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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　唾液標本内の１つ以上の検体の存在を検出する微小流体デバイスであって：
（ａ）前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ以上の唾液成分の部分の
、少なくとも一部を、特異的あるいは非特異的に除去する分子を有する、１つ以上の前処
理部であり、前記分子で被覆された磁化可能粒子を格納する１つ以上の別個のチャンバー
内に含まれている、１つ以上の前処理部；及び
（ｂ）バイオセンサ表面を有する検出部であり、該バイオセンサ表面が：
　－　前記１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な分子；又は
　－　前記１つ以上の検体、及び／又は前記検体に構造的に関連し且つ検体特異プローブ
を結合させる分子；
　を有する、検出部；
　を有する微小流体デバイス。
【請求項２】
　前記１つ以上の前処理部は、前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ
以上の唾液成分に特異的あるいは非特異的に結合することが可能な分子、を有する多孔質
表面を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の前記１つ以上の唾液成分は、ムチ
ン、ムコ多糖体、及び糖タンパク質から成る群から選択される、請求項１又は２に記載の
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デバイス。
【請求項４】
　前記表面は焼結された多孔質構造である、請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ以上の唾液成分に特異的ある
いは非特異的に結合することが可能な前記分子は、ヒドロキシアパタイトである、請求項
１又は２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ以上の唾液成分に特異的ある
いは非特異的に結合することが可能な前記分子は、抗ムチン抗体である、請求項１乃至４
の何れか一項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記唾液標本を前記検出部に接触させる前に前記唾液標本を収容する中継部、を更に有
する請求項１乃至６の何れか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記検出部又は前記中継部は、前記１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な
分子、で被覆された磁化可能粒子を格納する別個のチャンバーであり、該分子は前記バイ
オセンサ表面の前記分子とは異なる、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　使い捨て装置である請求項１乃至８の何れか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　唾液標本内の１つ以上の検体の存在を検出する方法であって：
　（ａ）前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ以上の唾液成分の部分
の、少なくとも一部を、特異的あるいは非特異的に除去する分子、を有する１つ以上の前
処理部；及び
　（ｂ）バイオセンサ表面を有する検出部であり、該バイオセンサ表面が：
　　－　前記１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な分子；又は
　　－　前記１つ以上の検体、及び／又は前記検体に構造的に関連し且つ検体特異プロー
ブを結合させる分子；
　　を有する、検出部；
　を有する微小流体デバイスに、前記唾液標本を接触させるステップと、
　前記検体の存在を、前記検出部にて、競合アッセイ又は非競合アッセイにて検出するス
テップと、
　を有し、
　前記１つ以上の前処理部のうちの少なくとも１つにおいて、前記唾液標本は、前記分子
で被覆された磁化可能粒子を用いてインキュベートされる、
　方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上の前処理部は、前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の１つ
以上の唾液成分に特異的あるいは非特異的に結合することが可能な分子、を有する多孔質
表面を有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の唾液成分に結合する前記分子は、
ヒドロキシアパタイトである、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本内の前記１つ以上の唾液成分は、ムチ
ン、ムコ多糖体、及び糖タンパク質から成る群から選択される、請求項１０乃至１２の何
れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検体のうちの少なくとも１つは薬物である、請求項１０乃至１３の何れか一項に記
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載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、唾液標本内の分子を検出且つ／或いは定量化する装置及び方法に関する。こ
の方法及び装置は、前処理と検出と結合する。
【背景技術】
【０００２】
　診断検査においては、１つ以上の特定の標的分子又は被分析物（検体）が測定されなけ
ればならない。これは、しばしば、直接的あるいは間接的に検出可能な信号をもたらす（
生化学）反応における相互作用を標的分子に可能にすることによって行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第０２／０８２０４０号パンフレット
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Van　Nieuw　Amerongen等、Bohn　Stafleu　Van　Loghum、（Houten、
オランダ）、2004年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　薬物のロードサイド検査を実行するために、現在商業的に、数多くの装置及び方法を利
用可能になっている。これらの殆どは、標本上で直接的に実行される標的の免疫学的検出
に基づいている。特許文献１には、異なる複数の被分析物、特に体液内の薬物、を決定す
る“１つの装置（ワンデバイス）”システムが記載されている。体液は、吸着性のパッド
を備えた装置の収集端部によって収集され、収集装置のキャップ内の一連の圧力ヘッドが
、（装置の収集端部が圧力ヘッドを通り過ぎるときに）薬物検出用の診断ストリップ（細
長片）を含む免疫学的検定システムのコア（中核部）内に標本を押し入れる。標本内の薬
物は、着色されたマイクロスフェア（微小球）上の有限な抗体部位の膜支持体上に固定さ
れる薬物複合体を備える。有色のラインが、標本内の関連薬物の存在又は不存在を指し示
す。標本の一部は、外部から密閉された確認標本保存ウェル内で保持され、更なる検査の
ために保存される。
【０００６】
　しかしながら、これらの検査の多くは、主に分析感度に関して、満足いくものでないこ
とが実証されてきた。これは部分的に、唾液内の殆どの薬物の濃度は血液又は尿において
より幾分低いことが通常であるという事実に因るものである。しかしながら、より重要な
ことに、唾液は、多くの検出方法と干渉する（妨げる）成分を含有している。唾液は大部
分が水から成るが、さらに、数多くの相異なる物質を含有している。それらには、電解質
（例えば、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、塩化物、重炭酸塩、リン
酸塩）、抗菌成分（例えば、チオシアン酸塩、過酸化水素、免疫グロブリンＡなど）、酵
素（例えば、アミラーゼ、リゾチーム、リパーゼ、ホスファターゼ、アミダーゼ、デヒド
ロゲナーゼ、ペルオキシダーゼ、スーパーオキシド・ジスムターゼ、トランスフェラーゼ
、イソメラーゼ）、細胞（細菌性細胞、及び宿主細胞、すなわち唾液を生成する動物又は
ヒトの細胞、の双方）、及び、例えばホルモンなどのその他の化合物が含まれる。しかし
ながら、非常に重要なことに、唾液は、主としてムコ多糖体及び糖タンパク質から成る粘
液を含有している。
【０００７】
　唾液内に見出される１つの重要な部類の糖タンパク質はムチン類である。これらは、大
きくて重い糖化タンパク質の部類である。少なくとも１９のヒトムチン遺伝子が、ｃ（相
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補的）ＤＮＡクローニングによって、ＭＵＣ１、２、３Ａ、３Ｂ、４、５ＡＣ、５Ｂ、６
－９、１１－１３及び１５－１９として区別されている。ムチンは、おおよそ１０万から
１０００万Ｄａの分子量を有する巨大なタンパク質の集合体として分泌される。これらの
集合体内では、大抵、非共有相互作用によってモノマーが互いに結合されている。なお、
この過程においては、分子間ジスルフィド結合も役割を果たし得る。ムチンは、唾液標本
の偽陽性検査の大部分に関与していることが実証されている。
【０００８】
　唾液内の薬物の存在を正確に決定するためには、検体の前抽出又は干渉成分（例えばム
チンなど）の除去が必要とされる。典型的に、干渉成分を除去するために、あるいは固定
相に結合することによって関心検体を単離するために、固相クリーンアップシステムが使
用される。非結合成分はカラム外に洗い流される。検体がカラムに結合されている場合、
その検体はその後、吸着された検体を固定相から取り外すことが可能な適切な緩衝液を用
いて溶出される。他の例では、干渉成分が結合されている場合、検体を含有する溶出液が
直接的に収集される。必要に応じて、以下に限られないが例えば酵素免疫測定（enzyme-l
inked　immunosorbent　assay；ＥＬＩＳＡ）、放射免疫測定（radio　immunoassay；Ｒ
