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(57)【要約】
分子篩機能を有する分子を含まない液体においても、
核酸等の生体高分子を分画できる新たな生体高分子分画
用チップ、生体高分子の分画方法および生体高分子の分
析方法を提供する。
本発明の生体高分子分画用チップは、基板を有し、
前記基板は、ターゲット細胞が有する細胞質の生体高分
子を分離する分離用流路と、１以上の開口部とを有し、
前記１以上の開口部は、前記分離用流路に前記ターゲッ
ト細胞を含む試料を導入可能な第１の開口部を有し、
前記第１の開口部は、前記分離用流路に連通され、
前記分離用流路は、その流路内であり、且つ断面方向に
壁を有し、
前記壁は、開口を有することを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を有し、
前記基板は、ターゲット細胞が有する細胞質の生体高分子を分離する分離用流路と、１以
上の開口部とを有し、
前記１以上の開口部は、前記分離用流路に前記ターゲット細胞を含む試料を導入可能な第
１の開口部を有し、
前記第１の開口部は、前記分離用流路に連通され、
前記分離用流路は、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有し、
前記壁は、開口を有することを特徴とする、生体高分子分画用チップ。
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【請求項２】
前記壁が、２以上の開口を有する、請求項１記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項３】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）より小さい、請求項１ま
たは２記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項４】
前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）との比（ｗ１：ｗｔ）が、
１：２以上である、請求項１から３のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項５】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部
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の径（ｗｎ）より小さい、請求項１から４のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チッ
プ。
【請求項６】
前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）と前記分離用流路の径（ｗ２）との比（ｗｔ：ｗ２）が
、１：１〜１：１００の範囲である、請求項１から５のいずれか一項に記載の生体高分子
分画用チップ。
【請求項７】
前記壁の開口の断面積（Ｓ１）と前記分離用流路の断面積（Ｓ２）との比（Ｓ１：Ｓ２）
が、１：２以上である、請求項１から６のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ
。
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【請求項８】
前記第１の開口部が、前記基板の外側面から内側面に向かってテーパー状である、請求項
１から７のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項９】
前記生体高分子分画用チップが、さらに、前記分離用流路内の液体を吸引および／または
前記分離用流路内へ液体を吐出可能な吸引吐出部を１以上有し、
前記１以上の吸引吐出部は、前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向
の端部との間で、前記分離用流路に接続するように配置される、請求項１から８のいずれ
か一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１０】
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さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記生体高分子の捕獲部を有し、
前記捕獲部は、前記分離用流路内において、前記壁と、前記吸引吐出部の接続部との間に
配置される、請求項９記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１１】
前記生体高分子分画用チップが、２以上の吸引吐出部を有し、
前記捕獲部が、前記分離用流路内において、前記各吸引吐出部の接続部間に配置される、
請求項１０記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１２】
前記生体高分子分画用チップが、さらに、電極を有し、
前記電極は、前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向の端部との間で
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、前記分離用流路内に配置される、請求項１から１１のいずれか一項に記載の生体高分子
分画用チップ。
【請求項１３】
さらに、前記１以上の開口部が、前記細胞質の生体高分子を回収可能な第２の開口部を有
し、
前記第２の開口部が、前記分離用流路に連通され、
前記壁は、前記分離用流路において、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に配置
される、請求項１から１１のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１４】
さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記壁と前記第２の開口部との間の液体の移動
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を制御する液体移動制御部を有し、
前記液体移動制御部が、前記分離用流路において、前記壁と前記第２の開口部との間に配
置される、請求項１３記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１５】
さらに、前記ターゲット細胞の移動を調整する調整用流路と、第３の開口部とを有し、
前記第３の開口部と前記分離用流路とが、前記調整用流路に連通され、
前記分離用流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第２の開口部側において、前記調整
用流路に連通される、請求項１３または１４記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１６】
さらに、前記分離用流路および前記調整用流路を連通する接続流路を有し、
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前記接続流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第１の開口部側において、前記分離用
流路に連通される、請求項１５記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１７】
前記接続流路の断面積および長さが、前記壁の開口が前記ターゲット細胞をトラップして
いない状態において、前記壁の開口を流れる前記試料の流量（Ｆ１）と、前記接続流路を
流れる前記試料の流量（Ｆｃ）との比（Ｆ１：Ｆｃ）が、１：１〜２０：１の範囲となる
断面積および長さを満たす、請求項１６記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１８】
さらに、電極系を有し、
前記電極系が、１以上の電極を有し、
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前記１以上の電極が、前記第１の開口部内、前記分離用流路における前記壁と前記第１の
開口部との間、前記第２の開口部内、および前記分離用流路における前記壁と前記第２開
口部との間からなる群から選択された少なくとも１つに位置するように配置されている、
請求項１３から１７のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１９】
前記生体高分子分画用チップが、請求項１５から１７のいずれか一項に記載の生体高分子
分画用チップであり、
前記１以上の電極が、さらに、前記第３の開口部内および前記調整用流路内の少なくとも
一方に位置するように配置されている、請求項１８記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項２０】
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前記生体高分子が、核酸、糖、タンパク質、および脂質からなる群から選択された少なく
とも１つである、請求項１から１９のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項２１】
前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子および細胞小器官の生体高分子の少
なくとも一方である、請求項１から２０のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ
。
【請求項２２】
前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコンドリアの核酸、およびリポソー
ムの核酸からなる群から選択された少なくとも１つである、請求項２１記載の生体高分子
分画用チップ。
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【請求項２３】
ターゲット細胞を、開口を有する壁の開口にトラップするトラップ工程、
前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊することにより、前記ターゲット細胞から細胞質の生
体高分子を放出させる放出工程、および
放出された細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含むことを特徴とする、生体高分子
の分画方法。
【請求項２４】
前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を電気的または化学的に破壊する、
請求項２３記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２５】
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前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を電気的に破壊することにより、前
記ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を放出させ、
前記分離工程において、電気的分離方法により、前記放出された細胞質の生体高分子を分
離する、請求項２３または２４記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２６】
さらに、前記分離工程において、分離された細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体
高分子の分離後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を回収する回
収工程を含む、請求項２３から２５のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２７】
前記壁が、２以上の開口を有する、請求項２３から２６のいずれか一項に記載の生体高分
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子の分画方法。
【請求項２８】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）より小さい、請求項２３
から２７のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２９】
前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）との比（ｗ１：ｗｔ）が、
１：２以上である、請求項２３から２８のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項３０】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部
の径（ｗｎ）より小さい、請求項２３から２９のいずれか一項に記載の生体高分子の分画
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方法。
【請求項３１】
請求項１から２２のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップを用い、
前記第１の開口部から前記ターゲット細胞を含む試料を導入する導入工程、
前記ターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップするトラップ工程、
前記分離用流路に電圧を印加することにより、前記ターゲット細胞から生体高分子を放出
させる放出工程、および
前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部方向と逆方向の端部との間の前記分離用
流路に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含む、請求項２
３から３０のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。

40

【請求項３２】
前記生体高分子分画用チップが、請求項１３から２２のいずれか一項に記載の生体高分子
分画用チップであり、
さらに、前記第２の開口部から、前記細胞質の生体高分子を回収する工程を含む、請求項
３１記載の生体高分子の分画方法。
【請求項３３】
さらに、前記第１の開口部から、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残
部が含む生体高分子を回収する工程を含む、請求項３１または３２記載の生体高分子の分
画方法。
【請求項３４】
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さらに、前記ターゲット細胞を含む試料を調製する工程を含む、請求項３１から３３のい
ずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項３５】
前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子および細胞小器官の生体高分子の少
なくとも一方である、請求項２３から３４のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法
。
【請求項３６】
前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコンドリアの核酸、およびリポソー
ムの核酸からなる群から選択された少なくとも１つである、請求項３５記載の生体高分子
の分画方法。
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【請求項３７】
ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を分画する分画工程、および
前記細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞の残部
が含む生体高分子の少なくとも一方を分析する分析工程を含み、
前記分画工程が、請求項２３から３６のいずか一項に記載の生体高分子の分画方法により
実施されることを特徴とする、生体高分子の分析方法。
【請求項３８】
前記分析された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を回収する工程を含む、請求項３７記載の生体
高分子の分析方法。
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【請求項３９】
前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の分画状態を保持する保持工程を含む、請求項３７または３８記
載の生体高分子の分析方法。
【請求項４０】
前記生体高分子が、核酸であり、
前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を増幅する増幅工程を含む、請求項３７から３
９のいずれか一項に記載の生体高分子の分析方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、生体高分子分画用チップ、それを用いた生体高分子の分画方法、および生体
高分子の分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ターゲット細胞等を含む試料から核酸を分画する方法として、前記試料および分子篩機
能を有する分子を含む液体に対し電圧を印加することにより、前記ターゲット細胞の細胞
膜を破砕し、さらに、電気泳動を実施することで、核の核酸と、細胞質の核酸とを分画す
る方法が知られている（特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１０６１４６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、前記分子篩機能を有する分子を含む液体系（分画系）で核酸等の生体高
分子を分画するため、分画された生体高分子は、前記分子篩機能を有する分子を含む。ま
た、前記分子篩機能を有する分子は、前記核酸等の生体高分子の分析に干渉する。このた
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め、分画された生体高分子を分析する場合、分析精度が低下するという問題があった。
【０００５】
そこで、本発明は、例えば、前記分子篩機能を有する分子を含まない液体においても、
核酸等の生体高分子を分画できる新たな生体高分子分画用チップ、それを用いた生体高分
子の分画方法、および生体高分子の分析方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的を達成するために、本発明の生体高分子分画用チップ（以下、「チップ」とも
いう）は、
基板を有し、
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前記基板は、ターゲット細胞が有する細胞質の生体高分子を分離する分離用流路と、１以
上の開口部とを有し、
前記１以上の開口部は、前記分離用流路に前記ターゲット細胞を含む試料を導入可能な第
１の開口部を有し、
前記第１の開口部は、前記分離用流路に連通され、
前記分離用流路は、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有し、
前記壁は、開口を有することを特徴とする。
【０００７】
本発明の生体高分子の分画方法（以下、「分画方法」ともいう）は、ターゲット細胞を
、開口を有する壁の開口にトラップするトラップ工程、
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前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊することにより、前記ターゲット細胞から細胞質の生
体高分子を放出させる放出工程、および
放出された細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含むことを特徴とする。
【０００８】
本発明の生体高分子の分析方法（以下、「分析方法」ともいう）は、ターゲット細胞か
ら細胞質の生体高分子を分画する分画工程、および
前記細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞の残部
が含む生体高分子の少なくとも一方を分析する分析工程を含み、
前記分画工程が、前記本発明の生体高分子の分画方法により実施されることを特徴とする
30

。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、例えば、前記分子篩機能を有する分子を含まない液体系においても、
核酸等の生体高分子を分画できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１（Ａ）は、実施形態１のデバイスの構成を示す上面図であり、（Ｂ）は、（
Ａ）のＩ−Ｉ方向からみた断面図であり、（Ｃ）は、（Ａ）のII−II方向からみた断面図
である。
【図２】図２（Ａ）は、実施形態２のデバイスの構成を示す上面図であり、（Ｂ）は、前
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記（Ａ）の（Ｂ）で示す二点鎖線で囲った領域の拡大図（上面図）であり、（Ｃ）は、前
記（Ｂ）のＩ−Ｉ方向からみた断面図であり、（Ｄ）は、前記（Ａ）の（Ｄ）で示す二点
鎖線で囲った領域の拡大図（上面図）である。
【図３】図３は、実施形態３のデバイスの構成を示す上面図である。
【図４】図４は、変形例１のデバイスの構成を示す上面図である。
【図５】図５は、実施形態４のデバイスの構成を示す上面図である。
【図６】図６は、実施形態５のデバイスの構成を示す上面図である。
【図７】図７は、実施形態６のデバイスの構成を示す上面図である。
【図８】図８は、実施例２における電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。
【図９】図９は、実施例３における他の核酸の回収を示す写真である。
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【図１０】図１０は、実施例４における電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。
【図１１】図１１は、実施例５における補正後の蛍光強度を示すグラフである。
【図１２】図１２は、実施例５における蛍光強度を示すグラフである。
【図１３】図１３は、実施例７における電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。
【図１４】図１４は、実施例８における各ライブラリが含む配列の種類を示すグラフであ
る。
【図１５】図１５は、実施例８における各ライブラリの由来を示すグラフである。
【図１６】図１６は、実施例９における収量を示すグラフである。
【図１７】図１７は、実施例１０におけるシミュレーション結果および近似式を示すグラ
フである。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明のチップは、例えば、前記壁が、２以上の開口を有する。
【００１２】
本発明のチップは、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記ターゲット細胞の径（
ｗｔ）より小さい。
【００１３】
本発明のチップは、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（ｗ
ｔ）との比（ｗ１：ｗｔ）が、１：２以上である。

【００１４】

20

本発明のチップは、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記細胞質の生体高分子の
分離後のターゲット細胞の残部の径（ｗｎ）より小さい。
【００１５】
本発明のチップは、例えば、前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）と前記分離用流路の径（
ｗ２）との比（ｗｔ：ｗ２）が、１：１〜１：１００の範囲である。
【００１６】
本発明のチップは、例えば、前記壁の開口の断面積（Ｓ１）と前記分離用流路の断面積
（Ｓ２）との比（Ｓ１：Ｓ２）が、１：２以上である。
【００１７】
本発明のチップは、例えば、前記第１の開口部が、前記基板の外側面から内側面に向か
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ってテーパー状である。
【００１８】
本発明のチップは、例えば、前記生体高分子分画用チップが、さらに、前記分離用流路
内の液体を吸引および／または前記分離用流路内へ液体を吐出可能な吸引吐出部を１以上
有し、
前記１以上の吸引吐出部は、前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向
の端部との間で、前記分離用流路に接続するように配置される。
【００１９】
本発明のチップは、例えば、さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記生体高分子
の捕獲部を有し、
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前記捕獲部は、前記分離用流路内において、前記壁と、前記吸引吐出部の接続部との間に
配置される。
【００２０】
本発明のチップは、例えば、前記生体高分子分画用チップが、２以上の吸引吐出部を有
し、
前記捕獲部が、前記分離用流路内において、前記各吸引吐出部の接続部間に配置される。
【００２１】
本発明のチップは、例えば、前記生体高分子分画用チップが、さらに、電極を有し、
前記電極は、前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向の端部との間で
、前記分離用流路内に配置される。
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【００２２】
本発明のチップは、例えば、さらに、前記１以上の開口部が、前記細胞質の生体高分子
を回収可能な第２の開口部を有し、
前記第２の開口部が、前記分離用流路に連通され、
前記壁は、前記分離用流路において、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に配置
される。
【００２３】
本発明のチップは、例えば、さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記壁と前記第
２の開口部との間の液体の移動を制御する液体移動制御部を有し、
前記液体移動制御部が、前記分離用流路において、前記壁と前記第２の開口部との間に配
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置される。
【００２４】
本発明のチップは、例えば、さらに、前記ターゲット細胞の移動を調整する調整用流路
と、第３の開口部とを有し、
前記第３の開口部と前記分離用流路とが、前記調整用流路に連通され、
前記分離用流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第２の開口部側において、前記調整
用流路に連通される。
【００２５】
本発明のチップは、例えば、さらに、前記分離用流路および前記調整用流路を連通する
接続流路を有し、

20

前記接続流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第１の開口部側において、前記分離用
流路に連通される。
【００２６】
本発明のチップは、例えば、前記接続流路の断面積および長さが、前記壁の開口が前記
ターゲット細胞をトラップしていない状態において、前記壁の開口を流れる前記試料の流
量（Ｆ１）と、前記接続流路を流れる前記試料の流量（Ｆｃ）との比（Ｆ１：Ｆｃ）が、
１：１〜２０：１の範囲となる断面積および長さを満たす。
【００２７】
本発明のチップは、例えば、さらに、電極系を有し、
前記電極系が、１以上の電極を有し、
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前記１以上の電極が、前記第１の開口部内、前記分離用流路における前記壁と前記第１の
開口部との間、前記第２の開口部内、および前記分離用流路における前記壁と前記第２開
口部との間からなる群から選択された少なくとも１つに位置するように配置されている。
【００２８】
本発明のチップは、例えば、前記生体高分子分画用チップが前記第３の開口部を有する
生体高分子分画用チップであり、
前記１以上の電極が、さらに、前記第３の開口部内および前記調整用流路内の少なくとも
一方に位置するように配置されている。
【００２９】
本発明のチップは、例えば、前記生体高分子が、核酸、糖、タンパク質、および脂質か
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らなる群から選択された少なくとも１つである。
【００３０】
本発明のチップは、例えば、前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子およ
び細胞小器官の生体高分子の少なくとも一方である。
【００３１】
本発明のチップは、例えば、前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコン
ドリアの核酸、およびリポソームの核酸からなる群から選択された少なくとも１つである
。
【００３２】
本発明の分画方法は、例えば、前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を
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電気的または化学的に破壊する。
【００３３】
本発明の分画方法は、例えば、前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を
電気的に破壊することにより、前記ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を放出させ、
前記分離工程において、電気的分離方法により、前記放出された細胞質の生体高分子を分
離する。
【００３４】
本発明の分画方法は、例えば、さらに、前記分離工程において、分離された細胞質の生
体高分子および前記細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞の残部が含む生体高分
子の少なくとも一方を回収する回収工程を含む。
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【００３５】
本発明の分画方法は、例えば、前記壁が、２以上の開口を有する。
【００３６】
本発明の分画方法は、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記ターゲット細胞の径
（ｗｔ）より小さい。
【００３７】
本発明の分画方法は、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（
ｗｔ）との比（ｗ１：ｗｔ）が、１：２以上である。
【００３８】
本発明の分画方法は、例えば、前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記細胞質の生体高分子
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の分離後のターゲット細胞の残部の径（ｗｎ）より小さい。
【００３９】
本発明の分画方法は、例えば、前記本発明の生体高分子分画用チップを用い、
前記第１の開口部から前記ターゲット細胞を含む試料を導入する導入工程、
前記ターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップするトラップ工程、
前記分離用流路に電圧を印加することにより、前記ターゲット細胞から生体高分子を放出
させる放出工程、および
前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向の端部との間の前記分離用流
路に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含む。
【００４０】
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本発明の分画方法は、例えば、前記生体高分子分画用チップが、前記第２の開口部を有
する生体高分子分画用チップであり、
さらに、前記第２の開口部から、前記細胞質の生体高分子を回収する工程を含む。
【００４１】
本発明の分画方法は、例えば、さらに、前記第１の開口部から、前記細胞質の生体高分
子の分離後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子を回収する工程を含む。
【００４２】
本発明の分画方法は、例えば、さらに、前記ターゲット細胞を含む試料を調製する工程
を含む。
【００４３】

