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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
分析工程
を包含し、
　前記サンプル回収部が、金属から構成されていることを特徴とするサンプル分析方法。
【請求項２】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
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分析工程
を包含し、
　前記サンプル回収部が、静電特性を有する材料から構成されていることを特徴とするサ
ンプル分析方法。
【請求項３】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
分析工程
を包含し、
　前記サンプル回収部が、親水性材料または疎水性材料から構成されていることを特徴と
するサンプル分析方法。
【請求項４】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
分析工程
を包含し、
　前記サンプル回収部が、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する物質から構成
されていることを特徴とするサンプル分析方法。
【請求項５】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
分析工程
を包含し、
　前記サンプル回収部には、官能基が付与されていることを特徴とするサンプル分析方法
。
【請求項６】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析方法であって
、
　　液体の第１分析媒体中にてサンプルを電気泳動による第１分析に供する第１分析工程
；
　　第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収する
回収工程；および
　　サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を電気泳動による第２分析に供する第２
分析工程
を包含し、
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　前記サンプル回収部が、吸水性材料から構成されていることを特徴とするサンプル分析
方法。
【請求項７】
　回収後のサンプル成分を前記サンプル回収部から放出させる放出工程をさらに包含する
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のサンプル分析方法。
【請求項８】
　第１分析媒体および前記サンプル回収部に電極を設ける工程をさらに包含することを特
徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のサンプル分析方法。
【請求項９】
　前記回収工程を行う際に前記液体を蒸発させる蒸発工程をさらに包含することを特徴と
する請求項１～６の何れか１項に記載のサンプル分析方法。
【請求項１０】
　第１分析に供するために、サンプルを前処理する第１サンプル前処理工程をさらに包含
することを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のサンプル分析方法。
【請求項１１】
　第２分析に供するために、前記回収後のサンプル成分を前処理する第２サンプル前処理
工程をさらに包含することを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のサンプル分析
方法。
【請求項１２】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部が、静電特性を有する材料から構成されていることを特徴とするサ
ンプル分析装置。
【請求項１３】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部が、親水性材料または疎水性材料から構成されていることを特徴と
するサンプル分析装置。
【請求項１４】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部が、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する物質から構成
されていることを特徴とするサンプル分析装置。
【請求項１５】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
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、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部が、金属から構成されていることを特徴とするサンプル分析装置。
【請求項１６】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部には、官能基が付与されていることを特徴とするサンプル分析装置
。
【請求項１７】
　複数の成分を含む単一のサンプルを連続的に複数回分析するサンプル分析装置であって
、
　　液体の第１分析媒体を保持し、電気泳動によるサンプルの第１分析を行う第１分析部
；
　　第１分析後のサンプル成分を回収するサンプル回収部；および
　　サンプル回収部にて回収したサンプル成分を電気泳動により分析する第２分析部
を備え、
　前記サンプル回収部が、吸水性材料から構成されていることを特徴とするサンプル分析
装置。
【請求項１８】
　第１分析媒体および前記サンプル回収部が電圧印加手段に接続されていることを特徴と
する請求項１２～１７の何れか１項に記載のサンプル分析装置。
【請求項１９】
　第１分析媒体の温度を調節する温度調節手段をさらに備えていることを特徴とする請求
項１２～１７の何れか１項に記載のサンプル分析装置。
【請求項２０】
　前記サンプル回収部を移動させる駆動手段をさらに備えていることを特徴とする請求項
１２～１７の何れか１項に記載のサンプル分析装置。
【請求項２１】
　第１分析部にて分析するために、サンプルを前処理する第１サンプル前処理槽を、さら
に備えていることを特徴とする請求項１２～１７の何れか１項に記載のサンプル分析装置
。
【請求項２２】
　第２分析部にて分析するために、前記回収後のサンプル成分を前処理する第２サンプル
前処理槽を、さらに備えていることを特徴とする請求項１２～１７の何れか１項に記載の
サンプル分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生物学的なサンプルを分析するためのサンプル分析方法および分析装置に関
するものであり、より詳細には、単一のサンプルを連続的に複数回の分析に供するための
方法、ならびに装置および構成器具に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　ヒトゲノムプロジェクトが終了した後、プロテオーム研究が盛んに行われている。「プ
ロテオーム」とは、特定の細胞、器官、臓器の中で翻訳生産されているタンパク質全体が
意図され、その研究としてはタンパク質のプロファイリング（分析）などが挙げられる。
【０００３】
　プロテオームは多種多様なタンパク質を含んでいるので、プロテオーム研究には、高分
解能および／または高感度なタンパク質の分析手法が求められる。よって、サンプル成分
（多種多様なタンパク質）の分析は、一般的に、タンパク質が有する特性に依存した分離
法および／または検出法を複数組み合わせることによって行われる。
【０００４】
　複数のタンパク質成分を含んでいる単一サンプルを連続的に複数回分析する手法として
は、２次元電気泳動が挙げられる。タンパク質が有する電荷および分子量はタンパク質の
種類ごとに異なるため、２次元電気泳動を用いたタンパク質の分離は、多種類のタンパク
質の混合物であるプロテオームの分析に適している。つまり、電荷のみまたは分子量のみ
に依存して個々のタンパク質を分離するよりも、両者を組み合わせることにより、より多
くのタンパク質を高分解能にて分離することができる。
【０００５】
　２次元電気泳動は、タンパク質を電荷に依存して分離する等電点電気泳動、および分子
量に依存して分離する分子量分画電気泳動（特に、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）の２つの電気泳動
ステップからなる。また、２次元電気泳動は、変性剤存在下または非存在下にて行うこと
も可能であり、数百種類以上のタンパク質を一度に分離し得る、優れた手法である（例え
ば、特許文献１を参照のこと）。
【０００６】
　タンパク質を分析する他の手法としては、キャピラリー中に液体を充填し、タンパク質
を液体中で分離するキャピラリー電気泳動と呼ばれる手法がある。キャピラリー電気泳動
は、キャピラリーに充填される液体に応じて、キャピラリー等電点電気泳動、ゾーン電気
泳動、キャピラリー等速電気泳動、ミセル動電クロマトグラフィーなどの種類がある。つ
まり、分離媒体である溶液を変えることにより、タンパク質を異なる特性に依存して分離
することができる。
【０００７】
　キャピラリー電気泳動は、タンパク質の分離媒体として溶液を用いるため、分離媒体と
して抵抗の大きいゲルを用いるゲル電気泳動と比較して、分離に要する時間が非常に短い
。中でも、キャピラリー等電点電気泳動は、サンプル成分（例えば、タンパク質）を、サ
ンプル成分が有する電荷に依存して、非常に狭い領域に濃縮させること（分離すること）
ができる。このため、キャピラリー等電点電気泳動は、タンパク質などの両性分子が多種
類含まれているような複合物を高感度に分離する方法として注目を集めている。
【０００８】
　しかし、キャピラリー電気泳動は、分離媒体として溶液を用いているため、分離媒体へ
の電圧の印加を停止すると、濃縮させたタンパク質が拡散してしまう。このため、狭い領
域に濃縮されたバンドのパターンを乱すことなく、サンプル成分を回収することが困難で
あった。よって、キャピラリー電気泳動と他の分析手法とを組み合わせることは困難であ
った。このような困難を解決する方法として、特許文献２には、電気泳動の終了後、乾燥
させることによりタンパク質を分離した位置に保持させ、保持したタンパク質をレーザー
照射によりイオン化して質量分析を行う方法について開示されている。
【特許文献１】特開平１１－３０６０５号公報（公開日：平成１１年２月２日）
【特許文献２】特表２００５－５１７９５４号公報（公表日：平成１６年６月１６日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　ゲル電気泳動を用いてタンパク質を分離する方法では、分離後のタンパク質の位置を維
持することは容易であるが、分離媒体であるゲルの抵抗が大きいため、タンパク質の分離
（泳動）に長い時間を要する。例えば、等電点ゲル電気泳動行う場合、タンパク質が有す
る電荷のみに依存して分離を行うため、タンパク質のサイズあたりの電気的移動度（電荷
量）が小さい。このため、等電点ゲル電気泳動を用いたタンパク質の分離には、長い分析
時間および高い印加電圧を要する（８０００Ｖの印加電圧で８時間程度）。
【００１０】
　タンパク質の分離手法として、例えば、特許文献１に記載の２次元電気泳動を用い、他
の分析手法と組み合わせてタンパク質の分析を行った場合、分析の終了には、最低でも半
日～１日程度の時間が必要である。つまり、従来の２次元電気泳動を用いたタンパク質の
分離法は、スループットが低く、多種類のサンプルを複数回の分析に供する必要のあるプ
ロテオーム解析の手法として好ましくない。
【００１１】
　これに対し、キャピラリー等電点電気泳動は、抵抗の小さい液体を分離媒体として用い
るため、分離に要する時間は短い（５分程度）。しかし、抵抗が小さいために、液体に印
加していた電圧を停止すると、電気泳動後のサンプル成分（個々のタンパク質）は、拡散
してしまう。つまり、等電点に依存して濃縮されていたパターンを乱すことなくサンプル
成分を回収することが困難であるため、複数の分析を連続的に行っても高い分析能を得る
ことができない。
【００１２】
　例えば、特許文献２に記載の方法では、電気泳動後のサンプル成分（個々のタンパク質
）は、乾燥させることにより泳動槽に保持される。このため、組み合わせが可能な分析手
法が制限される。例えば、キャピラリー等電点電気泳動と、質量分析以外の分析（例えば
、ゲル電気泳動（ＳＤＳ－ＰＡＧＥなど）、クロマトグラフィー、ウエスタンブロッティ
ング、親和結合反応（免疫反応など）を利用したタンパク質の分析）とは組み合わせるこ
とができない。
【００１３】
　また、分析および分析の準備に多くの手作業が必要であるため、１日で連続的に行える
分析の種類は、自然と限られてしまう。タンパク質を分析するためにＳＤＳ－ＰＡＧＥと
、ウエスタンブロッティングとを行う場合、通常、タンパク質の検出までに２日程度の時
間を要する。また、サンプルの種類が多くなれば、その分作業が増え、より多くの時間を
要する。さらに、サンプルの取り違えなど、思わぬミスも起こり得る。
【００１４】
　以上に説明したようにサンプルの分析手法の１つとして有用なものは数多くあるが、複
数の分析を組み合わせ、かつ連続的に行う場合、（１）分析する回数が増えるに従い所要
時間が増大すること、（２）次の分析に用い得るよう首尾よくサンプル成分を回収するこ
とが困難な場合があること、（３）分析する回数が増えるに従い操作が煩雑になること、
などの問題が生じる。
【００１５】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の成分を含む
単一のサンプルを効率的に複数回分析し得るサンプル分析方法および分析装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明に係るサンプル分析方法は、複数の成分を含む単一
のサンプルを連続的に複数回分析するために、第１分析媒体中にてサンプルを第１分析に
供する第１分析工程；第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル
回収部に回収する回収工程；および、サンプル成分を回収した後のサンプル回収部を第２
分析に供する第２分析工程、を包含することを特徴としている。
【００１７】
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　上記回収工程において、サンプル回収部を第１分析媒体に挿入または接触させることに
よって、第１分析後のサンプル成分をサンプル回収部に回収する。また、第１分析後のサ
ンプル成分を、分析結果を維持した状態でサンプル回収部に回収し得るため、サンプル回
収部を移動させるだけで、第１分析後のサンプル成分を分析結果を維持したまま第２分析
に供することができる。
【００１８】
　また、各工程を自動化し得る装置を用いれば、ほとんど人の手を介することなく単一の
サンプルを連続的に複数回分析することができる。ほとんど人の手を介することがないた
め、使用者が異なる場合であっても、再現性の高い分析結果を得ることができる。
【００１９】
　上記構成を有することにより、単一のサンプルを連続的に複数回分析する分析を効率的
に行うことができるという効果を奏する。
【００２０】
　本発明に係るサンプル分析方法は、回収後のサンプル成分をサンプル回収部から放出さ
せる放出工程をさらに包含してもよい。
【００２１】
　上記構成を有することにより、サンプル成分がサンプル回収部に維持された状態では分
析を行うことができないような分析であっても、第２分析として採用し得る。
【００２２】
　本発明に係るサンプル分析方法は、第１分析媒体およびサンプル回収部に電極を設ける
工程をさらに包含することが好ましい。
【００２３】
　本発明に係るサンプル分析方法が上記工程を包含することにより、サンプル回収工程に
おいて第１分析媒体とサンプル回収部との間に電圧を印加することができるため、電荷を
有する第１分析後のサンプル成分を効率的に回収することができる。
【００２４】
　本発明に係るサンプル分析方法において、第１分析媒体は液体であることが好ましい。
【００２５】
　上記構成を有することにより、第１分析媒体からサンプル回収部に第１分析後のサンプ
ル成分を容易に回収することができる。
【００２６】
　本発明に係るサンプル分析方法は、回収工程を行う際に上記液体を蒸発させる蒸発工程
をさらに包含してもよい。
【００２７】
　第１分析媒体を蒸発させることによって、第１分析後のサンプルが濃縮され、効率良く
サンプルの回収を行うことができる。
【００２８】
　本発明に係るサンプル分析方法は、第１分析に供するために、サンプルを前処理する第
１サンプル処理工程をさらに包含することが好ましい。第１サンプル前処理工程は、第１
分析媒体からのサンプル回収を容易にするための試薬などを用いてサンプルを前処理する
工程であってもよく、また、第１分析を行うための好適な条件をサンプルに付与する試薬
などを用いてサンプルを処理する工程であってもよい。
【００２９】
　上記構成を有することにより、サンプル回収を効率化することができ、また、さまざま
な分析手法を第１分析として採用することができる。
【００３０】
　本発明に係るサンプル分析方法は、第２分析に供するために、上記回収後のサンプル成
分を前処理する第２サンプル処理工程をさらに包含することが好ましい。第２サンプル前
処理工程は、第２分析を行うために好適な条件を付与するための試薬などを用いてサンプ
ルを処理する工程であってもよい。
