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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
所定水準より相対湿度を高く保つ高湿度位置を備え、分注プローブに分注チップを装着
後、上記分注チップ内に上記高湿度位置から高湿度の空気を吸引してから試料あるいは試
薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項２】
請求項１記載の分注装置において、分注チップ内に高湿度位置より空気を吸引した後、
上記分注チップ内の空気を上記分注チップ外へ吐出する一連の動作を複数回繰り返すこと
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を特徴とする分注装置。
【請求項３】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
所定水準より相対湿度を高く保つ高湿度位置を備え、分注チップ装着前に分注プローブ
内に上記高湿度位置より空気を吸引し、この空気を上記分注チップ装着後、上記分注チッ
プ内に吐出してから試料あるいは試薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項４】
請求項１〜３のうちのいずれか一項に記載の分注装置において、上記高湿度位置に加湿
器により加湿された空気を供給する機構を備えたことを特徴とする分注装置。
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【請求項５】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
水を入れた容器中の液面上のある高さから上記容器中の空気を分注チップ内あるいは分
注プローブ内に吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項６】
請求項５記載の分注装置において、水を入れた容器の周辺に加熱機構を備え、上記容器
中の水を温水とすることを特徴とする分注装置。
【請求項７】
請求項５記載の分注装置において、上記分注プローブは、上記容器内に下降し、上記水

10

を入れた容器の液面より高い所定位置で停止して、上記容器中の空気を吸引し、上昇して
停止し、上記水を入れた容器には蓋が設けられ、分注プローブが上記容器内に下降する前
に上記蓋を開け、上記分注プローブが上記容器外に上昇した後、上記蓋を閉める機構を備
えることを特徴とする分注装置。
【請求項８】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
一度水中を通した空気を分注チップ内あるいは分注プローブ内に吸引することを特徴と
する分注装置。
【請求項９】
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分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
水あるいは水溶液を洗浄液とする洗浄機構を備え、この洗浄機構の洗浄液の液面上から
空気を分注プローブ内に吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項１０】
請求項１〜３のいずれか一項記載の分注装置において、高湿度位置の相対湿度を８０％
以上に保つことを特徴とする分注装置。
【請求項１１】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
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相対湿度を所定水準より高く保つ高湿度位置を備え、この高湿度位置に置いた分注チッ
プを分注プローブに装着後、試料あるいは試薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項１２】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
分注プローブは吸引吐出力発生機構に接続され、この吸引吐出力発生機構の動作を伝達
する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップ装着前に分注プローブ内部に空気を吸
引し、この吸引した空気を分注チップ装着後、上記分注チップ内に吐出してから試料ある
いは試薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項１３】
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分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
分注プローブは吸引吐出力発生機構に接続され、この吸引吐出力発生機構の動作を伝達
する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップを分注プローブに装着後、上記分注チ
ップ内に上記分注プローブの吸引媒体である水を吐出し、一定時間後、上記水を上記分注
チップ外に排出してから試料あるいは試薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【請求項１４】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
