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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料中の一又は複数の分析対象物を、内部に前記一又は複数の分析対象物の少なくとも
一つを固定化可能な一又は複数の反応性部分を含む流路内で電気泳動によって分離するこ
とと、
　前記一又は複数の反応性部分の少なくとも一つを化学活性化または熱活性化することに
より、前記分離された一又は複数の分析対象物の少なくとも一つを前記流路内で固定化す
ることと、
　前記固定化の後、検出剤を前記流路に輸送することであって、前記検出剤が、前記分析
対象物と結合又は相互作用し且つ前記固定化された分析対象物の少なくとも一つの検出を
促進することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記流路がキャピラリーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複数の流路をさらに含み、前記複数の流路がキャピラリーである、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記一又は複数の分析対象物が等電点電気泳動、ゲル電気泳動、または界面動電クロマ
トグラフィーによって分離される、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記検出剤が、流体力学的流れ、電気浸透流、または電気泳動によって前記流路を通し
て輸送される、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出剤が、抗体、ペプチド、タンパク質、酵素基質、遷移状態類似体、コファクタ
ー、ヌクレオチド、ポリヌクレオチド、アプタマー、レクチン、小分子、リガンド、阻害
剤、薬剤、またはこれらの標識分子、または化学発光基質を含む、請求項１乃至５のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出剤が化学発光標識抗体を含む、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記固定化された少なくとも一つの分析対象物の検出が、化学発光シグナルを検出する
ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記固定化された少なくとも一つの分析対象物の検出が、光検出器によるものである、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記固定化された少なくとも一つの分析対象物の検出が、光検出器アレイによるもので
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記固定化された少なくとも一つの分析対象物の検出が、電荷結合素子（ＣＣＤ）アレ
イによるものである、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００４年７月１９日出願の米国特許出願第６０／５８９，１３９号、発明
の名称「Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ
　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　ｂｙ　Ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ」、および２００４年
１０月８日出願の米国特許出願第６０／６１７，３６２号、発明の名称「Ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃａｐｔｕｒｅｄ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ」に基づ
き、米国特許法（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．）第１１９条（ｅ）に従って優先権を主張するもので
あり、その開示はその全体が参照により本明細書中に援用される。
【０００２】
発明の分野
　本発明は、分析対象物の検出およびその様々な使用のための方法、デバイスおよびキッ
トに関する。
【背景技術】
【０００３】
序論
　分析対象物を検出するための方法およびデバイスは、生物学的用途および産業用途にお
いて分析対象物を特徴付けるための重要なツールである。多くの用途においては、試料中
の一又は複数の分析対象物の存在を検出することが望ましい。例えば、分子生物学プロト
コル、医薬品開発および疾患の診断では、タンパク質混合物の中から特定のタンパク質を
迅速に検出することが特に有用である。
【０００４】
　分析対象物の検出に極めて多数のアプローチが開発されているが、多種多様な分析対象
物を安価、便利に検出しかつ特徴付けるのに使用可能な新たなアッセイの設計を見出そう
とする需要は依然として大きい。しかしながら、現在利用可能なアッセイプロトコルは不
便で高価であるかまたは他の欠陥を有する。例えば、ウエスタンブロッティングは、タン
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パク質の検出において２０年超の期間にわたり幅広く利用されている。この技術では、２
枚のプレート間でゲルのシートが保持され、通常、被分析試料にアクセス可能なゲルシー
トの上縁に垂直に取り付けられる。試料はゲル上縁に沿って作製されるウェル内に加えら
れ、電気泳動電位がゲルシートの上縁と下縁の間に与えられる。電気泳動電位は、ＤＣ電
源によって与えられ、５０～１０００ボルト超の範囲でありうる。電気泳動電位は、試料
中のタンパク質がゲルシート中を通って垂直に自らを分布させる（すなわち分離する）の
に可能な時間、通常１～４時間にわたって与えられるが、場合によってそれよりもかなり
長い時間にわたる。タンパク質が望まれたとおりに分布したら電位を取り除かなければな
らない。次いでゲルシートは、その２つのガラス製保持プレートの間から取り出され、次
いで長さと幅の寸法がゲルシートの寸法とほぼ一致する、多孔質ニトロセルロースなどの
ブロッティング材料のシート上に配置される。ここでブロッティング材料は既にそれを水
和するための緩衝液中に漬けられている。この工程では、分布したタンパク質がゲルから
ブロッティング材料に直接移動するのを妨げるであろう、ゲルとブロッティング材料の間
の気泡の存在を回避するのに注意を払わなければならない。次いで、ゲルおよびブロッテ
ィング材料のいずれかの面に２つの電極プレートを配置することで、ゲルシートおよびブ
ロッティング材料のシートが電極プレート間でサンドイッチ構造をなすようにする。電極
プレートには、好ましくはゲルシートおよびブロッティング材料のシートの厚みを横切る
均一な電気泳動場がかけられる必要がある。典型的には１００～５００ボルトのこの電気
泳動場は、タンパク質をゲルからブロッティング材料へゲルマトリックス中で捕捉された
のと等しい分布で移動させる。この移動過程は約１～２時間かかるが、移動されるべき一
部のタンパク質では一晩相当かかる可能性がある。タンパク質がブロッティング材料に付
着すると、ブロッティング材料はサンドイッチ構造から取り出され、スキムミルク、ウシ
血清アルブミンまたはｔｗｅｅｎ－２０デタージェントなどの一又は複数のブロッキング
剤を含有する緩衝液中で１～４時間にわたって洗浄され、次いでタンパク質に特異的なレ
ポーター抗体の溶液中に浸漬される。浸漬期間中、通常ブロッティング紙がブロッティン
グ紙面内の振動または円形運動によって撹拌される。浸漬工程は通常は１～４時間かかる
が、一部の抗体－タンパク質対では一晩かそれ以上かかる可能性がある。用いられる分析
法に依存する、光学色素、放射性マーカーもしくは発色マーカー、蛍光色素もしくはレポ
ーター酵素などの種々のマーカーによってレポーター抗体を検出することが可能である。
これらの結果は、タウビン　Ｈ．（Ｔｏｗｂｉｎ　Ｈ．）、シュテヘリン　Ｔ．（Ｓｔａ
ｅｈｅｌｉｎ　Ｔ．）、およびゴルドン　Ｊ．（Ｇｏｒｄｏｎ　Ｊ．）、Ｐｒｏｃ．Ｎａ
ｔ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ、７６：４３５０－４３５４頁（１９７９年）、バーネッ
ト　Ｗ．Ｎ．（Ｂｕｒｎｅｔｔｅ　Ｗ．Ｎ．）、Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．、１１２：
１９５－２０３頁（１９８１年）、およびリビッキ（Ｒｙｂｉｃｋｉ）＆フォン・ヴェヒ
マール（ｖｏｎ　Ｗｅｃｈｍａｒ）、Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．Ｍｅｔｈｏｄｓ、第５巻：２６７
－２７８頁（１９８２年）で記載されるウエスタンブロットとして知られている。
【０００５】
　ウエスタンブロット技術は、広く用いられる一方、多数の短所や欠陥を有している。第
１に、上記によって明らかなように処理は非常に複雑である。ゲルによって分析されるタ
ンパク質を分布させる初期工程と、分布されたタンパク質をブロッティング材料に移動さ
せる中間工程と、レポーター抗体を結合する後期工程と、結果を読み取るかまたは分析す
る最終工程とを含む多数の明らかに異なる工程が存在する。これらの主要な工程の間に、
調製工程と様々に処理された技術の構成要素の洗浄工程が存在する。第２に、取り扱う技
術の要素が広範にわたる。ゲルは分布装置内に配置され、次いでブロッティング装置に移
して位置付けられなければならず、次いでブロッティング材料はレポーター基質を結合さ
せるように取り扱わなければならない。構成要素、特に壊れやすいゲルシートはこの取り
扱い中に破壊する可能性がある。第３に、たった１回のブロットに達するのに相当な時間
がかかる。たった１回のブロットを生成するのに少なくとも１日を要し、一般に１日半～
２日を要する。処理の初期過程において、この手法の精度は、ブロッティング材料中にタ
ンパク質が固定化されるまでその移動によって影響を受け、その結果バンド幅が広がる可
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能性がある。第４に、取り扱いおよび処理の複雑さによってもたらされる可変性に対して
は、満足できる結果が得られるまでに数回繰り返されるべき処理が必要となりうる。第５
に、結果のばらつきのため、ブロットの結果の読み取り時に主観的な判断を要することが
多い。この主観性によって定量化可能で客観的な結果を得る能力が低下し、この手法が高
度な訓練を受けた経験豊富な人物によって実行されるように限定されることが多い。第６
に、処理の変動および複雑さは、処理を自動化する能力には妨げとなる。第７に、この手
法の感度は低く、一般に数十万もしくは数百万個の細胞内容物に有効であるにすぎない。
確かにこの手法を用いても個々の哺乳類細胞の酵素を分析することはできない。第８に、
この手法は定量性が十分ではない。一例では、撹拌処理によってレポーター基質のブロッ
ティング材料中の分析対象物への一様な結合がもたらされない可能性がある。別の例では
、電気ブロッティング工程では、一部のタンパク質を移動させるのに必要な時間は、他の
タンパク質がブロッティング膜を通過し失われるのを可能にするのに十分である。最後に
、処理は使用されるべき大量の高価なプローブおよびレポーター抗体を必要としうる。つ
まり、ウエスタンゲルブロッティング技術は、一般に複雑で、多大な時間を要し、高価で
、感度が悪く、かつ不正確である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、分析対象物を検出するのに極めて多くのアプローチが開発されているが、
多種多様な分析対象物を便利に感度良く検出しかつ特徴付けるのに利用可能な新しい方法
およびデバイスを見出そうとする需要は依然として大きい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
概要
　本発明は、試料中の目的の一又は複数の分析対象物を検出するための方法、デバイス、
およびキットを提供する。一部の実施形態では、一又は複数の分析対象物が流路内で分離
され、かつ分析対象物が流路内で固定化されることを特徴とする、試料中の少なくとも一
の分析対象物を検出する方法が提供される。検出剤は、流路を通って輸送され、分析対象
物と結合又は相互作用し、かつ流路内での固定化された分析対象物の検出を可能にする。
【０００８】
　別の態様では、キャピラリー内で一又は複数のタンパク質を分離する工程と、キャピラ
リー内で一又は複数のタンパク質を光固定化する工程と、キャピラリー内で抗体を固定化
されたタンパク質に接触させることで抗体－タンパク質複合体を形成する工程と、タンパ
ク質を検出する工程とを含む、試料中の少なくとも一のタンパク質を検出するための方法
が提供される。
【０００９】
　さらなる態様では、試料中の少なくとも一のタンパク質を検出する方法が提供され、一
又は複数の標的タンパク質がキャピラリー内で分離される。キャピラリーは、少なくとも
一又は複数の光反応基を含む。一部の実施形態では、キャピラリーは、一又は複数の光反
応基を含む高分子材料または重合可能材料を含有する。タンパク質はキャピラリー内に光
固定化される。次いで、抗体が光固定化されたタンパク質と接触されることによりキャピ
ラリー内で抗体－タンパク質複合体が形成され、タンパク質が検出される。
【００１０】
　流路内で一又は複数のタンパク質を濃縮する工程と、流路内でタンパク質を固定化する
工程と、流路内で固定化された標的タンパク質を検出剤に接触させることで検出剤－タン
パク質複合体を形成する工程と、標的タンパク質を検出する工程とを含む、試料中の少な
くとも一のタンパク質を検出するさらなる方法が提供される。
【００１１】
　さらに、流路内で分析対象物を固定化可能な、内部に含有される一又は複数の反応基を
有する流路を含む、試料中の少なくとも一の分析対象物を検出するためのシステムが提供
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される。流路に電源が結合され、それは分析対象物が流路内で分離される場合の流路沿い
に電圧を加えるように構成される。流路内で固定化された分析対象物を検出する検出器が
提供される。
【００１２】
　別の態様では、一又は複数の反応性部分、緩衝液および検出剤を含む一もしくは複数の
流路を含む、試料中の少なくとも一の分析対象物を検出するためのキットが提供される。
【００１３】
　これらおよび本教示の他の特徴が下記に示される。
【００１４】
　当業者であれば、下記の図面があくまでも図示を目的としていることを理解するであろ
う。図面は、決して本教示内容の範囲の限定を意図するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
実施形態の詳細な説明
　前述の概要と以下の説明の双方は単に典型的かつ説明的なものであり、本明細書に記載
の方法およびデバイスを限定するものではないことが理解されるべきである。本願では、
単数形の使用には、特に異なる意味で述べられる場合を除いて複数が含まれる。さらに「
または」の使用は、異なる意味で述べられる場合を除いては「および／または」を意味す
