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(57)【要約】
　本開示は、サンプリング装置中で濃縮剤により微生物
を濃縮するための方法、及び本明細書に記載のサンプリ
ング装置を記載する。より詳細には、このようなサンプ
リング装置中で濃縮剤により大容量の試料から微生物を
濃縮するための方法は、様々な条件下において迅速で、
低コストで、単純で（複雑な装置又は手順を含まずに）
、及び／又は有効なプロセスを提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微生物を濃縮するための方法であって、
　第１リザーバ、第２リザーバ、及び前記第１リザーバに連通した第１開口部と、前記第
２リザーバに連通した第２開口部と、を有する通路を備える、一体型サンプリング装置を
提供する工程であって、ここで流体は前記通路を通って前記２つのリザーバ間を流れるこ
とができ、前記装置が直立配置にある場合、前記第１リザーバの全容量は前記第１開口部
の上にあり、前記装置が任意配置である場合、前記第２リザーバの全容量は前記第２開口
部の上にはなく、少なくとも前記第２リザーバは少なくとも１つの再密閉可能な外開口部
を有する、一体型サンプリング装置を提供する工程と、
　濃縮剤と、微生物を含む試料とを前記一体型サンプリング装置で混合して、微生物を固
定した組成物を得る工程と、
　前記第２リザーバから、前記微生物を固定した組成物の大部分を回収するために、前記
第２リザーバが前記第１リザーバの実質的に上に配置されるよう前記一体型サンプリング
装置を反転させる工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　前記提供する工程が、前記第１リザーバの全容量と前記第２リザーバの全容量との比を
約１０：１～約１０００：１の範囲で含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記提供する工程が、再密閉可能な外開口部を有する前記第１リザーバを更に含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記提供する工程が、円錐形状を有する前記通路を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記提供する工程が、前記第１リザーバの中心から前記第２リザーバへと延びる軸を中
心にして位置する前記第２開口部を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記提供する工程が、前記第１リザーバの中心から前記第２リザーバへと延びる軸を中
心にせずに位置づけられる前記第２開口部を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記提供する工程が、前記通路の前記第２開口部を部分的に塞ぐ突出部を含む蓋部材を
有する、前記再密閉可能な外開口部を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　一体型サンプリング装置であって、
　第１開口部を有する第１リザーバ、
　第２開口部及び少なくとも１つの再密閉可能な外開口部を有する第２リザーバ、及び
　前記第１リザーバと前記第２リザーバとを連結する通路、を備え、該通路は前記第１リ
ザーバと連通した前記第１開口部と、前記第２リザーバと連通した前記第２開口部とを有
し、前記一体型サンプリング装置が直立配置である場合、前記第１リザーバの全容量は前
記第１開口部の上にあり、前記一体型サンプリング装置が任意配置である場合、前記第２
リザーバの全容量は前記第２開口部の上にはない、一体型サンプリング装置。
【請求項９】
　前記第１リザーバの全容量と前記第２リザーバの全容量との比が１０：１以上である、
請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１０】
　前記第１リザーバの全容量と前記第２リザーバの全容量との比が１００：１以上である
、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１１】
　前記第１リザーバの全容量と前記第２リザーバの全容量との比が１０００：１以上であ
る、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
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【請求項１２】
　前記第１リザーバが再密閉可能な外開口部を更に備える、請求項８に記載の一体型サン
プリング装置。
【請求項１３】
　前記通路が円錐形状を有する、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１４】
　前記第２開口部が、前記第１リザーバの中心から前記第２リザーバへと延びる軸を中心
にして位置する、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１５】
　前記第２開口部が、前記第１リザーバの中心から前記第２リザーバへと延びる軸を中心
にせずに位置づけられる、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１６】
　前記再密閉可能な外開口部が、前記通路の前記第２開口部を部分的に塞ぐ突出部を含む
蓋部材を更に備える、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１７】
　親和性リガンドを有する粒子、親和性リガンドを有さない粒子、断片に結合する抗体又
は抗原、受容体、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される濃縮剤を更に含む、
請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１８】
　検出剤及び増殖培地を更に含む、請求項８に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項１９】
　前記検出剤及び前記増殖培地が、前記第２リザーバ内に存在する、請求項１８に記載の
一体型サンプリング装置。
【請求項２０】
　前記第２リザーバ内に存在する溶解剤を更に含む、請求項８に記載の一体型サンプリン
グ装置。
【請求項２１】
　前記第１開口部がプレフィルタを更に備える、請求項８に記載の一体型サンプリング装
置。
【請求項２２】
　微生物を濃縮するための方法であって、
　本体、再密閉可能な外開口部、及び前記本体から最も遠位の部分においてより狭くなる
よう成形された第１端部、を有する第１リザーバを備える、２区画サンプリング装置を提
供する工程であって、前記最も遠位の部分は、第２コネクタを有する取り外し可能で吸引
可能な第２リザーバへと連結された、第１コネクタを有し、前記第１リザーバは、前記取
り外し可能で吸引可能な第２リザーバの、実質的に上に配置され、前記第１コネクタは、
前記２つのリザーバ間に流体が流れ得るよう、前記第２コネクタに取り付けることができ
る、２区画サンプリング装置を提供する工程と、
　濃縮剤と、微生物を含む試料とを前記サンプリング装置で混合して、微生物を固定した
組成物を得る工程と、
　前記微生物を固定した組成物を、前記第１リザーバの第１端部から、前記取り外し可能
で吸引可能な第２リザーバへと通過させる工程と、を含む、方法。
【請求項２３】
　前記提供する工程が、第１容量を更に含む前記第１リザーバと、第２容量を更に含む前
記取り外し可能で吸引可能な第２リザーバと、を含み、ここで、前記第１容量と前記第２
容量との比が約１０：１～約１０００：１の範囲である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　２区画サンプリング装置であって、
　本体、再密閉可能な外開口部、及び本体から最も遠位の部分においてより狭くなるよう
成形された第１端部を有し、前記最も遠位の部分が第１コネクタを有する、第１リザーバ
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、並びに
　第２コネクタを有する取り外し可能で吸引可能な第２リザーバであって、前記第１コネ
クタが、前記第１リザーバと前記取り外し可能で吸引可能な第２リザーバとの間を流体が
流れ得るように、前記第２コネクタへと取り付けられる、第２リザーバ、を備える、２区
画サンプリング装置。
【請求項２５】
　前記第１リザーバが更に第１容量を含み、前記取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ
が更に第２容量を含み、ここで、前記第１容量と前記第２容量との比が約１０：１～約１
０００：１の範囲である、請求項２４に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項２６】
　親和性リガンドを有する粒子、親和性リガンドを有さない粒子、断片に結合する抗体又
は抗原、受容体、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される濃縮剤を更に含む、
請求項２４に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項２７】
　前記濃縮剤が分散性濃縮剤を含む、請求項２６に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項２８】
　前記濃縮剤がγ－ＦｅＯ（ＯＨ）を含む、請求項２６に記載の２区画サンプリング装置
。
【請求項２９】
　前記濃縮剤が金属ケイ酸塩を含む、請求項２６に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項３０】
　前記濃縮剤が珪藻土を含む、請求項２６に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項３１】
　前記濃縮剤が表面処理済み珪藻土を含み、前記表面処理が二酸化チタン、ナノスケール
金、ナノスケール白金、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項２６
に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項３２】
　前記サンプリング装置が検出剤及び増殖培地を更に含む、請求項２４に記載の２区画サ
ンプリング装置。
【請求項３３】
　前記検出剤及び前記増殖培地が前記第２リザーバ内に存在する、請求項３２に記載の２
区画サンプリング装置。
【請求項３４】
　前記取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ内に存在する溶解剤を更に含む、請求項２
４に記載の２区画サンプリング装置。
【請求項３５】
　微生物を濃縮するための方法であって、
　第１開口部と、少なくとも１つの再密閉可能な外開口部とを有する第１リザーバ、第２
開口部を有する第２リザーバ、ハウジングと、前記ハウジング内部に存在する可動性機能
部とを含む要素を備える一体型サンプリング装置を提供する工程であって、前記可動性機
能部は少なくとも第１配置と第２配置とを有し、前記第２リザーバの内部は前記可動性機
能部内に配置され、前記第２開口部は前記可動性機能部の一部の外側に存在し、ここで、
前記一体型サンプリング装置が直立配置である場合、前記第１リザーバは前記要素の上に
配置され、前記一体型サンプリング装置が直立配置である場合、前記第２外開口部は前記
要素の下に配置され、前記第１配置では、前記第１開口部が前記第２開口部と流体連通す
るように、第１通路が前記第１リザーバと前記第２リザーバとを連結し、前記第２配置で
は、前記第２開口部が前記第２外開口部と流体連通するように、第２通路が前記第２リザ
ーバと前記第２外開口部とを連結する、一体型サンプリング装置を提供する工程と、
　濃縮剤と、微生物を含む試料とを前記一体型サンプリング装置で混合して、微生物を固
定した組成物を得る工程と、
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　前記第２開口部が前記第２外開口部と流体連通するように、前記微生物を固定した組成
物を第１配置から第２配置へと移動させる工程と、を含む、方法。
【請求項３６】
　一体型サンプリング装置であって、
　第１開口部と、少なくとも１つの再密閉可能な外開口部とを有する第１リザーバ、
　第２開口部を有する第２リザーバ、
　要素であって、
　ｉ）ハウジングと、
　ｉｉ）前記ハウジング内部に存在する可動性機能部と、を備え、ここで、前記可動性機
能部は少なくとも第１配置と第２配置とを有し、
　前記第２リザーバの内部は前記可動性機能部の内部に配置され、前記第２開口部は前記
可動性機能部の一部の外側に存在し、前記一体型サンプリング装置が直立配置である場合
、前記第１リザーバは前記要素の上に配置される、要素、並びに
　第２外開口部、を備え、前記一体型サンプリング装置が直立配置である場合、前記第２
外開口部は前記要素の下に配置され、前記第１配置では、前記第１開口部が前記第２開口
部と流体連通するように、第１通路が前記第１リザーバと前記第２リザーバとを連結し、
前記第２配置では、前記第２開口部が前記第２外開口部と流体連通するように、第２通路
が前記第２リザーバと前記第２外開口部とを連結する、一体型サンプリング装置。
【請求項３７】
　前記第１リザーバが更に第１容量を含み、前記第２リザーバが更に第２容量を含み、こ
こで、前記第１容量と、前記第２容量との比が約１０：１～約１０００：１の範囲である
、請求項３６に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項３８】
　親和性リガンドを有する粒子、親和性リガンドを有さない粒子、断片に結合する抗体又
は抗原、受容体、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される濃縮剤を更に含む、
請求項３６に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項３９】
　検出剤及び増殖培地を更に含む、請求項３６に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項４０】
　前記検出剤及び前記増殖培地が、前記第２リザーバに存在する、請求項３９に記載の一