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【００３１】
　上記構成を有することにより、さまざまな分析手法を第２分析として採用することがで
きる。
【００３２】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は金属から構成されているこ
とが好ましい。
【００３３】
　上記構成を有することにより、サンプル回収部を電極として用いることができるので、
電荷を有するサンプルを効率よく回収することができる。
【００３４】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は吸水性材料から構成されて
いても、当該材料が付着していてもよい。
【００３５】
　上記構成を有することにより、液体に含まれるサンプル成分をサンプル回収部に吸収す
ることができる。
【００３６】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は静電特性を有する材料から
構成されていても、静電特性が付与されていてもよい。
【００３７】
　上記構成を有することにより、静電特性（電荷など）を有するサンプル成分を、サンプ
ル回収部に結合または吸着させることができる。
【００３８】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は親水性材料または疎水性材
料から構成されていても、親水性または疎水性が付与されていてもよい。
【００３９】
　上記構成を有することにより、親水性または疎水性のサンプル成分を、サンプル回収部
に結合または吸着させることができる。
【００４０】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は回収すべきサンプル成分に
対して親和性を有する物質から構成されていても、当該物質が付着していてもよい。
【００４１】
　上記構成を有することにより、サンプル回収部に対して親和性を有するサンプル成分を
、サンプル回収部に結合または吸着させることができる。
【００４２】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部には、官能基が付与されてい
てもよい。
【００４３】
　上記構成を有することにより、官能基と反応性または親和性を有するサンプル成分を、
サンプル回収部に結合または吸着させることができる。
【００４４】
　上記課題を解決するために、本発明に係るサンプル分析装置は、複数の成分を含む単一
のサンプルを連続的に複数回分析するために、第１分析媒体を保持する第１分析部；第１
分析後のサンプル回収後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態で回収するサンプル
回収部；およびサンプル回収部にて回収したサンプル回収後のサンプル成分を分析する第
２分析部、を備えていることを特徴とする。
【００４５】
　上記構成を有することにより、第１分析後のサンプル成分を、分析結果を維持した状態
でサンプル回収部に回収し得るため、サンプル回収部を移動させるだけで、第１分析後の
サンプルを第２分析に供することができる。第２分析に供するとは、サンプル回収部を第
２分析部に挿入または接触させることであってもよく、回収後のサンプルをサンプル回収
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部から取り出して第２分析部に供給するのであってもよい。
【００４６】
　また、各構成を、例えば、コンピューターなどに接続して自動制御を行えば、ほとんど
人の手を介することなく単一のサンプルを連続的に複数回分析することができる。ほとん
ど人の手を介することがないため、使用者が異なる場合であっても、再現性の高い分析結
果を得ることができる。
【００４７】
　よって、本発明に係るサンプル分析方法と同様の効果を奏する。
【００４８】
　本発明に係るサンプル分析装置は、第１分析媒体および上記サンプル回収部が電圧印加
手段に接続されていることが好ましい。
【００４９】
　上記構成を有することにより、第１分析媒体とサンプル回収部との間に電圧を印加する
ことができるため、電荷を有する第１分析後のサンプルを効率的に回収することができる
。
【００５０】
　本発明に係るサンプル分析装置は、第１分析媒体の温度を調節する温度調節手段をさら
に備えていてもよい。
【００５１】
　例えば、上記温度調節手段が第１分析媒体の温度を上昇させ得るものであれば、液体の
分析媒体を蒸発させる手段として用いることができる。よって、第１分析後のサンプルを
効率的に回収することができる。
【００５２】
　本発明に係るサンプル分析装置は、サンプル回収部を移動させる駆動手段をさらに備え
ていることが好ましい。
【００５３】
　上記構成を有することにより、サンプル分析に必要な操作をさらに自動化することがで
きるため、人の手を介した煩雑な操作を減らすことができる。
【００５４】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部は金属から構成されているこ
とが好ましい。
【００５５】
　上記構成を有することにより、サンプル回収部を電極として用いることができるので、
電荷を有するサンプルを回収することができる。
【００５６】
　本発明に係るサンプル分析装置は、第１分析部にて分析するために、サンプルを前処理
する第１サンプル前処理槽を、さらに備えていてもよい。第１サンプル処理槽は、第１分
析媒体からのサンプル回収を容易にするための試薬などを用いてサンプルを前処理する槽
であってもよく、また、第１分析を行うための好適な条件をサンプル成分に付与する試薬
などを用いてサンプルを前処理する槽であってもよい。
【００５７】
　上記構成を有することにより、サンプル回収を効率化することができ、また、さまざま
な分析手法を第１分析として採用することができる。
【００５８】
　本発明に係るサンプル分析装置は、第２分析部にて分析するために、サンプルを前処理
する第２サンプル前処理槽を、さらに備えていてもよい。第２サンプル前処理槽は、第２
分析を行うための好適な条件をサンプル成分に付与する試薬などを用いてサンプルを前処
理する槽であってもよい。また、第２サンプル処理槽において、サンプル回収部を用いた
第１分析後のサンプル成分の回収を行ってもよい。
【００５９】
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　上記構成を有することにより、さまざまな分析手法を第２分析として採用することがで
きる。
【００６０】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部は吸水性材料から構成されて
いても、当該材料が付着していてもよい。
【００６１】
　上記構成を有することにより、液体に含まれるサンプル成分をサンプル回収部に吸収す
ることができる。
【００６２】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部は静電特性を有する材料から
構成されていても、静電特性が付与されていてもよい。
【００６３】
　上記構成を有することにより、静電特性（電荷など）を有するサンプル成分を、サンプ
ル回収部に結合または吸着させることができる。
【００６４】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部は親水性材料または疎水性材
料から構成されていても、親水性または疎水性が付与されていてもよい。
【００６５】
　上記構成を有することにより、親水性または疎水性のサンプル成分を、サンプル回収部
に結合または吸着させることができる。
【００６６】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部は回収すべきサンプル成分に
対して親和性を有する物質から構成されていても、当該物質が付着していてもよい。
【００６７】
　上記構成を有することにより、サンプル回収部に対して親和性を有するサンプル成分を
、サンプル回収部に結合または吸着させることができる。
【００６８】
　本発明に係るサンプル分析装置において、サンプル回収部には、官能基が付着していて
もよい。
【００６９】
　上記構成を有することにより、官能基との反応性または親和性を有するサンプル成分を
、サンプル回収部に結合または吸着させることができる。
【００７０】
　本発明に係るサンプル分析方法は、第１分析を液体中で行い、分析したサンプルを固体
のサンプル回収部で回収し、固体のサンプル回収部に回収されたサンプルを少なくとも１
つ以上の第２分析に使用することを特徴としている。
【００７１】
　本構成により、第１分析を液体中で高速に行い、分析後のサンプルを固体のサンプル回
収部で回収するため、このサンプルを回収したサンプル回収部を用い第２分析に展開可能
である。
【００７２】
　本発明に係るサンプル分析方法において、液体中で行う第１分析は電気泳動であること
が好ましい。
【００７３】
　上記液体中で行う電気泳動は等電点電気泳動であることが好ましい。
【００７４】
　電気泳動のモードとして等電点電気泳動を用いることにより、サンプルが非常に狭いバ
ンドに濃縮され、かつ高分解能の分析が可能である。また、その他の電気泳動モードのよ
うに時間とともにサンプルが一方の電極に向かって泳動されることがないため、サンプル
回収部によるサンプルの回収にシビアなタイミングが必要とされない。
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【００７５】
　本発明に係るサンプル分析方法において、少なくとも１つ以上の第２分析は、電気泳動
、親和結合反応、質量分析、クロマトグラフィーからなる群より選択されることが好まし
い。
【００７６】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記第２分析に用いる電気泳動は分子量分画
電気泳動であることが好ましい。
【００７７】
　本構成により、サンプルの等電点、分子量に従った高分解能の分析（二次元電気泳動）
が実現される。
【００７８】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記第２分析に用いる親和結合反応は免疫反
応であることが好ましい。
【００７９】
　本構成により、サンプルとしてタンパク質を用いた場合、第１分析後、免疫反応による
特定タンパク質の検出が可能となる。
【００８０】
　本発明に係るサンプル分析方法において、第１分析により分析したサンプルを回収する
サンプル回収部は、吸水性材料、高分子膜、基板材料からなる群より選択されることが好
ましい。
【００８１】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部に用
いる吸水性材料は、水性または非水性の液体により膨張可能な乾燥ゲル、ゲル、パルプ材
、濾紙からなる群より選択されることが好ましい。
【００８２】
　本構成により、第１分析後、液体中に含まれる分析されたサンプルをサンプル回収部に
瞬時に回収することが可能であり、分子量分画電気泳動などの第２分析に速やかに移行し
得る。
【００８３】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部に用
いる高分子膜は、ＰＶＤＦ、ニトロセルロース、ナイロン、テフロン（登録商標）、ザイ
テックス、ポリプロピレン、ポリ四フッ化エチレン、セルロースアセテート、ラテックス
からなる群より選択されることが好ましい。
【００８４】
　本構成により、サンプルを回収したサンプル回収部を用いて、ウエスタンブロッティン
グ・免疫反応などの親和結合反応を利用した特定タンパク質の検出が可能となる。
【００８５】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部に用
いる基板材料は、ＰＭＭＡ、ポリエチレン、ポリスチレン、ＰＥＴ、ＣＯＰ、ポリカーボ
ネート、塩ビ、ガラス、ステンレス、ＤＬＣ、セラミックからなる群より選択されること
が好ましい。
【００８６】
　本構成により、サンプルを回収したサンプル回収部を用いて、質量分析による解析が可
能となる。また、本構成を用いて第１分析により分析した、例えばタンパク質を用いたプ
ロテインチップの作成も可能となる。
【００８７】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部は疎
水性であるか、または疎水性処理が施されていることが好ましい。
【００８８】
　本構成により、第１分析により分析した、例えばタンパク質を効率的にサンプル回収部
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上に回収し得る。
【００８９】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部に、
サンプル回収部にサンプルを固定化するための官能基が設けられていることが好ましい。
【００９０】
　本構成により、第１分析により分析した、例えばタンパク質とサンプル回収部上の官能
基が反応することでタンパク質をサンプル回収部上に回収し、サンプル回収部をプロテイ
ンチップとして用いることが可能となる。
【００９１】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプルを回収するサンプル回収部に例
えば抗体などの親和結合物質が固定化されていることが好ましい。
【００９２】
　本構成により、第１分析により分析した、特定のタンパク質のみをサンプル回収部上に
回収することが可能であり、第１分析後の、免疫反応による特定タンパク質の検出が可能
となる。
【００９３】
　本発明に係るサンプル分析方法において、サンプル回収部は、保持基板に固定されてい
ることが好ましい。
【００９４】
　本構成により、厚みの薄いもしくは強度の脆いサンプル回収部であっても安定に操作可
能となる。
【００９５】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記サンプル回収部は、保持基板の一部に固
定されていてもよい。
【００９６】
　本構成により、第１分析により分析したサンプルの一部をサンプル回収部により回収し
、更なる分析に用いることが可能であり、第１分析をサンプルの分取（前処理）として使
用することが可能となる。
【００９７】
　本発明に係る分析方法は、第１分析を行う液体中でサンプルの分析を行う工程と、上記
サンプル回収部もしくは上記保持基板に固定されたサンプル回収部を、第１分析を行う液
体中に挿入し分析されたサンプルを回収する工程と、回収したサンプルを含む上記サンプ
ル回収部もしくは上記保持基板に固定されたサンプル回収部を取り出す工程からなること
を特徴としている。
【００９８】
　上記分析されたサンプルを回収する工程が、第１分析を行う液体を蒸発させる工程を含
むことが好ましい。
【００９９】
　本構成により、第１分析により分析されたサンプルをサンプル回収部の材料を問わず、
効率的にサンプル回収部に回収することが可能である。
【０１００】
　本発明に係る分析方法は、第１分析を行う液体中に電圧を印加することによりサンプル
を等電点電気泳動により分析する工程と、上記サンプル回収部もしくは上記保持基板に固
定されたサンプル回収部を第１分析を行う液体中に電圧を印加した状態で挿入し分析され
たサンプルを回収する工程と、回収したサンプルを含む上記サンプル回収部もしくは上記
保持基板に固定されたサンプル回収部を取り出す工程からなることを特徴としている。
【０１０１】
　本構成により、第１分析は、液体を用いた等電点電気泳動により高速高分析能で達成さ
れ、液体中に電圧を印加した状態でサンプル回収部を挿入し分析されたサンプルを回収す
るため、回収に際し等電点方向の分解能の低下が生じない。
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【０１０２】
　本発明に係るサンプル分析方法において、上記第１分析に等電点電気泳動を用いる場合
も、サンプルを回収する工程が第１分析を行う液体を蒸発させる工程を含んでもよい。
【０１０３】
　本発明に係るサンプル回収器具は、第１分析により液体中でサンプルを分析した後、サ
ンプルを回収する器具であって、サンプル回収器具が吸水性材料、高分子膜、基板材料か
らなる群より選択されるサンプル回収部により構成されることを特徴としている。
【０１０４】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部に用いる吸水性材料は、水性または非水性の液体により膨張可能な乾燥ゲル、ゲル、
パルプ材、濾紙であることが好ましい。
【０１０５】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部に用いる高分子膜は、ＰＶＤＦ、ニトロセルロース、ナイロン、テフロン（登録商標
）、ザイテックス、ポリプロピレン、ポリ四フッ化エチレン、セルロースアセテート、ラ
テックスからなる群より選択されることが好ましい。
【０１０６】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部に用いる基板材料は、ＰＭＭＡ、ポリエチレン、ポリスチレン、ＰＥＴ、ＣＯＰ、ポ
リカーボネート、塩ビ、ガラス、ステンレス、ＤＬＣ、セラミックからなる群より選択さ
れることが好ましい。
