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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体を測定する検体測定部と、
　前記検体測定部を制御する制御部と、
　出力部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記検体測定部に起動動作を実行させる予定時刻を設定可能であり、設
定された前記予定時刻に到達したときに、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させ
るように構成されており、
　前記検体測定部の起動動作は、洗浄液を使用する前記検体測定部の洗浄動作を含み、
　前記制御部は、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させることが設定されている
場合に、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を受け付けると、次回の起動動
作の完了までに前記洗浄液が不足するときには、前記シャットダウン動作を保留して、発
生する前記洗浄液の不足に関する洗浄液不足情報を、前記出力部に出力させるように構成
されている、
　検体分析装置。
【請求項２】
　前記検体測定部は、少なくとも前記検体から調製された測定試料が流れるフローセルを
備え、前記洗浄動作において、前記洗浄液を用いて前記フローセルを洗浄するように構成
されている、
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　請求項１に記載の検体分析装置。
【請求項３】
　前記検体は血液検体であり、
　前記検体測定部は前記血液検体に含まれる血球を測定するように構成されている、
　請求項１又は２に記載の検体分析装置。
【請求項４】
　前記検体測定部は、少なくとも前記検体及び希釈液を混合して測定試料を調製し、
　前記制御部は、前記起動動作において前記希釈液を前記洗浄液として使用する洗浄動作
を実行するよう構成されている、
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させることが設定されていな
い場合、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を受け付けた際に、前記洗浄液
不足情報の出力を行わない、
　請求項１乃至４の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記洗浄液の残量と、前記起動動作における前記洗浄液の使用量とに基
づいて、前記洗浄液不足情報を出力させるように構成されている、
請求項１乃至５の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を受け付けた場合に、
前記検体測定部のシャットダウン動作から次回の起動動作の予定時刻までの時間に応じて
、次回の起動動作における前記洗浄液の使用量を決定するように構成されている、
　請求項６に記載の検体分析装置。
【請求項８】
　前記シャットダウン動作は、前記洗浄液を使用する洗浄動作を含み、
　前記洗浄液不足情報は、前記シャットダウン動作において発生する前記洗浄液の不足に
関する情報を含む、
　請求項１乃至７の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記シャットダウン動作の実行指示を受け付けた場合に、前記洗浄液の
残量と、前記シャットダウン動作及び前記起動動作における前記洗浄液の使用量とに基づ
いて、前記洗浄液不足情報を、前記出力部に出力させるように構成されている、
　請求項８に記載の検体分析装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記シャットダウン動作の実行指示を受け付けた場合に、前記洗浄液の
残量と、前記シャットダウン動作における前記洗浄液の使用量とに基づいて、前記洗浄液
不足情報を、前記出力部に出力させるように構成されている、
　請求項８又は９に記載の検体分析装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記洗浄液不足情報を前記出力部に出力させた後に、新たに設置された
前記洗浄液の補充又は交換のための洗浄液補充交換動作を前記検体測定部に実行させるよ
うに構成されている、
　請求項１乃至１０の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記検体測定部において前記洗浄液補充交換動作が行われた後に、前記
検体測定部のシャットダウン動作を前記検体測定部に実行させるように構成されている、
　請求項１１に記載の検体分析装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記洗浄液不足情報と前記洗浄液補充交換動作の実行を指示するための
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ボタンとを前記出力部に出力し、前記洗浄液補充交換動作の実行指示を受け付けた場合、
前記洗浄液補充交換動作を実行させるように構成されている、
　請求項１１又は１２に記載の検体分析装置。
【請求項１４】
　前記検体測定部は、前記測定試料を調製するための混合チャンバと、前記混合チャンバ
から前記フローセルへ前記測定試料を供給するための流路とを備え、前記洗浄動作におい
て、前記洗浄液を使用して前記混合チャンバ、前記流路、及び前記フローセルを洗浄する
ように構成されている、
　請求項２に記載の検体分析装置。
【請求項１５】
　前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検体測定部内の気泡の除去を
行うフラッシング動作を含む、
　請求項１乃至１３の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項１６】
　前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検体から調製された測定試料
を用いた血球の測定と同様の測定動作を前記検体を用いずに行う空測定を含む、
　請求項１乃至１５の何れか一項に記載の検体分析装置。
【請求項１７】
　前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検体から調製された測定試料
を用いた血球の測定と同様の測定動作を前記検体を用いずに行い、得られた測定データを
解析して分析結果を得るブランクチェック動作を含む、
　請求項１乃至１６の何れか一項に記載の検体分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液検体又は尿検体等の人又は動物から採取された検体を分析する検体分析
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血球計数装置、血液凝固測定装置、免疫分析装置、生化学分析装置、及び尿分析装置等
、血液又は尿を処理する検体処理装置が知られている。通常、検体処理装置においては、
試薬、キュベット、ピペットチップ等の消耗品が使用される。
【０００３】
　一般的に検体処理装置では、スタートアップ動作において洗浄が行われるようになって
いる（例えば、特許文献１参照）。この洗浄動作においては、洗浄液及び試薬等の消耗品
が使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０７３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されている分析装置にあっては、スタートアップ動作
おいて消耗品切れが発生することについて考慮されていない。したがって、スタートアッ
プ動作の実行中に消耗品切れが発生すると、スタートアップ動作が中断され、消耗品の交
換又は補充が完了しなければスタートアップ動作を再開することができず、その結果検体
処理の開始が遅れることになる。
【０００６】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、起動動作における洗浄液切れを防
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止することが可能な検体分析装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明の一の態様の検体分析装置は、検体を測定する
検体測定部と、前記検体測定部を制御する制御部と、出力部と、を備え、前記制御部は、
前記検体測定部に起動動作を実行させる予定時刻を設定可能であり、設定された前記予定
時刻に到達したときに、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させるように構成され
ており、前記検体測定部の起動動作は、洗浄液を使用する前記検体測定部の洗浄動作を含
み、前記制御部は、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させることが設定されてい
る場合に、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を受け付けると、次回の起動
動作の完了までに前記洗浄液が不足するときには、前記シャットダウン動作を保留して、
発生する前記洗浄液の不足に関する洗浄液不足情報を、前記出力部に出力させるように構
成されている。
【０００８】
　このような構成とすることにより、次回の起動動作の完了までに発生する洗浄液切れを
事前に予測し、予測結果をオペレータに通知することができる。洗浄液切れが予測された
場合には、洗浄液の補充又は交換をオペレータが実施することにより、起動動作における
洗浄液切れの発生を防止することができる。また、起動動作の途中において洗浄液切れに
よる動作中断が生じることを抑制し、速やかに起動動作を完了して検体測定を開始するこ
とが可能となる。
【０００９】
　上記態様において、前記検体測定部は、少なくとも前記検体から調製された測定試料が
流れるフローセルを備え、前記洗浄動作において、前記洗浄液を用いて前記フローセルを
洗浄するように構成されていてもよい。
　また、上記態様において、前記検体は血液検体であり、前記検体測定部は前記血液検体
に含まれる血球を測定するように構成されていてもよい。
【００１０】
　上記態様において、前記検体測定部は、少なくとも前記検体及び希釈液を混合して測定
試料を調製し、前記制御部は、前記起動動作において前記希釈液を前記洗浄液として使用
する洗浄動作を実行するよう構成されていてもよい。
【００１１】
　上記態様において、前記制御部は、前記検体測定部に自動的に起動動作を実行させるこ
とが設定されていない場合、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を受け付け
た際に、前記洗浄液不足情報の出力を行わない構成としてもよい。これにより、オペレー
タが検体分析装置のそばにいないことが考えられる自動起動動作においては洗浄液の不足
が発生することが防止される。一方、自動起動動作を実行させることが設定されていない
場合には、検体分析装置の電源を投入したオペレータが起動動作の実行中に検体分析装置