体型サンプリング装置。
【請求項４１】
　前記第２リザーバに存在する溶解剤を更に含む、請求項３６に記載の一体型サンプリン
グ装置。
【請求項４２】
　微生物を濃縮するための方法であって、
　第１開口部と、再密閉可能な第１外開口部と、第１容量とを有する第１リザーバ、第２
開口部と、第２外開口部と、第２容量とを有する第２リザーバ、並びに密閉部を有するプ
ランジャ、を備える一体型サンプリング装置を提供する工程であって、前記密閉部は前記
プランジャの遠位端に近接する、前記プランジャの一部に存在し、前記密閉部は前記第２
リザーバの前記第２容量を前記第１リザーバの前記第１容量から分離し、前記第２容量は
前記第２外開口部を通して取り出され、前記サンプリング装置が直立配置である場合には
前記第１リザーバは前記第２リザーバの上に配置される、一体型サンプリング装置を提供
する工程と、
　濃縮剤と、微生物を含む試料とを前記一体型サンプリング装置で混合して、微生物を固
定した組成物を得る工程と、
　前記プランジャを用いて、前記第２外開口部を介して前記第２リザーバに配置された、
前記微生物を固定した組成物を移動させる工程と、を含む、方法。
【請求項４３】
　前記混合する工程が、親和性リガンドを有する粒子、親和性リガンドを有さない粒子、
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断片に結合する抗体又は抗原、受容体、及びこれらの組み合わせからなる群から選択され
る濃縮剤を更に含む、請求項１、２２、３５、又は４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記混合する工程が緩衝液を更に含む、請求項１、２２、３５、又は４２に記載の方法
。
【請求項４５】
　前記混合する工程が検出剤及び増殖培地を更に含む、請求項１、２２、３５、又は４２
に記載の方法。
【請求項４６】
　一体型サンプリング装置であって、
　第１開口部と、再密閉可能な第１外開口部と、第１容量とを有する、第１リザーバ、
　第２開口部と、第２外開口部と、第２容量とを有する、第２リザーバ、並びに
　密閉部を有するプランジャ、を備え、前記密閉部は前記プランジャの遠位端に近接する
、前記プランジャの一部に存在し、前記密閉部は前記第２リザーバの前記第２容量を前記
第１リザーバの前記第１容量から分離し、前記第２容量は前記第２外開口部を通して取り
出され、前記サンプリング装置が直立配置である場合には前記第１リザーバは前記第２リ
ザーバの上に配置される、一体型サンプリング装置。
【請求項４７】
　前記第１容量と前記第２容量との比が約１０：１～約１０００：１の範囲である、請求
項４６に記載のサンプリング装置。
【請求項４８】
　親和性リガンドを有する粒子、親和性リガンドを有さない粒子、断片に結合する抗体又
は抗原、受容体、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される濃縮剤を更に含む、
請求項４６に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項４９】
　前記濃縮剤が分散性濃縮剤を含む、請求項１７、３８、又は４８のいずれか一項に記載
の一体型サンプリング装置。
【請求項５０】
　前記濃縮剤がγ－ＦｅＯ（ＯＨ）を含む、請求項１７、３８、又は４８のいずれか一項
に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項５１】
　前記濃縮剤が金属珪酸塩を含む、請求項１７、３８、又は４８のいずれか一項に記載の
一体型サンプリング装置。
【請求項５２】
　前記濃縮剤が珪藻土を含む、請求項１７、３８、又は４８のいずれか一項に記載の一体
型サンプリング装置。
【請求項５３】
　前記濃縮剤が表面処理済み珪藻土を含み、前記表面処理が二酸化チタン、ナノスケール
金、ナノスケール白金、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１７
、３８、又は４８のいずれか一項に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項５４】
　検出剤及び増殖培地を更に含む、請求項４６に記載の一体型サンプリング装置。
【請求項５５】
　前記検出剤及び前記増殖培地が、前記第２リザーバ内に存在する、請求項５４に記載の
一体型サンプリング装置。
【請求項５６】
　前記第２リザーバ内に存在する溶解剤を更に含む、請求項４６に記載の一体型サンプリ
ング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００８年１２月３１日に出願された米国仮特許出願第６１／１４１，９００
号に関する利益を請求する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示はサンプリング装置及びこのような装置を用いて微生物を濃縮するための方法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　微生物汚染により生じる食品媒介疾患及び院内感染は、世界中の無数の場所で懸案とな
っている。したがって多くの場合、微生物の存在の同定及び／又は定量測定を行うために
、さまざまな医療、食品、環境、又はその他の試料中における、細菌又は他の微生物の存
在を検定することが望ましく、あるいは必要である。
【０００４】
　例えば、たとえ他の細菌の存在下であっても、細菌ＤＮＡ又は細菌ＲＮＡを、特定の細
菌種の存在又は不在を評価するために検定することができる。しかしながら、特定の細菌
の存在を検出する能力は、少なくとも部分的に、分析される試料中の細菌数に依存する。
細菌試料は、検出に十分な濃度を確保するため、試料中の細菌の数を増加させるために播
種され又は培養されるが、この培養工程はしばしば時間がかかり、よって評価結果を顕著
に遅らせることがある。
【０００５】
　試料中の細菌を濃縮することで、培養時間を短縮することができ、培養の工程の必要を
排除することすら可能になる。よって、菌株に特異的な抗体を使用することによって、特
定の細菌株を分離する（及びこれにより濃縮する）ための方法が開発されている（例えば
、抗体をコーティングした磁石又は非磁石粒子の形態で）。しかしながらこのような方法
は高価になり、少なくとも一部の診断用途に望まれるよりも依然としてやや遅い傾向があ
る。
【０００６】
　菌株特異的でない濃縮方法も使用されている（例えば、試料に存在する微生物の、より
総合的な評価を得るため）。混合した微生物群を濃縮した後、望ましい場合は、菌株特異
的な精査を用いることによって特定の菌株の存在を判定することができる。
【０００７】
　微生物の非特異的な濃縮又は捕捉は、炭水化物とレクチンタンパク質との相互作用に基
づいた方法によって達成されている。これまでに非特異的捕捉装置としてキトサンコーテ
ィングされた支持体が使用され、微生物の栄養素の役目を果たす物質（例えば、炭水化物
、ビタミン、鉄キレート化合物、及びシデロホア）が、微生物の非特異的捕捉を提供する
ための配位子として有用であることも記述されてきた。さまざまな無機物質（例えばヒド
ロキシアパタイト及び金属水酸化物）が、細菌に非特異的に結合しこれを濃縮するために
使用されている。
【０００８】
　非特異的な捕捉のためには、無機結合剤を使用する及び／又は使用しない、物理的な濃
縮方法（例えば濾過、クロマトグラフィー、遠心分離、及び重力による沈殿）も利用され
ている。このような非特異的な濃縮方法は、速度、費用（少なくとも一部のものは高価な
装置、材料、及び／又は訓練を受けた技術者が必要になる）、試料要件（例えば、試料の
性質及び／又は量の制限）、空間的要件、使用の容易さ（少なくとも一部のものは複雑な
複数の工程のプロセスを必要とする）、現場使用の適合性、及び／又は高価さの点におい
て様々に異なっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　本開示は、サンプリング装置中で濃縮剤により微生物を濃縮するための方法を記載する
。より詳細には、このような装置の中で、濃縮剤の存在下で、大容量の試料から微生物を
濃縮するための方法は、微生物を濃縮するのに迅速で、低コストで、単純で（複雑な装置
又は手順を含まずに）、及び／又は有効なプロセスを提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様では、方法は微生物を濃縮するために提供される。当該方法は、第１リザーバ、
第２リザーバ、及び第１リザーバに連通した第１開口部と、第２リザーバに連通した第２
開口部と、を有する通路を備える、一体型サンプリング装置を提供する工程を含み、流体
は通路を通って２つのリザーバ間を流れ得る。一体型サンプリング装置が直立配置にある
場合、第１リザーバの全容量は第１開口部の上にあり、一体型サンプリング装置が任意配
置である場合、第２リザーバの全容量は第２開口部の上にはない。第２リザーバは、少な
くとも１つの再密閉可能な外開口部を有する。当該方法は、濃縮剤と、微生物を含む試料
とを一体型サンプリング装置で混合して、微生物を固定した組成物を得ることを含む。方
法はまた、第２リザーバから、微生物を固定した組成物の大部分を回収するために、第２
リザーバが第１リザーバの実質的に上に配置されるよう一体型サンプリング装置を反転さ
せることも含む。
【００１１】
　一態様では、一体型サンプリング装置が提供される。一体型サンプリング装置は、第１
開口部を有する第１リザーバ、第２開口部を有する第２リザーバ、及び少なくとも１つの
再密閉可能な外開口部を備える。一体型サンプリング装置はまた、第１リザーバと第２リ
ザーバとを連結する通路も備える。通路は、第１リザーバに連通した第１開口部、及び第
２リザーバに連通した第２開口部を有する。一体型サンプリング装置が直立配置である場
合、第１リザーバの全容量は第１開口部の上にある。一体型サンプリング装置が任意配置
である場合、第２リザーバの全容量は第２開口部の上にはない。
【００１２】
　一態様では、微生物を濃縮するための方法が提供される。当該方法は、本体、再密閉可
能な外開口部、及び本体から最も遠位の部分においてより狭くなるよう成形された第１端
部、を有する第１リザーバを備える、２区画サンプリング装置を提供することを含む。第
１端部の最も遠位の部分は、第２コネクタを有する取り外し可能で吸引可能な第２リザー
バへと連結された、第１コネクタを有する。第１リザーバは、取り外し可能で吸引可能な
第２リザーバの、実質的に上に配置される。第１コネクタは、２つのリザーバ間を流体が
流れ得るよう、第２コネクタに取り付けることができる。当該方法は、濃縮剤と、微生物
を含む試料とを２区画サンプリング装置中で混合して、微生物を固定した組成物を得るこ
とを含む。当該方法はまた、微生物を固定した組成物を、第１リザーバの第１端部から、
取り外し可能で吸引可能な第２リザーバへと通過させることも含む。
【００１３】
　一態様では、２区画サンプリング装置が記載される。２区画サンプリング装置は、本体
、再密閉可能な外開口部、及び本体から最も遠位の部分においてより狭くなるよう成形さ
れた第１端部、を有する第１リザーバを備える。最も遠位の部分は第１コネクタを有する
。２区画サンプリング装置は、第２コネクタを有する、取り外し可能で吸引可能な第２リ
ザーバを備える。第１コネクタは、第１リザーバと取り外し可能で吸引可能な第２リザー
バとの間を流体が流れ得るように、第２コネクタへと取り付けられる。
【００１４】
　一態様では、微生物を濃縮するための方法が提供される。当該方法は、第１開口部と、
少なくとも１つの再密閉可能な外開口部とを有する第１リザーバ、及び第２開口部を有す
る第２リザーバ、を備える、一体型サンプリング装置を提供することを含む。一体型サン
プリング装置はまた、ハウジングと、ハウジング内部に存在する可動性機能部とを備える
要素、及び第２外開口部を備える。可動性機能部は少なくとも第１配置と第２配置とを有
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する。第２リザーバの内部は可動性機能部内に配置され、第２開口部は可動性機能部の外
側又は可動性機能部の一部に存在する。一体型サンプリング装置が直立配置である場合、
第１リザーバは要素の上に配置される。一体型サンプリング装置が直立配置である場合、
第２外開口部は要素の下に配置される。第１配置では、第１開口部が第２開口部と連通す
るように、第１通路が第１リザーバと第２リザーバとを連結する。第２配置では、第２開
口部が第２外開口部と流体連通するように、第２通路が第２リザーバと第２外開口部とを
連結する。当該方法は、濃縮剤と、微生物を含む試料とをサンプリング装置中で混合して
、微生物を固定した組成物を得ることを含む。当該方法はまた、第２開口部が第２外開口
部と流体連通するように、微生物を固定した組成物を第１配置から第２配置へと移動させ
ることも含む。
【００１５】
　一態様では、一体型サンプリング装置が提供される。一体型サンプリング装置は、第１
開口部と、少なくとも１つの再密閉可能な外開口部とを有する第１リザーバ、第２開口部
を有する第２リザーバ、要素、及び第２外開口部を備える。要素は、ハウジングと、ハウ
ジング内部に存在する可動性機能部とを備える。可動性機能部は少なくとも第１配置と第
２配置とを有する。第２リザーバの内部は可動性機能部内に配置され、第２開口部は可動
性機能部の一部の外側に存在する。一体型サンプリング装置が直立配置である場合、第１
リザーバは要素の上に配置される。一体型サンプリング装置が直立配置である場合、第２
外開口部は要素の下に配置される。第１配置では、第１開口部が第２開口部と流体連通す
るように、第１通路が第１リザーバと第２リザーバとを連結する。第２配置では、第２開
口部が第２外開口部と流体連通するように、第２通路が第２リザーバと第２外開口部とを
連結する。
【００１６】
　一態様では、微生物を濃縮するための方法が提供される。当該方法は、第１開口部と、
再密閉可能な第１外開口部と、第１容量とを有する第１リザーバを備える、一体型サンプ
リング装置を提供することを含む。一体型サンプリング装置は、第２開口部と、第２外開
口部と、第２容量とを有する、第２リザーバを備える。一体型サンプリング装置はまた、
密閉部を有するプランジャも備える。密閉部は、プランジャの遠位端に近接する、プラン
ジャの一部に存在する。密閉部は、第２リザーバの第２容量を第１リザーバの第１容量か
