ｎｍ、約５００ｎｍ～約５５０ｎｍ、約５
５０ｎｍ～約６００ｎｍ、約６００ｎｍ～約６５０ｎｍ、約６５０ｎｍ～７００ｎｍ、約
７００ｎｍ～約７５０ｎｍ、約７５０ｎｍ～約８００ｎｍ、約８００ｎｍ～約８５０ｎｍ
、約８５０ｎｍ～約９００ｎｍ、約９００ｎｍ～約９５０ｎｍ、または約９５０ｎｍ～約
１０００ｎｍの範囲内で検出することができる。特定の実施形態では、放射光は、約６６
０ｎｍ～約６９０ｎｍ、約６９０ｎｍ～約７２０ｎｍ、および／または約７２０ｎｍ～約
８５０ｎｍの範囲内で検出される。
【０１１６】
　上記のそれぞれでは、この方法は、生存細胞、非生存細胞、または生存細胞と非生存細
胞の組み合わせを標識する第２の異なる膜透過性蛍光染料に細胞を曝露するステップをさ
らに含み得る。
【０１１７】
（ＩＶ）細胞の検出
　細胞収集システムを使用して、流体サンプル中に元々存在した細胞を収集したら、膜ま
たは膜アセンブリを、適切な検出システムの中に挿入するために膜ホルダー（例えば、ホ
ルダー８０２）の中に挿入することができる。例示的な検出システムは、例えば、２０１
０年１１月３日出願の国際出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１０／０５４９６５号明細書、２０１１
年２月２４日出願の米国特許出願第１３／０３４，４０２号明細書、２０１０年１１月３
日出願の国際出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１０／０５４９６６号明細書、２０１１年２月２４日
出願の米国特許出願第１３／０３４，３８０号明細書、２０１０年１１月３日出願の国際
出願ＰＣＴ／ＩＢ２０１０／０５４９６７号明細書、および２０１１年２月２４日出願の
米国特許出願第１３／０３４，５１５号明細書に記載されている。上述の検出システムで
は、励起光ビームが膜の表面に照射されるときに、膜が回転させられる。放射された光は
、少なくとも１つの光検出器で検出される。
【０１１８】
　透過性膜の回転を容易にするために、膜を膜ホルダーに配設することができる。一実施
形態では、例えば、膜および任意選択のスポークを含む膜アセンブリでは、この膜アセン
ブリを、図１Ａのサンプルアセンブリ１２０内に配置することができる膜ホルダーの中に
挿入することができる。特に、膜アセンブリは、回転プラットフォーム１３０上に配置す
ることができる。
【０１１９】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、このような検出システムに使用することができる例示的な
膜ホルダーを示している。膜ホルダー７００は、中心円柱凹部７０４およびオフセット駆
動開口またはノッチ７０６を画定している容器７０２（例えば、アルミニウムから形成さ
れた金属容器）を備えている。容器７０２は、回転軸が凹部７０４内に収容される、結合
される、または他の方法で係合するように、この回転軸に配設することができる。回転軸
は、ホルダー７００を支持するディスクを形成することができ、かつ突出部、例えば、駆
動ノッチ７０６に結合する駆動ピンを備えることができる。結果として、ディスクのその
回転軸を中心とする回転により、膜ホルダー７００が滑ることなくディスクと共に回転す
る。
【０１２０】
　容器７０２は、膜およびこの膜を全体的に平らに保持するためのあらゆる構成要素を収
容するチャンバー７０８も画定している。これらの構成要素は、スポークを有するホルダ
ー（図２Ａおよび図２Ｂを参照して説明された）、マスク（図３Ａおよび図３Ｂを参照し
て説明された）、および／または多孔質支持部材（図４Ａ～図４Ｂを参照して説明された
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）を含む。複数の磁石７１２を、チャンバー７０８の下の容器７０２内に配設することが
できる。例示的な磁石の構造７１０が、図１３Ｂに示されている。この構造７１０は、容
器７０２の回転軸またはその近傍に中心を有するほぼ円形パターンに配置された３つの磁
石７１２を含む。磁石７１２の円の平面が、チャンバー７０８の表面に対して実質的に平
行である。容器７０２は、磁気リング７１６に包囲された窓７１４、例えば、ガラス、ポ
リカーボネート、またはパースペクスの窓をさらに備える。特定の実施形態では、磁石７
１２は、ディスク型磁石であり、回転中に要素を（例えば、磁気リング７１６の引力によ
って）チャンバー７０８内に維持するために使用される。構造７１０は単なる例示目的で
あること、ならびに他の構造、例えば、３つの磁石よりも少ない、または多い構造が、円
形パターン以外のパターンおよび他の保持機構を有することができ、これらの構造が本発
明の範囲内であると見なされることを理解されたい。
【０１２１】
　窓７１４は、下側の細胞保持膜および細胞を保護し、かつ後に膜が除去されて生存細胞
の増殖を容易にする条件下（例えば、温度、水分、および栄養）でインキュベートされる
場合に膜の無菌性を維持することができる。磁気リング７１６は、磁気ステンレス鋼リン
グ７２０を形成する延長部７１８を有し得る。延長部７１８の中心は、容器７０２の回転
軸またはその近傍に位置する。従って、窓７１４が、チャンバー７０８に収容された膜ア
センブリ上に配設されると、リング７２０は、磁石７１２の構造７１０上に実質的に直接
配設される。磁気リング７２０、従って窓７１４が、磁石７１２に向かって移動するとき
に、チャンバー７０８に収容された膜が、容器７０２がその回転軸を中心に回転するため
全体的に所定の位置に維持される。また延長部７１８が、膜に対して（例えば、中心マス
クなどを介して）下方の圧力を加えることができ、これが、チャンバー７０８に収容され
た膜を平面に維持するのに役立つ。
【０１２２】
　図１３Ｃは、容器（カートリッジホルダーとも呼ばれる）７０２内に配設された光検出
システムアセンブリに使用される膜ホルダーアセンブリを示している。本明細書で説明さ
れるものを含む他の膜アセンブリも、容器／ホルダー７０２に収容することができる。窓
７１４は、膜アセンブリ２００上に配設される。磁石７１２は、容器７０２の底面７７２
にある凹部７７０に配設される。上記説明されているように、膜アセンブリ２００がチャ
ンバー７０８に収容されると、磁石７１２が、窓７１４のリング７２０を容器／カートリ
ッジホルダー７０２の表面７７２に向かって引き寄せ、これにより、膜アセンブリ２００
が、図１３Ｄに示されているように所定の位置に保持される。
【０１２３】
　次いで、容器／ホルダー７０２を、この容器／ホルダー７０２のベースに画定されてい
る凹部に係合する駆動機構７８４および軸７８２を有するディスクまたはチャック７８０
上に配置することができる。軸７８２は、ノッチ７０４に係合する。ディスク／チャック
７８０は、検出システムの電動機軸に取り付けられる。電動機軸の回転により、膜アセン
ブリ２００が回転する。軸７８２および駆動機構７８４は、容器／ホルダー７０２がディ
スク７８０の表面に対して滑る、またはスライドするのを防止する。加えて、磁石７８６
は、容器／ホルダー７０２をディスク７８０の表面の所定の位置に整合させ、これにより
、膜アセンブリ２００の最初の方位の位置合わせが容易になる。このような位置合わせは
、あらゆる蛍光事象（例えば、生存細胞、非生存細胞、または粒子によって放射される光