ＩＡ）、高速液体クロマトグラフィー（high-performance　liquid　chromatography；Ｈ
ＰＬＣ）、液体クロマトグラフィー質量分析（liquid　chromatography　mass　spectrom
etry；ＬＣ－ＭＳ）及びガスクロマトグラフィー質量スペクトル分析；ＧＣ－ＭＳ）など
の方法を用いる分析に先立って事前濃縮するため、溶出液は気化され、より小さい容積に
て再溶解される。
【０００９】
　しかしながら、伝統的な分析方法は幾つかの欠点を有している。第１に、それらの方法
は時間のかかるものであり高くつく。また、それらは、複雑な器具と、分析を実行する人
物の側の比較的高度なスキルとを必要とすることが多い。
【００１０】
　従って、過度な機器又は高度な訓練を受けた技師を必要とすることなく、唾液内の検体
の正確且つ高感度な検出を可能にする検査装置及び方法が望まれる。
【００１１】
　本発明は、標本の前処理と検出とが同一セッティングにて続けて実行され、操作の容易
さと、高い特異度（スペシフィシティ）及び感度とを提供する装置及び方法を提供するこ
とを目的とする。当該方法及び装置は、特に、唾液内の検体の検査に使用される。また、
これらの方法及び装置は、実験室環境外での使用を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前処理部と検出部とを１つの装置に統合することは幾つかの利点をもたらす。標本との
ユーザ介入の必要性が低下する。その結果、標本操作によって導入される誤りの可能性が
低下される。また、必要とされる標本物質が少なくなる。実際、標本物質を１つの装置か
ら別の装置へと移送する場合のような標本の損失が存在しない。さらに、これにより、標
本物質とのユーザの接触が最小限であることが確保され、標本の汚染の危険性が最小化さ
れる。
【００１３】
　本発明に係る方法及び装置は、検出を妨げる成分が除去されるような、検出に先立って
の標本の前処理を想定している。これは、感度及び特異度に影響を及ぼすことなく、装置
内で磁化可能な粒子を使用することを可能にする。実際、典型的に磁化可能粒子の凝集を
誘起する干渉部分が、磁化可能粒子と接触する前に除去される。これは、バックグラウン
ド信号の抑制又は特異的結合の抑制をもたらす。また、本発明に係る方法及び装置は、磁
気作動（アクチュエーション）に基づく検出を可能にする。これは特に、更に診断検査の
高速化及び例えば微小流体（microfluidic）デバイスにおける流体工学を単純化するため
に磁気作動が使用されるときに重要である。従って、本発明にて説明される方法及び装置
は、唾液内の検体を決定するための、迅速、高感度且つロバストなツールを提供する。
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【００１４】
　ここで説明される装置及び方法はまた、間接的な検出方法、すなわち、標本内の検体の
存在及び必要に応じて量の測定結果として非結合検体又は例えば競合アッセイなどの検体
特異試薬が検出される方法、における使用に特に適している。
【００１５】
　本発明に係る装置及び方法は、特に実験室環境外（例えば、ロードサイド検査、ポイン
トオブケア検査）で、最小限の処理のみを必要とする検査に使用されることができる。結
果として、当該装置は、使い捨て装置として、あるいは微小流体デバイスにおけるカート
リッジとして提供され得る。
【００１６】
　従って、本発明は、唾液標本内の１つ以上の検体の存在を検出する装置であって：
（ａ）前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本の部分の、少なくとも一部を、特
異的あるいは非特異的に除去する１つ以上の前処理部；及び
（ｂ）バイオセンサ表面を有する検出部であり、該バイオセンサ表面が：
　－　前記１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な分子；又は
　－　前記１つ以上の検体、及び／又は検体類似体；
　を有する、検出部；
を有する装置を提供する。
【００１７】
　特定の実施形態によれば、微小流体デバイスである装置が提供される。代替的な特定の
実施形態によれば、側方流動（ラテラルフロー）デバイスである装置が提供される。
【００１８】
　特定の一実施形態によれば、１つ以上の前処理部は、１つ以上の検体の検出を妨げる唾
液標本内の成分に特異的あるいは非特異的に結合することが可能な分子で被覆された磁化
可能粒子を格納する１つ以上の別個のチャンバー内に含まれる。特に、これらの磁化可能
粒子は常磁性粒子又は超常磁性粒子である。
【００１９】
　代替的な実施形態において、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に特異的
あるいは非特異的に結合することが可能な分子を有する表面を有する１つ以上の前処理部
が、装置に備えられる。唾液標本内の成分に結合する分子が表面に結合されてもよいし、
表面がほぼ、あるいは本質的に、そのような分子で構成されてもよい。前者は、典型的に
、特異的に結合することが可能な分子が想定される場合に当たり、後者は、唾液標本内の
成分に非特異的に結合する分子が使用されるときに想定される。しかしながら、これは単
なる通例であり、この実施形態を限定するものとして解されるべきでない。
【００２０】
　更なる特定の実施形態によれば、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に特
異的あるいは非特異的に結合することが可能な分子を有する、多孔質体である表面、を有
する装置が提供される。より更なる特定の実施形態によれば、この多孔質表面は焼結され
た多孔質構造である。
【００２１】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に結合する
、ヒドロキシアパタイトである分子、を有する装置が提供される。
【００２２】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に結合する
、抗体である分子、を有する装置が提供される。更なる特定の実施形態によれば、この抗
体は、凝集因子に対する抗体である。極めて具体的な実施形態によれば、この抗体は抗ム
チン抗体である。
【００２３】
　特定の実施形態によれば、唾液標本を検出部に接触させる前に唾液標本を収容する中継
部を有する装置が提供される。この中継部は、標本を単に輸送するためのもの（例えば、
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微小流体デバイス内の微小流体チャネルなどのチャネル、又は側方流動デバイス内の不活
性領域）であってもよい。しかしながら、中継部はまた、例えば、標本を検出部に接触さ
せるのに先立って標本を１つ以上の試薬に接触させるなどの別の機能を有していてもよい
。
【００２４】
　特定の実施形態によれば、装置の検出部又は中継部が、１つ以上の検体を特異的に結合
させることが可能な分子で被覆された磁化可能粒子を格納する別個のチャンバーであり、
且つ該分子がバイオセンサ表面の分子とは異なるものである装置が提供される。
【００２５】
　特定の実施形態によれば、使い捨てに適した装置が提供される。
【００２６】
　ここで説明したような装置を用いる方法も想定される。特定の一実施形態によれば、唾
液標本内の１つ以上の検体の存在を検出する方法であって：
　（ａ）前記１つ以上の検体の検出を妨げる前記唾液標本の部分の、少なくとも一部を、
特異的あるいは非特異的に除去する１つ以上の前処理部；及び
　（ｂ）バイオセンサ表面を有する検出部であり、該バイオセンサ表面が：
　　－　前記１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な分子；又は
　　－　前記１つ以上の検体、及び／又は検体類似体；
　　を有する、検出部；
　を有する装置に、前記唾液標本を接触させるステップと、
　前記検体の存在を、前記検出部にて、競合アッセイ又は非競合アッセイにて検出するス
テップと、
を有する方法が提供される。
【００２７】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の前処理部のうちの少なくとも１つにおいて、１つ
以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に特異的あるいは非特異的に結合することが
可能な分子で被覆された磁化可能粒子を用いて、唾液標本をインキュベートするステップ
を有する方法が提供される。
【００２８】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に結合する
分子がヒドロキシアパタイトである方法が提供される。
【００２９】
　代替的な特定の実施形態によれば、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本内の成分に
結合する分子が抗体である方法が提供される。更なる特定の実施形態によれば、この抗体
は、凝集因子に対する抗体である。極めて具体的な実施形態によれば、この抗体は抗ムチ
ン抗体である。
【００３０】
　特定の実施形態によれば、標本を１つ以上の前処理部に接触させるステップと、その後
、標本を検出部に接触させるステップとを有し、それにより、前処理部に接触させた後に
、バイオセンサ表面の分子とは異なる、１つ以上の検体に特異的に結合することが可能な
分子、で被覆された磁化可能粒子に標本が接触させられる方法が提供される。
【００３１】
　特定の実施形態によれば、薬物検出、特に乱用薬物検出、に使用される方法が提供され
る。故に、これらの実施形態によれば、検出すべき検体の少なくとも１つは薬物である。
【００３２】
　本発明の他の一態様は、ヒドロキシアパタイト上での唾液のフィルタリングの恩恵に関
連する。故に、前記検体の検出を実行するのに先立って、唾液標本をヒドロキシアパタイ
トに接触させることを有する、唾液標本内の１つ以上の検体を検出する方法が提供される
。
【図面の簡単な説明】
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【００３３】
　本発明の上述及びその他の特性、特徴及び利点が、例として本発明の原理を示す以下の
