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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
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前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路内に充填された断熱用オイルであ
ることを特徴とするマイクロ総合分析システム。
【請求項２】
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
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収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路の断面積より小さくした断面積で
、前記検査用チップ内の前記両端部に設けられた狭隘流路であることを特徴とするマイク
ロ総合分析システム。
【請求項３】
前記検査用チップが、

10

該検査用チップの前記ポンプ接続部と、前記マイクロポンプを含むマイクロポンプユニ
ットのチップ接続部とを液密に密着させた状態で該検査用チップを前記システム本体に装
着した後、
試料収容部に収容された試料または該試料を流路内で処理した処理液に含まれる標的物
質と、試薬収容部に収容された試薬とを、前記混合流路へ送液して混合し、反応させた後
、
得られた反応生成物質もしくはその処理物質を前記検査流路に送液して前記検出部によ
り検出する一連の微細流路が形成されたチップであることを特徴とする請求項１または２
に記載のマイクロ総合分析システム。
【請求項４】
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マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
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体の少なくとも一方に有し、
前記システム本体の前記マイクロポンプが、
流路抵抗が差圧に応じて変化する第１流路と、
差圧の変化に対する流路抵抗の変化割合が第１流路よりも小さい第２流路と、
前記第１流路および前記第２流路に接続された加圧室と、
該加圧室の内部圧力を変化させるアクチュエータと、
該アクチュエータを駆動する駆動装置と、を備えることを特徴とするマイクロ総合分析
システム。
【請求項５】
前記加熱部が、
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試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記加熱部が前記被加熱流路の前記
入口端を加熱して前記混合された混合溶液の反応処理を行い、
該反応処理の直後に、前記断熱部が前記出口端を冷却することを特徴とする請求項１〜
４のいずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
【請求項６】
前記加熱部が、
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行った後、
副反応が生じる前に前記断熱部が前記出口端を冷却するように制御されていることを特
徴とする請求項１〜５のいずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
【請求項７】
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前記加熱部および前記断熱部が、電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペ
ルチェ素子から構成されていることを特徴とする請求項４〜６のいずれかに記載のマイク
ロ総合分析システム。
【請求項８】
前記加熱部および前記断熱部が、別々に設けられていることを特徴とする請求項４〜６
のいずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
【請求項９】
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
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す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
体の少なくとも一方に有し、
前記加熱部および断熱部が、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子から構成されているこ
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とを特徴とするマイクロ総合分析システム。
【請求項１０】
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、試料と試薬の混合溶液を冷
却するように構成されていることを特徴とする請求項１〜９のいずれかに記載のマイクロ
総合分析システム。
【請求項１１】
試料および試薬を混合させ、加熱による反応処理を行わせる混合流路と、前記混合流路
で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路と、を有し、こ
れらの混合流路と検査流路とが一連の流路で連続的に接続された検査用チップと、
前記検査用チップを装着し、前記検査を行うシステム本体と、
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を用いた検査方法であって、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を加熱
部の熱から断熱して温度上昇を防止するとともに、
前記加熱および前記断熱を、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子によって行うことを特
徴とする検査方法。
【請求項１２】
試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記加熱部が前記混合流路の加熱さ
れる被加熱流路の前記入口端を加熱して反応処理を行い、
該反応処理の直後に、前記出口端をただちに冷却することを特徴とする請求項１１に記
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載の検査方法。
【請求項１３】
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行った後、副反応が生じる前に前記出口端
を冷却することを特徴とする請求項１１または１２に記載の検査方法。
【請求項１４】
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、試料と試薬の混合溶液を冷
却することを特徴とする請求項１１〜１３のいずれかに記載の検査方法。
【請求項１５】
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、
マイクロポンプにより注入された試料および試薬を混合させ、加熱により反応処理させ
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る混合流路と、
前記混合流路を加熱する加熱部と、
前記混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路
と、を備え、
前記混合流路と前記検査流路とが一連の流路で連続的に接続された検査用チップであっ
て、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を、前
記加熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記加熱部および断熱部が、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子から構成されているこ
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とを特徴とする検査用チップ。
【請求項１６】
前記加熱部が、
試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記混合流路の加熱される前記被加
熱流路の前記入口端を加熱して試料と試薬の反応処理を行うものであって、
前記反応処理を行った後、ただちに前記断熱部が前記出口端を冷却することを特徴とす
る請求項１５に記載の検査用チップ。
【請求項１７】
前記加熱部が前記反応処理を行った後、副反応が生じる前に前記断熱部が前記出口端を
冷却するように制御されていることを特徴とする請求項１５または１６に記載の検査用チ
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ップ。
【請求項１８】
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、
前記断熱部が前記入口端と前記出口端を冷却することを特徴とする請求項１５〜１７の
いずれかに記載の検査用チップ。
【請求項１９】
請求項１５〜１８のいずれかに記載の検査用チップを脱着自在に装着して、
前記検査用チップ内の試料の検査を実施するように構成したことを特徴とするマイクロ
総合分析システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば、遺伝子検査などにおいて、マイクロリアクタとして利用可能な検査
用マイクロチップおよびそれを用いたマイクロ総合分析システムならびに検査方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
最近では、従来の試料調製、化学分析、化学合成などを行うための装置、手段、例えば
、ポンプ、バルブ、流路、センサなどを、マイクロマシン技術および超微細加工技術を駆
使して微細化することによって、１チップ上に集積化したシステムが開発されている。
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【０００３】
このようなシステムは、μ−ＴＡＳ(Micro total Analysis System)、バイオリアクタ
、ラブ・オン・チップ(Lab‑on‑chips)、バイオチップとも呼ばれ、医療検査・診断分野、
環境測定分野、農産製造分野などでその応用が期待されている。
【０００４】
特に、遺伝子検査の場合のように、煩雑な工程、熟練した手技、機器類の操作が必要と
される場合には、自動化、高速化および簡便化されたミクロ化分析システムは、コスト、
必要試料量、所要時間などの低減ができるだけでなく、時間と場所を選ばない分析が可能
であり、その効果は非常に大きいものである。
【０００５】
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この場合、臨床検査を始めとする各種検査を行う現場では、場所を選ばず、迅速に結果
を出すことができるチップタイプのマイクロリアクタを用いた測定の際にも、その定量性
、解析の精度などが重要視されている。
【０００６】
各種の分析、検査ではこれらの分析用チップにおける分析の定量性、解析の精度、経済
性などが重要視される。そのためシンプルな構成で、高い信頼性の送液システムを確立す
ることが課題である。精度が高く、信頼性に優れるマイクロ流体制御素子が求められてお
り、好適なマイクロポンプシステムおよびその制御方法を本発明者らはすでに提案してい
る（特許文献１〜３）。
【０００７】
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このようなマイクロポンプを用いて、検体と試薬とを反応させ、反応生成物を検出部位
に送液して検出する操作を一つのチップで行えるように、一連の微細流路を該チップ内に
形成する場合、検体および試薬の収容部、試薬の混合部、反応部、検出部およびこれらを
連通する流路などからなる流路系および付随する機能エレメントを限られたスペースに密
に集積化して配置する必要がある。
【０００８】
また、特許文献４において、本発明者等は、検体を収容する検体収容部と、試薬が収容
される試薬収容部と、検体収容部に収容された検体と、試薬収容部に収容された試薬とを
合流させて、所定の反応処理を行う反応流路を有する反応部と、反応部の反応で得られた
反応処理物質に対して、所定の検査を行う検査流路を有する検査部とを備え、これらの検
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体収容部と、試薬収容部と、反応部と、検査部とが一連の流路で、上流側から下流側に連
続的に流路によって接続された検査用マイクロチップ（マイクロリアクタ）を、既に提案
している。
【０００９】
すなわち、特許文献４のような従来の検査用マイクロチップ１００では、図１２に示し
たように、検体１０２を収容する検体収容部１０４と、試薬１０６が予め封入された試薬
収容部１０８とを備えている。
【００１０】
そして、試薬収容部１０８に収容された各試薬１０６が混合される混合流路１１０を備
えている。この混合流路１１０で混合された混合試薬と、検体収容部１０４からの検体１
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０２とが、Y字流路などを介して合流して混合され、ヒータ１１６により反応が開始され
る反応流路１１２を備えている。
【００１１】
さらに、反応流路１１２で混合試薬と反応された検体は、下流の分析流路１１４に送液
されて、分析流路１１４に設けられた検出部位において反応が検出されるようになってい
る。
【００１２】
このような従来の検査用マイクロチップでは、例えば、検査用マイクロチップが、ＩＣ
ＡＮ法（Isothermal chimera primer initiated nucleic acid amplification）により増
幅反応を行うものである場合には、検体収容部１０４には、血液もしくは喀痰から抽出し
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た検体が収容されている。
【００１３】
一方、検出対象である遺伝子に特異的にハイブリダイゼーションするビオチン修飾した
キメラプライマー、鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼ、およびエンドヌクレアーゼ
を含む試薬が、試薬収容部１０８に収容されている。
【００１４】
従って、混合流路１１０で混合された混合試薬と、検体収容部１０４からの検体１０２
とが、Y字流路などを介して合流して反応流路１１２で混合した際には、遺伝子増幅反応
を促進するために、例えば、ニクロム線ヒータ、シーズヒータ、ＩＴＯ膜、基板上に金属
薄膜（クロム、金、白金など）を成膜したヒータなどのヒータ１１６で、５０〜６５℃、
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例えば、５５℃に加熱制御して、反応を促進していた。
【００１５】
ＰＣＲ（polymerase chain reaction）法による増幅反応が例として挙げられるように
、反応部位を構成する流路、必要であれば前処理を行う流路も所定温度に加熱する必要が
ある。その一方で、多数の機能部位からなる一連の微細流路内には、昇温されることが望
ましくない領域も存在する。例えば検体、試薬には、加熱されると変質し易いものが多く
、冷却が必要となる。そうした検体、試薬が収容される部位、または試薬類同士を混合す
る部位では選択的に放熱もしくは冷却しなければならない。
【００１６】
上記のように限られたスペースに一連の微細流路を集積化するチップでは、加熱を要す
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る反応部位に近接して昇温が望ましくない流路が配置される場合、あるいは中途半端な温
度分布により反応に支障が生じる場合には、加熱部位の熱が周辺の流路に伝達されること
を防止する必要がある。例えば流路内の液体の一部を加熱する時に、液体のメニスカス（
流路内の液体の先頭界面）が加熱領域内もしくはその近傍にあった場合、液体がメニスカ
スから気化して蒸発してしまう恐れがある。これは定量の精度に影響を及ぼすとともに、
様々なトラブルの原因となる。特にμTAS内で液体を加熱部で加熱工程を完了した後に次
の反応工程部に液体を送液するような場合、加熱領域にある液体を一定時間その場にとど
めておく必要があるため、上記の問題が発生しやすい。
【００１７】
しかしながら、この種のヒータによる加熱では、ヒータの加熱時間が長いと、検体と試
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薬との混合液に気泡が発生してしまい、試薬、例えば、検出対象である遺伝子に特異的に
ハイブリダイゼーションするビオチン修飾したキメラプライマーと、検体とがこの気泡の
作用によって、結合するのが阻害されることになって、検査部において所期の検査を実施
できないことになるおそれがある。
【００１８】
また、この種のヒータによる加熱では、加熱時間が長いと、検体と試薬との反応以外に
、副反応、すなわち、目的物質以外の種々の物質による副反応が発生してしまい、それら
の増幅産物が目的物質の増幅を阻害することになって、所期の目的とする反応による分析
を行うことが困難となって、検査部において所期の検査を実施できないことになるおそれ
がある。
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【００１９】
また、この種のヒータによる加熱では、加熱を中止したとしても、ヒータが冷却される
まで所定の時間を要するので、このような余熱時間が長いと、余熱温度の影響によって、
上記の気泡の発生、副反応の発生が生じてしまうことになる。
さらに、上記の試薬収容部１０８に収容された試薬１０６は、温度の影響によって変性
する性質を有するので、このような加熱時間、余熱時間が長いと、試薬収容部１０８に収
容される試薬１０６が変性してしまい、検査部において所期の検査を実施できないことに
なるおそれがある。
【特許文献１】特開２００１−３２２０９９号公報
【特許文献２】特開２００４−１０８２８５号公報
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【特許文献３】特開２００４−２７０５３７号公報
【特許文献４】国際公開第２００５／１０８５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
本発明は上述の問題に鑑みてなされたものであり、μTAS、検査用チップにおいて、加
熱部位の余熱が近隣の流路に伝わることを極力抑制し、チップ内の温度分布をなるべく画
然とさせる流路構成を含むマイクロ総合分析システムおよびその方式を提供することを課
題とする。
【００２１】
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さらに、本発明は、検査用マイクロチップにおいて、合流路で混合された混合試薬と、
検体収容部からの検体とが合流して、混合反応流路で混合した際に、迅速に反応に必要な
温度まで加熱することができるとともに、必要な温度に達した際には、反応に必要な時間
だけ加熱して、気泡の発生、副反応を発生しないように、迅速に冷却することが可能で、
これによって、精度が高く、正確な検査を実施でき、信頼性に優れる検査用マイクロチッ
プおよびそれを用いたマイクロ総合分析システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
本発明の一つの態様においては、
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
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により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路内に充填された断熱用オイルであ
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ることを特徴とするマイクロ総合分析システムが提供される。
また、本発明の別の態様においては、
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
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前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路の断面積より小さくした断面積で
、前記検査用チップ内の前記両端部に設けられた狭隘流路であることを特徴とするマイク
ロ総合分析システムが提供される。
さらに、本発明の別の態様においては、
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
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前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
体の少なくとも一方に有し、
前記システム本体の前記マイクロポンプが、
流路抵抗が差圧に応じて変化する第１流路と、
差圧の変化に対する流路抵抗の変化割合が第１流路よりも小さい第２流路と、
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前記第１流路および前記第２流路に接続された加圧室と、
該加圧室の内部圧力を変化させるアクチュエータと、
該アクチュエータを駆動する駆動装置と、を備えることを特徴とするマイクロ総合分析
システムが提供される。
また、本発明の別の態様においては、
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
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収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
体の少なくとも一方に有し、
前記加熱部および断熱部が、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子から構成されているこ
とを特徴とするマイクロ総合分析システムが提供される。
【００２３】
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本発明の別の態様においては、前記態様における前記マイクロ総合分析システムは、
前記加熱部が、試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記加熱部が前記被加
熱流路の前記入口端を加熱して前記混合された混合液の反応処理を行い、該反応処理の直
後に、前記断熱部が前記出口端を冷却することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
本発明は、温度分布管理が厳格になされた微細流路を有するチップを用いるマイクロ総
合分析システムを提供する。
【００２５】
本発明のマイクロ総合分析システムによれば、チップ微細流路の所定領域のみ選択的か
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つ均一に加熱もしくは冷却し、隣接する流路の加熱もしくは冷却を充分に防止できる。ま
た加熱部位の余熱が近隣の流路に伝わることを極力抑制し、選択的に加熱される微細流路
の両端において中間的な温度領域をなるべく少なくすることにより、チップ内の温度分布
をなるべく画然とさせることができる。また、そのような中間温度領域が存在することに
よる副反応の発生、流路から試薬類の喪失を防止することができる。
【００２６】
さらに、本発明によれば、加熱冷却手段によって、反応部において、検体収容部に収容
された検体と、試薬収容部に収容された試薬とが反応流路で合流した直後に、検体と試薬
の混合液を加熱して反応処理を行った後、ただちに冷却することができる。
【００２７】
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従って、合流路で混合された混合試薬と、検体収容部からの検体とが合流して、混合反
応流路で混合した際に、迅速に反応に必要な温度まで加熱することができる。
【００２８】
しかも、必要な温度に達した際には、反応に必要な時間だけ加熱して、気泡の発生、副
反応を発生しないように、迅速に冷却することが可能であり、精度が高く、信頼性に優れ
る正確な検査を実施でき、信頼性に優れる検査を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明のマイクロ総合分析システムの実施例を示した概略斜視図である。
【図２】図１のマイクロ総合分析システムのベース本体に検査用チップを装着した状態を
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示した装置本体内部の概略図である。
【図３】マイクロ総合分析システムの一実施形態における検査用チップの反応部流路と試
薬混合流路の周辺、およびチップ面に当接する加熱部材、放熱部材および冷却部材の断面
図である。
【図４】加熱部材によるチップの加熱領域周辺の上面図である。
【図５】加熱領域よりも先方にある液体メニスカスの気化を防止するとともに、加熱領域
の液体内部から蒸気を発生させないようにする対策を示す。
【図６】試薬収容部およびその中の試薬を封止する封止剤を示す図である。この封止剤が
加熱部（例えば反応部）流路の両端部を加熱部側に対し断熱する断熱用オイルとして使用
10

