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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１枚のメンブレンに、印刷法によって遮断パターンが形成されて、通常流路と当該通常
流路よりも実効的な長さを長くして試験溶液の展開に要する時間を遅延させる遅延流路と
が並列に配されて、試験溶液を展開するための上流側の端部と、当該上流側の端部から分
岐する通常流路及び遅延流路と、当該通常流路及び遅延流路から合流する下流側の単流路
とが形成されており、
前記通常流路を通った試験溶液が最初に前記単流路に到達し、その後、前記遅延流路を
通った試験溶液が前記単流路に到達する構成であることを特徴とするイムノクロマト分析
用ストリップ。
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【請求項２】
前記遅延流路として、第１の遅延流路と当該第１の遅延流路よりも実効的な長さを長く
して試験溶液の展開に要する時間を遅延させる第２の遅延流路とが並列に配されており、
前記遮断パターンのうち、前記第１の遅延流路と前記第２の遅延流路を仕切る分岐用パタ
ーンの中途位置において、当該分岐用パターンを一部欠損させて連通部が形成されており
、前記第１の遅延流路を通る試験溶液の一部を前記第２の遅延流路に入り込ませることで
前記第２の遅延流路を通る試験溶液が前記第１の遅延流路に入り込むことを防止する構成
であることを特徴とする請求項１記載のイムノクロマト分析用ストリップ。
【請求項３】
前記下流側の単流路にはコンジュゲートライン、テストライン、コントロールラインが
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順に配されており、前記遅延流路内には基質が配されていることを特徴とする請求項１記
載のイムノクロマト分析用ストリップ。
【請求項４】
前記下流側の単流路にはテストライン、コントロールラインが順に配されており、前記
通常流路内にはコンジュゲートラインが配されており、前記遅延流路内には基質が配され
ていることを特徴とする請求項１記載のイムノクロマト分析用ストリップ。
【請求項５】
前記下流側の単流路にはテストライン、コントロールラインが順に配されており、前記
第１の遅延流路内にはコンジュゲートラインが配されており、前記第２の遅延流路内には
基質が配されていることを特徴とする請求項２記載のイムノクロマト分析用ストリップ。
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【請求項６】
前記メンブレンがニトロセルロース製であり、前記メンブレンにポリマー溶液をインク
ジェットプリントすることで前記遮断パターンが形成されていることを特徴とする請求項
１または２記載のイムノクロマト分析用ストリップ。
【請求項７】
前記通常流路が直線状であり、前記遅延流路が蛇行状であることを特徴とする請求項１
記載のイムノクロマト分析用ストリップ。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか一項記載のイムノクロマト分析用ストリップを用いて、多段
階操作をワンステップで行なって被験物を検出することを特徴とするイムノクロマト分析
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方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、クロマト分析用ストリップに関するものであり、多段階操作をワンステップ
で行い得る新規なクロマト分析用ストリップに関する。
【背景技術】
【０００２】
イムノクロマトグラフィーは、抗体等の生化学活性を有するタンパク質をニトロセルロ
ース等からなるメンブレン上に固定し、これに被検物質を含むサンプル（尿、唾液、血液
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等）を毛細管現象により吸収させることで、分析対象をメンブレン上の抗体と反応させて
検出する方法である。
【０００３】
前述のイムノクロマトグラフィーは、その特異性と簡便さ、製造コストの低さ、分析所
要時間の短さ等、多くの有用性から、例えばインフルエンザ検査、ＨＣＶ検査、妊娠検査
、アレルギー検査、食中毒検査、残留農薬検査等、医療検査の分野を中心に広く用いられ
ており、一般ユーザにも利用可能な形態で検査キットが提供される等、その用途は拡大し
つつある。
【０００４】
イムノクロマトグラフィーの一般的な手順について説明すると、先ず、分析に先立って
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、クロマト分析用ストリップ（ニトロセルロース等からなるメンブレン）上に被検物質と
特異的に結合する１次抗体（被験物質と特異的に結合する抗体である捕捉抗体）を固定化
しておき、それとともに、被検物質の結合部位を可視化するための標識物質［例えば２次
抗体（被験物質の１次抗体が認識する部位とは異なる部位に特異的な抗体）に金コロイド
等の標識物質を結合させた標識抗体（コンジュゲート）］を吸収させたコンジュゲーショ
ンパッドを前記クロマト分析用ストリップの展開開始側の端部に接合しておく。
【０００５】
分析に際しては、コンジュゲーションパッドに試験溶液（サンプル）を滴下する。試験
溶液の滴下後、毛細管現象によりクロマト分析用ストリップへと吸い上げられるが、この
時、試験溶液がコンジュゲーションパッドに含まれるコンジュゲートを溶解し、コンジュ
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ゲートと被検物質が特異的に結合反応を起こす。試験溶液は、さらに毛細管現象によりク
ロマト分析用ストリップ上で吸い上げられ、１次抗体の固定位置に到達すると、コンジュ
ゲートが結合した被検物質が固定化された１次抗体と特異的な結合反応を起こす。この結
果、被検物質が１次抗体の固定位置に局所的に結合し、被検物質を介して結合するコンジ
ュゲートの金コロイド等が集積し発色する。
【０００６】
前記イムノクロマトグラフィーでは、未反応のコンジュゲートが１次抗体の固定位置近
傍に存在すると、いわゆるバックグラウンドシグナルとなって、本来の発色を識別する上
で妨げとなるおそれがある。そこで、本来の分析に必要な液量以上に試験溶液を流すこと
で、特異的な結合を形成せずにメンブレン上に残留するコンジュゲートを洗い流す。これ