詳細な説明及び添付の図面から明らかになる。ここでの説明は、単に例示のために与えら
れるに過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
【図１】前処理部（２）と検出部（４）とを有する本発明の特定の一実施形態に従った装
置（１）を概略的に示す図である。検出部（４）は、この実施形態において、１つ以上の
検体を特異的に結合させることが可能な分子（６）を有するバイオセンサ表面（５）を有
している。
【図２Ａ】前処理部（２）と検出部（４）とを有する本発明の特定の一実施形態に従った
装置（１）を、図２Ｂとともに、概略的に示す図であり、図２Ａは、使用前の装置を示し
ている。検出部（４）は、この実施形態において、１つ以上の検体を特異的に結合させる
ことが可能な分子（６）を有するバイオセンサ表面（５）を有している。ここに図示した
特定の実施形態において、装置は、検出部（４）を、上記１つ以上の検体を特異的に結合
させることが可能な分子で被覆された磁化可能粒子（７）と接触させる手段を有している
。
【図２Ｂ】前処理部（２）と検出部（４）とを有する本発明の特定の一実施形態に従った
装置（１）を、図２Ａとともに、概略的に示す図であり、図２Ｂは、標本内の検体の検出
中の装置を示している。装置（１）の使用の特定の実施形態において、唾液標本は、上記
１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本の部分の少なくとも一部を特異的あるいは非特異
的に除去する分子を有する前処理部（２）に与えられる。そして、前処理された標本は、
この実施形態においては微小流体チャネル（３）を介して、検出部（４）に輸送される。
標本内に存在する検体（８）は、該検体を特異的に結合させることが可能な、バイオセン
サ表面（５）上に含まれる分子（６）に結合することが可能にされる。磁界の印加により
、結合されていない磁化可能粒子（７）の、バイオセンサ表面（５）の方向への移動を引
き起こし、そこで、それらは存在する検体（８）に結合することができる。所定の時間後
、引き付け磁界は除去される。結合されなかった磁化可能ビーズをバイオセンサ表面（５
）から引き離すため、別の磁界が印加される。そして、バイオセンサ表面上の（検体の存
在を指し示す）標識磁化可能粒子の存在が、適切な検出手段によって検出される。
【図３】前処理部におけるヒドロキシアパタイト・フィルタリング後の分析機能性を示す
図である。関心検体はアヘン剤である。この実験において、バイオセンサ表面はＢＳＡ－
アヘン剤で被覆し、検出は、抗アヘン剤抗体で被覆した超常磁性粒子を用いて行った。前
処理（３０％緩衝液で希釈）なし、濾過による前処理、及びヒドロキシアパタイト前処理
と組み合わされた濾過による前処理での、標本内のアヘン剤の検出可能性を決定するため
、競合アッセイを行った。示した結果は、３人の被検者からの唾液標本に関するものであ
る。光信号変化（％）は、超常磁性粒子の付加後の信号変化を表している。
【図４】前処理部におけるヒドロキシアパタイト濾過後の分析機能性を示す図である。関
心検体はアヘン剤である。この実験において、バイオセンサ表面はＢＳＡ－アヘン剤で被
覆し、検出は、単クローン性の抗アヘン剤抗体で被覆した超常磁性粒子を用いて行った。
濾過により前処理された標本、又は濾過と組み合わせてヒドロキシアパタイト前処理によ
り前処理された標本におけるアヘン剤の検出可能性を決定するため、競合アッセイを行っ
た。示した結果は、５人の被検者からの唾液標本に関するものである。光信号変化（％）
は、超常磁性粒子の付加後の信号変化を表している。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　特定の実施形態及び特定の図を参照して本発明を説明するが、本発明は、それらに限定
されるものではなく、請求項のみによって限定されるものである。請求項中の如何なる参
照符号も、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。図面は概略的且
つ非限定的なものに過ぎない。図面においては、説明の目的で、一部の要素の大きさが誇
張され、縮尺通りに描かれていないことがある。
【００３５】
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　ここでの説明及び請求項において用語“有する”が使用される場合、それはその他の要
素又はステップを排除するものではない。単数形の名詞に“ａ”若しくは“ａｎ”、“ｔ
ｈｅ”などの不定冠詞又は定冠詞が使用される場合、これは、特に断らない限り、その名
詞のものが複数である場合を含む。
【００３６】
　また、ここでの説明及び請求項における第１、第２、第３などの用語は、複数の同様の
要素を区別するために用いられ、必ずしも順次的あるいは時間的な順序を表すものではな
い。理解されるように、そのように使用されるこれらの用語は適当な状況下で相互に交換
可能であり、また、ここで説明する本発明の実施形態は、ここで説明あるいは図示される
もの以外の順序で処理されることが可能である。
【００３７】
　ここで用いられる用語又は定義は、単に、本発明の理解を助けるために提供されるもの
である。
【００３８】
　定義
　用語“検体”は、ここでは、その存在及び／又は濃度の検出が望まれる標本内の化合物
を表す。
【００３９】
　用語“検体類似体”は、ここでは、検体特異プローブを結合させる点で検体に類似する
分子を表す。しかしながら、検体類似体は、検体よりも弱く検体特異プローブに結合し、
検体類似体のプローブとの結合は、検体の存在によって置換されることができる。ここで
は、例えば、検体類似体は競合アッセイにて使用される分子を表す。この種のアッセイに
おいては、唯一の検体結合分子（典型的に抗体）が使用される。検体類似体は、検体とは
構造的に異なるものの構造的に関連性を有する化合物であり、検体結合分子によって等し
く結合される。
【００４０】
　このような競合アッセイにおいては、検体及び検体類似体の双方が、同一の検体結合分
子に結合するために争うことになる。ここで、検体類似体結合分子は、検体自体と比較し
て、検体結合分子に対して同一の親和力で、あるいは低い親和力で結合し、検体結合分子
に結合された検体類似体は、検体によって置換されることができる。典型的に、検体類似
体は、検体結合抗体に対して、同一のエピトープ（抗原決定基）を検体と共有する。この
ような競合アッセイにおいて検体自体に代えて検体類似体を用いる理由は、例えば、合成
の容易さ、基質との結合の容易さ、安定性及び／又は貯蔵寿命の改善、又は、検体自体（
例えば、バクテリア毒素、乱用薬物）より低い毒性若しくは薬剤活性といった検査装置の
製造における危険性の低下にある。
【００４１】
　“存在を検出する”という言い回しは、ここでは、検体の存在の定性的且つ／或いは定
量的な検出を表す。存在を検出することはまた、検体の不存在を検出すること、すなわち
、検出可能な検体が存在しないことを見出すことを含む。同様に、検体の定量的な検出は
、定量化可能なレベルの検体の検出に加えて、ゼロレベルに相当する検体の不存在の検出
をも含む。
【００４２】
　用語“前処理”は、ここでは、検出を最適化する目的で検出の前に標本上で行われる操
作（典型的に、精製）を表す。このような前処理は、分子の物理特性（例えば、大きさ、
粘性）又は生化学特性（例えば、マトリックスへの分子の特異的あるいは非特異的な結合
）の何れかに基づく、標本からの分子の除去を伴い得る。加えて、あるいは代えて、‘前
処理’は、標本内の分子の物理特性及び／又は生化学特性を変化させることを伴い得る。
装置に言及するときの“前処理部”は、標本の前処理を請け負うと考えられる装置内の領
域である。
【００４３】
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　“凝集因子”は、ここでは、分子の凝集を誘起する１つ以上の物質を表す。凝集は、凝
集因子自体の凝集、検出されるべき検体の凝集、検出プロセスで使用されるアッセイ分子
（例えば、抗体、又は例えば磁化可能粒子といった粒子）の凝集、又は標本内に存在する
、あるいは検体の検出中に使用されるその他の物質の凝集とし得る。典型的に、凝集因子
によって引き起こされる凝集は、検体の検出の効率又は精度の低下をもたらす。唾液は、
様々な凝集因子を含むことが知られており（例えば、非特許文献１参照）、それらの凝集
因子は、１つ以上の検体の検出を妨げ得る唾液標本の部分の一部を形成する。唾液内の凝
集因子の典型例には、Ｓ－ＩｇＡと、ムチンと、凝集素、プロリンリッチの糖タンパク質
（ＰＲＧ）及びリゾチームなどの高分子糖タンパク質が含まれる。
【００４４】
　装置に言及するときの用語“検出部”は、ここでは、該検出部内で生成された信号を記
録することが可能な検出器によって標本内の検体の存在の検出が行われる装置内の領域を
表す。
【００４５】
　用語“バイオセンサ表面”は、ここでは、装置又はカートリッジの検出部内の、検出が
検出手段によって請け負われる領域を表す。バイオセンサ表面は、生物学的要素及び検出
器要素を有する。
【００４６】
　用語“磁化可能粒子”は、ここでは、（外部から印加される）磁界の存在下で磁性を有
し、且つ外部から印加される磁界によって操作されることが可能であるが、そのような磁
界が存在しないときには磁化を保持しない、粒子又はビーズを表す。これは、常磁性粒子
又は超常磁性粒子を含む。非常に小さい磁気粒子（例えば、直径１－２０ｎｍ程度）は、
熱的効果によって非常に速く磁化を失う。本発明においては、これらの粒子もまた、常磁
性粒子と等価に、磁化可能粒子と見なされ得る。
【００４７】
　本発明は、特には唾液標本である標本内の１つ以上の検体の存在を検出する装置及び方
法を提供する。特定の一態様によれば、当該装置は、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液
標本の部分の少なくとも一部を特異的あるいは非特異的に除去するための１つ以上の前処
理部と、それに連結される検出部とを有する。
【００４８】
　本発明に係る装置及び方法における１つ以上の前処理部は、特に、検出部での、標本内
に存在する可能性のある検体の検出の感度を高めることを狙いとする。標本内に見出され
る多数の物質が検体の検出を妨げ得る。本発明に係る装置及び方法は、検体の検出を妨げ
得る物質のうちの少なくとも一部を除去するための、標本の前処理を可能にする。特定の