）の位置をマッピングする際に有利であり得る。
【０１２４】
　膜ホルダーの多くの他の実施形態も考えられる。例えば、容器のリムに配設された３つ
の磁石ならびに３つのノッチおよび３つの脚を備えた一体または別個の磁石リムを有する
窓を備えた膜ホルダーが考えられる。このような実施形態では、膜ホルダーのリブは３つ
のストッパーを有し得る。磁石リムが容器に配設されると、脚が、ストッパーと接触する
までリムの外面に沿ってスライドすることができる。磁石がリムに配設され、ノッチが磁
石リムに位置しているため、脚がストッパーに接触すると、各ノッチが、１つの磁石の真
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上に位置する。この位置では、磁石リムおよび窓を膜ホルダーから容易に分離することが
でき、膜アセンブリを、容器のチャンバーに対して着脱することができる。その後、窓を
元に戻すことができる。窓を回転させて、ノッチが磁石に整合しないようにし、これによ
り、磁石リムおよび窓が、磁石によって実質的に所定の位置に保持される。結果的に、チ
ャンバーに収容された膜アセンブリも、実質的に所定の位置に保持される。
【０１２５】
　多孔質膜アセンブリ２００の汚染のリスクを高め得る、この膜アセンブリ２００を膜ホ
ルダーに移す多数の操作ステップを最小限にするために、膜ホルダーを、カップのベース
（例えば、ベース５５４）と共に膜アセンブリに係合するように構成することができる。
図１４Ａ～図１４Ｃは、ベース５５４を収容するように構成されたステージ８０２を示し
ている。ステージ８０２は、複数の凹部８１０を備えることができ、各凹部は、別個のベ
ース５５４を収容するように構成されている。凹部の壁８１２は、ベース５５４のテーパ
状の下部５７６を収容するように同様にテーパ状であり、これが、回転中の安定性を保つ
確実な取り付けに役立つ。ステージ８０２は、実質的に円形の形態で示されているが、任
意の形状にすることができる。ステージ８０２は、エンクロージャー１１０内に永久また
は一時的に適合する大きさにすることができる。ステージの下面８１０は、チャック８０
４に取り付けるための嵌め合い凹部８１４を備えている（図１５Ａ～図１５Ｄに示されて
いる）。チャック８０４は、ステージ８０２を支持するベースであり、かつこのステージ
８０２を回転させる手段でもある。チャック８０４は、エンクロージャー１１０内に永久
に設置しても良いし、または取り外し可能としても良い。ステージ８０２およびチャック
８０４がエンクロージャー１１０内に既に配設されている一実施形態では、運転を開始す
る際に、飽和膜２０２を備えたベース５５４をエンクロージャー１１０の中に移すだけで
良く、操作ステップの数が最小限になる。チャック８０４は、運転中の安定性を高めるた
めにステージ８０２の大部分を支持する大きさにすることができる上面８２０を有する。
上面８２０の突出部８２２は、図１５Ａに破線で示されているステージ８０２の嵌め合い
凹部８１４に嵌合するように構成されている。突出部８２２は、ステージ８０２をチャッ
ク８０４にさらに固定するための締め具（例えば、止めねじ）を受容する開口８２４を有
し得る。チャック８０４の底面８２６は、チャック８０４を回転させる駆動装置に嵌合す
る突出部８２８を有する。
【０１２６】
　上述のように、細胞および／または粒子の正確な検出および／または推定のために、多
孔質膜２０２は、平らにし、実質的に水平にし、そしてこの膜２０２に衝当する光の源か
ら一定の距離またはほぼ一定の距離にするべきである。任意選択で、膜２０２は、検出シ
ステム１７０の焦点距離またはその近傍に配置する。ベース５５４の厚さおよびベース５
５４の表面の平面度は、膜２０２の高さおよび平面に影響を及ぼし得る。
【０１２７】
　距離および平面性は、種々のアプローチで維持することができる。一実施形態では、図
１６Ａ～図１６Ｄに示されているように、図１のシステムに使用されるアセンブリを使用
すると、図示されているポスト７９０が、ベース５０４の開口５１２を通過して、このベ
ース５０４内に配設された多孔質部材４０４の底面に接触することができる。多孔質部材
４０４は、図１６Ｄに示されているようにベース５０４から持ち上げられている。多孔質
部材４０４の上面および底面の両方を非常に平ら、かつ平行にし、そして検出システム１
７０の焦点面に配設することができる。ポスト７９０の高さは、ポスト７９０がベース５
０４を用いずに膜支持部材４０４を直接支持するように、検出システム１７０の所定の高
さに水平面を画定するように正確に機械加工されている。従って、支持部材４０４の厚さ
と平面度のみを正確に制御することにより、膜２０２の露出面を、検出システム１７０の
焦点面に確実かつ繰り返し可能にほぼ正確に配置することができる。従って、ベース５０
４の寸法のばらつきは、検出システム１７０の精度に影響を及ぼさない。言い換えれば、
多孔質部材４０４の上面に配設される膜２０２は、一貫して、検出システム１７０の焦点
面に実質的に位置し得る。ベース５０４に関して説明したが、ベース５５４は、ポスト７
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９０と共に使用することができる同様の開口５８６を有する。
【０１２８】
　別の実施形態では、ポストは、容器／ホルダーの底面に配設され、この底面から延びて
いる。カップのベースは、ポストがベースに形成された対応する孔を通過するようにこの
ポストの上に配設される。ポストの高さは、膜が、実質的に水平面に位置し、かつ容器／
ホルダーの底面から指定許容範囲内の特定の高さとなるように調整することができる。従
って、膜は、検出システムの焦点面またはその近傍に位置し得る。
【０１２９】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法を使用して、液体サンプル中の生存細胞（例
えば、真核細胞または原核細胞）の存在および／または量を検出することができる。この
方法は、細胞収集システムおよび／または細胞サンプル中の生存細胞の存在を検出する光
検出システムと組み合わせて使用することができる。この方法は、目的の特定のサンプル
のバイオバーデン（例えば、生存細胞（例えば、生存微生物、例えば、細菌、酵母、およ
び真菌）の数および／またはパーセンテージおよび／または画分）を測定する方法に使用
することができる。
【０１３０】
　本発明は、液体サンプル中の細胞の存在および／または量を決定する方法を提供する。
この方法は、次のステップを含む：（ａ）本明細書で上記開示された細胞収集システムお
よび／または細胞収集カップのいずれか１つにおけるサンプル中に存在する細胞、例えば
、生存細胞を収集するステップ；および（ｂ）ステップ（ａ）で収集された細胞の存在ま
たは量を決定するステップ。この方法は、収集された細胞を検出可能な部分、例えば、蛍
光標識（蛍光部分）を用いて標識する、例えば、選択的に標識するステップをさらに含み
得る。決定するステップは、光検出器、例えば、蛍光検出器を利用することができる。本
発明は、液体サンプル中の生存細胞の存在を検出し、かつ／または細胞の生存率を測定す
る方法も提供する。この方法は、次のステップを含む：（ａ）サンプル中および／または
上記開示された細胞収集カップ中に存在する細胞を収集するステップ；（ｂ）収集した生