ら分離する。第２容量は第２外開口部を通して取り出され、サンプリング装置が直立配置
である場合には第１リザーバが第２リザーバの上に配置される。当該方法は、濃縮剤と、
微生物を含む試料とを一体型サンプリング装置で混合して、微生物を固定した組成物を得
ることを含む。当該方法はまた、プランジャを用いて、第２外開口部を介して第２リザー
バに配置された、微生物を固定した組成物を移動させることを含む。
【００１７】
　一態様では、一体型サンプリング装置が提供される。一体型サンプリング装置は第１リ
ザーバ、第２リザーバ、及びプランジャを備える。第１リザーバは第１開口部、再密閉可
能な第１外開口部、及び第１容量を有する。第２リザーバは第２開口部、第２外開口部、
及び第２容量を有する。プランジャは密閉部を有する。密閉部は、プランジャの遠位端に
近接する、プランジャの一部に存在する。密閉部は、第１リザーバの第１容量から第２リ
ザーバの第２容量を捕捉する。第２容量は第２外開口部を通して取り出され、サンプリン
グ装置が直立配置である場合には第１リザーバが第２リザーバの上に配置される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】微生物を濃縮するための方法の略図。
【図２】第１リザーバ、第２リザーバ及び通路を有する、一体型サンプリング装置の略図
。
【図３】第１リザーバ及び取り外し可能で吸引可能な第２リザーバを有する、２区画サン
プリング装置の略図。
【図４】通路へと延びる突出部を有する蓋部材を装備した、再密閉可能な外開口部を有す
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る、図２の一体型サンプリング装置の略図。
【図５】通路へとは延びない突出部を有する蓋部材を装備した、再密閉可能な外開口部を
有する、図２の一体型サンプリング装置の略図。
【図６】第１リザーバの中心から第２リザーバの中心へと延びる軸を中心にして位置する
通路を有する、図２の一体型サンプリング装置の略図。
【図７】第１リザーバの中心から第２リザーバの中心へと延びる軸を中心にしないで位置
づけられる通路を有する、図２の一体型サンプリング装置の略図。
【図８】第１リザーバ、第２リザーバ、要素、及び第２外開口部を有する、一体型サンプ
リング装置の略図。一体型サンプリング装置は第１配置の状態で例示した。
【図９】図８の一体型サンプリング装置の略図。一体型サンプリング装置は第２配置の状
態で例示した。
【図１０】図８の要素の側面図の略図。
【図１１】第１リザーバ、第２リザーバ及びプランジャを有する、一体型サンプリング装
置の略図。プランジャは第２リザーバの上に配置されている。
【図１２】第２リザーバを介して延びるプランジャを有する、図１１の一体型サンプリン
グ装置の略図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本開示を具体的な実施形態によって説明文中に説明するが、本発明の趣旨から逸脱する
ことなく様々な改変、配置の変更及び置換を行うことができる点は当業者には直ちに明ら
かとなろう。したがって、本発明の範囲は本明細書に添付される特許請求の範囲によって
のみ限定されるものである。
【００２０】
　端点による数の範囲の列挙には、その範囲内に包括される全ての数が含まれる（例えば
、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８、４、及び５を含む）。
【００２１】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲に含まれるとき、単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「
ｔｈｅ」は、その内容について別段の明確な指示がない限り、複数の指示対象を包含する
。したがって、例えば「化合物」を含有する組成物の言及は、二種以上の化合物の混合物
を含む。本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用されるとき、用語「又は」は、
その内容について別段の明確な指示がない限り、一般的に「及び／又は」を包含する意味
で用いられる。
【００２２】
　特に指示がない限り、明細書及び「特許請求の範囲」で使用される成分の量、性質の測
定等を表す全ての数は、どの場合においても、「およそ」という用語で修飾されていると
理解すべきである。したがって、特に指示がない限り、先行の明細書及び添付の特許請求
の範囲に記載の数値的パラメータは、本開示の教示を利用して当業者により得ることが求
められる所望の性質に応じて変化し得る近似値である。最低でも、各数値パラメータは、
少なくとも報告された有効桁数を考慮して、及び通常の四捨五入法を適用して解釈される
べきである。本開示の広い範囲を述べる数値範囲及びパラメータは近似値であるが、具体
例に記載の数値は可能な限り正確に記述する。しかし、いずれの数値もそれらの試験測定
値それぞれにおいて見られる標準偏差から必然的に生じる誤差を本来含む。
【００２３】
　本開示は、大容量の試料から微生物を濃縮するための方法を記載する。濃縮剤と、微生
物を含む試料とを混合して、微生物を固定した組成物を形成するために、第１リザーバ及
び第２リザーバを有する一体型サンプリング装置が提供される。２区画サンプリング装置
もまた記載される。濃縮剤は、試料中に存在する少なくとも一部の微生物を濃縮する。微
生物を固定した組成物は、サンプリング装置の第２リザーバに回収される。
【００２４】
　統合型（例えば一体構造型）第１リザーバ及び第２リザーバを有する、一体型サンプリ
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ング装置が提供される。同様にして、本明細書に記載の２区画サンプリング装置は、独立
型第１リザーバ及び独立型第２リザーバ（例えば取り外し可能な第１及び第２リザーバ）
を有する、２区画装置を指す。第１リザーバ及び第２リザーバは、２区画サンプリング装
置を形成させるために連結することができる。サンプリング装置の第１リザーバは、典型
的には第２リザーバの容量よりも大きい容量を有する。第２リザーバは、微生物を固定し
た組成物を含有する試料を、より少量回収するのに有用である。
【００２５】
　本明細書に記載のサンプリング装置は、低濃度の微生物を有する大容量の試料の、迅速
かつ効果的な回収を提供する。一部の実施例では、このようなサンプリング装置を密閉し
、大容量の試料を含有させるために開放し、次いで試料中に存在する微生物を濃縮するた
めに再密閉することができる。試料と混合し、微生物を固定した組成物を形成するために
、濃縮剤をサンプリング装置に添加する。本明細書に記載の、本出願のサンプリング装置
は小型であり、持ち運びでき（例えば野外環境での使用）、使い捨てであることから、試
料間汚染の可能性が排除される。
【００２６】
　現行の技術では、例えば膜濾過及び遠心沈降などが、大容量の試料から微生物の直接的
な計数を得るために使用される。しかしながら、水などの試料の微生物学的分析のための
これらの方法は、一般的に高価で多工程の手段であり、精巧な装置と非常に訓練された作
業者を必要とする。加えて、膜濾過又は遠心沈降技術について操作上要件は、これらの技
術をその場（例えば野外環境）で実行するのを困難にする。
【００２７】
　例えば「Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏ
ｎ　ｏｆ　Ｗａｔｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ（ＳＭＥＷＷ）」（第２１版，Ａ
ｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａｌｔｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ｔｈｅ　Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｗａｔｅｒ　Ｗｏｒｋｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｗ
ａｔｅｒ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ）には、水試料中の微生物を
計数する方法が記載されている。このような方法及び水の品質試験の規則は、１００ｍＬ
の試料容量を試験することを要求することから、野外環境で容易に実施することはできな
い。
【００２８】
　図１は本明細書に記載の方法により微生物を濃縮するためのプロセスフローチャートで
ある。図１に例示されるように、微生物を含む大容量の試料をサンプリング装置に加える
。大容量の試料と濃縮剤とをサンプリング装置中で混合して、微生物を固定した組成物を
形成させる。次いで微生物を固定した組成物を第２リザーバに回収する。一部の実施形態
では、濃縮剤は、微生物を含む試料を加える前に、サンプリング装置に加えることができ
る。一部の実施形態では、濃縮剤は、微生物を含む試料を加えた後に、サンプリング装置
に加えることができる。一部の実施形態では、サンプリング装置は、効率性と、野外利用
で持ち運びしての使用のために、濃縮剤を含み得る。試料収集部位において、濃縮剤を有
するサンプリング装置を、試料の送達及び格納のために開放することができる。濃縮剤と
試料とを混合することで、微生物を固定した組成物を形成した後、微生物を固定した組成
物を更なる分析のために回収することができる。
【００２９】
　本明細書に記載の各サンプリング装置は、第１リザーバ及び第２リザーバを提供する。
第１リザーバは、試料と濃縮剤とを混合して微生物を固定した組成物を形成させるのに十
分な量の、大容量の試料を収容するよう、設計される。例えば、微生物を固定した組成物
を試料中に分散させることができ、次いでサンプリング装置の第１リザーバから第２リザ
ーバへと回収又は移動させることができる。第２リザーバは、微生物を固定した組成物を
含有するために、第１リザーバと比べて少量の容量を有する。
【００３０】
　図２は一体型サンプリング装置１０を例示する。一体型サンプリング装置１０は、第１
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リザーバ２０、第２リザーバ３５、通路４０、及び再密閉可能な外開口部３０を備える。
第１リザーバ２０に隣接する開口部２５は任意選択的なものである。第１リザーバ２０は
、交点５５で第２リザーバ３５と連結し、一体型構造をもたらす。第１リザーバ２０と第
２リザーバ３５の両方が容量を有する。第１リザーバ２０は第１容量６０を有し、第２リ
ザーバ３５は第２容量４５を有する。通路４０は、第１リザーバ２０に連通した第１開口
部２２、及び第２リザーバ３５に連通した第２開口部２７を有する。第１リザーバ２０は
第２リザーバ３５と交点５５で接触する。
【００３１】
　一部の実施形態では、少なくとも１種の微生物を含む試料を、再密閉可能な外開口部３
０を介して図２の一体型サンプリング装置１０に加えることができる。一体型サンプリン
グ装置１０内の試料には濃縮剤を加えることができ、あるいは濃縮剤は試料の添加に先立
ち一体型サンプリング装置１０内に存在させることもできる。第１リザーバ２０の全量が
第１開口部２２の上にあるような、直立配置である一体型サンプリング装置１０の第１リ
ザーバ２０で試料と濃縮剤とを混合して、微生物を固定した組成物を得ることができる。
例えば、微生物を固定した組成物を、第１リザーバ２０から通路４０を介して第２リザー
バ３５へと沈降させることもできる。第２リザーバが第１リザーバの実質的に上に配置さ
れるように、一体型サンプリング装置１０を反転させることもできる。微生物を固定した
組成物の少なくとも大部分を第２リザーバ３５の第２容量４５に回収することができる。
一体型サンプリング装置１０は、第１リザーバ２０から第２リザーバ３５への、微生物を
固定した組成物の効率的な移動をもたらす。
【００３２】
　２区画サンプリング装置３００が図３に例示される。２区画サンプリング装置３００は
、取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ３４０の実質的に上に配置された、第１リザー
バ３２０を備える。第１リザーバ３２０は、本体３５５、再密閉可能な外開口部３１５、
第１端部３２５、第一容量３１０、及び第１コネクタ３３０を有する。第１コネクタ３３
０は、取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ３４０に交点３３５で取り付けられる。取
り外し可能で吸引可能な第２リザーバ３４０は、第２容量３５０と、第１リザーバ３２０
の第１コネクタ３３０に接触する第２コネクタ３４５（交点３３５にて存在する）とを有
する。
【００３３】
　一部の実施形態では、微生物を含む試料を、図３の再密閉可能な外開口部３６０で２区
画サンプリング装置３００に加えることができる。試料の添加に先立ち、あるいは試料の
添加後に、濃縮剤を２区画サンプリング装置３００に添加することもできる。試料と濃縮
剤を第１リザーバ３２０内で混合して、微生物を固定した組成物を得ることもできる。一
部の実施形態では、微生物を固定した組成物は、重力により本体３５５内の試料を通過さ
せて、例えば第１リザーバ３２０の第１端部３２５へと移動させることができる。第１リ
ザーバ３２０の第１コネクタ３３０を、取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ３４０の
、第２コネクタ３４５の交点３３５で連結させることができる。微生物を固定した組成物
を、第１端部３２５から、第１リザーバ３２０の円錐形状の第１端部３２５を介して取り
外し可能で吸引可能な第２リザーバ３４０へと通過させることができる。更なる分析のた
めに、既知の容量の微生物を固定した組成物を、取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ
３４０に回収することもできる。
【００３４】
　図４は一体型サンプリング装置４００の一実施形態を例示する。第２リザーバ４３５は
、突出部４６５を有する蓋部材４３０を備える、再密閉可能な外開口部４５０を有する。
蓋部材４３０が再密閉可能な外開口部４５０に取り付けられる場合、突出部４６５は、第
２開口部４７０から第１開口部４４５へと通路４４０を通って延びる。突出部４６５は、
一体型サンプリング装置４００を反転させ、微生物を固定した組成物を第２リザーバ４３