実施形態によれば、唾液標本の前処理は、凝集因子の除去を伴う。凝集因子は、実際、１
つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本の部分の一部である。特定の実施形態によれば、凝
集因子は、Ｓ－ＩｇＡと、ムチンと、凝集素、プロリンリッチの糖タンパク質（ＰＲＧ）
及びリゾチームなどの高分子糖タンパク質とから成る群から選択される。他の特定の実施
形態によれば、凝集因子（又は複数の凝集因子）は、ムコ多糖体、糖タンパク質、又はこ
れらの組み合わせである。更なる特定の実施形態によれば、凝集因子は、ムチン、又は複
数のムチンの組み合わせである。
【００４９】
　本発明に係る方法及び装置は、特に、例えば唾液標本などのムチン含有標本内での検体
の検出にとって興味深いものである。
【００５０】
　本発明において想定される１つ以上の前処理部は、標本の前処理を１つ以上の異なる手
法で確保することを想定している。特定の実施形態において、１つ以上の前処理部は、検
出を妨げる唾液標本の部分の少なくとも一部の除去を確実にする。
【００５１】
　特定の実施形態において、検出を妨げる分子の除去は、それらの分子を、標本の残りの
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部分（検体を含む）を移動相に留めたままで、特異的あるいは非特異的に固定することに
よって確保される。従って、１つ以上の前処理部は、標本内に存在する干渉部分に結合す
るが、検出すべき検体に対しては全く、あるいは無視できる程度しか親和力を有しない分
子を有する。
【００５２】
　特定の実施形態において、検出を妨げる唾液標本の部分の少なくとも一部又はその中の
１つ以上の分子を結合させる物質及び／又は分子を有する前処理部が使用される。更なる
特定の実施形態において、唾液内に存在する凝集因子を結合させる分子が用いられる。
【００５３】
　本発明において前処理部での使用に想定される物質の例には、以下に限られないが、ヒ
ドロキシアパタイト、金属酸化物、金属水酸化物（特に、負に帯電した金属水酸化物）、
水酸化アルミニウム、金属（例えば、チタン、鉄など）、ポリマー（例えば、以下に限ら
れないが、例えば酸化ポリエチレンなどのポリエチレン誘導体、ポリメチルメタクリレー
ト、及びこれらに類するもの）が含まれる。ヒドロキシアパタイト（ＨＡＰ）は、歯のエ
ナメル質の主要な構成物質である。この毒性のない物質は、唾液の様々な構成物質に対し
て一定の親和力を有することが知られている。特に、唾液のムチンはヒドロキシアパタイ
トに付着する。また、細菌（例えば、連鎖球菌種）は、ヒドロキシアパタイトに吸着する
ことが知られている。特定の実施形態によれば、本発明に係る方法及び装置にて想定され
る１つ以上の前処理部は、ヒドロキシアパタイトを有する。更なる特定の実施形態におい
て、前処理部は、ヒドロキシアパタイトフィルタを有する、代替的な特定の実施形態にお
いて、前処理部は、後の標本のヒドロキシアパタイト処理でのフィルタリングのために、
フィルタ（特に、ヒドロキシアパタイトフリーのフィルタ）及びヒドロキシアパタイトの
双方を有する。
【００５４】
　本発明に係る方法及び装置の特定の実施形態において、検体検出を妨げる唾液標本の部
分の少なくとも一部の特異的な除去が想定される。特定の実施形態において、唾液内の干
渉物質に対して特異親和性を有する分子が使用される。更なる特定の実施形態において、
唾液内の検体の検出を妨げる１つ以上の化合物を特異的に結合させることが可能な、１つ
以上の前処理部内に存在する分子は、特異性生化学的相互作用に基づいて化合物を捕捉す
ることが可能な分子である。典型的な特異性相互作用には、以下に限られないが、ＤＮＡ
／ＤＮＡ若しくはＤＮＡ／ＲＮＡ結合、タンパク質／タンパク質、タンパク質／ＤＮＡ及
びタンパク質／糖質相互作用、抗体／抗原相互作用、並びにレセプター／リガンド結合が
含まれる。
【００５５】
　また、干渉化合物（例えば、修飾酵素阻害薬、小分子）を結合させるために合成分子が
用いられ得る。
【００５６】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の前処理部内で用いられる唾液内の１つ以上の干渉
物質に対して特異親和性を有する分子は抗体である。好適な抗体には、多クローン性抗体
及び単クローン性抗体、ナノボディ、並びに、対応する抗体がそれに対して集められる抗
原に結合することが可能な抗体の断片（フラグメント）若しくは誘導体が含まれる。抗体
フラグメントには、以下に限られないが、一本鎖可変フラグメント（ｓｃＦｖｓ）、Ｆａ
ｂ、Ｆａｂ’、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖフラグメント、又は重鎖若しくは軽鎖の例えば相補
性決定領域（例えばＣＤＲ１、ＣＤＲ２及びＣＤＲ３といったＣＤＲ）などの一層小さい
フラグメント、及び／又はこれらのうちの２つ以上の組み合わせ、並びにこれらの派生物
が含まれる。更なる特定の実施形態によれば、抗体は抗ムチン抗体である。
【００５７】
　加えて、あるいは代えて、検体検出を妨げる分子は物理特性に基づいて除去される。例
えば、検体が小分子である場合、検出を妨げる、より大きい分子又は成分（例えば、細胞
）の物理的な除去が、濾過によって確保される。本発明に係る装置及び方法の１つ以上の
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前処理部では、様々な生化学的な方法及び物理的な方法が組み合わされてもよい。特定の
一実施形態において、標本は、例えば、先ず非特異的な手法で濾過され、その後、成分が
特異的に（例えば、抗体を用いて）除去される。故に、特定の実施形態において、標本の
前処理は、２つ以上の前処理工程、及び／又は２つ以上の前処理部の間での標本の移動を
有し得る。別々の順次の前処理部が提供されるとき、干渉部分の一層完全なる除去を確保
することが可能である。
【００５８】
　更なる特定の実施形態において、１つ以上の前処理部は、例えば唾液の特定の成分を中
和する化合物や、粘性を低下させる化合物若しくは条件（例えば、熱処理、酵素処理）な
どの、干渉分子の物理特性及び／又は生化学特性を変化させることが可能な１つ以上の化
合物又は条件に、標本が接触させられる領域である。
【００５９】
　本発明に係る方法及び装置にて想定される１つ以上の前処理部は、前処理工程がどのよ
うにして実行されるかに応じて、幾つかの形態を取ることができる。特定の実施形態によ
れば、１つ以上の前処理部は、必要に応じて検出部から物理的に離隔された、装置の１つ
以上のチャンバー内に含まれる。更なる特定の実施形態において、１つ以上の前処理部は
、検出を妨げる唾液標本内の化合物に特異的あるいは非特異的に結合することが可能な１
つ以上の分子で被覆された磁化可能粒子を含んだチャンバー内に存在する。そのような１
つ以上の前処理チャンバー内に唾液標本が導入されるとき、唾液標本内に存在する干渉成
分は、磁化可能粒子上の上記分子に結合する。磁界の印加により、磁化可能粒子上に結合
された、検出を妨げる部分の（少なくとも一部の）除去が確保され得る。複数のチャンバ
ーが用いられる場合、干渉要因の最適な除去を確保するよう、前処理された標本が１つの
前処理チャンバーから次の前処理チャンバーへと移動される。干渉成分を除去するために
使用される磁化可能粒子は、検体の検出には使用されない。
【００６０】
　代替的な実施形態において、１つ以上の前処理部は、検出すべき１つ以上の検体の検出
を妨げる唾液標本内の成分に特異的あるいは非特異的に結合することが可能な分子を備え
た表面を有する。
【００６１】
　更なる特定の一実施形態によれば、１つ以上の前処理部のうちの１つ以上は、検体検出
を妨げる唾液標本内の成分に特異的に結合する分子で被覆された、例えば表面パッドとい
った表面を有する。特定の一実施形態によれば、干渉成分を特異的に結合させるこれらの
分子は、抗体、又はそのフラグメント若しくは誘導体である。より更なる特定の一実施形
態によれば、それらの抗体（又は、そのフラグメント若しくは誘導体）は抗ムチン抗体で
ある。
【００６２】
　特定の実施形態によれば、１つ以上の前処理部のうちの１つ以上は、検体検出を妨げる
唾液標本内の成分に非特異的に結合する分子が結合された表面を有する。更なる特定の一
実施形態によれば、１つ以上の前処理部は、ヒドロキシアパタイトが結合された表面を有
する。加えて、あるいは代えて、１つ以上の前処理部は、金属酸化物、又は例えば水酸化
アルミニウムなどの金属水酸化物が結合された表面を有する。
【００６３】
　用語“結合された”は、ここでは、限定的に解釈されるべきでない。実際、検体検出を
妨げる唾液標本内の成分に非特異的に結合する物質（例えば、ヒドロキシアパタイト）の
形態は大幅に変わり得る。それらは、例えば粉末として、好適な担体内あるいは上に含浸
されて提供され得るし、あるいは、焼結によって作成された多孔質構造であってもよい。
故に、検体検出を妨げる唾液標本内の成分に非特異的に結合する分子が結合された１つ以
上の前処理部内の表面は、ほぼ完全に、基本的に完全に、あるいは完全に、唾液標本内の
成分に非特異的に結合する分子から作られていてもよい。特定の一実施形態によれば、前
処理部内の上記表面の少なくとも一部は、検体検出を妨げる唾液標本内の成分に非特異的
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に結合する分子から成る多孔質焼結構造である。他の例では、唾液標本内の成分に非特異
的に結合する分子は、中を標本が流れることが可能な粉末として提供され、該粉末が前処
理部の上記表面を形成する。故に、唾液標本内の成分に非特異的に結合する分子は、表面
に結合されるだけでなく、表面の部分であってもよい。
【００６４】
　１つ以上の前処理部内に存在する上記表面は、その中を標本が流れ得るように多孔質で
あってもよいし、その上を標本が移動することを可能にするように非多孔質であってもよ
い。特定の一実施形態によれば、多孔質の表面は、当該多孔質表面を通る標本の流れを高
速化するために最終的に必要な圧力を低下させるべく、十分に大きい気孔を有する。更な
る特定の一実施形態によれば、多孔質表面の気孔の大きさは、２００ｎｍ以上、特には５
００ｎｍ以上である。更なる一実施形態によれば、気孔はミクロンスケール（すなわち、