【０１０７】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部は、疎水性を有するもしくは疎水性処理が施されていることが好ましい。
【０１０８】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部にサンプルをサンプル回収部に固定化するための官能基が設けられていることが好ま
しい。
【０１０９】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部に例えば抗体などの親和結合物質が固定化されていることが好ましい。
【０１１０】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部は、サンプル回収部を固定するための保持基板の少なくとも底全面に固定されている
ことが好ましい。
【０１１１】
　本発明に係るサンプル回収器具において、上記サンプル回収器具を構成するサンプル回
収部は、サンプル回収部を固定するための保持基板底面の一部に固定されていてもよい。
【０１１２】
　本発明に係るサンプル分析装置は、上記サンプル回収器具と、第１分析を行う液体を充
填し第１分析を行うための第１分析部を有する基板と、上記サンプル回収器具を保持する
ための保持部と、上記保持部を移動させるための駆動手段からなることを特徴としている
。
【０１１３】
　本構成により、第１分析後のサンプル回収の自動化が可能となり、分析の高効率化、再
現性向上に繋がる。
【０１１４】
　本発明に係るサンプル分析装置は、上記第１分析部中の液体の温度調節を行う温度調節
手段を備えていることが好ましい。
【０１１５】
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　本構成により、第１分析中の温度調節による安定した分析および、サンプル回収時の加
熱による液体の蒸発が可能となり、サンプルの回収がサンプル回収部材料を問わず高効率
で可能となる。
【０１１６】
　本発明に係るサンプル分析装置は、上記第１分析部中で電気泳動を行うための電圧印加
手段を備えていることが好ましい。
【０１１７】
　本発明に係るサンプル分析装置は、第１分析部を有する基板上の第１分析部に電極が形
成されている、または、第１分析部に電極を挿入する機構を備えていることが好ましい。
【０１１８】
　本発明に係るサンプル分析装置において、上記サンプル分析装置を構成する基板上の第
１分析部に親水性処理が施されていることが好ましい。
【０１１９】
　本構成により、例えばタンパク質などのサンプルが第１分析部に吸着せず、上記サンプ
ル回収器具に効率的に回収可能である。
【０１２０】
　本発明に係るサンプル分析装置において、上記サンプル分析装置を構成する基板上の第
１分析部の幅および深さが１～５０００μｍであることが好ましい。
【０１２１】
　本構成により、分析に用いるサンプルが微量でよい、電気泳動における発熱が効率的に
除去される、サンプル回収時の加熱による液体の蒸発が高効率に行い得るという効果があ
る。
【０１２２】
　本発明に係るサンプル分析装置において、上記第１分析を行うための液体の液量が、上
記第１分析部内において、流路底面から１～１０００μｍの厚さ範囲であることが好まし
い。
【０１２３】
　本構成により、サンプル回収が瞬時に、またサンプル回収時の加熱による液体の蒸発お
よびサンプルの回収が高効率で行い得る。
【０１２４】
　本発明に係るサンプル分析装置において、上記サンプル分析装置を構成する基板上に、
第１分析を行うための第１分析部と、第２分析を行うためのおよび／もしくは第２分析を
行うために必要な処理を行うための少なくとも１つ以上の槽が形成されていることが好ま
しい。
【０１２５】
　本構成により、第１分析後の第２分析が迅速かつ自動で行い得、また、装置全体の小型
化に繋がる。
【発明の効果】
【０１２６】
　本発明を用いれば、分析終了後のサンプル成分を、分析結果を維持したまま次の分析に
供することができる。よって、複数回のサンプル分析に要する時間を短縮し得る。また、
複数回のサンプル分析に要する操作を減少し得る。さらに、分析結果の精度を向上させ得
る。つまり、本発明を用いれば、単一のサンプルの連続的な複数回の分析を効率的に行う
ことができる。
【０１２７】
　また、本発明を用いれば、液体を用いた第１分析後のサンプルを、容易に第２分析に用
いることができる。特に、１次元目に等電点電気泳動を用いる２次元電気泳動の高速化が
可能となる。また、キャピラリー電気泳動と他の分析方法とを容易に組み合わせることが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０１２８】
　〔１：サンプル分析方法〕
　本発明に係るサンプル分析方法は、複数の成分を含むサンプルを複数回分析するサンプ
ル分析方法であって、第１分析媒体中にてサンプルを第１分析に供する第１分析工程；第
１分析後のサンプルをサンプル回収部に回収する回収工程；および回収後のサンプルを第
２分析に供する第２分析工程を包含することを特徴としている。
【０１２９】
　用語「サンプル」は、当該分野において標本、調製物と同義で用いられ、本明細書中で
使用される場合、「生物学的サンプル」またはその等価物が意図される。「生物学的サン
プル」は、供給源としての生物材料（例えば、個体、体液、細胞株、組織培養物もしくは
組織切片）から得られる、任意の調製物が意図される。生物学的サンプルとしては、体液
（例えば、血液、唾液、歯垢、血清、血漿、尿、滑液、および随液）および組織供給源が
挙げられる。好ましい生物学的サンプルは、被験体サンプルである。好ましい被験体サン
プルは、被験体から得た皮膚病変部、喀痰、咽頭粘液、鼻腔粘液、膿、または分泌物であ
る。本明細書中で使用される場合、用語「組織サンプル」は、組織供給源より得られた生
物学的サンプルが意図される。哺乳動物から組織生検および体液を得るための方法は当該
分野で周知である。本明細書中で使用される場合、用語「サンプル」としては、上記生物
学的サンプルおよび上記組織サンプル以外に、上記生物学的サンプルおよび上記組織サン
プルより抽出したタンパク質サンプル、ゲノムＤＮＡサンプルおよび／または総ＲＮＡサ
ンプルも挙げられる。また、「サンプル」を構成する種々の因子が、「成分」または「サ
ンプル成分」として本明細書中で使用される。なお、必要に応じて、サンプル成分を含む
画分を総称してサンプルという。
【０１３０】
　本明細書中で使用される場合、用語「サンプル分析」は、サンプルに含まれる成分（サ
ンプル成分）を定性的および／または定量的に識別することが意図され、個々の成分を分
析しても複数の成分を分析してもよい。なお、「サンプル分析」は「サンプル分離」を包
含し、「サンプル成分の分析」と置換可能に使用される。
【０１３１】
　用語「サンプル回収」とは、サンプル成分がサンプル回収部に物理的に取り込まれるこ
と、あるいは、サンプル成分とサンプル回収部とが結合または吸着することによってサン
プル成分がサンプル回収部に保持されることを意図している。
【０１３２】
　サンプル成分がサンプル回収部に物理的に取り込まれることとは、例えば、サンプル成
分が溶解または拡散している液体を、サンプル回収部が吸収することなどが挙げられる。
この場合、サンプル回収部は、水性または非水性の液体を吸収し得る吸水性材料から構成
されていても、当該材料が付着していてもよい。吸水性材料としては、乾燥ゲル、ゲル、
パルプ材、濾紙、スポンジおよび綿などが挙げられ、このうち、乾燥ゲルをサンプル回収
部として用いることが好ましい。
【０１３３】
　サンプル回収部の材料として、従来公知の様々なゲルを好適に用いることができる。ゲ
ルの材料としては、アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－イソプロ
ピルアクリルアミド、アガロース、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ポリＮ－
アクリロイルアミノエトキシエタノール、ポリＮ－アクリロイルアミノプロパノールなど
が挙げられる。
【０１３４】
　また、サンプル成分とサンプル回収部とが結合または吸着する原理としては、サンプル
成分が有する電荷、疎水性、親水性、特定物質との反応性およびこれらの組み合わせなど
が挙げられる。サンプル回収部は、サンプル成分が有する特性に合わせて選択した材料か
ら構成されてもよく、当該材料が付着したものであってもよく、首尾よくサンプル成分を
回収し得る性質を付与されていてもよい。
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【０１３５】
　例えば、電荷を有するサンプル成分を回収する場合、サンプル回収部は、電荷などの静
電特性を有する材料から構成されていても、電荷などの静電特性が付与されていてもよい
。このとき、サンプル成分とサンプル回収部とは、イオン結合、水素結合などの静電気的
結合により結合する。電荷などの静電特性を有する材料としては、ＰＶＤＦ（Ｐｏｌｙｖ
ｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　Ｄｉｆｌｕｏｒｉｄｅ）、ニトロセルロース、ナイロン、テフロン
（登録商標）、ザイテックス、ポリプロピレン、ポリ四フッ化エチレン、セルロースアセ
テートおよびラテックスなどから構成される高分子膜が挙げられ、このうち、ＰＶＤＦま
たはニトロセルロースから構成される高分子膜を、サンプル回収部として用いることが好
ましい。
【０１３６】
　また、例えば、疎水性のサンプル成分を回収する場合、サンプル回収部は、疎水性材料
から構成されていても、疎水性が付与されていてもよい。このとき、サンプル成分とサン
プル回収部とは、疎水結合などの化学的結合により結合する。疎水性材料としては、上述
した材料から構成される上記高分子膜、ならびにガラス、石英、ＰＭＭＡ（Ｐｏｌｙｍｅ
ｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）、ＰＤＭＳ（ｐｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉｌｏｘ
ａｎｅ）、ポリエチレン、ポリスチレン、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅ
ｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＣＯＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｏｌｅｆｉｎ　ｐｏｌｙｍｅｒ）、ポリ
カーボネート、塩化ビニル、ステンレス、ＤＬＣ（Ｄｉａｍｏｎｄ　ｌｉｋｅ　ｃａｒｂ
ｏｎ）およびセラミックなどの基板材料が挙げられ、このうち、ＰＶＤＦまたはニトロセ
ルロースから構成される高分子膜、あるいは、ガラス、石英、ＰＭＭＡまたはＰＤＭＳな
どから構成される基板材料を、サンプル回収部として用いることが好ましい。
また、疎水性を付与する方法としては、疎水性溶液の塗布（例えば、ヘキサメチルジシラ
ザン（ＨＭＤＳ）、オクタデシルトリメトキシシランなどのシランカップリング剤による
処理）、プラズマ重合を用いた疎水性膜の付与（ＨＤＭＳを用いたプラズマ処理）などが
挙げられる。
【０１３７】
　また、親水性のサンプル成分を回収する場合、サンプル回収部は、親水性材料から構成
されていても、親水性が付与されていてもよい。親水性材料としては、セルロースから構
成される高分子膜などが挙げられる。
【０１３８】
　サンプル回収部に対する親水性の付与または親水性材料の付着の方法としては、親水性
溶液の塗布、酸（例えば、硫酸など）を用いた処理、プラズマ重合（例えば、酸素存在下
での大気圧プラズマ処理など）を用いた親水性膜の付与（例えば、酸素プラズマ処理を用
いてメチル基を親水性のカルボキシル基に変換することなど）、および共有結合を用いた
親水性の付与などが挙げられる。
【０１３９】
　親水性溶液としては、非イオン性界面活性剤（例えば、グリセリン脂肪酸エステル、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルエトキシレート、Ｎｏｎｙｌ
ｐｈｅｎｏｌ　ｅｔｈｏｘｙｌａｔｅ、ＰＥＧ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｇｌｙｃｏｌ）
、Ｔｗｅｅｎ－２０など）およびリン脂質（例えば、ホスホリルコリンなど）が挙げられ
る。
【０１４０】
　また、共有結合を用いた親水性の付与するための方法としては、例えば、以下の工程を
包含する方法が挙げられる：ＮａＯＨ、ＨＣｌなどを用いてサンプル回収部を洗浄する工
程；洗浄したサンプル回収部を３－メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン（３－
ｍｅｔｈａｃｒｙｌｏｘｙｐｒｏｐｙｌｔｒｉｍｅｔｈｏｘｙｓｉｌａｎｅ）で処理する
工程（これにより、サンプル回収部に２重結合が形成される）；ならびに２重結合が形成
されたサンプル回収部を、ジメチルアクリルアミド（ｄｉｍｅｔｈｙｌａｃｒｙｌａｍｉ
ｄｅ）、ＴＥＭＥＤおよびＡＰＳで処理する工程（これにより、サンプル回収部上に形成
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された２重結合を介して、サンプル回収部と、上記ジメチルアクリルアミドとが重合する
）。
【０１４１】
　なお、サンプル回収部に対する親水性の付与または親水性材料の付着の方法は、従来公
知の方法から、サンプル回収部を構成している材料に合わせて適宜選択すればよい。また
、上記の方法に限らず採用可能な従来公知の方法を採用してもよい。
【０１４２】
　また、例えば、特定物質との反応性（親和性）を有するサンプル成分を回収する場合、
サンプル回収部は、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する材料から構成されて
いても、当該材料が付着されていてもよい。このとき、サンプル成分とサンプル回収部と
は、イオン結合、水素結合、抗原抗体反応による結合、および、相補的な配列を有する核
酸２分子の塩基対形成など、選択した材料に従い、さまざまな原理にて結合する。回収す
べきサンプル成分に対して親和性を有する材料としては、抗体、核酸、レクチン等が挙げ
られ、このうち、抗体を回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する材料として用い
ることが好ましい。抗体の種類としては、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、核
酸リガンド、および、モレキュラーインプリント法を用いて作製された人工ポリペプチド
などが挙げられる。抗体が認識する抗原としては、特定の構造を有するタンパク質および
ペプチドなどであり、特定の構造とは、（１）タンパク質またはペプチドの３次元構造、
（２）リン酸基による被修飾部位、ならびに（３）糖鎖による被修飾部位などである。
【０１４３】
　また、例えば、サンプル回収部は金属から構成されていてもよい。この場合、サンプル
成分とサンプル回収部とは、サンプル成分が有する官能基と金属との吸着、イオン結合な
どの静電気的結合によって吸着または結合する。サンプル回収部に用い得る金属としては
、金および白金などが挙げられ、ＺｒＯ２などの金属酸化物も同様に用いることができる
。
【０１４４】
　また、例えば、サンプル回収部に官能基を付与することによって、疎水性、親水性、お
よび特定物質との反応性などをサンプル回収部に付与してもよい。サンプル回収部に付与
する官能基として、Ｎ－ヒドロキシスクシンイミジルエステル基（ＮＨＳエステル）、エ
ポキシ基、カルボニルジイミダゾール基、イソチオシアネート基、スルホニルクロリド基
マレイミド基、ヨードアセトアミド基、ジスルフィド基、およびアルキル基などが挙げら
れる。
【０１４５】
　サンプル回収部に官能基を付与する方法として、以下の６つの方法が挙げられる：（１
）サンプル回収部をピラニア溶液（過酸化水素水および濃硫酸の混合溶液）を用いて洗浄
し、アミノプロピルトリエトキシシランを用いてアミノ基を付与する方法；（２）（１）
の方法にてサンプル回収部に付与したアミノ基と、アミノ基反応サイト（ＮＨＳエステル
など）および所望の官能基を含む試薬（例えば、ＰＩＥＲＣＥ社のクロスリンカー試薬（
ＮＨＳ－ＰＥＧ－Ｍａｌｅｉｍｉｄｅ）など）とを反応させる方法；（３）所望の官能基
を含むシランカップリング剤（例えば、ダウコーニング社のγ－グリシドキシプロピルト
リメトキシシランなど）でサンプル回収部を処理する方法；（４）大気圧プラズマ処理を
用いてサンプル回収部にカルボキシル基を形成する方法；（５）（４）の方法にてサンプ
ル回収部に付与したカルボキシル基と、カルボキシル基反応サイト（アミノ基など）およ
び所望の官能基を含む試薬（例えば、ＰＩＥＲＣＥ社の１－Ｅｔｈｙｌ－３－［３－Ｄｉ
ｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏｐｒｏｐｙｌ］ｃａｒｂｏｄｉｉｍｉｄｅ　Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏ
ｒｉｄｅなど）とを反応させる方法；ならびに（６）グラフト重合を用いて所望の官能基
を付与する方法。
【０１４６】
　また、サンプル回収部に、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する材料を付着
させる方法として、以下の３つの方法が挙げられる：（７）（１）～（６）の方法を用い