分注プローブは吸引吐出力発生機構に接続され、この吸引吐出力発生機構の動作を伝達
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する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップを分注プローブに装着後、上記分注チ
ップ内に上記分注プローブの吸引媒体である水を吐出し、上記分注チップ内に分離用の空
気を吸引した後、一定時間後に、試料あるいは試薬を吸引することを特徴とする分注装置
。
【請求項１５】
分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して、分
注する分注装置において、
分注チップを分注プローブに装着後、上記分注チップ内に水を吸引し、分離用の空気を
吸引した後、一定時間後に、試料あるいは試薬を吸引することを特徴とする分注装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、分注装置に係り、特に、分注チップを使用した分注に好適な分注装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
自動分析装置では、試薬および試料を容器に分注し、この反応液を測定する。そのため、
試料および試薬を容器に分注する分注装置を備えている。
【０００３】
この分注装置の分注方法としては、ステンレス等で作られた分注プローブを試料あるいは
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試薬に直接接触させて分注し、試料あるいは試薬に接触した部分を洗浄して繰り返し使用
する方法と、分注プローブ先端に分注チップを装着して分注し、１回の分注ごとに分注チ
ップを取りかえる方法とがある。
【０００４】
この分注チップを用いた方法は、試料間、試薬間あるいは試料と試薬の間のキャリーオー
バーを避けることができるため、測定濃度範囲が広い免疫項目の測定などに用いられてい
る。
【０００５】
ところで、分注チップ内に試料又は試薬を一定量だけ吸引した後、容器に吐出すると、分
注チップの内周面に、僅かながらも、試料又は試薬が残ってしまう。分注チップ内に残留
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する試料又は試薬の残量は、分注チップの内周面の表面状態によって変動するが、この内
周面の表面状態は、個々の分注チップによって異なっている。
【０００６】
このため、分注チップに残留する試料又は試薬の残留量も個々の分注チップによって異な
り、試料又は試薬の吐出量を一定とすることができない。
【０００７】
そこで、個々の分注チップの内周面の表面状態を平均化するため、分注チップを試料又は
試薬に浸し、この分注チップにより、試料又は試薬を予備的に吸引・吐出させる方法が、
特開平６−２８９０３２号公報に記載されている。
【０００８】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公報記載の方法では、分注チップにより、試料又は試薬を予備的に吸
引・吐出させているため、必要量以上の試料又は試薬が分注チップ内周面等に付着する。
そして、試料等が吐出される際に、分注チップ内周面に付着した試料等も吐出され、必要
量以上の試料又は試薬が容器に吐出される可能性がある。
【０００９】
分注チップを使用するような分析では、容器に分注された試料及び試薬の撹拌を行う場合
も、キャリオーバーを避ける観点から異なる試料又は試薬間で、同一の撹拌棒等を使用す
る事は困難である。この場合の撹拌の一つの方法として、試料又は試薬を分注した同じチ
ップ内に試料等を再吸引・吐出する方法がある。
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【００１０】
しかし、このような場合に予備的な吸引・吐出を行うと、分注チップ内周面に付着した余
分な試料又は試薬が吐出されてしまう可能性が高い。このため、試料又は試薬を正確な量
で分注することができないという問題がある。
【００１１】
したがって、試料又は試薬の予備的な吸引・吐出を伴うこと無く、正確な量の試料又は試
薬を吸引吐出可能な分注装置であることが望ましい。
【００１２】
そこで、上述したような、試料又は試薬等の予備的な吸引・吐出を伴うこと無く、試料等
を吸引吐出する分注装置について、試料又は試薬の吸引吐出量の誤差となる原因について

10

、以下に検討してみる。
【００１３】
試料等を吸引する以前は、分注チップ内は、空気で満たされているため、試料あるいは試
薬を分注チップ内に吸引し始めてから容器に吐出するまでの間（吸引動作中）に、分注チ
ップ内の試料あるいは試薬の水分の一部は分注チップ内の空気中に蒸発する。
【００１４】
このとき、分注チップ内の空気中の水蒸気圧は上昇し、その分、分注チップ内に吸引され
る試料あるいは試薬の量が減少することになる。通常、分注チップはステンレス製のプロ
ーブ等と比較して、吸引する液体と分注チップまたは分注プローブ内の空気との接触面積
が大きいため、吸引動作中の試料あるいは試薬の蒸発による分注チップ内の空気の水蒸気
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圧の変化が大きい。