のそばにいることが考えられる。したがって、この場合には起動動作の途中で洗浄液切れ
が発生したとしても、オペレータが即座に対応することができる。このような場合には、
次回の起動動作の完了までに発生する洗浄液切れを予測しないので、検体分析装置のシャ
ットダウン動作を効率的に行うことができる。
【００１３】
　上記態様において、　前記制御部は、前記洗浄液の残量と、前記起動動作における前記
洗浄液の使用量とに基づいて、前記洗浄液不足情報を出力させるように構成されていても
よい。
【００１５】
　上記態様において、前記制御部は、前記検体測定部のシャットダウン動作の実行指示を
受け付けた場合に、前記検体測定部のシャットダウン動作から次回の起動動作の予定時刻
までの時間に応じて、次回の起動動作における前記洗浄液の使用量を決定するように構成
されていてもよい。
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【００１６】
　上記態様において、　前記シャットダウン動作は、前記洗浄液を使用する洗浄動作を含
み、前記洗浄液不足情報は、前記シャットダウン動作において発生する前記洗浄液の不足
に関する情報を含んでいてもよい。
【００１７】
　上記態様において、前記制御部は、前記シャットダウン動作の実行指示を受け付けた場
合に、前記洗浄液の残量と、前記シャットダウン動作及び前記起動動作における前記洗浄
液の使用量とに基づいて、前記洗浄液不足情報を、前記出力部に出力させるように構成さ
れていてもよい。
【００１８】
　上記態様において、前記制御部は、前記シャットダウン動作の実行指示を受け付けた場
合に、前記洗浄液の残量と、前記シャットダウン動作における前記洗浄液の使用量とに基
づいて、前記洗浄液不足情報を、前記出力部に出力させるように構成されていてもよい。
【００１９】
　上記態様において、前記制御部は、前記洗浄液不足情報を前記出力部に出力させた後に
、新たに設置された前記洗浄液の補充又は交換のための洗浄液補充交換動作を前記検体測
定部に実行させるように構成されていてもよい。
【００２０】
　上記態様において、前記制御部は、前記検体測定部において前記洗浄液補充交換動作が
行われた後に、前記検体測定部のシャットダウン動作を前記検体測定部に実行させるよう
に構成されていてもよい。
【００２１】
　上記態様において、前記制御部は、前記洗浄液不足情報と前記洗浄液補充交換動作の実
行を指示するためのボタンとを前記出力部に出力し、前記洗浄液補充交換動作の実行指示
を受け付けた場合、前記洗浄液補充交換動作を実行させるように構成されていてもよい。
　また、上記態様において、前記検体測定部は、前記測定試料を調製するための混合チャ
ンバと、前記混合チャンバから前記フローセルへ前記測定試料を供給するための流路とを
備え、前記洗浄動作において、前記洗浄液を使用して前記混合チャンバ、前記流路、及び
前記フローセルを洗浄するように構成されていてもよい。
【００２２】
　上記態様において、前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検体測定
部内の気泡の除去を行うフラッシング動作を含んでもよい。
　また、上記態様において、前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検
体から調製された測定試料を用いた血球の測定と同様の測定動作を前記検体を用いずに行
う空測定を含んでもよい。
　また、上記態様において、前記検体測定部の起動動作における前記洗浄動作は、前記検
体から調製された測定試料を用いた血球の測定と同様の測定動作を前記検体を用いずに行
い、得られた測定データを解析して分析結果を得るブランクチェック動作を含んでもよい
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、検体分析装置の起動動作における洗浄液切れを防止することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態１に係る検体処理装置の全体構成を示す斜視図。
【図２】実施の形態１に係る検体処理装置が備える測定ユニットの構成を示すブロック図
。
【図３Ａ】測定ユニットが備える測定機構の構成を示す流体回路図。
【図３Ｂ】測定ユニットが備える測定機構の構成を示す流体回路図。
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【図４】実施の形態１に係る検体処理装置が備える情報処理ユニットの構成を示すブロッ
ク図。
【図５】試薬残量情報の構成を示す模式図。
【図６】ＲＢＣ／ＰＬＴ測定及びＨＧＢ測定での検体処理装置の動作手順を示すフローチ
ャート。
【図７】ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定での検体処理装置の動作手順を示すフローチャート。
【図８】スタートアップ設定画面を示す図。
【図９】実施の形態１に係る検体処理装置のシャットダウン動作の流れを示すフローチャ
ート。
【図１０】第１通知画面を示す図。
【図１１】図９のＳ３０７及びＳ３１３と図１５のＳ７１３における試薬交換処理の手順
を示すフローチャート。
【図１２】図９のＳ３０９及び図１５のＳ７０９における試薬使用量決定処理の手順を示
すフローチャート。
【図１３】第２通知画面を示す図。
【図１４】実施の形態１に係る検体処理装置のスタートアップ動作の流れを示すフローチ
ャート。
【図１５】実施の形態２に係る検体処理装置のシャットダウン動作の流れを示すフローチ
ャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２６】
　（実施の形態１）
　　［検体処理装置の構成］
　図１は、本実施の形態に係る検体処理装置の全体構成を示す斜視図である。本実施の形
態に係る検体処理装置１は、血液検体に含まれる血球を白血球、赤血球、血小板等を検出
し、各血球を計数する多項目血球分析装置である。図１に示すように、血液分析装置１は
、測定ユニット２と、測定ユニット２の前面側に配置された検体搬送ユニット４と、測定
ユニット２及び検体搬送ユニット４を制御可能な情報処理ユニット５とを備えている。
【００２７】
　検体処理装置１は、複数の検体容器を保持した検体ラックを検体搬送ユニット４によっ
て搬送し、測定ユニット２によって検体容器から検体を吸引し、当該検体を分析する。検
体容器Ｔは、管状をなしており、上端が開口している。内部には患者から採取された血液
検体が収容され、上端の開口は蓋部により密封されている。検体容器Ｔは、透光性を有す
るガラス又は合成樹脂により構成されており、内部の血液検体が視認可能となっている。
また、検体容器Ｔの側面には、バーコードラベルが貼付されている。このバーコードラベ
ルには、検体ＩＤを示すバーコードが印刷されている。検体ラックＬは、１０本の検体容
器Ｔを並べて保持することが可能である。検体ラックＬでは、各検体容器Ｔが垂直状態（
立位状態）で保持される。また、検体ラックＬの側面には、バーコードラベルが貼付され
ている。このバーコードラベルには、ラックＩＤを示すバーコードが印刷されている。
【００２８】
　　＜測定ユニットの構成＞
　次に、測定ユニットの構成について説明する。図２は、測定ユニットの構成を示すブロ
ック図であり、図３Ａ及び図３Ｂは、測定ユニットが備える測定機構の構成を示す流体回
路図である。図２に示すように、測定ユニット２は、検体である血液を検体容器（採血管
）Ｔから吸引する検体吸引部２１と、検体吸引部２１により吸引した血液から測定に用い
られる測定試料を調製する試料調製部２２と、試料調製部２２により調製された測定試料
から血球を検出する検出部２３とを含む測定機構２ａを有している。また、測定ユニット
２は、検体搬送ユニット４のラック搬送部４３によって搬送された検体ラックＬに収容さ
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れた検体容器Ｔを測定ユニット２の内部に取り込むための取込口と、検体ラックＬから検
体容器Ｔを測定ユニット２の内部に取り込み、検体吸引部２１による吸引位置まで検体容
器Ｔを搬送する検体容器搬送部２５とをさらに有している。
【００２９】
　まず、検体容器搬送部２５の構成について説明する。検体容器搬送部２５は、検体容器
Ｔを把持可能なハンド部２５ａを備えている。検体ラックＬに収容された検体容器Ｔをハ
ンド部２５ａにより把持し、その状態でハンド部２５ａを上方に移動させることにより検
体ラックＬから検体容器Ｔを抜き出し、ハンド部２５ａを揺動させることが可能である。
これにより、検体容器Ｔ内の検体を撹拌することができる。
【００３０】
　また、検体容器搬送部２５は、検体容器Ｔを挿入可能な穴部を有する検体容器セット部
２５ｂを備えている。上述したハンド部２５ａによって把持された検体容器Ｔは、検体容
器セット部２５ｂにセットされる。かかる検体容器セット部２５ｂは、図示しないステッ
ピングモータの動力によって、Ｙ方向へ水平移動可能である。
【００３１】
　測定ユニット２の内部には、バーコード読取部２６が設けられている。検体容器セット
部２５ｂは、バーコード読取部２６の近傍のバーコード読取位置２６ａ及び検体吸引部２
１による吸引位置２１ａへ移動可能である。検体容器セット部２５ｂがバーコード読取位
置２６ａへ移動したときには、バーコード読取部２６により検体バーコードが読み取られ
る。また、検体容器セット部２５ｂが吸引位置へ移動したときには、検体吸引部２１によ
り、セットされた検体容器Ｔから検体が吸引される。
【００３２】
　図２に示すように、検体吸引部２１の先端部には、図３Ａに示す吸引管２１１が設けら
れている。また、検体吸引部２１は全血吸引シリンジポンプＳＰ１を備えている。また、
検体吸引部２１は、鉛直方向に移動可能であり、下方に移動されることにより、吸引位置
まで搬送された検体容器Ｔの蓋部を前記吸引管が貫通し、内部の血液を吸引するように構
成されている。
【００３３】
　試料調製部２２は、第１混合チャンバＭＣ１及び第２混合チャンバＭＣ２（図３Ａ，図
３Ｂ参照）を備えている。吸引管２１１は、全血吸引シリンジポンプＳＰ１によって検体
容器Ｔから所定量の全血検体を吸引し、吸引された検体は、第１混合チャンバＭＣ１と第
２混合チャンバＭＣ２の位置へ移送され、全血吸引シリンジポンプＳＰ１によって、それ
ぞれのチャンバＭＣ１，ＭＣ２へ所定量の全血検体を分配供給する。
【００３４】
　また、測定ユニット２には、試薬を収容するための試薬容器を設置することが可能であ
り、流体回路に試薬容器を接続することができるようになっている。具体的には、本実施
形態で用いられる試薬容器は、希釈液（洗浄液）ＥＰＫを収容するための希釈液容器ＥＰ
Ｋ－Ｖ、ヘモグロビン溶血剤ＳＬＳを収容するためのヘモグロビン溶血剤容器ＳＬＳ－Ｖ
、赤血球を溶解させる白血球分類用溶血剤ＦＦＤを収容するための白血球分類用溶血剤容
器（共通試薬容器）ＦＦＤ－Ｖ、及び、白血球分類用染色液ＦＦＳを収容するための白血
球分類用染色液容器（専用試薬容器）ＦＦＳ－Ｖである（図２、図３Ａ、図３Ｂ参照）。
【００３５】
　測定ユニット２は、希釈液（洗浄液）ＥＰＫを一時的に収容するための希釈液チャンバ
ＥＰＫ－Ｃを有している。この希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃは、希釈液容器ＥＰＫ－Ｖに接