10

により、未反応のコンジュゲートによるバックグラウンドシグナルが低下し、明瞭な発色
が得られる。前記発色を測定することで、被検物質の濃度を定量的に測定することが可能
である。
【０００７】
先にも述べた通り、前述のイムノクロマトグラフィーは、妊娠検査やインフルエンザの
簡易キット等の分野において既に実用化されているが、さらなる高感度化を図ることがで
きれば、癌等のようなさらに重篤な疾患の早期診断や、ベッドサイドにおける適時的な診
断（Point‑of‑care‑testing;POCT）等への応用も期待される。
【０００８】
このような状況から、イムノクロマトグラフィーにおけるイムノアッセイの高感度化が
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検討されており、蛍光標識コンジュゲートや酵素コンジュゲートを用いる増感法が報告さ
れている。例えば、非特許文献１には、抗体と酵素とのコンジュゲートを通常通りクロマ
ト用ストリップ（メンブレン）上の抗体と反応させ、試験溶液を十分流して未結合のコン
ジュゲートを洗い流した後、酵素に触媒されて発色する基質をしみ込ませたパッドをさら
にメンブレンに接触させ、増感反応を実現する方法が報告されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Enzyme‑linked immuno‑strip biosensor to detect Eschenchia O157:H
7,Ultramicroscopy, 108(2008) pp. 1348‑1351
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
ところで、非特許文献に記載されるような増感反応を実現するためには、多段階の操作
（この場合には２段階の操作）が必要になる。例えば、非特許文献１に記載される方法で
は、先ず、クロマト分析用ストリップに酵素コンジュゲートを含む第１のパッドを結合し
ておき、試験溶液をこの第１のパッドに滴下して展開を行う。そして、試験溶液を流しき
った後に、別に用意した第２のパッドに基質溶液をしみ込ませ、クロマト分析用ストリッ
プに接触させて、基質溶液をクロマト分析用ストリップに吸収させる。
【００１１】
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前記増感反応では、酵素コンジュゲートと基質溶液とを同時に反応させることはできず
、一般的なクロマト分析用ストリップを用いた場合には、一方向に酵素コンジュゲートと
試験溶液を展開させた後、余分な酵素コンジュゲートを洗い流し、これとは直交する方向
に基質溶液を吸収させる等の操作が必要であり、１回の操作で分析を完結することができ
ない。
【００１２】
したがって、イムノクロマトグラフィーの最大の利点である簡便さが失われてしまい、
使用範囲が制約されるおそれがある。前記簡便さの喪失は、高感度イムノクロマトグラフ
ィーの普及の妨げになるであろうことは想像に難くない。
【００１３】
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また、前記多段階のイムノクロマトグラフィーでは、分析用キットの構成が複雑なもの
となることも大きな問題である。例えば、クロマト分析用ストリップ（メンブレン）とは
非接触に別途基質用吸収パッドを配置する必要があり、これを実現するためには分析キッ
トの構造が複雑化し、パッドのクロマト分析用ストリップへの取り付け方にも工夫が必要
である。前記分析キットの構造の複雑化は、製造コストの増大にも繋がる。
【００１４】
本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものであり、クロマトグラフィー
における多段階操作をワンステップで行うことが可能で、例えばイムノクロマトグラフィ
ーの簡便さや分析キットの簡略化を維持し得るクロマト分析用ストリップを提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明のイムノクロマト分析用ストリップは、１枚のメンブレンに、印刷法によって遮