る。同様に、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含む
（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ
）」および「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」は限定することを意図していない。
【００１６】
定義
　本願全体で用いられる以下の用語は、以下の意味を有するものとする。
【００１７】
　「抗体」はその標準的意味を有し、抗体全体又は組換えＤＮＡ技術を用いてｄｏ　ｎｏ
ｖｏ合成された抗体の修飾によってそれぞれ生成されるＦａｂ抗体、Ｆａｂ２抗体、一本
鎖抗体（例えばＦｖ）、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、キメラ抗体などを含
む、完全長および当該技術分野において既知の抗体フラグメントを示すことが意図される
。
【００１８】
　「検出する」および「検出」は、それらの標準的意味を有し、分析対象物の存在もしく
は非存在、測定、および／または特徴付けを含む検出を包含するように意図される。
【００１９】
　本明細書において用いられる「標識」とは検出可能な部分を示す。当業者によって理解
されているように、適切な標識は多種多様な考えられる部分を包含する。一般に、標識は
、ａ）放射能を有するかまたは重同位体でありうる同位体標識と；ｂ）抗体または抗原で
ありうる免疫標識と；ｃ）着色色素または蛍光色素を含む光学色素と；ｄ）アルカリホス
ファターゼおよび西洋わさびペルオキシダーゼなどの酵素と；ｅ）コロイド、磁気粒子な
どの粒子と、蛍光標識抗体および化学発光標識抗体などのこれらの組み合わせとを含む。
【００２０】
　「タンパク質」は、その標準的意味を有し、非天然に生じるアミノ酸およびアミノ酸類
似体を含有するタンパク質やペプチド模倣構造を含む、タンパク質、オリゴペプチドおよ
びペプチド、誘導体および類似体を示すように意図され、組換え技術を用い、すなわち組
換え核酸の発現を介して作製されるタンパク質を含む。
【００２１】
方法
　本明細書において試料中の一又は複数の分析対象物を検出する方法が提供される。一部
の実施形態では、一又は複数の分析対象物が流路内で分離され、分析対象物が流路内で固
定化されることを特徴とする、試料中の少なくとも一の分析対象物を検出する方法が提供
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される。検出剤は、分析対象物に結合するかまたはそれらと相互作用する流路を通って輸
送され、流路内での固定化された分析対象物の検出を可能にする。
【００２２】
　一部の実施形態では、試料中の目的の少なくとも一の分析対象物を検出する方法が提供
される。一部の実施形態では、該方法は、流路内で一又は複数の分析対象物を分離する工
程と、流路内で分析対象物を固定化する工程と、固定化された分析対象物を検出剤に接触
させる工程と、分析対象物を検出する工程とを含む。一部の実施形態では、該方法は、流
路内で試料を２種類以上の成分に分離する工程と、流路内で目的の一又は複数の分析対象
物を固定化する工程と、固定化された分析対象物を検出剤に接触させる工程と、分析対象
物を検出する工程とを含む。
【００２３】
　試料は検出されるべき一又は複数の分析対象物を含有する。試料は種々の成分すなわち
異なるタンパク質を含有し、不均一であってもよい。あるいは、試料は一の成分を含有し
、均一であってもよい。試料は天然に得られる生物学的材料または人工材料であってもよ
い。例えば、試料は、単一の細胞もしくは複数の細胞、血液試料、組織試料、皮膚試料、
尿試料、水試料、または土壌試料であってもよい。一部の実施形態では、試料は単一の細
胞内容物または複数の細胞内容物を含有する。試料は、真核生物、原核生物、哺乳動物、
ヒト、酵母、または細菌などの生物由来であってもよく、あるいはウイルス由来であって
もよい。一部の実施形態では、齧歯類の尾から得られる連続切片など、単一の動物から連
続試料を、時間をかけてアッセイしてもよい。
【００２４】
　一部の実施形態では、試料は、一又は複数の幹細胞であってもよい。幹細胞とは、不定
期間で分化し、特異性細胞を発生させる能力を有する任意の細胞である。適切な例として
、ヒト胚性幹細胞（ｈＥＳ）などの胚性幹細胞や、間葉、造血、または成人幹細胞（ＭＳ
Ｃ）などの非胚性幹細胞が挙げられる。
【００２５】
　当業者には理解されるであろうが、分析対象物の検出に先立ち、試料に対して仮想的に
任意の処理を施すことが可能である。例えば、試料に、溶解工程、変性工程、加熱工程、
精製工程、沈降工程、免疫沈降工程、カラムクロマトグラフィー工程、遠心分離などを施
してもよい。一部の実施形態では、天然基質、目的の分析対象物すなわちタンパク質に対
して試料の分離および固定化を行うか、または流路内で変性を施し、それらの内部の疎水
基を固定化のために露出させることも可能である。
【００２６】
　検出されるべき分析対象物は、使用者によって選択される任意の分析対象物であってよ
い。分析対象物は、検出可能な任意の有機分子または無機分子を含有しうる。検出可能な
分析対象物の非限定的な例として、非天然アミノ酸およびアミノ酸類似体を含有するタン
パク質を含む、タンパク質、オリゴペプチドおよびペプチド、誘導体および類似体が挙げ
られる。検出可能な分析対象物の他の例として、炭水化物、多糖類、糖タンパク質、ウイ
ルス、代謝産物、コファクター、ヌクレオチド、ポリヌクレオチド、遷移状態類似体、阻
害剤、薬剤、栄養物、電解質、ホルモン、成長因子および他の生体分子や、非生体分子、
ならびに上記すべての断片および組み合わせが挙げられる。
【００２７】
　当業者には理解されるであろうが、流路内で試料を装填する任意の方法を仮想的に実施
することが可能である。例えば、試料を流路の一端に装填してもよい。一部の実施形態で
は、試料が流体力学的流れによって流路の一端に装填される。例えば、流路がキャピラリ
ーである場合の実施形態では、キャピラリーがマイクロピペットとして用いられるように
、試料を流体力学的流れによってキャピラリーの一端に装填される。図３ｂは、キャピラ
リー作用によるキャピラリー内への試料の装填に関する典型的な実施形態を図示する。一
部の実施形態では、例えば流路が充填されたゲルである場合など流体力学的流れに比較的
抵抗性を示す場合には、電気泳動によって試料を流路内に装填してもよい。
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【００２８】
　流路は、液体分子または溶存分子の流れを可能にする任意の構造を含んでもよい。した
がって流路は、本明細書に記載の方法およびデバイスと互換性がある限り、当該技術にお
いて既知の任意の構造を含んでもよい。一部の実施形態では、流路は、液体分子または溶
存分子が中を通って流れることが可能な穴またはチャネルである。一部の実施形態では、
流路は、液体分子または溶存分子の流れを可能にする透過性材料中の経路である。
【００２９】
　流路は、流路内で分析対象物の検出を可能にする任意の材料を含有する。流路は、ガラ
ス、プラスチック、シリコン、溶融シリカ、ゲルなどの任意の便利な材料を含む。一部の
実施形態では、該方法は複数の流路を用いる。複数の流路は、複数の試料の同時分析を可
能にする。
【００３０】
　流路は、例えば、諸寸法、幅、深さおよび断面、ならびに円形、台形、長方形などの形
状について変化しうる。流路は、直線形、円形、蛇行形などでもよい。下記の如く、流路
の長さは、試料の大きさや、目的の一又は複数の分析対象物を分離するのに必要な試料分
離の度合いなどの因子に部分的に依存する。
【００３１】
　一部の実施形態では、流路はキャピラリーなどの穴を有するチューブを含む。一部の実
施形態では、該方法は複数のキャピラリーを用いる。適切な大きさとして約１０～約ｌ０
００μｍの内径を有するキャピラリーが含まれるがこれらに限定されることはなく、より
典型的には約２５～約４００μｍの内径を有するキャピラリーを利用してもよい。直径が
より小さいキャピラリーには相対的に少ない試料装填が用いられる一方、相対的に多穴の
キャピラリーは相対的に多い試料の装填を可能にしかつ改善されたシグナル検出をもたら
す可能性がある。
【００３２】
　キャピラリーの長さは様々でありうる。適切な長さには、約２～２０ｃｍの長さのキャ
ピラリーが含まれるがこれらに限定されることはなく、それよりいくらか長短があるキャ
ピラリーの使用が可能である。一部の実施形態では、キャピラリーの長さは約３、４、５
もしくは６ｃｍである。キャピラリーが長くなると、典型的には分離が向上しかつ複合体
混合物の分離が改善される結果となる。長めのキャピラリーは、量が不十分な分析対象物
の分離における特定用途となりうる。
【００３３】
　プラスチック製キャピラリーおよびＰＹＲＥＸ（登録商標。すなわち非晶質ガラス）の
使用が可能であるが、一般にキャピラリーは溶融シリカからなる。上記の如く、キャピラ
リーは円形またはチューブ状の形状を有する必要がなく、本明細書に記載の方法およびデ
バイスと互換性がある限り、他の形状も利用可能である。
【００３４】
　一部の実施形態では、流路はチャネルであってもよい。一部の実施形態では、該方法は
複数のチャネルを用いる。一部の実施形態では、流路はマイクロ流体デバイス内のチャネ
ルであってもよい。マイクロ流体は、基板内のチャネルを用いて多種多様な動作を行う。
マイクロ流体デバイスは、基板表面内に成形された一又は複数のチャネルを含みうる。マ
イクロ流体デバイスは固体の不活性基板から得られ、一部の実施形態ではチップ形態で得
られる。マイクロ流体デバイスの諸寸法は重要ではないが、一部の実施形態では、諸寸法
は約ｌ００μｍ～約５ｍｍの厚み、一辺が約１ｃｍ～約２０ｃｍ程度である。適切な大き
さとして、約５μｍ～約２００μｍの深さを有するチャネルが含まれるがこれらに限定さ
れず、より典型的には約２０μｍ～約ｌ００μｍの深さを有するチャネルを利用してもよ
い。本明細書に記載の方法およびデバイスと互換性がある限り、マイクロチャネルまたは
ナノチャネルなどのより小型のチャネルを使用してもよい。
【００３５】
　一部の実施形態では、流路はゲルを含有する。一部の実施形態では、ゲルは分子量を基
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準として試料成分を分離することが可能である。かかる多種多様なゲルは当該技術におい
て既知であり、非限定的例としてポリアクリルアミドゲルが挙げられる。
【００３６】
　該方法は、一般に流路内で試料中に含有される一又は複数の分析対象物を分離する工程
を含む。混合物を２種類以上の成分に分離する方法は当業者には周知であり、様々な種類
の電気泳動を含みうるがこれらに限定されない。本明細書で用いられるように、電気泳動
とは、流体と接触した電極に加えられる起電力の作用下での流体またはゲルを介する懸濁
分子または溶存分子の移動を示す。
【００３７】
　一部の実施形態では、一又は複数の分析対象物を分離する工程は試料の等電点電気泳動
（ＩＥＦ）を含む。電場内では、分子は自らが有する正味電荷と逆の電荷を有する極（カ
ソードまたはアノード）に向かって移動することになる。この正味電荷は、分子が移動中
の培地のｐＨに一部依存する。１つの一般的な電気泳動法は、電場の各境界で異なるｐＨ
値を有し、その間にｐＨの勾配範囲を有する溶液を作製することである。ある特定のｐＨ
において分子の等電点が得られ、そこで分子は正味電荷を全く有しない。分子は、ｐＨ勾
配を横切る際にその正味電荷がゼロである点（すなわちその等電点）に到達し、その後は
電場内に固定される。したがって、この電気泳動法では、分子がその異なる等電点によっ
て分離される。
【００３８】
　一部の実施形態では、例えば分離が等電点電気泳動による場合、両性電解質試薬を流路
内に装填してもよい。両性電解質試薬は、異なる等電点の範囲を有する分子の混合物であ
る。典型的な両性電解質試薬は、Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ、英国のアマシャム・
バイオサイエンス（Ａｍｅｒｓｈａｍ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）から入手可能なＰｈａ
ｒｍａｌｙｔｅ（商標）およびＡｍｐｈｏｌｉｎｅ（商標）である。ポンピング、キャピ
ラリー作用、重力流、電気浸透ポンピング、または電気泳動、あるいは連続的に流路まで
延在可能なグラヴィティ・サイフォンにより、流路の各末端または両末端で両性電解質を
供給してもよい。
【００３９】
　一部の実施形態では、一又は複数の分析対象物を分離する工程は、高分子ゲル中での試
料の電気泳動を含む。ポリアクリルアミドゲルまたはアガロースゲルなどの高分子ゲル中
の電気泳動では、分子の大きさを基準として分子が分離される。高分子ゲルにより、分子
が移動可能な多孔質の経路が提供される。大きい方の分子はゲルに乗って小さい方の分子
よりも遅く移動することから、高分子ゲルは分子の大きさによる分子の分離を可能にする
。
【００４０】
　一部の実施形態では、一又は複数の分析対象物を分離する工程は、試料のミセル界面動
電クロマトグラフィー（ＭＥＫＣ）を含む。ミセル界面動電クロマトグラフィーでは、イ
オン性界面活性剤が試料に添加されることでミセルが形成される。ミセルは界面活性剤の
疎水性部分が内側にありかつ帯電部分が外側に面している構造を有する。分析対象物分子
の分離は、これらの溶質のミセルとの相互作用に基づく。相互作用が強くなるほど、ミセ
ルを伴う溶質の移動は長くなる。界面活性剤の選択だけでなく調節剤の試料への添加によ
ってもＭＥＫＣの選択性を制御することが可能である。ミセル界面動電クロマトグラフィ
ーは、中性分子と荷電分子の分離を可能にする。
【００４１】
　該方法は、流路内で一又は複数の分離された分析対象物を固定化する工程を含む。本明
細書で用いられる固定化する工程は、流路内での分子の移動を著しく低減させるかまたは
失わせることを示す。共有結合または疎水性もしくはイオン性相互作用などの非共有手段
を介して固定化することが可能である。一部の実施形態では、分離された試料の分析対象
物は、等電点電気泳動によって流路内で固定化される。
【００４２】
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　一部の実施形態では、流路は、一又は複数の反応性部分を含有する。反応性部分を使用
することで、流路内で分離された一又は複数の分析対象物を共有結合によって固定化する
ことが可能である。反応性部分は、試料の個々の分子に対応する反応基との共有結合を形
成可能な任意の反応基を含みうる。したがって、反応性部分は、本明細書に記載の方法お
よびデバイスと互換性がある限り当該技術において既知の任意の反応基を含みうる。一部
の実施形態では、反応性部分は目的の分析対象物に対応する反応基と共有結合を形成可能
な反応基を含む。２種類以上の反応性部分を用いる実施形態では、各反応性部分が同一で
ありうるか、または反応性部分の一部もしくはすべてが異なる場合がある。
【００４３】
　反応性部分の流路への付着は直接的であっても間接的であってもよい。一部の実施形態
では、反応性部分は、溶液中または懸濁液中に供給可能であり、活性化の際に流路の壁と
試料中の分子の間に架橋を形成しうる。別の実施形態では、反応性部分は、流路の内側を