存細胞を選択的に標識するステップ；およびステップ（ｂ）で標識された細胞の存在を検
出するステップおよび／またはステップ（ｂ）で標識された細胞の生存率を測定するステ
ップ。細胞は、それぞれ蛍光部分を含み得る生死判別染色剤および生死判別染色システム
の少なくとも１つを用いて標識することができる。標識された生存細胞は、光検出器、例
えば、蛍光検出器を用いて検出することができる。
【０１３１】
　本発明は、液体サンプル中の生存細胞の存在および／または量を検出する方法も提供す
る。この方法は、（ａ）蛍光標識を備えた実質的に平面の多孔質膜の少なくとも一部を液
体サンプルが通過した後に、この実質的に平面の多孔質膜の一部に保持された全ての生存
細胞を蛍光標識で標識するステップ；（ｂ）検出システムに対して多孔質膜を回転させる
ことによって多孔質膜の一部をスキャンするステップであって、検出システムが、（ｉ）
蛍光標識を励起して発光事象を生じさせるのに適した波長の光ビームを放射する光源、お
よび（ｉｉ）発光事象を検出することができる少なくとも１つの検出器を含み、前記スキ
ャンにより、平面の多孔質膜の複数の領域を調べ、全ての生存細胞に関連した蛍光標識の
励起によって生じる発光事象を検出する、ステップ；および（ｃ）ステップ（ｂ）で検出
された発光事象に基づいて膜によって収集された生存細胞の存在および／または量を決定
するステップを含む。
【０１３２】
　スキャンするステップは、多孔質膜上の入れ子状円形パターンおよび螺旋パターンの少
なくとも１つを光ビームでトレースするステップを含み得る。スキャンするステップの際
に、検出システムが静止したままで、多孔質膜を（例えば、線形移動によって）移動させ
ることができることを理解されたい。あるいは、多孔質膜が１点を中心に回転している（
即ち、多孔質膜が１つの回転軸を中心に回転している）ときに、検出システムを（例えば
、線形移動によって）移動させることができる。あるいは、多孔質膜と検出システムの両
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方が移動することができ、これらの相対位置を互いに対して測定することが可能である。
【０１３３】
　運転中、膜ホルダー７００および膜は、一定の速度で回転し、この回転速度は、約１ｒ
ｐｍ～約５，０００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約１，０００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約７５０ｒ
ｐｍ、約１ｒｐｍ～約５００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約４００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約３０
０ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約２００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約１００ｒｐｍ、約１ｒｐｍ～約
５０ｒｐｍ、２０ｒｐｍ～約５，０００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約１，０００ｒｐｍ、約
２０ｒｐｍ～約７５０ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約５００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約４００
ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約３００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約２００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ
～約１００ｒｐｍ、約２０ｒｐｍ～約５０ｒｐｍ、３０ｒｐｍ～約５，０００ｒｐｍ、約
３０ｒｐｍ～約１，０００ｒｐｍ、約３０ｒｐｍ～約７５０ｒｐｍ、約３０ｒｐｍ～約５
００ｒｐｍ、約３０ｒｐｍ～約４００ｒｐｍ、約３０ｒｐｍ～約３００ｒｐｍ、約３０ｒ
ｐｍ～約２００ｒｐｍ、約３０ｒｐｍ～約１００ｒｐｍ、または約３０ｒｐｍ～約５０ｒ
ｐｍの範囲とすることができる。
【０１３４】
　同様に、この回転する膜は、この回転速度に依存しても依存しなくても良い一定の直線
速度で検出システムに対して移動させることができる。この直線速度は、約０．０１ｍｍ
／分～約２０ｍｍ／分、約０．０１ｍｍ／分～約１０ｍｍ／分、約０．０１ｍｍ／分～約
５ｍｍ／分、約０．０１ｍｍ／分～約２ｍｍ／分、約０．０１ｍｍ／分～約１ｍｍ／分、
約０．０１ｍｍ／分～約０．５ｍｍ／分、約０．０６ｍｍ／分～約２０ｍｍ／分、約０．
０６ｍｍ／分～約１０ｍｍ／分、約０．０６ｍｍ／分～約５ｍｍ／分、約０．０６ｍｍ／
分～約２ｍｍ／分、約０．０６ｍｍ／分～約１ｍｍ／分、約０．０６ｍｍ／分～約０．５
ｍｍ／分、約０．１ｍｍ／分～約２０ｍｍ／分、約０．１ｍｍ／分～約１０ｍｍ／分、約
０．１ｍｍ／分～約５ｍｍ／分、約０．１ｍｍ／分～約２ｍｍ／分、約０．１ｍｍ／分～
約１ｍｍ／分、約０．１ｍｍ／分～約０．５ｍｍ／分、約０．６ｍｍ／分～約２０ｍｍ／
分、約０．６ｍｍ／分～約１０ｍｍ／分、約０．６ｍｍ／分～約５ｍｍ／分、約０．６ｍ
ｍ／分～約２ｍｍ／分、または約０．６ｍｍ／分～約１ｍｍ／分と様々にすることができ
る。
【０１３５】
　図１７Ａは、本明細書で説明される生死判別染色法で染色された細胞の概略図である。
これらの細胞は、生存（生）細胞と非生存（死）細胞の両方に浸透する膜透過性蛍光染料
に曝露される。膜不透過性消光剤に曝露されると、この消光剤のみが非生存細胞に浸透し
てその内部に滞留して、非蛍光性の染料と消光剤の複合体を形成し、非生存細胞中の蛍光
染料は、消光され、検出システムによって検出できる実質的な発光事象を生成しない。対
照的に、生存細胞中の蛍光染料は、消光されず、検出システムによって検出できる実質的
な発光事象を生成し得る。この図面では、蛍光染料と蛍光消光剤が互いに結合して複合体
を形成している。この手法では、生存細胞は、死細胞によって生成される発光事象よりも
遥かに強い（明るい）発光事象を生成する。
【０１３６】
　図１７Ｂは、図１７Ａに示されている生死判別染色法で染色された細胞の概略図である
。しかしながら、この実施形態では、蛍光染料と蛍光消光剤は共に、細胞内で核酸、例え
ば、ＤＮＡまたはＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡまたはｔＲＮＡ）に結合している。膜透過性
蛍光染料は、生存（生）細胞および非生存（死）細胞の両方に浸透し、膜不透過性消光剤
は、非生存細胞のみに浸透してその内部に滞留して、核酸が結合した非蛍光性の染料と消
光剤の複合体を形成する。結果として、非生存細胞内の蛍光染料は、消光され、検出シス
テムによって検出できる実質的な発光事象を生成しない。対照的に、生存細胞中の蛍光染
料は、消光されず、検出システムによって検出できる実質的な発光事象を生成し得る。結
果として、生存細胞は、死細胞によって生成される発光事象よりも遥かに強い（明るい）
発光事象を生成する。
