
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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サンプル流体内に分散した粒子を分析するための微小流体デバイスであって、以下：
　該サンプル流体の導入のための第一のチャネルに流体連結した第一の入口；
　第一の試薬流体の導入のための第二のチャネルに流体連結した第二の入口；
　反応器チャネルであって、該反応器チャネルは、該第一の試薬流体の二つのストリーム
間の薄いリボンに、該サンプル流体が集中されるように、該第一のチャネルおよび該第二
のチャネルに流体連結し、該反応器チャネルは、該サンプル流体と該第一の試薬流体との
間の化学反応を可能にするのに十分な長さを有する、反応器チャネル；
　シース流体の導入のための第三のチャネルに流体連結した第三の入口；
　サイトメーターチャネルであって、該シース流体の二つのストリーム間の粒子の単一の
ファイルストリームに、該サンプル流体が集中されるように、該反応器チャネルおよび該
第三のチャネルに流体連結した、サイトメーターチャネル；ならびに
　検出領域
を備える、微小流体デバイス。

請求項１に記載の微小流体デバイスであって、ここで
　前記サンプル流体が全血を含み；
　前記粒子が白血球であり；そして
　前記第一の試薬流体が溶解試薬を含む、微小流体デバイス。



【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、２００１年４月３日に出願された、米国仮特許出願番号６０／２８１，１１４
（この出願は、本明細書中に参考として援用される）の利益を主張する。
【０００２】
　（１．発明の分野）
　本発明は、一般に、分析試験を実施するための微小流体デバイスに関し、そして具体的
には、化学反応および粒子集中の機能を単一の構造体に組み合わせる、マイクロサイトメ
ーターに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（２．関連技術の説明）
　微小流体デバイスは、最近、分析試験を実施するために一般的になっている。エレクト
ロニクスを小型化するために半導体産業によって開発された道具を使用して、安価に製造
される手段であり得る複雑な流体システムを製造することが可能になった。医学分野に関
する情報の獲得のための、種々の分析技術を実施するためのシステムが、開発されている
。
【０００４】
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前記溶解試薬が水である、請求項２に記載の微小流体デバイス。

前記シース流体がリン酸緩衝化生理食塩水である、請求項２に記載の微小流体デバイス。

前記サイトメーターチャネルに連結した廃液チャンバをさらに備える、請求項１に記載の
微小流体デバイス。

サンプル流体ないに分散した粒子を分析するための方法であって、以下：
　該サンプル流体および第一の試薬流体を微小流体デバイスに導入する工程；
　該サンプル流体を該第一の試薬流体の二つのストリーム間の薄いリボンに集中させる工
程；
　該サンプル流体および第一の試薬流体を、該微小流体デバイスの反応器チャネルを通し
て流す工程であって、該反応器チャネルは、該サンプル流体と該第一の試薬流体との間の
化学反応を可能にするのに十分な長さを有する、工程
　シース流体を該微小流体デバイスに導入する工程；
　該サンプル流体を該シース流体の二つのストリーム間の粒子の単一のファイルストリー
ムに集中させる工程；ならびに
　該サンプル流体、第一の試薬流体およびシース流体を、該微小流体デバイスの検出領域
を通過する該微小流体デバイスのサイトメーターチャネルを通して流す工程
を包含する、方法。