される。
【図７】前記加熱部流路端部につながる微細流路を先後の流路よりも狭隘の流路とした構
成を示す図である。本図は、検査用チップの流路系の一部のみを示している。
【図８】（ａ）は、ピエゾポンプの一例を示した断面図、（ｂ）は、その上面図である。
（ｃ）は、ピエゾポンプの他の例を示した断面図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、ピエゾポンプをチップとは別体とした場合におけるチップ
のポンプ接続部周辺の構成を示した図である。
【図１０】図１のマイクロ総合分析システムの検査用マイクロチップを示した概略斜視図
である。
【図１１】図１のマイクロ総合分析システムの検査用マイクロチップの別の実施例を示し
た概略斜視図である。
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【図１２】従来の検査用マイクロチップの概略図である。
【符号の説明】
【００３０】
１

マイクロ総合分析システム

１０

システム装置本体

１３

疎水性バルブ

１４

検査用チップ出入口

１５ａ

加熱部（反応部）流路

１５ｂ

流路狭隘部

１９

表示部

２２

チップ搬送トレイ

２４

駆動液収容部

２５

封止液収容部

２６

マイクロポンプユニット

２７

空気抜き用流路

２８

ポンプ制御装置

２９

駆動液

３０

駆動液タンク

３１

チップ

３１ａ

チップ面

３３

加熱領域

３４

非加熱領域

３５

加熱部材

３６

冷却部材

３７

冷却領域

３８

放熱部材

３９

試薬混合流路

４１

上側基板

４２

基板

４３

振動板
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４４

圧電素子

４５

加圧室

４６

第１流路

４７

第２流路

４８

第１液室

４９

第２液室

５０

検査用マイクロチップ

５１

ポンプ流路

５２

検体収容部

５３

検体供給流路

５４

検体

５５

合流部

５６

試薬収容部

５７

ポンプ流路

５８

試薬

６０

反応流路

６１

分析流路

６４

ポンプ接続部

６６

チップ接続部

７１

シリコン基板

７２

ポート

７３

ポート

１０２

検体

１０４

検体収容部

１０６

試薬

１０８

試薬収容部

１１０

混合流路

１１２

反応流路

１１４

分析流路

１１６

ヒータ

１３４

ペルチェ素子

１３６

ヒータ

１３６Ａ

加熱装置

１３６Ｂ

冷却装置

１３８

加熱冷却装置

１４０

ＬＥＤ

１４２

フォトダイオード

１４４

検出装置
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
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本発明は以下の構成および方法を含む。
（構成１）
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
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前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路内に充填された断熱用オイルであ
ることを特徴とするマイクロ総合分析システム。
（構成２）
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
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収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記断熱部は、前記検査用チップの前記両端部の流路の断面積より小さくした断面積で
、前記検査用チップ内の前記両端部に設けられた狭隘流路であることを特徴とするマイク
ロ総合分析システム。
（構成３）
前記検査用チップが、
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該検査用チップの前記ポンプ接続部と、前記マイクロポンプを含むマイクロポンプユニ
ットのチップ接続部とを液密に密着させた状態で該検査用チップを前記システム本体に装
着した後、
試料収容部に収容された試料または該試料を流路内で処理した処理液に含まれる標的物
質と、試薬収容部に収容された試薬とを、前記混合流路へ送液して混合し、反応させた後
、
得られた反応生成物質もしくはその処理物質を前記検査流路に送液して前記検出部によ
り検出する一連の微細流路が形成されたチップであることを特徴とする構成１または２に
記載のマイクロ総合分析システム。
（構成４）

30

マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有
す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
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体の少なくとも一方に有し、
前記システム本体の前記マイクロポンプが、
流路抵抗が差圧に応じて変化する第１流路と、
差圧の変化に対する流路抵抗の変化割合が第１流路よりも小さい第２流路と、
前記第１流路および前記第２流路に接続された加圧室と、
該加圧室の内部圧力を変化させるアクチュエータと、
該アクチュエータを駆動する駆動装置と、を備えることを特徴とするマイクロ総合分析
システム。
（構成５）
前記加熱部が、
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試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記加熱部が前記被加熱流路の前記
入口端を加熱して前記混合された混合溶液の反応処理を行い、
該反応処理の直後に、前記断熱部が前記出口端を冷却することを特徴とする構成１〜４
のいずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
（構成６）
前記加熱部が、
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行った後、
副反応が生じる前に前記断熱部が前記出口端を冷却するように制御されていることを特
徴とする構成１〜５のいずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
（構成７）

10

前記加熱部および前記断熱部が、電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペ
ルチェ素子から構成されていることを特徴とする構成４〜６のいずれかに記載のマイクロ
総合分析システム。
（構成８）
前記加熱部および前記断熱部が、別々に設けられていることを特徴とする構成４〜６の
いずれかに記載のマイクロ総合分析システム。
（構成９）
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、マイクロポンプ
により注入された試料および試薬を混合させ加熱により反応処理させる混合流路と、前記
混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路とを有

20

す検査用チップと、
前記検査用チップを収容する収容部と、試料および試薬を注入するマイクロポンプと、
収容された前記検査用チップの前記混合流路を加熱する加熱部と、前記検査用チップの前
記検査流路で混合溶液の検査を行なう検出部と、を有すシステム本体と、
を有し、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を前記
加熱部の熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を前記検査用チップと前記システム本
体の少なくとも一方に有し、
前記加熱部および断熱部が、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子から構成されているこ
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とを特徴とするマイクロ総合分析システム。
（構成１０）
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、試料と試薬の混合溶液を冷
却するように構成されていることを特徴とする構成１〜９のいずれかに記載のマイクロ総
合分析システム。
（構成１１）
マイクロポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部と、
マイクロポンプにより注入された試料および試薬を混合させ、加熱により反応処理させ
る混合流路と、
前記混合流路を加熱する加熱部と、

40

前記混合流路で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路
と、を備え、
前記混合流路と前記検査流路とが一連の流路で連続的に接続された検査用チップであっ
て、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を、前
記加熱から断熱して温度上昇を防止する断熱部を有し、
前記加熱部および断熱部が、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子から構成されているこ
とを特徴とする検査用チップ。
（構成１２）
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前記加熱部が、
試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記混合流路の加熱される前記被加
熱流路の前記入口端を加熱して試料と試薬の反応処理を行うものであって、
前記反応処理を行った後、ただちに前記断熱部が前記出口端を冷却することを特徴とす
る構成１１に記載の検査用チップ。
（構成１３）
前記加熱部が前記反応処理を行った後、副反応が生じる前に前記断熱部が前記出口端を
冷却するように制御されていることを特徴とする構成１１または１２に記載の検査用チッ
プ。
（構成１４）

10

試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、
前記断熱部が前記入口端と前記出口端を冷却することを特徴とする構成１１〜１３のい
ずれかに記載の検査用チップ。
（構成１５）
構成１１〜１４のいずれかに記載の検査用チップを脱着自在に装着して、
前記検査用チップ内の試料の検査を実施するように構成したことを特徴とするマイクロ
総合分析システム。
（方法１）
試料および試薬を混合させ、加熱による反応処理を行わせる混合流路と、前記混合流路
で混合、反応処理された混合溶液に対して所定の検査が行われる検査流路と、を有し、こ
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れらの混合流路と検査流路とが一連の流路で連続的に接続された検査用チップと、
前記検査用チップを装着し、前記検査を行うシステム本体と、
を用いた検査方法であって、
前記混合流路の加熱される被加熱流路の入口端と出口端の両端部に連接する流路を加熱
部の熱から断熱して温度上昇を防止するとともに、
前記加熱および前記断熱を、
電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う同一のペルチェ素子によって行うことを特
徴とする検査方法。
（方法２）
試料と試薬とが前記混合流路で混合された直後に、前記加熱部が前記混合流路の加熱さ
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れる被加熱流路の前記入口端を加熱して反応処理を行い、
該反応処理の直後に、前記出口端をただちに冷却することを特徴とする方法１に記載の
検査方法。
（方法３）
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行った後、副反応が生じる前に前記出口端
を冷却することを特徴とする方法１または２に記載の検査方法。
（方法４）
試料と試薬の混合溶液を加熱して反応処理を行う直前まで、試料と試薬の混合溶液を冷
却することを特徴とする方法１〜３のいずれかに記載の検査方法。
【００３２】