【０１３７】
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　本明細書で説明される方法（例えば、図１７Ａおよび図１７Ｂに概略的に示されている
）によって染色された細胞の例示的な図が図１８に示されている。検出システムによって
調べられる領域１１１０は、明るい生存細胞１１２０および暗い非生存細胞１１３０を含
む。蛍光事象の数、大きさ、および位置をデジタルで収集して、操作者がサンプル中の生
存細胞を定量する（例えば、生存細胞の数またはパーセンテージを決定する）ことができ
、かつ／または他の方法で特定のサンプルのバイオバーデンを決定できる形態で表すこと
ができる。
【０１３８】
　上述のように、特定の実施形態では、細胞収集システム、染色法、および検出ステップ
は、複数の検出可能な粒子、例えば、蛍光粒子を含む、または使用することができる。こ
れらの粒子は、細胞収集システム、細胞収集法、検出システム、および生存細胞を検出す
る方法の１つ以上が正確に機能するように正の対照系の一部として使用することができる
。これらの蛍光粒子は、少なくとも約３５０ｎｍ～約１０００ｎｍの範囲の波長を有する
光によって励起されるように構成することができる。例えば、この波長は、約３５０ｎｍ
～約６００ｎｍ、約４００ｎｍ～約６５０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約７００ｎｍ、約５００
ｎｍ～約７５０ｎｍ、約５５０ｎｍ～約８００ｎｍ、約６００ｎｍ～約８５０ｎｍ、約６
５０ｎｍ～約９００ｎｍ、約７００ｎｍ～約９５０ｎｍ、約７５０～約１０００ｎｍの少
なくとも１つの範囲である。特定の範囲は、約３５０ｎｍ～約６００ｎｍおよび６００ｎ
ｍ～約７５０ｎｍを含む。
【０１３９】
　細胞収集システムのデザインによっては、粒子を、多孔質膜の少なくとも一部の上に予
め配設する、またはこの膜に関連したマスクに形成されたウェル内に配設することができ
る。あるいは、サンプルを多孔質膜に通す前に、粒子（例えば、蛍光粒子）を液体サンプ
ルと混合することができる。このようなアプローチでは、蛍光粒子を、目的のサンプルが
添加される容器で乾燥させることができる。その後、粒子を、液体サンプルに再懸濁およ
び／または分散させることができる。あるいは、目的のサンプルと混合する第２の溶液に
蛍光粒子を含めることができる。その後、粒子を、液体サンプル中に分散させることがで
きる。次いで、粒子、例えば、複数の粒子を、細胞サンプル中の細胞と共に多孔質膜上で
収集することができ、この粒子が、細胞収集システムの正の対照として機能する。粒子、
例えば、蛍光粒子は、光源からの光によって励起されて蛍光事象を生成したときに検出す
ることができる。
【０１４０】
　本明細書で説明される染色プロトコルを使用すると、細胞サンプル、例えば、液体サン
プルの少なくとも一部における生存細胞の数を決定することが可能である。液体サンプル
は、例えば、水サンプル、飲料液（例えば、ワイン、ビール、牛乳、または粉ミルクなど
）、体液（例えば、血液、リンパ液、尿、または脳脊髄液など）、増殖培地、ならびに目
的の供給源から細胞を（例えば、綿棒によって）収集して、細胞が存在する場合に、この
収集した細胞を液体サンプル、例えば、緩衝液または増殖培地に分散および／または懸濁
することによって調製される液体サンプルとすることができる。さらに、検出システムを
使用して、上記説明されているように透過性膜上の生存細胞の位置を決定することができ
る。
【０１４１】
　検出ステップの後に、生存細胞を、多孔質膜によって収集された生存細胞（例えば、微
生物）が成長および／または増殖できる条件下で培養することができる。生存微生物の属
および／または種を、標準的な手法、例えば、微生物学的染色および可視化法、または分
子生物学的手法、例えば、ポリメラーゼ連鎖反応、リガーゼ連鎖反応、およびローリング
サークル複製法などの増幅法、ならびに核酸の配列決定によって決定することができる。
【実施例】
【０１４２】
　ここで一般的に説明されている本発明は、以下の詳細な実施例を参照すればより良く理
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解することができ、これらの実施例は、本発明の特定の態様および実施形態を単に例示す
ることが目的であり、本発明の範囲を限定することを全く意図するものではない。
【０１４３】
実施例１－蛍光プローブおよび消光剤洗浄を用いた固体支持体上の生存大腸菌（Ｅ．ｃｏ
ｌｉ）および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の画像化
　この実施例は、蛍光プローブおよび１回の消光剤洗浄を用いて固体支持体上の生菌（大
腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ））を選択的に染色して画像化することが可能であることを実証する
。
【０１４４】
　生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞画分および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞画分を
、従来の培地プレートで培養したコロニーを採集して、細胞をリン酸緩衝生理食塩水（Ｐ
ＢＳ）に導入して調製した。次いで、細胞を、ボルテックスすることによって懸濁し、そ
してＰＢＳでさらに希釈して１．０のマックファーランド標準に等しい濁度にした。この
ストック溶液は、生細胞画分の機能を果たした。生細胞画分のアリコートをガラス管に移
し、このガラス管を沸騰水槽に約１５分間浸漬して、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）を加熱死さ
せた。ガラス管を沸騰水槽から取り出し、室温まで冷却した。この加熱死懸濁液は、死細
胞画分の機能を果たした。
【０１４５】
　蛍光染色溶液を、１：１００，０００希釈の１０％ｗ／ｖ　０．８μｍのＳｋｙ　Ｂｌ
ｕｅラテックス蛍光粒子（Ｓｐｈｅｒｏｔｅｃｈ，Ｌａｋｅ　Ｆｏｒｅｓｔ，ＩＬ）を含
むＰＢＳ中、０．００５ｍＭのオキサジン１７０パークロレート（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）溶液として調製した。別個の消光剤洗浄液を、ＰＢＳ
中、１０ｍＭのアスコルビン酸ナトリウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕ
ｉｓ，ＭＯ）溶液として調製した。
【０１４６】
　生細胞画分および死細胞画分をそれぞれ、１０ｍＬのＰＢＳで１：１０００に希釈し、
真空システムを用いて別個の０．２μｍの黒色Ｃｙｃｌｏｐｏｒｅ膜（Ｗｈａｔｍａｎ，
Ｓａｎｆｏｒｄ，ＭＥ）に通して細胞を各膜上に収集した。次いで、両方の膜を、５ｍＬ
の染色溶液で約３分間染色し、次いで、膜でろ過した。次いで、各膜を１０ｍＬの量の消
光剤洗浄液で洗浄した。
【０１４７】
　次いで、細胞を、５７５ｎｍ～６２５ｎｍの励起および６６０ｎｍ～７１０ｎｍの測定
発光の蛍光顕微鏡（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ，ＬＬＣ－Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ，ＮＹ）で画像