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て付与した官能基と、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有する材料を有する材料
と、を結合させる方法；（８）（１）～（６）の方法を用いて付与したカルボキシル基ま
たはアミノ基と、回収すべきサンプル成分に対して親和性を有するタンパク質と、をペプ
チド結合させる方法；および（９）疎水性材料から構成したサンプル回収部と、回収すべ
きサンプル成分に対して親和性を有する材料と、を疎水結合によって結合させる方法。
【０１４７】
　なお、（１）～（９）の方法は、サンプル回収部として用いる材料に応じて適宜選択す
ればよい。また、サンプル回収部に官能基を付与する方法、または回収すべきサンプル成
分に対して親和性を有する材料を付着させる方法としては、（１）～（９）の方法に限定
されず従来公知の採用可能な方法を用いてもよい。
【０１４８】
　用語「サンプル分析」とは、サンプル成分が有する性質（例えば、質量、電荷、疎水性
、親水性、特定物質との反応性など）に従い、サンプル成分を分離または検出することに
よって、サンプル中に含まれる成分の詳細な情報を得ることを意図している。また、サン
プル分析は任意の媒体中にて行われ得、サンプル分析の手法として当該分野において従来
公知の手法を採用し得る。
【０１４９】
　本発明に係るサンプル分析方法の第１分析工程は、液体の分析媒体にて行われることが
好ましい。例えば、分析媒体に液体を用いる手法として、キャピラリー等電点電気泳動、
ゾーン電気泳動、等速電気泳動、ミセル動電クロマトグラフィーなどが挙げられるが、な
かでも、キャピラリー等電点電気泳動を第１分析の手法として採用することが好ましい。
【０１５０】
　キャピラリー等電点電気泳動は、サンプル成分（例えば、タンパク質）が有する電荷に
従って、分析媒体である液体にてサンプル成分を濃縮および分離することができる分析手
法である。
【０１５１】
　分析媒体は、キャピラリー（泳動槽）においてｐＨ勾配を形成し得る液体であればよく
、例えば、等電点が少しずつ異なる両性電解質（ａｍｐｈｏｌｙｔｅ）の混合溶液などを
用いることができる。分析媒体の抵抗が大きくなると、サンプル分離に要する時間が長く
なるため、上記両性電解質は、分子量の小さい物質であることが好ましい。
【０１５２】
　上記両性電解質の混合溶液と、サンプルとを混合した液体に５００Ｖ／ｃｍ程度の電圧
を印加することによって、およそ１～１０分程度でサンプル成分はｐＨ勾配における等電
点に等しい位置に濃縮および分離される。ここで、分析媒体の蒸発を抑制するために、サ
ンプル回収部を蓋として用いて、分析媒体を密閉してもよい。また、サンプル成分はｐＨ
勾配における等電点に等しい位置に濃縮および分離されるので、電圧印加時間がどれほど
長くても、サンプル成分の分離パターンが変化することはない。よって、サンプル成分が
あるパターンに分離された後であれば、サンプル成分を回収する（サンプル分析部を分析
媒体に挿入する）タイミングを自由に選択することができる。また、サンプル回収部とし
て吸水性材料を用いる場合、サンプル成分の分離中にサンプル回収部を分析媒体中に挿入
してもよい。このとき、サンプル回収部としてはＩＰＧ（ｉｍｍｏｂｉｌｉｚｅｄ　ｐＨ
　ｇｒａｄｉｅｎｔ）ゲルを用いることが好ましい。
【０１５３】
　また、電圧を印加した状態でサンプル回収工程を行うことができるので、サンプル成分
の核酸によって分離パターンを乱すことなくサンプル成分を回収することができる。
【０１５４】
　第１分析を液体の分析媒体にて行う場合、サンプル回収工程を行う際に分析媒体を蒸発
させる蒸発工程をさらに包含していることが好ましい。分析媒体を蒸発させながらサンプ
ル回収工程を行うことによって、サンプル回収部は分析媒体に含まれるサンプル成分のほ
ぼ全てと接触しかつ回収することができる。また、分析媒体が蒸発することによってサン
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プルが濃縮され、サンプル回収効率が向上する。
【０１５５】
　本発明に係るサンプル分析方法の第１分析工程は、固体の分析媒体にて行われてもよい
。固体の分析媒体を用いるサンプル分析手法としては、ＳＤＳ－ＰＡＧＥなどの分子量分
画電気泳動、濾紙を分析媒体に用いるクロマトグラフィーなどが挙げられる。
【０１５６】
　固体の分析媒体からのサンプル成分の回収は、固体の分析媒体にサンプル回収部を接触
させることによって行われる。分析媒体として固体を用いる場合、サンプル回収部および
分析媒体に電極を設けることが好ましい。これより、静電特性を有するサンプル成分、ま
たは静電特性を付与されたサンプル成分を効率よく回収することができる。なお、サンプ
ル回収部が金属から構成されている場合、サンプル回収部を電極として用いることができ
る。
【０１５７】
　本発明のサンプル分析方法は、第１分析に供するために、サンプルを前処理する第１サ
ンプル前処理工程をさらに包含することが好ましい。サンプルの前処理とは、例えば、第
１分析媒体からのサンプル成分の回収を容易にするための試薬などを用いてサンプルを前
処理することを意図している。サンプルを前処理する試薬としては、サンプル回収部によ
る第１分析媒体からのサンプル成分の回収を容易にするための試薬であればよく、例えば
、第１分析に供するサンプルに静電特性、疎水性、親水性および特定物質との反応性を付
与し得る試薬などが挙げられる。また、サンプルを前処理する試薬としては、第１分析を
行うための好適な条件をサンプル成分に付与する試薬であってもよい。
【０１５８】
　本発明のサンプル分析方法は、第２分析に供するために、回収後のサンプル成分を前処
理する第２サンプル前処理工程をさらに包含することが好ましい。回収後のサンプル成分
の前処理は、回収後のサンプル成分を試薬で処理する工程であってもよい。回収後のサン
プル成分を前処理する試薬としては、第２分析を行うために好適な条件を付与するための
試薬であってもよい。
【０１５９】
　本発明のサンプル分析方法の第２分析の手法としては、当該分野において従来公知の手
法を採用し得る。例えば、電気泳動を用いたサンプルの分離、親和結合反応を用いたサン
プルの検出または分離、質量解析、クロマトグラフィーおよび放射性同位元素を用いたサ
ンプル成分の検出などを挙げることができる。
【０１６０】
　以上のように、本発明のサンプル分析方法は、回収すべきサンプル成分および第１分析
媒体に応じて、サンプル回収部の材料を選択することによって、第１分析後のサンプル成
分を容易に回収することができ、回収したサンプル成分を第２分析に供することができる
。従って、多種類の成分からなるサンプルを、連続的に複数回分析することが可能である
。
【０１６１】
　〔２：サンプル分析装置〕
　上述した本発明に係るサンプル分析方法を実行するための装置の実施形態を、図面を参
照して以下に説明する。なお、本項において用いる用語については、上述した「１：サン
プル分析方法」の項を、必要に応じて参照のこと。
【０１６２】
　〔２－１：サンプル分析装置の第１の実施形態〕
　本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態について、図１を参照して以下に説明する
。本実施形態に係るサンプル分析装置１０は、２次元電気泳動の１次元目の分析から２次
元目の分析に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行うための装置であり、その全体
構成が図１（ａ）に示されている。
【０１６３】
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　本実施形態に係るサンプル分析装置１０は、第１分析部２ａにて液体中での等電点電気
泳動を行った後にサンプル回収部１１によって回収したサンプル成分を第２分析部３ａで
のＳＤＳ－ＰＡＧＥによってさらに分析する。すなわち、本実施形態では、第１分析媒体
は液体である。
【０１６４】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態に係るサンプル分析装置１０は、第１分析終了後
のサンプル成分を回収して第２分析に供するために、サンプル回収部１１および保持部１
２からなるサンプル回収器具１を備えている。なお、本実施形態において、サンプル回収
部１１は、サンプル成分を物理的に取り込む態様として、吸水性材料である乾燥ゲルを採
用している。
【０１６５】
　本実施形態に係るサンプル分析装置１０は、第１分析部２ａおよび第２分析部３ａをさ
らに備えている。第１分析部２ａは、液体中で等電点電気泳動を行うために、第１分析媒
体を充填するための第１泳動槽２１；陽極用溶液のリザーバ２２；および陰極用溶液のリ
ザーバ２３、を備えている。なお、第１泳動槽２１は、キャピラリー電気泳動を実現し得
る細さを有している。第２分析部３ａは、第１分析終了後のサンプル成分についてのＳＤ
Ｓ－ＰＡＧＥを行うための分離ゲルを配置する第２泳動槽３１；陽極用溶液のリザーバ３
２；および陰極用溶液のリザーバ３３、を備えている。なお、図中には示していないが、
第２泳動槽３１の上部には、蓋が形成されていてもよい。
【０１６６】
　図示するように、第１分析部２ａおよび第２分析部３ａは２次元電気泳動用基板４ａに
形成されており、２次元電気泳動用基板４ａはプレート７上に配置されている。また、プ
レート７には、サンプル回収器具を駆動するための駆動手段５が配置されており、駆動手
段５は垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２からなる。なお、サン
プル回収器具１は、駆動手段５に接続された支持体６に接着されているので、図１（ａ）
におけるＸ方向およびＺ方向に移動可能である。
【０１６７】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、以下の
記すように、２次元電気泳動の１次元目の分析から２次元目の分析に至るまでの全工程を
一装置内にて連続的に行うことができる。
【０１６８】
　先ず、分析すべきサンプルを分析媒体とともに第１泳動槽２１に充填する。第１泳動槽
２１は、液体等電点電気泳動を用いてサンプル成分を分離するための槽である。第１泳動
槽２１の両端には、２つのリザーバ２２および２３が形成されており、リザーバ２２およ
び２３にはそれぞれ陽極用の溶液（例えば、リン酸溶液）および陰極用の溶液（例えば、
水酸化ナトリウム溶液）が充填されている。また、陽極液および陰極液は互いに異なるリ
ザーバに充填されている。第１泳動槽２１において電気泳動を行うために、電極が、２つ
のリザーバ２２および２３に挿入されて、それぞれのリザーバ内に充填された溶液と接触
する。なお、電極はリザーバに固定されていても着脱可能であってもよい。また、第１泳
動槽２１の分析媒体に対して電圧を首尾よく印加することができればよく、電極としては
従来公知のさまざまな材料を用いることができる。
【０１６９】
　リザーバ２２および２３に挿入した電極に電圧を印加することにより、サンプル成分は
、サンプル成分の電荷に従って第１泳動槽２１中を移動し、分離される（第１分析）。
【０１７０】
　第１分析の後に、支持体６が、駆動手段５の水平方向駆動ステージ５２によって第１分
析部２ａの直上まで図１（ａ）におけるＸ方向に搬送された後、垂直方向駆動ステージ５
１により図１（ａ）におけるＺ方向に下降して、サンプル回収器具１のサンプル回収部１
１が第１泳動槽２１の第１分析媒体に接触する。第１泳動槽２１の第１分析媒体に接触し
たサンプル回収部１１は、第１泳動槽２１の第１分析媒体にて分析終了したサンプル成分
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を分析媒体とともに回収（吸収）する。そして、支持体６が、垂直方向駆動ステージ５１
および水平方向駆動ステージ５２により図１（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向
に移動し、サンプル回収部１１が、第２泳動槽３１に配置された分離ゲルに接する。
【０１７１】
　第２泳動槽３１は、ＳＤＳ－ＰＡＧＥを用いてサンプル成分を分離するための槽である
。第２泳動槽３１の両端には、２つのリザーバ３２および３３が形成されており、リザー
バ３２および３３にはそれぞれ電気泳動用の電解液（例えば、Ｔｒｉｓ、Ｇｌｙｓｉｎｅ
、ＳＤＳからなる溶液）が充填されている。第２泳動槽３１において電気泳動を行うため
に、電極が、２つのリザーバ３２および３３に挿入されて、それぞれのリザーバ内に充填
された溶液と接触する。なお、電極はリザーバに固定されていても着脱可能であってもよ
い。また、第２泳動槽３１の分離ゲルに対して電圧を首尾よく印加することができればよ
く、電極としては従来公知のさまざまな材料を用いることができる。
【０１７２】
　リザーバ３２および３３に挿入した電極に電圧を印加することにより、分離ゲルに接し
たサンプル回収部１１に含まれているサンプル成分は、第１分析の結果を維持したまま、
サンプル成分の電荷に従って分離ゲル中を移動し、分離される（第２分析）。
【０１７３】
　なお、第１分析と第２分析との間に、サンプル回収部１１に回収されたサンプル成分へ
の電荷付加、およびサンプル成分の還元を行うための緩衝液（ＳＤＳおよびＤＴＴ（Ｄｉ
ｔｈｉｏｔｈｒｅｉｔｏｌ）を含む溶液）を含有したサンプル処理槽４１を配置すれば、
第２分析の効率をさらに向上することができる。
【０１７４】
　また、第１分析の終了後にサンプル回収を行う態様を示したが、第１分析が完全に終了
していない状態（すなわち、第１分析の電圧を印加した状態）でサンプル回収部を分析媒
体に接触させてサンプル成分の回収を行うことがより好ましい。この場合、サンプル回収
部と分析媒体が接した部位のみのサンプル成分を、サンプル回収部に回収することができ
る。さらに、第１分析において高速に分離を行った上で、サンプル回収部１１（ＩＰＧゲ
ル）においてより高精度にサンプル成分を分離することができるので、短い時間で高精度
な等電点電気泳動を行うことができる。
【０１７５】
　本実施形態に係るサンプル分析装置の各構成部材のバリエーションを以下に説明する。
【０１７６】
　（サンプル回収器具１）
　サンプル回収器具１のバリエーションを図６に示す。図６（ａ）に示すように、サンプ
ル回収部１１は、保持部１２の底面の全面に保持されていることが好ましいが、必要に応
じてサンプル回収部１１の大きさを変えてもよい。第１分析後のサンプルの特定の画分だ
けを回収する場合、図６（ｂ）に示すように、サンプル回収部１１は保持部１２の一部に
保持されていればよい。また、例えば、図６（ｃ）に示すように、複数のサンプル回収部
１１が保持部１２に保持されている構成であってもよい。
【０１７７】
　本実施形態において、タンパク質をサンプル成分として用い、液体を第１分析媒体とし
て用いているため、吸水性材料である乾燥ゲルをサンプル回収部１１として用いている。
サンプル回収部１１の材料は、上述したように、サンプル成分および分析媒体の性質に合
わせて適宜変更すればよい。
【０１７８】
　具体的には、分析すべきサンプル成分がタンパク質である場合の他の例として、タンパ
ク質が静電特性および／または疎水性を有していることから、サンプル回収部１１を静電
特性および／または疎水性を有する材料から構成すればよい。また、例えば、分析すべき
サンプル成分が核酸である場合、核酸が静電特性および疎水性を有していることから、サ
ンプル回収部１１を静電特性および／または疎水性を有する材料から構成すればよい。ま
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た、例えば、分析すべきサンプル成分が脂質である場合、脂質が疎水性であることから、
サンプル回収部１１を疎水性材料から構成すればよい。また、例えば、回収すべきサンプ
ル成分が糖である場合、糖が親水性であることから、サンプル回収部１１を親水性材料か
ら構成すればよい。なお、以上の４つの例において、サンプル回収部１１にサンプル成分
の性質に合わせた材料の付着、または性質の付与を行うのであってもよい。
【０１７９】
　サンプル成分と強固に結合し得る官能基をサンプル回収部１１に付着させた場合、第１
分析後のサンプル成分は、第１分析の分析結果を維持した状態でサンプル回収部１１と強
固に結合する。従って、タンパク質と強固に結合したサンプル回収部１１はプロテインチ
ップとして、核酸と強固に結合したサンプル回収部１１はＤＮＡチップとして用いること
ができる。
【０１８０】
　また、サンプル回収部１１および第１分析媒体は、電圧印加手段に接続されていてもよ
い。これにより、サンプル回収部１１は、液体以外の分析媒体からも分析後のサンプル成
分を首尾よく回収することができる。ここで、サンプル回収部１１が金属から構成されて
いる場合、サンプル回収部１１が電極として機能する。
【０１８１】
　また、保持部１２は、例えば、ＰＭＭＡ、ポリエチレン、ＰＥＴおよびガラスなどから
構成されている。第１分析として電圧印加を要する分析を選択した場合、保持部１２は、
絶縁性材料から構成されていることが好ましい。
【０１８２】
　なお、サンプル回収器具１は、サンプル回収部１１のみを有する構成であってもよい。
しかし、（１）サンプル回収部が柔らかい材質であっても取り扱いが容易であること、お
よび（２）電圧を印加した状態の第１分析部２ａから安全にサンプル成分の回収を行うこ
とができることから、サンプル回収部１１を支持体１２に接続することによってサンプル
回収器具１を形成することが好ましい。