覆いうるか、または他の実施形態では、流路内の線状ポリマー上もしくは架橋ポリマー上
に存在しうる。ポリマーが活性化前および／または活性化後に流路の壁に結合されるか否
かは不明である。
【００４４】
　２個の分子を互いに共有結合させるのに適する多種多様な反応性部分は周知である。反
応性部分の実際の選択は、種々の因子に依存し、当業者にとっては明らかであろう。例え
ば、反応性部分はタンパク質の炭素－水素（Ｃ－Ｈ）結合に結合しうる。多数の分離媒体
はＣ－Ｈ結合を含む成分も含有することから、スルフヒドリル（Ｓ－Ｈ）基と反応する化
学物質は、Ｓ－Ｈ基が大部分の分離媒体成分と比べてもタンパク質上に特異的に見出され
る場合に有利でありうる。アミン基またはカルボキシル基と反応する化学物質は、タンパ
ク質上にかかる基が豊富に存在することによっても有利でありうる。
【００４５】
　適切な反応性部分は、光反応基、化学反応基、および熱反応基（ｔｈｅｒｍｏｒｅａｃ
ｔｉｖｅ　ｇｒｏｕｐｓ）を含むがこれらに限定されない。
【００４６】
　流路内での光固定化は、一又は複数の光反応基の活性化によって実現しうる。光反応基
は、外部エネルギー源による活性化時に他の分子と共有結合を形成する一又は複数の潜在
的な光反応基を含む。例えば、本明細書において参照により援用される開示である米国特
許第５，００２，５８２号明細書および米国特許第６，２５４，６３４号明細書を参照の
こと。光反応基は、フリーラジカル、特にナイトレン、カルベン、および電磁エネルギー
の吸収時のケトンの励起状態などの活性種を生成する。スペクトルの紫外部、赤外部およ
び可視部に反応性を有する光反応基などの電磁スペクトルの様々な部分に反応性を有する
光反応基を選択してもよい。例えば、光源への暴露時に光反応基を活性化させることで隣
接分子と共有結合を形成させてもよい。
【００４７】
　適切な光反応基には、アリールケトン、アジド、ジアゾ、ジアジリン、およびキノンが
含まれるがこれらに限定されない。
【００４８】
　一部の実施形態では、光反応基には、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノ
ン、アントロン、およびアントロン様複素環などのアリールケトンまたはそれらの置換誘
導体が含まれる。ベンゾフェノンは、項間交差を経て三重項状態に至る励起一重項状態の
初期形成を伴う光化学励起を可能にすることから、好ましい光反応性部分である。励起三
重項状態が水素原子の引き抜きによって炭素－水素結合の中に入り込むことで、ラジカル
対の生成が可能である。それに続くラジカル対の崩壊は、新たな炭素－炭素結合の形成を
招く。もし反応性結合（例えば炭素－水素）が結合として利用できない場合、ベンゾフェ
ノン基の紫外光によって誘発される励起は可逆的であり、エネルギー源の除去時に分子は
基底状態のエネルギーレベルに戻る。
【００４９】
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　一部の実施形態では、光反応基は、フェニルアジド、４－フルオロ－３－ニトロフェニ
ルアジドなどのアリールアジド、ベンゾイルアジドおよびｐ－メチルベンゾイルアジドな
どのアシルアジド、エチルアジドホルマート、フェニルアジドホルマートなどのアジドホ
ルマート、ベンゼンスルホニルアジドなどのスルホニルアジド、ならびにジフェニルホス
ホリルアジドおよびジエチルホスホリルアジドなどのホスホリルアジドなどのアジドを含
む。
【００５０】
　一部の実施形態では、光反応基はジアゾ化合物を含み、かつジアゾメタンおよびジフェ
ニルジアゾメタンなどのジアゾアルカン、ジアゾアセトフェノンおよび１－トリフルオロ
メチル－１－ジアゾ－２－ペンタノンなどのジアゾケトン、ｔ－ブチルジアゾアセテート
およびフェニルジアゾアセテートなどのジアゾアセテート、ならびにｔ－ブチルアルファ
ジアゾアセトアセテートなどのベータ－ケト－アルファ－ジアゾアセテートを含む。
【００５１】
　一部の実施形態では、光反応基は３－トリフルオロメチル－３－フェニルジアジリンな
どのジアジリンを含み、かつ光反応基はジフェニルケテンなどのケテンを含む。
【００５２】
　一部の実施形態では、光反応基は、Ｎ－（（２－ピリジルジチオ）エチル）－４－アジ
ドサリチルアミド、４－アジド－２，３，５，６－テトラフルオロ安息香酸、４－アジド
－２，３，５，６－テトラフルオロベンジルアミン、ベンゾフェノン－４－マレイミド、
ベンゾフェノン－４－イソチオシアネート、または４－ベンゾイル安息香酸を含む。
【００５３】
　上記の如く、２種類以上の反応性部分を用いる実施形態では、各反応性部分は同一であ
るか、または反応性部分の一部もしくはすべてが異なる場合がある。例えば、流路は光反
応基を含みうるとともに化学的に反応性を有する。一部の実施形態では、流路は種々の光
反応基を含みうるとともに、非限定的例としてベンゾフェノンおよび４－アジド－２，３
，５，６－テトラフルオロ安息香酸（ＡＴＦＢ）が挙げられる。
【００５４】
　上記の光活性化可能な化学物質の使用に加え、化学活性化または熱活性化についても利
用可能である。
【００５５】
　一部の実施形態では、反応性部分は、分析対象物上に存在する相補基と共有結合を形成
することによって反応性部分を分析対象物に付着させるのに使用可能な官能基を含む。共
有結合を形成可能な相補基対は当該技術で周知である。一部の実施形態では、分析対象物
は求核基を含み、かつ反応基は求電子基を含む。他の実施形態では、反応基は求核基を含
み、かつ分析対象物は求電子基を含む。アッセイ条件において安定な共有結合を形成する
のに有用な相補的な求核基および求電子基、または適切に活性化することが可能なこれら
の前駆体は周知でかつ使用可能である。米国特許第６，３４８，５９６号明細書では、適
切な相補的な求核基および求電子基、ならびに結果としてそれらから形成される結合の例
が提供される。
【００５６】
　一部の実施形態では、該方法は、一又は複数の分析対象物を一又は複数の検出剤と接触
させる工程を含む。検出剤は、検出されるべき分析対象物に結合するかまたはそれらと相
互作用することが可能である。検出剤を目的の一又は複数の分析対象物と接触させる工程
は、本明細書に記載の方法およびデバイスと互換性がある限り、当該技術において既知の
任意の方法によって実施してもよい。流路を通して検出剤を輸送するための例として、流
体力学的流れ、電気浸透流、または電気泳動が挙げられるがこれらに限定されない。
【００５７】
　検出剤は、検出されるべき分析対象物と相互作用するのに結合可能な任意の有機分子ま
たは無機分子を含んでもよい。検出剤の非限定的例として、検出されるべき分析対象物に
結合可能なタンパク質、ペプチド、抗体、酵素基質、遷移状態類似体、コファクター、ヌ



(11) JP 5073491 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

クレオチド、ポリヌクレオチド、アプタマー、レクチン、小分子、リガンド、阻害剤、薬
剤、および他の生体分子、ならびに非生体分子が挙げられる。
【００５８】
　一部の実施形態では、検出剤は、一又は複数の標識部分を含有する。２種類以上の標識
部分を利用する実施形態では、各標識部分が同一であるか、または標識部分の一部もしく
はすべてが異なる場合がある。
【００５９】
　一部の実施形態では、標識部分は化学発光標識を含む。化学発光標識は、光シグナルを
生成しかつ本明細書に記載の方法およびデバイスに従うように使用可能な任意の実体を含
みうる。多種多様なかかる化学発光標識は、当該技術において既知である。例えば、本明
細書において参照により援用される開示である、米国特許第６，６８９，５７６号明細書
、米国特許第６，３９５，５０３号明細書、米国特許第６，０８７，１８８号明細書、米
国特許第６，２８７，７６７号明細書、米国特許第６，１６５，８００号明細書、および
米国特許第６，１２６，８７０号明細書を参照のこと。適切な標識には、化学発光による
光子放射が誘導されるような方法で化学発光基質と反応可能な酵素が含まれる。かかる酵
素は、酵素活性によって他の分子中の化学発光を誘導する。かかる酵素は、化学発光基質
の利用が可能なペルオキシダーゼ、β－ガラクトシダーゼ、ホスファターゼ、またはその
他の酵素を含みうる。一部の実施形態では、化学発光標識を、ルミノール標識、イソルミ
ノール標識などの種々のクラスのいずれかから選択してもよい。一部の実施形態では、検
出剤は化学発光標識抗体を含む。
【００６０】
　一部の実施形態では、検出剤は化学発光基質を含む。一旦分析対象物が流路内で固定化
されると、化学発光基質をそれらの電荷に依存して流路の片端から供給することが可能で
ある。例えば流体力学的流れまたは電気浸透流により、流路の片端から非荷電基質を供給
することが可能である。Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙのアプライドバイオシステムズ（Ａｐｐ
ｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）から入手可能なＧａｌａｃｔｏｎ基質、イリノイ州Ｒ
ｏｃｋｆｏｒｄのピアースバイオテクノロジー（Ｐｉｅｒｃｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，Ｉｎｃ．）から入手可能なＣａｌｉｆｏｒｎｉａまたはＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　
Ｗｅｓｔ　Ｆｅｍｔｏ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ基質または他の適切な
基質などの化学発光基質は当該技術で周知である。
【００６１】
　同様に標識部分は生物発光化合物を含みうる。生物発光は、触媒タンパク質が化学発光
反応の効率を高める場合の生体系で見出される化学発光の一種である。発光の有無を検出
することによって生物発光化合物の有無が判定される。適切な生物発光化合物には、ルシ
フェリン、ルシフェラーゼおよびエクオリンが含まれるがこれらに限定されない。
【００６２】
　一部の実施形態では、標識部分は蛍光色素を含む。蛍光色素は、蛍光シグナルを生成し
かつ本明細書に記載の方法およびデバイスに従って使用可能な任意の実体を含みうる。典
型的には、蛍光色素は、第１の波長で光を吸収し、かつ吸収事象に反応して第２の波長で
蛍光を発する共鳴－非局在系または芳香環系を含む。かかる多種多様な蛍光色素分子は、
当該技術において既知である。例えば、蛍光化合物の種々のクラスのいずれかから蛍光色
素を選択してもよく、非限定的例として、キサンテン、ローダミン、フルオレセイン、シ
アニン、フタロシアニン、スクアライン（ｓｑｕａｒａｉｎｅ）、ボディピー（ｂｏｄｉ
ｐｙ）色素、クマリン、オキサジン、およびカルボピロニンが挙げられる。一部の実施形
態では、例えば検出剤が蛍光色素などのフルオロフォアを含有する場合、それらの蛍光は
適切な光源で励起されることによって検出され、それらの特有の蛍光発光波長に感度を示
す検出器によって監視される。一部の実施形態では、検出剤は蛍光色素標識抗体を含む。
【００６３】
　異なる分析対象物に結合するかまたはそれらと相互作用する２種類以上の検出剤を使用
する実施形態では、様々な分析対象物を同時に検出することが可能である。一部の実施形
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態では、一の分析対象物に結合するかまたはそれと相互作用する２種類以上の検出剤を同
時に検出することが可能である。２種類以上の検出剤を使用する実施形態では、ある検出
剤、例えば１°抗体は、一又は複数の分析対象物に結合するかまたはそれらと相互作用す
ることで検出剤－分析対象物複合体を形成することが可能であり、第２の検出剤、例えば
２°抗体を使用して、検出剤－分析対象物複合体に結合するかまたはそれと相互作用しう
る。
【００６４】
　一部の実施形態では、目的のリン形態と非リン形態の両方の分析対象物に対する２種類
の検出剤、例えば抗体は、目的の両方の形態の分析対象物の検出を可能にしうる。一部の
実施形態では、単一の特異的な検出剤、例えば抗体は、リン酸化形態と非リン酸化形態の
両方の分析対象物の検出および分析を、これらが流路内で分離されうる際に可能にしうる
。一部の実施形態では、複数の検出剤を複数の基質とともに使用することで色多重化がも
たらされうる。例えば、使用される異なる化学発光基質は、異なる色の光子を発するよう
に選択されるであろう。回折格子、プリズム、一連の着色フィルタ、または他の手段の利
用によって行われる異なる色の選択的検出は、流路に沿った任意の位置でどの色光子が発
せられているか否かの判定や、それ故に各発光位置でどの検出剤が存在するか否かの判定
を可能にする。一部の実施形態では、異なる化学発光試薬の連続的供給を可能にすること
で、結合される異なる検出剤の連続的検出が可能になる。
【００６５】
　分析対象物の検出には、分析対象物の有無の検出、測定、および／または特徴付けが含
まれる。典型的には、標識からのシグナルを検出することによって分析対象物が検出され
、分析対象物は、同位体標識、免疫標識、光学色素、酵素、粒子、および化学発光標識抗
体および蛍光標識抗体などのそれらの組み合わせを検出する工程を含むがこれらに限定さ
れない。
【００６６】
　分析対象物を検出する工程は、本明細書に記載の方法およびデバイスと互換性がある限
り、当該技術において既知の任意の方法によるものであってもよい。従来の方法および器
具を用いてシグナルを監視することによって分析対象物を検出してもよく、非限定的な例
として、光検出器、光検出器アレイ、電荷結合素子（ＣＣＤ）アレイなどが挙げられる。
例えば、シグナルをリアルタイムで継続的に監視することで、使用者は分析対象物が試料
中に存在するか否か、場合によっては分析対象物の量または活性について迅速に測定する
ことができる。一部の実施形態では、少なくとも２つの異なる時点からシグナルを測定し
てもよい。一部の実施形態では、継続的にまたはいくつかの選択される時点でシグナルを
監視してもよい。あるいは、一定の時間経ってからシグナルが測定される終点での実施形
態においてシグナルを測定してもよく、シグナルは対照シグナル（分析対象物を含まない
試料）、閾値シグナル、または標準曲線に対して比較される。
【００６７】
　シグナルをリアルタイムで監視することで、使用者は分析対象物が試料中に存在するか
否か、場合によって分析対象物の量または活性について迅速に測定することができる。一
部の実施形態では、少なくとも２つの異なる時点からシグナルを測定してもよい。一部の
実施形態では、シグナルを継続的にまたはいくつかの選択される時点で監視してもよい。
あるいは、一定の時間経ってからシグナルが測定される終点での実施形態においてシグナ
ルを測定してもよく、シグナルは対照シグナル（分析対象物を含まない試料）、閾値シグ
ナル、または標準曲線に対して比較される。
【００６８】
　典型的には、分析対象物を検出する工程は流路を画像化する工程を含む。一部の実施形
態では、流路の全長を画像化してもよい。あるいは、流路の際立った部分を画像化しても
よい。生成されるシグナル量は、重要ではなく広範囲にわたって変化しうる。唯一の必要
条件は、使用される検出系によってシグナルの測定が可能である点である。一部の実施形
態では、シグナルはバックグラウンドよりも少なくとも２倍大きい可能性がある。一部の