化した。図１９Ａは、生細胞集団を示す蛍光画像である。生存細胞では、不透過性消光剤
（アスコルビン酸ナトリウム）が生存細胞から排除されていた。結果として、生存細胞は
、明るく染色され、正の対照として機能する蛍光ラテックス粒子と同様であった。図１９
Ｂは、加熱死細胞を用いて生成した画像を示している。加熱死細胞にはアスコルビン酸消
光剤が浸透し、結果として、蛍光信号が消光され、蛍光していない。正の対照のラテック
ス粒子が図１９Ｂに見られ、これは、膜が粒子を収集する機能を果たし、膜の表面に焦点
が合っており、そして画像が等しい照射条件下およびパラメータで収集されたことを立証
している。
【０１４８】
実施例２－蛍光プローブおよび２つの光誘起電子移動（ＰＥＴ）消光剤を用いた生存大腸
菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞の判別
　この実施例は、蛍光プローブおよび２つのＰＥＴ消光剤を用いて溶液中の生菌（大腸菌
（Ｅ．ｃｏｌｉ））を選択的に染色して画像化することが可能であることを実証する。
【０１４９】
　生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）調製物および加熱死大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）調製物を、実
施例１で説明されているように調製した。次いで、加熱死大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）懸濁液
を生存細胞懸濁液に混ぜ、ボルテックスによって良く混合した。得られた細胞懸濁液は、
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生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）溶液および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）溶液の機能を果た
した。
【０１５０】
　蛍光プローブ－消光剤染色剤を、ＰＢＳ中、０．００５ｍＭのオキサジン１７０パーク
ロレート（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、０．４ｍＭのｐ－
スルホン酸カリックス［６］アレーン（ＴＣＩ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｐｏｒｔｌａｎｄ，Ｏ
Ｒ）、１００ｍＭのアスコルビン酸ナトリウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌ
ｏｕｉｓ，ＭＯ）からなる溶液として調製した。
【０１５１】
　次いで、生存腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）懸濁液を、細
胞を染色するために蛍光プローブ－消光剤溶液で１：１０００に希釈した。約５分のイン
キュベーション後、染色細胞溶液の液滴を顕微鏡スライドに添加し、蛍光顕微鏡（Ｃａｒ
ｌ　Ｚｅｉｓｓ，ＬＬＣ，Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ，ＮＹ）で画像化した。
【０１５２】
　図２０Ａおよび図２０Ｂは、位相コントラスト条件下（図２０Ａ）および蛍光条件下（
励起５７５～６２５ｎｍ、発光６６０～７１０ｎｍ）（図２０Ｂ）で収集された生存染色
大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）と非生存染色大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の組み合わせ画像を示して
いる。生存細胞および非生存細胞は、位相コントラスト条件下では識別できなかったが、
蛍光条件下では、生存細胞は明るく蛍光し、非生存細胞は蛍光しなかった。膜不透過性消
光剤、ｐ－スルホン酸カリックス［６］アレーン、およびアスコルビン酸ナトリウムが、
非生存細胞膜に通過して蛍光の効果的な消光をもたらした。
【０１５３】
実施例３－蛍光プローブ、光誘起電子移動（ＰＥＴ）消光剤、および蛍光共鳴エネルギー
移動（ＦＲＥＴ）消光剤を用いた生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）と非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏ
ｌｉ）との区別
　この実施例は、蛍光プローブおよびＰＥＴ消光剤とＦＲＥＴ消光剤との組み合わせを用
いて溶液中の生菌（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ））を選択的に染色して画像化することが可能
であることを実証する。
【０１５４】
　生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）細胞の両方を含
む細胞懸濁液を、実施例２で説明されているように調製した。蛍光プローブ－消光剤染色
剤を、ＰＢＳ中、０．００５ｍＭのオキサジン１７０パークロレート（Ｓｉｇｍａ－Ａｌ
ｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、０．２ｍＭのＩＲ－７８３（Ｓｉｇｍａ－Ａｌ
ｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、１００ｍＭの５’グアノシン一リン酸（Ｓｉｇ
ｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）からなる溶液として調製した。
【０１５５】
　次いで、生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）および非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）懸濁液を、
細胞を染色するために蛍光プローブ－消光剤溶液で１：１０００に希釈した。約５分のイ
ンキュベーション後、染色細胞溶液の液滴を顕微鏡スライドに添加し、蛍光顕微鏡（Ｃａ
ｒｌ　Ｚｅｉｓｓ，ＬＬＣ，Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ，ＮＹ）で画像化した。
【０１５６】
　図２１Ａおよび図２１Ｂは、位相コントラスト条件下（図２１Ａ）および蛍光条件下（
励起５７５～６２５ｎｍ、発光６６０～７１０ｎｍ）（図２１Ｂ）で収集された生存染色
大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）と非生存染色大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の組み合わせ画像を示して
いる。生存細胞および非生存細胞は、位相コントラスト条件下では識別できなかったが、
蛍光条件下では、生存細胞は明るく蛍光し、非生存細胞は蛍光しなかった。膜不透過性消
光剤が、非生存細胞膜を透過して蛍光の効果的な消光をもたらした。
【０１５７】
実施例４－蛍光プローブおよび消光剤洗浄を用いた、回転する膜上の生存微生物（大腸菌