１μｍ－１０００μｍ）である。故に、唾液標本を前処理する際、干渉成分（例えば、凝
集因子など）の前処理表面への吸着は、気孔の大きさに基づくサイズ排除と組み合わされ
得る。実際、例えばムチンなどの凝集因子は、しばしば、気孔を通り抜けることができな
い大きい凝集体を形成する。
【００６５】
　上述のように、本発明に係る装置及び方法は、特に、干渉部分を含有する唾液又はその
他の標本内での検体の検出に適している。
【００６６】
　本発明に係る方法及び装置において、唾液標本は典型的に、装置の前処理部又はそれと
直接的に接続された領域に与えられる。唾液標本は、純粋な形で、あるいは１つ以上の操
作工程を受けた後に、の何れかで与えられることができる。特定の実施形態によれば、本
発明に係る方法及び装置は、更なる操作工程及び／又は標本操作領域を有する。標本を前
処理部に（最初に、あるいはそれのみに）与えるのに先立って標本に行われることが想定
される操作には、以下に限られないが、唾液標本の希釈（水又は特異性緩衝液を用いる）
、唾液標本の濾過（特に、標本の非特異的な濾過、又は、前処理部で想定される前処理と
は同一でない手法での標本の非特異的あるいは特異的な濾過）が含まれる。しかしながら
、特定の実施形態によれば、迅速且つ単純な方法を提供することが想定され、唾液標本は
、ここでの前処理部に相当する領域に与えられ、あるいは前もっての操作を受けることな
くそのような領域に導かれる。
【００６７】
　装置に与えられる標本は、流体の形態で（例えば、吐いた唾の標本として、あるいは唾
液をピペットで採取することによって）直接的に与えられてもよいし、吸収性の固体媒体
（例えば、綿棒）から間接的に与えられてもよい。唾液を吸収するのに適した吸収媒体は
技術的に知られている。使用され得る典型的な媒体には、以下に限られないが、ゲル、泡
、ガラス繊維、綿、セルロース、レーヨン、及びその他の合成材料が含まれる。特定の実
施形態によれば、本発明に係る方法及び装置は、唾液標本を前処理部に直接的に与える手
段を含む。
【００６８】
　本発明に係る方法及び装置は更に、１つ以上の関心検体の検出を担う検出部を利用する
。
【００６９】
　特定の実施形態において、当該方法及び装置は、検出部内のバイオセンサ表面を利用す
る。バイオセンサ表面は、１つ以上の検体の検出を確かにする分子を有する。それらの分
子の性質は、検出が基礎とする原理によって決定される。本発明に従った検出部での１つ
以上の検体の分析方法は、直接（非競合）分析（アッセイ）及び競合アッセイを含む。特
定の実施形態によれば、検体は直接的に検出される。代替的な特定の実施形態によれば、
検体は間接的に検出される。何れの種類の分析においても、検出は、結合した、あるいは
結合していない、検体又は抗原特異的な分子の何れかを測定することができる。
【００７０】
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　直接検出が想定される場合、バイオセンサ表面は、検体特異分子、すなわち、１つ以上
の検体を特異的に結合させることが可能な分子を有する。競合すなわち間接的な検出が想
定される場合、バイオセンサ表面は検体又は検体類似体を有する。
【００７１】
　本発明の状況において用いられる、１つ以上の検体を特異的に結合させることが可能な
好適な分子は、検体特異分子は検体と特異的に相互作用するものの、検出を妨げる成分の
特異的な除去に使用され得る分子と基本的に同一の性質を有する。典型的な特異性相互作
用には、ＤＮＡ／ＤＮＡ若しくはＤＮＡ／ＲＮＡ結合、タンパク質／タンパク質、タンパ
ク質／ＤＮＡ及びタンパク質／糖質相互作用、抗体／抗原相互作用、並びにレセプター（
受容体）／リガンド（配位子）結合が含まれる。また、検体（例えば、酵素阻害薬、医薬
品、ライブラリ・スクリーニングから分離された鉛化合物）を検出するために合成分子が
用いられ得る。従って、検体特異プローブの例には、以下に限られないが、オリゴヌクレ
オチド、抗体、酵素基質、受容体リガンド、レクチンなどが含まれる。
【００７２】
　特定の実施形態によれば、検体特異分子は、（上述のように、）単クローン性抗体若し
くは多クローン性抗体、ナノボディ、及びそれらのフラグメント若しくは誘導体である。
【００７３】
　典型的に、検体特異分子は表面（バイオセンサ表面）に設けられ、それにより、検体特
異分子への検体の結合が、検出器によって直接的あるいは間接的に検出され得る。他の例
では、標本を検体特異分子に接触させる手段が検出部に備えられる。検体特異分子との検
体の結合は、（例えば、検体特異分子を結合させることが可能な分子を用いて）表面の錯
体を捕捉することによって検出され得る。加えて、あるいは代えて、錯体は検体特異分子
上に存在する標識の結果として検出部にて検出される。
【００７４】
　検体又は検体特異プローブは、バイオセンサ表面に直接的あるいは間接的に被覆され得
る。生体分子で表面を被覆する方法は、技術的に知られており、以下では例を説明する。
【００７５】
　本発明の状況における検出は、典型的に、標識の存在によって確実にされる。典型的な
標識には、以下に限られないが、発色団、放射性標識、エレクトロルミネセント、化学発
光、リン光、蛍光、又は反射性の標識が含まれる。
【００７６】
　方法及び装置の特定の一態様によれば、検出は、（典型的に、磁化可能粒子の使用を伴
う）磁気作動を伴う。磁気作動は、検出を容易にするように、検出すべき分子を局所的に
集めるために用いられてもよく、且つ／或いは磁界の変化を測定することによって実際の
検出処理のために用いられてもよい。例えば、成分（例えば、粒子など）の存在は、表面
に近接され且つ該表面が外側部分を成す部材内に埋め込まれた磁気センサ素子などによっ
て検出されることができる。他の例では、フーリエ変換赤外分光（Fourier　transform　
infrared　spectroscopy；ＦＴＩＲ）を用いた粒子の光学的な検出が想定され、表面が外
側部分を成す部材は電磁放射線（例えば、光）に対して透明にされる。典型的に、磁化可
能粒子の磁気的な検出又は光学的な検出を用いる方法は、表面近くの、あるいは表面に結
合された（典型的に１０ｎｍ－５０００ｎｍ程度）成分を検知することができる。
【００７７】
　故に、本発明に係る装置及び方法の特定の実施形態において、磁気粒子又は磁化可能粒
子の使用が想定される。特に、検出は、検出部内の磁化可能粒子の存在及び／又は量を決
定することを伴う。検出部内で使用される磁化可能粒子は、前処理部で使用され得る磁化
可能粒子と異なっていてもよい。
【００７８】
　本発明の状況で使用される磁化可能粒子の性質はクリティカルなものではない。好適な
磁化可能粒子には、完全なる無機粒子、及び無機材料と有機材料（例えば、ポリマー）と
の混合物である粒子が含まれる。
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【００７９】
　磁化可能粒子、特に、常磁性粒子及び超常磁性粒子は、例えば高スループット臨床免疫
学的検定器具、標本精製、細胞抽出においてなど、生化学分析にて広く使用されている。
幾つかのダイアグノスティックス会社（ロシュ、バイエル、ジョンソン＆ジョンソン、ア
ボット、ビオメリューなど）が、例えば免疫学的検定、核酸抽出及び標本精製などのため
の、磁化可能粒子を備えた試薬の製造販売を行っている。
【００８０】
　磁化可能粒子の表面への検体特異分子又は検体の付着は、技術的に記載された方法によ
って行われ得る。例えば、粒子は例えばヒドロキシル基、カルボニル基、アルデヒド基又
はアミノ基などの官能基を携え得る。これらは一般的に、例えば被覆されていない単分散
超常磁性粒子を処理することによって、このような官能基のうちの１つを担持するポリマ
ーの表面コーティングを提供する、例えば、ポリグリコールとともにポリウレタンでヒド
ロキシル基を提供する、セルロース誘導体でヒドロキシル基を提供する、アクリル酸又は
メタクリル酸のポリマー又は共重合体でカルボニル基を提供する、あるいは、アミノアル
キル化されたポリマーでアミノ基を提供する、ことによって提供される。米国特許第４６
５４２６７号は、数多くのこのような表面コーティングを紹介している。米国特許第４３
３６１７３号、４４５９３７８号及び４６５４２６７号に従った粒子の修飾によって、そ
の他の被覆粒子も準備され得る。特定の一種類の粒子の場合、表面は、（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ
）８－１０リンクを介してポリマー骨格に接続された－ＯＨ基を担持する。他の特定の粒
子は、メタクリル酸の重合によって得られた－ＣＯＯＨ基を担持する。例えば、粒子内に
当初存在するＮＨ２基が、米国特許第４６５４２６７号に記載されているようにジエポキ
シドを用いて反応された後、メタクリル酸を用いた反応が行われて、末端ビニル基が提供
され得る。メタクリル酸を用いた溶液重合は、末端カルボニル基を担持するポリマーコー
ティングを生じさせる。同様に、ジエポキシドを用いた反応の上述の生成物質を用いてジ
アミンを反応させることによってアミノ基が導入され、例えばアミノグリセロールなどの
ヒドロキシルアミンを用いた反応によってヒドロキシル基が導入される。粒子への生物活
性分子の結合は、不可逆的であり得るが、また、粒子と生物活性分子との間での架橋形成
のためのリンカー分子の使用によって可逆的になり得る。そのようなリンカーの例には、
特定のタンパク質分解認識部位を備えたペプチド、特定の制限酵素に関する認識部位を備
えたオリゴヌクレオチド配列、又は還元性ジスルフィド基を有するもののような化学的に
可逆な架橋基が含まれる。ピアス・バイオテクノロジー社（米国、イリノイ州、ロックフ
ォード）から、多様な可逆架橋基を入手することができる。他の例では、分子の固定化は
、共有結合によってではなく物理吸着によって行われる。例えば、多くのタンパク質は疎
水性の表面に容易に固定され得る。これは、粒子の表面及び巨視的な表面（例えば、バイ
オセンサ表面）への分子の固定の何れにも当てはまる。
【００８１】
　磁化可能粒子は、ナノメートルからマイクロメートルまでの範囲内の様々なサイズで商
業的に入手可能である。磁界によって移動されることができ且つ（必要に応じて）高感度
の検出を可能にする限り、本発明の状況での使用に好適であるとして様々な大きさ（以下
に限られないが、例えば１０ｎｍ－５μｍ、典型的に５０ｎｍ－１μｍ）の磁化可能粒子