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実施形態では、バックグラウンドよりも２～１０倍大きいシグナルが生成されうる。一部
の実施形態では、シグナルはバックグラウンドよりも１０倍大きい可能性がある。
【００６９】
　生成されるシグナル量は、重要ではなく広範囲にわたって変化しうる。唯一の必要条件
は、使用される検出系によってシグナルの測定が可能である点である。一部の実施形態で
は、シグナルはバックグラウンドよりも少なくとも２倍大きい可能性がある。一部の実施
形態では、バックグラウンドよりも２～１０倍大きいシグナルが生成されうる。一部の実
施形態では、シグナルはバックグラウンドよりも１０倍大きい可能性がある。
【００７０】
　図１ａ～ｄは、キャピラリー内の細胞物質の分離、固定化および標識化に関する典型的
な実施形態を図示する。図１ａは光反応基１２で裏打ちされたキャピラリー１０の縦断面
図である。異なる陰影によって示される、電気泳動移動度が異なる細胞タンパク質の混合
物１４は、キャピラリー内部の流体中に位置している。図１ｂでは、流体に電場を加える
ことで、タンパク質はそれらの等電点電気泳動（ＩＥＦ）により等電点に従って１４ａ、
１４ｂおよび１４ｃの群に分離されている。図１ｃでは、適切な波長の光１５を適用する
ことで、１２ａで示されるように活性化され、タンパク質１４をキャピラリー内でのそれ
らの分離位置で結合させるように光反応基が活性化される。次いで、標識を有する検出抗
体１６は、図１ｄ中の矢印１８によって示されるようにキャピラリーを流される。検出抗
体１６は、図１ｄに示されるように出会ったタンパク質１４に結合することになる。検出
抗体が化学発光標識を含有する場合、結合タンパク質は発光検出に対するそれらの結合位
置で標識化される。この実施形態では、化学発光試薬の流れがキャピラリーを流され、そ
れはタンパク質に結合した標識と出会った場合に反応しうる。タンパク質の各部位からの
発光が光子検出器によって検出され、記録されることにより、結合位置から発せられる光
によるタンパク質の同定が可能になる。この手法は、有利にも細胞物質の同定を可能にし
、かつ細胞物質（基質）の修飾がモニターされる場合には、これらのネイティブの基質の
使用が可能になり、ＩＥＦによる細胞物質の分離に先立って任意の同定物質を導入する必
要がない。
【００７１】
　一般に、本明細書に記載の方法から、ウエスタンブロットによって得られる結果に類似
する結果が得られるが、それはわずかな時間においてである。例えば、ＩＥＦによる細胞
物質の分離は５分以内で可能であり、それに続く固定化は２分以内でなされる。これは、
検出剤は分離の開始から１０分以内で分離された試料に結合可能であることと、分離工程
における３０分以内で検出剤の分析が可能であることを意味する。全体的なプロセスは、
ウエスタンブロット分析技術よりも迅速で、簡易で、高感度で、正確であり、かつ高度な
自動化が可能である。固定化工程は、使用に先立って分子形態の均質性について検出剤（
酵素標識抗体など）を評価する必要性を除き、かつこれらの種類の試薬においては通常行
われない過度な精製を行う必要性を除く。したがって、本明細書に記載の方法では、費用
をかけずにプローブ抗体を使用することが可能である。
【００７２】
　先の実施形態において示された分離技術は等電点電気泳動であるが、分析対象物を分離
するのに、例えば自由溶液電気泳動、ふるい電気泳動（ｓｉｅｖｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏ
ｐｈｏｒｅｓｉｓ）、またはミセル界面動電クロマトグラフィーも利用可能である。
【００７３】
　一部の実施形態では、流路内で一又は複数のタンパク質を分離する工程と、流路内で分
析対象物を固定化する工程と、流路内で固定化された分析対象物を検出剤と接触させるこ
とで一又は複数の検出剤－分析対象物複合体を形成する工程と、分析対象物を検出する工
程とを含む、少なくとも一の分析対象物を検出する方法が提供される。一部の実施形態で
は、検出剤は標識を含む。一部の実施形態では、該方法は、検出剤－分析対象物複合体を
標識された検出剤と接触させる工程をさらに含む。一部の実施形態では、該方法は化学発
光シグナルを検出する工程を含む。一部の実施形態では、該方法は蛍光シグナルを検出す
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る工程を含む。
【００７４】
　一部の実施形態では、キャピラリー内で一又は複数のタンパク質を分離する工程と、キ
ャピラリー内でタンパク質を光固定化する工程と、キャピラリー内で固定化されたタンパ
ク質を抗体と接触させることで一又は複数の抗体－タンパク質複合体を形成する工程と、
タンパク質を検出する工程とを含む、試料中の目的の少なくとも一のタンパク質を検出す
る方法が提供される。一部の実施形態では、抗体は標識を含む。一部の実施形態では、該
方法は、抗体－タンパク質複合体を標識抗体と接触させる工程をさらに含む。一部の実施
形態では、該方法は化学発光シグナルを検出する工程を含む。一部の実施形態では、該方
法は蛍光シグナルを検出する工程を含む。
【００７５】
　一部の実施形態では、一又は複数の反応基、および場合によって、一又は複数の反応基
を含む高分子材料または重合可能材料を含有する流路内で一又は複数の分析対象物を分離
する工程と、流路内で分析対象物を固定化する工程と、検出剤を固定化された分析対象物
に接触させる工程と、分析対象物を検出する工程とを含む、試料中の少なくとも一の分析
対象物を検出する方法が提供される。
【００７６】
　図２ａ～ｂは、キャピラリー内の高分子材料中で、分離された分析対象物を固定化する
典型的な実施形態を図示する。図２ａはキャピラリー１０の縦断面を図示する。上パネル
は、内部の表面を、閉じた楕円で表される光反応基１２でコーティングしたキャピラリー
１０壁を示す。かかる材料の適切な非限定的例として、ベンゾフェノン部分などの光反応
基を含有するポリアクリルアミドが挙げられる。図２ａには、光反応基１２を表す円形の
末端を有する４本の腕からなる構造によって表される溶液中の高分子材料２４も示される
。かかる材料の適切な非限定的例として、ベンゾフェノン、ＡＴＦＢなどの光反応基１２
を担持する分岐ポリエチレングリコールが挙げられる。さらに、斜交平行構造によって表
される、分離されたタンパク質の２つのバンド１４ａ、１４ｂが示される。図２ｂは、光
活性化１５の後の上記の構造を示す。光反応基の活性化が両壁上の凹半円構造１２ａおよ
びキャピラリーを満たす高分子材料によって表される。多数のこれらの光反応基１２ａは
、相互に、ポリマーの長さと、かつこれら光反応基の各々と有効に架橋し合うバンド内の
タンパク質と関連している。したがって、分離されたタンパク質バンドは、ゆるやかな網
目の共有結合や高分子材料を介して適所に結合される。一部の実施形態では、網目は抗体
などの検出剤などの材料における、ゆるやかな網目を通る移動を可能にする開孔構造を形
成することが望ましい。
【００７７】
　図３ａ～ｈは、流路内で一又は複数の分析対象物を検出するための典型的な実施形態を
図示する。図３ａは、キャピラリー１０および目的の一又は複数の分析対象物を含有する
成分の混合物を含む試料１を図示する。図３ｂは、試料１をキャピラリー作用によってキ
ャピラリー１０内に装填する工程を図示する。図３ｃは、２つの流体充填されたウェルま
たはトラフの２０ａと２０ｂの間に延在する、一又は複数の反応性部分を含有する、試料
１が装填されたキャピラリー１０を図示する。図３ｄに図示されるように、目的の分析対
象物１ａまたは分析対象物１ａおよび１ｂがキャピラリー１０の片側の溶液と接触した一
又は複数の電極によって分離され、かつ別の一又は複数の電極がキャピラリー１０の反対
側の溶液と接触するようにして試料１の成分は分離される。図３ｅは、キャピラリー１０
内で目的の分析対象物１ａおよび１ｂを固定化可能な一又は複数の反応性部分の活性化に
ついて図示する。次いで検出剤２が、図３ｆおよび図３ｇ中の矢印によって示されるよう
にキャピラリー１０を流される。次いで検出剤２が検出され、図３ｈ中に図示されたよう
にキャピラリー内で発せられたシグナルにより目的の分析対象物の固定化された位置にお
ける検出が可能になる。
【００７８】
　図４は、細胞物質を分析するための方法の典型的な実施形態を図示する。工程６１では
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、分析されるべき細胞物質はキャピラリーの一端に位置付けされる。工程６１ａでは、細
胞物質はキャピラリー内に装填される。工程６２では、細胞物質は、例えばＩＥＦによっ
てキャピラリー内で分離される。工程６３では、分離された材料はキャピラリー内で固定
化される。工程６４では、検出剤、例えばレポーター抗体は、キャピラリー内でタンパク
質などの固定化された分析対象物に結合される。工程６５では、化学発光試薬、または他
の検出剤がキャピラリーを貫流することで、化学発光などの検出されるべき事象がもたら
される。次いで工程６６では、発光が検出される。
【００７９】
　図５は、細胞を分析する方法の典型的な実施形態を図示する。工程６０では、分析され
るべき一又は複数の細胞はキャピラリーの端に位置付けられる。工程６０ａでは、一又は
複数の細胞はキャピラリー内に引き込まれて溶解される。工程６２では、細胞物質は、例
えばＩＥＦによってキャピラリー内で分離される。工程６３では、分離された物質はキャ
ピラリー内で固定化される。工程６４では、検出剤、例えばレポーター抗体は、キャピラ
リー内でタンパク質などの固定化された分析対象物に結合される。工程６５では、化学発
光試薬、または他の検出剤がキャピラリーを貫流することで、化学発光などの検出される
べき事象がもたらされる。次いで工程６６では、発光が検出される。
【００８０】
　図６は、細胞物質を分析するための方法の典型的な実施形態を図示する。工程６１では
、分析されるべき細胞物質はキャピラリーの一端に位置付けられる。工程６１ａでは、細
胞物質はキャピラリー内に装填される。工程６２では、細胞物質は、例えばＩＥＦによっ
てキャピラリー内で分離される。工程６３では、分離された材料はキャピラリー内で固定
化される。工程６４では、検出剤、例えばレポーター抗体は、キャピラリー内でタンパク
質などの固定化された分析対象物に結合される。工程６５ａでは、検出剤上のフルオロフ
ォア、例えば蛍光標識抗体が光で励起される。次いで工程６６では、発光が検出される。
【００８１】
　図７は、細胞を分析する典型的な実施形態を図示する。工程６０では、分析されるべき
一又は複数の細胞はキャピラリーの端に位置付けられる。工程６０ａでは、一又は複数の
細胞は、キャピラリー内に引き込まれて溶解される。工程６２では、細胞物質はキャピラ
リー内で分離され、例えばタンパク質はＩＥＦによって分離される。工程６３では、分離
された材料はキャピラリー内で固定化される。工程６４では、検出剤、例えばレポーター
抗体は、キャピラリー内でタンパク質などの固定化された分析対象物に結合される。工程
６５ａでは、検出剤上のフルオロフォア、例えば蛍光標識抗体が光で励起される。次いで
工程６６では、発光が検出される。
【００８２】
　図８は、標識された細胞物質がキャピラリー内に導入される瞬間に細胞から放出される
場合の典型的な実施形態を図示する。次いで、細胞物質は分離されて固定化される。工程
９１では、検出剤を含有する一又は複数の細胞はキャピラリーの一端に位置付けられる。
次いで工程９２では、一又は複数の細胞は、溶解されることでそれらの標識タンパク質が
放出され、キャピラリー内で輸送される。工程９３では、細胞物質は、例えばＩＥＦによ
ってキャピラリー内で分離される。工程９４では、分離された物質はキャピラリー内で固
定化される。次いで工程９５ａでは、化学発光試薬がキャピラリーを貫流され、化学発光
によって光子が生成される。次いで工程９６では、放射光子が検出される。
【００８３】
　図９は、分離に先立って分析対象物が標識される場合の典型的な実施形態を図示する。
工程１０１では、一又は複数の細胞はキャピラリーの一端に位置付けられる。次いで工程
１０２では、一又は複数の細胞は、溶解されることでそれらの内容物が放出される。工程
１０３では、検出剤が放出された細胞内容物、例えばタンパク質に結合される。工程１０
４では、細胞物質は、例えばＩＥＦによってキャピラリー内で分離される。工程１０５で
は、分離された標識材料は、キャピラリー内で適所に固定化される。次いで工程１０６で
は、化学発光基質がキャピラリーを貫流され、化学発光によって光子が生成される。次い
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で工程１０７では、放射光子が検出される。
【００８４】
　図１０は、分析対象物の化学発光検出のための典型的な実施形態を図示する。工程３０
２では、ｐＨ勾配のための両性電解質試薬が流路内に装填される。工程３０４では、化学
発光を触媒可能でかつ目的の分析対象物に結合可能な酵素標識抗体が流路内に装填される
。ステップ３０６では、細胞内容物は流体経路内に装填され、ここで酵素標識抗体は目的
の１種もしくは複数種の分析物と結合することになる。ステップ３０８では、等電点電気
泳動を適用することで、ｐＨ勾配内で酵素標識抗体と分析物が分離され、次いで固定化さ
れる。工程３１０では、酵素標識抗体と互換性がある化学発光基質が供給され、次いで工
程３１２では、化学発光放出が化学発光基質と酵素標識抗体との相互作用から検出され、
分析対象物と結合される。一部の実施形態では、分析対象物はＩＥＦによって固定化され
、かつ化学発光試薬は勾配におけるすべてのｐＨでそれ自体の電荷を運ぶことによって流
路を貫流される。
【００８５】
　図１１は、分析対象物の化学発光検出のための典型的な実施形態を図示する。この実施
形態では、工程４０２において細胞がキャピラリー内またはキャピラリーの注入口で溶解
される。工程４０４では、溶解により、検出剤、例えば化学発光標識抗体と反応する細胞
内容物が放出される。工程４０６では、標識されかつ結合された細胞内容物は、等電点電
気泳動によってキャピラリー内で分離される。工程４０８では、細胞内容物に結合した抗
体の酵素と反応することになる化学発光試薬が供給される。この実施形態では、分析対象
物はＩＥＦによって固定化され、化学発光試薬は勾配におけるすべてのｐＨでそれ自体の
電荷を運ぶことによって流路を貫流される。工程４１０では、光細胞またはＣＣＤアレイ
検出器などの光子検出器を用いて化学発光が検出される。
【００８６】
　当業者であれば本明細書に記載の方法の諸工程の順序を容易に変更するであろう。例え
ば、分析対象物と検出剤の接触に先立ち、試料を分離し、次いで分析対象物を流路内での
その分離位置で固定化してもよい。一部の実施形態では、検出剤を分析対象物と接触させ
ることで複合体が形成され、次いで複合体が流路内で分離される。一部の実施形態では、
検出剤を、後に系内に装填される試料中に予備装填してもよいであろう。別の例として、
化学発光試薬の供給後、等電点電気泳動などの分離工程を適用してもよい。
【００８７】
　本明細書では、試料からの一又は複数のタンパク質がキャピラリー内で分離され、タン
パク質がキャピラリー内で光固定化され、抗体がタンパク質または抗体－タンパク質複合