40

以下、本発明の実施形態の詳細を説明する。
【００３３】
本明細書において、「流路エレメント」とは、検査用チップに設置される機能部品をい
う。「微細流路」は、本発明の検査用チップ（マイクロリアクタ・チップ）に形成された
微小な溝状の流路のことである。試薬類などの収容部、反応部位もしくは検出部位が、容
量の大きい広幅の液溜め状に形成されている場合にも、これらを含めて「微細流路」とい
うこともある。微細流路内を流れる流体は、実際は液体であることが多く、具体的には、
各種の試薬類、試料液、変性剤液、洗浄液、駆動液などが該当する。「遺伝子」とは、何
らかの機能を発現する遺伝情報を担うＤＮＡまたはＲＮＡをいうが、単に化学的実体であ
るＤＮＡ、ＲＮＡの形でいうこともある。分析対象である標的物質を「アナライト」とい
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うこともある。
マイクロ総合分析システム
本発明による本実施形態のマイクロ総合分析システムは、マイクロポンプに連通させる
ための流路開口を有するポンプ接続部と、微細流路と、該微細流路の温度調節領域に含ま
れ、選択的に加熱される微細流路領域の両端部を加熱側に対して断熱する手段と、が設け
られた検査用チップと、システム本体と、を備え、そのシステム本体は、少なくともベー
ス本体と、そのベース本体内に配置され、該検査用チップに連通させるための流路開口を
有するチップ接続部と、複数のマイクロポンプとを含むマイクロポンプユニットと、検出
処理装置と、少なくとも該マイクロポンプユニットの機能と該検出処理装置の機能とを制
御する制御装置と、を備え、該検査用チップのポンプ接続部と該マイクロポンプユニット

10

のチップ接続部とを液密に密着させた状態で該検査用チップを該ベース本体内に装着した
後、該検査用チップにおいて検体中の標的物質を分析することを特徴としている。
【００３４】
本発明は、種々の実施の形態において、本発明の趣旨に沿って任意の変形、変更が可能
であり、それらは本発明に含まれる。すなわち、本発明のマイクロ総合分析システムの全
体または一部について、構造、構成、配置、形状形態、寸法、材質、方式、方法などを本
発明の趣旨に合致する限り、種々のものにすることができる。
【００３５】
以下、本発明の実施の形態（実施例）を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３６】

20

図１は、本発明の検査用マイクロチップを用いたマイクロ総合分析システムの実施例を
示した概略斜視図、図２は、図１のマイクロ総合分析システムのベース本体に検査用チッ
プを装着した状態を示した装置本体内部の概略図、図１０は、図１のマイクロ総合分析シ
ステムの検査用マイクロチップを示した概略斜視図である。
【００３７】
図１において、１は、全体で、本発明の検査用マイクロチップを用いたマイクロ総合分
析システム（以下、単に「分析システム」とも言う）を示している。
【００３８】
分析システム１は、図１に示したように、システム装置本体１０を備えており、システ
ム装置本体１０には、その正面部分に、検査用マイクロチップ５０を内部に取り入れるた
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めの検査用チップ出入口１４と、システム装置本体１０内で行われる所定の検査結果を出
力する表示部１９とが設けられている。
【００３９】
検査用マイクロチップ５０は、チップ搬送トレイ２２上に載置された後、検査用チップ
出入口１４からシステム装置本体１０内に取り入れられ、装着される。
【００４０】
システム装置本体１０の内部には、図２に示したように、チップ搬送トレイ２２上に載
置された検査用マイクロチップ５０の送液、反応、検出等を制御するための各種の装置が
設けられている。
【００４１】
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本実施例では、検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部６４と接続して、検体や処理
液を所定箇所に移動させるマイクロポンプユニット２６と、マイクロポンプユニット２６
の送液制御を行うポンプ制御装置２８を備えている。
【００４２】
図１は、本発明のマイクロ総合分析システムの一実施形態における構成を示した概念図
である。かかる実施形態では、図示したように検査用マイクロチップ５０とともに、この
チップを収容する装置として、反応のための加熱・冷却ユニット（ペルチェ素子１３４、
ヒータ１３６）と、送液用マイクロポンプ、駆動液タンク３０およびチップ接続部を有す
るマイクロポンプユニット２６と、その送液、温度、反応の各制御に関わる制御装置（図
示せず）と、光学検出系（ＬＥＤ１４０、フォトダイオード１４２など）を含み、データ
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の収集（測定）および処理をも受け持つ検出処理装置（図示せず）とを備えているシステ
ム装置本体１０がある。
【００４３】
さらに、本発明の本実施形態におけるマイクロ総合分析システムは、上記の検査用マイ
クロチップを脱着自在に装着して、検査用マイクロチップの検査部の検査を実施するよう
に構成されている。
【００４４】
このように構成することによって、携帯に便利で、取り扱いに優れた検査用マイクロチ
ップを検査装置に装着するだけで、特別な技術、複雑で煩雑な操作を必要とすることなく
、正確にかつ迅速に所定の検査を実施することが可能である。

10

【００４５】
検査用マイクロチップ５０は、一般に分析チップ、マイクロリアクタ・チップなどとも
称されるものと同等である。検査用チップは、例えば樹脂、ガラス、シリコン、セラミッ
クスなどを材料とし、そこに微細加工技術によりその幅および高さが約１０μｍ〜数百μ
ｍのマイクロオーダーのサイズを有する微細流路を形成したものである。その縦横のサイ
ズは、通常、数十ｍｍ、高さが数ｍｍ程度である。
【００４６】
上記チップでは、各種試薬の収容部、検体収容部などの各収容部内の液体が、マイクロ
ポンプに連通させるための流路開口を有するポンプ接続部６４によってこれらの各収容部
に連通された上記マイクロポンプによって送液される。
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【００４７】
検査用マイクロチップ５０以外の構成要素については、これらを一体化したシステム装
置本体１０とし、検査用マイクロチップ５０をこの装置本体に着脱するように構成するこ
とが望ましい。またマイクロポンプは、検査用マイクロチップ５０に設けることも可能で
あるが、通常、複数のマイクロポンプが装置本体に組み込まれる。これら複数のマイクロ
ポンプと、検査用チップに連通させるための流路開口を有するチップ接続部とを含むマイ
クロポンプユニットが、本発明システム本体のベース本体内に配置されている。図示した
ように検査用マイクロチップ５０を該装置本体に装着し、面同士で重ね合わせることによ
り検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部を装置本体のマイクロポンプユニットにある
チップ接続部のポートに接続するようになっている。
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【００４８】
マイクロポンプを制御する電気制御系統の装置は、流量の目標値を設定し、それに応じ
た駆動電圧をマイクロポンプに供給している。そうした制御を受け持つ制御装置について
も、後述するように本発明システムの装置本体に組み込んで、検査用チップのポンプ接続
部を装置本体のマイクロポンプユニットのチップ接続部に接続させた場合に作動制御させ
るようにしてもよい。
【００４９】
光学的検出、データの収集および処理を受け持つユニットである検出処理装置は、例え
ば可視分光法、蛍光測光法などの手法が適用される場合、その光学的測定の手段として特
に限定されないが、LED、光電子増倍菅、フォトダイオード、CCDカメラなどがその構成要
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素としてシステム装置本体内に適宜設置されることが望ましい。
【００５０】
少なくとも前記マイクロポンプユニットの機能と検出処理装置の機能とを制御する制御
装置が本発明システムの装置本体に組み込まれている。その制御装置は、さらに温度管理
、測定データの記録と処理なども含めてシステムを統括的に制御支配させてもよい。
この場合の制御装置は、予め送液の順序、容量、タイミングなどに関して設定された諸
条件が、マイクロポンプおよび温度の制御とともにプログラムの内容として分析システム
に搭載されたソフトウェアに組み込まれている。
測定試料である検体の前処理、反応および検出の一連の分析工程は、前記のマイクロポ
ンプ、検出処理装置および制御装置とが一体化されたシステム装置本体１０にチップを装
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着した状態で行なわれる。
装着したチップに試料を注入してから、あるいは試料を注入したチップを装置本体に装
着してから分析を開始してもよい。試料および試薬類の送液、前処理、混合に基づく所定
の反応および光学的測定が、一連の連続的工程として自動的に実施され、測定データが、
必要な条件、記録事項とともにファイル内に格納される形態が望ましい。
【００５１】
従来の分析チップでは、異なる分析または合成などを行う場合には、変更される内容に
対応するマイクロ流体デバイスをその都度構成する必要があった。これとは異なり、本発
明のマイクロ総合分析システムでは脱着可能な上記チップのみ交換すればよい。各流路エ
レメントの制御変更も必要となる場合には、装置本体に格納された制御プログラムを適宜

10

変更すればよい。
検査用チップ
本発明のシステムに用いられる検査用マイクロチップ５０は、マイクロリアクタとして
化学分析、各種検査、試料の処理・分離、化学合成などに利用されるように、各流路エレ
メントまたは構造部が、機能的に適当な位置に微細加工技術により配設されている。検査
用マイクロチップ５０には、流体収容部として検体液を収容する検体収容部のほか、各試
薬を収容するための複数の試薬収容部が設けられ、この試薬収容部には所定の反応に用い
る試薬類、洗浄液、変性処理液などが収容される。これは、場所や時間を問わず迅速に検
査ができるように、予め試薬が収容されていることが望ましいためである。チップ内に内
蔵される試薬類などは、蒸発、漏失、気泡の混入、汚染、変性などを防止するため、その
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試薬部の表面が密封処理されている。
【００５２】
本発明の検査用チップにおける好ましいその構造は、溝形成基板および被覆基板なる基
本的基板を用いて、構造部として、ポンプ接続部、弁基部および液溜部（試薬収容部、検
体収容部などの各収容部、廃液貯留部）、送液制御部、逆流防止部、試薬定量部、混合部
などの構造部を形成するとともに、流路が少なくとも該溝形成基板上に形成されており、
該溝形成基板における、少なくともこれらの構造部、該流路および検出部に被覆基板を密
着させて覆い、少なくとも検出部を光透過性の被覆基板を密着させて覆うことを特徴とし
ている。
【００５３】
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検査用チップの基本構造は、通常は１以上の成形材料を適宜組み合わせて作製されるが
、その成形材料として様々な成形材料が使用可能であり、個々の材料特性に応じて使用さ
れる。
例えばポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネ
ート、ポリテトラフルオロエチレンなどのフルオロカーボン樹脂、ポリジメチルシロキサ
ンなどのポリシロキサン系ポリマー、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルアルコール
、エチレン−ビニルアルコール共重合体などのポリオレフィン系ポリマー、ポリエチレン
テレフタレートやポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル系ポリマー、６−ナイ
ロン、６，６−ナイロンなどのポリアミド系ポリマー、環状シクロオレフィン樹脂、ポリ
アリレート樹脂、酢酸セルロースやニトロセルロースのようなセルロース系ポリマー、各
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種の無機ガラス、シリコン、セラミックス、金属などが挙げられる。
なかでもポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリジメチルシロキ
サンなどのポリシロキサン系ポリマー、シリコン、ガラスなどが好ましい。
もっとも本発明はこれらの例示に限定されるものではない。
【００５４】
このように材料の選択肢は幅広く各種の材料を用いることができるが、加工性、耐薬品
性、耐熱性、廉価性などを満たすことが望まれる。このような要求すべてに応え得る、優
れた単一の材料はないために、チップの構造、用途、検出方法などを考慮してチップ材料
を適切に選択することが求められる。また複数の材料を適宜組み合わせたチップも作製さ
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れている。また多数の測定検体、とりわけ汚染、感染のリスクのある臨床検体を対象とす
るチップに対しては、ディスポーサブルであることが望まれ、さらに多用途対応性、量産
性なども具えることが望ましい。
【００５５】
以上の観点から本発明のシステムに使用される検査用チップにおいては、その流路、流
路エレメントおよび躯体は、チップを製造容易なディスポーサブルタイプとするために、
量産可能であり、軽量で衝撃に強く、焼却廃棄が容易なプラスチック樹脂で形成される。
用いられるプラスチック樹脂は、好ましくは加工成形性、非吸水性、耐薬品性、耐熱性
、廉価性などの特性が良好であることが望まれる。
溝形成基板には、ポリスチレン系樹脂が好ましい。ポリスチレンが、透明性、機械的特