が想定される。同様に、粒子の形状（球体、回転楕円体、棒状）はクリティカルでない。
例えば異なる磁気特性及び／又は光学特性を有するものといった異なる種類の磁化可能粒
子が、１つの反応チャンバー内で同時に使用され得ること（磁気粒子の多重化）が想定さ
れる。これは、２つ以上の検体を検出する必要がある場合に当てはまり得る。
【００８２】
　本発明にて提供される方法、装置及びツールの特定の実施形態は、検出部内での磁化可
能粒子の、その磁気／磁化可能特性又は光学特性に基づく検出を想定する。加えて、ある
いは代えて、磁化可能粒子に直接的に付着されるか検体を介して該粒子に間接的に結合さ
れるかの何れかである標識の存在に基づいて、磁化可能粒子が検出され得ることが想定さ
れる。磁化可能粒子に結合する好適な標識については上述した。従って、特定の実施形態
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において、ここで説明する方法及び装置にて使用される磁化可能粒子は標識付けられる。
標識は、無機成分又は有機成分を介して外側で磁化可能粒子に付与され、あるいは粒子内
に組み込まれ得る。
【００８３】
　更なる特定の実施形態において、標識としての磁化可能粒子と非磁気標識との双方を有
する分子（例えば、検体特異化合物又は検体）が用いられる。
【００８４】
　様々な種類の検出が想定されるので、検出部は、検出がどのように実行されるかと装置
とに応じて、様々な物理形態を取ることができ、例えば、二次元又は三次元とされてもよ
い。バイオセンサ表面は、その中を標本が流れ得るように多孔質にされてもよいし、多孔
質でないものにして、その上を標本が移動することを可能にしてもよい。
【００８５】
　典型的に、検出部の機能は検出器によって確保され、すなわち、例えばバイオセンサ表
面上などの検出部にて、検出手段が検体の存在を検出することができる。特定の実施形態
において、検出は、以下に限られないが例えば磁気信号、磁気抵抗、ホール効果、光信号
（反射、吸収、散乱、蛍光、化学発光、ラマン、ＦＴＩＲなど）、音響信号（水晶振動子
マイクロバランス（ＱＣＭ）、表面音響波（ＳＡＷ）、バルク音響波（ＢＡＷ）など）な
どの信号に基づく。特定の実施形態において、信号は、例えば特別な機器を用いることな
く検出可能な色変化などの光信号である。信号の生成は、直接的、すなわち、表面に結合
された標識の直接的な効果であってもよいし、例えば色変化を確保する酵素の基質といっ
た反応物質の付加の結果であってもよい。
【００８６】
　本発明の特定の一態様は、１つ以上の検体の検出を妨げる唾液標本の部分の少なくとも
一部を特異的あるいは非特異的に除去するための１つ以上の前処理部と、１つ以上の検体
の検出を可能にする検出部とを有する装置に関する。
【００８７】
　特定の実施形態によれば、（最後又は唯一の）前処理部及び検出部は、互いに直接隣接
する。他の例では、前処理部及び検出部は、不活性な領域、チャネル又はチャンバーによ
って離隔される。そのような不活性領域の例には、以下に限られないが、微小流体デバイ
ス内の微小流体チャネル（図１参照）、側方流動デバイス内の固体基板（場合により、毛
細管作用を備える）などが含まれる。
【００８８】
　１つの前処理部から別の前処理部への移動、及び／又は前処理部から、場合により不活
性領域を介しての、検出部への移動は、様々な手法で確保され得る。特定の実施形態にお
いて、標本は、１つ以上の前処理部及び検出部を有する装置内を鉛直方向に流れる。これ
は、重力又は毛細管引力の何れかに基づき得る。加えて、あるいは代えて、装置が、例え
ば毛細管力又は装置内に流体流を生成する力（例えば、機械的な流体流、又は音響的ある
いは超音波による流体励起による）によって、横方向の流れを確保することが想定される
。特定の実施形態において、例えば結合表面に向かう煙突形状といった装置の物理特性が
、前処理部及び／又は検出部へと向かう粒子の移動を保証する。
【００８９】
　特定の実施形態において、磁界内で移動される磁気粒子を利用する装置が提供される。
特に、磁気／磁化可能粒子の使用は検出部において想定される。加えて、あるいは代えて
、磁化可能粒子の使用は１つ以上の前処理部において想定される。磁界によって磁気（又
は磁化可能）粒子に作用する力は、この磁界の勾配及び粒子の磁化率によって与えられる
。磁気力は計算することができる（例えば、J.D.Jackson、「Classical　Electrodynamic
s」、John　Wiley＆Sons，Inc.、１９９９年を参照）。結果として、磁気粒子への力は磁
界の勾配に関係する。換言すれば、磁気粒子は、より小さい磁界を有する領域から、より
大きい磁界を有する領域へと移動する性質を有する。
【００９０】
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　前処理部及び検出部の双方において磁気作動が想定される場合、磁気作動は異なる領域
では同時に実行されないが、標本が１つの領域から次の領域へと移動されるときに相互に
続けて実行される。
【００９１】
　従って、１つ以上の磁界生成手段によって１つ以上の磁界が生成され得るシステムが提
供される。本発明においては、例えば永久磁石、電磁石、コイル及び／又はワイヤなど、
様々な種類の磁界生成手段が想定される。粒子への磁気力の強さは、誘起される進行距離
が、磁界なしで進行される距離より大きくなるようにされる。すなわち、磁気力は並進ブ
ラウン運動より優勢にされるべきである。
【００９２】
　本発明によれば、１つ以上の磁界生成手段によって生成される磁界は、一定、パルス状
、又は強度変化するものの何れかにされ得る。また、２つ以上の磁界が生成される場合、
それらの正確な向きは固定にもされ得るし、可変にもされ得る。
【００９３】
　特定の実施形態によれば、磁界生成手段は電磁石又は１つ以上の電線を有する。これは
、装置内の部品の機械的な移動を回避することを可能にする。特定の実施形態によれば、
磁界生成手段は前処理部及び／又は検出部の下に配置される。
【００９４】
　ここで説明する方法及び装置の特定の実施形態において、少なくとも１つの磁界により
、検出が行われるバイオセンサ表面である検出部内の領域へと向かう移動が確保される。
磁界を生成する手段と組み合わせて使用され得るカートリッジである装置が想定される。
加えて、あるいは代えて、磁界を生成する手段は装置内に組み込まれる。
【００９５】
　特定の実施形態によれば、外部からの物理的な力の印加（例えば、プランジャーによる
圧力の印加）に頼らない装置が提供される。
【００９６】
　特定の実施形態において、本発明に従った装置は側方流動デバイスである。更なる特定
の実施形態において、装置は微小流体デバイス、又は微小流体デバイス内で使用される（
使い捨て）カートリッジである。微小流体デバイスは、ここでは、少なくとも１つの次元
において大きさが０．０５－５０００μｍの範囲内、特に１０μｍと５００μｍとの間、
にある形状（例えば、チャネルなど）を有する装置を意味する。
【００９７】
　特定の実施形態によれば、本発明に係る装置は、ヒドロキシアパタイトを有する１つ以
上の前処理部を有する。
【００９８】
　本発明に係る装置は更に検出部を有する。特定の実施形態において、検出部はバイオセ
ンサ表面を有する。これは典型的に、分子、より具体的にはプローブ、が結合され得る特
別に誘導体化された表面である。好適な表面の例には、ガラス、金属、プラスチック、有
機結晶若しくは無機結晶（例えば、シリコン）、非晶質有機材料若しくは非晶質無機材料
（例えば、窒化シリコン、酸化シリコン、酸化アルミニウム）が含まれる。好適な表面材
料及び連結特性は技術的に当業者に知られており、例えば、A.M.Usmani及びN.Akmalによ
る「Diagnostic　Biosensor　Polymers」（American　Chemical　Society、1994　Sympos
ium　Book　Series　556、ワシントンＤＣ、米国、１９９４年）、Y.Lvov及びH.Mhwald監
修の「Protein　Architecture，Interfacing　Molecular　Assemblies　and　Immobiliza
tion　Biotechnology」（Marcel　Dekker、ニューヨーク、２０００年）、David　Wildに
よる「The　Immunoassay　Handbook」（Nature　Publishing　Group、ロンドン、２００
１年、ISBN1-56159-270-6）、又はKress-Rogersによる「Handbook　of　Biosensors　and
　Electronic　Noses，Medicine，Food　and　the　Environment」（ISBN0-8493-8905-4
）に記載されている。被覆されたプラスチック及び被覆されていないプラスチックにタン
パク質を結合させるサポート及びガラスのサポートがAngenendt等（２００２年、Anal　B
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iochem.　309、pp.253-260）にて開示されている。また、Dufva（２００５年、Biomol.　
Eng.　２２、pp.173-184）は、オリゴヌクレオチドを付着させる方法及びこの処理に影響
を及ぼす要因を検討している。
【００９９】
　特定の実施形態において、バイオセンサ表面が検体、検体類似体又は検体特異プローブ
で被覆されるシステム及び装置が提供される。
【０１００】
　本発明に従った装置は、検出部内での検体の検出を確保する検出手段と組み合わせて使
用されるカートリッジとして提供されてもよい。加えて、あるいは代えて、ここで説明す
る方法を実行するシステム及び装置に、好適な検出手段が組み込まれてもよい。好適な検
出手段には、例えば以下に限られないが磁気信号、磁気抵抗、ホール効果、光信号（反射
、吸収、散乱、蛍光、化学発光、ラマン、ＦＴＩＲなど）、音響信号（水晶振動子マイク
ロバランス（ＱＣＭ）、表面音響波（ＳＡＷ）、バルク音響波（ＢＡＷ）など）などの関
連信号を検出することが可能な手段が含まれる。特定の実施形態において、磁気抵抗素子
である検出手段が設けられる。
【０１０１】
　故に、特定の実施形態によれば、バイオセンサ表面内又はその上の磁気粒子を検出する