請求項６に記載の方法であって、ここで
　前記サンプル流体が全血を含み；
　前記粒子が白血球であり；
　前記第一の試薬流体が溶解試薬を含む、方法。

前記溶解試薬が水である、請求項７に記載の方法。

前記シース流体がリン酸緩衝化生理食塩水である、請求項７に記載の方法。



　微小流体デバイスは、積層材料から製造されて流体が流れる微小規模の空隙またはチャ
ネルを形成する、チャネルおよび構造を各層が有する、多層積層構造体に構成され得る。
微小規模のチャネルは、一般に、流体通路として規定され、これは、５００μｍ未満、そ
して代表的には約０．１μｍと約５００μｍとの間の、少なくとも１つの内部断面寸法を
有する。これらのチャネルを通る流体の制御およびポンピングは、積層体に押し込まれる
外部加圧流体、または積層体の内部に位置する構造体のいずれかによって、影響を受ける
。
【０００５】
　米国特許第５，７１６，８５２号は、拡散の原理を使用して、フローセル中の小さな粒
子の存在および濃度を分析するための方法を教示する。この特許（その開示は本明細書中
に参考として援用される）は、層流チャネルを使用して、サンプルストリーム中の分析物
粒子の存在を検出するための、チャネルセルシステムを開示する。この層流チャネルは、
指示薬ストリームおよびサンプルストリームを提供する、少なくとも２つの入口手段を有
し、ここで、この層流チャネルは、ストリームの層流を可能にするために十分に小さな深
さ、および指示薬ストリーム中に分析物の粒子が拡散して検出領域を形成することを可能
にするために十分な長さを有し、そしてこのチャネルの外に、単一の混合ストリームを形
成するための１つの出口を有する。このデバイス（これは、Ｔセンサにおいて公知である
）は、指示薬ストリームの変化を検出するための、外部検出手段を含み得る。この検出手
段は、当該分野において公知の任意の手段（光波分光学または蛍光の吸収分光学のような
光学的手段を含む）によって、提供され得る。
【０００６】
　米国特許第５，９３２，１００号（この特許もまた、本明細書中に参考として援用され
る）は、拡散の原理を使用して、微小流体チャネル内の分析物粒子を分析するための、別
の方法を教示する。サンプルストリーム中に懸濁した粒子の混合物が、構造体（これは、
「Ｈ」字型のマイクロチャネルを備える）の１つの上側のアームから、抽出チャネルに入
る。抽出ストリーム（希釈ストリーム）は、抽出チャネルの同じ側の下側のアームから入
り、そしてこの微小流体抽出チャネルの大きさに起因して、この流れは層流であり、そし
てこれらの流れは混合しない。サンプルストリームは、副生成物ストリームとして、上側
のアームから抽出チャネルの端部において出、一方で抽出ストリームは、生成物ストリー
ムとして、下側のアームから出る。これらのストリームは、抽出チャネル内で平行な層流
であるが、より大きな拡散計数を有する粒子（アルブミン、糖、および小さなイオンのよ
うな、より小さな粒子）は、抽出ストリームに拡散するための時間を有し、一方でより大
きな粒子（血球）は、サンプルストリーム中に残る。出てくる抽出ストリーム（ここで、
生成物ストリームと称される）における粒子は、より大きな粒子からの妨害なしに分析さ
れ得る。この微小流体構造体（通常、「Ｈフィルタ」として公知である）は、所望の粒子
を、これらの粒子を含有するサンプルストリームから抽出するために使用され得る。
【０００７】
　フローサイトメトリーは、微視的な生物学的粒子の光学特性の、感受性の、用途が広い
プローブであり、血液学、免疫学、遺伝学、食品科学、薬理学、微生物学、寄生生物学お
よび腫瘍学が挙げられる広範な用途を有する。光学フローサイトメーターは、光散乱およ
び蛍光を使用して、粒子の物理学的特性および化学的特性を決定する。測定のために、粒
子は、代表的に、シース流体内への流体力学的集中によって、一列に配列され、そして流
れ軸に直交して伝播する光ビームによって、問い合わせられる。散乱光が、光検出器によ
って、ほぼ順方向で測定される。さらに、第二の光検出器が、しばしば、順方向散乱に対
して９０°に配置されて、大きな角度の散乱および蛍光を収集する。
【０００８】
　既存の市販のサイトメーターは、熟練した操作者を必要とする、大きく、そして複雑な
計器である。フローサイトメトリーのアクセス可能性を増加させるために、微小加工され
たフローセルおよび小型のサイトメーターが望ましい。微小加工されたフローチャネルに
おいて、このチャネル内への照射光を得ること、およびチャネルからの順方向散乱光と９
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０°の散乱光との両方を得ることが、難題である。微小加工されたフローサイトメーター
のフローチャネルが、いくつか報告されている。Ｍｉｙａｋｅら［Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ
ｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ　Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ，２６５－２７０頁，Ｎａｒａ，Ｊａｐａｎ，１９９１
年１月］は、積み重ねられた５つのプレートから作製された、微細加工されたシース流チ
ャネルを記載する。シース内のサンプルコアを有する流れを作製するために、３つの金属
プレートが使用され、そしてスタックの頂部および底部のガラスプレートが、頂部を通る
照射および底部を通る順方向散乱光の収集のための、フローチャネルへの光学的アクセス
を提供する。９０°の散乱は、収集され得ない。Ｓｏｂｅｋら［Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　ｏｆ　ｔｈｅ　ＩＥＥＥ　Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ，Ｆｏｒｔ　Ｌａｕｄｅｒｄａｌｅ，Ｆｌａ．，１９９３
年２月］は、シリコンで微小加工された、４層の六角形のシース流チャネルを記載する。
このチャネルは、２つのシリコンウエハの間に形成される。このチャネルに交差する、統
合された光学導波管が、レーザー光を順方向でチャネルに結合させ、そしてチャネルから
出すために使用される。この交差において、チャネルの頂部壁および底部壁は、９０°の
光の収集のための窒化ケイ素／二酸化ケイ素の窓である。各窓は、シリコンウエハ上の酸
化物層を成長させ、この酸化物層を第二のシリコンウエハに結合させ、窓の領域において