40

本発明の分画方法は、例えば、前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子お
よび細胞小器官の生体高分子の少なくとも一方である。
【００４４】
本発明の分画方法は、例えば、前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコ
ンドリアの核酸、およびリポソームの核酸からなる群から選択された少なくとも１つであ
る。
【００４５】
本発明の分析方法は、例えば、前記分析された細胞質の生体高分子および細胞質の生体
高分子の分画（分離）後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を回
収する工程を含む。
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【００４６】
本発明の分析方法は、例えば、前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体
高分子の分画（分離）後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の分画状態を保持する
保持工程を含む。
【００４７】
本発明の分析方法は、例えば、前記生体高分子が、核酸であり、
前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画（分離）後のターゲ
ット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を増幅する増幅工程を含む。
【００４８】
＜生体高分子分画用チップ＞
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本発明の生体高分子分画用チップは、前述のように、基板を有し、前記基板は、ターゲ
ット細胞が有する細胞質の生体高分子を分離する分離用流路と、１以上の開口部とを有し
、前記１以上の開口部は、前記分離用流路に前記ターゲット細胞を含む試料を導入可能な
第１の開口部を有し、前記第１の開口部は、前記分離用流路に連通され、前記分離用流路
は、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有し、前記壁は、開口を有することを特徴と
する。本発明のチップは、前記分離用流路が、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有
し、前記壁が、開口を有することを特徴とし、その他の構成および条件は、特に制限され
ない。
【００４９】
本発明のチップは、前記分離用流路において、その流路内であり、且つ断面方向に壁を
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有し、前記壁が、開口を有する。このため、本発明のチップは、例えば、前記第１の開口
部から導入したターゲット細胞を前記壁の開口にトラップした状態で、前記ターゲット細
胞の細胞膜を破壊することにより、または前記ターゲット細胞の細胞膜の破壊後、前記細
胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部を前記壁の開口にトラップすることに
より、前記細胞質の核酸等の細胞質の生体高分子を、前記壁の開口を通過させ、前記壁と
、前記壁を基準として前記第１の開口部方向とは逆方向の端部との間の前記分離用流路に
分離でき、且つ前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部が含む生体高分
子（以下、「残部の生体高分子」ともいう）を、前記壁の開口にトラップできる。このた
め、本発明のチップによれば、前記分子篩機能を有する分子を含まない液体系においても
、核酸等の生体高分子を分離できる。また、本発明のチップによれば、前記残部の生体高
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分子を、前記壁の開口にトラップした状態で、前記細胞質の生体高分子を分離できるため
、例えば、次世代シークエンシングに利用可能な品質（例えば、高い純度）を有するサン
プルを調製できる。さらに、本発明のチップは、例えば、１個のターゲット細胞を前記分
離用流路に導入した際に、前記壁の開口で、前記ターゲット細胞を精度よくトラップでき
る。このため、本発明のチップによれば、例えば、１個のターゲット細胞から細胞質の生
体高分子を分離できる。したがって、本発明のチップは、例えば、１個のターゲット細胞
から細胞質の生体高分子を分離するチップということもできる。また、本発明のチップは
、前記分離用流路が、前記開口を有する壁をその流路内に有する。このため、本発明のチ
ップは、例えば、前記分離用流路に電圧を印加した際に、前記開口を有する壁を有さない
分離用流路（例えば、前記特許文献１の分離用流路）と比較して、前記ターゲット細胞が
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トラップされる前記壁の開口の周囲の電流密度を増加させることができる。このため、例
えば、前記ターゲット細胞の細胞膜を電気的に破壊する場合、本発明のチップによれば、
前記特許文献１の分離用流路において、前記ターゲット細胞の細胞膜を破砕する際の電圧
と比較し、より低い電圧（例えば、１／１０以下の電圧）で、前記ターゲット細胞の細胞
膜を破砕できる。また、本発明のチップは、例えば、より低い電圧で使用できることから
、電圧印加時のジュール熱の発生を低減でき、前記ジュール熱による核酸等の生体高分子
の変性等の影響を低減できる。さらに、本発明のチップは、例えば、より低い電圧で使用
できることから、生体高分子の分離に使用する分離液として、電解質を含む高伝導性溶液
が使用できる。なお、本発明のチップを使用して、前記細胞質の生体高分子を分離する場
合、上述のように、電気的にターゲット細胞の細胞膜を破壊してもよいし、後述するよう
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に、その他の方法により、ターゲット細胞の細胞膜を破壊してもよい。
【００５０】
本発明のチップは、前記本発明の分画方法に使用可能なチップであり、後述する本発明
の分画方法における説明を援用できる。
【００５１】
本発明において、「チップ」は、例えば、キャピラリー管を含む。この場合、前記基板
は、例えば、前記キャピラリー管の外壁を意味する。以下、チップの形態を説明するが、
以下の説明は、キャピラリー管の形態の説明に援用できる。
【００５２】
本発明において、前記チップの大きさは、特に制限されず、例えば、前記基板上に配置

10

する前記分離用流路の数に応じて、適宜決定できる。前記チップが１つの分離用流路を含
む場合、前記チップの最大長は、例えば、５０〜１００ｍｍであり、前記チップの最大幅
は、例えば、１０〜５０ｍｍであり、前記チップの最大の厚みは、３〜３０ｍｍである。
本発明において、「長さ」は、前記チップの長手方向の距離であり、前記チップの最大長
は、前記チップの長手方向の最長部の距離であり、「幅」は、前記チップの長手方向に対
する垂直方向であり、且つ平面方向（幅方向）の距離であり、前記チップの最大幅は、前
記チップの幅方向の最長部の距離であり、「厚み（深さ、高さ）」は、前記チップの長手
方向および幅方向に対する垂直方向（厚み方向、高さ方向）の距離であり、前記チップの
最大の厚みは、前記チップの厚み方向の最長部の距離である。
【００５３】
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本発明のチップにおいて、前記ターゲット細胞は、特に制限されず、任意の細胞とでき
る。前記ターゲット細胞は、例えば、１個の細胞でもよいし、２個以上の細胞でもよい。
後者の場合、前記ターゲット細胞は、例えば、細胞塊があげられる。前記細胞は、例えば
、生体由来の細胞、培養細胞等があげられる。前記細胞塊は、例えば、受精卵等があげら
れる。前記細胞の由来は、特に制限されず、例えば、ヒト、ヒトを除く非ヒト動物、植物
、原核生物、真核生物等があげられる。前記非ヒト動物は、例えば、ヒトを除く非ヒト動
物があげられる。前記非ヒト動物は、例えば、サル、マウス、ラット、イヌ、ウサギ、ヒ
ツジ、ウマ、モルモット等があげられる。前記真核生物は、例えば、ユーグレナ等があげ
られる。
【００５４】
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本発明において、前記分離用流路は、前記第１の開口部に連通する流路であり、その内
部が空隙（中空）である。本発明において、前記分離用流路の軸方向に対する垂直方向を
、「断面方向」といい、前記壁を中心として、前記第１の開口部側を上流、前記壁を基準
として前記第１の開口部方向とは逆方向側を下流といい、前記第１の開口部と前記壁との
間の分離用流路を、上流流路といい、前記壁と、前記壁を基準として前記第１の開口部方
向とは逆方向の端部との間の前記分離用流路および前記壁と後述する第２の開口部との間
の分離用流路を、下流流路という。なお、本発明において、「上流」および「下流」は、
前記分離用流路における位置関係を示すための表現であり、前記分離用流路に導入される
液体（例えば、前記試料）の移動方向は、特に制限されない。また、本発明において、特
に言及しない限り、「流路の断面積」は、断面方向における、前記流路の内部の空隙の断
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面積を意味し、「流路の長さ」は、前記流路の軸方向の長さを意味する。
【００５５】
前記分離用流路の形状は、特に制限されず、その断面の形状は、円、真円、楕円等の円
形；半円形；三角形、四角形、正方形および長方形等の多角形等があげられる。前記分離
用流路において、前記上流流路および前記下流流路の断面形状は、例えば、同じでもよい
し、異なってもよい。
【００５６】
前記分離用流路の大きさ（例えば、幅、深さ、径、断面積等）は、特に制限されず、例
えば、前記ターゲット細胞が前記壁の開口まで移動可能な大きさであればよく、前記ター
ゲット細胞の大きさに応じて適宜決定できる。前記分離用流路において、前記上流流路の
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大きさが、前記ターゲット細胞が前記壁の開口まで移動可能な大きさであることが好まし
い。前記分離用流路において、前記上流流路および前記下流流路は、例えば、同じ大きさ
でもよいし、異なる大きさでもよい。
【００５７】
具体例として、前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）と前記分離用流路の径（ｗ２）との比
（ｗｔ：ｗ２）は、例えば、１：１以上であり、好ましくは、１：１〜１：１００の範囲
、１：２〜１：１００の範囲である。前記ターゲット細胞の径は、例えば、前記ターゲッ
ト細胞の短径である。また、前記分離用流路の径は、例えば、前記分離用流路の短径であ
り、前記分離用流路の断面形状が円以外の場合には、例えば、前記分離用流路の断面にお
いて、最も短い距離である。前記分離用流路において、前記上流流路の径が、前記比を満

10

たすことが好ましい。
【００５８】
前記分離用流路は、例えば、前記生体高分子を分離するための分離液を含むことが好ま
しい。前記分離液は、例えば、Ｔｒｉｓ緩衝液、Ｂｉｓ−Ｔｒｉｓ緩衝液、Ｔｒｉｓ−Ｈ
ＥＰＥＳ緩衝液、イミダゾール緩衝液、リン酸緩衝液等の緩衝液、培地等があげられる。
前記緩衝液の濃度は、特に制限されず、例えば、１〜５００ｍｍｏｌ／Ｌである。前記分
離液は、例えば、スクロース、マンニトール等の糖類、Ｔｒｉｔｏｎ（登録商標）Ｘ１０
０、Ｔｗｅｅｎ（登録商標）２０等の界面活性剤、牛血清アルブミン（ＢＳＡ）、アセチ
ル化ＢＳＡ等のタンパク質、carrier RNA、carrier DNA等の核酸吸着剤、ＤＭＳＯ、plur
onic（登録商標）F‑127（Sigma Aldrich社製）等の溶媒、RNase inhibitor等の阻害剤、p
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rotease K等のプロテアーゼ、DNase、RNase等のヌクレアーゼ等を含んでもよい。前記分
離液のｐＨは、例えば、ｐＨ６〜９である。
【００５９】
前記分離用流路は、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有する。前記分離用流路に
おいて、前記壁の位置は、特に制限されず、例えば、前記第１の開口部端、前記第２の開
口部端、またはその他の位置があげられる。前記第１の開口部端に前記壁を有する場合、
例えば、前記分離用流路に前記ターゲット細胞を導入する必要がないため、前記分離用流
路の大きさを自由に設定できる。前記壁が前記その他の位置の場合、前記壁の位置は、前
記上流流路の長さ（ｌｕ）と、前記下流流路の長さ（ｌｄ）との比（ｌｕ：ｌｄ）が、例
えば、１：１０〜１：５００の範囲となる位置である。前記細胞質の生体高分子として、
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前記細胞質の核酸を分離する場合、前記比（ｌｕ：ｌｄ）は、例えば、より高い純度の前
記細胞質の核酸を分離できることから、好ましくは、１：１００〜１：５００の範囲とな
る位置である。
【００６０】
前記分離用流路の軸方向における、前記壁の長さ（厚さ、ｌｗ）は、特に制限されない
。前記壁の厚さは、例えば、１〜２０μｍである。前記壁の厚さを短くすることで、例え
ば、電気的にターゲット細胞の細胞膜を破壊する際により低い電圧で、前記ターゲット細
胞の細胞膜を破砕できる。
【００６１】
前記壁は、開口（オリフィス）を有する。前記チップにおいて、前記上流流路および前
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記下流流路は、前記壁の開口により連通されている。前記壁の開口の数は、１以上であり
、前記残部の生体高分子をより簡便に回収できることから、好ましくは、２以上であり、
より好ましくは、２〜３個である。
【００６２】
前記壁の開口の形状は、特に制限されず、その断面の形状は、円、真円、楕円等の円形
；半円形；三角形、四角形、正方形および長方形等の多角形等があげられる。前記壁が２
以上の開口を有する場合、各開口は、例えば、同じ断面形状でもよいし、異なる断面形状
でもよい。
【００６３】
前記壁の開口の大きさは、特に制限されず、前記ターゲット細胞をトラップできる大き
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さであればよい。具体例として、前記壁の開口の径（ｗ１）は、例えば、前記ターゲット
細胞をより精度よくトラップできることから、好ましくは、前記ターゲット細胞の径（ｗ
ｔ）より小さく、前記ターゲット細胞をさらに精度よくトラップできることから、より好

ましくは、前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）との比（ｗ１：
ｗｔ）が、１：２以上、１：２〜１：５０の範囲、１：１０〜１：５０の範囲である。前
記ターゲット細胞の径（ｗｔ）は、例えば、前記ターゲット細胞の短径である。また、前
記壁の開口の径（ｗ１）は、例えば、前記壁の開口の短径であり、前記壁の開口の断面形
状が円以外の場合には、例えば、前記壁の開口の断面において、最も短い距離である。
【００６４】
前記壁の開口は、例えば、前記細胞質の生体高分子をより高い純度で分離できることか

10

ら、前記壁の開口の径（ｗ１）が、好ましくは、前記細胞質の生体高分子の分離後のター
ゲット細胞の残部（細胞質の生体高分子が分離されたターゲット細胞、以下、「ターゲッ
ト細胞の残部」ともいう）の径（ｗｎ）より小さい。前記ターゲット細胞の残部の径（ｗ
ｎ）は、例えば、前記ターゲット細胞の残部の短径である。また、前記壁の開口の径（ｗ
１）は、例えば、前記壁の開口の短径であり、前記壁の開口の断面形状が円以外の場合に

は、例えば、前記壁の開口の断面において、最も短い距離である。
【００６５】
前記壁の開口の断面形状が長方形等の矩形である場合、前記壁の開口の径（ｗ１）は、
下記式（２）を満たすことが好ましい。前記壁の開口の断面形状が円形である場合、前記
壁の開口の径（ｗ１）は、下記式（３）を満たすことが好ましい。前記壁の開口の径（ｗ
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１）が、下記式（２）または（３）を満たすことで、例えば、前記ターゲット細胞が前記

壁の開口にトラップされた状態で、前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、かつ前記タ
ーゲット細胞の核膜の破壊を抑制できるため、より高い純度の前記細胞質の生体高分子を
分離できる。
ｗ１≦πｄ
２

ｗ１

・・・（２）
２

≦８ｄ

・・・（３）

π：円周率
ｄ：壁の開口と、ターゲット細胞の核膜との最短距離
【００６６】
前記壁の開口の断面積（Ｓ１）は、例えば、電気的にターゲット細胞の細胞膜を破壊す
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る際により低い電圧で、前記ターゲット細胞の細胞膜を破砕できることから、前記壁の開
口の断面積（Ｓ１）と前記分離用流路の断面積（Ｓ２）との比（Ｓ１：Ｓ２）が、好まし
くは、１：２以上、１：２〜１：１００の範囲、１：３〜１：１００の範囲、１：１０〜
１：１００の範囲、より好ましくは、１：３〜１：１００の範囲、１：１０〜１：１００
の範囲を満たすように設定する。前記壁が２以上の開口を含む場合、２以上の開口の合計
の断面積が、上記比を満たすことが好ましい。また、前記壁の開口の断面積が変化する場
合、前記壁の開口における、最小の断面積が、上記比を満たすことが好ましい。また、前
記分離用流路の断面積（Ｓ２）の断面積が変化する場合、前記分離用流路における、最大
の断面積が、上記比を満たすことが好ましい。
【００６７】
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前記壁が２以上の開口を含む場合、各開口の大きさは、同じでもよいし、異なってもよ
い。前記壁が２以上の開口を含む場合、より精度よく前記ターゲット細胞をトラップし、
且つ前記残部の生体高分子をより簡易に回収できることから、全ての開口が、前述の壁の
開口の大きさの条件を満たすことが好ましい。また、前記壁が異なる大きさの２以上の開
口を含む場合、最大の断面積を有する開口は、例えば、前記ターゲット細胞をトラップし
、その他の開口は、前記試料を通過させる。このため、前記最大の断面積を有する開口を
、トラップ口、その他の開口を、バイパス口ということもできる。
【００６８】
前記壁が前記トラップ口および前記バイパス口を含む場合、また、前記トラップ口の径
（ｗｃ）と前記バイパス口の径（ｗｂ）との比（ｗｃ：ｗｂ）は、例えば、０．１：１〜
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３：１の範囲である。また、前記トラップ口の断面積（Ｓｔ）と前記バイパス口の断面積
（Ｓｂ）との比（Ｓｔ：Ｓｂ）は、例えば、０．１：１〜３：１の範囲である。
【００６９】
前記壁の開口の大きさは、例えば、前記壁の開口の上流流路側から下流流路側にかけて
、同じでもよいし、異なってもよい。後者の場合、具体例として、前記壁の開口は、例え
ば、前記開口の上流流路側から下流流路側にかけてテーパー状である開口、前記開口の上
流流路側および前記開口の下流流路側から、前記開口の中央にかけてテーパー状である開
口等があげられる。また、前記開口が前記トラップ口と前記バイパス口とを含む場合、前
記トラップ口の大きさが、前記トラップ口の上流流路側から下流流路側にかけて、異なり
、前記バイパス口の大きさが、同じであることが好ましい。