センサは、検出部に一体化される（例えば、磁気抵抗センサが一体化される）。他の例で
は、検出手段又はセンサ（例えば、光ユニット）は装置の一体化部分ではない。そのよう
な実施形態において、検出部は必要に応じて、検出部内、より具体的にはバイオセンサ表
面、での標識の検出を可能にする検出窓を有する。検出窓の位置は、検出部内のバイオセ
ンサ表面の位置によって決定される。より具体的には、検出窓は、バイオセンサ表面に適
合されるように、バイオセンサ表面の上方又は下方の地点又は長さ領域を中心として配置
される。
【０１０２】
　特定の実施形態において、検出は、検出部内のバイオセンサ表面の下のセンサによって
行われる。必要に応じて、バイオセンサ表面を支持する部材に検出窓が設けられる。
【０１０３】
　検出が磁界又は光学的な方法に基づく場合、特別な検出窓を設けることは、例えば検出
部及び／又はバイオセンサ表面部材の全て又は一部が検出すべき信号に対して透明である
場合などにおいて、余計なこととなり得る。
【０１０４】
　ここで説明するシステム及び装置の更なる特定の実施形態は、上述の構成要素に加えて
、以下の構成要素のうちの１つ以上を有する。本発明に係るシステムは通常、標本、磁化
可能粒子及び／又は試薬を反応チャンバー内に導入するための1つ以上の挿入手段を有す
る。これらは必要に応じて、複数の試作の各々を有するソースに結合されることができる
。必要に応じて、本発明に従った装置は、試薬、反応廃棄物及び／又は場合により磁化可
能粒子をバイオセンサ表面及び／又は検出部から取り出すための排出手段を有する。
【０１０５】
　本発明の特定の実施形態は、ここで説明する前処理部及び検出部を統合する（場合によ
り、使い捨ての）カートリッジを提供する。使い捨てカートリッジは更に、内部に統合さ
れた磁化可能粒子を有することができ、あるいは、これらは別個に提供されることができ
る。特定の実施形態において、カートリッジの材料は、その内部に磁界が生成され得るよ
うにされる。例えば、カートリッジは、ガラス、又は例えばプレキシガラス［ポリ（メチ
ル）メタクリレート］、クリアＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）、ＰＣ（ポリカーボネート）、
ＣＯＰ（例えば、Ｚｅｏｎｅｘ）若しくはＰＳ（ポリスチレン）などの合成材料から成る
。
【０１０６】
　本発明の状況において想定されるカートリッジは更に、必要に応じて、磁界勾配を生成
するための少なくとも１つの物理的なキャリアを有する。
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【０１０７】
　本発明において説明される装置は、小さい標本容積に対する、迅速、ロバスト且つ取扱
が容易な、ポイントオブケア・バイオセンサとして使用されることができる。上述のよう
に、装置又はカートリッジは、小型の読み取り機とともに使用される使い捨てアイテムと
することができ、必要に応じて、１つ以上の磁界生成手段及び／又は１つ以上の検出手段
を格納し得る。場合により、装置の唯一の部品、又はより多くの部品（例えば、前処理部
、検出部、又はバイオセンサ表面のみ）が使い捨てにされる。
【０１０８】
　更なる一態様によれば、本発明は、唾液標本内の検体の検出及び／又は定量化のために
本発明に係る装置及び／又はカートリッジが使用される方法を提供する。
【０１０９】
　検出すべき検体の性質は本発明にとって本質的ではない。本発明の状況において想定さ
れる方法は、様々な種類の分子、より具体的には、ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、糖質、
脂質、及び有機の同化産物若しくは代謝産物などの生体分子、とし得る検体の検出を含む
。しかしながら、特定の一実施形態によれば、唾液標本内の薬物の存在を検出する方法が
提供される。
【０１１０】
　流体標本内の薬物を検出する方法は、技術的に周知であり、例えば先出の特許文献１に
記載されている。本発明に係る方法を用いて検査され得る薬物には、以下に限られないが
、幻覚薬、精神刺激薬、鎮痛剤、抑制薬、乱用吸入抗原、睡眠薬及びアルコールが含まれ
る。特定の一実施形態によれば、検出すべき１つ以上の検体には、アルコール、アヘン剤
（ＯＰＩ）、コカイン（ＣＯＣ）、例えば大麻若しくは特にテトラヒドロカンナビノール
（ＴＨＣ）などのカンナビノイド、アンフェタミン／メタアンフェタミン（ＡＭＰ）、モ
ルヒネ（ＭＯＲ）、ベンゾジアゼピン（ＢＺＯ）、１－（１’－フェニルシクロヘキシル
）ピペリジン（ＰＣＰ）、バルビツレート（ＢＡＲ）、メタドン（ＭＥＴ）及びヘロイン
、又は、例えば以下に限られないが、コデイン、パパベリン、ノスカピン、ヒドロコドン
若しくはフェンタニルなどのモルヒネのような作用を有するその他のオピオイドが含まれ
る。これらの薬物の誘導体又は代謝産物も検出され得る。特定の実施形態によれば、この
方法は特に薬物乱用検査に適している。
【０１１１】
　本発明に係る検出方法においては様々な分析原理が想定される。
【０１１２】
　特定の実施形態において、検出は、検体特異プローブへの結合による検体の直接検出に
基づく。
【０１１３】
　これは、図２Ａ及び２Ｂに特定の一実施形態によって示されている。バイオセンサ表面
（５）に結び付けられた検体特異プローブ（６）を有する検出部（４）を有する装置が設
けられている。検出部内で、標本は、検出すべき唾液標本内の検体に特異的に結合するこ
とが可能な分子で被覆された磁化可能粒子（７）に接触させられる。特定の実施形態によ
れば、これらの分子はバイオセンサ表面の分子と同一でないものにされ、双方の分子が同
時に関心検体を結合させ得ることが確保される。図２Ｂに示した装置の使用中において、
唾液標本内の検体（８）は、磁化可能粒子（７）上の検体特異分子に結合する。磁界の印
加による、結合していない磁気粒子のバイオセンサ表面（５）からの除去後、結合してい
る磁気粒子を検出することができる。
【０１１４】
　特定の実施形態において、検出は、検体特異プローブへの検体の競合的結合に基づく。
例えば、バイオセンサ表面が検体のような化合物又は検体類似体で被覆される方法が想定
される。磁化可能粒子で標識付けられた検体特異プローブが、バイオセンサ表面と接触さ
せられ、検体のような化合物に弱く結合する。検体を有する標本と接触すると、検体が検
体特異プローブに強く結合し、バイオセンサ表面から移動される。検出部内の（検体特異
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プローブに結合した）磁化可能粒子の残量は、標本内の検体の濃度に反比例する。
【０１１５】
　競合アッセイの更なる代替的な実施形態において、検体特異プローブは、結合表面に固
定され、標本を結合表面に接触させるのに先立って、磁気的に標識付けられた検体類似体
又は検体が標本に付加される。
【０１１６】
　ここで想定される方法の特定の実施形態において、検体の検出は、例えば二次抗体、標
識、基質など、１つ以上の更なる試薬を検出部に付加することを必要とする。
【０１１７】
　当業者に明らかなように、上述の実施形態は本発明を限定するものではなく、上述の分
析（アッセイ）には更なる変形が想定される。
【０１１８】
　ここで説明する方法の特定の実施形態においては、結合していない磁化可能粒子を洗い
流す代わりに、結合していない磁化可能粒子は、検体の存在（及び量）を決定するために
使用される。
【０１１９】
　特定の実施形態によれば、本発明に係る方法は、標本の磁化可能粒子（例えば、磁気的
に標識付けられた検体特異プローブ、又は磁気的に標識付けられた検体若しくは検体類似
体）との接触と、前処理部内及び／又は検出部内での粒子の移動とを含む。磁化可能粒子
は、流体の試薬又は乾燥した試薬の一部とされ得る。磁化可能粒子に加えて、試薬は例え
ば、緩衝塩、浄化剤、生化学的相互作用を支援する生体分子などを含むことができる。こ
れらの工程は、使用される試薬（すなわち、検体、検体特異プローブ、標識）と混合可能
な例えば標準緩衝液などの液体、最小限の前処理を施された標本、又は純粋な標本（例え
ば、血液又は唾液）である液体内で実行され得る。洗浄目的で前処理部及び／又は検出部
に液体が導入され得る。他の例では、これらの方法は、特にバイオセンサ表面の位置に、
最小限の量の液体を用いて実行される。
【０１２０】
　特定の実施形態によれば、本発明に係る方法は更に、検出部内に存在する標識の量を定
性的あるいは定量的に決定することを可能にする検出工程を有する。標識の量は、標本内
の検体の量の（直接的あるいは間接的な）指標である。この検出工程は、上述の一つ以上
の検出手段を用いることで行われる。
【０１２１】
　本発明の更なる一態様は、検体の検出における唾液標本の前処理にヒドロキシアパタイ
トを使用することに関する。ヒドロキシアパタイトを用いた一度以上の唾液標本の前処理
により、標本からムチン分子が除去され、それらが標本の可動性を妨げること、及び検体
の検出におけるそれらの干渉が防止される。
【０１２２】
　従って、本発明は、唾液標本を少なくとも一度ヒドロキシアパタイトに接触させること
を有する、唾液内の検体を決定する方法を提供する。特定の実施形態において、ヒドロキ
シアパタイト前処理は濾過工程と組み合わされる。
【０１２３】
　本発明のこの態様の特定の実施形態において、ヒドロキシアパタイトを用いた前処理は
、検出装置又はカートリッジに統合される。
【０１２４】
　本発明のこの態様の特定の実施形態において、検出部に加えてヒドロキシアパタイト搭
載フィルタを有する装置が提供される。
【０１２５】
　特定の実施形態において、磁化可能粒子が検体の検出に使用される。より具体的には、
検出部に蓄積された磁化可能粒子の存在及び／又は量を検出するために、磁化可能粒子の
磁気特性が使用される。加えて、あるいは代えて、磁化可能粒子の検出は、粒子の光学特
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性、又は磁化可能粒子に直接的あるいは間接的に付着された標識（上記参照）の光学特性
に基づいて、視覚的あるいは光学的に行われる。特定の一実施形態によれば、磁化可能粒
子を用いるとき、検体の検出にＦＴＩＲが使用される。
【０１２６】
　当業者にとって、本発明を具現化するためのその他の構成も自明であろう。理解される
ように、本発明に従った装置及び方法に関して、ここでは、好適な実施形態、具体的な構