（Ｅ．ｃｏｌｉ）およびカンジダアルビカンス（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ））
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の画像化
　この実施例は、図１Ａに概略的に示されている検出システムを用いて、蛍光プローブお
よび消光剤洗浄により生存微生物を選択的に染色して画像化することが可能であることを
実証する。
【０１５８】
　ＰＢＳ溶液中、５５０ＣＦＵの大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）のＢｉｏｂａｌｌと５５０ＣＦ
Ｕのカンジダアルビカンス（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ）のＢｉｏｂａｌｌとを
混合することによって生存微生物の溶液を調製した。この溶液を短時間ボルテックスして
細胞を懸濁した。次いで、懸濁液を、真空システムを用いて０．２μｍの黒色Ｃｙｃｌｏ
ｐｏｒｅ膜（Ｗｈａｔｍａｎ，Ｓａｎｆｏｒｄ，ＭＥ）に通して細胞を膜上に収集した。
この溶液を多孔質膜および多孔質支持部材を通過させることによって、細胞を、例えば、
図４Ａおよび図４Ｂに示されているように多孔質支持部材に配設された多孔質膜上に収集
した。
【０１５９】
　蛍光染色液を、ＰＢＳ中、０．００５ｍＭのオキサジン１７０パークロレート（Ｓｉｇ
ｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）溶液として調製した。別個の消光剤洗
浄液を、ＰＢＳ中、５０ｍＭのアスコルビン酸ナトリウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）溶液として調製した。次いで、収集した細胞を、５ｍＬの染
色溶液と共に約５分間インキュベートした。この染色溶液を膜でろ過し、続いて２０ｍＬ
の消光剤洗浄液で洗浄した。
【０１６０】
　次いで、得られた膜を、図１に概略的に示されている検出システムのプラットフォーム
に移した。この膜を、５回転／秒で回転させ、検出システムによって蛍光事象を検出した
。図２２は、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の生存集団およびカンジダアルビカンス（Ｃ．ａｌ
ｂｉｃａｎｓ）の生存集団が明るい蛍光事象としてはっきり見えるスキャン表面のごく一
部を示している。
【０１６１】
実施例５－核酸結合蛍光プローブおよび核酸結合消光剤を用いた生存微生物と非生存微生
物との区別
　この実施例は、核酸結合膜不透過性消光剤と組み合わせられた核酸結合膜透過性蛍光染
料を用いて生存微生物（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）
、カンジダアルビカンス（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ））を選択的に染色して画像化すること
が可能であることを実証する。
【０１６２】
　生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、生存黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）、生存カンジ
ダアルビカンス（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）、非生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、非生存黄色
ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）、および非生存カンジダアルビカンス（Ｃ．ａｌｂｉｃ
ａｎｓ）の細胞懸濁液を、従来の培養培地プレートからそれぞれの微生物のコロニーを採
取して、これらの細胞を０．９％（ｗ／ｖ）のＮａＣｌを含む別個のガラス管に導入して
用意した。次いで、細胞をボルテックスすることによって懸濁し、そして生理食塩水でさ
らに希釈して２．０のマックファーランド標準に等しい濁度にした。これらの懸濁液は、
生細胞画分の機能を果たした。各生細胞画分のアリコートを別個のガラス管に移し、次い
で、このガラス管を、加熱ブロックに入れて８０℃で２時間放置した。ガラス管を水槽か
ら取り出し、室温まで冷却した。これらの加熱死細胞懸濁液は、死細胞画分の機能を果た
した。
【０１６３】
　消光剤Ｑ１６を、Ｂｅｌｅｔｓｋａｙａら（２００５）Ｅｕｒ．Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ
．２００５，３８１－３０５の変更された方法に従ってすることができる。簡単に述べる
と、１ミリモルの１，４，５，８，－テトラクロロアントラキノン（Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｓｕｇａｒｌａｎｄ，ＴＸ）、０．０８ミリモルの
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トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム（０）（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，
Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、０．１６ミリモルの２，２’－ビス（ジフェニルホスフィノ
）－１，１’－ビナフチル（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ、５
ミリモルの３－（ジメチルアミノ）－１－プロピルアミン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、および５ミリモルの炭酸セシウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を５ｍＬのジオキサン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ
，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に混合する。この混合物を、密封容器内で、窒素下、１００
℃で２４時間撹拌する。得られた懸濁液をろ過し、ろ液を１００ｍＬの５％（ｗ／ｖ）の
炭酸カリウム水溶液で希釈した。得られた沈殿物を、遠心分離によって収集することがで
きる。次いで、得られたペレットを、５ｍＬの１－メチル－２－ピロリジノン（Ｓｉｇｍ
ａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に溶解し、そしてアルキルアミンを、過
剰モル量のメチルｐ－トルエンスルホン酸塩（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏ
ｕｉｓ，ＭＯ）中で混合して６０℃で６時間撹拌することによって四級化することができ
る。この溶液を、１００ｍＬのアセトン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉ
ｓ，ＭＯ）で希釈し、粗生成物が、青色固体として沈殿し、これをそのまま使用すること
ができる。
【０１６４】
　消光剤Ｑ１７を、米国特許第５，３４２，９７４号明細書に記載されている合成法の変
更されたバージョンに基づいて調製することができる。簡単に述べると、１ミリモルの１
，４，５，８，－テトラクロロアントラキノン（Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ，Ｓｕｇａｒｌａｎｄ，ＴＸ）、０．１０ミリモルの硫酸銅（Ｓｉｇｍａ
－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、５ミリモルのベンジルアルコール（Ｓｉ
ｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、５ミリモルの酢酸カリウム（Ｓｉ
ｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、および５ミリモルの３－（ジメチ
ルアミノ）－１－プロピルアミン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍ
Ｏ）を１０ｍＬの２－エトキシエタノール（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕ
ｉｓ，ＭＯ）に混合する。次いで、撹拌した混合物を、密封容器内で、窒素下、１３０℃
で１０時間加熱する。得られた懸濁液をろ過し、得られたろ液を１００ｍＬの５％（ｗ／
ｖ）の炭酸カリウム水溶液で希釈することができる。得られた沈殿物を、遠心分離によっ
て収集することができる。このペレットを、５ｍＬの１－メチル－２－ピロリジノン（Ｓ
ｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に溶解し、そしてアルキルアミン
を、過剰モル量のメチルｐ－トルエンスルホン酸塩（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ
．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）中で混合して６０℃で６時間撹拌することによって四級化すること
ができる。この溶液を、１００ｍＬのアセトン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌ
ｏｕｉｓ，ＭＯ）で希釈し、粗生成物が、青緑色固体として沈殿した。
【０１６５】
　消光剤Ｑ１８を、Ｆ．Ｙ．Ｋｗｏｎｇら（２００２）Ｏｒｇ．Ｌｅｔｔ．，Ｖｏｌ．４
，Ｎｏ．４，５８１－５８４およびＧｒｉｆｆｉｔｈｓら（１９９９）Ｄｙｅｓ　ａｎｄ
　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ，４２，２９－３４）による組み合わせ法に従って調製することがで
きる。簡単に述べると、１ミリモルのヨードベンゼン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓ
ｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、１．１ミリモルのＮ，Ｎ，Ｎ’－トリメチル－１，３－プロパ
ンジアミン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、２ミリモルのエ
チレングリコール（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、０．１０
ミリモルのヨウ化銅（Ｉ）（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）、
および２ミリモルのリン酸三カリウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ
，ＭＯ）を５ｍＬのイソプロパノール（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ
，ＭＯ）に混合する。この反応混合物を、２４時間還流させ、室温に冷却し、ろ過する。
溶媒を、減圧下で蒸発させる。粗生成物の半分を、冷却された氷槽中の濃縮ＨＣｌ（Ｓｉ
ｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に溶解する。この溶液に、化学量論
量の亜硝酸ナトリウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に添加
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し、５℃未満の温度に維持する。次いで、この混合物を１時間撹拌し、飽和量の塩化ナト
リウム（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を添加する。沈殿した
ニトロシル化生成物をろ過によって収集することができる。
【０１６６】
　化学量論量のニトロシル化画分を無水酢酸中の非ニトロシル化画分と混合して、Ｔ．Ｌ
．Ｃ．分析によって完全であると判断されるまで室温で撹拌する。生成物を、ジエチルエ
ーテル（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）で沈殿させて収集する
。次いで、沈殿物を、１－メチル－２－ピロリジノン（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓ
ｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）に再懸濁し、そしてアルキルアミンを、過剰モル量のメチルｐ－
トルエンスルホン酸塩に混合して四級化することができる。この混合物を、室温で８時間
反応させ、次いで、生成物をジエチルエーテル（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌ
ｏｕｉｓ，ＭＯ）で暗緑色固体として沈殿させて収集する。
【０１６７】
　蛍光染料－消光剤溶液（表Ｖを参照、それぞれ表Ｉおよび表ＩＩに染料および消光剤と
して示されている）を、０．９％（ｗ／ｖ）ＮａＣｌ中、５μｍの蛍光染料と５０μＭの
消光剤の濃度に調製した。ある種の生細胞画分のアリコートおよび別の種の死細胞画分の
アリコートを、各画分が、それぞれのストック濃度から１：１００に希釈されるように蛍
光染料－消光剤溶液に混合した。次いで、得られた混合細胞懸濁液を、細胞を染色するた
めに約５分間室温でインキュベートした。次いで、染色細胞溶液の液滴を、顕微鏡スライ
ドに添加し、各蛍光染料に適した励起／発光フィルターを利用して蛍光顕微鏡（Ｃａｒｌ
　Ｚｅｉｓｓ，ＬＬＣ－Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ，ＮＹ）で画像化した。蛍光染料と消光剤の
対、使用した励起／発光フィルター、および各実験で試験される微生物を表Ｖに要約した
。
【０１６８】
【表１８】

【０１６９】
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　表Ｖに示されている各蛍光染料と消光剤の対についての、位相コントラストおよび蛍光
の両方で得られた画像が、図２３Ａ～図２３Ｊに示され、図２３Ａおよび図２３Ｂはそれ