続されており、希釈液容器ＥＰＫ－Ｖから希釈液を供給することが可能である。なお、本
実施の形態において、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃの容量は、測定１回分よりも少ない。即
ち、測定を行う場合、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃに貯留されている希釈液だけでは足りず
、希釈液容器ＥＰＫ－Ｖから希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃに希釈液を供給しながら測定を行
う必要がある。
【００３６】
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　希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃ及び溶血剤容器ＳＬＳ－Ｖは、第１混合チャンバＭＣ１に試
薬を供給可能に接続されている。すなわち、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃから第１混合チャ
ンバＭＣ１へは、希釈液供給用（ＥＰＫ用）ダイヤフラムポンプＤＰ１によって、希釈液
を供給可能となっており、このＥＰＫ用ダイヤフラムポンプＤＰ１が希釈液用の試薬供給
部を構成している。なお、図３Ａ及び図３Ｂに示すダイヤフラムポンプＤＰ１～ＤＰ５は
、電磁バルブを介して陽圧源及び陰圧源に接続されており、これらの陽圧源及び陰圧源に
より駆動されるように構成されている。
【００３７】
　また、溶血剤容器ＳＬＳ－Ｖから第１混合チャンバＭＣ１へは、溶血剤供給用（ＳＬＳ
用）ダイヤフラムポンプＤＰ３によって、溶血剤を供給可能となっており、このＳＬＳ用
ダイヤフラムポンプＤＰ３が溶血剤用の試薬供給部を構成している。
【００３８】
　溶血剤容器ＦＦＤ－Ｖ及び染色液容器ＦＦＳ－Ｖは、第２混合チャンバＭＣ２に試薬を
供給可能に接続されている。すなわち、溶血剤容器ＦＦＤ－Ｖから第２混合チャンバＭＣ
２へは、溶血剤用（ＦＦＤ用）ダイヤフラムポンプＤＰ４によって溶血剤を供給可能とな
っており、このＦＦＤ用ダイヤフラムポンプＤＰ４が溶血剤用の試薬供給部を構成してい
る。
【００３９】
　また、染色液容器ＦＦＳ－Ｖから第２混合チャンバＭＣ２へは、染色液用（ＦＦＳ用）
ダイヤフラムポンプＤＰ５によって染色液を供給可能となっており、このＦＦＳ用ダイヤ
フラポンプＤＰ５が染色液用の試薬供給部を構成している。
【００４０】
　希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃから第１混合チャンバＭＣ１へ至る試薬供給路と、溶血剤容
器ＳＬＳ－Ｖから第１混合チャンバＭＣ１へ至る試薬供給路は、途中の合流点ＣＲ１で合
流しており、両試薬に共通した試薬供給路Ｔ１が第１混合チャンバＭＣ１に接続されてい
る（図３Ａ参照）。また、溶血剤容器ＦＦＤ－Ｖから第２混合チャンバＭＣ２へ至る試薬
供給路と、染色液容器ＦＦＳ－Ｖから第２混合チャンバＭＣ２へ至る試薬供給路も、途中
の合流点ＣＲ２で合流しており、両試薬に共通した試薬供給路Ｔ２が第２混合チャンバＭ
Ｃ２に接続されている（図３Ｂ参照）。なお、試薬供給路Ｔ１，Ｔ２は試薬ごとに設けて
もよい。すなわち、各チャンバＭＣ１，ＭＣ２に試薬供給口が２つずつ設けられていても
良い。
【００４１】
　検出部２３は、赤血球及び血小板に関する測定を行う第１検出器Ｄ１、ヘモグロビンに
関する測定を行う第２検出器Ｄ２、白血球に関する測定を行う第３検出器Ｄ３を備えてい
る。
【００４２】
　前記第１混合チャンバＭＣ１は、赤血球、血小板及びヘモグロビンに関する分析をする
ための測定試料を調製する部位であり、第１混合チャンバＭＣ１で調製された測定試料が
、第１検出器Ｄ１及び第２検出器Ｄ２での測定に用いられる。前記第２混合チャンバＭＣ
２は、白血球に関する分析をするための試料を調製する部位であり、第２混合チャンバＭ
Ｃ２で調製された試料が第３検出器Ｄ３での測定に用いられる。
【００４３】
　第１検出器Ｄ１は、ＲＢＣ測定（赤血球数の測定）及びＰＬＴ測定（血小板数測定）を
行うＲＢＣ／ＰＬＴ検出器として構成されている。このＲＢＣ／ＰＬＴ検出器Ｄ１はシー
スフローＤＣ検出法によりＲＢＣ及びＰＬＴの測定を行うことができる。
【００４４】
　前記第２検出器Ｄ２は、ＨＧＢ測定（血液中の血色素量の測定）を行うＨＧＢ検出器と
して構成されている。このＨＧＢ検出器Ｄ２は、ＳＬＳ－ヘモグロビン法によりＨＧＢ測
定を行うことができる。
【００４５】



(9) JP 5805486 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

　前記第３検出器Ｄ３は、ＷＢＣ測定（白血球計数）及びＤＩＦＦ測定（白血球分類）を
行うことができる光学検出器として構成されている。この光学検出器Ｄ３は、ＷＢＣ（白
血球）、ＮＥＵＴ（好中球）、ＬＹＭＰＨ（リンパ球）、ＥＯ（好酸球）、ＢＡＳＯ（好
塩基球）、及びＭＯＮＯ（単球）の検出を、半導体レーザを使用したフローサイトメトリ
ー法により行うことが可能であるように構成されている。染色試薬と、溶血剤と、希釈液
とが混合された測定試料の測定がこの第３検出器Ｄ３により行われ、これにより得られた
測定データを情報処理ユニット５が解析処理することによりＮＥＵＴ、ＬＹＭＰＨ、ＥＯ
、ＢＡＳＯ、ＭＯＮＯ、及びＷＢＣの測定が行われる。
【００４６】
　第３検出器Ｄ３は、フローセルを有しており、当該フローセル中に送り込まれた測定試
料に対して半導体レーザ光を照射し、このときに発生した前方散乱光、側方散乱光、及び
側方蛍光を受光して、前方散乱光強度、側方散乱光強度、及び側方蛍光強度を検出するよ
うになっている。このようにして得られた前方散乱光強度、側方散乱光強度、及び側方蛍
光強度の各光学情報を含む測定データが、測定ユニット２から情報処理ユニット５へと送
信され、情報処理ユニット５により解析される。
【００４７】
　　＜検体搬送ユニットの構成＞
　次に、検体搬送ユニット４の構成について説明する。図１に示すように、検体処理装置
１の測定ユニット２の前方には、検体搬送ユニット４が配置されている。かかる検体搬送
ユニット４は、測定ユニット２へ検体を供給するために、検体ラックＬを搬送することが
可能である。
【００４８】
　検体搬送ユニット４は、分析が行われる前の検体を収容する検体容器Ｔを保持する複数
の検体ラックＬを一時的に保持することが可能な分析前ラック保持部４１と、測定ユニッ
ト２によって検体が吸引された検体容器Ｔを保持する複数の検体ラックＬを一時的に保持
することが可能な分析後ラック保持部４２と、検体を測定ユニット２に供給するために、
検体ラックＬを図中矢印Ｘ方向へ水平に直線移動させ、分析前ラック保持部４１から受け
付けた検体ラックＬを分析後ラック保持部４２へ搬送するラック搬送部４３とを備えてい
る。分析前ラック保持部４１にセットされた検体ラックＬは、ラック搬送部４３によりＸ
方向へ移動され、測定ユニット２により、検体ラックＬに保持された検体容器中の検体が
吸引位置で吸引され、検体測定が行われる。検体ラックＬに保持された全ての検体容器か
ら検体が吸引されると、検体ラックＬは分析後ラック保持部４１に移送される。
【００４９】
　　＜情報処理ユニットの構成＞
　次に、情報処理ユニット５の構成について説明する。情報処理ユニット５は、コンピュ
ータにより構成されている。図４は、情報処理ユニット５の構成を示すブロック図である
。図４に示すように、コンピュータ５ａは、本体５１と、表示部５２と、入力部５３と、
スピーカー５５とを備えている。本体５１は、ＣＰＵ５１ａ、ＲＯＭ５１ｂ、ＲＡＭ５１
ｃ、ハードディスク５１ｄ、読出装置５１ｅ、入出力インタフェース５１ｆ、通信インタ
フェース５１ｇ、画像出力インタフェース５１ｈ、内部時計５１ｉ、及び音声出力インタ
フェース５１ｋを備えており、ＣＰＵ５１ａ、ＲＯＭ５１ｂ、ＲＡＭ５１ｃ、ハードディ
スク５１ｄ、読出装置５１ｅ、入出力インタフェース５１ｆ、通信インタフェース５１ｇ
、画像出力インタフェース５１ｈ、内部時計５１ｉ及び音声出力インタフェース５１ｋは
、バス５１ｊによって接続されている。
【００５０】
　ＣＰＵ５１ａは、ＲＡＭ５１ｃにロードされたコンピュータプログラムを実行すること
が可能である。そして、後述するような検体分析用並びに測定ユニット２及び検体搬送ユ
ニット４の制御用のコンピュータプログラム５４ａを当該ＣＰＵ５１ａが実行することに
より、コンピュータ５ａが情報処理ユニット５として機能する。
【００５１】
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　ＲＯＭ５１ｂは、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、又はＥＥＰＲＯＭ等によって
構成されており、ＣＰＵ５１ａに実行されるコンピュータプログラム及びこれに用いるデ
ータ等が記録されている。
【００５２】
　ＲＡＭ５１ｃは、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭ等によって構成されている。ＲＡＭ５１ｃは
、ハードディスク５１ｄに記録されているコンピュータプログラム５４ａの読み出しに用
いられる。また、ＣＰＵ５１ａがコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ５１
ａの作業領域として利用される。
【００５３】
　ハードディスク５１ｄは、オペレーティングシステム及びアプリケーションプログラム
等、ＣＰＵ５１ａに実行させるための種々のコンピュータプログラム及び当該コンピュー
タプログラムの実行に用いられるデータがインストールされている。後述するコンピュー
タプログラム５４ａも、このハードディスク５１ｄにインストールされている。また、こ
のコンピュータプログラム５４ａは、イベントドリブン型のコンピュータプログラムであ
る。
【００５４】
　読出装置５１ｅは、フレキシブルディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、またはＤ
ＶＤ－ＲＯＭドライブ等によって構成されており、可搬型記録媒体５４に記録されたコン
ピュータプログラムまたはデータを読み出すことができる。また、可搬型記録媒体５４に
は、コンピュータを情報処理ユニット５として機能させるためのコンピュータプログラム
５４ａが格納されており、コンピュータ５ａが当該可搬型記録媒体５４からコンピュータ
プログラム５４ａを読み出し、当該コンピュータプログラム５４ａをハードディスク５１
ｄにインストールすることが可能である。
【００５５】
　なお、前記コンピュータプログラム５４ａは、可搬型記録媒体５４によって提供される
のみならず、電気通信回線（有線、無線を問わない）によってコンピュータ５ａと通信可
能に接続された外部の機器から前記電気通信回線を通じて提供することも可能である。例
えば、前記コンピュータプログラム５４ａがインターネット上のサーバコンピュータのハ
ードディスク内に格納されており、このサーバコンピュータにコンピュータ５ａがアクセ
スして、当該コンピュータプログラムをダウンロードし、これをハードディスク５１ｄに
インストールすることも可能である。
【００５６】
　また、ハードディスク５１ｄには、例えば米マイクロソフト社が製造販売するWindows