５で回収した後に、微生物を固定した組成物が第１リザーバ４８０に再び入り込むことを
防ぐために選択される。
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【００３５】
　一部の実施形態では、突出部４６５は、試料及び／又は濃縮剤を添加する前に、第２リ
ザーバ４３５から第１リザーバ４８０を分離することができる。一部の実施形態では、突
出部４６５を使用することで、微生物を固定した組成物の少なくとも一部を、第１リザー
バ４８０から第２リザーバ４３５の内部に分離できる。突出部４６５は、一体型サンプリ
ング装置４００の第１開口部４４５から通路４４０を経由して第２開口部４７０を通る、
微生物を固定した組成物の流れを低減又は防ぐことができる。
【００３６】
　図５は一体型サンプリング装置５００の一実施形態を例示する。第２リザーバ５３５は
、突出部５６５を有する蓋部材５３０を備える、再密閉可能な外開口部５５０を有する。
蓋部材５３０が再密閉可能な外開口部５５０に取り付けられる場合、突出部５６５は、通
路５４０内に延びることなく、第２開口部５７０に近接して蓋部材５３０から延びる。突
出部５６５は、一体型サンプリング装置５００を反転させ、微生物を固定した組成物を第
２リザーバ５３５で回収した後に、微生物を固定した組成物が第１リザーバ５８０に再び
入り込むことを防ぐために選択される。
【００３７】
　一部の実施形態では、突出部５６５は、第１リザーバ５８０を第２リザーバ５３５から
部分的に分離することができる。一体型サンプリング装置５００で、濃縮剤と、微生物を
含む試料とを混合した後、第２リザーバ５３５が第１リザーバ５８０の実質的に上に配置
されるように、一体型サンプリング装置５００を反転させることもできる。反転工程時に
、蓋部材５３０の突出部５６５は、微生物を固定した組成物の少なくとも一部を、回収目
的で第２リザーバ５３５内に移動させることもできる。
【００３８】
　図６は一体型サンプリング装置６１０の一実施形態を例示する。一体型サンプリング装
置６１０の通路６２０は、第１開口部６１５と第２開口部６２５とを備える。通路６２０
は、第１リザーバ６３０の中心から第２リザーバ６４０へと延びる軸６０５を中心とする
。
【００３９】
　一部の実施形態では、図６の一体型サンプリング装置６１０の通路６２０は、第１リザ
ーバ６３０の第１開口部６１５から通路６２０を通って第２リザーバ６４０の第２開口部
６２５への、微生物を固定した組成物の流れを提供することができる。微生物を固定した
組成物の少なくとも大部分を第２リザーバ６４０で回収できるように、第１リザーバ６３
０の上に第２リザーバ６４０が配置されるよう、一体型サンプリング装置６１０を反転さ
せることもできる。
【００４０】
　図７は一体型サンプリング装置７１０の一実施形態を例示する。一体型サンプリング装
置７１０の通路７４０は、第１開口部７１５と第２開口部７２５とを備える。通路７４０
は、第１リザーバ７２５の中心から第２リザーバ７３５へと延びる軸７０５を中心にする
ことはない。
【００４１】
　一部の実施形態では、図７の一体型サンプリング装置７１０の通路７４０は、第１リザ
ーバ７２５からの、軸７０５を中心にせずに位置づけられる（例えば中心からずれている
（off-centered））通路７４０を通る、微生物を固定した組成物の流れを提供することが
できる。微生物を固定した組成物の少なくとも大部分を第２リザーバ７３５で回収できる
ように、第１リザーバ７２５の上に第２リザーバ７３５が配置されるよう、一体型サンプ
リング装置７１０を反転させることもできる。
【００４２】
　図８は一体型サンプリング装置８００を例示する。一体型サンプリング装置８００は、
第１リザーバ８１０、第２リザーバ８５０、要素８２０、及び第２外開口部８８０を備え
る。第１リザーバ８１０は、第１開口部８６０と、少なくとも１つの再密閉可能な外開口
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部８９０とを有する。第２リザーバ８５０は、第２開口部８７０を有する。要素８２０は
、ハウジング８３０と、ハウジング８３０の内側に存在する可動性機能部８４０とを備え
る。可動性機能部８４０は、第２リザーバ８５０が第１リザーバ８１０と流体連通するよ
う、第１開口部８６０と第２開口部８７０とを第１通路が連結する、第１配置を有する。
第２リザーバ８５０の内部は可動性機能部８４０内に配置され、第２開口部８７０は可動
性機能部８４０の一部の外側に存在する。一体型サンプリング装置８００が直立配置であ
る場合、第１リザーバ８１０は要素８２０の上に配置される。
【００４３】
　一部の実施形態では、一体型サンプリング装置８００の第２リザーバ８５０は、微生物
を固定した組成物の少なくとも一部を含有する第１配置を有し得る。典型的には、第２リ
ザーバ８５０は、微生物を固定した組成物を回収するために固定容量を有する。第２リザ
ーバ８５０を備える可動性機能部８４０は、第１リザーバ８１０と第２リザーバ８５０と
の間の配置を選択するために回転させることができる。
【００４４】
　図９は、第１リザーバ９１０、第２リザーバ９５０、要素９２０、及び第２外開口部９
８０を備える、一体型サンプリング装置９００を例示する。第１リザーバ９１０は、第１
開口部９６０と、少なくとも１つの再密閉可能な外開口部９９０とを有する。第２リザー
バ９５０は、第２開口部９７０を有する。要素９２０は、ハウジング９３０と、ハウジン
グ９３０の内側に存在する可動性機能部９４０とを備える。可動性機能部９４０は、第２
開口部９７０が第２外開口部９８０と流体連通するよう、第２リザーバ９５０と第２外開
口部９８０とを第２通路が連結する、第２配置を有する。
【００４５】
　一部の実施形態では、一体型サンプリング装置９００の可動性機能部９４０の内部に存
在する第２リザーバ９５０は、第２リザーバ９５０内に得られた、微生物を固定した組成
物の固定容量を第２通路を介して移動させることができるような第２配置を有し得る。第
２配置の第２通路は、微生物を固定した組成物を第２リザーバ９５０から送達するために
、第２リザーバ９５０と第２外開口部９８０を連結する。
【００４６】
　図１０は要素１０２０の側面図を例示する。要素１０２０は、ハウジング１０３０及び
可動性機能部１０４０を有する。可動性機能部１０４０は、第２リザーバを第１配置から
第２配置へと動かす（図示せず）ために第１構成要素１０７０を有する。一部の実施形態
では、第１構成要素１０７０は、可動性機能部１０４０に対する接近性のため、可動性機
能部１０４０から突き出す。
【００４７】
　図１１は一体型サンプリング装置１１００を例示する。一体型サンプリング装置１１０
０は、第１リザーバ１１１０、第２リザーバ１１２０、及びプランジャ１１３０を備える
。第１リザーバ１１１０は、第１開口部１１９０、再密閉可能な第１外開口部１１７０、
及び第１容量１１１５を有する。第２リザーバ１１２０は、第２外開口部１１４０、及び
第２容量１１２５を有する。プランジャ１１３０は、遠位端１１５５に近接してプランジ
ャ１１３０の一部に存在する密閉部１１６０を有する。密閉部１１６０は、第２リザーバ
１１２０の第２容量１１２５を、第１リザーバ１１１０の第１容量１１１５から分離する
。第２容量１１２５は、第２外開口部１１４０を介して第２リザーバ１１２０から取り出
すことができる。一体型サンプリング装置１１００が直立配置である場合、第１リザーバ
１１１０は第２リザーバ１１２０の上に配置される。
【００４８】
　一部の実施形態では、一体型サンプリング装置１１００は、直立配置である一体型サン
プリング装置１１００を支持及び／又は配置するための基材又はクランプと共に利用する
ことができる。一部の実施形態では、基材及び／又はクランプは、一体型サンプリング装
置１１００を静止位置で固定するために使用することができる。同様にして、持ち運び易
さのために基材又はクランプを一体型サンプリング装置１１００から取り外すこともでき
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る。
【００４９】
　図１２は一体型サンプリング装置１２００を例示する。一体型サンプリング装置１２０
０は、第１リザーバ１２１０、第２リザーバ１２２０、及びプランジャ１２３０を備える
。密閉部１２６０を有するプランジャ１２３０を動かして、第２リザーバ１２２０の第２
容量１２２５を配置移動させることができる。プランジャ１２３０の遠位端１２５５は、
第２リザーバ１２２０及び第２外開口部１２４０の下に延びることができる。
【００５０】
　本開示の図２～１２に例示のサンプリング装置は多数の材料から形成することができる
。サンプリング装置を形成するのに有用な材料としては、例えばガラス、高分子材料、複
合材料、及び同様物などが挙げられる。これらの装置はまた、１種以上の材料からも構成
され得る。高分子材料一部の例としては、ポリプロピレン、ポリカーボネート、アクリル
樹脂、ポリスチレン、ポリオレフィン、高密度ポリエチレン、高密度ポリプロピレン、及
び同様物などが挙げられる。一部の実施形態では、装置は例えば射出成形、吹込み成形、
及び他の製造技術によるものなどの１つ以上の製造方法で形成することができる。
【００５１】
　微生物を固定した組成物を得るために微生物を含む試料と混合するのに好適な濃縮剤は
記載される。濃縮剤は一般的に粒子状であり、あるいは試料に分散性であり、かつ大容量
試料中に存在する微生物を濃縮する。微生物の捕捉に有効なこのような濃縮剤はこれまで
に見出されてきた。一般的に、用語「濃縮剤」は、試料中に存在する微生物の雑多な集団
を濃縮する物質を指す。濃縮剤の例は、米国特許第６０／９１２，７１１号、同第６０／
９７７１８０号、同第６０／９７７，１７１号、同第６０／９７７，１８８号、並びに米
国特許出願公開第２００７／０２６９３４１号に記載されてきた。これらの特許の各々は
、本明細書においてその全文が参考として組み込まれる。
【００５２】
　一部の実施形態では、濃縮剤（例えば捕捉剤）を用いる濃縮又は捕捉は、微生物のいず
れかの特定の株、種、又は型に、非特異的又は特異的であるように選択することができ、
したがって試料中の微生物の雑多な集団の濃縮が得られる。一部の実施形態では、微生物
の特定の株は、株特異的プローブ又は株選択的培養培地を用いるいずれかの既知の検出法
を用いて捕捉される微生物集団から検出することができる。したがってこの濃縮剤は、例
えば医療、食品、環境、又はその他の試料における微生物汚染又は病原体（特に細菌など
の水媒介及び食品媒介病原体）の検出に使用することができる。
【００５３】
　本開示の方法の実施において、濃縮剤は、試料に接触し微生物を捕捉するような任意の
形態で使用することができる（例えば粒子の形態で、又はディップスティック、フィルム
、フィルタ、チューブ、ウェル、プレート、ビーズ、膜、若しくはマイクロ流体装置のチ
ャネル、その他同等物などの支持体に適用して使用できる）。好ましくは、この濃縮剤は
特定の形態で使用され、より好ましくは粒子（好ましくは粒径が約１マイクロメートル（
より好ましくは約２マイクロメートル）～約１００マイクロメートル（より好ましくは約
５０マイクロメートル、更に好ましくは約２５マイクロメートル、最も好ましくは約１５
マイクロメートルで、ここで任意の下限を範囲の任意の上限と組み合わせることができる
）の範囲である。
【００５４】
　本開示の方法を実施するのに有用な濃縮剤としては、金属、金属酸化物微小粒子、金属
珪酸塩、珪藻土、表面改質珪藻土、官能基を有する粒子、生体分子、生体分子断片、ナノ
粒子、及びこれらの組み合わせを含む微粒子濃縮剤が挙げられる。
【００５５】
　濃縮剤の一部の例としては、鉄、シリカ、チタニア、ジルコニア、並びに試料を回収し
濃縮するのに有用な他の物質が挙げられる。一部の実施形態では、γ－ＦｅＯ（ＯＨ）（
レピドクロサイトとしても既知）を濃縮剤として使用することができる。このような濃縮
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剤は、グラム陰性菌（食品媒介及び水媒介の疾患及び人間の細菌感染に関して最大の懸念
である微生物）を捕捉する他の鉄含有濃縮剤よりも効果的であることが見出されている。
濃縮剤は更に、（γ－ＦｅＯ（ＯＨ）に加えて）他の構成成分（例えばベーマイト（α－
ＡｌＯ（ＯＨ））、粘土、酸化鉄、及び酸化ケイ素）を含み得るが、好ましくはそのよう
な他の構成成分は、本開示の方法の実施の際に、試料と濃縮剤との密接な接触を顕著に阻
害しない。γ－ＦｅＯ（ＯＨ）はまた、市販のものが入手できる（例えば、Ａ　Ｊｏｈｎ
ｓｏｎ　Ｍａｔｔｈｅｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗａｒｄ　Ｈｉｌｌ，ＭＡ）の一企業である
Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ及びＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社（Ｓｔ．Ｌｏ
ｕｉｓ，ＭＯ））。
【００５６】
　本開示の方法の実施において、この濃縮剤は特定の形態で使用することができ、より好
ましくは微粒子（好ましくは粒径（最大寸法）が約３マイクロメートル（より好ましくは
約５マイクロメートル、最も好ましくは約１０マイクロメートル）～約１００マイクロメ
ートル（より好ましくは約８０マイクロメートル、更に好ましくは約５０マイクロメート
ル、最も好ましくは約３５マイクロメートル）の範囲である（ここで任意の下限を範囲の
任意の上限と組み合わせることができる）。好ましくは、この粒子は小さな粒子の凝集体
である。この粒子は好ましくは、寸法が約１マイクロメートル未満（好ましくは寸法が約
０．５マイクロメートル未満）のクリスタライトを含む。クリスタライトは、針状結晶ク
リスタライトとして、針状クリスタライトを含むいかだ状構造として、又は針状クリスタ
ライトといかだ状構造との組み合わせとして、存在し得る。濃縮剤は好ましくは、ＢＥＴ
（ブルナウアー・エメット・テラー（Brunauer-Emmett-Teller））法（窒素ガス分子の物
理的吸着による固体の表面積計算）によって測定される表面積が、１グラム当たり約２５
平方メートル（ｍ２／ｇ）を超え、より好ましくは約５０ｍ２／ｇを超え、最も好ましく
は約７５ｍ２／ｇを超える。
【００５７】
　このような粒子の好ましい凝集体は、微粒子にしばしば伴う取扱い及びその他の危険性