【０１８３】
　（２次元電気泳動用基板４ａ）
　図１（ｂ）に示す２次元電気泳動用基板４ａにおいて、第１分析部２ａおよび第２分析
部３ａは、一つの基板に形成されているが、それぞれが独立した基板に形成されている構
成であってもよい。例えば、２次元電気泳動用基板４ａの代わりに、第１分析部２ａのみ
が形成された基板と、第２分析部３ａのみが形成された基板と、サンプル処理槽４１のみ
が形成された基板とを用いてもよい。また、サンプル処理槽４１は、同一基板に第１分析
部２ａまたは第２分析部３ａと一緒に形成されていてもよい。
【０１８４】
　２次元電気泳動用基板４ａは、サンプルを第１分析に供する前にサンプルを前処理する
ためのサンプル処理槽をさらに備えていてもよい（図示せず）。また、２次元電気泳動用
基板４ａは、第１分析部２ａに充填する分析媒体の温度を調節するための温度調節手段を
さらに備えていてもよい（図示せず）。また、２次元電気泳動用基板４ａは、第１分析部
２ａに充填する第１分析媒体と接続する電極をさらに備えていてもよい（図示せず）。
【０１８５】
　（第１分析部２ａ）
　上述したように、本実施形態に係るサンプル分析装置の第１分析部２ａは、液体中で等
電点電気泳動を行うために、第１分析媒体を充填するための第１泳動槽２１；陽極用溶液
のリザーバ２２；および陰極用溶液のリザーバ２３、を備えている。
【０１８６】
　第１泳動槽２１に充填する分析媒体は、該分析媒体への電圧印加によってｐＨ勾配を形
成し得る液体であればよく、例えば、等電点が少しずつ異なる両性電解質（ａｍｐｈｏｌ
ｙｔｅ）の混合溶液などを用いることができる。
【０１８７】
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　また、第１泳動槽２１の表面をアクリルアミド、ヒドロキシプロピルセルロース、メチ
ルセルロース、テフロン（登録商標）およびポリビニルアルコールなどを用いて処理する
ことが好ましい。これにより、泳動時に泳動パターンを乱す原因となる電気浸透流を抑制
することができる。
【０１８８】
　第１泳動槽２１は、深さおよび幅（図１のＸ軸方向）１～５０００μｍに形成されてい
ることが好ましい。これにより、微量の分析媒体にて分析できるので、微量のサンプルを
高分解能にて分析することができる、分析媒体の吸収または蒸発を瞬時に行えるという効
果を奏する。
【０１８９】
　なお、「１：サンプル分析方法」の項にて説明したように、液体の分析媒体にて第１分
析を行う場合、分析媒体を蒸発させながらサンプル回収を行うことが好ましい。上述した
ように、第１分析の電圧を印加した状態でサンプル回収部を分析媒体中に挿入すると、サ
ンプル回収部と分析媒体が接した部位のみのサンプル成分を、サンプル回収部に回収する
ことができる。さらに、分析媒体を蒸発させつつサンプル回収部を徐々に下降させてサン
プル回収を行えば、サンプル回収部は分析媒体に含まれるサンプル成分のほとんど全てと
接触するので、ほとんど全てのサンプル成分を首尾よく回収することができる。また、分
析媒体が蒸発することによってサンプルが濃縮され、サンプル回収効率が向上する。
【０１９０】
　また、第１泳動槽２１は、底から１～１０００μｍまで分析媒体が充填されていること
が好ましい。これにより、微量の分析媒体にて分析することができるので、微量のサンプ
ルを高分解能にて分析することができる、分析媒体の吸収または蒸発を瞬時に行えること
という効果を奏する。
【０１９１】
　第１泳動槽２１に親水性材料または疎水性材料を付着させてもよい。第１分析部２ａに
親水性材料または疎水性材料を付着させる方法としては、例えば、泳動槽２１に、親水性
溶液（非イオン性界面活性剤、リン脂質など）または疎水性溶液を塗布する方法、ならび
に第１泳動槽２１表面にプラズマ重合を用いて親水性膜または疎水性膜を形成する方法な
どが挙げられる。これにより、（１）親水性材料を付着させた第１泳動槽２１において疎
水性のサンプル成分を分析する場合、または（２）疎水性材料を付着させた第１分析部２
ａにおいて親水性のサンプル成分を分析する場合、第１泳動槽２１と、サンプル成分との
吸着または結合を抑制することができるので、サンプル成分の回収効率を向上させ得る。
【０１９２】
　以上において、サンプル成分としてタンパク質を用いた第１分析が液体の分析媒体にお
いて行われる場合について説明しているが、本発明に係るサンプル分析装置の第１分析は
、分析すべきサンプル成分としてタンパク質に限定されるもではなく、また、液体の分析
媒体において行う必要はない。よって、本発明に係るサンプル分析装置は、タンパク質の
ほかに核酸、糖および脂質などの生物学的なサンプルを分析し得る。また、第１分析の手
法として、従来公知のさまざまな分析手法を採用し得る。さらに、採用した分析手法に応
じて、第１分析部２ａの構成を適宜変更すればよい。
【０１９３】
　（第２分析部３ａ）
　上述したように、本実施形態に係るサンプル分析装置の第２分析部３ａは、ＳＤＳ－Ｐ
ＡＧＥを行うための分離ゲルを配置するための第２泳動槽３１；陰極用溶液のリザーバ３
２；および陽極用溶液のリザーバ３３、を備えている。なお、リザーバ３２および３３は
、形成位置を入れ替えてもよい。
【０１９４】
　第２泳動槽３１には、分析媒体として用いる分離ゲルが配置される。上記分離ゲルは、
サンプル成分（タンパク質）が有する分子量に従って分離することができるものであれば
よく、例えば、該分離ゲルとしては、ポリアクリルアミドゲルなどの従来公知の分離ゲル
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を用いることができる。上記分離ゲルは第２泳動槽３１において作製されてもよく、作製
済みの分離ゲルを第２泳動槽３１に配置してもよい。上記分離ゲルを第２泳動槽において
作製する場合、空気を遮断する必要があるため、第２泳動槽３１の上部には、上記蓋が形
成されていることが好ましく、該蓋と、第２泳動槽３１との隙間を埋めるためのスペーサ
ーを設けて空気を遮断することがより好ましい。
【０１９５】
　陰極用溶液のリザーバ３２および陽極用溶液のリザーバ３３は、陰極用の溶液および陽
極用の溶液が充填され、それぞれに対して１つずつ電極が挿入される。リザーバ３２およ
び３３に充填される溶液としては、ＳＤＳ、ＴｒｉｓおよびＧｌｙｓｉｎｅから構成され
る溶液が挙げられるがこれに限定されない。
【０１９６】
　（サンプル処理槽４１）
　本実施形態のサンプル処理槽４１は、サンプル回収部１１にて回収した第１分析（等電
点電気泳動）後のサンプル成分を、第２分析（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）に供するために設けら
れる。具体的には、サンプル処理槽４１において、サンプルの平衡化（ＳＤＳを用いたサ
ンプルの処理および還元剤を用いた還元）を行う。例えば、サンプルの平衡化溶液として
は、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、Ｇｌｙｓｉｎｅ、ＳＤＳ、ＤＴＴからなる溶液が挙げられるがこ
れに限定されない。
【０１９７】
　サンプル処理槽４１は、第２分析に供するために好適な条件をサンプル成分に付与する
ことができればよい。
【０１９８】
　また、２次元電気泳動基板４ａは、第２分析の前処理を行うサンプル処理槽４１とは異
なる、第１分析の前処理を行うサンプル処理槽をさらに備えていてもよい。第１分析の前
処理を行うサンプル処理槽は、第１分析に供するために好適な条件をサンプル成分に付与
するために用いられる。例えば、また、第１分析の前処理を行うサンプル処理槽は、第１
分析媒体からのサンプル成分の回収を容易にするようにサンプルを処理する（例えば、サ
ンプル成分に静電特性、親水性および疎水性などを付与する）ための処理槽であってもよ
い。
【０１９９】
　（駆動手段５）
　図１に示すように、サンプル分析装置１０は駆動手段５を備えており、駆動手段５は、
サンプル回収器具１をＺ軸と平行に移動させる垂直方向駆動ステージ５１と、サンプル回
収器具１をＸ軸と平行に移動させる水平方向駆動ステージ５２とから構成されている。垂
直方向駆動ステージ５１は支持体６と接続しており、支持体６は、サンプル回収部１１が
第１分析部２ａと接触し得るようにサンプル回収器具１を固定している。
【０２００】
　サンプル分析装置１０が駆動手段５を備えていることにより、サンプル回収器具１は所
望の位置に搬送され得る。また、装置および部材を直接操作しなくてもよいので安全であ
る。駆動手段５として、例えば、ステッピングモーターステージおよびサーボステージな
どを用いることができる。
【０２０１】
　支持体６は、例えばＰＭＭＡおよび金属から構成されていてもよい。また、支持体６を
用いてサンプル回収器具１を固定する方法として、真空吸着、鋏固定、静電固定、磁気固
定および接着などの方法を採用し得る。支持体６と、サンプル回収器具１とを真空吸着、
鋏固定、静電固定または磁気固定によって固定する場合、サンプル回収器具１は着脱可能
である。
【０２０２】
　（その他の好ましい構成）
　上述したような、第１分析部２ａに充填する分析媒体の温度を調節するための温度調節
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手段としては、ペルチェ、ヒーターおよび温度測定器などが挙げられ、上記温度調節手段
は、複数の装置を組み合わせた構成であってもよい。上記温度調節手段を設ける場所は、
分析媒体の温度を調節し得る場所であればどこでもよい。例えば、上記温度調節手段は、
図１の２次元電気泳動用基板４ａの裏面に第１分析部２ａの真下付近に位置するよう形成
すればよい。また、上記温度調節手段は、２次元電気泳動用基板４ａではなく、プレート
７上の第１分析部２ａの真下付近に形成されてもよい。
【０２０３】
　２次元電気泳動用基板４ａが上記温度調節手段を備えることによって、液体の分析媒体
を蒸発させることができる。これにより、分析媒体中のサンプルを濃縮することができる
ため、サンプル成分の回収効率を高めることができる。
【０２０４】
　サンプル分析装置１０は電源に接続されていることが好ましい。これにより、第１分析
部２ａ、第２分析部３ａ、駆動手段５、上記温度調節手段および上記電圧印加手段に電力
を供給することができ、自動でサンプル分析を行うことができる。また、サンプル分析装
置１０は、サンプル分析装置１０の分析手順を制御する制御プログラムが組み込まれたコ
ンピューターに接続されていてもよい。これにより、本実施形態のサンプル分析装置１０
は、以下の動作：
・サンプル成分（タンパク質）を、第１分析部２ａにて行われる等電点電気泳動を用いて
分離すること；
・分離後のサンプル成分をサンプル回収部１１に回収（吸収）すること；
・回収したサンプル成分をサンプル処理槽４１にて平衡化すること；
・平衡化したサンプルを第２泳動槽の端面に搬送すること；
・搬送されたサンプルを、第２分析部３ａでのＳＤＳ－ＰＡＧＥによって分離すること
を全て自動で行うことができる。サンプル分析装置１０における全ての分析手順を自動制
御にて行うことができることにより、サンプル分析の安全性および再現性を向上し得る。
【０２０５】
　第２分析終了後のサンプル成分を解析するためには、以上の動作が終了した後、ＣＢＢ
染色および銀染色などの染色法を用いて、サンプル回収部１１に保持されている分析後の
タンパク質を染色してもよい。
【０２０６】
　〔２－２：サンプル分析装置の第２の実施形態〕
　本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態について、図２を参照して以下に説明する
。本実施形態に係るサンプル分析装置６０は、第１の分析（液体中での等電点電気泳動）
から第２の分析（ウエスタンブロッティング）に至るまでの全工程を一装置内にて連続的
に行うための装置であり、その全体構成が図２（ａ）に示されている。なお、本実施形態
において、第１の実施形態と重複する構成には同一の部材番号を付した。
【０２０７】
　本実施形態に係るサンプル分析装置６０は、第１分析部２ａにて液体中での等電点電気
泳動を行った後にサンプル回収部１１によって回収したサンプル成分を第２分析部３ｂで
のウエスタンブロッティングによってさらに分析する。すなわち、本実施形態では、第１
分析は液体の分析媒体を用いている。
【０２０８】
　図２に示すように、本実施形態に係るサンプル分析装置６０は、第１分析終了後のサン
プル成分を回収して第２分析に供するために、サンプル回収部１１および保持部１２から
なるサンプル回収器具１を備えている。なお、本実施形態において、第２分析にてウエス
タンブロッティングを行うために、サンプル回収部１１は、サンプル成分の静電特性およ
び疎水性に基づいて吸着（回収）するＰＶＤＦ膜を採用している。
【０２０９】
　本実施形態に係るサンプル分析装置６０は、第１分析部２ａおよび第２分析部３ｂをさ
らに備えている。第１分析部２ａは、液体中で等電点電気泳動を行うために、第１分析媒
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体を充填するための第１泳動槽２１；陽極用溶液のリザーバ２２；および陰極用溶液のリ
ザーバ２３、を備えている。なお、リザーバ２２および２３は、形成位置を入れ替えても
よい。第２分析部３ｂは、ウエスタンブロッティングを用いて、サンプル回収部１１に回
収されたサンプル成分を検出するために、回収後のサンプル成分をブロッキングするサン
プル処理槽３４ａ；ブロッキング後のサンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｂ；サ
ンプル成分と、１次抗体との反応を行うサンプル処理槽３４ｃ；１次抗体との反応後のサ
ンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｄ；１次抗体との反応後のサンプル成分と、２
次抗体との反応を行うサンプル処理槽３４ｅ；および２次抗体との反応後のサンプル成分
を洗浄するサンプル処理槽３４ｆ、を備えている。
【０２１０】
　図示するように、第１分析部２ａおよび第２分析部３ｂは、プレート７上に配置された
基板４ｂに形成されており、基板４ｂはプレート７上に配置されている。また、基板４ｂ
を固定するプレート７には、サンプル回収器具を駆動するための駆動手段５が配置されて
おり、駆動手段５は垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２からなる
。なお、サンプル回収器具１は、駆動手段５に接続された支持体６に接着されているので
、図２（ａ）におけるＸ方向およびＺ方向に移動可能である。
【０２１１】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、以下に
記すように、第１分析から第２分析に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行うこと
ができる。
【０２１２】
　第１分析については、第１の実施形態と同様である。第１分析の後に、支持体６が、
駆動手段５の水平方向駆動ステージ５２によって第１分析部２ａの直上まで図２（ａ）に
おけるＸ方向に搬送された後、垂直方向駆動ステージ５１により図２（ａ）におけるＺ方
向に下降して、サンプル回収器具１のサンプル回収部１１が第１泳動槽２１の第１分析媒
体に接触する。第１泳動槽２１の第１分析媒体に接触したサンプル回収部１１は、第１泳
動槽２１の第１分析媒体にて分析終了したサンプル成分をサンプル成分の静電特性および
疎水性に基づいて吸着（回収）する。支持体６が、垂直方向駆動ステージ５１および水平
方向駆動ステージ５２により図２（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向に移動し、
サンプル回収部１１が、第２分析部３ｂ（３４ａ～３４ｆ）へ搬送される。サンプル回収
部１１が駆動手段５によって第２分析部３ｂを構成する各槽３４ａ～３４ｆの間を移動す
ることによりウエスタンブロッティングが行われる（第２分析）。なお、第２分析部３ｂ
を構成する各槽３４ａ～３４ｆは、ウエスタンブロッティングの各工程を実行するための
溶液（緩衝液など）が充填されている。各溶液については以下を参照のこと。
【０２１３】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、第１の
分析（液体中での等電点電気泳動）から第２の分析（ウエスタンブロッティング）に至る
までの全工程を一装置内にて連続的に行うことができる。
【０２１４】
　また、第１分析の終了後にサンプル回収を行う態様を示したが、第１分析が完全に終了
していない状態（すなわち、第１分析の電圧を印加した状態）でサンプル回収部を分析媒
体に接触させてサンプル成分の回収を行うことがより好ましい。この場合、サンプル回収
部と分析媒体が接した部位のみのサンプル成分を、サンプル回収部に回収することができ
る。また、第１の実施形態と同様に、分析媒体を蒸発させながらサンプル回収を行うこと
が好ましい。分析媒体を蒸発させつつサンプル回収部を徐々に下降させてサンプル回収を
行えば、サンプル回収部は分析媒体に含まれるサンプル成分のほとんど全てと接触するの
で、ほとんど全てのサンプル成分を首尾よく回収することができる。また、分析媒体が蒸
発することによってサンプルが濃縮され、サンプル回収効率が向上する。
【０２１５】
　なお、本実施形態に係るサンプル分析装置の構成部材もまた、上述した態様のものに限
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られず、第１の実施形態と同様に、温度調節手段および電圧印加手段を備えていてもよい