（登録商標）等のマルチタスクオペレーティングシステムがインストールされている。以
下の説明においては、本実施の形態に係るコンピュータプログラム５４ａは当該オペレー
ティングシステム上で動作するものとしている。
【００５７】
　ハードディスク５１ｄには、試薬残量情報５４ｂ及び設定情報５４ｃが記憶されている
。図５は、試薬残量情報５４ｄの構成を示す模式図である。試薬残量情報５４ｄとして、
試薬の種類（希釈液、ヘモグロビン溶血剤、白血球分類用溶血剤、及び白血球分類用染色
液）毎に、試薬の残量が記憶される。試薬の残量は、あと何回測定可能かを示す測定回数
により表される。
【００５８】
　入出力インタフェース５１ｆは、例えばUSB，IEEE1394，又はRS-232C等のシリアルイン
タフェース、SCSI，IDE，又は IEEE1284等のパラレルインタフェース、及びＤ／Ａ変換器
、Ａ／Ｄ変換器等からなるアナログインタフェース等から構成されている。入出力インタ
フェース５１ｆには、キーボード及びマウスからなる入力部５３が接続されており、オペ
レータが当該入力部５３を使用することにより、コンピュータ５ａにデータを入力するこ
とが可能である。また、入出力インタフェース５１ｆは、測定ユニット２及び検体搬送ユ
ニット４に接続されている。これにより、情報処理ユニット５は、測定ユニット２及び検
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体搬送ユニット４のそれぞれを制御可能となっている。
【００５９】
　通信インタフェース５１ｇは、Ethernet（登録商標）インタフェースである。通信イン
タフェース５１ｇはＬＡＮを介して図示しないホストコンピュータに接続されている。コ
ンピュータ５ａは、通信インタフェース５１ｇにより、所定の通信プロトコルを使用して
当該ＬＡＮに接続されたホストコンピュータとの間でデータの送受信が可能である。
【００６０】
　画像出力インタフェース５１ｈは、ＬＣＤまたはＣＲＴ等で構成された表示部５２に接
続されており、ＣＰＵ５１ａから与えられた画像データに応じた映像信号を表示部５２に
出力するようになっている。表示部５２は、入力された映像信号にしたがって、画像（画
面）を表示する。
【００６１】
　音声出力インタフェース５１ｋは、スピーカー５５に接続されており、ＣＰＵ５１ａか
ら与えられた音声データに応じた音声信号をスピーカー５５に出力するようになっている
。スピーカー５５は、入力された音声信号にしたがって、音声を出力する。
【００６２】
　内部時計５１ｉは、現在の時刻を出力可能である。ＣＰＵ５１ａは、この内部時計５１
ｉから現在時刻を取得することができる。
【００６３】
　［検体処理装置１の測定動作］
　以下、本実施の形態に係る検体処理装置１の動作について説明する。
【００６４】
　　＜検体測定動作＞
　まず、本実施の形態に係る検体処理装置１の検体測定動作について説明する。検体処理
装置１は、第１検出器Ｄ１を用いたＲＢＣ／ＰＬＴ測定と、第２検出器Ｄ２を用いたＨＧ
Ｂ測定と、第３検出器Ｄ３を用いたＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定とを実行可能である。
【００６５】
　ＲＢＣ／ＰＬＴ測定、ＨＧＢ測定
　まず、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定及びＨＧＢ測定について説明する。ＲＢＣ／ＰＬＴ測定及び
ＨＧＢ測定は、上述したＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定と並行して行われる。
【００６６】
　図６は、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定及びＨＧＢ測定での検体処理装置１の動作手順を示すフロ
ーチャートである。まず、情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２にＲＢ
Ｃ／ＰＬＴ測定を実行させる（ステップＳ１０１）。
【００６７】
　ＲＢＣ／ＰＬＴ測定では、希釈液用（ＥＰＫ用）ダイヤフラムポンプＤＰ１により希釈
液ＥＰＫが第１混合チャンバＭＣ１に供給され、検体容器Ｔの全血検体が吸引管２１１に
よって定量吸引され、第１混合チャンバＭＣ１に吐出される。また、これにより、第１混
合チャンバＭＣ１内で全血検体（４μL）と希釈液ＥＰＫ（２ｍＬ）が攪拌されＲＢＣ／
ＰＬＴ測定用混合試料が調製される。続いて、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定用混合試料の一部がＲ
ＢＣ／ＰＬＴ検出器Ｄ１へ供給され、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定が行われる。
【００６８】
　このようなＲＢＣ／ＰＬＴ検出器Ｄ１により出力される出力信号（アナログ信号）は図
示しないＡ／Ｄ変換器によりデジタル信号に変換され、図示しない信号処理回路により所
定の信号処理が施されてデジタルデータである測定データに変換され、情報処理ユニット
５にこの測定データが送信される。情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａは、測定データに
対して所定の解析処理を実行することにより、ＲＢＣ及びＰＬＴの数値データを含む分析
結果データを生成し、ハードディスク５１ｄに分析結果データを記憶する。
【００６９】
　ＲＢＣ／ＰＬＴ測定の後、ＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２にＨＧＢ測定を実行させる
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（ステップＳ１０２）。ＲＢＣ／ＰＬＴ測定が完了しても、第１混合チャンバＭＣ１には
、１ｍＬのＲＢＣ／ＰＬＴ測定用混合試料が残試料として存在している。ＨＧＢ測定用混
合試料を調整するため、残試料がある第１混合チャンバＭＣ１へは、さらに、溶血剤ＳＬ
Ｓが供給される。これにより、溶血剤ＳＬＳとＲＢＣ／ＰＬＴ測定用混合試料とが攪拌さ
れ、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定用混合試料（１．０ｍＬ）に溶血剤ＳＬＳ（０．５ｍＬ）を混合
したＨＧＢ測定用混合試料が調製される。そして、所定時間そのままの状態で放置され、
ＨＧＢ測定用混合試料の反応を待つ。続いて、ＨＧＢ測定用混合試料をＨＧＢ検出器Ｄ２
にチャージングし、ＨＧＢ測定が行われる。
【００７０】
　このようなＨＧＢ検出器Ｄ２により出力される出力信号（アナログ信号）は図示しない
Ａ／Ｄ変換器によりデジタル信号に変換され、図示しない信号処理回路により所定の信号
処理が施されてデジタルデータである測定データに変換され、情報処理ユニット５にこの
測定データが送信される。情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａは、測定データに対して所
定の解析処理を実行することにより、ＨＧＢの数値データを含む分析結果データを生成し
、ハードディスク５１ｄに分析結果データを記憶する。
【００７１】
　上記のようなＲＢＣ／ＰＬＴ測定及びＨＧＢ測定を実行した後、ＣＰＵ５１ａは、ＲＢ
Ｃ／ＰＬＴ測定及びＨＧＢ測定に使用した試薬（希釈液、ヘモグロビン溶血剤）の残量を
１ずつデクリメントすることで、試薬残量情報５４ｃを更新し（ステップＳ１０３）、処
理を終了する。
【００７２】
　ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定
　次に、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定について説明する。検体処理装置１は、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ
測定では、全血検体（１１μＬ）と白血球分類用溶血剤（１ｍＬ）と白血球分類用染色液
（２０μＬ）を混合してＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定用試料を作成し、このＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測
定用試料を光学検出器Ｄ３にてフローサイトメトリー法によって測定する。ここでの測定
としては、白血球数の測定と、白血球５分類の測定とが行われる。
【００７３】
　図７は、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定での検体処理装置１の動作手順を示すフローチャートで
ある。まず、情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２にＣＢＣ＋ＤＩＦＦ
測定を実行させる（ステップＳ２０１）。ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定では、溶血剤ＦＦＤ（０
．５ｍＬ）が溶血剤容器ＦＦＤ－Ｖから第２混合チャンバＭＣ２に供給され、検体容器Ｔ
の全血検体が吸引管２１１によって定量吸引され、第２混合チャンバＭＣ２に吐出される
。また、染色液ＦＦＳが第２混合チャンバＭＣ２に供給され、さらに再度溶血剤ＦＦＤが
第２混合チャンバＭＣ２に供給される。第２混合チャンバＭＣ２内の液体が攪拌されるこ
とにより、第２混合チャンバＭＣ内に赤血球が溶解され白血球が染色されたＣＢＣ＋ＤＩ
ＦＦ測定用試料が作成される。次に、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定用試料を対象にＷＢＣ検出部
（光学検出部）Ｄ３にてＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定が行われる。このＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定動
作では、チャージング用ダイヤフラムポンプＤＰ２が駆動されることで、ＣＢＣ＋ＤＩＦ
Ｆ測定用試料が１．０ｍＬチャージングされ、その後、ＥＰＫ収容容器ＥＰＫ－Ｃからシ
ース液（希釈液）ＥＰＫがＷＢＣ検出部へ供給される。この状態で、試料供給シリンジポ
ンプＳＰ２が駆動され、ＷＢＣ検出器Ｄ３において測定が行われる。
【００７４】
　このようなＷＢＣ検出器Ｄ３により出力される出力信号（アナログ信号）は図示しない
Ａ／Ｄ変換器によりデジタル信号に変換され、図示しない信号処理回路により所定の信号
処理が施されてデジタルデータである測定データに変換され、情報処理ユニット５にこの
測定データが送信される。情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａは、測定データに対して所
定の解析処理を実行することにより、ＮＥＵＴ、ＬＹＭＰＨ、ＥＯ、ＢＡＳＯ、ＭＯＮＯ
、及びＷＢＣの数値データを含む分析結果データを生成し、ハードディスク５１ｄに分析
結果データを記憶する。
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【００７５】
　上記のようなＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定を実行した後、ＣＰＵ５１ａは、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ
に使用した試薬（希釈液、白血球分類用溶血剤、及び白血球分類用染色液）の残量を１ず
つデクリメントすることで、試薬残量情報５４ｂを更新し（ステップＳ２０２）、処理を
終了する。
【００７６】
　　＜スタートアップの設定＞
　本実施の形態に係る検体処理装置１においては、スタートアップの設定が可能である。
以下、スタートアップの設定について説明する。
【００７７】
　スタートアップの設定は、スタートアップ設定画面により行われる。オペレータが、情
報処理ユニット５の入力部５３を用いて所定の入力を行うことにより、ＣＰＵ５１ａは、
スタートアップ設定画面を表示部５２に表示させることが可能である。図８は、スタート
アップ設定画面を示す図である。スタートアップ設定画面Ｄ１００は、自動スタートアッ
プをするかしないか、自動スタートアップをする場合に、その予定時刻を曜日毎に設定す
ることが可能となっている。ここで、自動スタートアップとは、予定時刻に到達したとき
に、検体処理装置１が自動的に起動する動作をいう。
【００７８】
　オペレータは、スタートアップ設定画面Ｄ１００において、自動スタートアップをする
曜日に対応するラジオボタンＢ１０１をマウスの左ボタンクリック等の所定の操作により
選択することにより、自動スタートアップを行う曜日を指定する。また、オペレータは、
自動スタートアップを実行する予定時刻を入力ボックスＢ１０３にキーボードを用いて入
力することにより、自動スタートアップの予定時刻が設定される。オペレータがラジオボ
タンＢ１０１ではなく、自動スタートアップをしないに対応するラジオボタンＢ１０２を
選択した場合には、その曜日が自動スタートアップを行わない曜日として設定される。図
８においては、月曜日から金曜日の各曜日に対して、自動スタートアップが設定されてお
り、それぞれの予定時刻が９：００とされている。また、土曜日及び日曜日は、検体処理
装置１が設置されている施設の定休日であることから、「自動スタートアップをしない」
が設定されている。
【００７９】
　その後、オペレータがスタートアップ設定画面Ｄ１００のボタンＢ１０４をクリックす
ると、ＣＰＵ５１ａは、スタートアップ設定画面においてオペレータにより入力されるこ
とで設定された内容を、設定情報５４ｃとしてハードディスク５１ｄに記憶し、スタート
アップ設定画面Ｄ１００を閉じる。一方、オペレータがスタートアップ設定画面Ｄ１００
のボタンＢ１０５をクリックすると、ＣＰＵ５１ａは、スタートアップ設定画面において
オペレータにより入力された内容を、設定情報５４ｃとしてハードディスク５１ｄに記憶
せずにスタートアップ設定画面Ｄ１００を閉じる。
【００８０】
　　＜停止処理＞
　図９は、本実施の形態に係る検体処理装置１の停止処理の流れを示すフローチャートで
ある。ここで、検体処理装置１の停止処理とは、測定ユニット２を停止状態にし、情報処
理ユニット５を停止状態にさせるための動作である。本実施形態では、測定ユニット２の
停止状態とは、測定ユニット２の電源が切断された状態である。また、本実施形態では、
情報処理ユニット５の停止状態とは、情報処理ユニット５において起動されているコンピ
ュータプログラム５４ａを終了し（つまり、機能停止の直前の作業状態を記憶することな
く）、オペレーティングシステムも終了した状態をいう。
　また、測定ユニット２の停止動作とは、測定ユニット２を停止状態にするための動作で
あり、本実施形態では、測定ユニット２の停止動作は、測定ユニット２のシャットダウン
動作である。測定ユニット２のシャットダウン動作は、次回測定ユニット２を起動したと
きに正常に検体測定が行える状態で、測定ユニット２を停止させるための動作であり、測
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定機構２ａの洗浄動作と測定機構２ａ内の流路にシース液を充填する動作とが含まれる。
　また、測定ユニット２のスタートアップ動作は、停止状態の測定ユニット２を正常な検
体測定が行える状態にするための動作であり、測定機構部２ａの洗浄動作及びブランクチ
ェック動作を含んでいる。
【００８１】
　オペレータは、検体処理装置１を停止させる場合、表示部５２に表示されている画面中
のシャットダウンボタン（図示せず）をマウスの左ボタンクリック等の所定の操作により
選択することで、情報処理ユニット５に測定ユニット２のシャットダウンの指示を与える
（ステップＳ３０１）。ＣＰＵ５１ａは、かかるシャットダウンの指示を受け付けるイベ
ントが発生すると、ハードディスク５１ｄから自動スタートアップの設定情報５４ｃを読
み出す（ステップＳ３０２）。またＣＰＵ５１ａは、ハードディスク５１ｄから試薬残量
情報５４ｂを読み出し、各試薬の残量を取得する（ステップＳ３０３）。
【００８２】
　次にＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２のシャットダウン動作において試薬切れが発生す
るか否かを判定する（ステップＳ３０４）。シャットダウン動作には、測定機構２ａの洗
浄動作が含まれる。この洗浄動作では、希釈液が洗浄液として使用される。また、シャッ
トダウン動作において、測定３回分の希釈液が消費される。つまり、シャットダウン動作
を実行するためには、測定３回分の希釈液が残っていなければならない。ステップＳ３０
４の処理では、ステップＳ３０３において取得された希釈液の残量が、測定３回分以上存
在するか否かが判定される。希釈液の残量が測定３回分以上存在する場合には、シャット
ダウン動作において試薬切れが発生しないと判断され、希釈液の残量が測定３回分以上存
在しない場合には、シャットダウン動作において試薬切れが発生すると判断される。
【００８３】
　ステップＳ３０４において、シャットダウン動作において試薬切れが発生すると判定さ
れた場合には（ステップＳ３０４においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａは、シャットダウン動
作において試薬切れが発生する可能性があることをオペレータに通知するための第１通知
画面を表示部５２に表示させ、スピーカー５５からアラーム音を出力させる（ステップＳ
３０５）。図１０は、第１通知画面を示す図である。第１通知画面Ｄ２００には、シャッ
トダウン動作において試薬切れが発生する可能性があり、試薬を交換する必要があること
を示すメッセージが含まれる。また、第１通知画面Ｄ２００には、試薬交換動作の実行を
指示するためのＯＫボタンＢ２０１が設けられている。ボタンＢ２０１は、マウスの左ボ
タンのクリック動作等により選択可能であり、オペレータがこのボタンＢ２０１を選択す
ることにより、検体処理装置１に試薬の交換動作の実行指示が与えられる。
【００８４】
　試薬の交換では、検体処理装置１に設置されていた試薬容器を、オペレータが新しい試
薬容器に取り替え、新しい試薬容器に貼付されているバーコードラベルに印刷されている
バーコードを、検体処理装置１に設けられたバーコードリーダにより読み取らせる。この
バーコードには、試薬のロット番号、試薬の種類、有効期限等の情報が符号化されている
。その後、オペレータは第１通知画面Ｄ２００のボタンＢ２０１を選択し、試薬交換の実
行指示を検体処理装置１に与える。ＣＰＵ５１ａは、かかる試薬交換の実行指示を受け付
けたか否かを判別し（ステップＳ３０６）、試薬交換の実行指示を受け付けていない場合
には（ステップＳ３０６においてＮＯ）、再度ステップＳ３０６の処理に戻り、これを繰
り返すことで、試薬交換の実行指示を待機する。試薬交換の実行指示を受け付けた場合に
は（ステップＳ３０６においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａは、試薬交換処理を実行する（ス
テップＳ３０７）。
【００８５】
　図１１は、図９のＳ３０７及びＳ３１３と図１５のＳ７１３における試薬交換処理の手
順を示すフローチャートである。試薬交換処理において、まずＣＰＵ５１ａは、測定ユニ
ット２を制御し、測定機構２ａの流路中に充填されている試薬を除去するために、流路中
の試薬（交換対象の試薬）を新しい試薬に入れ替える（ステップＳ４０１）。交換対象の
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試薬が希釈液の場合には、ＣＰＵ５１ａは、新たに設置された希釈液の試薬容器から希釈
液を吸引し、試薬容器ＥＰＫ－Ｖ内の希釈液を希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃに所定量移送す
る（ステップＳ４０２）。さらにＣＰＵ５１ａは、試薬残量情報５４ｂの試薬（交換対象
のみ）の残量をリセットし（ステップＳ４０３）、メインルーチンにおける試薬交換処理
の呼び出しアドレスへ処理を戻す。
【００８６】
　かかる試薬交換処理が終了すると、ＣＰＵ５１ａは、処理をステップＳ３０３へ戻し、
再度試薬の残量情報を取得する。
【００８７】
　ステップＳ３０４において、シャットダウン動作において試薬切れが発生しないと判定
された場合には（ステップＳ３０４においてＮＯ）、ＣＰＵ５１ａは、ステップＳ３０２
において読み出した設定情報５４ｃを参照し、自動スタートアップが設定されているか否
かを判定する（ステップＳ３０８）。自動スタートアップが設定されている場合には（ス
テップＳ３０８においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａは、試薬使用量予測処理を実行する（ス
テップＳ３０９）。
【００８８】
　図１２は、図９のＳ３０９及び図１５のＳ７０９における試薬使用量決定処理の手順を
示すフローチャートである。本実施の形態においては、測定ユニット２のシャットダウン
動作から次回のスタートアップ動作までの時間に応じて、試薬の使用量が変化する。試薬
使用量決定処理は、次回スタートアップ動作における試薬の使用量を決定するための処理
である。
【００８９】
　試薬使用量決定処理において、まずＣＰＵ５１ａは、内部時計５１ｉから現在時刻を取
得し（ステップＳ５０１）、この時刻から次回スタートアップ動作の予定時刻までの時間
ＳＰを算出する（ステップＳ５０２）。
【００９０】
　次に、ＣＰＵ５１ａは、時間ＳＰが２４時間以内か否かを判別する（ステップＳ５０３
）。時間ＳＰが２４時間以内である場合には（ステップＳ５０３においてＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ５１ａは洗浄回数を示すパラメータＲＴに「１」をセットし（ステップＳ５０４）、処
理をステップＳ５０８へ進める。
【００９１】
　一方、時間ＳＰが２４時間を越える場合には（ステップＳ５０３においてＮＯ）、ＣＰ
Ｕ５１ａは、時間ＳＰが３日以内であるか否かを判別する（ステップＳ５０５）。時間Ｓ
Ｐが３日以内である場合には（ステップＳ５０５においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａはパラ
メータＲＴに「３」をセットし（ステップＳ５０６）、処理をステップＳ５０８へ進める
。
【００９２】
　また、時間ＳＰが３日を越える場合には（ステップＳ５０５においてＮＯ）、ＣＰＵ５
１ａは、パラメータＲＴに「５」をセットし（ステップＳ５０７）、処理をステップＳ５
０８へ進める。