10

【００７０】
前記第１の開口部は、前記ターゲット細胞を含む試料を導入可能な開口部である。前記
第１の開口部は、後述するように、例えば、前記壁の開口の上流流路側に前記ターゲット
細胞をトラップし、前記細胞質の生体高分子を前記下流流路に分離した場合、前記分離後
、前記第１の開口部から吸引することにより、前記壁の開口にトラップされた前記残部の
生体高分子を回収することができる。このため、前記第１の開口部は、例えば、前記残部
の生体高分子を回収可能な開口部ということもできる。また、前記第１の開口部は、後述
するように、例えば、前記壁の開口の下流流路側に前記ターゲット細胞をトラップし、前
記細胞質の生体高分子を前記上流流路に分離した場合、前記分離後、前記第１の開口部か
ら吸引することにより、前記細胞質の生体高分子を回収することができる。このため、前
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記第１の開口部は、例えば、前記細胞質の生体高分子を回収可能な開口部ということもで
きる。さらに、前記第１の開口部は、前記分離用流路に前記分離液を導入または導出する
のに用いてもよい。前記第１の開口部は、例えば、前記分離用流路の端部で連通されてい
ることが好ましい。
【００７１】
本発明のチップは、さらに、第２の開口部を有してもよい。前記第２の開口部は、前記
細胞質の生体高分子を回収可能な開口部である。前記第１の開口部が前記細胞質の生体高
分子を回収可能な開口部である場合、前記第２の開口部は、例えば、前記細胞質の生体高
分子に代えて、前記残部の生体高分子を回収可能な開口部であってもよい。このような開
口部とすることにより、前記壁の開口の下流流路側に前記ターゲット細胞をトラップし、
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前記細胞質の生体高分子を前記上流流路に分離した場合、前記分離後、前記第２の開口部
から吸引することにより、前記残部の生体高分子を回収することができる。前記第２の開
口部は、例えば、前記分離用流路に連通されている。また、この場合、前記壁は、前記分
離用流路において、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に配置されている。前記
第２の開口部は、例えば、前記分離用流路に前記分離液等を導入または導出するのに用い
てもよい。前記第２の開口部は、例えば、前記分離用流路の端部で連通されていることが
好ましい。
【００７２】
前記第１の開口部の形状は、特に制限されず、前記ターゲット細胞を含む試料を導入可
能であればよい。また、前記第２の開口部の形状は、特に制限されず、前記細胞質の生体
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高分子を回収可能であればよい。前記第１の開口部および前記第２の開口部の形状は、例
えば、三角柱状、四角柱状等の多角柱状、真円柱状、楕円柱状等の円柱状、錐体状等があ
げられる。前記第１の開口部および前記第２の開口部は、前記基板の外側面から内側面に
向かってテーパー状であることが好ましく、逆円錐状であることがより好ましい。このよ
うな形状とすることで、例えば、前記第１の開口部に前記試料を導入した際に、前記試料
に圧等を加えずに、前記分離用流路に前記試料を導入できる。また、このような形状とす
ることで、例えば、前記細胞質の生体高分子を分離後、マイクロマニピュレータ、マイク
ロピペット等の吸引手段を用いて、前記第１の開口部から、前記残部の生体高分子を簡易
に回収することができる。また、前記第２の開口部を有する場合、前記細胞質の生体高分
子を分離後、前記吸引手段を用いて、前記細胞質の生体高分子を簡易に回収することがで
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きる。前記第１の開口部および前記第２の開口部は、例えば、同じ形状でもよいし、異な
る形状でもよい。本発明において、前記開口部は、例えば、分離液等を貯留することがで
きる。このため、前記開口部は、例えば、リザーバーということもできる。
【００７３】
前記第１の開口部の大きさは、特に制限されず、前記試料を導入できればよい。また、
前記第２の開口部の大きさは、特に制限されない。具体例として、前記第１の開口部およ
び前記第２の開口部は、それぞれ、前記基板の外側面の直径が、例えば、３〜１０ｍｍで
あり、前記基板の内側面の直径が、例えば、０．０１〜０．２ｍｍであり、高さが、例え
ば、５〜２５ｍｍであり、容積が、例えば、５〜５００μＬ、５〜６０μＬである。
【００７４】

10

本発明のチップは、さらに、前記分離用流路内の液体を吸引および／または前記分離用
流路内へ液体を吐出可能な吸引吐出部（手段）を有してもよい。本発明のチップは、前記
吸引吐出部を有することにより、例えば、前記分離用流路内での液体の動きを制御でき、
例えば、前記上流流路から前記下流流路方向または前記下流流路から前記上流流路方向へ
前記分離用流路内の液体を移動させることができる。前記吸引吐出部は、特に制限されず
、例えば、公知の吸引手段、吐出手段等が使用でき、具体例として、マイクロポンプ、ポ
ンプ、分離用流路の容積変化を用いる手段、表面張力により液体を引き込む手段、圧力差
を用いる手段等があげられる。本発明のチップは、例えば、前記吸引吐出部を１つ有して
もよいし、２つ以上有してもよい。前記分離用流路の容積変化を用いる手段としては、例
えば、前記分離用流路の外壁を形成する可撓性の基板があげられる。この場合、前記吸引
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吐出部は、前記基板の外側から前記基板の内側方向に押圧されることで、前記分離用流路
内の液体を吐出し、前記押圧から解放されることにより、前記分離用流路内に液体を吸引
する。前記圧力差を用いる手段としては、例えば、前記分離用流路内に配置された陰圧室
または陽圧室があげられる。前記陰圧室は、例えば、前記分離用流路の他の部分と比較し
て、その室内の圧力が低い（例えば、真空）。このため、前記陰圧室の壁を破壊すること
により、前記分離用流路の他の部分から前記陰圧室に向かって液体が移動するため、前記
液体を吸引できる。また、前記陽圧室は、例えば、前記分離用流路の他の部分と比較して
、その室内の圧力が高い。このため、前記陽圧室の壁を破壊することにより、前記陰圧室
から前記分離用流路の他の部分、例えば、第１の開口部等に向かって液体が移動するため
、前記液体を吐出できる。
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【００７５】
前記吸引吐出部は、例えば、前記分離用流路内の液体を吸引および／または前記分離用
流路内へ液体を吐出可能なように配置されており、具体的には、前記分離用流路内または
前記分離用流路に接続（例えば、隣接）するように配置されている。前記吸引吐出部は、
例えば、前記上流流路に配置されてもよいし、前記下流流路に配置されてもよいし、両者
に配置されてもよい。本発明のチップが２以上の吸引吐出部を含む場合、２以上の吸引吐
出部は、例えば、前記上流流路および前記下流流路の一方に配置されてもよいし、両方に
配置されてもよい。
【００７６】
本発明のチップは、さらに、前記生体高分子の捕獲部を有してもよい。本発明のチップ
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は、例えば、前記分離用流路に前記捕獲部を配置することにより、前記上流流路において
残部の生体高分子を、前記下流流路において前記細胞質の高分子を捕獲することができる
ため、分離した生体高分子を簡易に回収することができる。前記捕獲部は、特に制限され
ず、例えば、公知の生体高分子の吸着手段が利用でき、例えば、前記生体高分子を特異的
および／または非特異的に吸着するフィルター、前記生体高分子を特異的および／または
非特異的に吸着する表面修飾を施された前記分離用流路の流路表面、前記生体高分子を特
異的および／または非特異的に吸着する表面修飾が施されたビーズ、ゲル、高分子ポリマ
ー、界面活性剤、およびミセル等があげられる。本発明のチップは、例えば、前記捕獲部
を１つ有してもよいし、２つ以上有してもよい。
【００７７】
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前記捕獲部は、例えば、前記分離用流路内に、前記生体高分子を捕獲可能なように配置
されており、具体的には、前記分離用流路内に、前記分離用流路に導入された液体と接液
可能なように配置されている。前記捕獲部は、例えば、前記上流流路に配置されてもよい
し、前記下流流路に配置されてもよいし、両者に配置されてもよい。本発明のチップが２
以上の捕獲部を含む場合、２以上の捕獲部は、例えば、前記上流流路および前記下流流路
の一方に配置されてもよいし、両方に配置されてもよい。
【００７８】
前記捕獲部は、前記吸引吐出部と組合せて配置することが好ましい。本発明のチップは
、前記捕獲部と前記吸引吐出部とを組合せることにより、より効率良く、前記捕獲部で前
記生体高分子を捕獲することができ、分離した生体高分子をより簡易に回収できる。前記

10

捕獲部は、例えば、１つの吸引吐出部と組合せてもよいし、２つ以上の吸引吐出部と組合
せてもよい。前者の場合、前記捕獲部は、例えば、前記分離用流路において、前記壁と、
前記吸引吐出部の接続部との間、または前記第１の開口部もしくは前記壁を基準として前
記第１の開口部とは逆方向の端部と、前記吸引吐出部の接続部との間とに配置される。こ
のように配置することにより、さらに効率良く、前記捕獲部で前記生体高分子を捕獲する
ことができ、分離した生体高分子をさらに簡易に回収できる。また、後者の場合、前記捕
獲部は、１つの吸引吐出部と組合せた場合の配置に加え、例えば、前記各吸引吐出部の接
続部間に配置されてもよい。このように配置することにより、さらに効率良く、前記捕獲
部で前記生体高分子を捕獲することができ、分離した生体高分子をさらに簡易に回収でき
る。また、本発明のチップにおいて、前記捕獲部と前記吸引吐出部とを組合せて配置する
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場合、前記捕獲部と前記吸引吐出部とは、前記下流流路に配置することが好ましい。この
ように配置することにより、前記下流流路に配置された前記捕獲部に前記細胞質の生体高
分子を捕獲後、前記第１の開口から前記分離用流路内の液体を回収することで、前記細胞
質の生体高分子を前記捕獲部に分離した状態で、前記残部の生体高分子をより簡易に回収
することができるため、精度よく前記残部の生体高分子を回収できる。
【００７９】
本発明において、前記第２の開口部を有するチップが、前記吸引吐出部および前記捕獲
部の少なくとも一方を有してもよい。この場合、前記吸引吐出部および前記捕獲部の説明
において、例えば、「前記壁を基準として前記第１の開口部とは逆方向の端部」を「第２
の開口部」に読み替えて、その説明を援用できる。
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【００８０】
本発明のチップが前記第２の開口部を有する場合、本発明のチップは、前記分離用流路
内の液体の移動を制御する液体移動制御部を有することが好ましい。前記液体移動制御部
は、例えば、前記第１の開口部と前記壁との間の液体の移動を制御してもよいし、前記壁
と前記第２の開口部との間の液体の移動を制御してもよい。前記液体移動制御部は、例え
ば、一方向に液体が移動できるように制御してもよく、具体的には、前記壁から前記第２
の開口部方向への液体の移動を制御可能としてもよいし、前記壁から前記第１の開口部方
向への液体の移動を制御可能としてもよく、具体例として、前記第２の開口部から前記壁
方向への液体の移動を抑制もしくは停止可能でもよいし、または第１の開口部から前記壁
方向への液体の移動を抑制もしくは停止可能でもよい。前記液体移動制御部は、例えば、
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両方向の液体の移動を制御可能としてもよく、具体的には、前記第２の開口部から前記壁
方向への液体の移動および第１の開口部から前記壁方向への液体の移動を抑制もしくは停
止可能としてもよい。これにより、例えば、前記液体移動制御部を下流流路に配置した場
合、前記細胞質の生体高分子を、前記分離用流路において、前記液体移動制御部より前記
第２の開口部側に分離すると、前記分離後に、前記壁の開口の残部の生体高分子と、前記
細胞質の生体高分子とが、再度混合することを防止できるため、より純度の高い前記細胞
質の生体高分子および前記残部の生体高分子を回収できるようになる。前記液体移動制御
部は、特に制限されず、例えば、弁、マイクロバルブ等の公知のバルブ、可撓性の基板に
より形成された分離用流路の壁等があげられる。前記液体移動制御部が前記可撓性の基板
により形成された分離用流路の壁の場合、前記基板の外側から前記基板の内側方向に押圧
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されると、前記分離用流路が狭窄し、前記分離用流路内の液体の移動を抑制または停止で
きる。前記可撓性の基板により前記分離用流路の壁を形成する場合、前記分離用流路の壁
の全体または一部を前記可撓性の基板で形成する。本発明のチップは、例えば、前記液体
移動制御部を１つ有してもよいし、２つ以上有してもよい。
【００８１】
前記液体移動制御部は、前記分離用流路において、前記上流流路に配置されてもよいし
、前記下流流路に配置されてもよし、両者に配置されてもよいが、前記下流流路に配置さ
れることが好ましい。
【００８２】
本発明のチップは、例えば、前記上流流路と前記下流流路とを連通するバイパス流路を
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有してもよい。これにより、例えば、前記バイパス流路を介して、前記下流流路に前記タ
ーゲット細胞を導入することができ、前記上流流路側に前記細胞質の生体高分子を分離す
ることができる。そして、前記細胞質の生体高分子が前記上流流路に存在し、前記残部の
生体高分子が前記壁の開口にトラップされているため、前記第１の開口部から前記細胞質
の生体高分子を回収する際に、前記残部の生体高分子より先に回収でき、且つ前記残部の
生体高分子の混入を低減できる。このため、より純度の高い前記細胞質の生体高分子を調
製できる。前記バイパス流路は、前記上流流路および前記下流流路と連通していればよく
、その位置は、特に制限されない。前記バイパス流路の大きさは、特に制限されず、例え
ば、前記分離用流路の大きさの説明を援用できる。
【００８３】