なく微粒子系の吸着機能を提供することができる。更に、そのような凝集体粒子は容易に
流体中に沈殿させることができ、これにより流体相からの迅速な微生物分離が得られる（
同時に、濾過適用に使用する際には背圧が低くて済む）。
【００５８】
　一部の実施形態では、金属珪酸塩を濃縮剤として使用することができる。特に有用な金
属珪酸塩は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）により測定されるものとして約０．５以下の金
属原子対シリコン原子比を有する表面組成を有する。好ましくは表面組成は、Ｘ線光電子
分光法（ＸＰＳ）により測定されるものとして、少なくとも約１０の平均原子百分率の炭
素も含む。ＸＰＳは、試料表面の、最も外側約３～１０ナノメートル（ｎｍ）の元素組成
を測定できる技法であり、周期表のうち水素及びヘリウムを除くすべての元素に対して感
受性がある。ＸＰＳは、多くの元素について、０．１～１原子パーセントの濃度範囲の検
出限界を伴った定量的測定技法である。ＸＰＳの好ましい表面組成評価条件には、受光立
体角±１０度で試料表面に対して測定される取り出し角９０度が含まれ得る。
【００５９】
　金属珪酸塩は、水性系中に分散又は懸濁された状態で、材質及び水性系のｐＨに特有の
表面電荷を呈することができる。表面－水界面上の電位は「ゼータ電位」と呼ばれ、これ
は電気泳動の可動性から（すなわち、水性系に置かれた帯電電極の間を材質粒子が移動す
る速度から）算出される。本開示の方法の実施に使用される濃縮剤は、例えば、普通のタ
ルクなどの一般的な金属ケイ酸塩よりも負のゼータ電位を有する。更にこの濃縮剤は、細
菌などの微生物の濃縮においてタルクよりも効果的であり、その表面は一般にマイナスに
帯電する傾向にある。好ましくは、濃縮剤はｐＨが約７で負のゼータ電位を有する（より
好ましくは、ｐＨが約７でスモルコウスキー（Smoluchowski）ゼータ電位が約－９ミリボ
ルト～約－２５ミリボルトの範囲、更に好ましくは、ｐＨが約７でスモルコウスキーゼー
タ電位が約－１０ミリボルト～約－２０ミリボルトの範囲、最も好ましくは、ｐＨが約７
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でスモルコウスキーゼータ電位が約－１１ミリボルト～約－１５ミリボルトの範囲である
）。
【００６０】
　有用な金属ケイ酸塩の例としては、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、アルミニウム、
鉄、チタン、及び同様物（好ましくはマグネシウム、亜鉛、鉄、及びチタンであり、より
好ましくはマグネシウム）、及びこれらの組み合わせの金属の非晶質ケイ酸塩が挙げられ
る。好ましいのは、少なくとも部分的に融合した粒子形状の非晶質金属ケイ酸塩である（
より好ましくは非晶質の長球化金属ケイ酸塩であり、最も好ましくは非晶質の長球化ケイ
酸マグネシウムである）。金属ケイ酸塩は既知であり、既知の方法によって化学的に合成
するか、又は天然に生じる未加工鉱石の採鉱及び処理によって入手することができる。
【００６１】
　非晶質の、少なくとも部分的に融合した粒子形態の金属ケイ酸塩は、管理された条件下
で、比較的小さな供給粒子（例えば、最大約２５マイクロメートルの平均粒度）を溶融又
は軟化させ、全体に長円形又は長球形の粒子（すなわち、真円又は実質的な円及び楕円形
状、及びその他の丸みを帯びた又は曲線形状などのように、全体に丸く、鋭い角やエッジ
がない、拡大二次元画像を有する粒子）を形成する既知の任意の方法によって調整するこ
とができる。この方法には、アトマイゼーション、火炎研磨（fire polishing）、直接溶
融、及び同様の方法が挙げられる。好ましい方法は炎融であり、この方法においては、固
体の共有粒子を直接溶融又は火炎研磨することにより、少なくとも部分的に溶融した実質
的にビー玉状の粒子が形成される（例えば、米国特許第６，０４５，９１３号（Ｃａｓｔ
ｌｅ）に記述されている方法があり、この記述は参考として本明細書に組み込まれる）。
より好ましくは、このような方法を利用して、不規則な形状の供給粒子のかなりの部分（
例えば、約１５～約９９体積パーセント、好ましくは約５０～約９９体積パーセント、よ
り好ましくは約７５～約９９体積パーセント、最も好ましくは約９０～約９９体積パーセ
ント）を、全体に長円形又は長球形の粒子に転化させることにより、非晶質の長球化金属
ケイ酸塩を生成することができる。
【００６２】
　一部の非晶質金属ケイ酸塩は、市販されている。例えば、非晶質の長球化されたケイ酸
マグネシウムは、化粧品処方での使用のために市販されている（例えば、３Ｍ　Ｃｏｓｍ
ｅｔｉｃ　Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ　ＣＭ－１１１（３Ｍ社（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）
から販売））。
【００６３】
　濃縮剤が上述の表面構成を有することを条件として、一部の実施形態では、非晶質金属
ケイ酸塩に加え、金属（例えば鉄又はチタン）酸化物、結晶質金属ケイ酸塩、その他の結
晶質物質、及び同様物が更に含まれ得る。しかしながら濃縮剤は、好ましくは本質的に結
晶質シリカは含まない。
【００６４】
　一部の実施形態では、二酸化チタン、微細ナノスケール金若しくは白金、又はこれらの
組み合わせを含む表面改質剤を含む表面処理を、少なくとも表面の一部に施した珪藻土が
、濃縮剤として使用される。
【００６５】
　このように、特定の種類の表面処理済み又は表面改変済み珪藻土（すなわち、二酸化チ
タン、微細ナノスケール金若しくは白金、又はこれらの組み合わせを含む表面改質剤を含
む表面処理が施されている）を含む濃縮剤は、微生物の濃縮の点で、未処理の珪藻土に比
べた場合に効果的であり得る。表面処理は好ましくは、酸化第二鉄、酸化亜鉛、酸化アル
ミニウム、及び同等物、及びこれらの組み合わせから選択される金属酸化物（より好まし
くは酸化第二鉄）を更に含む。金などの貴金属は、抗菌特性を呈することが知られている
にもかかわらず、本発明のプロセスにおいて使用される金含有濃縮剤は、微生物の濃縮に
有効なだけでなく、検出又は分析の目的向けに微生物を生存可能な状態にしておくことが
できる。
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【００６６】
　有用な表面改質剤には、微細ナノスケール金、微細ナノスケール白金、少なくとも１つ
の金属酸化物（好ましくは二酸化チタン、酸化第二鉄、又はこれらの組み合わせ）と組み
合わせた微細ナノスケール金、二酸化チタン、少なくとも１つの他の金属酸化物（すなわ
ち二酸化チタン以外）と組み合わせた二酸化チタン、及び同様物、及びこれらの組み合わ
せが挙げられる。好ましい表面改質剤には、微細ナノスケール金、微細ナノスケール白金
、少なくとも酸化第二鉄又は二酸化チタンと組み合わせた微細ナノスケール金、二酸化チ
タン、少なくとも酸化第二鉄と組み合わせた二酸化チタン、及びこれらの組み合わせが挙
げられる。
【００６７】
　より好ましい表面改質剤には、微細ナノスケール金、微細ナノスケール白金、酸化第二
鉄又は二酸化チタンと組み合わせた微細ナノスケール金、二酸化チタン、酸化第二鉄と組
み合わせた二酸化チタン、及びこれらの組み合わせが挙げられる（更に好ましくは、微細
ナノスケール金、酸化第二鉄又は二酸化チタンと組み合わせた微細ナノスケール金、酸化
第二鉄と組み合わせた二酸化チタン、及びこれらの組み合わせが挙げられる）。微細ナノ
スケール金、酸化第二鉄又は二酸化チタンと組み合わせた微細ナノスケール金、及びこれ
らの組み合わせが最も好ましい。
【００６８】
　一部の実施形態では、有用な濃縮剤（例えば分散性粒子）はこのような粒子に結合する
結合基を有し得る。粒子の結合基（例えば官能基）は、試料中に存在する特定の微生物に
対して特異的な親和性を有し得る。一部の実施形態では、結合基は、試料中に存在する複
数種類の微生物を結合するために利用可能な部位を１つ以上有する。
【００６９】
　一部の実施形態では、粒子は磁気特性を有する。例えば粒子は磁性コアを有し得る。こ
のような濃縮剤を含有している、微生物を固定した組成物は、磁場の適用により回収する
ことができ、例えばサンプリング装置の第１リザーバから第２リザーバへと組成物を移動
させることができる。
【００７０】
　一部の実施形態では、生体分子（例えば抗体）は、濃縮剤を形成するいずれかの各種方
法により粒子と共有結合させることができる。例えば、グルタルアルデヒド、アルデヒド
－シッフ塩基、ｎ－ヒドロキシルスクシンイミド、アズラクトン、臭化シアン、無水マレ
イン酸などを好適な結合化学物質として使用してもよい。
【００７１】
　生体分子結合基は、生体分子に結合することが許容される様々な化学基によって官能化
してもよい。このような基は典型的には、式Ａ－Ｌ－Ｂにより表される生体分子結合化合
物により得られる。生体分子結合基Ｂは、対象とする生体分子のいずれかと反応して共有
結合（好ましくは不可逆的な共有結合）を形成することができるいずれかの有用な官能基
であり得る。非常に多様なこのような基が既知であり、有用であることができる。一般に
、Ｂ基はＡ基（表面結合基）とは異なる。この表記において、Ｌは結合又は種々の有機連
結のいずれかであることができる。有機リンカーＬは、直鎖若しくは分枝アルキレン、ア
リーレン、又はアルキレンとアリーレン基との組み合わせであることができ、所望により
ヘテロ原子を含む。特定の実施形態では、Ｌ基は、２価のアルキレンオキシド含有オリゴ
マー又はポリマー基を含まない。特定の実施形態では、Ｌ基が、ナノ粒子に遮蔽及び／又
は水分散性特性を供給することができる２価のアルキレンオキシド含有オリゴマー又はポ
リマー基を含まない時、これらはナノ粒子上に存在する唯一の遮蔽基及び／又は水分散性
基ではない。
【００７２】
　このような反応性基Ｂの非限定例としては、アミン（特に第１級アミンであるが、第２
級アミンも使用することができ、これは芳香族及び／又は脂肪族であることができる）、
ヒドラジン、ヒドロキシル基（－ＯＨ）、スルホン、アルデヒド、アルコール（－ＯＲ）
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、オキシラン（エチレンオキシドなど）、ハロゲン化物（Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、Ｆ）、Ｎ－オ
キシスクシンイミド、アクリレート、アクリルアミド、電子求引性基を有するα，β－エ
チレン性又はアセチレン性不飽和基（例えば、α，β－不飽和ケトン）、カルボキシレー
ト、エステル、無水物、カルボネート、オキサレート、アジリジン、エポキシ基、Ｎ－置
換マレイミド、アズラトン（azlatones）、及びこれらの組み合わせからなる群から選択
されるものが挙げられる。
【００７３】
　Ｌ連結が結合しているこれらのＢ基の特定の例が以下に示されており、式中、Ｂ基はア
ルデヒド及びヒドロキシル基、ハロゲン化物、エステル、ヒドラジン（脂肪族又は芳香族
）、及びＮ－オキシスクシンイミドを含む：
【００７４】
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【化１】

【００７５】
　一部の実施形態では、ビニルスルホン、エポキシ基、アクリレート、及びアミンが好ま
しいが、それはこれらが（例えば、カルボキシレートに必要とされるような）複雑な化学
反応なしに、直接結合することができるからである。以下は、Ｌ連結を有する好ましいＢ
基の表記であり、式中、Ｂ基はビニルスルホン、エポキシ、アクリレート、及びアミン基
を含む。
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【００７６】
【化２】

【００７７】
　生体分子結合基の種々の組み合わせを使用することができる。これらは同一の粒子上又
は異なる粒子上にあることができる。
【００７８】
　一部の実施形態では、生体分子結合基は加水分解耐性であるものである。生体分子との
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反応のための加水分解耐性官能基としては、アクリレート、α，β－不飽和ケトン、Ｎ－
スルホニルジカルボキシイミド誘導体、アシルスルホンアミド、Ｎ－スルホニルアミノカ
ルボニル、フッ素化エステル、環式アズラクトン、スルホニルフルオリド、環式オキソ炭
素酸（デルタ、スクエア、クロコン、及びロジゾン）、シアヌルフルオリド、ビニルスル
ホン、ペルフルオロ化フェノール、及びこれらの種々の組み合わせが挙げられる。
【００７９】
　生体分子結合化合物Ａ－Ｌ－Ｂについて、表面結合基Ａは、典型的には、シラノール、
アルコキシシラン、又はクロロシランであり、これらは一官能性、二官能性、又は三官能
性であることができる。例えば、シリカナノ粒子の表面のシラノール基は、生体分子を結
合する化合物の少なくとも１つのシラノール基、アルコキシシラン基、又はクロロシラン
基と反応し、官能化されたナノ粒子を形成する。
【００８０】
　特定の実施形態では、生体分子結合基は、電子求引性基を有するα，β－エチレン性又
はアセチレン性不飽和基を含む。電子求引性基の非限定例としては、カルボニル、ケトン
、エステル、アミド、－ＳＯ２－、－ＳＯ－、－ＣＯ－ＣＯ－、－ＣＯ－ＣＯＯＲ－、ス
ルホンアミド、ハロゲン化物、トリフルオロメチル、スルホンアミド、ハロゲン化物、マ
レイミド、マレエート、又はこれらの組み合わせが挙げられる。特定の実施形態では、電
子求引性基は、ケトン、エステル、又はアミドである。
【００８１】
　生体分子結合基は、式Ａ－Ｌ－Ｂによって表される生体分子結合化合物により供給する
ことができる。生体分子結合基Ｂは、α，β－エチレン性又はアセチレン性不飽和基であ
る。一般に、Ｂ基は、Ａ基（表面結合基）とは異なる。この表記では、Ｌは結合又は種々
の有機リンカーのいずれかであることができ、特定の好ましいＬ－Ｂ（又は単にＢ）基は
以下の構造を有する。
【００８２】
【化３】

【００８３】
　特定の実施形態では、生体分子結合基は、アクリレート又はα，β－不飽和ケトンであ
る。アクリレート及びα，β－不飽和ケトンは、広い範囲のｐＨにわたる水中での安定性
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という望ましい特性を呈し、更にまた、マイケル付加反応付加物を不可逆的に形成するた