【００９３】
　ステップＳ５０８において、ＣＰＵ５１ａは、パラメータＲＴをハードディスク５１ｄ
に記憶し（ステップＳ５０８）、メインルーチンにおける試薬使用量決定処理の呼び出し
アドレスへ処理を戻す。
【００９４】
　上述した試薬使用量決定処理を完了した後、ＣＰＵ５１ａは、次回のスタートアップ動
作において試薬切れが発生するか否かを判定する（ステップＳ３１０）。スタートアップ
動作においては、測定機構２ａの洗浄動作及びブランクチェック動作が含まれる。ブラン
クチェック動作とは、検体を用いない測定動作を測定ユニット２に実行させ、これらによ
って得られた測定データをＣＰＵ５１ａが解析処理を行い、ＲＢＣ、ＰＬＴ、ＨＧＢ、Ｎ
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ＥＵＴ、ＬＹＭＰＨ、ＥＯ、ＢＡＳＯ、ＭＯＮＯ、及びＷＢＣの各測定項目の分析結果を
得る動作である。スタートアップ動作では、試薬使用量決定処理において決定された回数
に応じた洗浄動作が行われ、その洗浄動作において希釈液が洗浄液として使用される。ま
た、ブランクチェック動作では、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定、ＨＧＢ測定、及びＣＢＣ＋ＤＩＦ
Ｆ測定の各々１回ずつに対応する量の試薬が消費される。ステップＳ３１０の処理では、
ステップＳ３０３において取得された試薬の残量が、シャットダウン動作及び次回のスタ
ートアップ動作において消費される試薬の量以上存在するか否かが判定される。試薬の残
量がシャットダウン動作及びスタートアップ動作における試薬使用量以上存在する場合に
は、スタートアップ動作において試薬切れが発生しないと判断され、試薬の残量がシャッ
トダウン動作及びスタートアップ動作における試薬使用量未満しか存在しない場合には、
次回スタートアップ動作において試薬切れが発生すると判断される。
【００９５】
　ステップＳ３１０において、次回スタートアップ動作において試薬切れが発生すると判
定された場合には（ステップＳ３１０においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａは、次回スタート
アップ動作において試薬切れが発生する可能性があることをオペレータに通知するための
第２通知画面を表示部５２に表示させ、スピーカー５５からアラーム音を出力させる（ス
テップＳ３１１）。図１３は、第２通知画面を示す図である。第２通知画面Ｄ３００には
、次回スタートアップ動作において試薬切れが発生する可能性があり、試薬を交換する必
要があることを示すメッセージが含まれる。また、第２通知画面Ｄ３００には、試薬交換
動作の実行を指示するためのＯＫボタンＢ３０１が設けられている。ボタンＢ３０１は、
マウスの左ボタンのクリック動作等により選択可能であり、オペレータがこのボタンＢ３
０１を選択することにより、検体処理装置１に試薬の交換動作の実行指示が与えられる。
【００９６】
　オペレータは、検体処理装置１に設置されていた試薬容器を新しい試薬容器に取り替え
、新しい試薬容器に貼付されているバーコードラベルに印刷されているバーコードを、検
体処理装置１に設けられたバーコードリーダにより読み取らせる。その後、オペレータは
第２通知画面Ｄ３００のボタンＢ３０１を選択し、試薬交換の実行指示を検体処理装置１
に与える。ＣＰＵ５１ａは、かかる試薬交換の実行指示を受け付けたか否かを判別し（ス
テップＳ３１２）、試薬交換の実行指示を受け付けていない場合には（ステップＳ３１２
においてＮＯ）、再度ステップＳ３１２の処理に戻り、これを繰り返すことで、試薬交換
の実行指示を待機する。試薬交換の実行指示を受け付けた場合には（ステップＳ３１２に
おいてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１ａは、上述した試薬交換処理を実行する（ステップＳ３１３
）。試薬交換処理が終了すると、ＣＰＵ５１ａは、処理をステップＳ３０３へ戻し、再度
試薬の残量情報を取得する。
【００９７】
　ステップＳ３１０において、次回スタートアップ動作において試薬切れが発生しないと
判定された場合（ステップＳ３１０においてＮＯ）、又は、ステップＳ３０８において、
自動スタートアップが設定されていない場合には（ステップＳ３０８においてＮＯ）、Ｃ
ＰＵ５１ａは、測定ユニット２にシャットダウン動作を実行させる（ステップＳ３１４）
。具体的には希釈液にて第１混合チャンバＭＣ１、第２混合チャンバＭＣ２、測定機構２
ａ内の流路及び検出器Ｄ１～Ｄ３の洗浄を行う。シース液による洗浄が完了した後、測定
機構２ａ内の流路にシース液を充填する。
【００９８】
　測定ユニット２のシャットダウン動作が完了すると、ＣＰＵ５１ａは、シャットダウン
動作において使用した試薬（希釈液）の残量を測定３回分デクリメントすることで、試薬
残量情報５４ｂを更新し（ステップＳ３１５）、処理を終了する。これにより、測定ユニ
ット２及び検体搬送ユニット４の電源が切断され、情報処理ユニット５が停止状態となる
。
【００９９】
　　＜起動処理＞
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　次に、検体処理装置１の起動処理について説明する。ここで、検体処理装置１の起動処
理とは、停止状態の測定ユニット２を起動状態にし、また情報処理ユニット５を停止状態
から動作を再開させるための動作である。
　ここで、測定ユニット２の起動状態とは、測定ユニット２が正常な検体測定が行える状
態である。また、測定ユニット２の起動動作とは、測定ユニット２を起動状態にするため
の動作であり、本実施形態では、測定ユニット２のスタートアップ動作である。本実施形
態では、測定ユニット２のスタートアップ動作は、停止状態の測定ユニット２を正常な検
体測定が行える状態にするための動作であり、測定機構部２ａの洗浄動作及びブランクチ
ェック動作を含んでいる。
　本実施の形態に係る検体処理装置は、予定時刻に到達すると、自動的に測定ユニット２
のスタートアップ動作を実行するオートスタートアップが可能である。以下、このオート
スタートアップ動作について詳細に説明する。
【０１００】
　図１４は、実施の形態に係る検体処理装置の起動処理の流れを示すフローチャートであ
る。まず、ＣＰＵ５１ａは、内部時計５１ｉから現在時刻を取得し、スタートアップの予
定時刻に到達したか否かを判別する（ステップＳ６０１）。スタートアップ予定時刻に到
達していない場合には（ステップＳ６０１においてＮＯ）、ＣＰＵ５１ａは再度ステップ
Ｓ６０１の処理を実行し、スタートアップ予定時刻に到達するのを待機する。
【０１０１】
　一方、スタートアップ予定時刻に到達した場合には（ステップＳ６０１においてＹＥＳ
）、ＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２にスタートアップ動作を実行させる。このスタート
アップ動作には、初期動作、第１洗浄動作、第２洗浄動作、及びブランクチェック動作が
含まれる。
【０１０２】
　スタートアップ動作が開始されると、まず、ＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２に初期動
作を実行させる（ステップＳ６０２)。この初期動作は、電源の供給、各機構部分の位置
決め動作、ヒータの加温動作等を含む。続いて、ＣＰＵ５１ａは、第１洗浄動作を測定ユ
ニット２に実行させる（ステップＳ６０３）。この第１洗浄動作は、測定機構２ａにおい
て検体の測定動作では実行されない動作（つまり、後述する第２洗浄動作では実行されな
い動作）であり、検出器Ｄ１～Ｄ３にパルス電圧を印加することによるつまり除去動作及
び検出部Ｄ１～Ｄ３内の気泡の除去を行うフラッシング動作を含んでいる。第１洗浄動作
を実行した後、ＣＰＵ５１ａは、第１洗浄動作において使用した分だけ試薬の残量をデク
リメントすることで、試薬残量情報５４ｃを更新する（ステップＳ６０４）。
【０１０３】
　次に、ＣＰＵ５１ａは、ハードディスク５１ｄからパラメータＲＴを読み出し（ステッ
プＳ６０５）、第２洗浄動作の繰り返し回数を示す変数ｉに「０」をセットする（ステッ
プＳ６０６）。
【０１０４】
　ＣＰＵ５１ａは、ｉが洗浄回数ＲＴよりも小さいか否かを判別し（ステップＳ６０７）
、ｉが洗浄回数ＲＴよりも小さい場合には（ステップＳ６０７においてＹＥＳ）、測定ユ
ニット２に第２洗浄動作を実行させる（ステップＳ６０８）。
【０１０５】
　ここで、第２洗浄動作について説明する。この第２洗浄動作は、検体を用いない測定動
作である。つまり、第２洗浄動作では、上述したステップＳ１０２の吸引動作において、
吸引管２１１により検体の代わりに空気を吸引し、その後はＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定、ＲＢ
Ｃ／ＰＬＴ測定、及びＨＧＢ測定と同様の動作を実行する。１回の第２洗浄動作では、検
体を用いないＣＢＣ＋ＤＩＦＦ測定、ＲＢＣ／ＰＬＴ測定、及びＨＧＢ測定（以下、「空
測定」という。）からなる洗浄シーケンスが１回実行される。
【０１０６】
　検体処理装置１の測定ユニット２においては、空気が混入すると、正確な検体及び試薬
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の定量が行えなくなるため、図３Ａ及び図３Ｂに示す流路中には希釈液（シース液）が常
時充填される。これは検体処理装置１が起動していないときにおいても同様である。つま
り、シャットダウン動作の際には、測定機構２ａの流路中にシース液が充填され、この状
態が次回の起動時まで維持される。このように測定機構２ａの流路中にはシース液が充填
されているが、前回のシャットダウンから電源が投入されるまでの期間が長期間に及ぶ場
合には、流路中に充填されているシース液中に気泡が発生する。また、検体処理装置１が
停止している期間（シャットダウンからスタートアップまでの期間）が長くなるほど、こ
のような気泡は多く発生する。検体を測定するときにおいて流路中に気泡が残っていると
、気泡が測定用試料又はシース液に混入し、正確な測定が行えなくなる。このため、検体
の測定開始前に気泡を除去しておく必要がある。
【０１０７】
　また、第１混合チャンバＭＣ１及び第２混合チャンバＭＣ２には、測定の後又は洗浄の
後にはシース液等の液体が除去され、空の状態とされる。したがって、シャットダウン後
の検体処理装置１が停止している状態においては、第１混合チャンバＭＣ１及び第２混合
チャンバＭＣ２は空となっている。シャットダウンの直後は、第１混合チャンバＭＣ１及
び第２混合チャンバＭＣ２の内面はシース液等が付着して濡れた状態となっているが、第
１混合チャンバＭＣ１及び第２混合チャンバＭＣ２が使用されない期間が長期間となると
、第１混合チャンバＭＣ１及び第２混合チャンバＭＣ２の内面が乾燥し、シース液等の成
分が結晶化した汚れがこれらの内面に残留することがある。このような汚れは、測定精度
の悪化の原因となる。したがって、検体の測定開始前に、第１混合チャンバＭＣ１及び第
２混合チャンバＭＣ２の内面を十分に濡らしておく必要がある。
【０１０８】
　上記の空測定は、汚れ及び気泡の除去、並びに測定に使用される部分の濡れ性確保のた
めに行われる。つまり、測定動作と同じ動作によって洗浄を行うことで、測定機構２ａに
おける測定に使用される流路が洗浄され、かかる流路から汚れ及び気泡が除去され、また