体に結合するかまたはそれらと相互作用する該キャピラリーを通って輸送され、かつ該キ
ャピラリー内で固定化される間にタンパク質の検出を可能にすることを特徴とする、試料
中の少なくとも一のタンパク質を検出する方法も提供される。
【００８８】
　さらに本明細書では、流路内で一又は複数の分析対象物を濃縮する工程と、流路内で一
又は複数の分析対象物を固定化する工程と、固定化された分析対象物を検出剤と接触させ
る工程と、目的の分析対象物を検出する工程とを含む、試料中の少なくとも一のタンパク
質を検出する方法も提供される。
【００８９】
　本明細書で用いられる如く、濃縮する工程は希釈を低下させることを意味する。試料を
濃縮する方法は当業者にとっては周知であり、様々な種類の電気泳動や等電点電気泳動な
どを含みうるがこれらに限定されない。
【００９０】
　流路内で一又は複数のタンパク質を濃縮する工程と、流路内でタンパク質を固定化する
工程と、固定化されたタンパク質を抗体と接触させることにより流路内で一又は複数の抗
体－タンパク質複合体を形成する工程と、タンパク質を検出する工程とを含む、試料中の
少なくとも一のタンパク質を検出する方法も提供される。
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【００９１】
デバイス
　本明細書では、試料中の一又は複数の分析対象物を検出するためのシステムおよびデバ
イスが提供される。デバイスは、一般に流路と；流路内で試料の個々の成分を分離するた
めに流路に沿って電圧を加えるための電源と；流路内で分析対象物を検出可能な検出器と
を含む。
【００９２】
　一又は複数の分析対象物を固定化可能な一又は複数の反応基を含む流路と、流路内で一
又は複数の分析対象物を分離可能な流路に沿って電圧を加えるための電源と；該流路内で
分析対象物を検出可能な検出器とを含む、試料中の目的の少なくとも一の分析対象物を検
出するためのシステムも提供される。
【００９３】
　一又は複数の分析対象物を固定化可能な一又は複数の反応基を含む流路と、流路内で一
又は複数の分析対象物を濃縮可能な流路に沿って電圧を加えるための電源と；該流路内で
分析対象物を検出可能な検出器とを含む、試料中の目的の少なくとも一の分析対象物を検
出するためのシステムも提供される。
【００９４】
　図１２ａは、流路が、複数の流体充填されたウェルと電極の間のキャピラリーを含む場
合の典型的な実施形態を示す。一又は複数の反応性部分を含有するキャピラリー１０は、
２つの流体充填されたウェルまたはトラフ２０ａと２０ｂの間に延在する。試料はトラフ
の一方に、好ましくはキャピラリーのオリフィスに配置される。例えば、試料はキャピラ
リー内に装填されている細胞内容物でありうる。一部の実施形態では、一又は複数の細胞
はキャピラリー内に引き込まれ、ｉｎ　ｓｉｔｕで溶解される。一部の実施形態では、一
又は複数の細胞は、ウェル、トラフまたはキャピラリー開口部内に引き込まれ、溶解され
ることで細胞内容物が放出されうる。次いで、試料は電気泳動によってキャピラリーを流
され、例えば等電点電気泳動によってキャピラリー内で分離される。電極２２ａ、２２ｂ
はキャピラリーの各端で溶液中に位置付けられることで、電気泳動および等電点電気泳動
に必要な電場が加えられる。目的の分析対象物を標識するのに使用される検出剤を、好ま
しくは分離および固定化が起こった後で、他方のトラフ内に配置し、電気泳動、電気浸透
流、または流体力学的流れ（典型的にはサイフォン式もしくはポンプ式で行われる）によ
ってキャピラリーを貫流させてもよい。一部の実施形態では、検出剤を、試験管などの容
器からキャピラリー内に装填してもよい。次いで検出剤をトラフの一方に導入し、キャピ
ラリーを貫流させることで検出事象が誘発される。
【００９５】
　図１２ｂは、片側の複数のウェル３２ａおよび反対側の別の複数のウェル３２ｂの間に
延在するキャピラリーアレイ３０を含む典型的な実施形態を図示する。一部の実施形態で
は、キャピラリーアレイは片側のトラフと反対側の別のトラフの間に延在可能である。一
部の実施形態では、キャピラリーアレイは、片側の共通の緩衝液容器と反対側の別の共通
の緩衝液容器の間に延在可能である。一又は複数の電極３４ａはキャピラリーの片側の溶
液と接触し、かつ別の一又は複数の電極３４ｂはキャピラリーの反対側の溶液と接触して
いる。電極の一部は容器構造にとって不可欠でありうる。容器およびキャピラリーは、ス
ライドなどの基板３６の上または中に位置付けられる。
【００９６】
　図１３は典型的な実施形態であり、キャピラリー１２２内での抗体－分析対象物複合体
の分離および検出がキャピラリー切片の縦断面図中に図示される。抗体－分析対象物複合
体１６０がキャピラリー１２２に沿って各位置に位置付けられる。各抗体－分析対象物複
合体１６０は正味電荷１６４を有し、それは複合体が移動することになる中性電荷位置１
６２ｂを決定する。各複合体は、両性電解質試薬の等電点電気泳動によって生成されるそ
のｐＨ勾配内の中性電荷位置１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃに位置付けられる。加えられ
る電位電圧は、分析対象物を図面中に図示されるこれらの等電位置での狭バンド内に集束
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させる。化学発光基質１７０は、電気泳動の流れ方向１７２に移動してキャピラリーを通
過する。化学発光基質１７０が、等電点電気泳動された、ペルオキシダーゼ酵素が結合し
た抗体－タンパク質複合体などの標識抗体－分析対象物複合体１６０に出会うと、化学発
光基質は光を伴う生成物に変換される。基質１７０ａは、変換された化学発光基質を表す
。変換によって基質１７０ａによる発光１８０が生じる。かかる変換から生じる基質生成
物１７０ｂは、矢印１７２の方向に流れ続ける。変換されていない化学発光基質１７０が
キャピラリーを流れ続け反応相手の新たな化学発光酵素と出会う限り、この過程は継続す
る。
【００９７】
　図１４は典型的な分析デバイスを図示する。必要な一又は複数の反応性部分が装填され
ることで分析対象物、緩衝液、および分析されるべき試料を固定化するキャピラリーアレ
イ４０が光密閉箱４２内に位置付けられる。制御可能な電源４６をキャピラリーの片側の
電極に連結させることで、試料を分離しかつ検出剤および／または化学発光試薬をキャピ
ラリーに貫流させるのに必要な電圧が加えられる。電圧を加えることで、試料がキャピラ
リー内を流れ、例えば等電点電気泳動によって試料が分離される。あるいは、試料は流体
力学的流れによってキャピラリー内に装填され、その後に例えば等電点電気泳動によって
分離されうる。反応性部分を活性化できるエネルギー源（図示せず）が提供される。例え
ば、紫外線ランプなどの光源が箱内部に照明をもたらすことで試料の個々の成分がそれら
の分離位置で固定化される。一部の実施形態では、システムは蛍光標識の誘導用光源を含
む。例えば本明細書に記載される一又は複数の検出剤は、キャピラリーの一端でウェル内
に導入され、キャピラリーを貫流され、分析対象物に結合する。一部の実施形態では、検
出試薬はウェル内に導入され、キャピラリーを貫流される。一部の実施形態では、検出剤
は別々のより小型のウェルから導入されうる。追加的により小型のウェルを使用すること
により、検出剤の保護が可能である。固定化された分析対象物および検出分子から発せら
れた光子を受信する箱４２内部でキャピラリーを映すのはＣＣＤカメラ４４である。電源
４６および照明をスイッチングし、検出分子および試薬の適用を制御し、ＣＣＤカメラ４
４によって受信される光子シグナルを記録しかつ分析するコンピュータ４８によってシス
テムは制御される。同様に、分離の際に流される分子標準の蛍光を誘導するための光源は
、化学発光で発生する光を検出するのに使用されるものと同一のＣＣＤカメラによる検出
を可能にしうる。内部標準は、等電点に関し、または別の分離モード、分子量に対して分
離を調整するのに役立つ。ＩＥＦのための内部標準は当該技術分野で周知である。例えば
、シムラ，Ｋ．（Ｓｈｉｍｕｒａ，Ｋ．）、カミヤ，Ｋ．（Ｋａｍｉｙａ，Ｋ．）、マツ
モト，Ｈ．（Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，Ｈ．）およびＫ．カサイ（Ｋ．Ｋａｓａｉ）（２００
２年）　「Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ－Ｌａｂｅｌｅｄ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　ｐＩ　Ｍａｒ
ｋｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｃａｐｉｌｌａｒｙ　Ｉｓｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｆｏｃｕｓｉｎｇ」
、Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　第７４巻：１０４６－１０５３頁、なら
びに米国特許第５，８６６，６８３号明細書を参照のこと。蛍光によって検出されるべき
標準は、化学発光の前後のいずれかにおいて励起可能であろうが、一般に化学発光と同時
には行われない。
【００９８】
　一部の実施形態では、分析対象物および標準が蛍光によって検出される。分析対象物お
よび標準を別々に検出可能であるように、別々の発光波長で検出可能な各蛍光色素によっ
て分析対象物および標準をそれぞれ標識してもよい。
【００９９】
　図１５は、検出分子からの放射光子がキャピラリーアレイ４０の直下に位置するＣＣＤ
アレイによって受信される場合の典型的な実施形態である。ＣＣＤアレイ５２は、増幅さ
れた受信シグナルをコンピュータ４８に提供するＣＣＤコントローラ５４によって監視さ
れる。
【０１００】
　図１６は、化学発光による細胞物質のキャピラリー検出のための分析デバイスに関する
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典型的な実施形態を図示する。システム１１０は、ＣＲＴスクリーン上に表示されかつ／
またはビデオテープレコーダーまたはデジタルレコーダー（図示せず）によって記録され
るＣＣＤカメラなどのビデオ接限レンズの読み出し１１４を有する顕微鏡１１２を含む。
一部の実施形態では、システムは、自動化された細胞処理および分析においてコンピュー
タシステム内の画像のデジタル保存およびパターン処理を可能にする。ＣＣＤビデオカメ
ラシステム１１４は、標的細胞のリアルタイム明視野画像を記録することが可能である。
デバイスは、場合によってカバースリップ３６上の標的細胞に隣接して位置付けられるレ
ーザー、超音波発生器、電子パルス発生器、または電極などの細胞溶解デバイス１６を含
みうる。図示された実施形態では、細胞溶解後に、細胞内容物が流体力学的流れまたは電
気泳動によってキャピラリー端に充填される。一部の実施形態では、このキャピラリー端
は細胞溶解時に標識抗体の短い（数ｍｍ以下）スラグが既に充填されている。その後、ハ
イブリダイゼーション期間を経てから、必要であれば例えば等電点電気泳動による分離が
開始される。
【０１０１】
　溶融シリカ製キャピラリー１２２は、その注入口１２６が顕微鏡ステージ１３０上に位
置するカバースリップ１３６またはスライドまたはマイクロウェルプレートの上に位置す
るように、マイクロマニピュレーター（図示せず）とともに位置付けられる。細胞を囲み
カバースリップまたは類似の容器の上にある緩衝溶液は高電圧電位とカップリングされる
。ハイブリダイゼーションは溶解に先立て細胞を検出剤とともに装填することによって行
ってもよいし、または溶解後に緩衝溶液中でハイブリダイゼーションさせても良い。後者
の事象では、高濃度の検出剤が細胞を取り囲むかまたはそれに隣接して位置付けられる。
所望の高濃度の細胞内容物と高濃度の検出剤との接触を実現するための一方法は、流体力
学的手段または電気泳動手段によって細胞内容物をキャピラリー端に隣接する短い領域に
引き込むことである。このモードでは、このキャピラリーの短い領域に、チューブもしく
はウェル（図示せず）などの別の供給源からの検出剤を予備装填するか、またはそれを細
胞内容物とともにキャピラリー端に引き込んでもよい。キャピラリー１２２の遠位端１３
２または近位端１２６は、化学発光基質の溶液１３４中に配置される。一部の実施形態で
は、検出剤の添加に先立ち目的の一又は複数の分析対象物を分離する工程と固定化する工
程を行ってもよい。次いで試料の分離および固定化の後、検出剤が流路を流される。
【０１０２】
　両性電解質試薬１４２は、キャピラリー溶液に適用される場合、両性電解質の移動によ
ってキャピラリー２２内でｐＨ勾配の発生をもたらす高電圧電位と電気的に結合される。
２０，０００ボルトの電圧を供給可能なＰｌａｉｎｖｉｅｗ、ニューヨーク州のスペルマ
ン（Ｓｐｅｌｌｍａｎ）製モデルＣＺＥ　１０００Ｒなどの高電圧電源を使用することで
、カラムまたはキャピラリー１２２内のｐＨ勾配を維持することが可能である。
【０１０３】
　溶融シリカ製キャピラリー１２２は、典型的には１００ミクロンの内径および３６０ミ
クロンの外径を示しうる。Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州のスペルコ（Ｓｕｐｅｌｃｏ）製
などの中性コーティングを用いて内腔壁をコーティングしてもよい。コーティングを使用
することで電気浸透流が最小になることから抗体－標的複合体の移動時間が短縮される。
この実施形態におけるキャピラリーの全長は９０～１００ｃｍ程度に長くてもよいが、好
ましくは、かなり短い１０～３０ｃｍまたは３～６ｃｍの範囲である。細胞チャンバ１３
６は、標的細胞分子、場合によって両性電解質試薬および化学発光試薬のための注入容器
として機能し、キャピラリーの他端での高電圧電位に対する接地電位で保持されうる。一
部の実施形態では、キャピラリーの一端が高電圧電位であってもう一端が接地電位である
か、あるいは一端が正極であってもう一端が負極でありうる。例えば、出口容器１３４は
キャピラリーの近位端の接地電位に対して１５～２０ｋＶで維持されうる。実用上の電位
は、一般にキャピラリーにおける１ｃｍ当たりの所望の電圧降下によって選択される。流
体力学的な装填の場合には、キャピラリー１２２の遠位出口１３２は注入口１２６の約５
センチメートル下方に設けられる。それと同程度かより有効でありうる電気泳動的な装填
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の場合には、キャピラリーの遠位端を特に上昇させる必要はない。キャピラリー１２２の
注入口１２６は、細胞溶解後に細胞内容物をキャピラリー１２２内に導入するためのマイ
クロピペットとして使用される。あるいは、細胞はキャピラリー内に無傷で引き込まれ、
次いでキャピラリー内で溶解されうる。
【０１０４】
　注入口１２６の上方でキャピラリー１２２からポリイミドコーティングを５ｍｍ分除去
した後、注入口１２６はマイクロマニピュレーター（図示せず）によってカバースリップ
１３６に垂直に取り付けられる。マイクロマニピュレーターは、キャピラリー１２２内に
装填されるかまたは溶解されかつ装填される標的細胞に対するキャピラリー内腔の正確な
位置決めを可能にする。
【０１０５】
　キャピラリー１２２は光学観察窓１３８を含み、それを通して化学発光事象または蛍光