（図示せず）。各構成部材のバリエーションを以下に説明する。
【０２１６】
　（サンプル回収器具１）
　図６に示すように、本実施形態におけるサンプル回収部１１は、保持部１２の底面の全
面に保持されている。なお、サンプル回収部１１はＰＶＤＦ膜に限られず、ニトロセルロ
ースなどから構成された膜を用いてもよい。
【０２１７】
　（基板４ｂ）
　図２（ｂ）に示すように、第１分析部２ａおよび２分析部３ｂは、一つの基板４ｂに形
成されているが、それぞれが独立した基板に形成されている構成であってもよい。例えば
、基板４ｂの代わりに、第１分析部２ａのみが形成された基板と、第２分析部３ｂのみが
形成された基板とを用いてもよい。
【０２１８】
　（第２分析部３ｂ）
　上述したように、本実施形態に係るサンプル分析装置の第２分析部３ｂは、ウエスタン
ブロッティングを用いて、サンプル回収部１１に回収されたサンプル成分を検出するため
に、回収後のサンプル成分をブロッキングするサンプル処理槽３４ａ；ブロッキング後の
サンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｂ；サンプル成分と、１次抗体との反応を行
うサンプル処理槽３４ｃ；１次抗体との反応後のサンプル成分を洗浄するサンプル処理槽
３４ｄ；１次抗体との反応後のサンプル成分と、２次抗体との反応を行うサンプル処理槽
３４ｅ；および２次抗体との反応後のサンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｆ、を
備えている。
【０２１９】
　サンプル処理槽３４ａには、ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）およびＰＢＳＴ（Ｐｈｏｓ
ｐｈａｔｅ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓａｌｉｎｅ　Ｔｗｅｅｎ－２０）などから構成されるブロ
ッキング溶液が充填され、サンプル処理槽３４ｃには、検出すべきサンプル成分と特異的
に結合する１次抗体を含む溶液が充填され、サンプル処理槽３４ｅには、該１次抗体と特
異的に結合し、かつ蛍光などによって標識された２次抗体を含む溶液が充填され、サンプ
ル処理槽３４ｂ、ｄおよびｆには、ＰＢＳＴなどから構成される洗浄液が充填される。
【０２２０】
　なお、本実施形態において、１次抗体はサンプル回収部１１に回収されたサンプル成分
と反応させているが、予め１次抗体を転写させ、ブロッキング処理を行ったサンプル回収
部１１を用いてもよい。この場合、第２分析部３ｂは４つのサンプル処理槽３４から構成
されていればよい。また、第１分析後のサンプル成分を回収したサンプル回収部１１は、
プロテインチップとして用いることができる。
【０２２１】
　（その他の好ましい構成）
　サンプル分析装置６０は電源に接続されていることが好ましい。これにより、第１分析
部２ａ、駆動手段５、上記温度調節手段および上記電圧印加手段に電力を供給することが
でき、自動でサンプル成分の分析を行うことができる。また、サンプル分析装置６０は、
サンプル分析装置６０の分析手順を制御する制御プログラムが組み込まれたコンピュータ
ーに接続されていてもよい。これにより、本実施形態のサンプル分析装置６０は、以下の
動作：
・サンプル成分（タンパク質）を、第１分析部２ａにて行われる等電点電気泳動を用いて
分離すること；
・分離後のサンプル成分をサンプル回収部１１に回収（吸収）すること；
・回収したサンプル成分をサンプル処理槽３４ａにてブロッキングすること；
・ブロッキングしたサンプル成分をサンプル処理槽３４ｂにて洗浄すること；
・サンプル処理槽３４ｃにて、洗浄したサンプル成分と１次抗体との間で抗原抗体反応を



(28) JP 4316596 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

生じさせること；
・１次抗体との反応後のサンプル成分を、サンプル処理槽３４ｄにて洗浄すること；
・サンプル処理槽３４ｅにて、サンプル成分に結合した１次抗体と２次抗体との間で抗原
抗体反応を生じさせること；
・２次抗体との反応後のサンプル成分を洗浄すること
を全て自動で行うことができる。サンプル分析装置６０における全ての分析手順を自動制
御にて行うことができることにより、サンプル分析の安全性および再現性を向上し得る。
【０２２２】
　第２分析終了後のサンプル成分を解析するためには、以上の動作が終了した後、上記２
次抗体にレーザー光等を照射して、サンプル回収部１１に保持されている分析後のタンパ
ク質を励起光に従って検出すればよい。
【０２２３】
　〔２－３：サンプル分析装置の第３の実施形態〕
　本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態について図３を参照して以下に説明する。
本実施形態に係るサンプル分析装置７０は、第１の分析（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）から第２の
分析（ウエスタンブロッティング）に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行うため
の装置であり、その全体構成が図３（ａ）に示されている。なお、本実施形態において、
第１の実施形態または第２の実施形態と重複する構成には同一の部材番号を付した。
【０２２４】
　本実施形態に係るサンプル分析装置７０は、第１分析部２ｂにてＳＤＳ－ＰＡＧＥを行
った後に第２分析部３ｂにてウエスタンブロッティングを行う。すなわち、本実施形態で
は、第１分析は固体の分析媒体（ゲル）を用いている。
【０２２５】
　図３（ａ）に示すように、本実施形態に係るサンプル分析装置７０は、第１分析終了後
のサンプル成分を回収して第２分析に供するために、サンプル回収部１１および保持部１
２からなるサンプル回収器具１を備えている。第１分析媒体８において分析されたサンプ
ル成分をサンプル回収部１１によって回収するために、サンプル回収部１１は、サンプル
成分の静電特性および疎水性に基づいて吸着（回収）するＰＶＤＦ膜を採用している。ま
た、図３（ａ）では省略したが、本実施形態に係るサンプル分析装置７０は、第１分析終
了後の第１分析媒体８を搬送するために、第１分析媒体８および保持部１２’からなる分
析媒体搬送器具１’を備えている。
【０２２６】
　図３（ａ）に示すように、第１分析部２ｂは、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによってサンプル成分
を分離するために、第１分析媒体８を配置するための泳動槽２４；陽極用溶液のリザーバ
２２；陰極用溶液のリザーバ２３；およびサンプルを第１分析媒体８に導入するためのサ
ンプル導入部２５、を備えている。第２分析部３ｂは、ウエスタンブロッティングを用い
て、サンプル回収部１１に回収されたサンプル成分を検出するために、回収後のサンプル
成分をブロッキングするサンプル処理槽３４ａ；ブロッキング後のサンプル成分を洗浄す
るサンプル処理槽３４ｂ；サンプル成分と、１次抗体との反応を行うサンプル処理槽３４
ｃ；１次抗体との反応後のサンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｄ；１次抗体との
反応後のサンプル成分と、２次抗体との反応を行うサンプル処理槽３４ｅ；および２次抗
体との反応後のサンプル成分を洗浄するサンプル処理槽３４ｆ、を備えている。
【０２２７】
　サンプル成分の静電特性に基づいて第１分析媒体８からサンプル回収部１１へサンプル
成分を回収するために、本実施形態に係るサンプル分析装置７０は、サンプル転写用の緩
衝液を充填したサンプル転写槽４２、および分析前のサンプル回収器具１を格納しておく
ための転写膜格納部４３をさらに備えている。
【０２２８】
　図示するように、第１分析部２ｂ、第２分析部３ｂ、サンプル転写槽４２および転写膜
格納部４３は、プレート７上に配置された基板４ｃに形成されており、基板４ｃはプレー
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ト７上に配置されている。また、プレート７には、垂直方向駆動ステージ５１および水平
方向駆動ステージ５２からなる駆動手段５が配置されている。
【０２２９】
　なお、駆動手段５（垂直方向駆動ステージ５１）に接続された支持体６は、図３（ａ）
におけるＸ方向およびＺ方向に移動可能であり、支持体６と真空吸着により接着し得る分
析媒体搬送器具１’およびサンプル回収器具１も同様に、図３（ａ）におけるＸ方向およ
びＺ方向に移動可能である。
【０２３０】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、以下の
記すように、第１分析から第２分析に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行うこと
ができる。
【０２３１】
　第１分析部２ｂの泳動槽２４は、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによってサンプル成分を分離する第
１分析媒体８を収納するための槽である。第１分析媒体８および保持部１２’からなる分
析媒体搬送器具１’を真空吸着した支持体６’が、駆動手段５の水平方向駆動ステージ５
２によって泳動槽２４の直上まで図３（ａ）におけるＸ方向に搬送された後、垂直方向駆
動ステージ５１によって図３（ａ）におけるＺ方向に下降する。その結果、分析媒体搬送
器具１’の第１分析媒体８が泳動槽２４に収納される。
【０２３２】
　泳動槽２４の両端には、２つのリザーバ２２および２３が形成されており、リザーバ２
２および２３にはそれぞれ電気泳動用の電解液（例えば、Ｔｒｉｓ、Ｇｌｙｓｉｎｅ、Ｓ
ＤＳからなる溶液）が充填されている。第１分析部２ｂにおいてＳＤＳ－ＰＡＧＥを行う
ために、電極が、２つのリザーバ２２および２３に挿入されて、それぞれのリザーバ内に
充填された溶液と接触する。なお、電極はリザーバに固定されていても着脱可能であって
もよい。また、泳動槽２４に収納された分析媒体８に対して電圧を首尾よく印加すること
ができればよく、電極としては従来公知のさまざまな材料を用いることができる。
【０２３３】
　また、サンプルを第１分析媒体８に導入するためのサンプル導入部２５は、分析すべき
サンプルを第１分析媒体８に首尾よく供給するために、リザーバ２３と隣接する泳動槽２
４端部に形成されている。
【０２３４】
　分析すべきサンプルをサンプル導入部２５に充填し、リザーバ２２および２３に挿入し
た電極に電圧を印加することにより、サンプル成分は、サンプル成分の電荷に従って第１
泳動槽２４中を移動し、分離される（第１分析）。
【０２３５】
　第１分析の後に、支持体６が、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ
５２により図３（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向に移動し、第１分析媒体８を
サンプル転写槽４２内のサンプル転写用の緩衝液に挿入する。サンプル転写槽４２内に形
成された固定部に第１分析媒体８を配置した後、真空吸着を開放して分析媒体搬送器具１
’と支持体６とを分離する。
【０２３６】
　次いで、駆動手段５によって転写膜格納部４３上方に搬送された支持体６は真空吸着に
よりサンプル回収器具１を接着する。さらに、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向
駆動ステージ５２により図３（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向に移動し、支持
体６に接着したサンプル回収器具１のサンプル回収部１１を、サンプル転写槽４２内のサ
ンプル転写用の緩衝液に挿入する。
【０２３７】
　上述したように、サンプル回収部１１にはＰＶＤＦ膜が採用されているが、図示される
サンプル回収部１１の全体がＰＶＤＦ膜から構成されている必要はなく、支持体６および
／または支持体６’が図３（ｂ）におけるＸ方向へ移動することにより第１分析媒体８と
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接する面にＰＶＤＦ膜が配置されていればよい。
【０２３８】
　サンプル転写槽４２には、電圧印加によってサンプル成分が第１分析媒体８からサンプ
ル回収部１１へ（図３（ｂ）におけるＸ方向へ）移動し得るように電極が配置されている
。すなわち、第１分析媒体８およびサンプル回収部１１を挟んで対向する位置に電極が配
置されている。なお、サンプル回収部１１側の電極は、サンプル転写槽４２ではなくサン
プル回収部１１自体に設けられていてもよい。その場合は、サンプル回収部１１に設けら
れた電極と第１分析媒体８とによって、図３（ｂ）におけるＸ方向にてＰＶＤＦ膜が挟ま
れる構成を採る。
【０２３９】
　サンプル転写槽４２に配置した電極に電圧を印加することにより、サンプル成分は、サ
ンプル成分の電荷に従って第１分析媒体８から放出され、サンプル回収部１１（ＰＶＤＦ
膜部分）に転写される（サンプル回収）。
【０２４０】
　サンプル回収の後に、支持体６が、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステ
ージ５２により図３（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向に移動し、サンプル回収
部１１が、第２分析部３ｂ（３４ａ～３４ｆ）へ搬送される。サンプル回収部１１が駆動
手段５によって第２分析部３ｂを構成する各槽３４ａ～３４ｆの間を移動することにより
ウエスタンブロッティングが行われる（第２分析）。なお、第２分析部３ｂを構成する各
槽３４ａ～３４ｆは、ウエスタンブロッティングの各工程を実行するための溶液（緩衝液
など）が充填されている。各溶液については以下を参照のこと。
【０２４１】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、第１の
分析（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）から第２の分析（ウエスタンブロッティング）に至るまでの全
工程を一装置内にて連続的に行うことができる。
【０２４２】
　なお、本実施形態に係るサンプル分析装置の構成部材もまた、上述した態様のものに限
られず、第１の実施形態と同様に、温度調節手段および電圧印加手段を備えていてもよい
（図示せず）。各構成部材のバリエーションを以下に説明する。
【０２４３】
　（分析媒体搬送器具１’）
　上述したように、分析媒体搬送器具１’は第１分析媒体８および保持部１２’からなる
。第１分析媒体８は保持部１２’と接着していても着脱可能であってもよい。着脱可能で
ある場合は、真空吸着機構を利用すればよく、保持部１２’の第１分析媒体８との接着面
が、凹凸のない平面に処理してあること、真空吸着のために設ける吸引穴を有しているこ
とが好ましい。なお、真空吸着に必要な手段として当該分野において公知のものが保持部
１２’に連結されていれば、第１分析媒体８と保持部１２’との真空吸着は首尾よく行わ
れる。
【０２４４】
　なお、上記真空吸着機構は、サンプル回収器具１におけるサンプル回収器具１１と保持
体１２との接着や、支持体６とサンプル回収器具１との接着、支持体６’と分析媒体搬送
器具１’との接着にも適用可能であることを、本明細書を読んだ当業者は容易に理解する
。
【０２４５】
　（駆動手段５および支持体６）
　本実施形態について、垂直方向駆動ステージ５１および単一の支持体６が、真空吸着を
利用して、サンプル回収器具１と分析媒体搬送器具１’とを交互に搬送する態様を用いて
説明してきたが、垂直方向駆動ステージ５１および単一の支持体６は複数あっても構わな
い。
【０２４６】



(31) JP 4316596 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

　真空吸着を用いない場合は、図４（ａ）に示すような、サンプル回収器具１および分析
媒体搬送器具１’の各々に独立して接着する支持体６および６’を用いればよい。この構
成を用いれば、サンプル転写槽４２内に第１分析媒体８を配置するための固定部を形成す
る必要がない。また、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２によっ
て、サンプル回収器具１および分析媒体搬送器具１’を容易に密着させることができる。
【０２４７】
　（基板４ｃ）
　図３（ｂ）に示すように、第１分析部２ｂ、２分析部３ｂ、サンプル転写槽４２および
転写膜格納槽４３は一つの基板４ｃに形成されていてもよいが、それぞれが独立した基板
に形成されている構成であってもよい。
【０２４８】
　（第１分析部２ｂ）
　図３（ｂ）に示すように、第１分析部２ｂは、ＳＤＳ－ＰＡＧＥを用いて、サンプル成
分を分離するために必要な以下の構成を備えている：分離ゲルを配置するための泳動槽２
４；陽極用溶液のリザーバ２２；陰極用溶液のリザーバ２３；およびサンプルを分離ゲル
に導入するためのサンプル導入部２５。なお、本実施形態において、陰極用溶液のリザー
バ２３がサンプル導入部２５を兼ねていてもよい。
【０２４９】
　（サンプル転写槽４２）
　上述したように、サンプル転写槽４２は、第１分析後のサンプル成分を、第１分析の分
析媒体（分離ゲル）８から、サンプル回収部１１のＰＶＤＦ膜に転写するために利用する