造及び構成並びに材料を説明したが、本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、形態及
び細部における様々な変形又は変更が為され得る。単に例示のためのものと解されるべき
以下の実施例によって本発明を例示する。本発明はここで説明した特定の実施形態に限定
されるものではない。
【０１２７】
　本発明に従った装置及び方法は、特に免疫学的検定、より具体的には競合アッセイとし
て実行される免疫学的検定に適したものである。
【０１２８】
　以下、実施例を説明する。
【０１２９】
　実施例１：前処理工程を繰り返すことによる干渉ムチンの除去
　超常磁性ビーズを、唾液の干渉化合物を特異的に結合させることが可能な分子、このケ
ースでは抗ムチン抗体、でコーティングする。第１の工程において、抗ムチン抗体で被覆
された常磁性ビーズを有する第１の前処理部に唾液標本を接触させる。磁界の印加により
、流体からビーズを除去する。そして、標本を第２の前処理部に移動させる。常磁性ビー
ズとの標本の接触の効果の観察のため、例えば、ムチンにより引き起こされる超常磁性ビ
ーズのクラスター化又は凝集状態を、前処理部との接触中にモニタすることができる。こ
れは、顕微鏡の下で、あるいは例えばナノサイザ（マルバーン社製）を用いることによっ
て、標本又はその一定分量（アリコート）を調査することによって行う。凝集又はクラス
ター化が観測されたとき、更なる前処理部に標本を与えること、又は超常磁性粒子が除去
され且つ新たな被覆超常磁性粒子で置換された第１の前処理部に再び標本を与えることの
何れかによって、前処理工程を繰り返す。必要に応じて、前処理工程は、ビーズのクラス
ター化が観察されなくなるまで繰り返す。
【０１３０】
　次に、唾液標本を検出部に移送し、そこで検体の検出を行う。この例において、検体は
モルヒネである。モルヒネは唯一の抗原決定基（エピトープ）を有する小分子であり、標
本内のモルヒネの量を決定するためには競合アッセイを行わなければならない。
【０１３１】
　１μｌのＢＳＡ－モルヒネ（リン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）内に１ｍｇ／ｍｌ）をウ
ェル上に均一に塗布し、それを乾燥させることによって（モルヒネ－３－グルコロニドが
過剰なＢＳＡ内にそのリジン残基を解して結合される）、検出部のポリスチレン表面にモ
ルヒネ－ＢＳＡ複合体をコーティングする。コーティング後、表面を１時間、１０ｍｇ／
ｍｌのＢＳＡ＋ＰＢＳ内０．６５％のＴｗｅｅｎ－２０でブロッキングする。そして、ブ
ロッキング溶液を廃棄する。
【０１３２】
　（１つ以上の）前処理部から得られた唾液標本を、モルヒネで被覆された検出部内の表
面に接触させる。同時に、抗モルヒネ抗体で被覆された常磁性粒子（溶液総量５０μｌの
１０ｍｇ／ｍｌのＢＳＡ＋ＰＢＳ内０．６５％のＴｗｅｅｎ－２０の溶液内で抗モルヒネ
Ａｂ被覆常磁性粒子（２００ｎｍプロテインＧ被覆磁性粒子）を１：１０で希釈）を付加
する。唾液内にモルヒネが存在しなければ、抗体を有する全ての磁化可能粒子が、ウェル
上にコーティングされたモルヒネに結合する。効率的な結合を確保するため、センサ表面
に常磁性ビーズを引き付けるように磁界を印加する。唾液内（又は、１－４０ｎｇ／ｍｌ
モルヒネを添加された制御標本内）にモルヒネが存在するとき、抗体の一部は唾液のモル
ヒネで飽和され、表面にコーティングされた検体に結合しない。
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【０１３３】
　表面から離れる向きの第２の磁界を印加することで、被覆検体に結合していない磁化可
能粒子をバイオセンサ表面から除去することができる。バイオセンサ表面に結合している
常磁性粒子の量を測定することによって検出を行う。
【０１３４】
　実施例２：側方流アッセイを用いたアンフェタミンの迅速検出
　標本パッド部材の表面に抗ムチン抗体が固定された標本パッド（多孔質構造）を有する
前処理部に唾液標本を付加する。唾液内に存在するムチンは、固定された抗ムチン抗体に
結合することになる。インキュベーション時間は標本パッドサイズ及び／又は標本パッド
の気孔サイズによって影響され得る。固定される抗体の数及び標本パッドでのインキュベ
ーション時間は、干渉マトリックス成分が十分に除去されて、ａ－特異結合又は移動固相
の凝集／クラスター化がもはや問題とならなくなるように調整する。
【０１３５】
　前処理ゾーンを通り抜けての移動後、標本を、アンフェタミン又はアンフェタミン類似
体で標識付けられた色付き粒子に標本を接触させるゾーンに移す。そして、標本は更に、
‘検出ライン’を形成するように抗アンフェタミン抗体を配置した検出部を有する検出部
まで移る。唾液標本内に存在する（標識付けられていない）アンフェタミンは、標識付け
られた抗アンフェタミン抗体上の結合部位を占めることになり、それにより、色付き粒子
で標識付けられたアンフェタミンの検出ラインでの結合及び集中が防止される。標本内に
アンフェタミンが存在しない場合、標識付けられたアンフェタミンの全てが検出ゾーンに
結合し、色付きの帯が生じる。これは視覚的に検出することができる。
【０１３６】
　実施例３：ＨＡＰ濾過を用いる分析でのアヘン剤の検出
　超常磁性粒子（Ａｄｅｍｔｅｃｈ社の５００ｎｍＣＯＯＨ被覆粒子）を、単クローン性
抗アヘン剤抗体でコーティングした。ＢＳＡ－アヘン剤でコーティングされた表面を設け
ることにより、検出部を準備する。テープを用いてバイオセンサの頂部及び底部を組み立
て、該センサを室温の実験室条件下に維持した。４つの異なる前処理条件を用いた：前処
理なし、スポンジ・ボブフィルタ材料（Ｆｉｌｔｒｏｎａ社、密度０．２９ｇ／ｃｍ３）
、及び５０ｍｇ／ｍｌのＨＡＰとの接触とその後のフィルタ。次に、前処理した緩衝液又
は唾液内で粒子を０．２ｗｔ％で再分散させた。
【０１３７】
　分析緩衝液、又は分析緩衝液に７０％の唾液（唾液提供者１－３）の何れかを有する標
本を、異なる前処理部に掛け、続けて磁化可能粒子と混合した。
【０１３８】
　異なる前処理条件から得られた標本内のアヘン剤の検出を、光バイオセンサシステムに
て競合アッセイを用いて行った。競合アッセイにおいて最大信号を得るために薬物を適用
することはしていない。毛細管チャネルによる自律的な充填により、標本を検出部に接触
させた。磁気ビーズをバイオセンサ表面に引き付ける磁界を印加した。磁気コイルシステ
ムを用いて磁力／磁気作動を適用した。結合していないビーズを基質表面から引き離すた
め、カートリッジ上に別の磁界を印加した。総分析時間（充填、再分散及び磁気作動）は
３５秒（５ｓのカートリッジ充填、３０ｓの作動）であった。
【０１３９】
　分析結果を図３にまとめた。ヒドロキシアパタイト・フィルタリング工程を用いないと
きに結果が変化し得ることが見て取れる。実際には、標本２においては、アヘン剤を有し
ない緩衝液と同様の結果を生じさせるのに、単なる標本の希釈で十分であった。しかしな
がら、異なる個体からの標本１及び３においては、標本マトリックスが検出を妨げた。濾
過はこの問題を一部の標本（例えば、標本３を参照）では解決し得るが、標本１で正確な
結果を生じさせるには、ヒドロキシアパタイトとの接触と組み合わせた濾過が最も適して
いる。このように、ヒドロキシアパタイトは分析の感度を高める。
【０１４０】



(22) JP 5595382 B2 2014.9.24

10

20

30

　同様の結果は、フィルタに固定されたヒドロキシアパタイト（例えば、ナノ粉末として
）を用いるときにも得ることができる。このようなフィルタは、標本が、微小流体チャネ
ルに流入して検査チャンバーに向かう前に、このフィルタを通って流れるように、微小流
体デバイスのカートリッジに組み込まれ得る。
【０１４１】
　同様の結果はまた、カートリッジの頂部に乾燥された磁化可能ビーズを用いて得ること
ができる。その場合、唾液は先ず、磁化可能粒子を含んだ前処理部に掛けられる。次に、
標本は、毛細管チャネルによる自律的な充填により、検出部に接触させられる。検出部に
て、磁気粒子は再分散し、上述のように磁気作動を用いて分析が行われる（実施例４も参
照）。
【０１４２】
　実施例４：ＨＡＰ濾過及び検出用乾燥ビーズを用いる競合アヘン剤アッセイ
　超常磁性粒子（Ａｄｅｍｔｅｃｈ社の５００ｎｍＣＯＯＨ被覆粒子）を、単クローン性
抗アヘン剤抗体でコーティングした。ＢＳＡ－アヘン剤（３印刷点）でコーティングされ
た表面を設けることにより、検出部を準備する。乾燥性緩衝液（１０ｍＭのＴｒｉｓ社Ｈ
Ｃｌ、１ｗｔ％のＢＳＡ、１０ｗｔ％のスクロース、ｐＨ７．５）内に磁気粒子を再分散
させた。テープを用いてバイオセンサの頂部及び底部を組み立て、該センサを室温の実験
室条件下に維持した。２つの異なる前処理条件を用いた：ＢＮＷフィルタ材料（Ｆｉｌｔ
ｒｏｎａ社、密度０．３ｇ／ｃｍ３）、及び５００μｌの唾液当たり２０ｍｇ／ｍｌのＨ
ＡＰとの接触とその後のＢＮＷフィルタ。１００％の唾液（唾液提供者１－５）を有する
標本を異なる前処理部に掛け、続けて検出チャンバーに誘導した。
【０１４３】
　異なる前処理条件から得られた標本における競合アッセイを、光バイオセンサシステム
を用いて行った。競合アッセイにおいて最大信号を得るために薬物を適用することはして
いない。毛細管チャネルによる自律的な充填により、標本を検出部に接触させた。磁気ビ
ーズをバイオセンサ表面に引き付ける磁界を印加した。磁気コイルシステムを用いて磁力
／磁気作動を適用した。結合していないビーズを基質表面から引き離すため、カートリッ
ジ上に別の磁界を印加した。総分析時間（充填、再分散及び磁気作動）は３５秒（５ｓの
カートリッジ充填、３０ｓの作動）であった。
【０１４４】
　分析結果を図４にまとめた。ヒドロキシアパタイト・フィルタリング工程を用いないと
きには常に、結果（超常磁性ビーズのふ化後の信号変化を％で表している）が低くなって
いることが見て取れる。競合検出アッセイにおけるこれらの低い信号は、肯定的な信号と
して誤って解釈され得る。唾液標本で高い信号を生じさせるには、ヒドロキシアパタイト
との接触と組み合わせた濾過が最も適していることが見て取れる。このように、ヒドロキ
シアパタイトは分析の感度を高め、且つ偽陽性結果のリスクを低下させる。
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