めの第１級アミンとの高い反応性を呈する。
【００８４】
　生体分子のアミノ基とα位にカルボニル単位を有するα，β－エチレン性不飽和基のβ
位とを伴う炭素－窒素結合によって、アミノ基を有する生体分子が生体分子結合基に共有
結合する際、マイケル付加反応付加物が生じ得る。
【００８５】
　一部の実施形態では、多様な表面結合基と適合性であることから、アクリレート及びα
，β－不飽和ケトンを使用することができる。特定の実施形態では、アクリレートは多官
能性である。生体分子結合化合物の例としては、Ｎ－（３－アクリルオキシ－２－ヒドロ
キシプロピル）３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アクリルオキシプロピルト
リメトキシシラン、ビニルスルホントリエトキシシラン－２，１，１，２－トリフルオロ
ビニル、１，１，２－トリクロロビニル、１，１－ジクロロビニル、１，１－ジフルオロ
ビニル、１－フルオロ又は１－クロロビニルシラン、α，β－不飽和含有シラン、シラン
含有キノンが挙げられる。当業者であれば、多様な他の生体分子結合化合物が、生体分子
結合基による粒子の官能化に使用できる化合物として、本開示に有用であることを理解す
るであろう。好ましくは、十分な量の生体分子結合化合物をこのような粒子の表面と反応
させることで、対象とする生体分子（抗体、好ましくはＩｇＧ抗体などのポリペプチド）
の結合を所望される程度供給する。
【００８６】
　一部の実施形態では、生体分子結合基としては、アミン及び／又はヒドラジンを挙げる
ことができる。アミン及び／又はヒドラジンは、芳香族、脂肪族、又はこれらの組み合わ
せであってもよい。アミンは第１級でも第２級でもよいが、好ましくは第１級アミンであ
り、より好ましい第１級アミンは、ポリ（エチレンオキシド）アミン及びポリイミンなど
の親水性アミンである。
【００８７】
　一部の実施形態では、生体分子結合基としては、アリルアミン及び／又はアリルヒドラ
ジンを挙げることができる。アミンは第１級でも第２級でもよい（すなわち、非３級）が
、好ましくは第１級アミンである。このような実施形態では、生体分子結合基は、式Ａ－
Ｌ－Ｂにより表される生体分子結合化合物によって供給することができ、式中、生体分子
結合基Ｂはアリル非第３級アミン及び／又はアリルヒドラジン基である。一般に、Ｂ基は
、Ａ基（表面結合基）とは異なる。この表記では、Ｌは結合又は種々の有機リンカーのい
ずれかであることができ、特定の好ましいＬ－Ｂ（又は単にＢ）基は以下の構造を有する
。
【００８８】
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【化４】

【００８９】
　一部の実施形態では、Ｂ基としてはアリルアミン及び／又はアリルヒドラジンを挙げる
ことができ、シッフ塩基機構を介し、遊離カルボニル基を有する生体分子と反応し、これ
により、式－Ａｒ－Ｎ＝Ｃ（Ｈ）－生体分子、又はＡｒ－ＮＨＮ＝Ｃ（Ｈ）－生体分子の
結合を形成する（式中、Ａｒはアリル基であり、不飽和であっても、飽和であってもよい
）。アリル基は単一の芳香環又は複数の芳香環を含み、これはヘテロ原子（特に、Ｓ、Ｎ
、Ｏ）を含んでも含まなくてもよい。例としては、ナフタレン、アントラセン、ピレン、
及びビフェニルが挙げられる。アリル基が置換される場合には、置換基（例えば、ヒドロ
キシル、カルボキシル、メトキシ、メチル、アミノ基）は、生体分子結合基としてのアリ
ルアミン及び／又はアリルヒドラジンの機能について立体的に又は電子的に干渉するべき
ではない。
【００９０】
　アリル基のサイズは、ナノ粒子の過剰な凝集を回避するために、水分散性基の数及び種
類に対してバランスをとるべきである。所望される場合には、アリル基は、粒子の分散を
助けるために、親水基で置換することができる。
【００９１】
　一部の実施例では、式Ａ－Ｌ－Ｂにより表される生体分子結合化合物（すなわち、アリ
ルアミン及び／又はアリルヒドラジン基を有する生体分子結合基を得ることができる化合
物）の例としては、４－アミノフェニルトリメトキシシランを挙げることができる。
【００９２】
　好ましくは、対象とする生体分子（酸化抗体などの酸化ポリペプチド、好ましくはＩｇ
Ｇ抗体）の所望される程度の結合が得られるように、十分な量の生体分子結合化合物を粒
子と反応させることができる。
【００９３】
　一部の実施形態では、生体分子結合基は、第１級脂肪族及び／又は芳香族アミンを含み
得、生体分子が共有結合されている生体分子結合基は、粒子の表面にアミン官能化基を介
して共有結合されているビオチン含有基を含む。
【００９４】
　一部の実施形態では、アミン含有生体分子結合基は芳香族アミンであり得る。脂肪族ア
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ミンとして、特に水分散性及び／又は遮蔽基がポリ（アルキレンオキシド）含有基を含む
場合、それらは一般的に約６個以上の炭素原子を有する。
【００９５】
　一部の実施形態では、濃縮剤として有用な生体分子は、生体内で天然に生じるいずれか
の化合物、並びにこのような天然に生じる化合物の誘導体又は断片であり得る。生体分子
は主に炭素及び水素から構成され、窒素、酸素、リン、及び硫黄を伴う。他の元素が組み
込まれる場合もあるが、通常はあまりない。生体分子には、タンパク質、抗体、ポリペプ
チド、炭水化物、多糖、脂質、脂肪酸、ステロイド、プロスタグランジン、プロスタサイ
クリン、ビタミン、補助因子、サイトカイン、及び核酸（ＤＮＡ、ＲＮＡ、ヌクレオシド
、ヌクレオチド、プリン、及びピリミジンを含む）、例えば、抗生物質及び毒素などの生
体により産生される代謝産物が挙げられるが、これらに限定されない。生体分子はまた、
化学物質で改質された（例えば、過ヨウ素酸ナトリウムで酸化された）タンパク質又は抗
体などの、天然に生じる生体分子の誘導体を含む。生体分子はまた、架橋された天然に生
じる生体分子、又は天然に生じる生体分子の化学物質による架橋産物を含む。それゆえに
、本明細書で使用する時、用語「生体分子」は、非改質及び改質分子（例えば、グリコシ
ル化タンパク質、酸化抗体）の両方並びにこれらの断片（例えば、タンパク質断片）を含
むが、これらに限定されない。生体分子の断片としては、例えば、化学、酵素又は放射処
理による加水分解から生じるものを挙げることができる。
【００９６】
　特定の実施形態では、生体分子は１つ以上の生体分子結合基に共有結合してもよい。特
定の実施形態では、生体分子は、生体分子結合基への結合に先立って、アルデヒド基を含
むか又は含むように改質することができる。
【００９７】
　抗体（例えば酸化抗体）又は他の生体分子（例えば酸化生体分子）の結合は、典型的に
は穏やかな条件下で起き、広いｐＨ範囲で、好ましくはｐＨ　４～１１で、より好ましく
はｐＨ　６～１０で、最も好ましくはｐＨ　７～９で生じることができる。抗体（例えば
酸化抗体）又は他の生体分子（例えば酸化生体分子）の結合に好ましい温度は室温である
。また、より低い又はより高い温度を使用することもできるが、生体分子を変性する温度
では行われない。この化学作用は、全種類の生体媒質、塩基性及び更には弱い酸性の緩衝
溶液、並びにＤＭＳＯ又はアセトニトリルなどの溶液を含む混合溶液において好適である
。
【００９８】
　一部の実施形態では、標的とする生体分子分析物（例えば抗体）を捕捉するのに、ビオ
チンなどの生体分子を使用できる。ビオチンが結合されているこのようなアミン含有基は
、第１級脂肪族及び／又は芳香族アミン（生体分子結合基）との（＋）－ビオチン－Ｎ－
ヒドロキシ－スクシンイミドエステル化合物の反応により形成することができ、アミン官
能基は表面に連結基Ｌを介して結合される。あるいは、アミンとの（＋）－ビオチン－Ｎ
－ヒドロキシ－スクシンイミドエステル化合物の反応は、シリカナノ粒子の表面への結合
に先立って行うことができる。
【００９９】
　ビタミンＨ又はシス－ヘキサヒドロ－２－オキソ－１Ｈ－チエノ－［３－，４］－イミ
ダゾール－４－ペンタン酸としても知られるビオチンは、細菌及び酵母を含むほとんどの
生物に不可欠である基本のビタミンである。ビオチンは、その結合パートナーであるアビ
ジン及びストレプトアビジンよりも更に小さい、２４４ダルトンの分子量を有する。ビオ
チンはまた、ピルベートカルボキシラーゼ、トランス－カルボキシラーゼ、アセチル－Ｃ
ｏＡ－カルボキシラーゼ及びβ－メチルクロトニル－ＣｏＡカルボキシラーゼの酵素補助
因子でもあり、それらは、多種多様な基質を共にカルボキシル化する。ビオチンのＮ－ヒ
ドロキシスクシンイミドエステル（ＮＨＳ－ビオチンとして表される）、ビオチンのＮ－
ヒドロキシスルホスクシンイミドエステル（スルホ－ＮＨＳ－ビオチンとして表される）
、スルホスクシンイミジル－６－［ビオチンアミド］ヘキサノエート（スルホ－ＮＨＳ－
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ＬＣ－ビオチンとして表される）、スルホスクシンイミジル－６－［ビオチンアミド］－
６－ヘキサンアミドヘキサノエート（スルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ＬＣ－ビオチンとして表さ
れる）、及びＮ－ヒドロキシスクシンイミドＰＥＧ１２－ビオチン、又はＮ－ヒドロキシ
スクシンイミドＰＥＧ４－ビオチン（ＮＨＳ－ＰＥＯ１２－ビオチン若しくはスルホ－Ｎ
ＨＳ－ＰＥＯ４－ビオチンとして表される）などの、ビオチンの誘導体は、シリカナノ粒
子上でアミンを結合するために使用することができる。したがって、この命名法を使用す
ると、ビオチン又はビオチン誘導体は生体分子である一方で、生体分子結合基はアミンで
ある。ビオチン含有化合物（例えば、ビオチン又はビオチンの誘導体）はアビジン又はス
トレプトアビジン（strepavidin）と結合を形成する。この複合体は、標的とする分析物
であり得る、あるいは標的とする分析物（例えば、細菌）に特異的であり得る、抗体に結
合する能力がある。
【０１００】
　標的とする生物分析物の選択的な結合は直接達成されてよく、又は捕捉剤、例えば抗体
抗原結合、を介して達成されてもよい（標的とする生物分析物自体が、検出表面上に固定
化された抗体に結合されている抗原を含む）。
【０１０１】
　捕捉剤を有する濃縮剤は、標的とする生物分析物に高い親和性を有し、好ましくは標的
とする分析物と特異的である種（例えば、分子、分子群）を含む。捕捉剤は、例えば、抗
体及びこれらの断片（Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆｃ）、ポリペプチド、アプタマー、ＤＮＡ、
ＲＮＡ、オリゴヌクレオチド、タンパク質、抗体、炭水化物、多糖、脂質、脂肪酸、ステ
ロイド、ビタミン、サイトカイン、レクチン、補助因子、及び受容体（例えば、ファージ
受容体）を含む。捕捉剤はまた、化学物質で改質されたタンパク質又は抗体などの、天然
に生じる生体分子の誘導体を含んでもよい。これらはまた、架橋された天然に生じる生体
分子、又は天然に生じる生体分子の化学物質による架橋産物を含んでもよい。
【０１０２】
　本開示での使用に好適な一部の生体分子捕捉剤としては、抗体、抗体複合体及びタンパ
ク質（アビジン、ストレプトアビジン、及びクランピング因子など）を含む、ポリペプチ
ドが挙げられる。特に、生体分子捕捉剤は、抗体である。用語「抗体」は、脊椎動物、例
えば、哺乳類種からの、任意のアイソタイプの抗体全体（ＩｇＧ、ＩｇＡ、ＩｇＭ、Ｉｇ
Ｅなど）、及びこれらの断片を含むことを意図し、それらはまた、異物化合物、例えば、
タンパク質に特異的に反応する。
【０１０３】
　抗体は、モノクローナル、ポリクローナル、又はそれらの組み合わせであることができ
る。抗体は、従来の技術を使用してフラグメントにすることができ、フラグメントは抗体
全体と同様に、使用するために選別される。したがって、この用語には、選択的に特定の
タンパク質と反応することが可能な抗体分子の、タンパク質分解的に切断又は組み換え技
術によって調製された部分が含まれる。このようなタンパク質分解及び／又は組み換え断
片の非限定例には、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｖ、並びにペプチドリンカーにより結合
されたＶＬ及び／又はＶＨ領域を含有する単鎖抗体（ｓｃＦｖ）が挙げられる。ｓｃＦｖ
は、２つ以上の結合部位を有する抗体を形成するために共有結合又は非共有結合により結
合することができる。抗体は、当業者に既知の任意の検出可能な部分で標識することがで
きる。一部の態様では、測定したい検体に結合する抗体（１次抗体）は標識されないが、
その代わり、標識された２次抗体又は１次抗体に特異的に結合する他の試薬の結合により
間接的に検出される。
【０１０４】
　濃縮剤表面に対する表面被覆及び捕捉剤の充填は、標的とする生物分析物を検出する感
度に影響を与え得る。表面に捕捉剤を結合する固定化化学作用は、捕捉剤の充填、捕捉剤
の活性の保存に役割を果たすことができ、また、表面の再現可能性及び貯蔵寿命に寄与す
ることもできる。本明細書の他の部分に記載されている種々の固定化方法が、高収率、活
性、貯蔵寿命及び安定性の目標を達成するために、表面と関連して使用することができる
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。
【０１０５】
　抗原／ハプテン、抗体／抗体の抗原結合断片、又は相補的核酸、生体受容体／リガンド
（インターロイキン－４及びその受容体）などの生体親和性対（bioaffinity pairs）が
、捕捉剤を結合するために使用されてよい。このような生体分子の対の１つが生体分子結
合剤に共有結合される。これらの生体分子は、標的生体検体のための「捕捉剤」の一部を
形成する。例えば、ビオチンとアビジン及び／又はストレプトアビジンとの間に形成され
る強い結合は、表面に抗体を結合する場合に、特に有用であり得る。好ましくは、ストレ
プトアビジンは、表面に抗体を結合する手段として使用することができる。ストレプトア
ビジンはストレプトミセス・アビジニイ（Streptomyces avidinii）から単離される四量
体タンパク質であり、これはビタミンビオチンに緊密に結合する。ストレプトアビジンな
どのタンパク質は、多数の化学作用を介して表面に結合することができる。
【０１０６】
　ビオチンのＮ－ヒドロキシスクシンイミドエステル（ＮＨＳ－ビオチンと呼ばれる）、
ビオチンのＮ－ヒドロキシスルホスクシンイミドエステル（スルホ－ＮＨＳ－ビオチンと