流路を十分に濡らすことができる。
【０１０９】
　ＣＰＵ５１ａは、上記のような空測定を実行した後、１回の第２洗浄動作において使用
された分だけ試薬の残量をデクリメントすることで、試薬残量情報５４ｃを更新する（ス
テップＳ６０９）。続いて、ＣＰＵ５１ａは、変数ｉを１インクリメントし（ステップＳ
６１０）、その後ステップＳ６０７へ処理を戻す。これにより、前回のシャットダウンか
らスタートアップまでの期間ＳＰの長さに応じて、洗浄シーケンスの繰り返し回数が変化
する。つまり、期間ＳＰが２４時間以内の場合には、空測定が１回行われ、期間ＳＰが２
４時間～３日間の場合には、空測定が３回行われ、期間ＳＰが３日を越える場合には、空
測定が５回行われる。期間ＳＰが長くなるほど、空測定（洗浄シーケンス）の繰り返し回
数を多くすることで、期間ＳＰが長期間の場合には、流路中に多量に発生した気泡を効率
的に除去することができ、期間ＳＰが短期間の場合には、少量しか発生していない気泡を
除去することができるとともに、洗浄動作の時間を抑制することができる。
【０１１０】
　ステップＳ６０７において、ｉが洗浄回数ＲＴ以上の場合には（ステップＳ６０７にお
いてＮＯ）、ＣＰＵ５１ａは、ブランクチェック動作を実行する（ステップＳ６１１）。
かかるブランクチェック動作は、上述した空測定と同じ動作、つまり、検体を用いない測
定動作を測定ユニット２に実行させ、これによって得られた測定データをＣＰＵ５１ａが
解析処理を行い、ＲＢＣ、ＰＬＴ、ＨＧＢ、ＮＥＵＴ、ＬＹＭＰＨ、ＥＯ、ＢＡＳＯ、Ｍ
ＯＮＯ、及びＷＢＣの各測定項目の分析結果を得る動作である。ＣＰＵ５１ａは、このよ
うなブランクチェック動作によって使用された分だけ、試薬の残量をデクリメントするこ
とで、試薬残量情報５４ｃを更新する（ステップＳ６１２）。
【０１１１】
　ＣＰＵ５１ａは、ブランクチェック動作によって得られた分析結果が所定の基準値以下
であるか否かを判別し（ステップＳ６１３）、分析結果が基準値を越える測定項目が存在
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する場合には（ステップＳ６１３においてＮＯ）、異常警告画面（図示せず）を表示部５
２に表示させ（ステップＳ６１４）、処理を終了する。一方、全ての測定項目のブランク
チェックの分析結果が基準値以下である場合には（ステップＳ６１３においてＹＥＳ）、
ＣＰＵ５１ａは、測定ユニット２の状態を測定スタンバイ状態に移行させ（ステップＳ６
１５）、処理を終了する。
【０１１２】
　（実施の形態２）
　本実施の形態において、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃの容量は、測定３回分である。即ち
、シャットダウン動作を行う場合、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃに貯留されている希釈液だ
けで洗浄動作を行うことが可能である。また、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃから希釈液が使
用された場合には、試薬容器ＥＰＫ－Ｖから希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃに希釈液が供給さ
れ、希釈液チャンバＥＰＫ－Ｃが満杯の状態が維持される。したがって、本実施の形態に
おいては、シャットダウン動作の実行指示が与えられたときに、希釈液チャンバＥＰＫ－
Ｃが希釈液で満杯であれば、シャットダウン動作において試薬切れが発生することがない
。つまり、停止処理においてシャットダウン動作での試薬切れが発生するか否かを判定す
る必要がない。
【０１１３】
　本実施の形態に係る検体処理装置のその他の構成は、実施の形態１に係る検体処理装置
の構成と同様であるので、同一の構成要素については同一符号を付し、その説明を省略す
る。
【０１１４】
　次に、本実施の形態に係る検体処理装置の動作について説明する。図１５は、本実施の
形態に係る検体処理装置の停止処理の流れを示すフローチャートである。オペレータは、
検体処理装置１を停止させる場合、表示部５２に表示されている画面中のシャットダウン
ボタンをマウスの左ボタンクリック等の所定の操作により選択することで、情報処理ユニ
ット５にシャットダウンの指示を与える（ステップＳ７０１）。ＣＰＵ５１ａは、かかる
シャットダウンの指示を受け付けるイベントが発生すると、ハードディスク５１ｄから自
動スタートアップの設定情報５４ｃを読み出す（ステップＳ７０２）。またＣＰＵ５１ａ
は、ハードディスク５１ｄから試薬残量情報５４ｂを読み出し、各試薬の残量を取得する
（ステップＳ７０３）。
【０１１５】
　次にＣＰＵ５１ａは、ステップＳ７０２において読み出した設定情報５４ｃを参照し、
自動スタートアップが設定されているか否かを判定する（ステップＳ７０８）。自動スタ
ートアップが設定されている場合には（ステップＳ７０８においてＹＥＳ）、ＣＰＵ５１
ａは、試薬使用量予測処理を実行し（ステップＳ７０９）、その後ステップＳ７１０以降
の処理を実行する。また、自動スタートアップが設定されていない場合には（ステップＳ
７０８においてＮＯ）、測定ユニット２にシャットダウン動作を実行させる（ステップＳ
７１４）。なお、ステップＳ７０８～Ｓ７１５の処理は、実施の形態１において説明した
ステップＳ３０８～Ｓ３１５の処理と同様であるので、その説明を省略する。
【０１１６】
　以上のような構成とすることにより、実施の形態１及び２に係る検体処理装置にあって
は、スタートアップ動作における試薬切れの発生を防止することができる。また、オペレ
ータが第２通知画面にしたがって試薬の交換を行っておくことで、スタートアップ動作の
途中で試薬切れによる動作中断を防止することができ、検体処理装置１の速やかなスター
トアップ動作の完了が可能となり、検体処理を速やかに開始することができる。
【０１１７】
　自動スタートアップ動作を実行している間は、検体処理装置の近くにオペレータがいな
いことが考えられる。このような場合に、スタートアップ動作において試薬切れが発生す
ると、オペレータが検体処理装置の近くに到着するまで試薬交換が行われず、検体処理を
行えない状態のまま長時間放置されることになる。実施の形態１及び２に係る検体処理装
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置にあっては、オペレータが検体処理装置のそばにいるシャットダウン動作の実行指示を
与えた後において、スタートアップ動作における試薬切れが発生すると予測される場合に
、スタートアップ動作における試薬切れについてオペレータに注意を促す。このため、ス
タートアップ動作において試薬切れが予想される場合に、オペレータは事前に試薬交換を
確実に行うことができ、自動スタートアップ動作の途中で試薬切れが発生することが防止
される。
【０１１８】
　また、自動スタートアップ動作を行わないと設定されている場合には、スタートアップ
動作の間、電源投入操作を行ったオペレータが検体処理装置のそばにいると考えられる。
この場合、スタートアップ動作において試薬切れが発生しても、オペレータが即座に試薬
の交換を行うことが可能である。実施の形態１及び２に係る検体処理装置にあっては、自
動スタートアップ動作を行うことが設定されている場合にのみ、次回のスタートアップ動
作における試薬切れが発生するか否かが判定され、自動スタートアップ動作を行わないこ
とが設定されている場合には、次回のスタートアップ動作における試薬切れが発生するか
否かが判定されない。このように、次回のスタートアップ動作において試薬切れが発生す
ると即座に試薬交換を行えない可能性が高い場合にのみ、試薬切れが発生するか否かが判
定されるので、検体処理装置の運用を効率的に行うことが可能となる。
【０１１９】
　また、実施の形態１及び２に係る検体処理装置にあっては、シャットダウンから次回の
スタートアップまで時間が長い程、スタートアップ動作における洗浄動作の時間を長くし
た。シャットダウンから次回のスタートアップまでの時間が長い場合には十分な洗浄を行
うことで、気泡及び汚れ等の付着による測定精度の悪化を抑制することができる。また、
シャットダウンから次回のスタートアップまでの時間が短い場合には簡易な洗浄を行うこ
とで、検体の測定可能な状態になるまでの待ち時間を短縮することができる。また、シャ
ットダウンから次回のスタートアップまでの時間に応じて、洗浄シーケンスである空測定
の実行回数を調節するようにしたため、複数の洗浄動作用の制御プログラムを別々に設け
る必要がなく、プログラムの設計の負担の増大を抑制することが可能である。また、洗浄
シーケンスを空測定としたため、直接的に測定精度に関係する、検体の測定に使用される
流路を確実に洗浄することができる。
【０１２０】
　（その他の実施の形態）
　なお、上述した実施の形態１及び２においては、検体処理装置１を多項目血球分析装置
としたが、これに限定されるものではなく、種々の検体処理装置に本発明を適用すること
ができる。例えば、血液凝固測定装置、免疫分析装置、生化学分析装置、尿分析装置、血
液塗抹標本作製装置のような他の検体処理装置において、シャットダウン動作の実行指示
が与えられたときに、次回のスタートアップ動作において消耗品切れが発生するか否かを
判定する構成とすることができる。また、検体処理装置の種類により、試薬以外の消耗品
について、次回スタートアップ動作における消耗品切れの予測をする構成とすることがで
きる。例えば、血液凝固測定装置及び生化学分析装置では、検体と試薬とが混和された測
定試料を収容する使い捨てのキュベットについて、スタートアップ動作における消耗品切
れを予測する構成とすることができる。また、免疫分析装置では、上記のピペットに加え
、検体を吸引する分注ノズルに装着される使い捨てのピペットチップについて、スタート
アップ動作における消耗品切れを予測する構成とすることができる。また、血液塗抹標本
作製装置では、血液を塗抹するスライドガラスについて、スタートアップ動作における消
耗品切れを予測する構成とすることができる。なお、キュベット及びピペットチップは、
スタートアップ動作中の洗浄動作には使用されないが、スタートアップ動作中のブランク
チェック測定には使用される。
【０１２１】
　また、上述した実施の形態１及び２においては、シャットダウン動作から次回のスター
トアップ動作までの時間に応じて、洗浄動作の長さ（回数）を調節する構成について述べ
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たが、これに限定されるものではない。シャットダウン動作から次回のスタートアップ動
作までの時間に関係なく、スタートアップ動作において常に同一の洗浄動作を実行する構
成としてもよい。この場合、スタートアップ動作では常に同量の試薬が消費されるため、
毎回同一のスタートアップ動作における試薬使用量を使用して、次回スタートアップ動作
における試薬切れを予測する構成とすることができる。また、この場合には、自動スター
トアップをすることが設定されていないときであっても、次回スタートアップ動作におけ
る試薬切れを予測する構成とすることができる。
【０１２２】
　また、上述した実施の形態１及び２においては、自動スタートアップ動作の設定が可能
であり、自動スタートアップ動作が設定されている場合に限り、次回スタートアップ動作