断パターンが形成されて、通常流路と当該通常流路よりも実効的な長さを長くして試験溶
液の展開に要する時間を遅延させる遅延流路とが並列に配されて、試験溶液を展開するた
めの上流側の端部と、当該上流側の端部から分岐する通常流路及び遅延流路と、当該通常
流路及び遅延流路から合流する下流側の単流路とが形成されており、前記通常流路を通っ
た試験溶液が最初に前記単流路に到達し、その後、前記遅延流路を通った試験溶液が前記
単流路に到達する構成であることを特徴とする。
本発明は、前記遅延流路として、第１の遅延流路と当該第１の遅延流路よりも実効的な
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長さを長くして試験溶液の展開に要する時間を遅延させる第２の遅延流路とが並列に配さ
れており、前記遮断パターンのうち、前記第１の遅延流路と前記第２の遅延流路を仕切る
分岐用パターンの中途位置において、当該分岐用パターンを一部欠損させて連通部が形成
されており、前記第１の遅延流路を通る試験溶液の一部を前記第２の遅延流路に入り込ま
せることで前記第２の遅延流路を通る試験溶液が前記第１の遅延流路に入り込むことを防
止する構成であることを特徴とする。
本発明は、前記下流側の単流路にはコンジュゲートライン、テストライン、コントロー
ルラインが順に配されており、前記遅延流路内には基質が配されていることを特徴とする
。
本発明は、前記下流側の単流路にはテストライン、コントロールラインが順に配されて
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おり、前記通常流路内にはコンジュゲートラインが配されており、前記遅延流路内には基
質が配されていることを特徴とする。
本発明は、前記下流側の単流路にはテストライン、コントロールラインが順に配されて
おり、前記第１の遅延流路内にはコンジュゲートラインが配されており、前記第２の遅延
流路内には基質が配されていることを特徴とする。
本発明は、前記メンブレンがニトロセルロース製であり、前記メンブレンにポリマー溶
液をインクジェットプリントすることで前記遮断パターンが形成されていることを特徴と
する。
本発明は、前記通常流路が直線状であり、前記遅延流路が蛇行状であることを特徴とす
る。
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本発明のイムノクロマト分析方法は、前記イムノクロマト分析用ストリップを用いて、
多段階操作をワンステップで行なって被験物を検出することを特徴とする。
【００１６】
本発明のクロマト分析用ストリップの一端側から溶液を展開すると、吸い上げられた溶
液は、並列に配される各流路へと浸透していく。ここで、流路毎に溶液の展開に要する時
間が異なるため、いずれの流路を通ったかによって、例えば１次抗体等が固定化された試
験ラインに溶液が到達するまでの時間に時間差が付与される。したがって、本発明のクロ
マト分析用ストリップでは、通常のクロマトグラフィーと同様のワンステップの展開操作
のみで、多段階の操作（反応）が実現される。
【発明の効果】
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【００１７】
本発明によれば、多段階操作をワンステップで行うことが可能なクロマト分析用ストリ
ップを提供することが可能である。本発明のクロマト分析用ストリップを用いれば、クロ
マトグラフィーの利点である簡便さを維持した状態で、高感度イムノクロマトグラフィー
を実施することが可能である。また、本発明のクロマト分析用ストリップは、流路形成の
みで前記ワンステップ操作を実現しており、パッド等を別に用意する必要もなく、分析キ
ットの構造を複雑化することもない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明を適用したクロマト分析用ストリップの一例を模式的に示す平面図である