事象が観察され、ＣＣＤアレイ１４０もしくは類似の検出器によって検出される。延在さ
れた観察窓１３８は、長さが限定された短めの窓を通して観察される場合よりも多数の事
象の同時検出が可能であることから理想的である。一般に、観察窓の長さは、使用される
ＣＣＤアレイ１４０の長さを考慮して選択されることになる。不透明なコーティングが施
されたキャピラリーが使用される場合、キャピラリー１２２のポリイミドコーティングは
少なくともＣＣＤアレイ１４０に対向するキャピラリー長にわたって除去される。観察窓
１３８は、機械的手段または接着手段によってＣＣＤアレイ１４０と関連する定位置で維
持される。好ましくは、ＣＣＤアレイによって検出される唯一の光がキャピラリー内での
化学発光または蛍光事象による発光であるように、観察窓およびＣＣＤアレイは暗所に入
れられる。検出された化学発光事象または蛍光事象からのシグナルは、それらが記録され
るパーソナルコンピュータ１４４と結合される。一部の実施形態では、事象データは事象
が生じるＣＣＤアレイ内の位置とともに記録されうる。データはプロットされ、各集束バ
ンドに対応する全シグナルは、マサチューセッツ州、Ｎｏｒｔｈ　Ｈａｍｐｔｏｎ、のマ
イクロカル（Ｍｉｃｒｏｃａｌ）から入手可能なオリジン（Ｏｒｉｇｉｎ）ソフトウェア
や、オランダ、Ｅｉｎｄｈｏｖｅｎのヴァン・ミールロ（Ｖａｎ　Ｍｉｅｒｌｏ，Ｉｎｃ
．）から入手可能なダックス（ＤＡＸ）ソフトウェア、ナショナルインスツルメンツ（Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｃｏｒｐ．）、Ａｕｓｔｉｎ、テキサス州か
ら入手可能なＬａｂＶＩＥＷソフトウェアまたは類似のデータ解析パッケージを用いて計
算される。データは、ヒストグラム、電気泳動図、または他のグラフ表示として、あるい
はスプレッドシートまたは他の数値形式として示される場合がある。
【０１０６】
　一部の実施形態、検出剤で予備装填されていない１個もしくは複数の細胞では、キャピ
ラリー１２２の注入口１２６は、溶解されるべき１個もしくは複数の標的細胞の直上に配
置される。１個もしくは複数の細胞は高濃度の検出剤と接触可能であるか、または好まし
くは高濃度の検出剤が細胞溶解時にキャピラリー端に既に装填されている。溶解デバイス
１１６は、溶解性の衝撃波または１個もしくは複数の細胞に隣接した他の細胞に対する溶
解崩壊をもたらすことを目的とする。溶解パルスが適用される場合、細胞内容物が放出さ
れ、流体力学的流れ、電気泳動、または電気浸透流により、溶解事象の力は細胞内容物の
キャピラリー内腔への移動を促進しうる。細胞内容物の装填に先立ってキャピラリーの外
部で、またはキャピラリーの内部で、目的の分析対象物および検出剤のハイブリダイゼー
ションが迅速に行われる。ハイブリダイゼーション度は、検出剤および試料の濃度に対し
て直線性を示すであろう。例えば、結合性の高い（高結合親和性）抗体は、キャピラリー
輸送および等電点電気泳動の間にその連結特性を保持する分子をもたらす。かかる抗体の
例として、典型的にはＥＬＩＳＡ（酵素結合免疫吸着アッセイ）において使用されるもの
が挙げられる。好ましくは非変性条件下でハイブリダイゼーションが行われる。抗体およ
びそれらの分析対象物に対して自然状態を生じさせることにより、抗体とこれらの標的複
合体および化学発光レポーターの間の認識が促進される。等電点電気泳動の場が適用され
ることで、正味電荷が中性である、キャピラリー内のｐＨ勾配のｐＨ点への抗体－標的複
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合体の移動がもたらされる。複合体は、それらの分子成分（例えば、リン、カルボキシル
、アミノ、および他の帯電した官能基）の電荷がようやくゼロを得るｐＨ点においてキャ
ピラリー内で固定化することになる。もし流れまたは拡散からの力が原因で複合体がそれ
らの個々の等電点から流出する場合、勾配場が複合体をそれらの中性電荷位置に戻るよう
に移動させることになる。それ故、抗体－標的複合体はキャピラリー等電点電気泳動によ
って観察窓１３８に沿って分離される。一部の実施形態では、検出剤の添加に先立ち、目
的の一又は複数の分析対象物の分離および固定化を行ってもよい。次いで検出剤は、試料
の分離および固定化の後に流路を貫流される。
【０１０７】
　次いで電気泳動電位を利用することで、化学発光基質溶液１３４のキャピラリー内の貫
流がもたらされる。これはｐＨ勾配を確定するのに最初に加えられる電場と同時に、また
は勾配が既に確定されかつ抗体－標的複合体が集束された後に開始されうる。一又は複数
の基質がキャピラリー内で会合するすべてのｐＨ条件で正味電荷を示すように選択される
ことで、基質はキャピラリー内で分離しないばかりか連続的流れの中で流れ続ける。基質
がキャピラリー沿いで抗体－標的複合体に会合する際、複合体の抗体のレポーター酵素に
よって開裂されることで光子の放出が引き起こされる。したがって、化学発光基質流れが
キャピラリーを連続的に貫流するにつれ、分離された抗体－標的複合体は光子を発生し続
けることになる。あるいは、励起光源を使用することで蛍光検出が実現されうる。化学発
光が用いられる実施形態では、化学発光基質流れが促進される限り発光は連続的であり、
蛍光をベースとするシステムにおける逸脱した励起光に付随するノイズが回避される。
【０１０８】
　光子放射事象が隣接するＣＣＤアレイ１４０によって検出され、検出された事象がコン
ピュータによって蓄積される。選択された期間にわたる検出および蓄積の継続が可能であ
ることで、極めて少量の標的細胞分子の高感度検出を目的に長い検出期間の利用が可能に
なる。単一の標識抗体のみが使用される場合、蓄積された事象数は、溶解物の調製に使用
される１個もしくは複数の細胞内の分析対象物の量の尺度になる。異なる細胞タンパク質
または分子の量を測定するのに、異なる等電点で異なる抗体－標的複合体を生成する異な
る抗体を利用してもよい。光子事象数および（キャピラリーの勾配場に沿った集束バンド
または等電点に対応する）事象が検出されるＣＣＤアレイに沿った位置を記録することに
より、標識が異なる分析対象物から発せられる光子事象を細分化してもよい。スループッ
トを増大させるために、単一の器具に組み込まれた一又は複数のＣＣＤアレイを通過する
複数の平行なキャピラリーまたはチャネルを作動させてもよい。別の実施形態では、スペ
クトル的に分解可能なシグナルを有する異なる蛍光色素で標識された複数の抗体を使用す
ることで、単一のキャピラリー内での異なるタンパク質の多重分析が可能になる。
【０１０９】
　必要に応じ、蛍光体を励起光に暴露することにより、化学発光シグナルが収集された前
後に同検出器を使用して蛍光標準を別々に読み取ってもよい。すべての蛍光系においては
、励起可能な色素と検出可能な色素を区別して使用することによって分析対象物と標準と
を識別してもよい。
【０１１０】
　ＣＣＤアレイはアレイに沿って生じる光子事象を同時に検出する能力を有することから
好ましいが、所定の実施形態ではより限定的な検出技術が許容可能であることが理解され
ている。例えば、単一の光子センサを観察窓１３８に沿って掃引するかまたは移動させる
ことで、化学発光事象または蛍光光子事象が検出されうる。しかし、センサをキャピラリ
ーの異なる点に向けるかまたは位置付ける場合、このアプローチはキャピラリーの１点で
の事象を見逃す可能性がある。さらに、ＣＣＤアレイなどの拡張した検出デバイスの使用
により、集光窓をベースとする検出器のいくつかの欠点が除かれる。一般に入手可能な窓
位置が固定されたキャピラリー電気泳動機器用に設計された市販のキャピラリーＩＥＦ分
離システムで共通に見られるように、もし等電点の勾配が検出用の単一の窓を通過して移
動される場合、キャピラリー内で層流によって分離が悪化する可能性があり、それならば
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光子源が観察窓内にある限られた時間に起因して化学発光または蛍光感受性が低下するで
あろう。
【０１１１】
キット
　該方法を実行しかつ本教示内容に関するシステムおよびデバイスとともに使用するため
のキットについても提供される。本発明で使用される材料には、流路、キャピラリー、緩
衝液、検出剤、一又は複数の反応性部分、一又は複数の反応性部分を含有する高分子また
は重合可能材料；化学発光基質、ブロッキング溶液、および洗浄溶液が含まれるがこれら
に限定されない。一部の実施形態では、キットは、固定化物質、両性電解質、および一又
は複数の反応性部分をさらに含みうる。一部の実施形態では、キットは、反応性部分の活
性化のための化学物質をさらに含有しうる。これらの他の成分は、互いに別々に提供され
るか、または乾燥形態もしくは液体形態で共混合されうる。
【実施例】
【０１１２】
　決して本教示内容の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない以下の実施例を
考慮すると本教示内容の態様がさらに理解されうる。
【０１１３】
実施例１　グリーン蛍光タンパク質（ＧＦＰ）の蛍光検出
　分析のためのＧＦＰ試料の調製：微量遠心管内で、ＤＩ水４０μＬ、１ｍｇ／ｍｌのＧ
ＦＰ１μＬ（部品番号６３２３７３、ベクトン・ディッキンソン（Ｂｅｃｋｔｏｎ－Ｄｉ
ｃｋｉｎｓｏｎ）、Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ、カリフォルニア州、米国）、ｂｉｏＰＬＵＳ　ｐ
Ｉ４～７（バイオ・ワールド（Ｂｉｏ－Ｗｏｒｌｄ）、Ｄｕｂｌｉｎ、オハイオ州）５μ
Ｌ、およびＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤（２ｍＭ）２μＬを結合した。ＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋
剤は、各分岐端をＡＴＦＢ（４－アジド－２，３，５，６－テトラフルオロ安息香酸）の
官能性（製品番号Ａ－２２５２、インビトロジェン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ、カリフォルニア州）によって誘導体化した１５，０
００ＭＷの分岐ポリエチレングリコール（製品番号Ｐ４ＡＭ－１５、サンバイオ（Ｓｕｎ
Ｂｉｏ）、Ａｎｙａｎｇ　Ｃｉｔｙ、韓国）からなる。
【０１１４】
　キャピラリーの調製：１００μＩ．Ｄ．×３７５μＯ．Ｄ．のビニルコーティングした
内部を有するテフロン（登録商標）コーティングした溶融シリカキャピラリー（製品番号
０１００ＣＥＬ－０１、ポリミクロ・テクノロジーズ（Ｐｏｌｙｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ）、Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州）の内面上に、１モル分率のベンゾフェ
ノンを含有するポリアクリルアミドを表面移植した。このキャピラリー材料の切片４ｃｍ
をより長い所から切断し、下記の如く使用した。
【０１１５】
　キャピラリー内部への試料の装填：図３ｂに図示の如く空のキャピラリーの先端を試料
に接触させることにより、上で調製した試料を上記の如く調製したキャピラリーの切片内
に装填した。キャピラリー作用は５秒未満でキャピラリーを完全に満たすほど十分であっ
た。
【０１１６】
　等電点電気泳動（ＩＥＦ）による分離：上記の如く装填したキャピラリーを、図１２ｂ
に図示の如くキャピラリーホルダ内に取り付けた。電極およびキャピラリーに接触するよ
うに、２０ｍＭのＮａＯＨ溶液をカソード端内に配置し、１０ｍＭのＨ３ＰＯ４溶液をホ
ルダのアノード端内に配置した。次いで、３００Ｖの電位を９００秒間与えることで、こ
の時間の最初の数分以内に行われることが多い等電点電気泳動を促進した。ＧＦＰを４～
７ｐＩ勾配内で分離させた。
【０１１７】
　紫外光による固定化：電気泳動期間後、キャピラリーから５インチ（１２．７ｃｍ）の
距離で１８００ワットのＦ３００Ｓランプ（フュージョン・システムズ（Ｆｕｓｉｏｎ　
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Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、メリーランド州）を使用し、
キャピラリーにＵＶ光を３０秒間照射することで光架橋を起こした。
【０１１８】
　洗浄、ブロッキングおよびプロービング工程：上記の如く固定化した後、キャピラリー
をキャピラリーホルダから取り外し、各キャピラリーのアノード端を、１０ｍＭのトリス
－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．０５％のＴｗｅｅｎ２０、ｐＨ６．８からなるＴ
ＢＳＴ溶液と接触するように配置した。５ｍｍＨｇ以上の真空源を各キャピラリーのカソ
ード端に適用し、ＴＢＳＴ溶液を各キャピラリーに５分間引き通した。同じ５ｍｍＨｇ以
上の真空源およびキャピラリーオリエンテーション（ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｏｒｉｅｎｔ
ａｔｉｏｎ）を使用し、ＴＢＳＴ中の５％粉末スキムミルク溶液（ｗ／ｖ）を各キャピラ
リーに２０分間引き通した。次いで、同真空源を２分間適用した後、真空をオフにした状
態で１０分間インキュベートすることで、蛍光色素で標識した一次抗体溶液（Ａｌｅｘａ
－５５５で標識したウサギ抗－ＧＦＰを１：１０００希釈、部品番号Ａ－３１８５１、モ
レキュラー・プローブ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ）、Ｅｕｇｅｎｅ、オレゴン
州、米国、ＴＢＳＴ中の５％ミルク中）を各キャピラリーに導入した。この抗体の適用手
順を全部で５回繰り返した。次いで、同アプローチを用い、キャピラリーをＴＢＳＴ中の
５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。最後に、キャピラリーをＴＢＳＴで５分間、次い
でＴＢＳ（１０ｍＭのトリス－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ）で２分間洗い流した。
【０１１９】
　蛍光による検出：蛍光検出のために、５３２ｎｍの励起および５７５ｎｍの発光検出を
備えたＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ａｖａｌａｎｃｈｅ（商標）スキャナー
を用いてキャピラリーを読み取った。図１７にキャピラリーの長さに沿った相対蛍光単位
を画素数として示す。ＣＣＤやキャピラリーに対する相対位置が異なることから、図１７
～２２中の画素数の目盛りは異なっている。
【０１２０】
実施例２：ＧＦＰの化学発光検出
　分析のためのＧＦＰ試料の調製：微量遠心管内で、ＤＩ水４０μＬ、１ｍｇ／ｍｌのＧ
ＦＰ１μＬ（部品番号６３２３７３、ＢＤバイオサイエンス（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃ
ｅｓ）、Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ、カリフォルニア州、米国）、ｂｉｏＰＬＵＳ　ｐＩ４～７（
バイオ・ワールド（Ｂｉｏ－Ｗｏｒｌｄ）、Ｄｕｂｌｉｎ、オハイオ州）５μＬ、および
ＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤（２ｍＭ）２μＬを結合した。ＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤は、各分
岐端をＡＴＦＢ（４－アジド－２，３，５，６－テトラフルオロ安息香酸）の官能性（製
品番号Ａ－２２５２、インビトロジェン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ、カリフォルニア州）によって誘導体化した１５，０００ＭＷの
分岐ポリエチレングリコール（製品番号Ｐ４ＡＭ－１５、サンバイオ（ＳｕｎＢｉｏ）、
Ａｎｙａｎｇ　Ｃｉｔｙ、韓国）からなる。
【０１２１】
　キャピラリーの調製：１００μＩ．Ｄ．×３７５μＯ．Ｄ．のビニルコーティングした
内部を有するテフロンコーティングした溶融シリカキャピラリー（製品番号０１００ＣＥ
Ｌ－０１、ポリミクロ・テクノロジーズ（Ｐｏｌｙｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ）、Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州）の内面上に、１モル分率のベンゾフェノンを含有す
るポリアクリルアミドを表面移植した。このキャピラリー材料の切片４ｃｍをより長い所
から切断し、下記の如く使用した。
【０１２２】
　キャピラリー内への試料の装填：図３ｂに図示の如く空のキャピラリーの先端を試料に
接触させることにより、上で調製した試料を上記の如く調製したキャピラリーの切片内に
装填した。キャピラリー作用は５秒未満でキャピラリーを完全に満たすほど十分であった
。
【０１２３】
　等電点電気泳動（ＩＥＦ）による分離：上記の如く装填したキャピラリーを、図１２ｂ
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に図示の如くキャピラリーホルダ内に取り付けた。電極およびキャピラリーに接触するよ
うに、２０ｍＭのＮａＯＨ溶液をカソード端内に配置し、１０ｍＭのＨ３ＰＯ４溶液をホ
ルダのアノード端内に配置した。次いで、３００Ｖの電位を９００秒間与えることで、こ
の時間の最初の数分以内に行われることが多い等電点電気泳動を促進した。ＧＦＰを４～
７ｐＩ勾配内で分離させた。
【０１２４】
　紫外光による固定化：電気泳動期間後、キャピラリーから５インチ（１２．７ｃｍ）の
距離で１８００ワットのＦ３００Ｓランプ（フュージョン・システムズ（Ｆｕｓｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、メリーランド州）を使用し、
キャピラリーにＵＶ光を３０秒間照射することで光架橋を起こした。
【０１２５】
　洗浄、ブロッキングおよびプロービング工程：上記の如く固定化した後、キャピラリー
をキャピラリーホルダから取り外し、各キャピラリーのアノード端を、１０ｍＭのトリス
－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．０５％のＴｗｅｅｎ２０、ｐＨ６．８からなるＴ
ＢＳＴ溶液と接触するように配置した。５ｍｍＨｇ以上の真空源を各キャピラリーのカソ
ード端に適用し、ＴＢＳＴ溶液を各キャピラリーに５分間引き通した。同じ５ｍｍＨｇ以
上の真空源およびキャピラリーオリエンテーションを使用して、ＴＢＳＴ中の５％粉末ス
キムミルク溶液（ｗ／ｖ）を各キャピラリーに２０分間引き通した。次いで、同真空源を
２分間適用した後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベートすることで、一次抗
体溶液（ウサギ抗－ＧＦＰを１：１０００希釈、部品番号Ａ－１１１２２、モレキュラー
・プローブ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅｓ）、Ｅｕｇｅｎｅ、オレゴン州、米国、
ＴＢＳＴ中の５％ミルク中）を各キャピラリーに導入した。この抗体の適用手順を全部で
５回繰り返した。次いで、同アプローチを用い、キャピラリーをＴＢＳＴ中の５％ミルク
溶液で２０分間洗い流した。次いで、再び真空をオンにした状態で抗体溶液を２分間流し
た後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベートすることにより、二次（２°）抗
体溶液を適用し（ＴＢＳＴ中の５％ミルク中で抗－ウサギＨＲＰを１：１０，０００、Ｃ
ａｔ＃８１－６１２０、ザイメッド（Ｚｙｍｅｄ）、Ｓｏｕｔｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉ
ｓｃｏ、カリフォルニア州）、これを全部で５回繰り返した。次いで、再びキャピラリー
をＴＢＳＴ中の５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。最後に、キャピラリーをＴＢＳＴ
で５分間、次いでＴＢＳ（１０ｍＭのトリス－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ）で２分間
洗い流した。
【０１２６】
　化学発光による検出：化学発光検出のため、ＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　Ｗｅｓｔ　Ｆｅ
ｍｔｏ　Ｓｔａｂｌｅ　Ｐｅｒｏｘｉｄｅ　Ｂｕｆｆｅｒ（Ｃａｔ＃１８５９０２３、ピ
アース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノイ州）とルミノール／エンハンサー
溶液（Ｃａｔ＃１８５９０２２、ピアース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノ
イ州）の等量混合物をキャピラリーに供給し、５ｍｍＨｇの真空下で貫流させた。２００
５年４月９に出願された米国特許出願第６０／６６９，６９４号明細書でのセル・バイオ
サイエンス（Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）製の試作品の化学発光検出モジュール
では、化学発光シグナルがＣＣＤカメラを使用して６０秒かけて収集された。図１８にキ
ャピラリーの長さに沿った相対発光シグナルを画素数として示す。
【０１２７】
実施例３：ウマミオグロビンの蛍光検出
　タンパク質試料の調製：＊＊緩衝液中で２０μｇ／ｍｌで調製し、使用するまで４℃で
保存するかまたは長期保存のために－７０℃で凍結させた。
【０１２８】
　分析のための試料の調製：微量遠心管内で、ＤＩ水４０μＬ、４ｍｇ／ｍｌの精製した
ウマミオグロビン（部品番号Ｍ－９２６７、シグマアルドリッチ（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒ
ｉｃｈ）、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ミズーリ州、米国）ミオグロビン溶液２μＬ、ファルマラ
イト（Ｐｈａｒｍａｌｙｔｅ）両性電解質ｐＩ３～１０（シグマ（Ｓｉｇｍａ）、Ｓｔ．
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Ｌｏｕｉｓ）５μＬ、およびＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤（２ｍＭ）２μＬを結合した。ＡＴ
ＦＢ－ＰＥＧ架橋剤は、各分岐端をＡＴＦＢ（４－アジド－２，３，５，６－テトラフル
オロ安息香酸）の官能性（製品番号Ａ－２２５２、インビトロジェン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇ
ｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ、カリフォルニア州）によって誘導
体化した１５，０００ＭＷの分岐ポリエチレングリコール（製品番号Ｐ４ＡＭ－１５、サ
ンバイオ（ＳｕｎＢｉｏ）、Ａｎｙａｎｇ　Ｃｉｔｙ、韓国）からなる。
【０１２９】
　キャピラリーの調製：１００μＩ．Ｄ．×３７５μＯ．Ｄ．のビニルコーティングした
内部を有するテフロンコーティングした溶融シリカキャピラリー（製品番号０１００ＣＥ
Ｌ－０１、ポリミクロ・テクノロジーズ（Ｐｏｌｙｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ）、Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州）の内面上に、１モル分率のベンゾフェノンを含有す
るポリアクリルアミドを表面移植した。このキャピラリー材料の切片４ｃｍをより長い所
から切断し、下記の如く使用した。
【０１３０】
　キャピラリー内部への試料の装填：図３ｂに図示の如く空のキャピラリーの先端を試料
に接触させることにより、上で調製した試料を上記の如く調製したキャピラリーの切片内
に装填した。キャピラリー作用は５秒未満でキャピラリーを完全に満たすほど十分であっ
た。
【０１３１】
　等電点電気泳動（ＩＥＦ）による分離：上記の如く装填したキャピラリーを、図１２ｂ
に図示の如くキャピラリーホルダ内に取り付けた。電極およびキャピラリーに接触するよ
うに、２０ｍＭのＮａＯＨ溶液をカソード端内に配置し、１０ｍＭのＨ３ＰＯ４溶液をホ
ルダのアノード端内に配置した。次いで、３００Ｖの電位を９００秒間与えることで、こ
の時間の最初の数分以内に行われることが多い等電点電気泳動を促進した。ウマミオグロ
ビンを３～１０ｐＩ勾配内で分離させた。
【０１３２】
　紫外光による固定化：電気泳動期間後、キャピラリーから５インチ（１２．７ｃｍ）の
距離で１８００ワットのＦ３００Ｓランプ（フュージョン・システムズ（Ｆｕｓｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、メリーランド州）を使用し、
キャピラリーにＵＶ光を３０秒間照射することで光架橋を起こした。
【０１３３】
　洗浄、ブロッキングおよびプロービング工程：上記の如く固定化した後、キャピラリー
をキャピラリーホルダから取り外し、各キャピラリーのアノード端を、１０ｍＭのトリス
－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．０５％のＴｗｅｅｎ２０、ｐＨ６．８からなるＴ
ＢＳＴ溶液と接触するように配置した。５ｍｍＨｇ以上の真空源を各キャピラリーのカソ
ード端に適用し、ＴＢＳＴ溶液を各キャピラリーに５分間引き通した。同じ５ｍｍＨｇ以
上の真空源およびキャピラリーオリエンテーションを使用し、ＴＢＳＴ中の５％粉末スキ
ムミルク溶液（ｗ／ｖ）を各キャピラリーに２０分間引き通した。Ａｌｅｘａ－６４７色
素（部品番号Ａ２０００６、モレキュラー・プローブ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｐｒｏｂｅ
ｓ）、Ｅｕｇｅｎｅ、オレゴン州）とのＮＨＳエステルカップリング化学反応により、ヤ
ギ抗－ウマミオグロビン一次抗体（部品番号Ａ１５０－１０３Ａ、ベチル・ラボラトリー
ズ（Ｂｅｔｈｙｌ　Ｌａｂｓ）、Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙ、テキサス州）の蛍光標識を行っ
た。次いで、同真空源を２分間適用した後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベ
ートすることで、一次抗体溶液（Ａｌｅｘａ－６４７で標識したヤギ抗－ウマミオグロビ
ンを１：５０希釈、ＴＢＳＴ中の５％ミルク中）を各キャピラリーに導入した。この抗体
の適用手順を全部で５回繰り返した。次いで、同アプローチを用い、キャピラリーをＴＢ
ＳＴ中の５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。最後に、キャピラリーをＴＢＳＴで５分
間、次いでＴＢＳ（１０ｍＭのトリス－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ）で２分間洗い流
した。
【０１３４】
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　蛍光による検出：蛍光検出のために、６３３ｎｍの励起および６７５ｎｍの発光検出を
備えたＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ａｖａｌａｎｃｈｅ（商標）スキャナー
を用いてキャピラリーを読み取った。図１９にキャピラリーの長さに沿った相対蛍光単位
を画素数として示す。
【０１３５】
実施例４：ＬＮＣａＰ細胞溶解液試料由来のＡｋｔタンパク質の化学発光検出：
　細胞溶解液の調製：４℃のＨＮＴＧ溶解緩衝液（２０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ　ｐＨ７．５、
１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．１％のＴｒｉｔｏｎ－Ｘ　１００、１０％グリセリン）１ｍ
ｌ中にＬＮＣａＰ細胞（ヒト前立腺癌細胞系）１×１０６個を溶解することにより、分析
用の細胞溶解液を調製した。４℃で１５分間、１１，０００ｇでの遠心分離によって生成
溶解物から不溶性の細胞残屑を浄化した。上清を新たなチューブに移し、使用するまで４
℃で保存するかまたは長期保存のために－７０℃で凍結させた。
【０１３６】
　分析のための溶解物試料の調製：微量遠心管内で、ＤＩ水４０μＬ、細胞溶解液５０μ
Ｌ、ｂｉｏＰＬＵＳ　ｐＩ４～７（バイオ・ワールド（Ｂｉｏ－Ｗｏｒｌｄ）、Ｄｕｂｌ
ｉｎ、Ｏｈｉｏ）５μＬ、およびＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤（２ｍＭ）２μＬを結合した。
ＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤は、各分岐端をＡＴＦＢ（４－アジド－２，３，５，６－テトラ
フルオロ安息香酸）の官能性（製品番号Ａ－２２５２、インビトロジェン（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ、カリフォルニア州）によって
誘導体化した１５，０００ＭＷの分岐ポリエチレングリコール（製品番号Ｐ４ＡＭ－１５
、サンバイオ（ＳｕｎＢｉｏ）、Ａｎｙａｎｇ　Ｃｉｔｙ、韓国）からなる。
【０１３７】
　キャピラリーの調製：１００μＩ．Ｄ．×３７５μＯ．Ｄ．のビニルコーティングした
内部を有するテフロンコーティングした溶融シリカキャピラリー（製品番号０１００ＣＥ
Ｌ－０１、ポリミクロ・テクノロジーズ（Ｐｏｌｙｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ）、Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州）の内面上に、１モル分率のベンゾフェノンを含有す
るポリアクリルアミドを表面移植した。このキャピラリー材料の切片４ｃｍをより長い所
から切断し、下記の如く使用した。
【０１３８】
　キャピラリー内への試料の装填：図３ｂに図示の如く空のキャピラリーの先端を試料に
接触させることにより、上で調製した試料を上記の如く調製したキャピラリーの切片内に
装填した。キャピラリー作用は５秒未満でキャピラリーを完全に満たすほど十分であった