呼ばれる）、スルホスクシンイミジル－６－［ビオチンアミド］ヘキサノエート（スルホ
－ＮＨＳ－ＬＣ－ビオチンと呼ばれる）、スルホスクシンイミジル－６－［ビオチンアミ
ド］－６－ヘキサンアミドヘキサノエート（スルホ－ＮＨＳ－ＬＣ－ＬＣ－ビオチンと呼
ばれる）、及びＮ－ヒドロキシスクシンイミドＰＥＧ１２－ビオチン、及びＮ－ヒドロキ
シスクシンイミドＰＥＧ４－ビオチン（ＮＨＳ－ＰＥＯ１２－ビオチン又はスルホ－ＮＨ
Ｓ－ＰＥＯ４－ビオチンと呼ばれる）などの、ビオチンの誘導体は、第１級アミノ酸基に
おいて、抗体などの生体分子にビオチンを結合するために使用することができる。これら
のビオチニル化生体分子は引き続いて、ストレプトアビジンが結合されている表面に結合
することができる。
【０１０７】
　例えば「標的とする生物分析物」としては、組織、細胞、又はこれらの中にあるか若し
くはこれらに由来する生体分子（例えば、生物特異的な抗原、酵素、あるいは他のタンパ
ク質、ペプチド、炭水化物、毒素、又はプリオン、細胞壁構成要素若しくは断片、鞭毛、
ピリ線毛、核酸、抗体）が挙げられる。
【０１０８】
　本明細書で使用する時、用語「組織」は、多細胞凝集体又は動物若しくは植物に由来す
る組織を指し、生育可能及び生育不能の両方の細胞、結合組織、並びに間質液を含む。「
細胞」は、動物、植物及び単細胞微生物を含む全生体の基本構造及び機能単位を指す。
【０１０９】
　本開示の方法に有用な濃縮剤は、微生物を含む様々な異なる種類の試料に適用すること
ができる。低濃度で微生物を有する試料は、本明細書に記載されるように濃縮した試料内
に微生物を有し得る。試料の一部の例としては、限定するものではないが、薬学試料、環
境試料、食品試料、食餌試料、医療試料、及び研究試料、並びにこれらの組み合わせが挙
げられる。医療又は獣医試料としては、例えば、臨床診断のために検査される生物源（例
えばヒト又は動物）から得た細胞、組織、又は流体を挙げることができる。例えば環境試
料は、医療又は獣医設備、工業設備、土壌、水源、食品の調理場（食品が接触する及び接
触しない領域）、環境表面（例えば床、壁、天井、感染媒介物、装置、水、水の容器、及
び空気フィルタ）、研究室、又はバイオテロにさらされた可能性のある領域由来のもので
あり得る。病原菌による食物供給源の汚染に関し、多くの場合特に関心が寄せられるもの
として、食品の加工場、取り扱い場、及び調理場の試料、飲料水、並びに環境表面が好ま
れる。
【０１１０】
　本開示の方法に有用な試料は流体の形態であり得る（例えば液体、又は分散体若しくは
懸濁液）。一部の実施形態では、液体の形態で得た試料を、微生物を固定した組成物が形
成され得るよう、分散性濃縮剤により濃縮することができる。
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【０１１１】
　本発明のプロセスを実施するのに（直接、又は流体試料を得るための処理後に）使用で
きる試料の例としては、食品（例えば、生鮮農産物の低濃度汚染物（rinsates）又はその
まま食べる昼食若しくは「調理済み」食肉）、飲料（例えばジュース又は炭酸飲料）、飲
料水、並びに生物学的流体（例えば全血、又は血漿、多血小板血液分画、血小板濃縮物、
圧縮した赤血球などの血液構成成分）；細胞調製物（例えば組織分散液、骨髄吸引物、又
は脊椎骨髄）；細胞懸濁液；尿、唾液、及びその他の体液；骨髄；脊髄液；その他同様物
が挙げられ、また溶解緩衝液の使用などの既知の手法を用いて形成することのできる細胞
可溶化物などの溶解調製物、並びに同様物が挙げられる。好ましい試料としては、食品、
飲料、飲料水、生物学的流体、環境試料、及びこれらの組み合わせが挙げられる（食品、
飲料、飲料水、環境試料、及びこれらの組み合わせが更に好ましい）。
【０１１２】
　サンプリング装置の試料容量は、具体的な用途によって異なり得る。例えば、本開示の
方法を臨床診断用途又は研究用途に使用する場合、試料容量は通常、約０．５ｍＬ～約１
０ｍＬの範囲であり得る。当該方法が食品病原体試験検査又は飲料水安全性試験のために
使用される場合、試料容量は通常、ミリリットル～リットルの範囲であり得る（例えば１
００ミリリットル～３リットル）。例えばバイオプロセス又は製剤処方などの産業用途に
おいては、試料容量は数万リットルである場合がある。
【０１１３】
　本発明のプロセスは、濃縮剤を用いて濃縮した状態の試料から微生物を分離し、更に、
使用される検出手順を阻害し得る試料マトリックス構成成分から低濃度の微生物を分離す
ることも可能にする。これらすべての場合において、本発明のプロセスは、他の微生物濃
縮方法に追加して、又はその代わりに、使用することができる。したがって、所望により
、追加の濃縮が望ましい場合には、培養物は本開示のプロセス実施の前又は後のいずれか
の試料から増殖させることができる。
【０１１４】
　微生物を含む様々な試料を、微生物を固定した組成物として濃縮し、本明細書に記載の
、本開示のサンプリング装置を用いる方法によって回収することができる（例えば移動法
）。例えば、微生物を固定した組成物を得ることに関する、試料中に存在する微生物とし
ては、真菌、酵母、原生動物、ウイルス、及び同様物など、並びにこれらの組み合わせが
挙げられる。一部の実施形態では、微生物としてはグラム陰性細菌、グラム陽性細菌、及
びこれらの組み合わせを挙げることができる。本明細書に記載のサンプリング装置を用い
る、微生物を濃縮する方法は、食の安全性のため、あるいは薬学的、環境的、又は抗テロ
リズム的理由のため重要なものであり得る病原体を濃縮し、検出するのに有用である。こ
のプロセスは、病原菌（例えばグラム陰性菌とグラム陽性菌の両方）、並びにさまざまな
酵母、カビ、及びマイコプラズマ（及びこれらの任意の組み合わせ）の検出に特に有用で
あり得る。本明細書で使用する時、用語「微生物」は、細菌、ウイルス、酵母菌、糸状菌
及び原生動物として一般に分類される原核又は真核生物を指す。本明細書で使用される時
、用語「原核生物」は、球菌、桿菌、スピロヘータ、スフェロプラスト（sheroplast）、
プロトプラスト、胞子などの細菌であると考えられる全ての形状の微生物を含む。
【０１１５】
　特に対象となる病原菌（すなわち、微生物）としては、グラム陽性細菌、グラム陰性細
菌、真菌、原生動物、マイコプラズマ、酵母菌、ウイルスが挙げられる。特に関連する微
生物としては、Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ科のメンバー、又はＳｔａｐｈｙ
ｌｏｃｏｃｃｕｓ属菌種、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属菌種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ
属菌種、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ属菌種、Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ属菌種、Ｅｓｈｅｒ
ｉｃｈｉａ属菌種、Ｂａｃｉｌｌｕｓ属菌種、Ｌｉｓｔｅｒｉａ属菌種、Ｌｅｇｉｏｎｅ
ｌｌａ属菌種、Ｖｉｂｒｉｏ属菌種、並びにヘルペスウイルス、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ
属菌種Ｆｕｓａｒｉｕｍ属菌種及びＣａｎｄｉｄａ属菌種が挙げられる。特に毒性の微生
物としては、Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（メチシリン耐性Ｓｔａｐｈ
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ｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（ＭＲＳＡ）、バンコマイシン耐性Ｓｔａｐｈｙｌｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（ＶＲＳＡ）、バンコマイシン中間耐性Ｓｔａｐｈｙｌｏｃ
ｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（ＶＩＳＡ）などの耐性株を含む）、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ
　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ、Ｓ．ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐ
ｎｅｕｍｏｎｉａｅ、Ｓ．ａｇａｌａｃｔｉａｅ、Ｓ．ｐｙｏｇｅｎｅｓ、Ｅｎｔｅｒｏ
ｃｏｃｃｕｓ　ｆａｅｃａｌｉｓ、バンコマイシン耐性Ｅｎｔｅｒｏｃｏｃｃｕｓ（ＶＲ
Ｅ）、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌｉｑｕ
ｅｆａｃｉｅｎｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｍｙｌｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｃｅｒｅｕｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｏａｇｕｌａｎｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｍａｃｅｒ
ａｎｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｍｅｇａｔｅｒｉｕｍ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｏｌｙｍｙｘ
ａ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｔｅａｒｏｔｈｅｒｍｏｐｈｉｌｌｕｓ、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｓｕｂｔｉｌｉｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ、Ｅｓｃｈｅｒｉｃ
ｈｉａ　ｃｏｌｉ、Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ、Ａ．ｆｕｍｉｇａｔｕｓ、Ａ
．ｃｌａｖａｔｕｓ、Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎｉ、Ｆ．ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ、Ｆ．
ｃｈｌａｍｙｄｏｓｐｏｒｕｍ、Ｌｉｓｔｅｒｉａ　ｍｏｎｏｃｙｔｏｇｅｎｅｓ、Ｖｉ
ｂｒｉｏ　ｃｈｏｌｅｒａ、Ｖ．ｐａｒａｈｅｍｏｌｙｔｉｃｕｓ、Ｓａｌｍｏｎｅｌｌ
ａ　ｃｈｏｌｅｒａｓｕｉｓ、Ｓ．ｔｙｐｈｉ、Ｓ．ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ、Ｃａｎｄ
ｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ、Ｃ．ｇｌａｂｒａｔａ、Ｃ．ｋｒｕｓｅｉ、Ｓｔｒｅｐ　Ａ
、Ｓｔｒｅｐ　Ｂ、Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｔｕｍｅｆａｃｉｅｎｓ、Ａｌｃａｌ
ｉｇｅｎｅｓ　ｘｙｌｏｓｏｘｙｄａｎｓ亜種ｄｅｎｉｔｒｉｆｉｃａｎｓ、Ｓｐｈｉｎ
ｇｏｍｏｎａｓ　ｐａｕｃｉｍｏｂｉｌｉｓ、及び多剤耐性グラム陰性桿菌（ＭＤＲ）が
挙げられる。
【０１１６】
　このような病原菌又は他の対象種は、例えば、血液、唾液、眼球レンズ液、滑液、脳脊
髄液、膿、汗、滲出液、尿、粘液、又は乳汁といった生理学的流体などの任意の供給源に
由来し得る試験試料中で分析することができる。更に、試験試料は、例えば、創傷、皮膚
、鼻孔、頭皮、爪等の体部位に由来し得る。
【０１１７】
　生理学的な液に加え、他の試験試料としては、他の液体並びに液体媒質に溶解される固
体を挙げることが可能である。対象試料としては、プロセス流、水、土壌、植物又はその
他の草木、空気、表面（例えば、汚染された表面）などを挙げることができる。
【０１１８】
　一部の実施形態では、微生物を濃縮するための方法は、２つの材料間の接触をもたらす
及び／又は２つの材料を混合する（例えば、分散体を形成する）ための、いずれかの多様
な既知の又は以降に展開される方法により、実施することができる。例えば濃縮剤（例え
ば粒子として）を、微生物を含む試料に添加することができ、あるいは試料を、サンプリ
ング装置内の濃縮剤に添加することもできる。濃縮剤と試料は、本出願に記載される各種
サンプリング装置のいずれかで組み合わせることができる。試料の添加前の汚染を低減さ
せるために、任意選択的に、しかし好ましくは、使用に先立ち、サンプリング装置は蓋を
し、閉じ、又は密閉する。同様にして、本明細書で使用するとき、サンプリング装置は、
格納のため、貯蔵のため、及び持ち運びのしやすさのため、使用後に蓋をし、閉じ、又は
密閉することができる。
【０１１９】
　本開示の方法を実施するのに好適なサンプリング装置（例えば一体型サンプリング装置
又は２区画サンプリング装置）は、試料の大きさにより決定することができる。有用なサ
ンプリング装置は、大きさ及び設計の点で多岐に渡り得る。一部の実施形態では、サンプ
リング装置は０．５ミリリットルの小さい容量を有し、あるいはサンプリング装置は、１
００ミリリットル～３リットルの範囲のようなより大きい容量であり得る。一部の実施形
態では、試料に接触するサンプリング装置及び濃縮剤は、使用前に滅菌することができ（
例えば、制御された熱、エチレンオキシドガス、過酸化水素、又は放射線によって）、こ
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れにより、検出エラーを生じ得る、試料のなんらかの汚染を低減又は防ぐことができる。
特定の試料の微生物を捕捉又は濃縮するための、検出を成功させるのに十分な濃縮剤の量
は、場合によって異なり（例えば、濃縮剤の性質及び形態並びに試料の量に依存する）、
当業者によって容易に決定できる。一般的に、捕捉効率（試料中の微生物が濃縮剤に結合
した割合）は、微生物を濃縮剤に接触させる時間を増加させることにより上昇する。捕捉
効率はまた、より高濃度の濃縮剤を用いることによっても上昇させることができ、これに