10

性および成形性に優れて微細加工がしやすいからである。これらの材質特性を少しでも多
く有するプラスチックを使用すれば、チップを構成する部材の種類は少なくなり、加工製
造の工程も複雑化しない。
【００５６】
分析の都合により100℃近くに加熱する必要がある場合には、耐熱性に優れる樹脂、例
えばポリカーボネート、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンツイミダゾール、ポ
リエーテルエーテルケトンなどに変更する必要がある。
【００５７】
アナライトの検出を行う反応を進行させるために、マイクロリアクタの流路の所定箇所
または反応部位を所望する温度まで加熱することが多い。加熱領域において局所的に加熱
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する温度は、通常１００℃程度までである。他方、高温では不安定になる検体、試薬類を
冷却する必要に迫られることもある。チップ内のそうした局所的な温度の昇降を考慮して
、適切な熱伝導率の材料を選択することが望ましい。このような材質としては、樹脂材、
ガラス材などを挙げることができ、熱伝導率が小さい材質でこれらの領域を形成すること
により、面方向への熱伝導が抑制され、加熱領域のみ選択的に加熱することができる。
【００５８】
蛍光物質または呈色反応の生成物などを光学的に検出するために、検査用チップ表面の
うち少なくとも微細流路の検出部位を覆うその検出部分は、光透過性である部材であるこ
とが必要である。
したがって、光透過性の被覆基板は、透明な材料、アルカリガラス、石英ガラス、透明
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プラスチック類が使用可能である。その被覆基板は、透明板として、該溝形成基板上の、
少なくともこれらの構造部、該微細流路および検出部を覆う形態となるように、溝形成基
板と接着されている。なお、そうした被覆基板が、チップ上面全体を覆う形態でも構わな
い。
微細流路
マイクロリアクタとしての検査用チップの流路は、基板上に目的に応じて予め設計され
た流路配置に従って、形成される（図７、図９（ａ）、図９（ｂ））。
流体が流れる流路は、例えば幅数十〜数百μｍ、好ましくは５０〜１００μｍ、深さ２
５〜２００μｍ程度、好ましくは５０〜１００μｍに形成されるマイクロメーターオーダ
ー幅の微細流路である。流路幅が５０μｍ未満であると、流路抵抗が増大し、流体の送出
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および検出上不都合である。
幅５００μｍを超える流路ではマイクロスケール空間の利点が薄まる。その形成方法は
、従来の微細加工技術による。
典型的にはフォトリソグラフィ技術による感光性樹脂による微細構造の転写が好適であ
り、その転写構造を利用して、不要部分の除去、必要部分の付加、形状の転写が行われる
。
チップの構成要素を型どるパターンをフォトリソグラフィ技術により作製し、このパタ
ーンを樹脂に転写成形する。
したがって、検査用チップの微細流路を形成する基本的基板の材料は、サブミクロンの
構造も正確に転写でき、機械的特性の良好なプラスチックが好ましく用いられる。ポリス
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チレン、ポリジメチルシロキサンなどは形状転写性に優れる。必要であれば射出成形、押
し出し成形などによる加工も使用してもよい。
【００５９】
・検査用チップ微細流路の所定部位に対する温度制御
以下、図３および図４を参照しながら、本発明のマイクロ総合分析システムにおけるチ
ップの微細流路の温度制御について、好ましい実施形態を説明する。
【００６０】
加熱領域と冷却領域とを同一チップ上にともに設ける形態は、生体物質分析用のチップ
では珍しくない態様である。通常、検体、試薬類などは冷却することが望ましく、検出、
反応には高温であることが必要であるためである。温度調節領域に含まれ、選択的に加熱

10

される微細流路の例として、標的物質と試薬とを反応させる、反応部位を構成する流路を
挙げることができる。反応部位を構成する流路における反応の具体例として、アナライト
と試薬とのＰＣＲ法による遺伝子増幅反応を挙げることができる。また温度調節領域に含
まれ、選択的に冷却される微細流路の例として、検体収容部、試薬収容部および／または
複数の試薬を合流させて混合する流路を挙げることができる。この場合、前記試薬の例と
して、遺伝子増幅反応用の試薬を挙げることができる。
【００６１】
本発明では、一連の微細流路が形成されたチップにおける、選択的に加熱すべき流路部
位を含む加熱領域のチップ面に、発熱体もしくは発熱体に接続された熱伝導部材等を当接
させて該加熱領域を加熱する。あるいは、選択的に冷却すべき流路部位を含む冷却領域の
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チップ面に、冷却体もしくは冷却体に接続された熱伝導部材等を当接させて該冷却領域を
冷却させる。このような加熱領域および冷却領域は、検査用チップの温度調節領域として
、システムの温度管理下に置かれる。
【００６２】
図３は、一実施形態における検査用チップの反応部流路と試薬混合流路の周辺、および
チップ面に当接する加熱部材、放熱部材および冷却部材の当接位置における断面図である
。
本実施形態では、システム本体に備える制御部の温度制御に関わる各部材を、機能の異
なる各微細流路に配置して各領域の選択的な加熱、冷却および放熱を行っている。
すなわち反応部流路６０を含む加熱領域３３に加熱部材３５を押し付けて所定温度に加

30

熱し、これに隣接する他の流路６１を含む非加熱領域３４に放熱部材３８を押し付けて常
温に維持し、試薬類が混合される試薬混合流路３９を含む冷却領域３７に冷却部材３６を
押し付けて所定温度に冷却している。
【００６３】
本実施形態では、検体もしくは検体から抽出した生体物質（例えばＤＮＡまたはそれ以
外の生体物質）と試薬との反応、例えば遺伝子増幅反応を行う微細流路である反応部流路
６０を含む加熱領域３３（一点鎖線で囲んだチップ領域）におけるチップ面３１ａに、加
熱部材３５を押し付けてこの加熱領域３３を局所的に加熱している（図４）。
加熱領域３３では、チップ厚さが好ましくはそのチップ面方向の幅Ｗの１／２以下とさ
れる。これにより加熱部材３５からの熱が加熱領域３３における厚さ方向へ充分に行き渡
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り、チップ厚さ方向に温度勾配が生じることなく均一に所定温度まで加熱することができ
る。
【００６４】
図４において加熱部材３５は、システム本体に検査用チップを装着することによりチッ
プ面３１ａに押し当てられる。加熱部材３５としては、通電により抵抗体を発熱させ、直
接にあるいは誘電体等を介して熱を伝達する面状発熱体（ヒータ）、ヒータに熱伝導率の
高い部材、例えばアルミニウム等の金属部材を接続してこの部材面をチップ面３１ａに当
接させるようにしたもの、およびペルチェ素子を挙げることができる。
加熱部材３５は、加熱領域３３の均一な加熱、あるいは迅速な昇温のために必要であれ
ば、チップ３１の両面に配置してもよい。
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【００６５】
加熱部材３５には温度センサが設けられ、温度センサにより計測した温度に基づいて加
熱部材３５への通電等を制御する。また、温度センサは、加熱動作に関する制御プログラ
ムが格納されたメモリを有するコントローラに接続され、コントローラは当該プログラム
に従って、加熱部材３５に接続された電源回路を制御する。加熱領域３３における加熱温
度は、例えば１００℃程度までである。
【００６６】
このようにして検査用チップに形成された一連の微細流路における複数の機能部位のそ
れぞれにおいて、選択的かつ均一な加熱もしくは冷却を行うことができる。
【００６７】

10

本実施形態の構成は、検体もしくは検体から抽出した生体物質の分析、特にＰＣＲ法に
より遺伝子増幅反応を行う場合に好ましく用いられる。PCRのサイクルでは、迅速な昇温
、具体的には４０℃程度から９０℃程度まで急速に昇温させることが求められ、頻繁に温
度の昇降を繰り返す必要があるために好適である。
【００６８】
・温度分布管理
PCR法を含むバイオアッセイおよび合成反応では、温度条件を厳密にしないと反応の成
否に影響したり、反応の制御に支障が生じることも往々にしてある。例えばPCRでは、温
度条件のみならずその加熱時間を厳密に管理することが求められる。反応部流路に中間温
度領域が存在すると、副反応として非特異的な増幅が生じ、これにより標的配列の増幅が
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阻害されてしまう。このため目的の増幅反応が充分に起こらない可能性もある。したがっ
て遺伝子増幅などが行なわれる反応部流路とその両端との温度差は、画然としていること
が望ましい。このことは流路から試薬、検体およびそれらの混合液体が失われることを防
止する観点からも利点がある。微細流路の液体が蒸発などにより失われる原因は、チップ
のシステム本体との密着面に閉じ込められた空気が膨張し、気泡となって流路内の流路圧
力を上げ、それにより液体が押し出される。さらに空気が抜ける際に密着面にできる隙間
に試薬などが入りこんでそこから試薬などが漏れるためと想定されている。また、加熱領
域内もしくはその近傍の液体内部から上記の気泡が形成することも、流路内の液体の喪失
とそうした気泡によるトラブルの発生に関わっている。
【００６９】
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微細流路における温度調節領域、とりわけ加熱領域とその隣接領域とは、加熱側に対し
、断熱手段により有効に熱伝導が遮断され、両者間に温度勾配が生じることなく厳密に断
熱されている限り、流路に存在する中間温度領域も少なくなる。このような温度調節に伴
って所定の温度調節領域に隣接した外側の流路が加熱されることを充分に防止することが
できる。
【００７０】
本発明のマイクロ総合分析システムにおいて、断熱手段の具体的態様は、特に限定され
ないが、好ましい手段として、以下のいずれか、またはそれらの組み合わせが望ましい。
【００７１】
選択的に加熱される微細流路領域の両端部を加熱側に対して断熱する手段として、まず
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、その両端部を冷却する部材が挙げられる。かかる冷却部材を図３に示すように当該両端
部へ当接する。冷却部材３６としては、ペルチェ素子が好ましい（図３）。ペルチェ素子
には、その熱を放熱するためにヒートシンクを接触配置してもよい。また、熱伝導率の高
い部材、例えばアルミニウム等の金属部材からなるブロックを併用してもよい。冷却部材
３６は、冷却領域３７の均一な冷却、あるいは迅速な降温のために必要であれば、チップ
３１の両面に配置してもよい。
【００７２】
このような冷却が求められる具体的な個所の一つとして、流路内の液体の一部を加熱す
る場合の加熱領域の近傍、特に先方にある液体のメニスカスである。すなわち、液体を加
熱部で加熱工程を完了した後に次の反応工程部に液体を送液するような場合、加熱領域に
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ある液体を一定時間その場にとどめておく必要がある。そうしたときに流路内の該液体の
メニスカスを所定の温度以下に冷却しないと、液体がメニスカスから気化して蒸発してし
まい、上記のようなトラブルの原因となる。
この問題を解決するには、図５に示したように冷却域に「疎水性バルブ」を設けて、次
のような対策を講じるのが望ましい。
【００７３】
（１）

断熱域（冷却域）よりも先方、もしくは冷却域内に疎水性の液体ストッパー（

疎水性バルブ）があり、液体加熱時においてメニスカスはその疎水性バルブで止まってい
る。
【００７４】
（２）
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（１）において、さらに液体加熱時は疎水性バルブから液体が漏れない程度の