における試薬切れの予測を行う構成について述べたが、これに限定されるものではない。
　自動スタートアップ動作が設定されない場合であっても、次回スタートアップ動作にお
ける試薬切れの予測を行う構成であってもよい。この場合、測定を終えるシャットダウン
時に次回スタートアップ動作における試薬切れの予測が行われるため、オペレータは試薬
交換を次回スタートアップ動作までに行うことも出来るし、次回スタートアップ動作にて
速やかに試薬交換が終了するように試薬交換の準備を予め行うことが出来る。そのため、
オペレータは、検体処理を速やかに開始することができる。
　また、自動スタートアップ動作が必ず行われ（つまり、手動のスタートアップ動作を設
定できない構成とし）、シャットダウン動作の指示を受け付けたときには、必ず次回スタ
ートアップ動作における試薬切れの予測を行う構成としてもよい。また、自動スタートア
ップ動作を行うことが設定されている場合、及び自動スタートアップ動作を行わないこと
が設定されている場合の両方において、シャットダウン動作の指示を受け付けたときには
、次回スタートアップ動作における試薬切れの予測を行う構成としてもよい。ここで、自
動スタートアップ動作を行わないことが設定されている場合においては、スタートアップ
動作における試薬使用量の最大値（実施の形態１及び２と同一のスタートアップ動作であ
れば、パラメータＲＴ＝５）を次回スタートアップ動作の試薬使用量として、次回スター
トアップ動作における試薬切れの予測を行う構成としてもよく、スタートアップ動作にお
ける試薬使用量の最小値（実施の形態１及び２と同一のスタートアップ動作であれば、パ
ラメータＲＴ＝１）を次回スタートアップ動作の試薬使用量として、次回スタートアップ
動作における試薬切れの予測を行う構成としてもよい。
【０１２３】
　また、上述した実施の形態においては、検体処理装置１が１つの測定ユニット２を備え
る構成について述べたが、これに限定されるものではない。２以上の測定ユニットと１つ
の情報処理ユニットとによって検体処理装置が構成されていてもよい。測定ユニットと情
報処理ユニットとが別々に設けられている構成でなくてもよく、測定ユニットに相当する
機能と情報処理ユニットに相当する機能とを１つの筐体内に備える検体処理装置であって
もよい。
【０１２４】
　また、上述した実施の形態においては、測定ユニット２にはＣＰＵ等の演算部を設けず
、情報処理ユニット５のＣＰＵ５１ａによって測定ユニット２の動作制御を行う構成につ
いて述べたが、これに限定されるものではない。測定ユニットにＣＰＵ及びメモリ等から
なる制御部を設け、この制御部によって測定機構の動作制御を行う構成としてもよい。
【０１２５】
　また、上述した実施の形態においては、検体処理装置の停止処理において、測定ユニッ
トも情報処理ユニットも停止状態にしたが、これに限定されるものではない。検体処理装
置の停止処理において、測定ユニットは停止状態にし、情報処理ユニットは停止状態にし
なくてもよい。
【０１２６】
　また、上述した実施の形態においては、測定ユニットの停止状態を測定ユニット２の電
源が切断された状態としたが、これに限定されるものではない。測定ユニットの停止状態
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は、省電力モードで動作し、検体の測定は行わない測定ユニットの休止状態とすることも
できる。この場合、シャットダウンの指示に代えて、測定ユニットを休止状態にするため
の休止動作の開始指示を情報処理ユニットが受け付けたときに、休止動作において消費さ
れる消耗品の使用量、及び、休止状態から測定ユニットを検体測定可能な状態（スタンバ
イ状態）に起動させるための起動動作において消費される消耗品の使用量を決定し、消耗
品の残量と、決定された消耗品の使用量とに基づいて、次回の起動動作において消耗品の
不足が発生するか否かを判断し、消耗品の不足が発生すると判断された場合に、消耗品の
不足が発生することをオペレータに通知する情報を出力する構成とすることもできる。
また、上述した実施の形態においては、情報処理ユニット５の停止状態を、情報処理ユニ
ット５において起動されているコンピュータプログラム５４ａを終了し、オペレーティン
グシステムも終了した状態としたが、これに限定されるものではない。情報処理ユニット
５の停止状態は、コンピュータプログラム５４ａを終了し、オペレーティングシステムは
終了していない状態であってもよい。
【０１２７】
　また、上述した実施の形態においては、情報処理ユニット５の停止状態を、情報処理ユ
ニット５において起動されているコンピュータプログラム５４ａを終了し、オペレーティ
ングシステムも終了した状態としたが、これに限定されるものではない。本実施形態では
、情報処理ユニット５のその時点の作業状態（機能停止の直前の作業状態）を示す情報を
ＲＡＭ５１ｃに記憶した上で、情報処理ユニット５を省電力モードで動作させ、コンピュ
ータプログラム５４ａもオペレーティングシステムも終了していない状態（サスペンド）
であってもよい。情報処理ユニット５のその時点の作業状態を示す情報をハードディスク
５１ｄに記憶した上で、情報処理ユニット５を省電力モードで動作させ、コンピュータプ
ログラム５４ａもオペレーティングシステムも終了していない状態（ハイバネーション）
であってもよい。このように情報処理ユニット５を省電力モードで動作させ、コンピュー
タプログラム５４ａもオペレーティングシステムも終了していない状態を情報処理ユニッ
ト５の休止状態と呼ぶ。情報処理ユニット５は、休止状態からであれば、機能停止の直前
の作業状態に復帰させて動作を再開することが可能である。
【０１２８】
　また、上述した実施の形態においては、単一のコンピュータ５ａによりコンピュータプ
ログラム５４ａの全ての処理を実行する構成について述べたが、これに限定されるもので
はなく、上述したコンピュータプログラム５４ａと同様の処理を、複数の装置（コンピュ
ータ）により分散して実行する分散システムとすることも可能である。
【０１２９】
　また、上述した実施の形態においては、試薬の残量は、あと何回測定可能かを示す測定
回数により表される構成について述べたが、これに限定されるものではない。試薬の残量
として体積を用いてもよい。
【０１３０】
　また、上述した実施の形態においては、試薬切れの予測を試薬残量に基づいて行う例に
ついて述べたが、これに限定されるものではない。試薬切れの予測を試薬交換が行われて
からの試薬の使用回数が所定の回数以上か否かに基づいて行ってもよい。
【０１３１】
　また、上述した実施の形態においては、測定ユニット２のシャットダウン動作において
試薬切れが発生する可能性があることをオペレータに通知するための第１通知画面または
次回スタートアップ動作において試薬切れが発生する可能性があることをオペレータに通
知するための第２通知画面を表示部５２に表示させた場合、試薬交換処理が完了するまで
シャットダウン処理が実行されない構成について述べたがこれに限定されるものではない
。試薬交換が完了しなくてもシャットダウン処理が実行されてもよい。この場合、測定ユ
ニット２のシャットダウン動作では、希釈液による洗浄が行われない。
【０１３２】
　また、上述した実施の形態においては、測定ユニット２の次回スタートアップ動作にお
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いて試薬切れが発生する可能性があることをオペレータに通知するための第２通知画面を
測定ユニット２のシャットダウン動作実行前に表示部５２に表示させる構成について述べ
たがこれに限定されるものではない。第２通知画面を測定ユニット２のシャットダウン動
作実行中に表示部５２に表示させる構成であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　本発明の検体分析装置は、血液検体又は尿検体等の人又は動物から採取された検体を分
析する検体分析装置として有用である。
【符号の説明】
【０１３４】
　１　検体処理装置
　２　第１測定ユニット
　２ａ　測定機構
　２１　検体吸引部
　２２　試料調製部
　２３　検出部
　３　第２測定ユニット
　３ａ　測定機構
　４　検体搬送ユニット
　５　情報処理ユニット
　５ａ　コンピュータ
　５１ａ　ＣＰＵ
　５１ｃ　ＲＡＭ
　５１ｄ　ハードディスク
　５１ｉ　内部時計
　５１ｊ　バス
　５４ａ　コンピュータプログラム
　Ｄ１～Ｄ３　検出器



(24) JP 5805486 B2 2015.11.4

【図１】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】



(25) JP 5805486 B2 2015.11.4

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(26) JP 5805486 B2 2015.11.4

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(27) JP 5805486 B2 2015.11.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  濱田　雄一
            兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５番１号　シスメックス株式会社内

    審査官  長谷　潮

(56)参考文献  特開２００８－１４５１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２１１００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１５１６７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２６４５５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２７５９６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２０９１３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２８６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１６０３９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１６４７６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２９５７６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１０７３９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－３２９３５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１３３４６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　　３５／００－３５／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