槽である。よって、サンプル分析装置７０では、サンプル転写槽４２において第１分析後
のサンプル成分の回収を行う。
【０２５０】
　図３（ｂ）に示すように、サンプル転写槽４２は、第１分析部２ｂと第２分析部３ｂと
の間に形成されているが、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２に
よって支持体６’を第１分析部２ｂから搬送し得るような位置に形成されていればよい。
【０２５１】
　図示しないが、サンプル転写槽４２内の緩衝液中において、電極と第１分析媒体との間
および／またはＰＶＤＦ膜と電極との間には濾紙が配置されていてもよい。サンプル転写
槽４２に配置される電極は、サンプル転写槽４２内に予め形成されていても、サンプル分
析時に配置されてもよい。サンプル転写用の緩衝液としては、一般に、Ｔｒｉｓ、Ｇｌｙ
ｓｉｎｅおよびメタノールから構成される緩衝液が使用されるが、これに限定されない。
【０２５２】
　（その他の好ましい構成）
　サンプル分析装置７０は、電源に接続されていることが好ましい。これにより、第１分
析部２ａ、駆動手段５、サンプル転写部４２に電力を供給することができ、自動でサンプ
ル成分の分析を行うことができる。また、サンプル分析装置７０は、サンプル分析装置７
０の分析手順を制御する制御プログラムが組み込まれたコンピューターに接続されていて
もよい。これにより、本実施形態のサンプル分析装置７０は、以下の動作：
・サンプル成分（タンパク質）を、第１分析部２ｂにて行われるＳＤＳ－ＰＡＧＥを用い
て、サンプル成分が有する分子量に従って分離すること；
・分離後のサンプル成分を、サンプル転写槽４２においてサンプル回収部１１に回収（転
写）すること；
・回収されたサンプル成分をサンプル処理槽３４ａにてブロッキングすること；
・ブロッキングされたサンプル成分をサンプル処理槽３４ｂにて洗浄すること；
・サンプル処理槽３４ｃにて、洗浄されたサンプル成分と１次抗体との間で抗原抗体反応
を生じさせること；
・１次抗体との反応後のサンプル成分を、サンプル処理槽３４ｄにて洗浄すること；
・サンプル処理槽３４ｅにて、サンプル成分に結合した１次抗体と２次抗体との間で抗原
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抗体反応を生じさせること；
・２次抗体との反応後のサンプル成分を洗浄すること
を全て自動で行うことができる。サンプル分析装置７０における全ての分析手順を自動制
御にて行うことができることにより、サンプル分析の安全性および再現性を向上し得る。
【０２５３】
　なお、分析すべきサンプル成分としてＤＮＡまたはＲＮＡを用い、第１分析媒体、検出
試薬およびサンプル回収部１１を適宜変更することにより、サザンブロッティングまたは
ノザンブロッティングを自動で行うことができる。
【０２５４】
　〔２－４：サンプル分析装置の第４の実施形態〕
　本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態について図５を参照して以下に説明する。
本実施形態に係るサンプル分析装置８０は、第１の分析（液体中での等電点電気泳動）か
ら第２の分析に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行うための装置であり、その要
部構成が図５（ａ）に示されている。なお、本実施形態において、第１～３の実施形態と
重複する構成には同一の部材番号を付した。
【０２５５】
　本実施形態に係るサンプル分析装置８０は、第１分析部２ａにて液体中での等電点電気
泳動を行った後にサンプル回収部１１によって回収したサンプル成分を第２分析部の供給
口３ｃに充填された緩衝液中に抽出する。すなわち、本実施形態では、第１分析は液体の
分析媒体を用いている。
【０２５６】
　図５（ａ）に示すように、本実施形態に係るサンプル分析装置８０は、第１分析終了後
のサンプル成分を回収して第２分析に供するために、サンプル回収部１１および保持部１
２からなるサンプル回収器具１を備えている。なお、本実施形態において、サンプル回収
部１１は、サンプル成分を物理的に取り込む態様として、吸水性材料である乾燥ゲルを採
用している。
【０２５７】
　本実施形態に係るサンプル分析装置８０は、第１分析部２ａおよび第２分析部の供給口
３ｃをさらに備えている。第１分析部２ａは、液体中で等電点電気泳動を行うために、第
１分析媒体を充填するための第１泳動槽２１；陽極用溶液のリザーバ２２；および陰極用
溶液のリザーバ２３、を備えている。なお、第１泳動槽２１は、キャピラリー電気泳動を
実現し得る細さを有している。第２分析部の供給口３ｃは、第１分析終了後のサンプル成
分についてのさらなる分析を行うためのサンプル注入口でもあり、複数のサンプル処理槽
３５を備えている。なお、図中には示していないが、サンプル処理槽３５の各々から第２
分析部本体（図示せず）へ液体サンプルを移送するためのチューブがそれぞれのサンプル
処理槽に接続されている。
【０２５８】
　図示するように、第１分析部２ａおよび第２分析部の供給口３ｃは基板４ｄ上に形成さ
れており、基板４ｄはプレート７上に配置されている。また、プレート７には、サンプル
回収器具を駆動するための駆動手段５が配置されており、駆動手段５は垂直方向駆動ステ
ージ５１および水平方向駆動ステージ５２からなる。なお、サンプル回収器具１は、駆動
手段５に接続された支持体６に接着されているので、図５（ａ）におけるＸ方向およびＺ
方向に移動可能である。
【０２５９】
　上記構成を有することにより、本実施形態に係るサンプル分析装置を用いれば、以下の
記すように、第１の分析から第２の分析に至るまでの全工程を一装置内にて連続的に行う
ことができる。
【０２６０】
　第１分析については、第１の実施形態と同様である。第１分析の後に、支持体６が、
駆動手段５の水平方向駆動ステージ５２によって第１分析部２ａの直上まで図５（ａ）に
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おけるＸ方向に搬送された後、垂直方向駆動ステージ５１により図５（ａ）におけるＺ方
向に下降して、サンプル回収器具１のサンプル回収部１１が第１泳動槽２１の第１分析媒
体に接触する。第１泳動槽２１の第１分析媒体に接触したサンプル回収部１１は、第１泳
動槽２１の第１分析媒体にて分析終了したサンプル成分を分析媒体とともに回収（吸収）
する。そして、支持体６が、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２
により図５（ａ）におけるＸ方向および／またはＺ方向に移動し、サンプル回収部１１が
、第２分離部の供給口３ｃのサンプル処理槽３５に充填された緩衝液に挿入される。
【０２６１】
　本実施形態におけるサンプル回収器具１は、図６（ｃ）に示すサンプル回収部１１およ
び保持部１２からなる。サンプル回収部１１がかような構成を有することにより、第１分
析終了後のサンプル成分を所望の画分ごとに異なる（同一でもよい）第２分析に別々に供
することができる。
【０２６２】
　サンプル処理槽３５は、第１分析終了後のサンプル成分を放出（抽出）させる処理槽で
あるとともに、第２分析に供するためのサンプル注入口でもある。サンプル処理槽３５内
には、適用する第２分析に好ましい緩衝液が充填されている。サンプル処理槽３５にて首
尾よくサンプルを抽出するためには、サンプル処理槽３５に挿入されたサンプル回収部１
１を激しく振盪させたり、加温したり、緩衝液の浸透圧の差を利用したりすることができ
る。また、サンプル成分が静電特性を有する場合は、サンプル処理槽３５内に電圧を印加
することによりサンプル回収部１１よりサンプル成分を緩衝液中に溶出することができる
。なお、電圧を印加するために設ける電極の位置、種類などを、本明細書を読んだ当業者
は容易に理解する。
【０２６３】
　サンプル回収部１１より抽出されたサンプル成分を含む、サンプル処理槽３５内の緩衝
液は、サンプル処理槽３５に接続されたチューブを介して第２分析部の本体へ移送され、
分析される（第２分析）。
【０２６４】
　本実施形態における第２分析部としては、液体サンプルを分析する態様のものであれば
、当該分野において公知の種々の分析（例えば、質量分析、クロマトグラフィーなど）が
適用される。
【０２６５】
　本実施形態に係るサンプル分析装置の各構成部材のバリエーションを以下に説明する。
【０２６６】
　（基板４ｄおよびサンプル処理槽３５）
　サンプル成分が親和性結合によりサンプル回収部１１と結合している場合、サンプル成
分と、サンプル回収部１１とが解離するような条件（例えば、低ｐＨ条件など）を有する
ように抽出緩衝液の組成を適宜変更すればよい。
【０２６７】
　第１分析部２ａと、第２分析部３ｃとの間に、サンプル抽出槽３５と同様の構成を有す
る複数のサンプル処理槽を一組以上形成してもよい。上記サンプル処理槽に、プロテアー
ゼおよびブロモシアンなどを充填することによって、回収したサンプル成分（タンパク質
）のペプチド化を行ってもよい。また、本実施形態の第１分析が等電点電気泳動あること
から、上記サンプル処理槽において、サンプルをＳＤＳなどの電荷を有する界面活性剤で
処理することによって、サンプル成分に電荷を付与してもよい。
【０２６８】
　（その他の好ましい構成）
　サンプル分析装置８０は、電源に接続されていることが好ましい。これにより、第１分
析部２ａ、駆動手段５、複数のサンプル抽出部３５に電力を供給することができ、自動で
サンプル成分の分析を行うことができる。また、サンプル分析装置８０は、サンプル分析
装置８０の分析手順を制御する制御プログラムが組み込まれたコンピューターに接続され
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ていてもよい。これにより、本実施形態のサンプル分析装置８０は、以下の動作：
・第１分析部２ａにて行われる等電点電気泳動を用いて、サンプル成分（タンパク質）を
、サンプル成分が有する電荷に従って分離すること；
・分離後のサンプル成分をサンプル回収部１１に回収すること；
・回収されたサンプル成分を、第１分析の結果を維持した状態で複数のサンプル抽出槽３
５に抽出すること
を全て自動で行うことができる。サンプル分析装置８０における全ての分析手順を自動制
御にて行うことができることにより、サンプル分析の安全性および再現性を向上し得る。
【０２６９】
　サンプル分析装置８０を用いれば、第１分析終了後のサンプル成分についての所望の画
分のそれぞれを混合させることなく効率的に第２分析に供することができる。
【０２７０】
　〔２－５：サンプル分析装置の第５の実施形態〕
　本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態について、図７を参照して以下に説明する
。本実施形態に係るサンプル分析装置は、第１の分析から第２の分析に至るまでの全工程
を一装置内にて連続的に行うための装置であり、その第１分析部の構成が図７（ａ）・（
ｂ）に示されている。なお、本実施形態の説明では、第１分析部のバリエーションを示す
にとどめるが、本明細書を読んだ当業者は、引き続く第２分析の態様を容易に理解する。
【０２７１】
　なお、第１分析に用いる分析媒体は、液体でも固体でもよく、固体の場合は、第３の実
施形態のようなゲルに限定されず、絶縁性でなければ（電解質を含んでいれば）電圧印加
と組み合わせて本発明に利用され得、本実施形態における第１分析に用いる第１分析媒体
は固体（クロマトグラフィーの担体）である。
【０２７２】
　（第１分析部２ｃ）
　本実施形態における第１分析部２ｃは、液体クロマトグラフィーを行うための構成を備
えており、図７（ａ）に示すように、担体（表面に官能基が結合したシリカゲル）を充填
した担体充填槽２６１および溶出したサンプル成分を受容する溶出槽２６２から構成され
ている。なお、サンプルを担体充填槽２６１に導入するためのサンプル導入部２５は、分
析すべきサンプルを担体充填槽２６１に首尾よく供給するために、担体充填槽２６１の端
部に形成されており、サンプル成分を含む分析溶液（例えば、リン酸バッファーなど）が
、チューブを用いてサンプル導入部２５と連結されたポンプ（図示せず）から送り出され
ることによって図中の矢印方向に流動する。また、溶出槽２６２の端部（図中の矢頭側）
にも同様に、チューブを介してポンプ（図示せず）が連結されており、このポンプは溶出
槽２６２に流動してきた分析溶液を吸い上げる。
【０２７３】
　サンプル導入部２５に充填されたサンプルが担体充填槽２６１にて分析された後、サン
プル成分の各々が溶出槽２６２に溶出される。図７（ａ）に示す第１分析部２ｃからサン
プルを回収するために、本実施形態のサンプル回収部１１は、サンプル成分を物理的に取
り込む態様として、吸水性材料である乾燥ゲルを採用している（図示せず）。サンプル回
収部１１に乾燥ゲルを採用した場合のサンプル回収の態様は、第１の実施形態などを参照
のこと。
【０２７４】
　液体クロマトグラフィーを行うための第１分析部の構成としては、サンプル回収部１１
の構成に応じて適宜変更され得る。例えば、サンプル回収部１１として、サンプル成分の
静電特性に基づいて吸着（回収）するＰＶＤＦ膜を採用した場合は、第１分析部は図７（
ｂ）に示す構成を有していればよい。
【０２７５】
　図７（ｂ）では、溶出槽２６２の一方の側面に電極２６３をさらに備え、溶出槽２６２
のもう一方の側面にＰＶＤＦ膜からなるサンプル回収部１１を配置している。この構成に
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おいて、溶出層２６２に電圧を印加することにより、溶出層２６２内に溶出したサンプル
成分をサンプル回収部１１に転写することができる。サンプル回収部１１にＰＶＤＦ膜を
採用した場合のサンプル回収の態様は、第２の実施形態などを参照のこと。
【０２７６】
　なお、本実施形態におけるサンプル回収部１１としては、乾燥ゲルやＰＶＤＦ膜に限定
されず、金および白金などの金属、あるいはＺｒＯ２など導電性を有する金属酸化物など
から構成されているサンプル回収部もまた、好ましく採用される。かようなサンプル回収
部を用いれば、タンパク質（サンプル成分）を、タンパク質が有するチオール基と、サン
プル回収部とを吸着させることにより容易に回収することができる。また、かようなサン
プル回収部を用いれば、サンプル回収部自体を電極として用いることができるので、電圧
印加によるサンプル成分の転写に適している。
【０２７７】
　本実施形態においては、分析媒体として液体を用いた場合について説明したが、サンプ
ル回収部１１を電極として用いて固体の分析媒体からサンプルを回収することができる。
【０２７８】
　また、本実施形態において、分析媒体である担体には、表面に官能基を結合させたシリ
カゲルを用いているが、分析するサンプル成分に応じて官能基を適宜変更すればよい。ま
た、採用したクロマトグラフィーの方式（例えば、ゲル濾過、イオン交換、アフィニティ
ー、疎水性相互作用、逆相、脱塩・バッファー交換、およびクロマトフォーカシングなど
）に応じて担体を選択すればよく、シリカゲル以外の担体としては、例えば、逆相クロマ
トグラフィーに用いるＣ１８担体、イオン交換クロマトグラフィーに用いるＴＢＡ　Ｃｈ
ｌｏｒｉｄｅ担体などを挙げることができる。
【０２７９】
　分析溶液を流動させるために用いるポンプには、当該分野において公知の種々のポンプ
（例えば、シリンジポンプ、ペリスタポンプおよびダイヤフラムポンプなど）を用いるこ
とができる。また、第１分析部に送られる分析溶液の量を調節するために、ポンプとサン
プル導入部２５とを繋ぐチューブにバルブを設けてもよい。
【０２８０】
　なお、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様および以
下の実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような
具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、当業者は、本発明の精神およ
び添付の特許請求の範囲内で変更して実施することができる。
【０２８１】
　また、本明細書中に記載された特許文献の全てが、本明細書中において参考として援用
される。
【実施例】
【０２８２】
　〔実施例１〕
　本発明に係るサンプル回収器具およびサンプルの分析装置を作製し、サンプルとしてタ
ンパク質を用い、第１分析に液体等電点電気泳動を用いて、タンパク質のゲル２次元電気
泳動分離を行った。
【０２８３】
　サンプル回収器具１のサンプル回収部１１として、ＧＥヘルスケア社のフィルム付きｐ
Ｈ勾配固定化ゲル（乾燥状態）を０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長に切断して用いた。また、保
持部１２としてＰＭＭＡを選定し、０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１５ｍｍ厚に加工し、保
持部１２の底面と上記ｐＨ勾配固定化ゲルのフィルム面を接着することでサンプル回収器
具１を作製した。
【０２８４】
　また、図１に示すような２次元電気泳動用基板４ａを、ＰＭＭＡを加工して作製した。
第１泳動槽２１は、０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１ｍｍ厚で、第１泳動槽２１の両端に直
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径２ｍｍ、１ｍｍ厚の陽極液用リザーバ２２および陰極液用リザーバ２３を作製した。第