圧力でマイクロポンプによって液体に圧力が加えられている。
【００７５】
前記の選択的に加熱される微細流路領域の両端部を加熱側に対して断熱する手段の別の
態様として、その両端部の微細流路内に充填された断熱用オイルにより、加熱側からの熱
伝導を遮断する形態がある（図６）。このような断熱用オイルとして、反応試薬を使用時
まで試薬収容部に封入するための封止剤と同じオイルであることが好ましい（図６）。封
止剤は、水に対して難溶性の可塑性物質であればいずれの物質でもよいが、水に対する溶
解度が１％以下で、かつ融点が８℃〜室温（おおよそ25℃）の油脂が特に好ましい。冷蔵
保管時には固体状態で試薬を封止しており、使用時には流動状態となって試薬収容部に通
じる流路から容易に送出できるためである（図６）。具体的な脂質の例を次の表に掲げる
。さらに同じオイルを、送液される検体液もしくは検体処理液の後に流すことも望ましい
。反応部の流路両端をこれらの封止剤を断熱用オイルとして挟むことにより、反応混合液
（すなわち検体液と反応試薬）の均一な加熱および近隣への熱伝導を遮断する目的が達成
できる。断熱用オイルはオイルストッカーから供給されてもよい。オイルストッカーはシ
ステム本体に付属され、検査時には検査用チップにおける前記の選択的に加熱される微細
流路領域、例えば反応部の両端部微細流路に充填されるようにマイクロポンプによって送
出される。
【００７６】
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【表１】
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【００７７】
前記の選択的に加熱される微細流路領域の両端部を断熱する手段の好ましい別の形態は
、その両端部微細流路の断面積をより小さくした狭隘流路である。具体的には図７に示す
ように、選択的に加熱される微細流路領域の入り口と出口付近の微細流路を先後の微細流
路よりも狭くすればよい。狭くする程度は、先後の流路断面積の３／４以下、好ましくは
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２／３以下がよいが、流路抵抗に鑑みて上記流路断面は、幅および深さがいずれも５０μ
ｍを下回らないことが望ましい。より具体的には１／10〜３／４、好ましくは１／3〜２
／３ほどの流路断面積となるようにするのがよい。また狭隘にする当該流路の長さは、チ
ップ内の配置、材質なども考慮に入れて個別に設計される。これにより流路を通じた熱伝
導の効率が低下し、実質的に断熱効果が得られる。
【００７８】
選択的に加熱される微細流路領域の両端部を断熱する手段として、以上の形態のいずれ
とも併用でき、または単独に用い得る別の態様として、これら両端部およびこれに隣接す
る非加熱領域３４の少なくとも一部は、比較的熱伝導率が小さい材質（熱伝導率が１０Ｗ
／ｍ・Ｋ以下、好ましくは２Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材質）で形成することが望ましい。このよ
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うな材質としては、樹脂材、ガラス材などを挙げることができ、熱伝導率が小さい材質で
これらの領域を形成することにより、面方向への熱伝導が抑制されるので、所定の温度調
節領域のみ選択的に加熱され、実質的に断熱効果が得られる。
【００７９】
本発明による方法は、マイクロ総合分析システムにおいて、検体中の標的物質を分析す
るための検査用チップに設けられた微細流路のうち、選択的に加熱される微細流路領域の
両端部を加熱側に対して断熱する方法が、チップの少なくとも該両端部を熱伝導率が１０
Ｗ／ｍ・Ｋ以下の材質で構成するか、該両端部を冷却部材で当接して冷却するか、該両端
部の流路内に断熱用オイルを充填するか、または該両端部の流路の断面積を先後よりも小
さくして狭隘流路とするか、のうち、いずれか１以上の手段を用いる方法であることを特
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徴とする、選択的に加熱される微細流路領域の両端部を加熱側に対して断熱する方法であ
る。
マイクロポンプユニット
本発明のシステム装置本体１０は、該検査用チップに連通させるための流路開口を有す
るチップ接続部と、複数のマイクロポンプとを含むマイクロポンプユニットを構成単位と
して有している。
【００８０】
マイクロポンプは、例えば複数のマイクロポンプがフォトリソグラフィ技術などにより
形成されたチップ状のポンプユニットとしてシステム装置本体１０に組み込まれていても
よい。
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マイクロポンプとしては、アクチュエータを設けた弁室の流出入孔に逆止弁を設けた逆
止弁型のポンプなど各種のものが使用できるが、ピエゾポンプを用いることが好適である
。
図８（ａ）は、ピエゾポンプの一例を示した断面図、図８（ｂ）は、その上面図である
。このマイクロポンプには、第１液室４８、第１流路４６、加圧室４５、第２流路４７、
および第２液室４９が形成された基板４２と、基板４２上に積層された上側基板４１と、
上側基板４１上に積層された振動板４３と、振動板４３の加圧室４５と対向する側に積層
された圧電素子４４と、圧電素子４４を駆動するための駆動部（図示せず）とが設けられ
ている。
この駆動部と、圧電素子４４表面上の２つの電極とは、フレキシブルケーブルなどによ
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る配線で接続されており、かかる接続を通じて当該駆動部の駆動回路によって圧電素子４
４に特定波形の電圧を印加する構成となっている。
【００８１】
この例では、基板42として、厚さ５００μｍの感光性ガラス基板を用い、深さ１００μ
ｍに達するまでエッチングを行なうことにより、第１液室48、第１流路46、加圧室45、第
２流路47および第２液室49を形成している。第１流路46はその幅を２５μｍ、長さを２０
μｍとしている。また、第２流路47は、その幅を２５μｍ、長さを１５０μｍとしている
。
【００８２】
ガラス基板である上側基板41を、基板42上に積層することにより、第１液室48、第１流
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路46、第２液室49および第２流路47の上面が形成される。上側基板41の加圧室45の上面に
当たる部分は、エッチングなどにより加工されて貫通している。
【００８３】
上側基板41の上面には、厚さ５０μｍの薄板ガラスからなる振動板43が積層され、その
上に、例えば厚さ５０μｍのチタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）セラミックスなどからなる
圧電素子44が積層されている。
【００８４】
駆動部からの駆動電圧により、圧電素子44とこれに貼付された振動板４３が振動し、こ
れにより加圧室45の体積が増減する。第１流路46と第２流路47とは、幅および深さが同じ
で、長さが第１流路よりも第２流路の方が長くなっており、第１流路46では、差圧が大き
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くなると流路の出入り口およびその周辺で渦を巻くように乱流が発生し、流路抵抗が増加
する。一方、第２流路47では、流路の長さが長いので差圧が大きくなっても層流になり易
く、第１流路に比べて差圧の変化に対する流路抵抗の変化割合が小さくなる。
【００８５】
例えば、圧電素子44に対する駆動電圧により、加圧室45の内方向へ素早く振動板43を変
位させて大きい差圧を与えながら加圧室45の体積を減少させ、次いで加圧室45から外方向
へゆっくり振動板43を変位させて小さい差圧を与えながら加圧室45の体積を増加させると
、流体は同図のＢ方向へ送液される。逆に、加圧室45の外方向へ素早く振動板43を変位さ
せて大きい差圧を与えながら加圧室45の体積を増加させ、次いで加圧室45から内方向へゆ
っくり振動板43を変位させて小さい差圧を与えながら加圧室45の体積を減少させると、流
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体は同図のＡ方向へ送液される。
【００８６】
なお、第１流路と第２流路における、差圧の変化に対する流路抵抗の変化割合の相違は
、必ずしも流路の長さの違いによる必要はなく、他の形状的な相違に基づくものであって
もよい。
【００８７】
上記のように構成されたピエゾポンプによれば、ポンプの駆動電圧および周波数を変え
ることによって、所望する流体の送液方向、送液速度を制御できるようになっている。図
８（ａ）、図８（ｂ）には図示されていないが、第１液室48には、駆動液タンク３０につ
ながるポート72が設けられており、その第１液室は、「リザーバ」の役割を演じ、ポート
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72で駆動液タンク３０から駆動液の供給を受けている。第２液室49はマイクロポンプユニ
ット２６の流路を形成し、その流路の先にチップ接続部のポート73があり、検査用チップ
の「ポンプ接続部」12とつながる。
【００８８】
図８（ｃ）に、このポンプの他の例を示した。この例では、ポンプをシリコン基板７１
、圧電素子４４、および図示しないフレキシブル配線から構成している。シリコン基板７
１は、シリコンウエハをフォトリソグラフィ技術により所定の形状に加工したものであり
、エッチングにより加圧室４５、第１流路４６、第１液室４８、第２流路４７、および第
２液室４９が形成されている。
第１液室４８にはポート７２が、第２液室４９にはチップ接続部のポート７３がそれぞ
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れ設けられており、例えばこのピエゾポンプを図１の検査用マイクロチップ５０とは別体
とする場合には、このポート７３を介して検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部６４
と連通する。
例えば、ポート７２、７３が穿孔された基板と、検査用チップのポンプ接続部近傍とを
上下に重ね合わせることによって、ポンプを検査用マイクロチップ５０に接続することが
できる。また、前述したように、１枚のシリコン基板に複数のポンプを形成することも可
能である。
この場合、検査用マイクロチップ５０と接続したポートの反対側のポートには、駆動液
タンク３０が接続されていることが望ましい。ポンプが複数個ある場合、それらのポート
は共通の駆動液タンクに接続されてもよい。
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【００８９】
上記マイクロポンプと、図１に示した本発明システムとの関係を以下説明する。図１の
例では、マイクロポンプは、検査用マイクロチップ５０とは別の装置としてシステム本体
に属し、駆動液タンクと連通している。マイクロポンプは、検査用マイクロチップ５０と
は、両者が互いに所定の形態で接合したときに、マイクロポンプユニット２６にあるチッ
プ接続部のポート73と、検査用チップにあってマイクロポンプに連通させるための流路開
口を有するポンプ接続部６４とが連結して検査用チップの流路と連通するようになる。
【００９０】
図９（ａ）、図９（ｂ）は、マイクロポンプとしてのピエゾポンプを図１の検査用マイ
クロチップ５０とは別体とした場合における検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部周
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辺の構成を示す。この図でマイクロポンプの流体送出用のポートから検査用チップの流路
へと連通するポンプ接続部６４から下流の流路が検査用チップ上にある。図９（ａ）は駆
動液を送液するポンプ部の構成を示し、図９（ｂ）は試薬を送液するポンプ部の構成を示
している。ここで、24は駆動液の収容部であり、図１の駆動液タンクに相当する。駆動液
は鉱物油などのオイル系、あるいは水系のいずれであってもよい。25は、予め収容された
試薬を封止する封止液の収容部である。この封止液は、微細流路への漏出により試薬が反
応してしまうこと等を防止するためのものであり、使用前に、検査用チップが保管される
冷蔵条件下では、固化もしくはゲル化しており、使用時、室温にすると融解し流動状態と
なる。封止液は、微細流路中に充填してもよく、あるいは封止液用に設けられた貯留部に
充填してもよい。
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【００９１】
なお、別の態様として、マイクロポンプそのものも検査用チップ上に組み込むことも可
能である。特にチップ上の流路が比較的単純であり、繰り返し使用を前提とするような目
的または用途、例えば化学合成反応用の検査用チップとする場合にはこの形態を採り得る
。
【００９２】
・検査用チップの実施態様
検査用マイクロチップ５０は、例えば５０×７６×３ｍｍの大きさの矩形板状であり、
好ましくは自己シール性を有する弾性材料からなり、少なくとも検出部では透明または半
透明である。このような自己シール性を有するチップは、ガラス基板などの表面に載せる
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だけで自己吸着により密着する。かかる検査用チップの材料として、例えばシリコンゴム
の一種であるＰＤＭＳ（Polydimethylsiloxane）が用いられる。
【００９３】
検査用マイクロチップ５０には、分析用または化学合成用の微細流路がパターニングさ
れている。微細流路の寸法形状の例を挙げると、幅が１００μｍ程度、深さが１００μｍ
程度の断面矩形の溝である。検査用チップ内には、ポンプ接続部、微細流路、検体収容部
、試薬収容部、送液制御部、反応部、検出部などが設けられ、それぞれ流路で連絡されて
いる。さらに送液の精度を高めるために、逆流防止部、定量送液機構なども配設すること
が望ましい。上記以外の種々の構成および材料を採用することができる。
【００９４】
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・分析の実施態様
本発明のマイクロ総合分析システムに用いられる前記検査用チップは、以下の処理を行
なうことができる、一連の微細流路が形成されたチップである：
該検査用チップのポンプ接続部と前記マイクロポンプユニット２６のチップ接続部とを
液密に密着させた状態で該検査用チップをベース本体内に装着した後、検体収容部に収容
された検体または該検体を流路内で処理した処理液に含まれる標的物質と、試薬収容部に
収容された試薬とを、反応部位を構成する流路へ送液して合流させて、これらを反応させ
た後、得られた反応生成物質もしくはその処理物質を、検出部位を構成する流路へ送液し
てその検出を前記検出処理装置により行なう。
【００９５】