10

。
【図２】本発明を適用したクロマト分析用ストリップの他の例を模式的に示す平面図であ
る。
【図３】本発明を適用したクロマト分析用ストリップのさらに他の例を模式的に示す平面
図である。
【図４】本発明を適用したクロマト分析用ストリップのさらに他の例を模式的に示す平面
図である。
【図５】本発明を適用したクロマト分析用ストリップのさらに他の例を模式的に示す断面
図である。
【図６】展開速度の確認実験に使用した流路を模式的に示す平面図である。
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【図７】流路パターンと展開遅延時間の関係を示す特性図である。
【図８】イムノクロマトグラフィーの実施例における展開の様子を示す図である。
【図９】ｈＣＧ濃度と発色強度の関係を示す特性図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明を適用したクロマト分析用ストリップの実施形態について、図面を参照し
ながら詳細に説明する。
【００２０】
本発明のクロマト分析用ストリップは、例えばニトロセルロースからなるメンブレンを
主体とするものであり、これに溶液の展開に要する時間が異なる複数の流路が並列に配す
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ることにより構成される。
【００２１】
前記流路を形成する方法としては、種々の方法があるが、例えばメンブレンに溶液の浸
透を妨げる遮断パターンを形成することで、簡単に作製することができる。具体的には、
前記遮断パターンによりメンブレンの溶液浸透領域を分割し、パターン形状を工夫するこ
とで、溶液の展開に要する時間が異なる複数の流路を形成することができる。
【００２２】
図１は、インクジェットプリント法により長さの異なる２つの流路を形成したクロマト
分析用ストリップの一例を示すものである。本例では、１枚のメンブレン１に図１に示す
ような溶液の浸透を妨げる遮断パターン２を形成し、直線的な流路３と、蛇行する流路４
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とを並列に形成している。直線的な流路３に比べて蛇行する流路４の方が流路長が長く、
これら流路３，４の開始端Ａから同時に溶液を展開した場合、溶液が終端Ｂに到達するま
での時間は、流路３の方が長時間となる。
【００２３】
したがって、例えば高感度イムノクロマトグラフィーにおいて、酵素コンジュゲートと
基質のテストラインまでの到達時間に差を付けることができる。すなわち、図１に示すク
ロマト分析用ストリップにおいて、流路３と流路４の合流点より下流側に酵素コンジュゲ
ート等が含浸されたコンジュゲートライン５、抗体等が固定されたテストライン６、及び
コントロールライン７を形成するとともに、流路４に基質８を含ませておく。コンジュゲ
ートや基質は、予めスポッティングを行い、乾燥させておけばよく、これにより試験溶液
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との接触によって再溶解させることができる。
【００２４】
このようなクロマト分析用ストリップを用いて試験溶液の展開を行うと、試験溶液は流
路３と流路４に分岐されて各流路３，４を吸い上げられていく。この時、流路３を経た試
験溶液は、流路４を経た試験溶液よりも早くコンジュゲートライン５に到達し、コンジュ
ゲートラインに含まれる酵素コンジュゲートとともにテストライン６に到達する。一方、
流路４を経た試験溶液は、流路４上の基質８とともに遅れてテストライン６に到達するが
、この間にテストライン６付近の余分なコンジュゲートは既に洗い流されている。その結
果、未結合酵素との反応が排除された適正な酵素基質反応が起こり、被検物質の濃度に応
じた発色が生じる。
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【００２５】
このように、図１に示すクロマト分析用ストリップを用いることで、２段階の反応（酵
素コンジュゲートの反応と基質の反応）を、通常のクロマトグラフィーと同様、ワンステ
ップの操作で行うことが可能である。
【００２６】
図１に示すクロマトグラフ分析用ストリップを作製するには、溶液の浸透を遮断する遮
断パターン２を形成することが必要であるが、この遮断パターン２の形成方法としては、
例えばインクジェットプリント等の印刷法を挙げることができる。メンブレンを溶解し得
る溶剤をインクジェットプリントにより所定のパターンで印刷すれば、溶剤が印刷された
部分のメンブレンが溶解し、メンブレンが有する微細孔が閉塞される。これにより、溶液
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の浸透が遮断される。
【００２７】
インクジェットプリントによる遮断パターン形成においては、前記溶剤の他、ポリマー
溶液等を使用することも可能である。ポリマーでメンブレンの微細孔を閉塞することで、
同様に遮断パターン２を形成することができる。なお、前記遮断パターンの形成方法は、
前記インクジェットプリントに限られるものではなく、スクリーン印刷等、他の汎用の印
刷法を採用することも可能である。その他、フォトリソによるパターニングや、熱により
メンブレンを線状に溶融する方法、プレスによりメンブレンの微細孔を押し潰す方法等に
よっても、前記遮断パターン２を形成することが可能である。
【００２８】
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また、遮断パターン２としても、様々なパターンを挙げることができ、溶液の展開速度
に差を付与することができれば、どのようなパターンであってもよい。
【００２９】
例えば、図２は、メンブレン１上に直線状の分岐用パターン２ａを形成して流路３と流
路４に分岐するとともに、流路４に前記分岐用パターン２ａと直交する櫛歯状パターン２
ｂを形成したものである。流路４においては、展開される溶液は、前記櫛歯状パターン２
ｂの先端を回り込むように浸透する必要があり、これを繰り返すことで流路３に比べて溶
液の展開に長時間を要することになる。なお、図２に示すクロマト分析用ストリップでは
、前記櫛歯状パターン２ｂの数を変更することで、遅延時間を変更することも可能である
40