20

本発明のチップが前記パイパス流路を有する場合、前記チップは、さらに、前記バイパ
ス流路における液体の移動を制御する第２の液体移動制御部を有することが好ましい。前
記第２の液体移動制御部は、例えば、前記バイパス流路を介した液体の移動のＯＮ／ＯＦ
Ｆを制御する。前記第２の液体移動制御部は、例えば、前記マイクロバルブ等の公知のバ
ルブがあげられる。
【００８４】
前記第２の液体移動制御部の数は、特に制限されず、例えば、１つでもよいし、２つ以
上でもよい。前記第２の液体移動制御部は、例えば、前記バイパス流路内に配置される。
前記バイパス流路における前記第２の液体移動制御部の配置箇所は、特に制限されず、任
意の箇所とできる。前記チップが２つ以上の第２の液体移動制御部を有する場合、前記第
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２の液体移動制御部は、前記バイパス流路と前記上流流路との接続部の隣接部および前記
バイパス流路と前記下流流路との接続部の隣接部に配置されることが好ましい。このよう
に配置されることで、前記バイパス流路における液体の移動のＯＮ／ＯＦＦをより精度よ
く制御できる。
【００８５】
本発明のチップは、さらに、前記ターゲット細胞の移動を調整する調整用流路を含んで
もよい。この場合、本発明のチップは、第３の開口部を有し、前記第３の開口部と前記分
離用流路とが、前記調整用流路に連通され、前記分離用流路は、前記下流流路（例えば、
前記分離用流路の前記壁から前記第２の開口部側）において、前記調整用流路に連通され
ることが好ましい。前記調整用流路を有することで、前記チップは、例えば、前記チップ
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内のターゲット細胞の移動を調整でき、これにより、例えば、前記ターゲット細胞の前記
壁の開口からの離脱を防止できる。また、前記調整用流路を有することで、前記チップは
、例えば、前記ターゲット細胞をトラップ後、前記分離液等を前記調整用流路に導入する
ことにより、前記チップ内の溶液を置換することができる。このため、前記調整用流路を
有するチップによれば、例えば、前記ターゲット細胞の洗浄、標識、前記ターゲット細胞
以外の細胞由来の生体高分子の除去等ができる。
【００８６】
前記調整用流路の形状は、特に制限されず、例えば、前記分離用流路の断面形状の説明
を援用できる。前記調整用流路および前記分離用流路の形状は、同じでもよいし、異なっ
てもよい。また、前記調整用流路の大きさ（例えば、幅、深さ、径、断面積等）は、特に
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制限されず、例えば、前記ターゲット細胞が移動可能な大きさであればよく、前記ターゲ
ット細胞の大きさに応じて適宜決定できる。
【００８７】
前記調整用流路は、例えば、前記分離用流路の前記壁から前記第２の開口部側、すなわ
ち、前記下流流路と連通している。前記調整用流路は、例えば、前記ターゲット細胞の移
動を調整できるように、前記下流流路と連通していればよい。具体例として、前記調整用
流路は、例えば、前記下流流路の前記壁の近傍で連通している。
【００８８】
前記第３の開口部は、例えば、前記調整用流路に前記分離液等を導入または導出するの
に用いる開口部である。前記第３の開口部の形状は、特に制限されず、例えば、前記第１
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の開口部および第２の開口部の形状の説明を援用できる。
【００８９】
本発明のチップは、さらに、前記分離用流路および前記調整用流路を連通する接続流路
を有することが好ましい。この場合、前記接続流路は、前記分離用流路の前記壁から前記
第１の開口部側において、前記分離用流路に連通されることが好ましい。前記接続流路を
有することにより、前記チップは、例えば、複数のターゲット細胞を含む試料を前記第１
の開口部に導入した際に、１個のターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップする。そし
て、前記チップは、例えば、前記接続流路を介して、トラップされなかった細胞を前記調
整用流路に移動させることができ、前記分離用流路内を１個のターゲット細胞が存在する
状態にすることができる。このため、前記接続流路を有するチップによれば、例えば、複
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数のターゲットを含む試料を用いても、１個のターゲット細胞から生体高分子を分離する
ことができる。前記接続流路を有するチップは、例えば、複数のターゲット細胞から、１
個のターゲット細胞を分離することができる。このため、前記接続流路を有するチップは
、例えば、１個のターゲット細胞を分離するチップということもできる。また、前記接続
流路を有することにより、前記チップは、例えば、前記ターゲット細胞をトラップ後、前
記分離液等を前記分離用流路に導入することにより、前記チップ内の溶液を置換すること
ができる。このため、前記接続流路を有するチップによれば、例えば、前記ターゲット細
胞の洗浄、標識、前記ターゲット細胞以外の細胞由来の生体高分子の除去等ができる。
【００９０】
前記接続流路の形状は、特に制限されず、例えば、前記分離用流路の断面形状の説明を
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援用できる。前記接続流路および前記分離用流路の形状は、同じでもよいし、異なっても
よい。
【００９１】
前記接続流路の大きさ（例えば、幅、深さ、径、断面積等）は、特に制限されず、例え
ば、前記ターゲット細胞が移動可能な大きさであればよく、前記ターゲット細胞の大きさ
に応じて適宜決定できる。前記接続流路の断面積および長さは、例えば、前記壁の開口に
１個のターゲット細胞をより精度よくトラップできることから、前記壁の開口が前記ター
ゲット細胞をトラップしていない状態において、前記壁の開口を流れる前記試料の流量（
Ｆ１）と、前記接続流路を流れる前記試料の流量（Ｆｃ）との比（Ｆ１：Ｆｃ）が、好ま
しくは、１：１〜２０：１の範囲、前記壁の開口に１個のターゲット細胞をより精度よく
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トラップでき、且つ前記残部の生体高分子をより簡便に回収できることから、より好まし
くは、２：１〜２０：１の範囲となる断面積および長さを満たす。前記壁の開口を流れる
前記試料の流量と、前記接続流路を流れる前記試料の流量との比は、例えば、前記開口の
断面積および長さ、ならびに前記接続流路の断面積および長さから近似することができ、
例えば、下記式（１）で近似できる。
【００９２】
Ｆ１／Ｆｃ＝（Ｓ１／ｌ１）／（Ｓｃ／ｌｃ）・・・（１）
Ｆ１：壁の開口を流れる試料の流量（ｍ３／ｓｅｃ）
Ｆｃ：接続流路を流れる試料の流量（ｍ３／ｓｅｃ）
Ｓ１：開口の断面積（ｍ２）
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ｌ１：開口の長さ（壁の長さ）（ｍ）
Ｓｃ：接続流路の断面積（ｍ２）
ｌｃ：接続流路の長さ（ｍ）
【００９３】
前記接続流路は、例えば、前記分離用流路の前記壁から前記第１の開口部側、すなわち
、前記上流流路と連通している。前記接続流路は、例えば、前記接続流路を介して、前記
壁の開口にトラップされなかった細胞を前記調整用流路に移動させられるように、前記上
流流路と連通していればよい。具体例として、前記接続流路は、例えば、前記上流流路の
前記壁の近傍で連通しており、より具体的には、前記上流流路の前記壁から、前記ターゲ
ット細胞の径と同程度離れた位置（例えば、１０〜３０μｍ）で連通している。
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【００９４】
前記接続流路は、例えば、前記調整用流路の任意の位置で前記調整用流路と連通する。
前記接続流路は、例えば、前記下流流路と前記調整用流路との連通部から、前記調整用流
路の径と同程度離れた位置で連通している。
【００９５】
本発明のチップが前記調整用流路と前記接続流路とを含む場合、前記チップは、例えば
、前記分離用流路と前記調整用流路と前記接続流路との流路群を複数含み、前記流路群が
、前記連続的に接続されたチップでもよい。具体的には、前記チップは、例えば、ある流
路群の調整用流路の第３の開口部が、別の流路群の分離用流路の第１の開口部を兼ねるチ
ップである。この場合、前記チップは、例えば、前記第１の開口部と前記第３の開口部と
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を兼ねる開口部を省略し、前記調整用流路と前記分離用流路とを直接的に連通してもよい
。このように複数の流路群を含むことにより、前記チップは、例えば、複数のターゲット
細胞を導入した際に、各流路群における分離用流路の壁の開口に、それぞれ、１個のター
ゲット細胞をトラップできる。このため、前記複数の流路群を含むチップによれば、複数
のターゲット細胞を導入しても、生体高分子の分離に供されないターゲット細胞の数を低
減できる。
【００９６】
本発明のチップは、例えば、前記チップ自体が電極を備えてもよいし、前記チップをセ
ットする装置が電極を備えてもよい。前記チップ自体が電極を備える場合、本発明の分析
チップは、例えば、さらに、電極系を有してもよい。この場合、前記電極系が、１以上の
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電極を有する。前記電極系は、例えば、１つの電極を含んでもよいし、２つ以上の電極を
含んでもよい。本発明のチップにおいて、前記電極の配置箇所は、特に制限されず、例え
ば、前記第１の開口部、上流流路、下流流路等があげられる。前記電極は、例えば、１箇
所に配置してもよいし、２箇所以上に配置してもよい。また、本発明のチップが前記第２
の開口部を有する場合、前記電極は、前記第２の開口部に配置してもよい。この場合、複
数の電極が、それぞれ、前記第１の開口部内および前記第２の開口部内に位置するように
配置されていることが好ましい。前記第１の開口部の電極は、例えば、前記上流流路内に
その一部が配置されていてもよい。また、前記第２の開口部の電極は、例えば、前記下流
流路内にその一部が配置されていてもよい。前記装置が電極を備える場合、前記電極は、
例えば、前記チップへの挿入が可能な固体電極が好ましく、具体例として、線電極、棒電
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極等があげられる。本発明のチップにおいて、前記電極は、例えば、前記第１の開口部、
前記上流流路および前記下流流路のいずれかが、前記チップ自体が備える電極とし、他方
の電極が、前記チップをセットする装置が備える電極としてもよい。また、本発明のチッ
プが前記第２の開口部を有する場合、前記電極は、例えば、前記第１の開口部内の電極お
よび前記第２の開口部の電極の一方を、前記チップ自体が備える電極とし、他方の電極が
、前記チップをセットする装置が備える電極としてもよい。
【００９７】
前記チップ自体が、前記第１の開口部内に電極を備える場合、前記電極は、例えば、前
記第１の開口部の内壁に固定化されていることが好ましい。前記チップ自体が、前記上流
流路または前記下流流路に電極を備える場合、前記電極は、例えば、前記上流流路または
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前記下流流路の内壁に固定化されていることが好ましい。また、前記電極が前記下流流路
に配置される場合、前記電極は、前記下流流路における前記壁と逆方向の端部の内壁に固
定化されていることが好ましい。また、前記チップ自体が、前記第２の開口部内に電極を
備える場合、前記電極は、例えば、前記第２の開口部の内壁に固定化されていることが好
ましい。
【００９８】
前記電極の材料は、特に制限されず、固形の導電材料であればよく、例えば、白金、金
、炭素、亜鉛、真鍮、銅、ステンレス、鉄、銀／塩化銀、パラジウム、白金黒等があげら
れる。
【００９９】
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本発明のチップが前記第３の開口部を備える場合、前記複数の電極が、さらに、前記第
３の開口部内および前記調整用流路内の少なくとも一方に位置するように配置されている
ことが好ましい。これにより、例えば、前記第３の開口部の電極に電圧を印加することで
、前記細胞質の生体高分子の移動、前記分離用流路内のターゲット細胞の移動、および前
記ターゲット細胞の前記壁の開口へのトラップを制御でき、前記細胞質の生体高分子の回
収量を向上できる。前記第３の開口部の電極は、例えば、前記調整用流路内にその一部が
配置されていてもよい。前記第３の電極は、例えば、前記チップ自体が備えてもよいし、
前記チップをセットする装置が電極を備えてもよい。前者の場合、前記電極は、前記第３
の開口部の内壁に固定化されていることが好ましい。
【０１００】
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本発明のチップにおいて、前記チップの基板上に配置される前記分離用流路の数は、特
に制限されず、例えば、１個でもよいし、２個以上でもよい。後者の場合、前記分離用流
路数は、例えば、４〜４００個、より具体的には、４、６、８、１６、４８、９６、３８
４個等があげられる。
【０１０１】
本発明のチップにおいて、前記試料は、前記ターゲット細胞を含めばよい。前記試料は
、例えば、前記ターゲット細胞を含む細胞液、単離したターゲット細胞を含む細胞液等が
あげられる。前記試料は、例えば、１個のターゲット細胞を含んでもよいし、２個以上の
ターゲット細胞を含んでもよい。前記チップが接続流路を有さない場合、前記試料は、１
個のターゲット細胞を含むことが好ましい。前記試料の体積は、特に制限されず、例えば
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、０．１〜５μＬである。
【０１０２】
本発明のチップにおいて、前記細胞質の生体高分子は、特に制限されず、細胞質中に存
在する生体高分子であればよい。具体例として、前記細胞質の生体高分子は、例えば、細
胞質基質の生体高分子および細胞小器官の生体高分子があげられる。前記細胞小器官の生
体高分子は、例えば、葉緑体の生体高分子、ミトコンドリアの生体高分子、リポソームの
生体高分子、小胞（ベシクル）の生体高分子、エンドソームの生体高分子、ゴルジ体の生
体高分子、ペロキシソームの生体高分子、リソソームの生体高分子、ファゴソームの生体
高分子、オートファゴソームの生体高分子、エンラージオソームの生体高分子等があげら
れる。本発明のチップにおいて分画される前記細胞質の生体高分子は、例えば、１種類で
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もよいし、２種類以上でもよい。また、本発明のチップにおいて分画される前記細胞質の
生体高分子は、前記細胞質の生体高分子からなる生体高分子でもよいし、前記細胞質の生
体高分子を含む生体高分子でもよい。後者の場合、前記細胞質の生体高分子は、例えば、
核内ＲＮＡを含んでもよい。前記チップに印加する電圧を調整することで、例えば、所望
の細胞質の生体高分子を分画できる。前記生体高分子は、例えば、体内に存在する高分子
の有機化合物を意味し、具体例として、核酸、糖（多糖）、タンパク質、脂質等があげら
れる。前記核酸の種類は、特に制限されず、例えば、ＤＮＡでもよいし、ＲＮＡでもよい
。前記脂質は、例えば、前記細胞膜等があげられる。
【０１０３】
本発明のチップの材料は、特に制限されず、例えば、電極を除き、前記チップの内壁が
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絶縁性材料で形成されていることが好ましく、より好ましくは、電極を除き、前記チップ
全体が絶縁性材料から形成されていることが好ましい。本発明のチップの製造方法は、特
に制限されず、例えば、射出成型等により、前記流路等を有する成型体を製造してもよい
し、プレート等の基材に流路等を形成してもよい。前記流路等の形成方法は、特に制限さ
れず、例えば、リソグラフィ、切削加工等があげられる。
【０１０４】
前記絶縁性材料は、特に制限されず、例えば、樹脂、シリコーン、ガラス、セラミック
ス、ゴム等があげられる。前記樹脂は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス
チレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリメタクリレート、ポリアミ
ド、飽和ポリエステル樹脂、アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、
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フェノール樹脂、フッ素樹脂ガラスエポキシ等のエポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂
等の熱硬化性樹脂等があげられる。前記シリコーンは、例えば、ポリジメチルシロキサン
等があげられる。
【０１０５】
＜生体高分子分画装置＞
本発明の生体高分子分画装置（以下、「分画装置」ともいう）は、前記本発明の生体高
分子分画用チップを備えることを特徴とする。本発明の分画装置は、前記本発明のチップ
を備えることが特徴であり、その他の構成および条件は、特に制限されない。本発明の分
画装置によれば、例えば、前記分子篩機能を有する分子を含まない液体系においても、生
体高分子を分画できる。本発明の分画装置は、例えば、前記本発明のチップの説明を援用
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できる。
【０１０６】
本発明の分画装置は、電圧印加手段を備えることが好ましい。前記電圧印加手段は、特
に制限されず、例えば、前記チップの電極系に電圧を印加できればよく、公知の手段とし
て電圧器等が使用できる。
【０１０７】
前記チップが電極系を備えない場合、本発明の分画装置は、さらに、電極系を備えるこ
とが好ましい。前記電極系の配置、材料等は、例えば、前述の説明を援用できる。
【０１０８】
＜生体高分子の分画方法＞
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本発明の生体高分子の分画方法は、前述のように、ターゲット細胞を、開口を有する壁
の開口にトラップするトラップ工程、前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊することにより
、前記ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を放出させる放出工程、および放出された
細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含むことを特徴とする。本発明の分画方法は、
前記開口を有する壁を用いて、前記細胞質の生体高分子を分画することが特徴であり、そ
の他の構成および条件は、特に制限されない。本発明の分画方法によれば、例えば、１個
のターゲット細胞から、精度よく細胞質の生体高分子を分画できる。本発明の分画方法は
、例えば、前記本発明のチップ、分画装置の説明を援用できる。
【０１０９】
本発明の分画方法において、前記壁の開口の数、ならびに前記壁の開口の径と、前記タ
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ーゲット細胞の径および前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部の径と
の説明は、前記本発明のチップの説明を援用できる。
【０１１０】
前記トラップ工程は、前記ターゲット細胞を、前記開口を有する壁の開口にトラップす
る工程である。前記ターゲット細胞を前記壁の開口にトラップする方法は、特に制限され
ず、前記壁の開口の一方から他方（例えば、下流流路の下流側の端部または第２の開口部
）にむけた流れを生じさせ、前記流れにより前記ターゲット細胞をトラップする方法があ
げられる。前記流れは、例えば、浸透圧差、電気浸透流、誘電泳動、毛管現象等を利用し
、生じさせることができる。
【０１１１】
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前記放出工程は、前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊することにより、前記ターゲット
細胞から細胞質の生体高分子を放出させる工程である。前記ターゲット細胞の細胞膜を破
壊する方法は、特に制限されず、公知の細胞膜の破壊方法により実施でき、具体例として
、電気的な破壊方法、化学的な破壊方法、熱を用いた破壊方法、冷却を用いた破壊方法、
音波あるいは超音波を用いた破壊方法、レーザーを用いた破壊方法、流れあるいは押し付
けによる力学的な破壊方法等があげられる。前記電気的な破壊方法は、例えば、前記壁の
開口を挟むように一対の電極を配置し、前記一対の電極に電圧を印加することにより、破
壊する方法があげられる。前記一対の電極に印加する電圧は、例えば、後述する本発明の
チップを用いた分画方法における放出工程および分離工程の説明における電圧の説明を援
用できる。前記化学的な破壊方法は、例えば、界面活性剤と前記ターゲット細胞とを接触
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させることにより破壊する方法、浸透圧を利用する方法等があげられる。
【０１１２】
前記分離工程は、放出された細胞質の生体高分子を分離する工程である。前記分離工程
では、放出された細胞質の生体高分子と、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット
細胞の残部、すなわち、残部の生体高分子とを分離する。前記細胞質の生体高分子の分離
方法は、特に制限されず、例えば、前記残部の生体高分子が、前記壁の開口にトラップさ
れた状態で、前記細胞質の生体高分子を前記残部の生体高分子から分離可能な方法があげ
られ、具体例として、電気泳動等の公知の電気的分離方法があげられる。前記電気的分離
方法は、例えば、前記壁の開口を挟むように一対の電極を配置し、前記一対の電極に電圧
を印加することにより、分離する方法があげられる。前記一対の電極に印加する電圧は、
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例えば、後述する本発明のチップを用いた分画方法における放出工程および分離工程の説
明における電圧の説明を援用できる。前記細胞質の生体高分子の分離方法は、例えば、そ
の他に、前記壁の周囲、具体的には、壁の一方から他方に向かう流れを生じさせ、この流
れにより、前記細胞質の生体高分子を分離する方法があげられる。
【０１１３】
本発明において、前記トラップ工程と前記放出工程の順序は、特に制限されず、例えば
、前記トラップ工程後に、前記放出工程を実施してもよいし、前記放出工程後に前記トラ
ップ工程を実施してもよい。前記放出工程において、前記電気的な破壊方法により前記タ
ーゲット細胞の細胞膜を破壊する場合、前記ターゲット細胞がトラップされる前記壁の開
口の周囲の電流密度を増加させることができ、前記開口を有する壁を有さない分離用流路
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（例えば、前記特許文献１の分離用流路）と比較して、より低い電圧で、前記ターゲット
細胞の細胞膜を破壊できることから、前記トラップ工程後に前記放出工程を実施すること
が好ましい。
【０１１４】
本発明の分画方法は、例えば、前記本発明のチップを用いて実施することもできる。こ
の場合、本発明の分画方法は、例えば、前記第１の開口部から前記ターゲット細胞を含む
試料を導入する導入工程、前記ターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップするトラップ
工程、前記ターゲット細胞から生体高分子を放出させる放出工程、および前記壁を基準と
して前記ターゲット細胞がトラップされる側とは逆方向の前記分離用流路に、前記ターゲ
ット細胞の細胞質の生体高分子を分離する分離工程を含む。前記ターゲット細胞を前記壁
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の開口の上流流路側にトラップする場合、前記分離工程では、例えば、前記細胞質の生体
高分子を前記下流流路に分離する。また、前記ターゲット細胞を前記壁の開口の下流流路
側にトラップする場合、前記分離工程では、例えば、前記細胞質の生体高分子を前記上流
流路に分離する。以下、前記壁の開口の上流流路側にトラップし、前記分離用流路に電圧
を印加することにより、前記放出工程および前記分離工程を実施する場合を例にあげて説
明するが、本発明は、これに何ら限定されない。
【０１１５】
前記本発明のチップを用いて、本発明の分画方法を実施する場合、本発明の分画方法は
、さらに、前記分離用流路に前記分離液を供給する工程を含んでもよい。前記分離液は、
例えば、前述の説明を援用できる。
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【０１１６】
前記導入工程は、前記第１の開口部から前記ターゲット細胞を含む試料を導入する工程
である。前記試料の導入方法は、特に制限されず、例えば、公知の分注手段等を用いるこ
とができる。前記導入工程において、導入される試料の体積は、例えば、前述の説明を援
用できる。
【０１１７】
前記トラップ工程は、前記ターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップする工程である
。前記試料が圧等を加えずに前記第１の開口部から前記分離用流路に導入される場合、前
記ターゲット細胞は、例えば、前記試料または前記分離液の流れにより、前記分離用流路
内を前記壁の方向に移動し、前記壁の開口にトラップされる。また、前記試料が圧等を加
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えることにより、前記第１の開口部から前記分離用流路に導入される場合、前記ターゲッ
ト細胞は、例えば、前記第１の開口部から前記下流流路方向（例えば、前記第２の開口部
方向）への電気浸透流を生じさせることにより、前記分離用流路内を前記壁の方向に移動
し、前記壁の開口にトラップされる。前記電気浸透流は、例えば、前記第１の開口部の電
極と前記下流流路側の電極（例えば、前記下流流路の電極、前記第２の開口部の電極等）
とに電圧を印加することにより生じる。また、前記チップが前記第３の開口部を有する場
合、例えば、前記第１の開口部から前記第３の開口部への前記試料もしくは前記分離液の
流れ、または前記電気浸透流等により、前記ターゲット細胞は、前記分離用流路内を前記
壁の方向に移動し、前記壁の開口にトラップされてもよい。
【０１１８】
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前記放出工程は、例えば、前記分離用流路に電圧を印加することにより、前記ターゲッ
ト細胞から生体高分子を放出させる工程である。また、前記分離工程は、例えば、前記下
流流路側（例えば、前記第２の開口部側）に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子
を分離する工程である。具体的に、前記放出工程は、例えば、前記第１の開口部の電極お
よび前記下流流路側の電極（例えば、前記下流流路の電極、前記第２の開口部の電極等）
に電圧を印加することにより実施できる。また、前記分離工程は、前記第１の開口部の電
極および前記下流流路側の電極に電圧を印加することにより実施できる。前記分離用流路
への電圧印加は、例えば、電圧印加手段により実施できる。前記電圧印加手段は、例えば
、前述の説明を援用できる。前記第１の開口部の電極および前記下流流路側の電極に印加
する電圧は、特に制限されず、前記ターゲット細胞の細胞膜を破砕できる電圧であればよ
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く、例えば、前記分離液の種類に応じて、適宜設定できる。具体的に、前記第１の開口部
の電極の電圧（Ｖ１）と、前記下流流路側の電極の電圧（Ｖ２）との差の絶対値（｜Ｖ１
−Ｖ２｜）が、例えば、５０〜１０００Ｖの範囲である。具体例として、Ｖ１とＶ２との
組合せは、特に制限されず、Ｖ２が０Ｖの場合、Ｖ１は、例えば、−５０〜−１０００Ｖ
であり、Ｖ１が０Ｖの場合、Ｖ２は、例えば、５０〜１０００Ｖである。前記チップが前
記第３の開口部を有する場合、前記第３の開口部の電極に電圧を印加してもよい。前記第
３の開口部の電極の電圧は、例えば、前記調整用流路内の液体中の陰イオンが、前記分離
用流路へ流入することにより、前記分離用流路から前記調整用流路への陰イオンの流出を
抑制可能な範囲で、適宜設定できる。前記第１の開口部の電極の電圧および前記下流流路
側の電極の電圧が前記具体例の範囲の場合、前記第３の開口部の電極の電圧は、例えば、
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−５０〜−１０００Ｖに設定できる。前記電極への電圧の印加時間は、例えば、前記電圧
印加後の電流値が平衡状態に達する時間であり、具体例として、１０〜５００秒に設定で
きる。
【０１１９】
本発明の分画方法は、さらに、前記細胞質の生体高分子を精製する工程を含むことが好
ましい。前記精製工程では、例えば、前記細胞質の生体高分子に含まれる複数の生体高分
子のうち、いずれか１つまたは２つ以上の生体高分子を精製する。本発明の分画方法は、
前記精製工程を含むことにより、例えば、前記ターゲット細胞の細胞膜の破砕により、放
出されたタンパク質と、前記細胞質の核酸とを分離でき、例えば、より純度の高い前記細
胞質の核酸を分画できる。前記細胞質の核酸の精製方法は、特に制限されず、公知のタン
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パク質と核酸との分画方法が利用でき、例えば、等速電気泳動法等により実施できる。
【０１２０】
本発明の分画方法は、さらに、前記分離工程において、分離された細胞質の生体高分子
を、所定位置まで輸送してもよい。前記所定位置は、例えば、前記本発明のチップにおけ
る第１の開口部、上流流路、下流流路、第２の開口部等があげられる。前記輸送は、例え
ば、前記分離方法と同様にして実施できる。
【０１２１】
本発明の分画方法は、例えば、さらに、前記細胞質の生体高分子および前記残部の生体
高分子の少なくとも一方を回収する回収工程を含んでもよい。前記細胞質の生体高分子お
よび前記残部の生体高分子の回収は、例えば、マイクロマニピュレータ、マイクロピペッ