40

・検体
本発明の測定対象となる検体は、生体由来のアナライト含有試料である。試料自体にも
特に制限はないが、例えば全血、血漿、血清、バフィーコート、尿、糞便、唾液、喀痰な
ど生体由来のほとんどの試料が該当する。
【００９６】
遺伝子検査の場合、増幅反応の鋳型となる核酸として遺伝子、ＤＮＡまたはＲＮＡがア
ナライトである。検体は、このような核酸を含む可能性のある試料から調製または単離し
たものであってよい。したがって上記の試料の他に、細胞培養物；ウィルス、細菌、カビ
、酵母、植物、動物などの核酸含有試料；微生物などが混入または含有する可能性のある
試料、その他核酸が含有されている可能性のあるあらゆる試料が対象となる。そのような
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試料から遺伝子、ＤＮＡまたはＲＮＡを調製する方法は、特に限定されず、従来技術を使
用することができる。本発明のマイクロ総合分析システムは、従来の装置を使用して行う
手作業の場合に比べて、必要とされる検体量は極めて少ない。例えば、縦横の長さが数ｃ
ｍのチップに２〜３μＬ程度の血液検体を注入するだけでよい。例えば遺伝子の場合、Ｄ
ＮＡとして０．００１〜１００ｎｇである。このため、微量の検体しか得られない場合も
含めて、本発明のシステムによる生体物質検査は検体面からの制約が少なく、必然的に試
薬類も少ない量で済み、検査コストの低減となる。
【００９７】
・遺伝子検査
本発明のシステムは、特に遺伝子または核酸（DNA、RNA）の検査に好適に用いることが
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できる。その場合、検査用マイクロチップ５０の微細流路はＰＣＲ増幅に適した構成とさ
れるが、遺伝子検査以外の生体物質についても基本的な流路構成はほぼ同一になるといえ
る。通常は検体前処理部、試薬類、プローブ類を変更すればよく、その場合、送液エレメ
ントの配置、数などは変化するであろう。当業者であれば、例えばイムノアッセイ法のた
めに必要な試薬類などを検査用マイクロチップ５０に搭載し、若干の流路エレメントの変
更、仕様の変更を含む修正を施すことにより、分析の種類を容易に変更することができる
。ここにいう遺伝子以外の生体物質とは、各種の代謝物質、ホルモン、タンパク質（酵素
、抗原なども含む）などをいう。
【００９８】
検査用マイクロチップ５０の好ましい一態様では、一つのチップ内において、検体もし
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くは検体から抽出したアナライト（例えば、ＤＮＡ、RNA、遺伝子）が注入される検体収
容部と、検体の前処理を行う検体前処理部と、プローブ結合反応、検出反応（遺伝子増幅
反応または抗原抗体反応なども含む）などに用いる試薬が収容される試薬収容部と、ポジ
ティブコントロールが収容されるポジティブコントロール収容部と、ネガティブコントロ
ールが収容されるネガティブコントロール収容部と、プローブ（例えば、遺伝子増幅反応
により増幅された検出対象の遺伝子にハイブリダイズさせるプローブ）が収容されるプロ
ーブ収容部と、これらの各収容部に連通する微細流路と、前記各収容部および流路内の液
体を送液する別途のマイクロポンプに接続可能なポンプ接続部と、が設けられている。
【００９９】
一方、検査用マイクロチップ５０は、図１０に概略を示したような構造となっている。
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【０１００】
すなわち、検査用マイクロチップ５０は、検体５４を収容する検体収容部５２と、試薬
５８が検査用マイクロチップ５０に予め封入された試薬収容部５６とを備えている。
【０１０１】
そして、試薬収容部５６は、複数設けられており、その上流側においてそれぞれ、ポン
プ流路５１を介して、図２に示したマイクロポンプと接続するためのポンプ接続部６４が
設けられている。また、試薬収容部５６は、Ｙ字流路の合流部５５を介して、下流側の反
応流路６０に接続されている。
【０１０２】
また、検体収容部５２は、上流側においてポンプ流路５７を介して、図２に示したマイ
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クロポンプと接続するためのポンプ接続部６４が設けられている。そして、これらの検体
収容部５２は、複数の流路に分岐した下流側の検体供給流路５３を介して、下流側におい
てそれぞれ、Y字流路の合流部５５を介して、下流側の反応流路６０、分析流路６１に接
続されている。
【０１０３】
なお、これらの各流路５１、５３、５７、６０などは、弁部等が適宜の位置に配置され
、例えば送液量の定量、各液体の混合などの制御がなされている。
【０１０４】
また、このような検査用マイクロチップ５０は、プラスチック樹脂、ガラス、シリコン
、セラミックスなどの１以上の部材を適宜組み合わせて作製される一枚のチップとするの
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が望ましい。
【０１０５】
また、検査用マイクロチップ５０の微細流路および躯体は、加工が容易であり安価であ
り、焼却廃棄が容易なプラスチック樹脂で形成されるのが好ましい。
【０１０６】
例えば、ポリスチレン樹脂は、成形性に優れ、ストレプトアビジンなどを吸着する傾向
が強く、微細流路上に検出部位を容易に形成することができる。微細流路は、幅および深
さが例えば約１０μｍ〜数百μｍに形成される。
【０１０７】
また、蛍光物質または呈色反応の生成物などを光学的に検出するために、検査用マイク
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ロチップ５０の表面のうち少なくとも微細流路の検出部位を覆うその検出部分は透明であ
る部材、好ましくは透明なプラスチックとなっているのが望ましい。
【０１０８】
そして、このように試薬収容部５６に収容された試薬５８は、Y字流路の合流部５５を
介して、下流側の反応流路６０に供給される。一方、検体収容部５２に収容された検体５
４はそれぞれ、複数の流路に分岐した下流側の検体供給流路５３を介して、Y字流路の合
流部５５を介して、下流側の反応流路６０に供給される。
【０１０９】
これによって、反応流路６０において、検体５４と各試薬５８とが混合され、昇温等に
より反応が開始される。そして、反応流路６０の下流側に設けられた分析流路６１に設け
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られた検出部位において、光を照射するＬＥＤ１４０と、透過した光を受光するフォトダ
イオード１４２から成る検出装置１４４によって、反応が検出されるようになっている。
【０１１０】
なお、図３に示したように、これらの反応流路６０、分析流路６１は、複数の流路に分
かれているが、これらはポジティブコントロールとの反応、検出系、ネガティブコントロ
ール反応、検出系を構成している。
【０１１１】
このように構成されるマイクロ総合分析システム１では、以下のように作動されるよう
になっている。
【０１１２】
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すなわち、予め試薬５８が封入された検査用マイクロチップ５０の検体収容部５２に検
体液を注入して、その検査用マイクロチップ５０を、システム装置本体１０の検査用チッ
プ出入口１４の外部に予め突出するように移動されたチップ搬送トレイ２２上に載置する
。
【０１１３】
これにより、チップ搬送トレイ２２が、検査用チップ出入口１４からシステム装置本体
１０内に取り入れられ、装着される。これによって、システム本体に装着され、送液用の
マイクロポンプを作動させるための機構的連結がなされる。従って、システム本体に検査
用マイクロチップ５０を装着すると、検査用マイクロチップ５０は作動状態となる。
【０１１４】
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すなわち、マイクロポンプユニット２６には、例えば、検体収容部５２、複数の試薬収
容部５６、ポジティブコントロール収容部、ネガティブコントロール収容部など、上流側
から駆動液２９によって押し出して送液すべき部位の数に対応して複数のマイクロポンプ
が設けられている。
【０１１５】
そして、検査用マイクロチップ５０をシステム本体に装着することによって、検査用マ
イクロチップ５０のポンプ接続部６４を介して、検査用マイクロチップ５０へマイクロポ
ンプが接続され、マイクロポンプとして機能する構成となっている。
【０１１６】
すなわち、マイクロポンプユニット２６には、複数のマイクロポンプと、検査用マイク
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ロチップ５０に連通させるための流路開口を有するチップ接続部６６と、が設けられてい
る。
【０１１７】
一方、検査用マイクロチップ５０には、マイクロポンプに連通させるための流路開口を
有するポンプ接続部６４が設けられており、検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部６
４とマイクロポンプユニット２６のチップ接続部６６とを液密に密着させることによって
、マイクロポンプを検査用マイクロチップ５０のポンプ流路５１、５７へ連通させること
ができるようになっている。
【０１１８】
なお、検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部６４は、マイクロポンプに連通させる