。
【００３０】
図３に示す例では、中央に直線状の流路３を形成するとともに、その両側に溶液の展開
に長時間を要する流路４を２つ形成している。流路４を形成するための遮断パターン２の
形態は、先の図２に示すクロマト分析用ストリップと同様である。各流路４に例えば基質
８を含浸させておけば、より確実に基質８をテストライン６に到達させることができる。
【００３１】
図４に示す例は、３つの流路１１，１２，１３を形成した例である。図４に示す例では
、流路１１を通った試験溶液が最初にテストライン６に到達する。次に、流路１１を回り
込む形で形成された流路１２を通った試験溶液がテストライン６に到達する。最後に、流
路１２の外側を通り遮断パターン２ｃにより迂回させられた流路１３を通った試験溶液が
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テストラインに到達する。したがって、例えば流路１２の所定位置に酵素コンジュゲート
を含浸させ、流路１３の所定の位置に基質を含浸させて配置しておけば、酵素コンジュゲ
ートと基質を時間差を持ってテストライン６に到達させることができる。なお、流路１２
と流路１３を仕切る分岐用パターン２ａの中途位置において、パターンを一部欠損させて
連通部２ｄを形成しておけば、流路１２を浸透する溶液の一部が流路１３に入り込み、流
路１３を通った試験溶液が流路１２内に入り込むことを防止することもできる。このよう
に、流路の工夫により、３段階以上の多段階操作を実現することも可能である。
【００３２】
以上の各例では、インクジェットプリントにより遮断パターンを印刷することで、１枚
のメンブレンに実効的な長さの異なる複数の流路を形成するようにしたが、長さの異なる
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メンブレンを貼り合わせることで、溶液の展開に要する時間が異なる複数の流路を形成す
ることも可能である。
【００３３】
図５は、長さの異なるメンブレンを貼り合わせることで複数流路を形成したクロマト分
析用ストリップの一例を示すものである。本例の場合、主体となる第１のメンブレン２１
に対して、長さの長い第２のメンブレン２２を貼り合わせている。第２のメンブレン２２
は、第１のメンブレン２１に比べて長さが長いため、中途部が折り畳まれ、両端部におい
て第１のメンブレン２１に接合されている。また、第１のメンブレン２１と第２のメンブ
レン２２の間、及び折り畳まれた第２のメンブレン２２の間には、溶液の浸透を防止する
ための遮断シート２３が配されている。
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【００３４】
図５に示すクロマト分析用ストリップでは、一端から吸い上げられた試験溶液は、第１
のメンブレン２１と第２のメンブレン２２に分岐されて展開される。この時、第２のメン
ブレン２２の方が長さが長いので、展開に要する時間も長くなる。したがって、先の各例
と同様、時間差を付与することができる。
【００３５】
前述の本発明を適用したクロマト分析用ストリップでは、流れの時差を実現する流路構
造により、試験溶液をメンブレンの一端に浸すだけのワンステップ操作で多段階の操作を
実現することができる。したがって、例えば酵素増感反応等を１回の操作で行うこともで
き、様々な被検物質の定量分析に応用することが可能である。
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【００３６】
以上、本発明のクロマト分析用ストリップの実施形態について説明してきたが、本発明
が前述の実施形態に限定されるものでないことは言うまでもない。例えば、前記実施形態
では、主にイムノクロマトグラフィーにおける酵素標識コンジュゲートを用いる増感法へ