酸化物の両側のシリコンをエッチングで除去し、そして窒化物層を堆積させることによっ
て、作製される。Ｓｏｂｅｋら［Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｌｉｄ－
Ｓｔａｔｅ　Ｓｅｎｓｏｒｓ　ａｎｄ　Ａｃｔｕａｔｏｒｓ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ，２１９
－２２４頁，Ｈｉｌｔｏｎ　Ｈｅａｄ，Ｓ．Ｃ．，１９９４年６月］は、２つの溶融シリ
カのウエハの間に製造されたシース流チャネルを記載する。光をチャネル内に結合させ、
そして順方向で出すために、光ファイバーが、これらのウエハの間に、流れ軸に直行して
挟まれる。蛍光が、上側の透明ウエハを通して収集される。
【０００９】
　米国特許第５，７２６，７５１号は、シリコンマイクロチャネルの光学フローサイトメ
ーターを記載する。このサイトメーターは、２つの構成要素を使用する：フローサイトメ
ーター光学ヘッドおよび使い捨てフローモジュール。このフローモジュールは、シリコン
ウエハに微細加工されたＶ字型溝のフローチャネルを利用する。この光学ヘッドは、照射
ビームとして提供するためのレーザー、および大小の角度の光検出器を備える。
【００１０】
　米国特許第５，５６１，５１７号は、流れ型粒子画像分析のためのデバイスを記載し、
ここで、分析されるべき任意の所定のサンプルに対して、パルス光源の発光のためのタイ
ミング信号が、全ての場の画像読取り期間において、発生する。
【００１１】
　米国特許第５，７２８，５８２号は、粒子検出ユニットによって得られた粒子と、粒子
画像撮像ユニットによって得られた粒子画像との間の相関を容易にする、ある型の粒子画
像分析の方法および装置を記載する。
【００１２】
　記載されるデバイスおよび方法は、粒子画像分析のために使用され得るが、単純な使い
捨てカートリッジを使用して、分析が迅速かつ容易に実施され得るサイトメーターは、存
在しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　（発明の要旨）
　従って、本発明の課題は、化学反応および粒子集中の機能を組み合わせる、マイクロサ
イトメトリー構造体を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらなる課題は、使い捨てプラスチックカード上に配置され得る、マイクロサ
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イトメーターを提供することである。
【００１５】
　本発明のなおさらなる課題は、複数の集中構造体を使用して、一列の細胞からなるコア
を作製する、マイクロサイトメーターを提供することである。
【００１６】
　本発明のこれらおよび他の課題は、以下の説明および図面から、より容易に明らかであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　ここで図１を参照すると、マイクロサイトメーターカートリッジ（一般に、１０で示さ
れる）が示されている。カートリッジ１０は、全血入口１２を備え、この入口は、チャネ
ル１４に結合されている。溶解入口１６が、チャネル１８に結合される。チャネル１４お
よび１８は、溶解注射器２０において一緒になる。溶解注射器２０の排出口が、溶解チャ
ネル２２に接続される。シース入口２４が、チャネル２６に結合され、これは、集中チャ
ンバ２８において、溶解チャネル２２と合流する。チャンバ２８の排出口は、サイトメー
ターチャネル３０に導 。チャネル３０は、出口チャネル３２に結合し、このチャネルが
、廃液チャンバ３４に導く。
【００１８】
　カートリッジ１０の作動を、ここで説明する。全血のサンプル５０が、入口１２に装填
され、ここで、このサンプルは、チャネル１４を通って移動する。同時に、溶解試薬５２
（例えば、通常の水）が、入口１６に装填され、ここで、この試薬は、チャネル１８を通
って移動する。溶解注射器２０において、全血サンプル５０は、図２および３に見られ得
るように、溶解試薬５２に囲まれ、そして薄いリボン５４に集中する。溶解試薬５２が、
２つの高圧ストリームを、サンプル５０（これは、より低い圧力で流れている）の上下に
形成するので、リボン５４が形成される。このプロセスの間に、サンプル５０中の赤血球
が、破裂し、白血球を溶解チャネル２２内へと流す。リボン５４はまた、注射器２０を離
れる際に、構造的に集中する。なぜなら、チャネル２２への入口５６が、注射器２０を通
る通路より狭いからである。
【００１９】
　白血球を含むリボン５４は、チャネル２２を通って、集中チャンバ２８へと移動する。
集中チャンバ２８において、シース流体（これは、リン酸緩衝化生理食塩水のような溶液
であり得、入口２４に装填されている）が、リボン５４を集中させ、その結果、一列の白
血球のストリームが、チャンバ２８を出てサイトメーターチャネル３０に入る。シース流
体が、リボン５４のいずれかの側で、より高圧で流れるので、リボン５４は、一列の白血
球のストリームが作製されるまで、狭小化する。
【００２０】
　白血球のストリームがチャネル３０を通って流れるにつれて、このストリームは窓６０
を通過し、ここで、図４に見られ得るように、レーザー源６２が焦点を合わせられる。光
散乱検出器６４は、蛍光検出器６６と同様に、粒子を計数し、そして分類する。検出器６
４および６６によって蓄積されたデータは、分析のために保存される。次いで、細胞は、
チャネル３２を通過して、廃液チャンバ３４へと入る。
【００２１】
　本発明を、その好ましい実施形態の観点で示し、そして説明したが、本発明は、この特
定の実施形態に限定されないこと、ならびに添付の特許請求の範囲に規定されるような本
発明の真の意図および範囲から逸脱することなく、変化および改変がなされ得ることが、
理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明によるマイクロサイトメーターの平面図である。
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【図２】図２は、本発明の溶解注射器の側面図である。
【図３】図３は、図２の注射器の頂面図である。
【図４】図４は、本発明のマイクロサイトメーターの検出器部分の平面図であり、これは
また、外部検出装置を備える。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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