10

ための流路開口とその周囲の接触面とからなり、マイクロポンプユニット２６のチップ接
続部６６は、検査用マイクロチップ５０に連通させるための流路開口と、その周囲の接触
面とから構成されている。
【０１１９】
そして、検査用マイクロチップ５０のポンプ接続部６４の流路開口と、マイクロポンプ
ユニット側の流路開口とが合致した状態で、マイクロポンプユニット側の接触面と検査用
チップ側の接触面とを密着させることによって、検査用マイクロチップ５０のポンプ接続
部６４の流路開口と、マイクロポンプユニット側の流路開口とが接続されるようになって
いる。
【０１２０】
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なお、この密着は、例えば、検査用マイクロチップ５０とマイクロポンプユニット２６
とを加圧することによって行うことができる。また、チップ接続部６６、ポンプ接続部６
４には、例えば、テフロン（登録商標）のような軟質の樹脂からなるシール部材を配置し
て、このシール部材のシール面を検査用マイクロチップ５０とマイクロポンプユニット２
６との接触面としてもよい。
【０１２１】
そして、このような接続状態で、図２に示したように、駆動液タンク３０に収容された
、例えば、オイルやバッファー液などの駆動液２９が、ポンプ制御装置２８によって駆動
されるマイクロポンプによって送り出されるようになっている。
【０１２２】
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このようにマイクロポンプから駆動液２９を供給することによって、試薬収容部５６に
収容された試薬５８は、Y字流路の合流部５５を介して、下流側の反応流路６０に供給さ
れる。一方、検体収容部５２に収容された検体５４はそれぞれ、複数の流路に分岐した下
流側の検体供給流路５３、Y字流路の合流部５５を介して、下流側の反応流路６０に供給
される。
【０１２３】
これによって、反応流路６０において、検体５４と各試薬５８とが混合され、昇温等に
より反応が開始される。そして、反応流路６０の下流側に設けられた分析流路６１に設け
られた検出部位において、光を照射するＬＥＤ１４０と、透過した光を受光するフォトダ
イオード１４２から成る検出装置１４４によって、反応が検出されるようになっている。
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【０１２４】
ところで、検査用マイクロチップでは、例えば、検査用マイクロチップ５０が、ＩＣＡ
Ｎ法（Isothermal chimera primer initiated nucleic acid amplification）により増幅
反応を行うものである場合には、検体収容部５２には、血液もしくは喀痰から抽出した検
体が収容されている。
【０１２５】
一方、検出対象である遺伝子に特異的にハイブリダイゼーションするビオチン修飾した
キメラプライマー、鎖置換活性を有するＤＮＡポリメラーゼ、およびエンドヌクレアーゼ
を含む試薬が、試薬収容部５６に収容されている。
【０１２６】
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従って、試薬収容部５６からの試薬５８と、検体収容部５２からの検体５４とが、Y字
流路などを介して合流して、反応流路６０で混合した際には、遺伝子増幅反応を促進する
ために、５０〜６５℃、例えば、５５℃に加熱制御して、反応を促進する必要がある。
【０１２７】
しかしながら、加熱時間が長いと、検体と試薬との混合液に気泡が発生してしまい、試
薬、例えば、検出対象である遺伝子に特異的にハイブリダイゼーションするビオチン修飾
したキメラプライマーと、検体とがこの気泡の作用によって、結合するのが阻害されるこ
とになって、検査部において所期の検査を実施できないことになるおそれがある。
【０１２８】
また、加熱時間が長いと、検体と試薬との反応以外に、副反応、すなわち、目的物質以
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外の種々の物質による副反応が発生してしまい、それらの増幅産物が目的物質の増幅を阻
害することになって、所期の目的とする反応による分析を行うことが困難となって、検査
部において所期の検査を実施できないことになるおそれがある。
【０１２９】
また、ヒータによる加熱では、加熱を中止したとしても、ヒータが冷却されるまで所定
の時間を要するので、冷却されるまでの余熱時間が長いと、余熱温度の影響によって、上
記の気泡の発生、副反応の発生が生じてしまうことになる、
さらに、試薬収容部５６に収容された試薬５８は、温度の影響によって変性する性質を
有するので、このような加熱時間、余熱時間が長いと、試薬収容部５６に収容される試薬
５８が変性してしまい、検査部において所期の検査を実施できないことになるおそれがあ
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る。
【０１３０】
従って、本発明では、図２および図３に示したように、検査用マイクロチップ５０上に
接触して、反応流路６０の温度を制御する加熱冷却装置１３８を備えている。
【０１３１】
この加熱冷却装置１３８では、反応部である反応流路６０において、検体収容部５２に
収容された検体５４と、試薬収容部５６に収容された試薬５８とが反応流路６０で合流し
た直後に、検体５４と試薬５８の混合液を加熱して反応処理を行った後、ただちに冷却す
るように、予め組み込まれたプログラムに基づいて温度制御装置で制御されるように構成
されている。
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【０１３２】
従って、合流路で混合された混合試薬と、検体収容部からの検体とが合流して、混合反
応流路で混合した際に、迅速に反応に必要な温度まで加熱することができる。
【０１３３】
しかも、必要な温度に達した際には、反応に必要な時間だけ加熱して、気泡の発生、副
反応を発生しないように、迅速に冷却することが可能であり、精度が高く、信頼性に優れ
る正確な検査を実施でき、信頼性に優れる検査を実施することができる。
【０１３４】
このように、加熱時間を反応促進に必要な時間とでき、しかも、迅速に冷却できるので
、検体と試薬との混合液に気泡が発生することがなく、例えば、検出対象である遺伝子に
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特異的にハイブリダイゼーションするビオチン修飾したキメラプライマーと、検体とがこ
の気泡の作用によって、結合するのが阻害されることがなく、検査部において所期の検査
を実施できる。
【０１３５】
この場合、好ましくは、加熱冷却が、検体と試薬の混合液を加熱して反応処理を行った
後、副反応が生じる前に冷却するように行うのが望ましい。
【０１３６】
従って、この場合、所定の加熱温度、例えば、５５℃に加熱を維持する時間としては、
検体５４、試薬５８の種類によって異なるが、副反応、気泡の発生を生じないように、１
０分〜６０分、好ましくは１５〜３０分の時間に維持するように設定するのが望ましい。
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【０１３７】
また、上記のように検体５４と試薬５８の混合液を加熱して反応処理を行った後の冷却
速度（冷却開始から、ほぼ常温(雰囲気温度)付近まで下がる時間）としては、検体５４、
試薬５８の種類によって異なるが、副反応、気泡の発生を生じないように、３分以下、好
ましくは１分以下の冷却速度に維持するように設定するのが望ましい。
【０１３８】
また、加熱時間を反応促進に必要な時間とでき、しかも、迅速に冷却できるので、検体
と試薬との反応以外に、副反応、すなわち、目的物質以外の種々の物質による副反応が発
生してしまい、それらの増幅産物が目的物質の増幅を阻害することがないので、目的とす
る反応による分析を行うことができ、検査部において所期の検査を実施できる。
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【０１３９】
さらに、上記のように検体５４と試薬５８の混合液を加熱する加熱速度としては、副反
応の防止と、増幅反応時間の短縮のためには、混合液を増幅させるための加熱速度（加熱
開始から、所望の温度になるまでの時間）をできるだけ短くすることが好ましく、該加熱
速度は、５分以内、好ましくは２分以内が望ましい。
【０１４０】
このような加熱冷却装置１３６としては、電流の切り替えによって、加熱と冷却を行う
ペルチェ素子から構成するのが望ましい。
【０１４１】
このペルチェ素子は、電気的物理効果のペルチェ効果を利用したものであって、異種金
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属を接合し、その両端に電圧をかけると接合部が、加熱または冷却する原理を使用するも
のである。
【０１４２】
すなわち、例えば、ビスマスとテルルを主材料とした合金で作った半導体で、ｐ形とｎ
形の熱電半導体を銅電極で接合し、ｎ形の方から直流電流を流すと、一方向に発熱が生じ
、ｐ形から逆方向に電流を流すと反対方向に発熱が生じる原理を使用するものである。
【０１４３】
このように加熱冷却手段として、ペルチェ素子を用いることによって、電流の流れる方
向を切り替えるだけで、加熱にも冷却にも利用することができるとともに、加熱と冷却を
高精度に温度制御でき、しかも、コンパクトにすることができる。
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【０１４４】
従って、反応部である反応流路６０において、検体収容部５２に収容された検体５４と
、試薬収容部５６に収容された試薬５８とが合流した直後に、検体５４と試薬５８の混合
液を加熱して反応処理を行った後、ただちに冷却することができる。
【０１４５】
従って、検体収容部５２に収容された検体５４と、試薬収容部５６に収容された試薬５
８とが合流して、反応流路６０で混合した際に、ペルチェ素子によって、迅速に反応に必
要な温度まで加熱することができる。
【０１４６】
しかも、必要な温度に達した際には、反応に必要な時間だけ加熱して、気泡の発生、副

40

反応を発生しないように、ペルチェ素子の電流の流れる方向を逆転することによって、迅
速に冷却することが可能であり、精度が高く、信頼性に優れる正確な検査を実施でき、信
頼性に優れる検査を実施することができる。
【０１４７】
このように、加熱時間を反応促進に必要な時間とでき、しかも、迅速に冷却できるので
、検体と試薬との混合液に気泡が発生することがなく、例えば、検出対象である遺伝子に
特異的にハイブリダイゼーションするビオチン修飾したキメラプライマーと、検体とがこ
の気泡の作用によって、結合するのが阻害されることがなく、検査部において所期の検査
を実施できる。
【０１４８】
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また、加熱時間を反応促進に必要な時間とでき、しかも、迅速に冷却できるので、検体
と試薬との反応以外に、副反応、すなわち、目的物質以外の種々の物質による副反応が発
生してしまい、それらの増幅産物が目的物質の増幅を阻害することがないので、目的とす
る反応による分析を行うことができ、検査部において所期の検査を実施できる。
【０１４９】
さらに、温度の影響によって変性する性質を有する試薬収容部に収容された試薬に対し
て、加熱温度による影響を防止することができ、試薬の試薬効果を維持でき、検査部にお
いて所期の検査を実施できる。
【０１５０】
なお、この実施例では、加熱冷却装置１３６として、ペルチェ素子を用いて、電流の流

10

れる方向を切り替えるように制御して、加熱と冷却を行うようにしたが、図１１に示した
ように、加熱冷却装置１３８として、加熱装置１３６Ａと冷却装置１３６Ｂを一対として
隣接するように配置することも可能である。
【０１５１】
このように構成することによって、加熱装置１３６Aによって、反応部である反応流路
６０において、検体収容部５２に収容された検体５４と、試薬収容部５６に収容された試
薬５８とが反応流路６０で合流した直後に、冷却装置１３６Bによって、検体５４と試薬
５８の混合液を加熱して反応処理を行った後、ただちに冷却することができ、精度が高く
、信頼性に優れる正確な検査を実施でき、信頼性に優れる検査を実施することができる。
【０１５２】
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しかも、別々の加熱手段と冷却手段である加熱装置１３６Aと冷却装置１３６Bを用いて
いるので、加熱装置１３６Aによって加熱した後、加熱を中止して、冷却装置１３６Bによ
る冷却を実施することによって、加熱装置１３６Aの余熱を冷却手段によって急速に冷却
することができる。
【０１５３】
このような加熱装置１３６Aとしては、特に限定されるものではなく、例えば、ペルチ
ェ素子、ニクロム線ヒータ、シーズヒータ、ＩＴＯ膜、温風加熱ヒータ、基板上に金属薄
膜（クロム、金、白金など）を成膜したヒータなどのヒータが適用可能である。
【０１５４】
また、冷却装置１３６Bとしては、特に限定されるものではなく、ペルチェ素子、水ジ
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ャケットによる冷却装置などを使用することができる。
【０１５５】
さらに、冷却装置１３６Bとしては、コンプレッサー等によって、フロン、代替フロン
などの冷媒を圧縮・膨張させて熱を奪う方式でも良い。
【０１５６】
また、冷却装置を直接検査用マイクロチップ５０の冷却部に押し当てる構成でも良いし
、冷やされた冷媒をパイプ内を送液させてチップの冷却部近傍に送り込んだり、冷却装置
とチップの冷却部間に熱伝導性の良い部材（鉄、銅、アルミ、単結晶シリコンなど）を橋
渡しして熱を奪い去る方法でも良い。
【０１５７】

40

また、この実施例では、検査用マイクロチップ５０上に接触して試薬等の温度制御する
冷却装置を設けているが、この冷却装置も、特に限定されるものではなく、上記冷却装置
１３６Ｂと同様な冷却装置を使用することができる。
【０１５８】
さらに、この実施例では、検査用マイクロチップ５０上に接触して試薬等の温度、特に
、反応流路６０の温度を制御する冷却装置と加熱冷却装置を、システム装置本体１０側に
設けたが、冷却装置と加熱冷却装置を、例えば、ペルチェ素子にして、検査用マイクロチ
ップ５０側に設け、電流の供給源をシステム装置本体１０側に設けることも可能である。
【０１５９】
また、上記のように検体５４と試薬５８の混合液を加熱して反応処理を行う直前まで、
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検体５４と試薬５８の混合液を、冷却しても良い。例えば、ＩＣＡＮ法の場合に、０〜４
℃に冷却するのが望ましい。
【０１６０】
このように、反応処理を行うまでの過程で、検体と試薬の混合液、試薬、また、必要な
場合には検体が熱によって変性するのを防止できるので、精度が高く、信頼性に優れる正
確な検査を実施でき、信頼性に優れる検査を実施することができる。
【０１６１】
このように、各収容部から検体液および試薬液を押し出してこれらを合流させることに
よって、遺伝子増幅反応、アナライトのトラップまたは抗原抗体反応といった分析に必要
な反応が開始される。そして、分析が開始されると、検体および試薬類の送液、混合に基