の適用について説明しているが、これに限らず、他のイムノクロマトグラフィーや、イム
ノクロマト以外のクロマトグラフィー等、クロマトグラフィー全般に応用することが可能
であり、２液混合系、３液混合系等、多段階の操作（反応）が必要な系において、ワンス
テップ操作を実現し得るクロマト分析用ストリップを提供することが可能である。例えば
、特開２００７−６８５３１号公報に開示されるような、多液混合系での農薬検出等にも
適用可能である。
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【００３７】
また、イムノクロマトグラフィーに関して言えば、前述の実施形態では、被験物質に関
する抗体をクロマト分析用ストリップに固定化する例を記述したが、被験物質が抗体であ
る場合は抗原を固定化すればよい。また、例えば特開２００６−３７０７７号公報や再表
２００７／１１６８１１号公報、ＷＯ２００７／０６１０９８号公報等にも記載があるよ
うに、この他にも被験物質を認識し、特異的に結合しうる物質の組み合わせであれば、い
ずれの分析にも適用することができる。
【実施例】
【００３８】
以下、本発明の具体的な実施例について、実験結果に基づいて詳細に説明する。
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【００３９】
インクジェットプリントによる遮断パターンの形成
ニトロセルロースからなるメンブレンを用い、ポリマーを含む溶液をインクジェットプ
リントして方形状の遮断パターンを形成した。インクジェットプリントにおいて、ポリマ
ー溶液の滴下量を調整し、線幅の異なる遮断パターンを形成して、溶液に対する遮断性能
を評価した。評価に際しては、方形状の遮断パターンで囲まれた領域に色素溶液を滴下し
、周囲への滲みを観察した。その結果、遮断パターンの線幅を１２０μｍ以上とすること
で、溶液の漏れの無い良好な遮断パターンを形成し得ることがわかった。
【００４０】
遮断パターンによる遅延時間の設定
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インクジェットプリントにより櫛歯状パターンの数を変えて流路形成を行い、それによ
る溶液の展開時間の相違を調べた。作製した流路は図６に示す通りである。長尺形状の遮
断パターン３１の形成により流路を形成し、図６（ａ）では櫛歯状パターン３２の数をゼ
ロ、図６（ｂ）では櫛歯状パターン３２の数を３、図６（ｃ）では櫛歯状パターン３２の
数を５、図６（ｄ）では櫛歯状パターン３２の数を７、図６（ｅ）では櫛歯状パターン３
２の数を９とした。流路幅は、いずれも３ｍｍである。
【００４１】
これらの流路の下側端部から溶液を展開し、上端に到達するまでに要する時間を調べた
。結果を図７に示す。図７は、図６（ａ）の流路における展開時間を基準とし、他の流路
における遅延時間を示している。図７から明らかなように、櫛歯状パターン３２を設ける
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ことにより、展開時間が遅延し、櫛歯状パターン３２の数が多いほど遅延時間が長くなっ
ている。この結果より、分岐された流路の一方に櫛歯状パターン３２を設けることで溶液
の展開時間に差（遅延）をもたらすことができること、及び櫛歯状パターン３２の数を選
定することで遅延時間を調節できることがわかる。
【００４２】
イムノクロマトグラフィー
図８に示すイムノクロマト分析用ストリップを準備し、分析対象であるｈＣＧ（Human
chorionic gonadotropin）を含む試験溶液の展開を行った。図８に示すイムノクロマト分
析用ストリップは、ニトロセルロース製のメンブレン４１にポリマー溶液をインクジェッ
トプリントすることで流路形成を行ったものである。使用したポリマー溶液は、ジプロピ