10

ト等の吸引手段等を用いて、実施できる。本発明の分画方法が前記本発明のチップを用い
、前記細胞質の生体高分子を前記下流流路側に分離する場合、前記細胞質の生体高分子お
よび前記残部の生体高分子は、例えば、前記第１の開口部から回収できる。また、前記本
発明のチップが前記第２の開口部を有する場合、前記細胞質の生体高分子および前記残部
の生体高分子は、例えば、それぞれ、前記第２の開口部および前記第１の開口部から回収
できる。本発明の分画方法は、例えば、前記残部の生体高分子のみを回収してもよい。前
記残部の生体高分子は、例えば、前記吸引手段を用いて、前記第１の開口部から回収でき
る。また、前記本発明のチップが前記捕獲部を有する場合、例えば、前記捕獲部を回収す
ることにより、前記捕獲部に捕獲された前記細胞質の生体高分子および前記残部の生体高
分子の少なくとも一方の生体高分子を回収できる。

20

【０１２２】
前記生体高分子が核酸である場合、本発明の分画方法は、例えば、前記分離された細胞
質の核酸および前記残部の核酸の少なくとも一方の核酸を増幅する増幅工程を含んでもよ
い。また、前記核酸がＲＮＡの場合、本発明の分画方法は、前記増幅工程に先立ち、前記
ＲＮＡからｃＤＮＡを合成する逆転写工程を含んでもよい。本発明の分画方法は、このよ
うな工程を含むことにより、分離した細胞質の核酸および他の核酸から核酸分析方法に供
するための核酸試料を作製することができる。前記核酸試料は、例えば、ｃＤＮＡライブ
ラリということもできる。前記核酸の増幅および逆転写は、例えば、公知の核酸増幅方法
および核酸の逆転写方法により実施できる。
【０１２３】

30

本発明の分画方法は、さらに、前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体
高分子の分離後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の分画状態を保持する保持工程
を含んでもよい。これにより、前記分画された細胞質の生体高分子および残部の生体高分
子が再混合することを防止できる。前記分画状態の保持は、例えば、前記分画された細胞
質の生体高分子および残部の生体高分子の再混合を防止できる程度に、前記細胞質の生体
高分子および前記残部の生体高分子の少なくとも一方の生体高分子の移動を抑制すること
を意味する。前記分画状態の保持は、例えば、前記分画された細胞質の生体高分子および
残部の生体高分子間の液体をゲル化、固体化等することにより実施できる。前記ゲル化に
より前記分画状態を保持する場合、例えば、ＰＥＧ−ＤＡ（Poly(ethylene glycol) diac
rylate）、Pluronic（登録商標） F127、gelatin methacrylateの刺激応答性のゲル化剤

40

を、前記分画された細胞質の生体高分子および残部の生体高分子間の液体と混合または置
換させ、刺激を加えることにより分画状態を保持できる。また、前記液体移動制御部を有
する本発明のチップを使用し、本発明の分画方法を実施する場合、前記分画状態の保持は
、例えば、前記液体移動制御部により実施できる。具体例として、前記下流流路に前記液
体移動制御部を有するチップを用い、前記下流流路側に前記細胞質の生体高分子を分離す
る場合、前記液体移動制御部として、前記下流流路から前記上流流路方向へ前記分離用流
路内の液体の移動を抑制する液体移動制御部を用いることで、前記分離工程において、前
記細胞質の生体高分子を、前記液体移動制御部より下流側に輸送することにより、前記分
画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部
が含む生体高分子の分画状態を保持することができる。
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【０１２４】
＜生体高分子の分析方法＞
本発明の生体高分子の分析方法は、前述のように、ターゲット細胞から細胞質の生体高
分子を分画する分画工程、および前記細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体高分子
の分画後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を分析する分析工程
を含み、前記分画工程が、前記本発明の生体高分子の分画方法により実施されることを特
徴とする。本発明の分析方法は、前記分画工程が、前記本発明の分画方法により実施され
ることが特徴であり、その他の工程および条件は、特に制限されない。本発明の分析方法
によれば、例えば、１個のターゲット細胞から、精度よく細胞質の生体高分子を分画し、
前記細胞質の生体高分子および前記残部の生体高分子を分析できる。本発明の分析方法は

10

、前記本発明の分画方法の説明を援用できる。本発明において、分析は、例えば、定性分
析および定量分析のいずれの意味も含む。
【０１２５】
本発明の分析方法は、例えば、前記本発明のチップを用いて前記分画工程を実施する場
合、さらに、前記ターゲット細胞を含む試料を調製する工程を含んでもよい。前記試料の
調製方法は、特に制限されず、前記ターゲット細胞の種類に応じて、適宜決定できる。１
個のターゲット細胞を含む試料を調製する場合、前記試料は、例えば、フローサイトメー
ターを用い、所望の１個のターゲット細胞を分離することにより、調製できる。また、前
記試料は、例えば、マイクロマニピュレータ、マイクロピペット等の吸引手段を用い、所
望の１個のターゲット細胞を分離することにより、調製できる。

20

【０１２６】
前記分画工程は、例えば、前記生体高分子の分画方法の説明を援用できる。
【０１２７】
前記分析工程では、前記細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体高分子の分画（分
離）後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を分析する。前記分析
工程では、例えば、前記細胞質の生体高分子および前記残部の生体高分子のいずれかを分
析してもよいし、両者を分析してもよい。前記残部の生体高分子は、例えば、前記分画工
程において、分画された生体高分子以外の生体高分子であり、具体的には、核の生体高分
子等があげられる。前記分画工程において、前記細胞質の生体高分子の一部の核酸を分画
した場合、前記残部の生体高分子は、例えば、分画しなかった他の細胞質の生体高分子を

30

含んでもよい。
【０１２８】
前記細胞質の生体高分子および前記残部の生体高分子の分析方法は、特に制限されず、
前記分析の対象および目的に応じて適宜決定できる。具体例として、前記生体高分子が核
酸であり、分析対象の核酸の有無を分析する場合、例えば、前記分析対象の核酸にハイブ
リダイズするプローブを用い、融解曲線法等により分析できる。前記分析対象の核酸の発
現量を分析する場合、例えば、ＰＣＲ、ｑＲＴ−ＰＣＲ等により分析できる。また、複数
の分析対象の核酸の発現パターンを分析する場合、例えば、ＲＮＡ−Ｓｅｑ等のトランス
クリプトーム解析、ＤＮＡマイクロアレイ解析等により分析できる。また、前記生体高分
子が糖であり、糖の分子量、構造等を分析する場合、液体クロマトグラフ−飛行時間型質

40

量分析計（ＬＣ−ＴＯＦ−ＭＳ）により分析できる。前記生体高分子がタンパク質であり
、分析対象のタンパク質有無、量等を分析する場合、ウエスタンプロット（western blot
ting）、extended ligation assay、proximity ligation assay等により分析できる。
【０１２９】
本発明の分析方法は、さらに、分析された細胞質の生体高分子および残部の生体高分子
の少なくとも一方を回収する工程を含んでもよい。前記分析された細胞質の生体高分子お
よび前記残部の生体高分子の回収方法は、特に制限されず、例えば、前記本発明の分画方
法における回収工程の説明を援用できる。
【０１３０】
本発明の分析方法は、例えば、さらに、前記本発明の分画方法における増幅工程、逆転
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写工程、および／または保持工程を含んでもよい。前記増幅工程、前記逆転写工程、およ
び前記保持工程は、前記本発明の分画方法の説明を援用できる。
【０１３１】
つぎに、本発明のチップおよび分画方法について、図面を参照し、例をあげて詳細に説
明する。ただし、本発明は、以下の例に限定されない。なお、各図において、同一部分に
は、同一符号を付しており、特に示さない限り、各形態の記載を援用できる。また、図面
は、説明の便宜上、各部の構造は適宜簡略化して示す場合があり、各部の大きさ、その比
率等は、実際とは異なり、模式的に示す場合がある。
【０１３２】
（実施形態１）

10

図１は、本発明のチップの一例を示す概略図であり、（Ａ）は、上面図、（Ｂ）は、前
記（Ａ）のＩ−Ｉ方向からみた断面図、（Ｃ）は、前記（Ａ）のII−II方向からみた断面
図である。図１に示すように、チップ１０は、上基板１ａと下基板１ｂとからなる基板１
を有する。上基板１ａは、２つの貫通孔１２および１３と、下表面における凹部１４、１
５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１６とを有し、これらは、上基板１ａと下基板１ｂとの積層によ
り、それぞれ、第１の開口部１２、第２の開口部１３、上流流路１４、トラップ口１５ａ
、バイパス口１５ｂ、１５ｃ、下流流路１６を構成している。また、上基板１ａは、下表
面における凹部１５ａ、１５ｂ、１５ｃの間の２つの凸部１７ａ、１７ｂを有し、これら
は、上基板１ａと下基板１ｂとの積層により、壁１７ａ、１７ｂを構成している。第１の
開口部１２と第２の開口部１３とは、上流流路１４、開口１５、および下流流路１６を含

20

む分離用流路１１で連通する。
【０１３３】
チップ１０の大きさは、特に制限されず、以下の条件が例示できる。
第１の開口部１２
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）

第２の開口部１３
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）
30

上流流路１４
長さ

１０〜５０００μｍ（例えば、２００μｍ）

幅

２０〜５００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

トラップ口１５ａ
長さ

１〜２０μｍ（例えば、１０μｍ）

幅

１〜１０μｍ（例えば、３μｍ）

深さ

０．１〜４０μｍ、１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

バイパス口１５ｂ、１５ｃ
長さ

１〜２００μｍ（例えば、５μｍ）

幅

０．１〜３μｍ（例えば、３μｍ）

深さ

１〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

40

下流流路１６
長さ

５０００〜２００００μｍ（例えば、２００００μｍ）

幅

１０〜３００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

【０１３４】
まず、チップ１０の第１の開口部１２に前記分離液を導入することで、分離用流路１１
に前記分離液を充填する。また、これにより第１の開口部１２から第２の開口部１３への
分離液の流れを生じさせる。そして、前記試料を第１の開口部１２に導入する。前記試料
は、前記分離液の流れにより第２の開口部１３方向へ移動し、前記試料中のターゲット細

50

(27)

JP WO2017/131216 A1 2017.8.3

胞が、トラップ口１５ａにトラップされる。前記トラップ後、例えば、第１の開口部１２
の溶液を前記分離液と置換してもよい。
【０１３５】
つぎに、チップ１０は、例えば、電圧印加手段を備える分画装置を使用することで、生
体高分子を分離できる。この際、電圧を印加する電極系は、前記分画装置が備えてもよい
し、チップ１０が備えてもよい。前者の場合、前記分画装置の電極系を、チップ１０の第
１の開口部１２および第２の開口部１３に挿入すればよい。
【０１３６】
そして、前記分画装置の前記電圧印加手段により前記電圧を印加することにより、前記
ターゲット細胞の細胞膜を破砕する。そして、前記ターゲットから生体高分子を放出させ

10

、前記第２の開口部１３側に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離する。他
方、核の生体高分子等の分離されなかった残部の生体高分子は、トラップ口１５ａにトラ
ップされる。そして、第２の開口部１３から前記細胞質の生体高分子を、第１の開口部１
２から前記残部の生体高分子を回収する。
【０１３７】
（実施形態２）
図２は、本発明のチップの一例を示す概略図であり、（Ａ）は、上面図、（Ｂ）は、前
記（Ａ）の（Ｂ）で示す二点鎖線で囲った領域の拡大図（上面図）、（Ｃ）は、前記（Ｂ
）のＩ−Ｉ方向からみた断面図、（Ｄ）は、前記（Ａ）の（Ｄ）で示す二点鎖線で囲った
領域の拡大図（上面図）である。図２に示すように、本実施形態のチップ２０は、さらに

20

、調整用流路２１、第３の開口部２２、および接続流路２３を含み、壁１７の開口１５が
１つであること以外、図１に示したチップと同様の構成を有する。調整用流路２１は、下
流流路１６の壁１７の近傍で下流流路１６と連通する。また、接続流路２３は、一端が、
上流流路１４の壁１７近傍で上流流路１４と連通し、他端が、調整用流路２１と連通する
。
【０１３８】
チップ２０の大きさは、特に制限されず、以下の条件が例示できる。
第１の開口部１２
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）
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第２の開口部１３
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）

上流流路１４
長さ

１０〜５０００μｍ（例えば、２００μｍ）

幅

２０〜５００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

開口１５
長さ

１〜２０μｍ（例えば、１０μｍ）

幅

１〜１０μｍ（例えば、３μｍ）

深さ

０．１〜４０μｍ、１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

40

下流流路１６
長さ

５０００〜２００００μｍ（例えば、２００００μｍ）

幅

１０〜３００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

調整用流路２１
長さ

３０００〜４００００μｍ（例えば、１１０００μｍ）

幅

２０〜５００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

第３の開口部２２
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３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

１０〜１００μＬ（例えば、６０μＬ）
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接続流路２３
長さ

２０〜２００００μｍ（例えば、１００００μｍ）

幅

２０〜３００μｍ（例えば、２５μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

【０１３９】
まず、チップ２０の第１の開口部１２および第２の開口部１３に前記分離液を導入し、
第３の開口部２２から吸引することで、分離用流路１１、調整用流路２１、接続流路２３
に前記分離液を充填する。また、これにより、第１の開口部１２から第３の開口部２２へ

10

の分離液の流れを生じさせる。そして、前記試料を第１の開口部１２に導入する。前記試
料は、前記分離液の流れにより第３の開口部２２方向へ移動し、前記試料中のターゲット
細胞が、開口１５にトラップされる。前記試料が複数のターゲット細胞を含む場合、トラ
ップされなかった細胞は、接続流路２３を介して、調整用流路２１へと移動する。そして
、第３の開口部２２に前記分離液を導入し、第１の開口部１２から第３の開口部２２への
流れを緩和する。
【０１４０】
つぎに、チップ２０は、例えば、電圧印加手段を備える分画装置を使用することで、生
体高分子を分離できる。この際、電圧を印加する電極系は、前記分画装置が備えてもよい
し、チップ２０が備えてもよい。前者の場合、前記分画装置の電極系を、チップ２０の第
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１の開口部１２および第２の開口部１３に挿入すればよい。
【０１４１】
そして、前記分画装置の前記電圧印加手段により前記電圧を印加することにより、前記
ターゲット細胞の細胞膜を破砕する。そして、前記ターゲットから生体高分子を放出させ
、前記第２の開口部１３側に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離する。他
方、核の生体高分子等の分離されなかった残部の生体高分子は、開口１５にトラップされ
る。また、前記細胞質の生体高分子の調整用流路２１への導入を抑制する場合、第３の開
口部２２に電極を配置し、前記電圧印加手段により電圧を印加してもよい。
【０１４２】
（実施形態３）
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図３は、本発明のチップの一例を示す上面図である。図３に示すように、チップ３０は
、分離用流路１１と、第１の開口部１２と、吸引吐出部３１と、捕獲部３２とを有する。
分離用流路１１は、上流流路１４、開口１７および下流流路１６を有し、壁１７は、壁１
７ａおよび１７ｂと、開口１５とを有する。また、下流流路１６には、捕獲部３２が配置
され、また、下流流路１６の第１の開口部１２と反対方向の端には、吸引吐出部３１が接
続されている。第１の開口部１２は、上流流路１４、開口１５、および下流流路１６を含
む分離用流路１１と連通する。
【０１４３】
チップ３０の大きさは、特に制限されず、以下の条件が例示できる。また、チップ３０
において、捕獲部３２は、下流流路１６において、開口１５から０〜２００００μｍの位
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置に配置されている。
第１の開口部１２
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）

上流流路１４
長さ

１０〜５０００μｍ（例えば、２００μｍ）

幅

２０〜５００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

開口１５
長さ

１〜２０μｍ（例えば、１０μｍ）
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幅

１〜１０μｍ（例えば、３μｍ）

深さ

０．１〜４０μｍ、１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

下流流路１６
長さ

５０００〜２００００μｍ（例えば、２００００μｍ）

幅

１０〜３００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

【０１４４】
まず、チップ３０の第１の開口部１２に前記試料を導入する。導入された試料は、分離
用流路１１において、上流流路１４から開口１５を介して、下流流路１６方向に移動する
。この際に、前記試料中のターゲット細胞が、開口１５にトラップされる。