１泳動槽２１には、リン脂質による表面処理を施した。サンプル処理槽４１は１ｍｍ幅、
５０ｍｍ長、１ｍｍ厚のものを一つ作製した。また、緩衝液槽３２・３３は１０ｍｍ幅、
５０ｍｍ長、５ｍｍ厚のものを二つ作製し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用の陽極液および陰極液用
リザーバとした。上記ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用のリザーバ間に、５０ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１
ｍｍ厚の第２泳動槽３１を作製し、別の基板を蓋として用いて第２泳動槽３１を被覆する
構成とした。
【０２８５】
　市販の垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２からなる駆動手段５
をプレート７上に組み立て、垂直方向駆動ステージ５１にＰＭＭＡで作製した支持体６を
接続し、支持体６に上記サンプル回収器具１を接着し、上記２次元電気泳動用基板４ａを
プレート７上に固定することでサンプル分析装置１０を作製した。２次元電気泳動用基板
４ａの第１泳動槽２１両端のリザーバ２２・２３および、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用のリザーバ
３２・３３に電極を挿入し、各電極を電気泳動用電源に接続し、上記駆動手段５および上
記電気泳動用電源をコンピューター接続した。
【０２８６】
　第１泳動槽２１両端の陽極液用リザーバ２２にリン酸溶液を、陰極液用リザーバ２３に
水酸化ナトリウム溶液を充填した後、タンパク質サンプル、両性担体（ＧＥヘルスケア社
のＡｍｐｈｏｌｉｎｅ）、緩衝液からなる分析溶液を第１泳動槽２１に充填した。サンプ
ル処理槽４１には、ＳＤＳ、Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ、ＤＴＴからなる平衡化用溶液を充填した
。第２泳動槽３１には１３％アクリルアミドゲルを作製し、両端のリザーバ３２・３３に
は、ＳＤＳ、Ｔｒｉｓ、Ｇｌｙｓｉｎｅからなる泳動用緩衝液を充填した。
【０２８７】
　各種溶液を充填した後、上記コンピューター上に作製した制御プログラムによりサンプ
ル分析装置１０の自動駆動を行った。以下に制御手順を述べる。
【０２８８】
　まず、垂直方向駆動ステージ５１を駆動し、サンプル回収部１１を第１泳動槽２１に挿
入し、第１泳動槽２１に蓋をした。第１泳動槽２１の両端のリザーバ２２・２３に挿入し
た電極間に電圧を印加して液体等電点電気泳動を行った（２５００Ｖ）。５分経過した後
、電圧を印加した状態で、垂直方向駆動ステージ５１を駆動して、サンプル回収部１を分
析溶液に挿入した。さらに電圧を印加した状態で５分間分離を行った後、垂直方向駆動ス
テージ５１を駆動しサンプル回収部１を上昇させた後に、電圧印加を停止した。この時、
第１泳動槽２１中の分析溶液は、サンプル回収部１中に回収された（乾燥ゲルが分析溶液
を吸収し膨潤した）ことが目視によって確認された（第１分析およびサンプル回収）。
【０２８９】
　次に、水平方向駆動ステージ５２を駆動し、サンプル成分を含むサンプル回収部１を平
衡化用溶液を充填したサンプル処理槽４１の上方に搬送した。垂直方向駆動ステージ５１
を駆動し、サンプル成分を含むサンプル回収部１を平衡化用溶液に浸漬した後、垂直方向
駆動ステージ５１を上下に駆動（振とう動作）することでサンプルの平衡化を行った（５
分）。
【０２９０】
　平衡化が終了した後、垂直方向駆動ステージ５１をおよび水平方向駆動ステージ５２を
駆動し、サンプル成分を含むサンプル回収部１を、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用のゲルの端面に搬
送した。搬送した後、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用のリザーバ３２・３３に挿入した電極間に電圧
を印加し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥによるタンパク質の分子量分離（第２分析）を行った（３０
ｍＡ定電流、２０分）。泳動が終了した後に電圧を停止し、垂直方向駆動ステージ５１を
駆動してサンプル回収部１を上昇させ、ゲル２次元電気泳動を終了した。
【０２９１】
　終了後、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ用のゲルを取り出し、ＣＢＢによる染色を行ったところ、タ
ンパク質が等電点および分子量に従って良好に分離された結果が得られた。すなわち、本
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発明を用いることにより、タンパク質のゲル２次元電気泳動が高速かつ自動で実行された
。
【０２９２】
　〔実施例２〕
　本発明に係るサンプル回収器具１およびサンプル分析装置７０を作製し、サンプルとし
てＨｉｓＧポジトープコントロールプロテインを含むマウス肝臓の可溶性画分を用い、第
１分析にＳＤＳ－ＰＡＧＥによる分離、第２分析に親和結合反応による分離（ウエスタン
ブロッティング）を用いた分析を行った。
【０２９３】
　サンプル回収器具１のサンプル回収部１１として、市販のＰＶＤＦ膜を０．５ｍｍ幅、
５０ｍｍ長に切断して用いた。また、保持部１２としてＰＭＭＡを選定し、０．５ｍｍ幅
、５０ｍｍ長、１５ｍｍ厚に加工し、保持部１２の側面と上記ＰＶＤＦ膜の片面を接着す
ることでサンプル回収器具１を作製した。
【０２９４】
　さらに、分析媒体搬送器具１’の第１分析媒体８として、分離ゲル（アクリルアミドゲ
ル）を０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長に形成した。また、保持部１２’としてＰＭＭＡを選定
し、０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１５ｍｍ厚に加工し、保持部１２’の底面と上記分離ゲ
ルの片面を接着することで分析媒体搬送器具１’を作製した。
【０２９５】
　また、図３（ｂ）に示すような基板４ｃを、ＰＭＭＡを加工して作製した。泳動槽２４
は、０．５ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１ｍｍ厚で、泳動槽２４の両端に直径２ｍｍ、１ｍｍ厚
の陽極液用リザーバ２２および陰極液用リザーバ２３を作製した。泳動槽２４には、リン
脂質による表面処理を施した。泳動槽２４の陰極液用リザーバ２３側端部にサンプル導入
部２５を形成した。サンプル処理槽３ｂは１ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１ｍｍ厚のものを６個
（３４ａ～ｆ）作製した。基板４ｃ上の泳動槽２４とサンプル処理槽３ｂとの間に、サン
プル転写用の緩衝液を充填したサンプル転写槽４２（５ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１ｍｍ厚）
を形成した。サンプル転写槽４２にはサンプル成分の転写に必要な電圧を印加するための
電極が設けられている。基板４ｃ上のさらなる部位に、分析前のサンプル回収器具１を格
納しておくための転写膜格納部４３（１ｍｍ幅、５０ｍｍ長、１ｍｍ厚）を形成した。サ
ンプル転写槽４２および転写膜格納部４３には、転写用緩衝液（トリス、グリシン、メタ
ノールからなる）を充填した。
【０２９６】
　市販の垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２からなる駆動手段５
をプレート７上に組み立て、垂直方向駆動ステージ５１にＰＭＭＡで作製した支持体６を
接続し、支持体６に上記サンプル回収器具１を接着し、上記基板４ｃをプレート７上に固
定することでサンプル分析装置７０を作製した。基板４ｃ泳動槽２４両端のリザーバ２２
・２３に電極を挿入し、各電極を電気泳動用電源に接続し、上記駆動手段５および上記電
気泳動用電源をコンピューター接続した。
【０２９７】
　泳動槽２４両端のリザーバ２２および２３に電気泳動用の電解液（Ｔｒｉｓ、Ｇｌｙｓ
ｉｎｅ、ＳＤＳからなる溶液）を充填した後、サンプル処理槽３４ａには、１％ＢＳＡ／
ＰＢＳＴ（Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓａｌｉｎｅ　Ｔｗｅｅｎ－２０）から
なるブロッキング溶液を、サンプル処理槽３４ｂには、ＰＢＳＴからなる洗浄液を充填し
た。サンプル処理槽３４ｃには、ＰＢＳＴで調整した一次抗体溶液を、サンプル処理槽３
４ｄには、ＰＢＳＴからなる洗浄液を充填した。サンプル処理槽３４ｅには、ＰＢＳＴで
調整した蛍光標識二次抗体溶液を、サンプル処理槽３４ｆには、ＰＢＳＴからなる洗浄液
を充填した。
【０２９８】
　各種溶液を充填した後、サンプル回収器具１を転写膜格納部４３に予め格納した。サン
プル回収器具１は、第１分析終了後に駆動手段５を駆動して支持体６と真空吸着させて搬
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送する。次いで、上記コンピューター上に作製した制御プログラムによりサンプル分析装
置７０の自動駆動を行った。以下に制御手順を述べる。
【０２９９】
　まず、真空吸着によって、分析媒体搬送器具１’を支持体６に吸着させた。垂直方向駆
動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動して、第１分析媒体８を泳動槽２
４上方に搬送した。
【０３００】
　垂直方向駆動ステージ５１を駆動し、分析媒体搬送器具１’を下降させて第１分析媒体
８を泳動槽２４に収納した。ＳＤＳ処理を施したタンパク質サンプルをサンプル導入部２
５に導入した後、泳動槽２４の両端のリザーバ２２・２３に挿入した電極間に電圧を印加
した（２００Ｖ、３０分）。これにより、サンプル成分（タンパク質）が第１分析媒体８
中を分子量に従って分離された（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）。ＳＤＳ－ＰＡＧＥが終了した時点
で、電圧印加を停止した（第１分析）。
【０３０１】
　垂直方向駆動ステージ５１を駆動して分析媒体搬送器具１’を上昇させ、垂直方向駆動
ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動して、第１分析媒体８をサンプル転
写槽４２内に搬送した。サンプル転写槽４２内に形成された固定部に第１分析媒体８を配
置した後、真空吸着を開放して分析媒体搬送器具１’と支持体６とを分離した。
【０３０２】
　垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動して、支持体６を、
転写膜格納部４３の上方の、サンプル回収器具１と支持体６とが接着し得る位置へ搬送し
た。真空吸着によりサンプル回収器具１と支持体６とを接着した後、垂直方向駆動ステー
ジ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動してサンプル回収器具１を搬送し、サンプ
ル回収部１１をサンプル転写槽４２内に挿入した。駆動手段を駆動しながら、分析媒体搬
送器具１’の第１分析媒体８とサンプル回収器具１のサンプル回収部１１とを接着させた
。サンプル転写槽４２に設けられている電極に電圧を印加して、サンプル成分の転写を行
った。
【０３０３】
　垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動して、サンプル成分
が転写されたサンプル回収部１１を含むサンプル回収器具１を、サンプル処理槽３４ａの
上方へ搬送した。垂直方向駆動ステージ５１を駆動して、サンプル回収部１１をブロッキ
ング溶液に浸漬した後、垂直方向駆動ステージ５１によってサンプル回収器具１を上下に
駆動（振盪動作）することでブロッキング処理（３０分）を行った。ブロッキング処理後
、垂直方向駆動ステージ５１および水平方向駆動ステージ５２を駆動し、サンプル回収部
１１をサンプル処理槽３４ｂへと搬送し、同様に浸漬および振盪することで洗浄操作を行
った（１０分）。同様の操作をサンプル処理槽３４ｃ～３４ｆについても同様に行うこと
で、サンプル回収部１１中のタンパク質と一次抗体の反応（抗ＨｉｓＧ抗体（マウスモノ
クローナル抗体）を用いて１時間）および洗浄（１０分）、一次抗体と蛍光標識二次抗体
の反応（Ａｌｅｘａ　Ｆｌｕｏｒ　４８８で標識した抗マウスのヤギ抗体を用いて３０分
）および洗浄（１０分）を実行した。全ての操作終了後、垂直方向駆動ステージ５１を駆
動してサンプル回収器具１を上昇させて、ウエスタンブロッティングを終了した。
【０３０４】
　ウエスタンブロッティング終了後、フィルターを装着したランプ光源とＣＣＤカメラを
備えた光学系を用いて検出を行ったところ、目的タンパク質の存在が確認された。すなわ
ち、本発明のサンプル分析装置を用いることによって、タンパク質のＳＤＳ－ＰＡＧＥを
用いた分離、およびウエスタンブロッティングを用いた検出が自動で実行された。
【０３０５】
　本発明は上述した各実施形態および実施例に限定されるものではなく、請求項に示した
範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜
組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
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【産業上の利用可能性】
【０３０６】
　本発明により、ゲル二次元電気泳動の高速化、液体等電点電気泳動を第二の分離に先立
った分析（もしくは前処理）として用いることが可能である。また、上記発明は自動化可
能なため、高再現性かつハイスループットで分析が可能となり、現在盛んに行われている
プロテオーム研究をより発展させることができる。
【０３０７】
　このような本発明を用いることによって、人の手を介することなく複数の成分からなる
サンプルを連続的に複数回の分析に供することができるので、プロテオーム研究をより効
率的に進展させることができる。本発明に係るサンプル分析装置を作製および販売するこ
とにより市場を活性化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３０８】
【図１】図１（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る全体構成を示
す斜視図である。図１（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【図２】図２（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る全体構成を示
す斜視図である。図２（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る全体構成を示
す斜視図である。図３（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【図４】図４（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部構成を示
す斜視図である。図４（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部構成を示
す斜視図である。図５（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部構成を示
す側面図である。図６（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す側面図である。図６（ｃ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に
係る要部構成を示す側面図である。
【図７】図７（ａ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部構成を示
す上面図である。図７（ｂ）は、本発明に係るサンプル分析装置の一実施形態に係る要部
構成を示す上面図である。
【符号の説明】
【０３０９】
１　　　サンプル回収器具
１’　　分析媒体搬送器具
２ａ　　第１分析部
２ｂ　　第１分析部
２ｃ　　第１分析部
３ａ　　第２分析部
３ｂ　　第２分析部
３ｃ　　第２分析部の供給口
４ａ　　２次元泳動用基板
４ｂ　　基板
４ｃ　　基板
４ｄ　　基板
５　　　駆動手段
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６　　　支持体
６’　　支持体
７　　　プレート
８　　　第１分析媒体
１０　　サンプル分析装置
１１　　サンプル回収部
１２　　保持部
１２’　保持部
２１　　第１泳動槽
２２　　リザーバ
２３　　リザーバ
２４　　泳動槽
２５　　サンプル導入部
３１　　第２泳動槽
３２　　リザーバ
３３　　リザーバ
３４　　サンプル処理槽
３５　　サンプル抽出槽
４１　　サンプル処理槽（サンプル前処理槽）
４２　　サンプル転写槽（サンプル前処理槽）
４３　　転写膜格納部
５１　　垂直方向駆動ステージ
５１’　垂直方向駆動ステージ
５２　　水平方向駆動ステージ
６０　　サンプル分析装置
７０　　サンプル分析装置
８０　　サンプル分析装置
２６１　担体充填槽
２６２　溶出槽
２６３　電極
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