30

レングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＤＰＭＡ）を溶媒とし、ポリマーとして
２種類の変性アクリル樹脂を２０％溶解したものである。形成される流路の中間位置には
、分岐用パターン４２及び櫛歯状パターン４３の形成により、遅延流路４４が形成され、
その両側に通常流路４５が形成されている。
【００４３】
また、前記流路４４，４５の下流側には、テストライン４６及びコントロールライン４
７が形成されるとともに、遅延流路４４には基質４８が、通常流路４５にはコンジュゲー
ト４９がスポッティングされている。
【００４４】
テストライン４６、コントロールライン４７，基質４８、コンジュゲート４９は下記の
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通りである。
・テストライン：mAb to hCG［抗hCG（ヒト 絨毛性ゴナドトロピン αサブユニット）マ
ウスモノクローナル抗体］（medixMAB社製、商品名6601 SPR‑5）
・コントロールライン：pAb to Anti‑hCG‑ALP（抗マウスＩｇＧラビットポリクロナール
抗体）（Dako cytomation社製、商品名Z0259）
・コンジュゲート：Anti‑hCG‑ALP（ALP標識抗hCGマウスモノクローナル抗体）
抗hCGマウスモノクローナル抗体（medixMAB社製、商品名5008 SP‑5）に対し、アルカリ
ホスファターゼ標識キット（Dojindo molecular technologies社製、商品名LK12）により
ALPをコンジュゲートすることで調製
・基質：BCIP‑NBT染色キット（Nakaraitesque社製、商品名03937‑60）
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【００４５】
イムノクロマトグラフィーは、ｈＣＧ（ヒト絨毛性ゴナドトロピン、Rohto Pharmaceut
ical社製、商品名R‑506）を含む試験溶液５０を前記イムノクロマト分析用ストリップの
下端から展開するワンステップ操作で行った。ｈＣＧ濃度の異なる試験溶液５０をそれぞ
れ前記イムノクロマト分析用ストリップで展開し、展開後の各イムノクロマト分析用スト
リップのテストラインにおける発色状態を画像解析し、ｈＣＧ濃度と発色強度（バックグ
ラウンドを減じたもの）の関係を調べた。結果を図９に示す。
【００４６】
図９から明らかなように、テストラインにおいて被検物質の濃度に応じた発色が見られ
、本実施例のイムノクロマト分析用ストリップを用いることで、酵素標識コンジュゲート
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を用いた増感法をワンステップで行うことができることがわかる。
【００４７】
本実験においては、基質であるBCIP‑NBTが酵素反応により黒紫色の不溶性物質を生成す
る。基質が可溶性であるのに対して、その酵素反応生成物が不溶性であるため、テストラ
インやコントロールラインで生成した色素が粒子となり、ニトロセルロースのポアに沈着
することで明瞭なスポットが得られる。こうした系を本発明のクロマト分析用ストリップ
に適用することで、シグナルの強度を高めることに効果的である。
【符号の説明】
【００４８】
１，２１，２２，４１

メンブレン、２，３１

ーン、２ｂ，３２，４３

櫛歯状パターン、３，４，１１，１２，１３

ジュゲートライン、６，４６
、２３

遮断シート、４４

【図１】

遮断パターン、２ａ，４２

テストライン、７，４７
遅延流路、４５

通常流路

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

分岐用パタ

流路、５

コン

コントロールライン、８

基質
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【図６】

【図８】

【図７】

【図９】
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