10

づく遺伝子増幅、アナライトとプローブとの結合などの反応、反応物の検出および光学的
測定が、一連の連続的工程として自動的に実施され、測定データが、必要な条件、記録事
項とともにファイル内に格納され、生体物質の測定が自動的に行われる。
【０１６２】
送液、温度、反応の各制御に関わる制御系、光学的検出、データの収集および処理を受
け持つユニットは、マイクロポンプおよび光学装置とともにシステム本体を構成する。
【０１６３】
このシステム本体は、これに検査用マイクロチップ５０を装着することにより各検体サ
ンプルに対して共通で使用される。
【０１６４】
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遺伝子増幅などの反応およびその検出は、送液順序、容量、タイミングなどについて予
め設定された条件として、マイクロポンプおよび温度の制御、光学的検出のデータ処理と
ともにプログラムとしてシステム本体に搭載されたソフトウェアに組み込まれている。
【０１６５】
検査用マイクロチップ５０の微細流路内の反応を検出する検出装置１４４は、検査項目
ごとの分析流路上の検出部位に対して、例えば、ＬＥＤなどから測定光を照射し、フォト
ダイオード、光電子増倍管などの光学的な検出手段で透過光もしくは反射光を検出する。
【０１６６】
本発明のマイクロ総合分析システム１は、いずれのコンポーネントも小型化され、持ち
運びに便利な形態としているために、使用する場所および時間に制約されず、作業性、操
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作性が良好である。
【０１６７】
また、場所、時間を問わずに迅速に測定することができるために、緊急医療での利用や
、在宅医療での個人的な利用も可能である。
【０１６８】
また、送液に使用するマイクロポンプユニット２６が装置本体側に組み込まれているた
めに、検査用マイクロチップ５０はディスポーサブルタイプとして好適に使用できる。
【０１６９】
本発明のシステムは、特に遺伝子または核酸の検査に好適に用いることができる。
【０１７０】
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その場合、検査用マイクロチップ５０の微細流路はＰＣＲ増幅に適した構成とされるが
、遺伝子検査以外の生体物質についても基本的な流路構成はほぼ同様に構成することが可
能である。
【０１７１】
通常は、検体前処理部、試薬類、プローブ類を変更すればよく、その場合、送液エレメ
ントの配置、数などは適宜変更して用いることができる。
【０１７２】
また、当業者であれば、例えば、イムノアッセイ法のために必要な試薬類などを検査用
マイクロチップ５０に搭載し、若干の流路エレメントの変更、仕様の変更を含む修正を施
すことにより、分析の種類を容易に変更することができる。
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【０１７３】
ここにいう遺伝子以外の生体物質とは、各種の代謝物質、ホルモン、タンパク質（酵素
、抗原なども含む）などをいう。
【０１７４】
検査用マイクロチップ５０の好ましい一態様では、一つのチップ内において、検体もし
くは検体から抽出したアナライト物質（例えば、ＤＮＡ）が注入される検体収容部と、検
体の前処理を行う検体前処理部と、プローブ結合反応、検出反応（遺伝子増幅反応または
抗原抗体反応なども含む）などに用いる試薬が収容される試薬収容部と、ポジティブコン
トロールが収容されるポジティブコントロール収容部と、ネガティブコントロールが収容
されるネガティブコントロール収容部と、プローブ（例えば、遺伝子増幅反応により増幅
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された検出対象の遺伝子にハイブリダイズさせるプローブ）が収容されるプローブ収容部
と、これらの各収容部に連通する微細流路と、前記各収容部および流路内の液体を送液す
る別途のマイクロポンプに接続可能なポンプ接続部と、が設けられている。
【０１７５】
この検査用マイクロチップ５０には、ポンプ接続部６４を介してマイクロポンプが接続
され、検体収容部５２に収容された検体５４もしくは検体から抽出した生体物質（例えば
ＤＮＡまたはそれ以外の生体物質）と、試薬収容部５６に収容された試薬５８とを反応流
路６０へ送液するようになっている。
【０１７６】
そして、微細流路の反応部位、例えば、遺伝子増幅反応（タンパク質の場合、抗原抗体
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反応など）の部位で混合して反応させた後、その下流側流路にある検出部へ、この反応液
を処理した処理液６２と、プローブ収容部に収容されたプローブとを送液するようになっ
ている。これによって、流路内で混合してプローブと結合（またはハイブリダイゼーショ
ン）させ、この反応生成物に基づいて生体物質の検出を行うように構成されている。
【０１７７】
また、ポジティブコントロール収容部に収容されたポジティブコントロールおよびネガ
ティブコントロール収容部に収容されたネガティブコントロールについても、同様に上記
反応および検出を行うようになっている。
【０１７８】
さらに、検査用マイクロチップ５０の検体収容部５２は、検体注入部に連通し、検体の
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一時収容および混合部への検体供給を行うようになっている。
【０１７９】
なお、検体収容部５２の上面から検体を注入する検体注入部は、外部への漏失、感染お
よび汚染を防ぎ、密封性を確保するために、ゴム状材質などの弾性体からなる栓が形成さ
れているか、あるいはポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）などの樹脂、強化フィルムで
覆われていることが望ましい。
【０１８０】
例えば、このようなゴム材質の栓を突き刺したニードル、または、蓋付き細孔を通した
ニードルで、シリンジ内の検体を注入するようになっている。
【０１８１】

40

この場合、ゴム材質の栓を突き刺したニードルの場合には、ニードルを抜くとその針穴
が直ちに塞がることが好ましい。なお、他の検体注入機構を設置してもよい。
【０１８２】
検体収容部５２に注入された検体５４は、必要に応じて、試薬５８との混合前に、予め
流路６０に設けられた検体前処理部にて、例えば、検体５４と処理液６２とを混合するこ
とによって前処理される。好ましい検体前処理として、分析対象物（アナライト）の分離
または濃縮、除タンパクなどが含まれる。
【０１８３】
従って、検体前処理部は、分離フィルター、吸着用樹脂、ビーズなどを含んでもよい。
【０１８４】
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検査用マイクロチップ５０の試薬収容部５６には、必要な試薬類が予め所定の量だけ封
入されている。従って、使用時にその都度、試薬５８を必要量充填する必要はなく、即座
に使用可能の状態になっている。
【０１８５】
さらに、検体中の生体物質を分析する場合、測定に必要な試薬類は、通常それぞれ公知
である。例えば、検体に存在する抗原を分析する場合、それに対する抗体、好ましくはモ
ノクローナル抗体を含有する試薬が使用される。抗体は、好ましくはビオチンおよびＦＩ
ＴＣで標識されている。
【０１８６】
遺伝子検査用の試薬類には、遺伝子増幅に用いられる各種試薬、検出に使用されるプロ
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ーブ類、発色試薬とともに、必要であれば前記の検体前処理に使用する前処理試薬も含め
てもよい。
【０１８７】
マイクロポンプから駆動液２９を供給することにより各収容部から検体液および試薬液
を押し出してこれらを合流させることによって、遺伝子増幅反応、アナライトのトラップ
または抗原抗体反応といった分析に必要な反応が開始される。
【０１８８】
試薬と試薬との混合、および検体と試薬との混合は、単一の混合部で所望の比率で混合
してもよく、あるいは何れかもしくは両方を分割して複数の合流部を設け、最終的に所望
の混合比率となるように混合してもよい。
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【０１８９】
この場合、反応部位の態様は特に限定されるものではなく、様々な形態および様式が考
えられる。
【０１９０】
一例としては、試薬を含む２以上の液体を合流させる合流部（流路分岐点）から先に、
各液が拡散混合される微細流路が設けられ、この微細流路の下流側端部から先に設けられ
た、微細流路よりも広幅の空間からなる液溜めにおいて反応が行われる。
【０１９１】
なお、ＤＮＡ増幅方法としては、多方面で盛んに利用されているＰＣＲ増幅法を使用す
ることができる。その増幅技術を実施するための諸条件が詳細に検討され、改良点も含め
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て各種文献などに記載されている。
【０１９２】
ＰＣＲの改良として最近開発されたＩＣＡＮ(Isothermal chimera primer initiated n
ucleic acid amplification)法は、５０〜６５℃における任意の一定温度の下にＤＮＡ増
幅を短時間で実施できる特徴を有する（特許第３４３３９２９号）。
【０１９３】
したがって、ＩＣＡＮ法は、本発明の検査用マイクロチップ５０では、簡便な温度管理
で済むために好適な増幅技術である。
【０１９４】
ＩＣＡＮ法では、手作業では、１時間程度かかるが、本発明の検査用マイクロチップを
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用いたマイクロ総合分析システムでは、１０〜２０分、好ましくは１５分で解析まで終了
することができる。
【０１９５】
検査用マイクロチップ５０の微細流路における反応部位よりも下流側には、アナライト
、例えば、増幅された遺伝子を検出するための検出部位が設けられている。
【０１９６】
少なくともその検出部分は、光学的測定を可能とするために透明な材質、好ましくは透
明なプラスチックとなっている。
【０１９７】
さらに、微細流路上の検出部位に吸着されたビオチン親和性タンパク質（アビジン、ス
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トレプトアビジン、エクストラアビジン（Ｒ）、好ましくはストレプトアビジン）はプロ
ーブ物質に標識されたビオチン、または遺伝子増幅反応に使用されるプライマーの５

末

端に標識されたビオチンと特異的に結合する。
【０１９８】
これにより、ビオチンで標識されたプローブまたは増幅された遺伝子が本検出部位でト
ラップされる。
【０１９９】
なお、分離されたアナライトまたは増幅された目的遺伝子のＤＮＡを検出する方法は特
に限定されないが、好ましい態様として基本的には、以下の工程で行われる。すなわち、
（１ａ）

検体もしくは検体から抽出したＤＮＡ、あるいは検体もしくは検体から抽出し

たＲＮＡから逆転写反応により合成したｃＤＮＡと、５

10

位置でビオチン修飾したプライ

マーとを、これらの収容部から下流の微細流路へ送液する。
【０２００】
反応部位の微細流路内で、遺伝子を増幅する工程が行われ、微細流路内で増幅された遺
伝子を含む増幅反応液と変性液とを混合して、増幅された遺伝子を変性処理により一本鎖
にする。そして、これと末端をＦＩＴＣ(fluorescein isothiocyanate)で蛍光標識したプ
ローブＤＮＡとをハイブリダイズさせる。
【０２０１】
次いで、ビオチン親和性タンパク質を吸着させた微細流路内の検出部位に送液し、増幅
遺伝子を微細流路内の検出部位にトラップする。なお、増幅遺伝子を検出部位でトラップ
した後に蛍光標識したプローブＤＮＡとをハイブリダイズさせてもよい。（１ｂ）

20

検体

に存在する抗原、代謝物質、ホルモンなどのアナライトに対する特異的な抗体、好ましく
はモノクローナル抗体を含有する試薬を検体と混合する。その場合、抗体は、ビオチンお
よびＦＩＴＣで標識されている。
【０２０２】
従って、抗原抗体反応により得られる生成物は、ビオチンおよびＦＩＴＣを有する。
【０２０３】
これをビオチン親和性タンパク質（好ましくはストレプトアビジン）を吸着させた微細
流路内の検出部位に送液し、ビオチン親和性タンパク質とビオチンとの結合を介して、検
出部位に固定化する。（２）

上記微細流路内にＦＩＴＣに特異的に結合する抗ＦＩＴＣ
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抗体で表面を修飾した金コロイド液を流し、これにより固定化したアナライト・抗体反応
物のＦＩＴＣに、あるいは遺伝子にハイブリダイズしたＦＩＴＣ修飾プローブに、その金
コロイドを吸着させる。（３）

上記微細流路の金コロイドの濃度を光学的に測定する。

【０２０４】
本発明は、温度分布管理が厳格になされた微細流路を有するチップを用いるマイクロ総
合分析システムを提供する。
【０２０５】
本発明のマイクロ総合分析システムによれば、チップ微細流路の所定領域のみ選択的か
つ均一に加熱もしくは冷却し、隣接する流路の加熱もしくは冷却を充分に防止できる。ま
た加熱部位の余熱が近隣の流路に伝わることを極力抑制し、選択的に加熱される微細流路
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の両端において中間的な温度領域をなるべく少なくすることにより、チップ内の温度分布
をなるべく画然とさせることができる。また、そのような中間温度領域が存在することに
よる副反応の発生、流路から試薬類の喪失を防止することができる。
【０２０６】
本発明によれば、加熱冷却手段によって、反応部において、検体収容部に収容された検
体と、試薬収容部に収容された試薬とが反応流路で合流した直後に、検体と試薬の混合液
を加熱して反応処理を行った後、ただちに冷却することができる。
【０２０７】
従って、合流路で混合された混合試薬と、検体収容部からの検体とが合流して、混合反
応流路で混合した際に、迅速に反応に必要な温度まで加熱することができる。
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【０２０８】
しかも、必要な温度に達した際には、反応に必要な時間だけ加熱して、気泡の発生、副
反応を発生しないように、迅速に冷却することが可能であり、精度が高く、信頼性に優れ
る正確な検査を実施できる。
【０２０９】
以上、本発明の好ましい実施の態様を説明してきたが、本発明はこれに限定されること
はなく、例えば、上記実施例では、遺伝子検査用の検査用マイクロチップとしてＩＣＡＮ
法について説明したが、その配置、形状、寸法、大きさなどは、検体の種類、検査項目な
どに応じて、種々変更可能である。
10

【０２１０】
また、上記実施例では、検査用マイクロチップ５０は、チップ搬送トレイ２２上に載置
された後、検査用チップ出入口１４からシステム装置本体１０内に取り入れられ、装着さ
れるようにしたが、チップ搬送トレイを設けることなく、直接、カードリーダのように、
検査用マイクロチップ５０を本体内に挿入する機構、または、開閉扉を設けて、直接、検
査用マイクロチップ５０を検査位置に載置する方法など本発明の目的を逸脱しない範囲で
種々の変更が可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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