10

【０１４５】
つぎに、チップ３０は、例えば、第１の開口部１２から界面活性剤を含む溶液を導入す
ることにより、開口１５にトラップされたターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、これによ
り、ターゲットから生体高分子を放出させる。そして、吸引吐出部３１により吸引するこ
とにより、下流流路１６側に前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離することで
、下流流路１６に配置された捕獲部３２に前記細胞質の生体高分子が捕獲される。他方、
核の生体高分子等の残部の生体高分子は、開口１５にトラップされる。そして、例えば、
前記吸引手段を用い、第１の開口部１２から、吸引することで、まず、開口１５にトラッ
プされていた残部の生体高分子を回収する。さらに、例えば、前記吸引手段を用い、第１
の開口部１２から、吸引することで、まず、捕獲部３２にトラップされていた細胞質の生
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体高分子を回収する。
【０１４６】
（変形例１）
図４は、本発明のチップの一例を示す上面図である。図４に示すように、変形例１のチ
ップ４０は、吸引吐出部３１として、吸引吐出部３１ａおよび３１ｂを有する。また、チ
ップ４０において、吸引吐出部３１ａおよび３１ｂは、下流流路１６に接続されている。
また、下流流路１６の第１の開口部１２と反対方向の端には、吸引吐出部３１ａが接続さ
れている。そして、吸引吐出部３１ａと下流流路１６との接続部より開口１５側において
、吸引吐出部３１ｂが接続されている。吸引吐出部３１ａと下流流路１６との接続部およ
び吸引吐出部３１ｂと下流流路１６との接続部の間に、捕獲部３２が配置されている。こ
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の点を除き、変形例１のチップ４０は、前記実施形態３のチップ３０と同様の構成を有し
、その説明を援用できる。
【０１４７】
まず、チップ４０の第１の開口部１２に前記試料を導入する。導入された試料は、分離
用流路１１において、上流流路１４から開口１５を介して、下流流路１６方向に移動する
。この際に、前記試料中のターゲット細胞が、開口１５にトラップされる。
【０１４８】
つぎに、チップ４０は、例えば、第１の開口部１２から界面活性剤を含む溶液を導入す
ることにより、開口１５にトラップされたターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、これによ
り、ターゲットから生体高分子を放出させる。そして、吸引吐出部３１ａにより吸引する
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ことにより、下流流路１６側に前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離すること
で、下流流路１６に配置された捕獲部３２に前記細胞質の生体高分子が捕獲される。他方
、核の生体高分子等の残部の生体高分子は、開口１５にトラップされる。つぎに、例えば
、吸引吐出部３１ｂにより吐出することで、下流流路１６から第１の開口部１２への流れ
を生じさせることにより、開口１５にトラップされた前記残部の生体高分子を開口１５か
ら第１の開口部１２へ移動させる。そして、例えば、前記吸引手段を用い、第１の開口部
１２から、吸引することで、前記残部の生体高分子を回収する。さらに、吸引吐出部３１
ａにより吐出することで、下流流路１６から第１の開口部１２への流れを生じさせること
により、捕獲部３２にトラップされた前記細胞質の生体高分子を捕獲部３２から第１の開
口部１２へ移動させる。そして、例えば、前記吸引手段を用い、第１の開口部１２から、
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吸引することで、前記細胞質の生体高分子を回収する。
【０１４９】
（実施形態４）
図５は、本発明のチップの一例を示す上面図である。図５に示すように、チップ５０は
、分離用流路１１と、第１の開口部１２と、電極３３とを有する。分離用流路１１は、上
流流路１４、壁１７および下流流路１６を有し、壁１７は、壁１７ａおよび１７ｂと、開
口１５とを有する。また、下流流路１６の第１の開口部１２と反対方向の端には、電極３
３が配置されている。第１の開口部１２は、上流流路１４、開口１５、および下流流路１
６を含む分離用流路１１と連通する。チップ５０の大きさは、特に制限されず、例えば、
チップ３０の大きさの説明を援用できる。
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【０１５０】
まず、チップ５０の第１の開口部１２に前記試料を導入する。導入された試料は、分離
用流路１１において、上流流路１４から開口１５を介して、下流流路１６方向に移動する
。この際に、前記試料中のターゲット細胞が、開口１５にトラップされる。
【０１５１】
つぎに、チップ５０は、例えば、電圧印加手段を備える分画装置を使用することで、生
体高分子を分離できる。この際、電圧を印加する電極系は、前記分画装置が備えてもよい
し、チップ５０が備えてもよい。前者の場合、前記分画装置の電極系を、チップ５０の第
１の開口部１２に挿入すればよい。
【０１５２】
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そして、前記分画装置の前記電圧印加手段により前記電圧を印加することにより、前記
ターゲット細胞の細胞膜を破砕する。そして、前記ターゲットから生体高分子を放出させ
電極３３側に、前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離する。他方、核の生体高
分子等の分離されなかった残部の生体高分子は、開口１５にトラップされる。そして、例
えば、前記吸引手段を用い、第１の開口部１２から、吸引することで、まず、開口１５に
トラップされていた残部の生体高分子を回収する。さらに、再度、例えば、前記吸引手段
を用い、第１の開口部１２から、吸引することで、前記細胞質の生体高分子を回収する。
【０１５３】
（実施形態５）
図６は、本発明のチップの一例を示す上面図である。図６に示すように、チップ６０は
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、分離用流路１１と、第１の開口部１２と、吸引吐出部３１と、液体移動制御部３４と、
バイパス流路３５と、第２の液体移動制御部３６ａおよび３６ｂとを有する。分離用流路
１１は、上流流路１４、壁１７および下流流路１６を有し、壁１７は、壁１７ａおよび１
７ｂと、開口１５とを有する。また、下流流路１６の第１の開口部１２と反対方向の端に
は、吸引吐出部３１が接続されている。液体移動制御部３４は、開口１５と、上流流路１
４およびバイパス流路３５の接続部との間に配置されている。そして、第２の液体移動制
御部３６ａは、バイパス流路３５と上流流路１４との接続部（連通部）に隣接するように
配置されている。第２の液体移動制御部３６ｂは、バイパス流路３５と下流流路１６との
接続部に隣接するように配置されている。上流流路１４および下流流路１６は、バイパス
流路３５に連通されている。また、第１の開口部１２は、上流流路１４、開口１５、およ
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び下流流路１６を含む分離用流路１１と連通する。チップ６０の大きさは、特に制限され
ず、例えば、チップ３０の大きさの説明を援用できる。
【０１５４】
まず、チップ６０において、液体移動制御部３４を液体が通過できないようにする。ま
た、第２の液体移動制御部３６ａおよび３６ｂを液体が通過できるようにする。つぎに、
第１の開口部１２に前記試料を導入する。そして、吸引吐出部３１で吸引することにより
、バイパス流路３５を介して下流流路１６に、前記試料中のターゲット細胞が導入される
。
【０１５５】
つぎに、液体移動制御部３４を液体が通過できるようにし、また、第２の液体移動制御
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部３６ａおよび３６ｂを液体が通過できないようにする。そして、吸引吐出部３１により
吐出することで、下流流路１６から第１の開口部１２への流れを生じさせる。この際、前
記ターゲット細胞が、開口１５にトラップされる。
【０１５６】
つぎに、チップ６０は、例えば、第１の開口部１２から界面活性剤を含む溶液を導入す
ることにより、開口１５にトラップされたターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、これによ
り、ターゲットから生体高分子を放出させる。そして、吸引吐出部３１により吐出するこ
とにより、上流流路１４側に前記ターゲット細胞の細胞質の生体高分子を分離し、さらに
、第１の開口部１２へ移動させる。そして、例えば、前記吸引手段を用い、第１の開口部
１２から、吸引することで、前記細胞質の生体高分子を回収する。さらに、吸引吐出部３

10

１により吸引することにより、開口１５にトラップされた前記残部の生体高分子を開口１
５から下流流路１６に移動させる。そして、液体移動制御部３４を液体が通過できないよ
うにし、また、第２の液体移動制御部３６ａおよび３６ｂを液体が通過できるようにする
。その後、吸引吐出部３１により吐出することで、前記残部の生体高分子は、バイパス流
路３５および上流流路１４を介して、第１の開口部１２へ移動する。そして、例えば、前
記吸引手段を用い、第１の開口部１２から、吸引することで、前記残部の生体高分子を回
収する。
【０１５７】
（実施形態６）
図７は、本発明のチップの一例を示す上面図である。図７に示すように、チップ７０は
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、分離用流路１１と、第１の開口部１２と、第２の開口部１３と、液体移動制御部３４と
を有する。分離用流路１１は、上流流路１４、壁１７および下流流路１６を有し、壁１７
は、壁１７ａおよび１７ｂと、開口１５とを有する。また、下流流路１６には、液体移動
制御部３４が配置されている。第１の開口部１２および第２の開口部１３は、上流流路１
４、開口１５、および下流流路１６を含む分離用流路１１と連通する。液体移動制御部３
４は、例えば、前記マイクロバルブである。
【０１５８】
チップ７０の大きさは、特に制限されず、以下の条件が例示できる。また、チップ７０
において、液体移動制御部３４は、下流流路１６において、開口１５から０〜２００００
μｍの位置に配置されている。
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第１の開口部１２
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜５００μＬ、５〜６０μＬ（例えば、５０、１０μＬ）

第２の開口部１３
直径

３〜１０ｍｍ（例えば、５ｍｍ）

容積

５〜６０μＬ（例えば、１０μＬ）

上流流路１４
長さ

１０〜５０００μｍ（例えば、２００μｍ）

幅

２０〜５００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）
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開口１５
長さ

１〜２０μｍ（例えば、１０μｍ）

幅

１〜１０μｍ（例えば、３μｍ）

深さ

０．１〜４０μｍ、１５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

下流流路１６
長さ

５０００〜２００００μｍ（例えば、２００００μｍ）

幅

１０〜３００μｍ（例えば、５０μｍ）

深さ

５〜４０μｍ（例えば、２５μｍ）

【０１５９】
まず、液体移動制御部３４を解放し、通液可能とする。つぎに、チップ７０の第１の開
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口部１２に前記試料を導入する。導入された試料は、分離用流路１１において、上流流路
１４から開口１５を介して、下流流路１６方向に移動する。この際に、前記試料中のター
ゲット細胞が、開口１５にトラップされる。
【０１６０】
つぎに、チップ７０は、例えば、電圧印加手段を備える分画装置を使用することで、生
体高分子を分離できる。この際、電圧を印加する電極系は、前記分画装置が備えてもよい
し、チップ７０が備えてもよい。前者の場合、前記分画装置の電極系を、チップ７０の第
１の開口部１２および第２の開口部１３に挿入すればよい。また、チップ７０は、第１の
開口部１２から界面活性剤を含む溶液を導入することにより、開口１５にトラップされた
10

ターゲット細胞の細胞膜を破壊してもよい。
【０１６１】
つぎに、分離用流路１１に電圧を印加することにより、前記細胞質の生体高分子を、下
流流路１６において、液体移動制御部３４と第２の開口部１３との間に分離する。さらに
、前記分離後、液体移動制御部３４を閉塞し、通液できないようにする。そして、例えば
、前記吸引手段を用い、第２の開口部１３から前記細胞質の生体高分子を、第１の開口部
１２から前記残部の生体高分子を回収する。
【実施例】
【０１６２】
以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明するが、本発明は実施例に記載された態様に
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限定されるものではない。
【０１６３】
［実施例１］
本発明のチップを作製し、核酸を分画できることを確認した。
【０１６４】
（１）チップ
図１に示すチップ１０を作製した。チップ１０の各部位の大きさは、以下の通りとした
。
第１の開口部１２
直径

５ｍｍの円柱形、容積

１０μＬ
30

第２の開口部１３
直径

５ｍｍの円柱形、容積

１０μＬ

上流流路１４
長さ

４６００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

トラップ口１５ａ
長さ

５μｍ、幅

３μｍ、深さ

２５μｍ

バイパス口１５ｂ、１５ｃ
長さ

５μｍ、幅

３μｍ、深さ

２５μｍ

下流流路１６
長さ

２００００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

【０１６５】
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液状のＰＤＭＳ（Sylgard 184, Dow Corning社製）をマイクロ流路の鋳型に流し入れ、
脱気後、１５０℃のオーブンにおいて３０分加熱することでＰＤＭＳを固形化させた。前
記固形化したＰＤＭＳを、カミソリを用いて切り出した後、分離用流路１１の両端に第１
の開口部１２および第２の開口部１３を、パンチを用いて作製し、流路構造体を得た。得
られた流路構造体をガラス基板にプラズマ接合を利用して封止した。
【０１６６】
（２）試料
浮遊細胞であるＫ５６２細胞（医薬基盤研究所から入手）を３７℃、５％ＣＯ２の条件
下で培養した。培養液は、１０％ＦＢＳおよび１％ペニシリン／ストレプトマイシンを含
むＲＰＭＩ−１６４０培養液（SigmaAldrich社製）を使用した。前記培養後、前記細胞を
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回収し、ピペットにより撹拌することにより一細胞化した。つぎに、１０００ｒｐｍで３
分遠心後、上清を除去し、細胞分散液に分散した。前記細胞分散液の組成は、５０ｍｍｏ
ｌ／Ｌ

Ｔｒｉｓ、２５ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＥＰＥＳ、１７５ｍｍｏｌ／Ｌ

スクロースと

し、ｐＨは、８．３とした。前記分散後の細胞は、後述するチップ１０の第１の導入口１
２への導入に先立ち、前記細胞分散液で、さらに、２０倍以上に希釈し、希釈後の細胞懸
濁液を試料として使用した。
【０１６７】
（３）核酸分画
チップ１０の第１の開口部１２に１０μＬの分離液１を導入した。前記分離液１の組成
は、５０ｍｍｏｌ／Ｌ

Ｔｒｉｓおよび２５ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＣｌとし、ｐＨは、８．２

10

とした。つぎに、第２の開口部１３から１０μＬの分離液１を除去し、さらに、第１の開
口部１２に１０μＬの分離液１を導入することにより、第１の開口部１２から第２の開口
部１３への分離液の流れを生じさせた。さらに、Ｋ５６２細胞を１個含む試料を第１の開
口部１２の内部に導入した。前記細胞は、前記分離液の流れにより、第２の開口部１３方
向に移動し、トラップ口１５ａにトラップされた。前記細胞が、トラップ口１５ａにトラ
ップされたことは、光学顕微鏡（ＩＸ７３、オリンパス社製）により確認した。そして、
第１の開口部１２内の液を１０μＬの分離液２に置換し、第２の開口部１３に１０μＬの
分離液１を導入した。前記分離液２の組成は、５０ｍｍｏｌ／Ｌ
ｍｏｌ／Ｌ

Ｔｒｉｓおよび２５ｍ

ＨＥＰＥＳとし、ｐＨは、８．２とした。
20

【０１６８】
第１の開口部１２および第２の開口部１３に白金線電極（直径０．８ｍｍ）を挿入後、
第１の開口部１２の電極に−１５０Ｖ、第２の開口部１３の電極に０Ｖの電圧を印加した
。前記電圧印加時にあわせ、第１の開口部１２および第２の開口部１３から供給される電
流を計測した。そして、計測した電流値が一定値となるまで、電圧を印加することにより
、前記細胞質の生体高分子を分離した。前記分離後、前記光学顕微鏡により、細胞膜を破
砕された細胞（ターゲット細胞の残部）がトラップ口１５ａにトラップされていることを
確認した。
【０１６９】
前記分画後、チップ１０内の分離液１を、第２の開口部１３から全量回収した。前記回
収した分離液１について、逆転写キット（TaqMan RNA‑to‑Ct 1‑Step Kit、Thermo Fisher
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Scientific社製）、ＲＴ−ＰＣＲキット（gene expression assay、Thermo Fisher Scie
ntific社製）およびサーマルサイクラー（LightCycler96、Roche社製）を用い、添付のプ
ロトコルに基づき実施した。プライマーは、ＧＡＰＤＨプライマー（Hs02758991̲g1、App
lied Biosystems社製）を用いた。具体的に、９μＬの前記回収した分離液１を含む、合
計２０μＬの反応液について、４８℃１５分の条件で逆転写を行い、さらに、９５℃１５
分の条件でインキュベート後、９５℃１５秒、６０℃１分を１サイクルとし、５０回、前
記サイクルを実施した。そして、６０℃でインキュベート中に蛍光強度を測定し、ＧＡＰ
ＤＨの発現量を測定した。この結果、ＧＡＰＤＨの発現が確認されたことから、細胞質中
に存在するＧＡＰＤＨ

ｍＲＮＡが分画できていることが確認できた。以上のことから、

本発明のチップにより、細胞質の核酸を分画できることが分かった。
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【０１７０】
［実施例２］
本発明のチップを作製し、核酸を分画できることを確認した。
【０１７１】
（１）チップ
図２に示すチップ２０を作製した。チップ２０の各部位の大きさは、以下の通りとした
。そして、実施例１（１）と同様にして、チップ２０を作製した。調整用流路２１は、壁
１７から３０μｍ下流側で、下流流路１６と連通させた。
第１の開口部１２
直径

５ｍｍの逆円錐形、容積

１０μＬ
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第２の開口部１３
直径

５ｍｍの逆円錐形、容積

１０μＬ

上流流路１４
長さ

４６００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

開口１５
長さ

５μｍ、幅

３μｍ、深さ

２５μｍ

下流流路１６
長さ

２００００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

調整用流路２１
長さ

１１００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ
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第３の開口部２２
直径

５ｍｍの円柱形、容積

６０μＬ

接続流路２３
長さ

７３１０μｍ、幅

２５μｍ、深さ

２５μｍ

【０１７２】
（２）試料
前記実施例１（２）と同様に、Ｋ５６２細胞を培養、回収および遠心後、上清を除去し
、前記細胞分散液に分散した。
【０１７３】
（３）核酸分画

20

チップ２０には、第１の開口部１２に１０μＬの分離液１を第２の開口部１３に１０μ
Ｌの分離液１を導入した。なお、本実施例の分離液１には、SYBR（登録商標）Green II（
Thermo Fisher Scientific社製）を添加したものを使用した。つぎに、第３の開口部２２
から吸引することにより第１の開口部１２から第３の開口部２２への分離液の流れを生じ
させた。さらに、第１の開口部１２内の液を１０μＬの分離液２に置換し、第２の開口部
１３内の液を１０μＬの分離液１に置換した。さらに、Ｋ５６２細胞を複数個含む試料を
第１の開口部１２の内部に導入した。前記細胞は、分離液の流れにより、第３の開口部２
２方向に移動し、１個のＫ５６２細胞は、開口１５にトラップされ、他の細胞は、接続流
路２３を介して、調整用流路２１へ移動した。前記１個のＫ５６２細胞が、開口１５にト
ラップされたことは、前記光学顕微鏡により確認した。そして、第３の開口部２２に６９
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μＬの分離液２を導入した。
【０１７４】
第１の開口部１２、第２の開口部１３および第３の開口部２２に白金線電極（直径０．
８ｍｍ）を挿入後、第１の開口部１２の電極に−１５０Ｖ、第２の開口部１３の電極に０
Ｖ、第３の開口部２２の電極に−１３０Ｖの電圧を印加した。前記電圧印加時にあわせ、
第１の開口部１２および第３の開口部２２から供給される電流を計測した。そして、蛍光
顕微鏡の観察下、計測した電流値が一定値となるまで、電圧を印加した。
【０１７５】
この結果を図８に示す。図８は、電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。図８にお
いて、（Ａ）は、電圧印加開始時の開口１５および下流流路１６の写真であり、（Ｂ）は
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、電圧印加後５秒の開口１５および下流流路１６の写真であり、（Ｃ）は、電圧印加後１
１．５秒の下流流路１６の写真である。図８（Ａ）において矢印で示すように、電圧印加
開始時において、Ｋ５６２細胞は、開口１５にトラップされていた。また、図８（Ｂ）に
おいて矢印で示すように、開口１５にトラップされたＫ５６２細胞は、蛍光強度が低下し
、細胞質の核酸が分離された。さらに、図８（Ｃ）において矢印で示すように、前記細胞
質の核酸が、下流流路１６に分離された。
【０１７６】
また、チップ２０において、開口１５の幅を、２〜５μｍとしたチップ、開口１５の長
さを、８〜１４μｍとしたチップ、または接続流路２３の長さを、４．９〜１０ｍｍとし
たチップを用いた以外は、同様にして、電圧を印加し、前記蛍光顕微鏡で観察した。この
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結果、これらのチップにおいても、前記細胞質の核酸を分離できることがわかった。以上
のことから、本発明のチップによれば、核酸を分離できることがわかった。
【０１７７】
［実施例３］
本発明のチップを作製し、核酸を分画後、残部の核酸（以下、「他の核酸」ともいう）
を回収できることを確認した。
【０１７８】
Hoechst 33258（Sigma Aldrich社製）を含む分離液１を用いた以外は、前記実施例２と
同様にして、電圧を印加し、前記細胞質の核酸を分画した。前記分画後、第２の開口部１
３からチップ２０内の溶液を回収することにより、前記細胞質の核酸を回収した。つぎに