。
【０１３９】
　等電点電気泳動（ＩＥＦ）による分離：上記の如く装填したキャピラリーを、図１２ｂ
に図示の如くキャピラリーホルダ内に取り付けた。電極およびキャピラリーに接触するよ
うに、２０ｍＭのＮａＯＨ溶液をカソード端内に配置し、１０ｍＭのＨ３ＰＯ４溶液をホ
ルダのアノード端内に配置した。次いで、３００Ｖの電位を９００秒間与えることで、こ
の時間の最初の数分以内に行われることが多い等電点電気泳動を促進した。Ａｋｔを４～
７ｐＩ勾配内で分離させた。
【０１４０】
　紫外光による固定化：電気泳動期間後、キャピラリーから５インチ（１２．７ｃｍ）の
距離で１８００ワットのＦ３００Ｓランプ（フュージョン・システムズ（Ｆｕｓｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、メリーランド州）を使用し、
キャピラリーにＵＶ光を３０秒間照射することで光架橋を起こした。
【０１４１】
　洗浄、ブロッキングおよびプロービング工程：上記の如く固定化した後、キャピラリー
をキャピラリーホルダから取り外し、各キャピラリーのアノード端を、１０ｍＭのトリス
－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．０５％のＴｗｅｅｎ２０、ｐＨ６．８からなるＴ
ＢＳＴ溶液と接触するように配置した。５ｍｍＨｇ以上の真空源を各キャピラリーのカソ
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ード端に適用し、ＴＢＳＴ溶液を各キャピラリーに５分間引き通した。同じ５ｍｍＨｇ以
上の真空源およびキャピラリーオリエンテーションを使用して、ＴＢＳＴ中の５％粉末ス
キムミルク溶液（ｗ／ｖ）を各キャピラリーに２０分間引き通した。次いで、同真空源を
２分間適用した後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベートすることで、一次抗
体溶液（ウサギ抗－ＡＫＴを１：１００希釈、ｓｃ８３１２、サンタクルーズ・バイオテ
クノロジー（Ｓａｎｔａ　Ｃｒｕｚ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、Ｓａｎｔａ　Ｃｒ
ｕｚ、カリフォルニア州、ＴＢＳＴ中の５％ミルク中）を各キャピラリーに導入した。こ
の抗体の適用手順を全部で５回繰り返した。次いで、同アプローチを用い、キャピラリー
をＴＢＳＴ中の５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。次いで、再び真空をオンにした状
態で抗体溶液を２分間流した後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベートするこ
とにより、二次（２°）抗体溶液を適用し（ＴＢＳＴ中の５％ミルク中で抗－ウサギＨＲ
Ｐを１：１０，０００、Ｃａｔ＃８１－６１２０、ザイメッド（Ｚｙｍｅｄ）、Ｓｏｕｔ
ｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ、カリフォルニア州）、これを全部で５回繰り返した。
次いで、再びキャピラリーをＴＢＳＴ中の５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。最後に
、キャピラリーをＴＢＳＴで５分間、次いでＴＢＳ（１０ｍＭのトリス－ＨＣｌ、１５０
ｍＭのＮａＣｌ）で２分間洗い流した。
【０１４２】
　化学発光による検出：化学発光検出のため、ＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　Ｗｅｓｔ　Ｆｅ
ｍｔｏ　Ｓｔａｂｌｅ　Ｐｅｒｏｘｉｄｅ　Ｂｕｆｆｅｒ（Ｃａｔ＃１８５９０２３、ピ
アース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノイ州）とルミノール／エンハンサー
溶液（Ｃａｔ＃１８５９０２２、ピアース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノ
イ州）の等量混合物をキャピラリーに供給し、５ｍｍＨｇの真空下で貫流させた。２００
５年４月９日に出願された米国仮特許出願第６０／６６９，６９４号明細書でのセル・バ
イオサイエンス（Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）製の試作品の化学発光検出モジュ
ールでは、化学発光シグナルがＣＣＤカメラを使用して６０秒かけて収集された。図２０
および図２２の上パネルにキャピラリーの長さに沿った相対発光シグナルを画素数として
示す。
【０１４３】
実施例５：抗－リン－Ｓ４７３－抗体を使用するＬＮＣａＰ細胞溶解液由来のＡｋｔタン
パク質の化学発光の検出：
　細胞溶解液の調製：４℃のＨＮＴＧ溶解緩衝液（２０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ　ｐＨ７．５、
１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．１％のＴｒｉｔｏｎ－Ｘ　１００、１０％グリセリン）１ｍ
ｌ中にＬＮＣａＰ細胞（ヒト前立腺癌細胞系）１×１０６個を溶解することにより、分析
用の細胞溶解液を調製した。４℃で１５分間、１１，０００ｇでの遠心分離によって生成
溶解物から不溶性の細胞残屑を浄化した。上清を新たなチューブに移し、使用するまで４
℃で保存するかまたは長期保存のために－７０℃で凍結させた。
【０１４４】
　分析のための溶解物試料の調製：微量遠心管内で、ＤＩ水４０μＬ、細胞溶解液５０μ
Ｌ、Ｐｈａｒｍａｌｙｔｅ両性電解質　ｐＩ３～１０（シグマ（Ｓｉｇｍａ）、Ｓｔ．Ｌ
ｏｕｉｓ）５μＬ、およびＡＴＦＢ－ＰＥＧ架橋剤（２ｍＭ）２μＬを結合した。ＡＴＦ
Ｂ－ＰＥＧ架橋剤は、各分岐端をＡＴＦＢ（４－アジド－２，３，５，６－テトラフルオ
ロ安息香酸）の官能性（製品番号Ａ－２２５２、インビトロジェン（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ、カリフォルニア州）によって誘導体
化した１５，０００ＭＷの分岐ポリエチレングリコール（製品番号Ｐ４ＡＭ－１５、サン
バイオ（ＳｕｎＢｉｏ）、Ａｎｙａｎｇ　Ｃｉｔｙ、韓国）からなる。
【０１４５】
　キャピラリーの調製：１００μＩ．Ｄ．×３７５μＯ．Ｄ．のビニルコーティングした
内部を有するテフロンコーティングした溶融シリカキャピラリー（製品番号０１００ＣＥ
Ｌ－０１、ポリミクロ・テクノロジーズ（Ｐｏｌｙｍｉｃｒｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ）、Ｐｈｏｅｎｉｘ、アリゾナ州）の内面上に、１モル分率のベンゾフェノンを含有す
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るポリアクリルアミドを表面移植した。このキャピラリー材料の切片４ｃｍをより長い所
から切断し、下記の如く使用した。
【０１４６】
　キャピラリー内への試料の装填：図３ｂに図示の如く空のキャピラリーの先端を試料に
接触させることにより、上で調製した試料を上記の如く調製したキャピラリーの切片内に
装填した。キャピラリー作用は５秒未満でキャピラリーを完全に満たすほど十分であった
。
【０１４７】
　等電点電気泳動（ＩＥＦ）による分離：上記の如く装填したキャピラリーを、図１２ｂ
に図示の如くキャピラリーホルダ内に取り付けた。電極およびキャピラリーに接触するよ
うに、２０ｍＭのＮａＯＨ溶液をカソード端内に配置し、１０ｍＭのＨ３ＰＯ４溶液をホ
ルダのアノード端内に配置した。次いで、３００Ｖの電位を９００秒間与えることで、こ
の時間の最初の数分以内に行われることが多い等電点電気泳動を促進した。タンパク質を
４～７ｐＩ勾配内で分離させた。
【０１４８】
　紫外光による固定化：電気泳動期間後、キャピラリーから５インチ（１２．７ｃｍ）の
距離で１８００ワットのＦ３００Ｓランプ（フュージョン・システムズ（Ｆｕｓｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．）、Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ、メリーランド州）を使用し、
キャピラリーにＵＶ光を３０秒間照射することで光架橋を起こした。
【０１４９】
　洗浄、ブロッキングおよびプロービング工程：上記の如く固定化した後、キャピラリー
をキャピラリーホルダから取り外し、各キャピラリーのアノード端を、１０ｍＭのトリス
－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ、０．０５％のＴｗｅｅｎ２０、ｐＨ６．８からなるＴ
ＢＳＴ溶液と接触するように配置した。５ｍｍＨｇ以上の真空源を各キャピラリーのカソ
ード端に適用し、ＴＢＳＴ溶液を各キャピラリーに５分間引き通した。同じ５ｍｍＨｇ以
上の真空源およびキャピラリーオリエンテーションを使用して、ＴＢＳＴ中の５％粉末ス
キムミルク溶液（ｗ／ｖ）を各キャピラリーに２０分間引き通した。次いで、同真空源を
２分間適用した後、真空をオフにした状態で１０分間インキュベートすることで、一次抗
体溶液（ウサギ抗－リン－Ｓ４７３ＡＫＴを１：１００希釈、部品番号４０５１、セル・
シグナリング・テクノロジー（Ｃｅｌｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ）、Ｂｅｖｅｒｌｙ、マサチューセッツ州、米国、ＴＢＳＴ中の５％ミルク中）を各キ
ャピラリーに導入した。この抗体の適用手順を全部で５回繰り返した。次いで、同アプロ
ーチを用い、キャピラリーをＴＢＳＴ中の５％ミルク溶液で２０分間洗い流した。次いで
、再び真空をオンにした状態で抗体溶液を２分間流した後、真空をオフにした状態で１０
分間インキュベートすることにより、二次（２°）抗体溶液を適用し（ＴＢＳＴ中の５％
ミルク中で抗－ウサギＨＲＰを１：１０，０００、Ｃａｔ＃８１－６１２０、ザイメッド
（Ｚｙｍｅｄ）、Ｓｏｕｔｈ　Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ、カリフォルニア州）、これ
を全部で５回繰り返した。次いで、再びキャピラリーをＴＢＳＴ中の５％ミルク溶液で２
０分間洗い流した。最後に、キャピラリーをＴＢＳＴで５分間、次いでＴＢＳ（１０ｍＭ
のトリス－ＨＣｌ、１５０ｍＭのＮａＣｌ）で２分間洗い流した。
【０１５０】
　化学発光による検出：化学発光検出のため、ＳｕｐｅｒＳｉｇｎａｌ　Ｗｅｓｔ　Ｆｅ
ｍｔｏ　Ｓｔａｂｌｅ　Ｐｅｒｏｘｉｄｅ　Ｂｕｆｆｅｒ（Ｃａｔ＃１８５９０２３、ピ
アース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノイ州）とルミノール／エンハンサー
溶液（Ｃａｔ＃１８５９０２２、ピアース（Ｐｉｅｒｃｅ）、Ｒｏｃｋｆｏｒｄ、イリノ
イ州）の等量混合物をキャピラリーに供給し、５ｍｍＨｇの真空下で貫流させた。２００
５年９月４日に出願された米国仮特許出願第６０／６６９，６９４号明細書でのセル・バ
イオサイエンス（Ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）製の試作品の化学発光検出モジュ
ールでは、化学発光シグナルがＣＣＤカメラを使用して６０秒かけて収集された。図２１
および図２２の下パネルにキャピラリーの長さに沿った相対発光シグナルを画素数として
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【０１５１】
　図２２では、上パネル図２１中の単一の全タンパク質－特異抗体によるリン酸化形態お
よび非リン酸化形態のＡｋｔタンパク質の分離を図示する図２１および図２２において生
成される化学発光シグナルを比較している。リン－特異抗体を使用して生成されるシグナ
ルを示す下パネル図２１は、箱Ａ内で分離されたピークがリン酸化形態である一方、箱Ｂ
内で分離されたピークがセリン４７３で非リン酸化されることを示す。
【０１５２】
　前述の本発明の特定の実施形態に関する説明が図示および説明を目的に示されている。
それらは網羅的であるかまたは開示された正確な形態に本発明を限定することを意図して
おらず、上記の教示内容を考慮すると明らかに多数の変更および変形が可能である。実施
形態が選ばれかつ記載されたのは、本発明の原理およびその実際の用途を最もよく説明し
、それによって当業者らが本発明および検討された特定の使用に適する様々な変更を伴う
様々な実施形態を最もよく利用できるようにするためである。本発明の範囲は、本明細書
に添付の特許請求の範囲およびその等価物によって限定されることを意図していない。
【０１５３】
　すべての特許、特許出願、出版物、および本明細書において引用された参考文献は、単
独の出版物または特許出願の各々が具体的かつ個別に参照により援用されるものとして示
される場合と同程度に、明示的に参照により援用される。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１ａ－１ｄ】キャピラリー内で、細胞物質を分離し、固定化し、かつ標識する典型的
な実施形態を図示する。
【図２ａ－２ｂ】キャピラリー内で、材料中で分離された分析対象物を高分子材料中で固
定化する典型的な実施形態を図示する。
【図３ａ－３ｈ】一又は複数の分析対象物を検出する典型的な実施形態を図示する。
【図４】細胞物質を検出する典型的な実施形態を図示する。
【図５】細胞を分析する典型的な実施形態を図示する。
【図６】細胞物質を検出する典型的な実施形態を図示する。
【図７】細胞を分析する典型的な実施形態を図示する。
【図８】細胞を分析する典型的な実施形態を図示する。
【図９】細胞を分析する典型的な実施形態を図示する。
【図１０】細胞物質を分析する典型的な実施形態を図示する。
【図１１】細胞物質を分析するための方法の典型的な実施形態を図示する。
【図１２ａ－１２ｂ】（ａ）２つの流体充填されたウェルと電極の間のキャピラリーおよ
び（ｂ）キャピラリーアレイデバイスの典型的な実施形態を図示する。
【図１３】化学発光によるキャピラリー内での細胞物質の分析システムの検出に関する典
型的な実施形態を図示する。
【図１４】分析デバイスの典型的な実施形態を図示する。
【図１５】分析デバイスの典型的な実施形態を図示する。
【図１６】分析デバイスの典型的な実施形態を図示する。
【図１７】グリーン蛍光タンパク質の蛍光検出を図示する。
【図１８】グリーン蛍光タンパク質の化学発光検出を図示する。
【図１９】ウマミオグロビンの蛍光検出を図示する。
【図２０】Ａｋｔタンパク質の化学発光検出を図示する。
【図２１】リン酸化Ａｋｔタンパク質の化学発光検出を図示する。
【図２２】Ａｋｔタンパク質およびリン酸化Ａｋｔタンパク質の化学発光検出を図示する
。
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【図１１】 【図１２ａ－１２ｂ】

【図１３】
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【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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