より、捕捉されるために微生物が移動すべき平均拡散距離が減少し、インキュベーション
時間がより短くにする。したがって、全体として、より多量の濃縮剤が添加されるにつれ
て、同量の微生物を捕捉するために必要とされるインキュベーション時間はより短くなる
。例えば一部の実施形態では、ある適用に際し、試料１ｍＬあたり１０ｍｇの濃縮剤が有
用であり得る。他の適用については、試料１ｍＬあたり１～５０ｍｇの範囲の濃縮剤が有
用であり得る。
【０１２０】
　必要に応じて、サンプリング装置内での接触又は混合は、濃縮剤を試料に少なくとも１
回通過させる（例えば、重力による沈降に基づく方法によって、あるいはある期間にわた
る他の方法によって）ことにより達成することができる。接触は、混合によって（例えば
攪拌、振盪、又は揺動プラットフォームによって）強化することができ、これにより濃縮
剤の粒子が試料の大部分を通って繰り返し通過又は沈殿することができる。マイクロリッ
トルオーダーの少量の容量（典型的には１０ミリリットル未満）の場合、混合は、例えば
米国特許第５，２３８，８１２号（Ｃｏｕｌｔｅｒら）（この記述は参考として本明細書
に組み込まれる）に記載のように、ボルテックス又は「転動（nutation）」などの急速な
ものであり得る。約１ミリリットル以上の、より大量の容量（典型的には１ミリリットル
～３リットル）の場合、混合は、例えば米国特許第５，５７６，１８５号（Ｃｏｕｌｔｅ
ｒら）（この記述は参考として本明細書に組み込まれる）に記載のように、濃縮剤及び試
料を「上下回転」させる方法で穏やかに混転することにより達成できる。接触は、所望の
時間にわたって実施することができる（例えば、試料量が約１００ミリリットル以下の場
合、最高約６０分間の接触が有用であり得、好ましくは、約１５秒～約１０分又はそれ以
上、より好ましくは、約１５秒～約５分の接触が有用であり得る）。
【０１２１】
　したがって、微生物と濃縮剤との接触を増加させる目的で、本開示の方法の実施、混合
（例えば撹拌（agitation）、揺動（rocking）、又は撹拌（stirring））及び任意選択的
にインキュベーションを用いることができる。好ましい接触方法には、微生物含有試料を
濃縮剤と混合すること（例えば、約１５秒～約５分）と、インキュベートすること（例え
ば約３分～約４時間）との両方が含まれる。必要に応じ、１種以上の添加剤（例えば溶解
試薬、核酸捕捉試薬（例えば磁性ビーズ）、微生物用増殖培地、緩衝液（例えば固体試料
を分散又は抽出するために）、微生物染色試薬、洗浄用緩衝液（例えば、結合していない
物質を洗い流すために）、溶出試薬（例えば血清アルブミン）、界面活性剤（例えば、Ｕ
ｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　ａｎｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ（Ｈｏｕｓ
ｔｏｎ，ＴＸ）から販売されているＴｒｉｔｏｎ（商標）Ｘ－１００非イオン系界面活性
剤）、機械的磨耗／溶出試薬（例えばガラスビーズ）、及び同様物）を、濃縮剤及び試薬
の組み合わせに添加することができる。
【０１２２】
　本明細書において形成される、微生物を固定した組成物は、サンプリング装置の第２リ
ザーバで回収される。好ましくは、微生物を固定した組成物の回収は、少なくとも一部が
重力による沈殿により達成され得る（重力沈降；例えば約５分～約４時間の期間にわたる
）。しかしながら一部の実施形態では、回収の促進（例えば遠心分離又は濾過によって）
が、あるいは何らかの回収方法の組み合わせの使用が望ましい場合がある。
【０１２３】
　微生物を固定した組成物を形成する、本明細書に記載の濃縮剤により捕捉又は固定した
微生物は、本質的に、何らかの所望される方法（現在既知である、あるいは以降に展開さ
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れる）により検出することができる。このような方法には、例えば、培養による方法（時
間が許す場合は好ましいことがある）、顕微鏡（例えば透過光型顕微鏡又は落射蛍光顕微
鏡（蛍光染料で標識した微生物を可視化するのに使用できる））、及びその他の画像手法
、免疫学的検出方法、及び遺伝子学的検出方法が挙げられる。微生物捕捉後の検出プロセ
スは、所望により、試料マトリックス構成成分を除去するための洗浄が含まれる。
【０１２４】
　同様に、一部の実施形態では、濃縮剤により捕捉又は固定した微生物は、装置から取り
出し、培養皿に配置し、ある一定の期間にわたって増殖させることができ、並びに生物発
光試薬、及びＭｉｌｌｉｆｌｅｘ（登録商標）Ｒａｐｉｄ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　
Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｅｎｕｍｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｍｉｌｌｉｐｏ
ｒｅ，Ｂｅｄｆｏｒｄ，ＭＡ）などのイメージングシステムを用いるプレートイメージン
グの使用により、コロニーを検出することができる。
【０１２５】
　一部の実施形態では、微生物を固定した組成物は、好適な反応キュベット／容器に移し
、容器に生物発光試薬を添加することにより直接検出することができる。生物発光は、照
度計で生物発光を測定することにより定量化できる。
【０１２６】
　一部の用途では、サンプリング装置内の、微生物を固定した組成物は、検出のために研
究室に移送してもよい。しかるべき用途のために、微生物を固定した組成物は、取り出し
て、微生物を検出する研究室への移送用滅菌容器に配置することができ、この場合の容器
は、微生物の生存能の低下を避けるよう設計することができる。任意選択的に、容器に保
存料を加えて、移送中の微生物の生存能力を維持することができる。
【０１２７】
　一部の実施形態では、第２リザーバ内に存在する、微生物を固定した組成物を、微生物
について分析することができる。一部の実施形態では、微生物を固定した組成物を、第２
リザーバから取り出し、微生物について分析することができる。微生物を固定した組成物
の、このような微生物を検出するのに有用な分析技術は、例えば比色測定的に、電気化学
的に、蛍光定量的に、発光定量的に、培養により、イムノアッセイの利用により、又は酵
素アッセイ若しくは遺伝的解析により達成される。
【０１２８】
　本開示のサンプリング装置は、濃縮剤の存在下で、大容量の試料由来の、低濃度の微生
物の濃縮を配備し、利便性と、持ち運び性とをもたらす。本明細書に記載のサンプリング
装置は、安価であり、再生利用可能なものであることから、使用前及び使用後のそれぞれ
にこれらの装置を洗浄及び滅菌する必要性を排除する。既知の容量の、微生物を固定した
組成物を、第２リザーバから回収し、続いてこのような試料中の微生物の存在を同定する
ために分析することができる。
【０１２９】
　本開示は、例示的なものであり、本開示の範囲を制限することを意図しない以下の非限
定的な実施例により、更に明らかになるであろう。
【実施例】
【０１３０】
　特に断らないかぎり、以下の実施例において記載する割合、百分率、及び比率はすべて
重量を基準としたものであり、実施例において使用する試薬はすべて、後述する化学製品
供給業者から得られるか、又は入手可能なものであり、あるいは従来の技法によって合成
することも可能である。
【０１３１】
　実施例１－一体型サンプリング装置
　図２に例示の一体型サンプリング装置を準備した。第１リザーバには２５０ｍＬのポリ
プロピレン遠心管（＃４３０７７６；Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎｃ．，Ｉｔｈａｃａ，Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ）を用いた。円形開口部（およそ６ｍｍ）をチューブの幅細の端部に形成し、
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角付き開口部を形成した。第２リザーバには５０ｍＬのポリプロピレン遠心管（＃４３０
９２１；Ｃｏｒｎｉｎｇ，Ｉｎｃ．，Ｉｔｈａｃａ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）を用いた。ポリ
プロピレンを軟らかくするために５０ｍＬチューブを加熱し、次いでこの５０ｍＬチュー
ブを２５０ｍＬチューブに隣り合わせて配置し、図２の一体型サンプリング装置を形成し
た。
【０１３２】
　実施例２－２区画サンプリング装置
　図３に例示の２区画サンプリング装置を準備した。６ｍｍ開口部を有する第１リザーバ
には、２５０ｍＬ遠心管（上記）を用いた。２ｍｍねじ山付きメス型ルアーロックを６ｍ
ｍ開口部に挿入した。ルアーロックを構造用接着剤を有する部位で取り付けた。５ｍＬポ
リプロピレン注射器（取り外し可能で吸引可能な第２リザーバ）をルアーロックに取り付
け、図３の２区画サンプリング装置を形成した。
【０１３３】
　実施例３－一体型サンプリング装置
　軸を中心にせずに６ｍｍの円形開口部を形成したことを除き、図７の一体型サンプリン
グ装置を、実施例１に記載のように準備した。
【０１３４】
　実施例４－一体型サンプリング装置
　第２リザーバを１００ｍＬ遠心管から形成したことを除き、図２の一体型サンプリング
装置を、実施例１に記載のように準備した。
【０１３５】
　実施例５－一体型サンプリング装置
　第２リザーバを２５ｍＬ遠心管から形成したことを除き、図２の一体型サンプリング装
置を、実施例１に記載のように準備した。
【０１３６】
　実施例６－一体型サンプリング装置
　実施例１に記載のような図２の一体型サンプリング装置を使用した。第２リザーバの再
密閉可能な外開口部に、図５に例示のような突出部を有する蓋部材を装備した。
【０１３７】
　サンプリング装置を用いて微生物を濃縮する方法
　分離したＥ．ｃｏｌｉ（ＡＴＣＣ　５１８１３）のコロニーを、画線プレートから５ｍ
ＬのＢＢＬ　Ｔｒｙｐｔｉｃａｓｅ　Ｓｏｙ　Ｂｒｏｔｈ（Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎ
ｓｏｎ，Ｓｐａｒｋｓ，ＭＤ）に接種し、３７℃で１８～２０時間にわたってインキュベ
ートした（一晩培養物）。１０９コロニー（単位／ｍＬ）までの一晩培養物を、Ｂｕｔｔ
ｅｒｆｉｅｌｄ緩衝液（ｐＨ　７．２，ＶＷＲ；Ｗｅｓｔ　Ｃｈｅｓｔｅｒ，ＰＡ）に希
釈した。１０２細菌／ｍＬ希釈物を１００ｍＬの水で１：１０００希釈して、最終濃度０
．１／ｍＬ（合計１０ｃｆｕｓ）を調製した。濾過滅菌した１ｍＬの１００Ｘ濃縮吸着緩
衝液（ｐＨ７．２；５ｍＭのＫＣｌ、１ｍＭのＣａＣｌ２、０．１ｍＭのＭｇＣｌ２及び
１ｍＭのＫ２ＨＰＯ４含有）を加えた。
【０１３８】
　濃縮剤の３Ｍ微小粒子（２５０ｍｇ）（非晶質，長球化ケイ酸マグネシウムＸ２９６－
タルク（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）；米国特許第６
，０４５，９１３号））を実施例１～６（サンプリング装置）のそれぞれに加えた。同様
に、１００ｍＬのＥ．ｃｏｌｉ添加水をそれぞれのサンプリング装置に加えた。サンプリ
ング装置はそれぞれ蓋部材で密閉し、室温（２５℃）で６０分にわたってＴｈｅｒｍｏｌ
ｙｎｅ　ＶａｒｉＭｉｘ固定式（混合）プラットフォーム（１４サイクル／分）（Ｂａｒ
ｎｓｔｅａｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｄｕｂｕｑｕｅ，Ｉｏｗａ）上でインキュ
ベートした。混合及びインキュベーション工程の後、サンプリング装置は４５～６０分に
わたり静置した。同様にして、濃縮していないＥ　ｃｏｌｉ添加水を含有しているチュー
ブを同様の条件で処理した。
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　微生物を固定した組成物を回収するために、組成物が第２リザーバに回収されるよう、
サンプリング装置（実施例１、３～６）を独立して反転させた。微生物を固定した組成物
（２～５ｍＬ）を第２リザーバからピペットで取り、１５ｍＬ滅菌ポリプロピレンチュー
ブ（ＶＷＲ，Ｗｅｓｔ　Ｃｈｅｓｔｅｒ，Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ）に移した。各チュ
ーブ内で微生物を固定した組成物を混合して、同時に１ｍＬをＥＣ／ＣＣ　Ｐｅｔｒｉｆ
ｉｌｍ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）上にピペットで
取った。
【０１４０】
　実施例２では、プランジャを含有する取り外し可能で吸引可能な第２リザーバを吸引し
て、微生物を固定した組成物を３～４ｍＬ得て、１５ｍＬ滅菌ポリプロピレンチューブに
加え、混合し、１ｍＬをピペットで同時にＥＣ／ＣＣ　Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ上に取った。
【０１４１】
　実施例１～６のｐｅｔｒｉｆｉｌｍｓを製造元からの取扱説明書に基づき加工した。Ｅ
．ｃｏｌｉ数／Ｅ．ｃｏｌｉ群数を、ＥＣ／ＣＣ　Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍ　Ｐｌａｔｅ　Ｒ
ｅａｄｅｒ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ．，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）を用いて
定量した。実施例１～６についての結果を、以下に記載の式により算出した。
【０１４２】
　捕捉効率＝（フィルタ上の濃縮剤由来のコロニー数／未処理対照を播種した場合のコロ
ニー数（濃縮剤無））×１００
　実施例１～６のサンプリング装置を用いてのＥ．Ｃｏｌｉの捕捉効率を表１に例示する
。捕捉データは、回収した微生物を固定した組成物を配置した、ＥＣ／ＣＣ　Ｐｅｔｒｉ
ｆｉｌｍより得た。
【０１４３】
【表１】

【０１４４】
　本開示の範囲及び趣旨から逸脱することなく本開示の様々な修正形態及び変更形態が、
当業者には、明らかとなろう。また、本開示は、本明細書に記載した例示的な要素に限定
されないことが理解されるべきである。
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