10

、前記蛍光顕微鏡の観察下、マイクロピペットを用いて第１の開口部１２からチップ２０
内の溶液を吸引することにより、前記他の核酸を回収した。
【０１７９】
この結果を図９に示す。図９は、前記他の核酸の回収を示す写真である。図９において
、（Ａ）は、吸引前の開口１５の写真を示し、（Ｂ）は、吸引後の開口１５の写真を示す
。図９に示すように、第１の開口部１２から吸引することにより、開口１５にトラップさ
れた前記他の核酸が回収された。これらのことから、本発明のチップにより、核酸を分画
後、他の核酸を回収できることがわかった。
【０１８０】
20

［実施例４］
異なる開口１５を有するチップを用いて、核酸を分画できることを確認した。
【０１８１】
（１）チップ
前記実施例２（１）のチップ２０において、開口１５の側面を、下流流路１６から上流
流路１４にかけてテーパー状に形成した以外は同様にしてチップを作製した。開口１５の
大きさは、以下の通りとした。
開口１５
長さ
深さ

４２μｍ、上流流路１４側の幅

３μｍ、下流流路１６側の幅

５０μｍ、

２５μｍ

【０１８２】
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（２）核酸分画
チップ２０に代えて、前記（１）のチップを用いた以外は、前記実施例２（２）および
（３）と同様にして、前記蛍光顕微鏡の観察下、電圧を印加し、前記細胞質の核酸を分画
した。
【０１８３】
この結果を図１０に示す。図１０は、電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。図１
０において、（Ａ）は、電圧印加開始時の開口１５の写真であり、（Ｂ）は、電圧印加後
の下流流路１６の写真である。図１０（Ａ）において矢印で示すように、電圧印加開始時
において、Ｋ５６２細胞は、開口１５にトラップされていた。また、図１０（Ｂ）におい
て矢印で示すように、電圧印加後、前記細胞質の核酸が、下流流路１６に分離された。さ
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らに、前記実施例３と同様にして、第２の開口部１３から前記細胞質の核酸を、第１の開
口部１２から前記残部の核酸を回収した。これらのことから、異なる開口１５を有するチ
ップを用いて、核酸を分画できることおよび前記核酸を回収できることがわかった。
【０１８４】
［実施例５］
本発明のチップを用いて、ミトコンドリアの核酸以外の細胞質の核酸を分画できること
および分離した核酸を解析できることを確認した。
【０１８５】
（１）核酸分画
MitoTrackerGreen FM（Thermo Fisher Scientific社製）を含む分離液１を用いた以外
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は、前記実施例２と同様にして、前記蛍光顕微鏡の観察下、電圧を印加した。そして、前
記電圧印加中、前記ターゲット細胞周囲において、ミトコンドリアの存在を示す蛍光強度
を、経時的に測定した。そして、各時間の蛍光強度について、電圧印加開始時（０秒）に
おける前記ターゲット細胞以外の領域の分離用流路１１の蛍光強度で割ることにより、補
正後の蛍光強度を算出した。また、コントロールは、前記ターゲット細胞以外の領域にお
いて、前記ミトコンドリアの存在を示す蛍光強度を、経時的に測定した以外は、同様にし
て、補正後の蛍光強度を算出した。
【０１８６】
この結果を図１１に示す。図１１は、補正後の蛍光強度を示すグラフである。図１１に
示すように、補正後の蛍光強度は一定であり、ミトコンドリアは、開口１５にトラップさ

10

れていた。これらのことから、ミトコンドリアの核酸以外の細胞質の核酸を分画できるこ
と、すなわち、細胞質の核酸のうち特定の核酸のみを分画できることがわかった。
【０１８７】
（２）核酸分析
前記核酸分画後、前記実施例３と同様にして、前記ミトコンドリアの核酸以外の細胞質
の核酸および前記他の核酸を回収した。つぎに、前記ミトコンドリアの核酸以外の細胞質
の核酸については、前記実施例１（３）と同様にして、インキュベート中の蛍光強度を測
定した。また、前記他の核酸は、ｑＰＣＲキット（TaqMan Copy Number Assay、Thermo F
isher Scientific社製）および前記サーマルサイクラーを用い、添付のプロトコルに基づ
き実施した。プライマーは、前記ＧＡＰＤＨプライマーを用いた。具体的に、９μＬの前
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記他の核酸を含む溶液を含む、合計２０μＬの反応液について、９５℃１５分の条件でイ
ンキュベート後、９５℃１５秒、６０℃１分を１サイクルとし、５０回、前記サイクルを
実施した。そして、６０℃でインキュベート中に蛍光強度を測定した。
【０１８８】
この結果を図１２に示す。図１２は、蛍光強度を示すグラフである。図１２において、
横軸は、サイクル数を示し、縦軸は、蛍光強度を示す。図１２に示すように、いずれの核
酸を用いた場合においても、サイクル数依存的に蛍光強度が増加し、前記ミトコンドリア
の核酸以外の細胞質の核酸中には、ＧＡＰＤＨ

ｍＲＮＡが、前記他の核酸には、ＧＡＰ

ＤＨのゲノムＤＮＡが含まれていることが確認された。以上のことから、本発明のチップ
を用いて、ミトコンドリアの核酸以外の細胞質の核酸を分画できることおよび分画した核
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酸を解析できることがわかった。
【０１８９】
［実施例６］
本発明のチップを用いて、核酸を分画できることを確認した。
【０１９０】
（１）試料
ＢＪ細胞（ＡＴＣＣから入手、ＣＲＬ−２５２２）を３７℃、５％ＣＯ２の条件下で培
養した。培養液は、１０％ＦＢＳおよび１％ペニシリン／ストレプトマイシンを含むＤＭ
ＥＭ培養液（SigmaAldrich社製）を使用した。前記培養後、ＴｒｙｐＬＥ（Thermo Fishe
r Scientific社製）を用い、前記細胞を回収した以外は、前記実施例１（１）と同様にし
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て、前記細胞分散液に分散した。
【０１９１】
（２）核酸分画
そして、前記実施例３と同様にして、前記細胞質の核酸と前記他の核酸とを回収した。
これらの結果から、本発明のチップを用いて、核酸を分画できることを確認した。
【０１９２】
［実施例７］
本発明のチップを用いて、ユーグレナの核酸を分画できることを確認した。
【０１９３】
（１）試料
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ユーグレナ（Euglena gracilis Klebs NIES‑48、ユーグレナ社より入手）を、継代後、
２９℃、連続光下で、４日間培養し、ＯＤ値（６８０ｎｍ）が１．５〜２．０になるよう
に調整した。ユーグレナの培地としては、Koren‑Hutner培地（ｐＨ３．５）を用いた。前
記培養後、培地を回収し、純水（UltraPure(TM) DNase/RNase‑Free Distilled Water、Li
fe Technologies社製）を用いて、２００倍に希釈し、分散することにより、試料を調製
した。
【０１９４】
チップは、前記実施例２のチップを使用した。まず、チップ２０には、第１の開口部１
２に２０μＬの分離液３を、第２の開口部１３に２０μＬの分離液２を導入した。前記分
離液３の組成は、３００ｍｍｏｌ／Ｌ

Ｔｒｉｓおよび１５０ｍｍｏｌ／Ｌ

ＨＣｌとし
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、ｐＨは、８．２とした。なお、本実施例の分離液３には、SYBR（登録商標）Green IIを
添加したものを使用した。つぎに、第３の開口部２２から吸引することにより第１の開口
部１２から第３の開口部２２への分離液の流れを生じさせた。つぎに、第１の開口部１２
に２０μＬの分離液２を、第２の開口部１３に２０μＬの分離液３を導入した。さらに、
１μＬのユーグレナを含む試料を第１の開口部１２の内部に導入した。前記細胞は、前記
分離液の流れにより、第３の開口部２２方向に移動し、開口１５にトラップされた。ユー
グレナが、開口１５にトラップされたことは、前記光学顕微鏡により確認した。そして、
第３の開口部２２に５０μＬの分離液２を導入した。
【０１９５】
第１の開口部１２、第２の開口部１３および第３の開口部２２に白金線電極（直径０．
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８ｍｍ）を挿入後、第１の開口部１２の電極に−３００Ｖ、第２の開口部１３の電極に０
Ｖ、第３の開口部２２の電極−２６０Ｖの電圧を印加した。前記電圧印加時にあわせ、第
１の開口部１２および第３の開口部２２から供給される電流を計測した。そして、前記蛍
光顕微鏡の観察下、計測した電流値が一定値となるまで、電圧を印加した。また、コント
ロールは、前記ユーグレナを導入しなかった以外は、同様にして、前記蛍光顕微鏡の観察
下、電圧を印加した。
【０１９６】
この結果を図１３に示す。図１３は、電圧印加中の核酸の分離を示す写真である。図１
３において、（Ａ）は、電圧印加開始時の開口１５の写真であり、（Ｂ）は、電圧印加中
の開口１５の写真であり、（Ｃ）は、電圧印加中の下流流路１６の写真であり、（Ｄ）は
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、電圧印加後の開口１５の写真であり、（Ｅ）は、コントロールにおける電圧印加中の下
流流路１６の写真である。図１３（Ａ）において矢印で示すように、電圧印加開始時にお
いて、ユーグレナは、開口１５にトラップされていた。また、図１３（Ｂ）において矢印
で示すように、電圧印加中に葉緑体の核酸が分離された。さらに、図１３（Ｃ）において
矢印で示すように、前記葉緑体の核酸が、下流流路１６に分離された。そして、図１３（
Ｄ）において矢印で示すように、電圧印加後、前記他の核酸は、開口１５にトラップされ
ていた。他方、図１３（Ｅ）に示すように、コントロールでは、前記葉緑体の核酸の分離
は観察されなかった。これらのことから、本発明のチップを用いて、ユーグレナの核酸を
分画できることがわかった。
【０１９７】
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［実施例８］
本発明のチップを用いて分画した核酸からライブラリを調製後、次世代シークエンシン
グ技術により解析することで、細胞質の核酸と、細胞質以外の核酸を精度よく分画できて
いることを確認した。
【０１９８】
前記ＢＪ細胞に代えて、前記Ｋ５６２用いた以外は、前記実施例３と同様にして、前記
細胞質の核酸と前記他の核酸とを分画後、前記細胞質の核酸と前記他の核酸とを回収した
。ｃＤＮＡ作成キット(SMART‑Seq（登録商標） v4 Ultra（登録商標） Low Input RNA Ki
t for Sequencing、Clontech社製)およびサーマルサイクラー（S1000, Bio‑rad社製）を
用いて、添付のプロトコルに基づき得られた各核酸を含む溶液からｃＤＮＡを調製した。
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【０１９９】
具体的には、１μＬの前記ｃＤＮＡ作成キットのバッファーと、９．５μＬの回収した
溶液とを含む、合計１０．５μＬの反応液を調製した。つぎに、前記反応液について、室
温（約２５℃）、５分の条件で反応を行った。前記反応後、１０．５μＬの前記反応液に
、２μＬのプライマー溶液（3

SMART‑Seq CDS Primer II A, Clontech社製）を添加後

、７２℃で３分インキュベートした。さらに、前記インキュベート後の反応液と、７．５
μＬの前記ｃＤＮＡ作成キットのMaster mixとを含む合計２０μＬの逆転写反応液を調製
した。前記逆転写反応液について、４２℃９０分の条件でインキュベート後、さらに７０
℃１０分の条件で逆転写を行った。そして、逆転写後の逆転写反応液と、３０μＬの前記
ｃＤＮＡ作成キットのPCR Master Mixとを含む合計５０μＬの増幅反応液を調製した。さ
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らに、前記増幅反応液について、９５℃１分の条件でインキュベート後、さらに、９８℃
１０秒、６５℃３０秒、６８℃３分を１サイクルとし、１８回、前記サイクルを実施して
増幅反応を行った。前記サイクル後、さらに、７２℃１０分の条件でインキュベートして
前記増幅反応を終了した。
【０２００】
つぎに、AMPure XP Kit（Beckman Coulter社製）を用いて、添付のプロトコルに基づき
、前記５０μＬの増幅反応液から増幅ｃＤＮＡを精製し、１７μＬのｃＤＮＡ溶液を得た
。さらに、TruSeq ChIP Sample Prep Kit（Illumina社製）を用いて、添付のプロトコル
に基づき、ライブラリを調製した。そして、前記調製後のライブラリについて、HiSeq（I
llumina社製)を用いて、Paired End、１００塩基／１リード、５００万リードペアの条件
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でシークエンス解析を行った。出力データについては、ベースコール、フィルタリング、
およびIndex配列による振り分けを行い、リード配列および各塩基のクオリティデータを
含むＦＡＳＴＱ形式のデータファイルを得た。前記データファイルはＳＴＡＲ（A. Dobin
et al.,

STAR: ultrafast universal RNA‑seq aligner

, Bioinformatics, 2012, vo

l.29, No.1, pp.15‑21）を用いてマッピングを行い、Ｃｕｆｆｌｉｎｋｓ（C. Trapnell
et al.,

Differential gene and transcript expression analysis of RNA‑seq experi

ments with TopHat and Cufflinks.

, Nat. Protoc., 2012, Vol.7, No.3, pp562‑578）

により遺伝子発現解析を行った。前記遺伝子発現解析では、第２の開口部１３から回収し
て作成したライブラリ（細胞質の核酸に由来するライブラリ（細胞質のライブラリ））と
、第１の開口部１２から回収して作成したライブラリ（その他の核酸に由来するライブラ
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リ（核のライブラリ））とについて、各ライブラリが含む配列の種類（エキソンまたはイ
ントロン）および各ライブラリの由来（常染色体由来またはミトコンドリアＤＮＡ）につ
いて検討した（ｎ＝２）。
【０２０１】
各ライブラリが含む配列の種類の結果を図１４に示す。図１４は、各ライブラリが含む
配列の種類を示すグラフである。図１４において、（Ａ）は、前記細胞質のライブラリの
結果であり、（Ｂ）は、核のライブラリの結果を示す。図１４（Ａ）に示すように、前記
細胞質のライブラリでは、イントロンを含むＲＮＡはほとんど存在せず、成熟したＲＮＡ
が大半を占めた。他方、図１４（Ｂ）に示すように、前記核のライブラリでは、イントロ
ンを含むＲＮＡが半数を占め、多数のスプライシング前の未成熟ＲＮＡが存在した。
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【０２０２】
つぎに、各ライブラリの由来の結果を図１５に示す。図１５は、各ライブラリの由来（
染色体名）を示すグラフである。図１５において、横軸は、各ライブラリを構成するｃＤ
ＮＡの由来（染色体名）を示す。各ｃＤＮＡの由来において、各バーは、左から、前記細
胞質のライブラリ、前記核のライブラリ、前記細胞質のライブラリ、前記核のライブラリ
を示す。図１５に示すように、前記細胞質のライブラリおよび前記核のライブラリは、い
ずれも、常染色体に由来するｃＤＮＡを含んだ。他方、前記細胞質のライブラリは、ミト
コンドリアＤＮＡ由来のｃＤＮＡを含むのに対し、前記核のライブラリは、前記細胞質の
ライブラリをほとんど含まなかった。
【０２０３】
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一般的に、イントロンを含む未成熟ＲＮＡは、核に存在し、細胞質にはほとんど存在し
ないことが知られている。また、ミトコンドリアＤＮＡ由来のＲＮＡは、ほとんどが細胞
質に存在し、核にはほとんど存在しないことが知られている。上述の結果は、いずれもこ
れらの知見と合致することから、本発明のチップおよび分画方法により、極めて精度（純
度）よく、細胞質の核酸と、その他の核酸（例えば、核の核酸）とを分画できることが分
かった。また、本発明のチップおよび分画方法を用いることにより、極めて精度よく分画
され、且つ細胞質の核酸を豊富に含むサンプルが得られることから、本発明のチップおよ
び分画方法により、次世代シークエンシングに利用可能な品質を有するサンプルを調製で
きることが分かった。
10

【０２０４】
［実施例９］
本発明のチップを用いて核酸を分画後、前記チップ内で核酸の増幅およびライブラリの
作製が可能であることを確認した。
【０２０５】
図２に示すチップ２０として、各部位の大きさが以下の通りのチップを用いた以外は、
前記実施例３と同様にして、前記細胞質の核酸と前記他の核酸とを分画した。つぎに、Ｐ
ＥＧ−ＤＡ溶液（Poly(ethylene glycol) diacrylate（MW575）、１％

2,2‑Dimethoxy‑2

‑phenylacetophenoneを含む）を、第３の開口部２２からチップ２０の分離用流路１１に
導入後、分離用流路１１に紫外線を照射することにより、ＰＥＧ−ＤＡをゲル化した。さ
らにｃＤＮＡライブラリ作成キット（REPLI‑g WTA Single Cell Kit、Qiagen社製）を用
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い、第１の開口部１２および第２の開口部１３において、ｃＤＮＡライブラリを調製した
。
第１の開口部１２
直径