ぞれ、実施例１の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致し、図２３Ｃおよび図２３
Ｄはそれぞれ、実施例２の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致し、図２３Ｅおよ
び図２３Ｆはそれぞれ、実施例３の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致し、図２
３Ｇおよび図２３Ｈはそれぞれ、実施例４の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致
し、図２３Ｉおよび図２３Ｊはそれぞれ、実施例５の位相コントラスト画像および蛍光画
像に一致している。各実験では、膜不透過性核酸結合消光剤は、生存細胞の無傷の細胞膜
によって排除され、明るい蛍光となり、生存細胞の集団を容易に区別することができた。
しかしながら、死細胞は、核酸結合消光剤が浸透し、従って、蛍光染料と消光剤が共に死
細胞中の核酸に結合し、結果として暗い非蛍光複合体となった。
【０１７０】
実施例６－核酸結合蛍光プローブおよび核酸結合消光剤を用いた生存微生物の画像化
　この実施例は、核酸結合膜不透過性消光剤と組み合わせて核酸結合膜透過性蛍光染料を
用いて生存微生物（大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）および黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）
）を選択的に染色して画像化し、次いで、生存細胞が回転膜上で検出される本明細書で説
明された検出システムまたは落射蛍光顕微鏡のいずれかを用いて生存細胞を画像化するこ
とが可能であることを実証する。
【０１７１】
　生存大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、生存黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）、非生存大腸
菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）、および非生存黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）の細胞懸濁液を
、従来の培養培地プレートからそれぞれの微生物のコロニーを採取して、これらの細胞を
０．９％（ｗ／ｖ）のＮａＣｌを含む別個のガラス管に導入して用意した。次いで、細胞
をボルテックスすることによって懸濁し、そして生理食塩水でさらに希釈して２．０のマ
ックファーランド標準に等しい濁度にした。これらの懸濁液は、生細胞画分の機能を果た
した。各生細胞画分のアリコートを別個のガラス管に導入し、次いで、このガラス管を、
加熱ブロックに入れて８０℃で２時間放置した。ガラス管を水槽から取り出し、室温まで
冷却した。これらの加熱死細胞懸濁液は、死細胞画分の機能を果たした。
【０１７２】
　蛍光染料－消光剤溶液（表ＶＩを参照、それぞれ表Ｉおよび表ＩＩに染料および消光剤
として示されている）を、ｐＨ７．４、１０μＭのトリス、０．９％（ｗ／ｖ）ＮａＣｌ
中、５μＭの蛍光染料と５０μＭの消光剤の濃度に調製した。表ＶＩの実験番号１および
２では、ある種の生細胞画分のアリコートおよび別の種の死細胞画分のアリコートを、各
画分が、それぞれのストック濃度から１：１００に希釈されるように蛍光染料－消光剤溶
液に混合した。次いで、得られた混合細胞懸濁液を、細胞を染色するために約１５分間室
温でインキュベートした。次いで、染色細胞溶液の液滴を、顕微鏡スライドに添加し、各
蛍光染料に適した励起／発光フィルターを利用して蛍光顕微鏡（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ，
ＬＬＣ－Ｔｈｏｒｎｗｏｏｄ，ＮＹ）で画像化した。
【０１７３】
　回転膜上の生存微生物を画像化するために、大腸菌（Ｅ．ｃｏｌｉ）の生細胞画分のア
リコートおよび黄色ブドウ球菌（Ｓ．ａｕｒｅｕｓ）の死細胞画分のアリコートを１０μ
Ｍのトリス、０．９％（ｗ／ｖ）ＮａＣｌ、ｐＨ７．４の溶液に懸濁し、次いで、金スパ
ッタＰＥＴの０．４５μｍの膜を含む図１０Ａに示されているアセンブリに通してろ過し
た。次いで、膜に収集された細胞を、２ｍＬの量の蛍光染料および消光剤溶液（表ＶＩの
実験番号３を参照）に曝露して、細胞を染色するために室温で１５分間インキュベートし
た。染色溶液を、真空ろ過によって排出し、図１０Ｃに示されているアセンブリを、図１
４Ａに示されているホルダーの中に配設し、次いで、膜が約５回転／秒（３００ｒｐｍ）
の速度で回転する図１Ａに示されている検出システムで画像化した。蛍光染料と消光剤の
対、使用した励起／発光フィルター、および各実験で試験される微生物を表ＶＩに要約す
る。
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【０１７４】
【表１９】

【０１７５】
　表ＶＩに示されている各蛍光染料と消光剤の対についての、位相コントラストおよび蛍
光の両方で得られた画像が、図２４に示され、図２４Ａおよび図２４Ｂはそれぞれ、実施
例１の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致し、図２４Ｃおよび図２４Ｄはそれぞ
れ、実施例２の位相コントラスト画像および蛍光画像に一致し、図２４Ｅは、実施例３の
蛍光画像に一致している。各実験では、イメージング技術にかかわらず（落射蛍光顕微鏡
または図１Ａに示されているシステムによる検出によって）、膜不透過性核酸結合消光剤
は、生存細胞の無傷の細胞膜によって排除され、明るい蛍光となり、生存細胞の集団を容
易に区別することができた。しかしながら、死細胞は、核酸結合消光剤が浸透して、暗い
非蛍光複合体となった。
【０１７６】
参照による組み込み
　本明細書で言及した特許文献および科学論文のそれぞれの全開示は、あらゆる目的のた
めに参照により組み込まれる。米国仮特許出願第６１／６４１，８０５号明細書；同第６
１／６４１，８０９号明細書；同第６１／６４１，８１２号明細書；同第６１／７８４，
７５９号明細書；同第６１／７８４，７８９号明細書；および同第６１／７８４，８０７
号明細書の全ての開示内容は、あらゆる目的のために参照により本明細書に組み込まれる
。
【０１７７】
均等物
　本発明は、本発明の概念または本質的な特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で
実施することができる。従って、上述の実施形態は、本明細書で説明される本発明を限定
するのではなく、全ての点で例示であると見なされるべきである。様々な実施形態の様々
な構造要素および開示される様々な方法のステップは、様々な組み合わせおよび順で利用
することができ、このような全ての変更形態が、本発明の形態と見なされる。従って、本
発明の範囲は、上述の説明ではなく添付の特許請求の範囲によって示され、請求項と均等
の意味および範囲に含まれる全ての変更が、本発明に包含されるものとする。
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