５ｍｍの逆円錐形、容積

３５μＬ

第２の開口部１３
直径

５ｍｍの逆円錐形、容積

３５μＬ

上流流路１４
長さ

４６００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

開口１５
長さ

５μｍ、幅

３μｍ、深さ
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２５μｍ

下流流路１６
長さ

２００００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

調整用流路２１
長さ

１１００μｍ、幅

５０μｍ、深さ

２５μｍ

第３の開口部２２
直径

５ｍｍの円柱形、容積

１００μＬ

接続流路２３
長さ

７３１０μｍ、幅

２５μｍ、深さ

２５μｍ

【０２０６】
具体的には、第１の開口部１２および第２の開口部１３に、それぞれ、４μＬの前記キ
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ットの溶解溶液を加え、２４℃５分、９５℃３分の条件でインキュベートした。つぎに、
第１の開口部１２および第２の開口部１３に、それぞれ、２μＬのDNA wipeout bufferを
加え、４２℃１０分の条件でインキュベートした。さらに、ＲＮＡの逆転写を行なうため
、オリゴｄＴプライマーを含む６μＬの反応液を、第１の開口部１２および第２の開口部
１３に、それぞれに加え、４２℃６０分の条件でインキュベート後、９５℃３分の条件で
加熱した。そして、ライゲーション反応溶液を、第１の開口部１２および第２の開口部１
３に、それぞれ、１０μＬ加えて２４℃３０分の条件で反応させた後、９５℃５分の条件
で反応を停止した。前記反応停止後、３０μＬの増幅反応溶液を加えて３０℃２時間の条
件でインキュベートし、ｃＤＮＡライブラリを得た。
【０２０７】
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第１の開口部１２および第２の開口部１３で得られたｃＤＮＡライブラリについて、そ
の収量を分子分光分析計（Qubit（登録商標）fluorometer、Thermo Fisher Scientific社
製）および核酸定量キット（Qubit（登録商標）dsDNA HS Assay kit、Thermo Fisher Sci
entific社製）により測定した。
【０２０８】
この結果を図１６に示す。図１６は、ｃＤＮＡライブラリの収量を示すグラフであり、
横軸は、ライブラリの種類を示し、縦軸は、収量を示す。図１６に示すように、第１の開
口部１２および第２の開口部１３のいずれで得られたｃＤＮＡライブラリも、前記ｃＤＮ
Ａライブラリを用いて、さらなる分析を行なうのに十分な収量であった。また、第１の開
口部１２および第２の開口部１３の両者で得られたｃＤＮＡライブラリの収量の合計は、

10

一般的に１細胞から得られるｃＤＮＡライブラリの収量と同等以上であった。これらのこ
とから、本発明のチップを用いて核酸を分画後、前記チップ内で細胞質の核酸およびその
他の核酸の増幅が可能であり、さらに、前記チップ内で、前記細胞質の核酸およびその他
の核酸に由来するライブラリの作製が可能であることがわかった。
【０２０９】
［実施例１０］
本発明のチップにおいて、前記ターゲット細胞が前記壁の開口にトラップされた状態で
、前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、かつ前記ターゲット細胞の核膜の破壊をより
抑制できる、壁の開口の径（ｗ１）と、壁の開口とターゲット細胞の核膜との最短距離（
20

ｄ）との関係式を算出した。
【０２１０】
シミュレーションソフト（COMSOL、COMSOL Inc.社製）を用い、下記の条件を設定し、
壁の開口から距離ｄｏの位置にある核膜の電場（電流密度、Ｅｎｕｃ）の壁の開口の電場
（電流密度、Ｅｏｒｉｆｉｃｅ）に対する比をシミュレーションした。
・ターゲット細胞：核膜と細胞膜とが同心球（（ｗｔ−ｗｎ）／２＝ｄ）
・分離用流路の壁の性質：絶縁
・壁の開口の電流密度：一様な電流密度（電場）
・分離用流路内の溶媒：水
【０２１１】
壁の開口から出てくる電気力線は、壁の開口端から放射状に広がるため、二次元の場合
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は円筒状に、三次元の場合は、球面状に広がる。このため、壁の開口から距離ｄｏの位置
にある核膜での電気力線の密度は、壁の開口から出てくる電気力線の総数を円筒の表面積
（三次元の場合は球面の表面積）で割ると算出できる。また、電場の強さは、電気力線の
密度に比例する。したがって、壁の開口の電場（Ｅｏｒｉｆｉｃｅ）と、核膜の電場（Ｅ
ｎｕｃ）とは、下記式（４）により近似できると考えられた。

Ｅｎｕｃ＝Ｅｏｒｉｆｉｃｅ×ｗ１／（πｄ＋ｗ１）

・・・（４）

Ｅｎｕｃ：核膜の電場
Ｅｏｒｉｆｉｃｅ：壁の開口の電場
ｗ１：壁の開口の径
π：円周率
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ｄ：壁の開口と、ターゲット細胞の核膜との最短距離
【０２１２】
つぎに、前記シミュレーション結果が、前記近似式により近似できるかを、前記シミュ
レーション結果と前記近似式とを比較することにより確認した。これらの結果を図１７に
示す。図１７は、前記シミュレーション結果および前記近似式を示すグラフである。図１
７において、横軸は、壁の開口から距離ｄｏを示し、縦軸は、壁の開口から距離ｄｏの位
置にある核膜の電場（Ｅｎｕｃ）の壁の開口の電場（Ｅｏｒｉｆｉｃｅ）に対する比（Ｅ
ｎｕｃ／Ｅｏｒｉｆｉｃｅ）を示す。また、図１７において、図中の記号は、前記シミュ

レーション結果を示し、実線は、前記式（４）の近似式を示し、図中の矢印で示す数字は
、壁の開口の径（ｗ１）を示す。図１７に示すように、前記式（４）の近似式は、前記シ
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ミュレーション結果を高い相関で近似できることが分かった。
【０２１３】
本発明者らは、壁の開口の電場および核膜の電場が、それぞれ、下記式（５）および（
６）を満たすことにより、前記ターゲット細胞が前記壁の開口にトラップされた状態で、
前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、かつ前記ターゲット細胞の核膜の破壊をより抑
制できるとの知見を得ている。
Ｅｏｒｉｆｉｃｅ≧１００（ｋＶ／ｍ）・・・（５）
Ｅｎｕｃ≦５０（ｋＶ／ｍ）・・・・（６）
Ｅｎｕｃ：核膜の電場
Ｅｏｒｉｆｉｃｅ：壁の開口の電場
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【０２１４】
そこで、前記式（４）〜（６）に基づき、前記壁の開口の断面形状が矩形および円形で
ある場合の壁の開口の径（ｗ１）と、壁の開口とターゲット細胞の核膜との最短距離（ｄ
）との関係式を算出した。
【０２１５】
この結果、前記壁の開口の断面形状が長方形等の矩形である場合、前記壁の開口の径（
ｗ１）は、下記式（２）を満たすことで、前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、かつ
前記ターゲット細胞の核膜の破壊を抑制できることが分かった。また、前記壁の開口の断
面形状が円形である場合、前記壁の開口の径（ｗ１）は、下記式（３）を満たすことで、
前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊でき、かつ前記ターゲット細胞の核膜の破壊をより抑
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制できることが分かった。
ｗ１≦πｄ
ｗ１２≦８ｄ２

・・・（２）
・・・（３）

ｗ１：壁の開口の径
π：円周率
ｄ：壁の開口と、ターゲット細胞の核膜との最短距離
【０２１６】
以上のことから、本発明のチップにおいて、壁の開口の径（ｗ１）と、壁の開口とター
ゲット細胞の核膜との最短距離（ｄ）との関係を、前記式（２）または（３）とすること
により、前記ターゲット細胞が前記壁の開口にトラップされた状態で、前記ターゲット細
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胞の細胞膜を破壊でき、かつ前記ターゲット細胞の核膜の破壊を抑制できることが分かっ
た。
【０２１７】
以上、実施形態および実施例を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態お
よび実施例に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で
当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【０２１８】
この出願は、２０１６年１月２８日に出願された日本出願特願２０１６−０１４７０８
および２０１６年９月９日に出願された日本出願特願２０１６−１７７１６３を基礎とす
る優先権を主張し、その開示のすべてをここに取り込む。
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【産業上の利用可能性】
【０２１９】
以上のように、本発明のチップによれば、前記分子篩機能を有する分子を含まない液体
系においても、核酸等の生体高分子を分画できる。また、本発明のチップによれば、前記
残部の生体高分子を、前記壁の開口にトラップした状態で、前記細胞質の生体高分子を分
離できるため、例えば、次世代シークエンシングに利用可能な品質を有するサンプルを調
製できる。さらに、本発明のチップは、例えば、１個のターゲット細胞を前記分離用流路
に導入した際に、前記壁の開口で、前記ターゲット細胞を精度よくトラップできる。この
ため、本発明のチップによれば、例えば、１個のターゲット細胞から細胞質の生体高分子
を分離できる。また、本発明のチップは、前記分離用流路が、前記開口を有する壁をその
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流路内に有する。このため、本発明のチップは、例えば、前記分離用流路に電圧を印加し
た際に、前記開口を有する壁を有さない分離用流路（例えば、前記特許文献１の分離用流
路）と比較して、前記ターゲット細胞がトラップされる前記壁の開口の周囲の電流密度を
増加させることができる。このため、本発明のチップによれば、例えば、前記特許文献１
の分離用流路において、前記ターゲット細胞の細胞膜を破砕する際の電圧と比較し、より
低い電圧（例えば、１／１０以下の電圧）で、前記ターゲット細胞の細胞膜を破砕できる
。また、本発明のチップは、例えば、より低い電圧で使用できることから、電圧印加時の
ジュール熱の発生を低減でき、前記ジュール熱による生体高分子の変性等の影響を低減で
きる。さらに、本発明のチップは、例えば、より低い電圧で使用できることから、生体高
分子の分離に使用する分離液として、電解質を含む高伝導性溶液が使用できる。このため
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、本発明は、臨床分野、医療分野、生命科学分野等において極めて有用である。
【符号の説明】
【０２２０】
１

基板

１ａ

上基板

１ｂ

下基板

１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０

生体高分子分画用チップ

１１

分離用流路

１２

第１の開口部

１３

第２の開口部

１４

上流流路

１５

開口

１５ａ

トラップ口

１５ｂ、１５ｃ

バイパス口

１６

下流流路

１７、１７ａ、１７ｂ

壁

２１

調整用流路

２２

第３の開口部

２３

接続流路

３１、３１ａ、３１ｂ

吸引吐出部

３２

捕獲部

３３

電極

３４

液体移動制御部

３５

バイパス流路

３６ａ、３６ｂ

第２の液体移動制御部
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月1日(2017.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を有し、
前記基板は、ターゲット細胞が有する細胞質の生体高分子を分離する分離用流路と、前記
ターゲット細胞の移動を調整する調整用流路と、１以上の開口部とを有し、
前記１以上の開口部は、前記分離用流路に前記ターゲット細胞を含む試料を導入可能な第
１の開口部と、前記細胞質の生体高分子を回収可能な第２の開口部と、第３の開口部とを
有し、
前記分離用流路は、その流路内であり、且つ断面方向に壁を有し、
前記壁は、開口を有し、
前記壁は、前記分離用流路において、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に配置
され、
前記第１の開口部および前記第２の開口部は、前記分離用流路に連通され、
前記第３の開口部と前記分離用流路とは、前記調整用流路に連通され、
前記分離用流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第２の開口部側において、前記調整
用流路に連通されることを特徴とする、生体高分子分画用チップ。
【請求項２】
前記壁が、２以上の開口を有する、請求項１記載の生体高分子分画用チップ。
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【請求項３】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）より小さい、請求項１ま
たは２記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項４】
前記壁の開口の径（ｗ１）と前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）との比（ｗ１：ｗｔ）が、
１：２以上である、請求項１から３のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項５】
前記壁の開口の径（ｗ１）が、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残部
の径（ｗｎ）より小さい、請求項１から４のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チッ
プ。
【請求項６】
前記ターゲット細胞の径（ｗｔ）と前記分離用流路の径（ｗ２）との比（ｗｔ：ｗ２）が
、１：１〜１：１００の範囲である、請求項１から５のいずれか一項に記載の生体高分子
分画用チップ。
【請求項７】
前記壁の開口の断面積（Ｓ１）と前記分離用流路の断面積（Ｓ２）との比（Ｓ１：Ｓ２）
が、１：２以上である、請求項１から６のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ
。
【請求項８】
前記第１の開口部が、前記基板の外側面から内側面に向かってテーパー状である、請求項
１から７のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項９】
前記生体高分子分画用チップが、さらに、前記分離用流路内の液体を吸引および／または
前記分離用流路内へ液体を吐出可能な吸引吐出部を１以上有し、
前記１以上の吸引吐出部は、前記壁と、前記第２の開口部との間で、前記分離用流路に接
続するように配置される、請求項１から８のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チッ
プ。
【請求項１０】
さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記生体高分子の捕獲部を有し、
前記捕獲部は、前記分離用流路内において、前記壁と、前記吸引吐出部の接続部との間に
配置される、請求項９記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１１】
前記生体高分子分画用チップが、２以上の吸引吐出部を有し、
前記捕獲部が、前記分離用流路内において、前記各吸引吐出部の接続部間に配置される、
請求項１０記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１２】
さらに、前記生体高分子分画用チップが、前記壁と前記第２の開口部との間の液体の移動
を制御する液体移動制御部を有し、
前記液体移動制御部が、前記分離用流路において、前記壁と前記第２の開口部との間に配
置される、請求項１から１１のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１３】
さらに、前記分離用流路および前記調整用流路を連通する接続流路を有し、
前記接続流路は、前記分離用流路の前記壁から前記第１の開口部側において、前記分離用
流路に連通される、請求項１から１２のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１４】
前記接続流路の断面積および長さが、前記壁の開口が前記ターゲット細胞をトラップして
いない状態において、前記壁の開口を流れる前記試料の流量（Ｆ１）と、前記接続流路を
流れる前記試料の流量（Ｆｃ）との比（Ｆ１：Ｆｃ）が、１：１〜２０：１の範囲となる
断面積および長さを満たす、請求項１３記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１５】
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さらに、電極系を有し、
前記電極系が、１以上の電極を有し、
前記１以上の電極が、前記第１の開口部内、前記分離用流路における前記壁と前記第１の
開口部との間、前記第２の開口部内、および前記分離用流路における前記壁と前記第２開
口部との間からなる群から選択された少なくとも１つに位置するように配置されている、
請求項１から１４のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１６】
前記１以上の電極が、さらに、前記第３の開口部内および前記調整用流路内の少なくとも
一方に位置するように配置されている、請求項１５記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１７】
前記生体高分子が、核酸、糖、タンパク質、および脂質からなる群から選択された少なく
とも１つである、請求項１から１６のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ。
【請求項１８】
前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子および細胞小器官の生体高分子の少
なくとも一方である、請求項１から１７のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップ
。
【請求項１９】
前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコンドリアの核酸、およびリポソー
ムの核酸からなる群から選択された少なくとも１つである、請求項１８記載の生体高分子
分画用チップ。
【請求項２０】
請求項１から１９のいずれか一項に記載の生体高分子分画用チップを用い、
前記第１の開口部からターゲット細胞を含む試料を導入する導入工程、
前記ターゲット細胞を、前記壁の開口にトラップするトラップ工程、
前記ターゲット細胞の細胞膜を破壊することにより、前記ターゲット細胞から細胞質の生
体高分子を放出させる放出工程、および
前記壁と前記第２の開口部との間の前記分離用流路に、放出されたターゲット細胞の細胞
質の生体高分子を分離する分離工程を含むことを特徴とする、生体高分子の分画方法。
【請求項２１】
前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を電気的または化学的に破壊する、
請求項２０記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２２】
前記放出工程において、前記ターゲット細胞の細胞膜を電気的に破壊することにより、前
記ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を放出させ、
前記分離工程において、電気的分離方法により、前記放出された細胞質の生体高分子を分
離する、請求項２０または２１記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２３】
さらに、前記分離工程において、分離された細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体
高分子の分離後のターゲット細胞の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を回収する回
収工程を含む、請求項２０から２２のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２４】
前記放出工程において、前記分離用流路に電圧を印加することにより、前記ターゲット細
胞から生体高分子を放出させる、請求項２０から２３のいずれか一項に記載の生体高分子
の分画方法。
【請求項２５】
さらに、前記第２の開口部から、前記細胞質の生体高分子を回収する工程を含む、請求項
２０から２４のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２６】
さらに、前記第１の開口部から、前記細胞質の生体高分子の分離後のターゲット細胞の残
部が含む生体高分子を回収する工程を含む、請求項２０から２５のいずれか一項に記載の
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生体高分子の分画方法。
【請求項２７】
さらに、前記ターゲット細胞を含む試料を調製する工程を含む、請求項２０から２６のい
ずれか一項に記載の生体高分子の分画方法。
【請求項２８】
前記細胞質の生体高分子が、細胞質基質の生体高分子および細胞小器官の生体高分子の少
なくとも一方である、請求項２０から２７のいずれか一項に記載の生体高分子の分画方法
。
【請求項２９】
前記細胞小器官の生体高分子が、葉緑体の核酸、ミトコンドリアの核酸、およびリポソー
ムの核酸からなる群から選択された少なくとも１つである、請求項２８記載の生体高分子
の分画方法。
【請求項３０】
ターゲット細胞から細胞質の生体高分子を分画する分画工程、および
前記細胞質の生体高分子および前記細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞の残部
が含む生体高分子の少なくとも一方を分析する分析工程を含み、
前記分画工程が、請求項２０から２９のいずか一項に記載の生体高分子の分画方法により
実施されることを特徴とする、生体高分子の分析方法。
【請求項３１】
前記分析された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を回収する工程を含む、請求項３０記載の生体
高分子の分析方法。
【請求項３２】
前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の分画状態を保持する保持工程を含む、請求項３０または３１記
載の生体高分子の分析方法。
【請求項３３】
前記生体高分子が、核酸であり、
前記分画された細胞質の生体高分子および細胞質の生体高分子の分画後のターゲット細胞
の残部が含む生体高分子の少なくとも一方を増幅する増幅工程を含む、請求項３０から３
２のいずれか一項に記載の生体高分子の分析方法。
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ＡＣＴ）「セレンディピティの計画的創出による新価値創造」委託研究事業、産業技術力強化法第１９条の適用
を受ける特許出願
(72)発明者 藁谷 卓哉
京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 国立大学法人京都大学内
(72)発明者 上村 想太郎
東京都文京区本郷七丁目３番１号 国立大学法人東京大学内
(72)発明者 小口 祐伴
東京都文京区本郷七丁目３番１号 国立大学法人東京大学内
Ｆターム(参考) 4B029 AA07 BB01 BB11 CC01 CC02 CC08 FA15 GB05 GB10
4B063 QA01 QA18 QA20 QQ02 QQ03 QQ04 QQ05 QQ08 QQ42 QQ52
QQ67 QQ70 QQ79 QR32 QR35 QS12 QS39 QS40
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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