【００１５】
また、分注チップ内での試料あるいは試薬の蒸発量は室温と相対湿度とによって変化する
。そのため、分注チップを使用した分注方法では、外気の温度および相対湿度によって分
注される試料あるいは試薬の量が変化する。
【００１６】
したがって、外気の温度及び相対湿度に関係なく、試料又は試薬の分注チップ内の空気の
水蒸気圧が一定となるようにすれば、上記問題は解消される。
【００１７】
本発明の目的は、試料又は試薬の予備的な吸引・吐出を伴うこと無く、正確な量の試料等
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を吸引吐出可能な分注装置を実現することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は次のように構成される。
（１）分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に吐出して
、分注する分注装置において、上記分注チップ内の空気の相対湿度を所定水準より高くし
てから試料あるいは試薬を上記分注チップ内に吸引する。
【００１９】
分注チップ内の空気の相対湿度を所定水準より高くしてから試料あるいは試薬を上記分注
チップ内に吸引すれば、分注チップ内での試料等の蒸発量は、微量又は一定となる。これ
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により、正確な量の試薬等を吸引することができる。
【００２０】
（２）好ましくは、上記（１）において、上記所定水準より相対湿度を高く保つ高湿度位
置を備え、分注プローブに分注チップ装着後、上記分注チップ内に上記高湿度位置から高
湿度の空気を吸引してから試料あるいは試薬を吸引する。
【００２１】
（３）また、好ましくは、上記（２）において、分注チップ内に吸引した試料あるいは試
薬を容器に吐出するときに、分注チップ外に吐出される高湿度の空気の量は、試料あるい
は試薬の吸引に先だって吸引した量より小量である。
【００２２】
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（４）また、好ましくは、上記（２）において、分注チップ内に吸引した試料あるいは試
薬を容器に吐出した後に、試料あるいは試薬を撹拌するために、容器に吐出した試料又は
試薬の分注チップ内への吸引及び吐出を行い、この吸引及び吐出を行う際には、試料又は
試薬の吸引に先だって空気を分注チップ内に吸引し、分注チップ外に吐出される空気の量
は、試料あるいは試薬の吸引に先だって吸引した量より小量である。
【００２３】
（５）また、好ましくは、上記（２）において、分注チップ内に高湿度位置より空気を吸
引した後、上記分注チップ内空気を上記分注チップ外へ吐出する一連の動作を１回あるい
は複数回繰り返す。
【００２４】
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（６）また、好ましくは、上記（５）において、上記一連の動作後、分注チップ内に高湿
度位置より空気を吸引する。
【００２５】
（７）また、好ましくは、上記（１）において、上記所定水準より相対湿度を高く保つ高
湿度位置を備え、分注チップ装着前に分注プローブ内に上記高湿度位置より空気を吸引し
、この空気を上記分注チップ装着後、上記分注チップ内に吐出してから試料あるいは試薬
を吸引する。
【００２６】
（８）また、好ましくは、上記（２）または（７）において、加湿器を備え、この加湿器
により加湿された空気を分注チップ内あるいは分注プローブ内に吸引する。
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【００２７】
（９）また、好ましくは、上記（２）または（７）において、水を入れた容器中の液面上
のある高さから上記容器中の空気を分注チップ内あるいは分注プローブ内に吸引する。
【００２８】
（１０）また、好ましくは、上記（９）において、水を入れた容器の周辺に加熱機構を備
え、上記容器中の水を温水とする。
【００２９】
（１１）また、好ましくは、上記（９）において、水を入れた容器に蓋を設け、分注プロ
ーブが上記容器内に下降する前に上記蓋を開け、上記分注プローブが上記容器外に上昇し
た後、上記蓋を閉める機構を備える。
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【００３０】
（１２）また、好ましくは、上記（２）または（７）において、一度水中を通した空気を
分注チップ内あるいは分注プローブ内に吸引する。
【００３１】
（１３）また、好ましくは、上記（２）または（７）において、水あるいは水溶液を洗浄
液とする洗浄機構の洗浄液液面上のある高さから空気を分注プローブ内に吸引する。
【００３２】
（１４）また、好ましくは、上記（２）または（７）において、高湿度位置の相対湿度を
８０％以上に保つ。
【００３３】
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（１５）また、好ましくは、上記（１）において、上記所定水準より相対湿度を高く保つ
高湿度位置を備え、この高湿度位置に置いた分注チップを分注プローブに装着後、試料あ
るいは試薬を吸引する。
【００３４】
（１６）また、好ましくは、上記（１５）において、上記分注チップを分注プローブに装
着する位置に加湿器を備える。
【００３５】
（１７）また、好ましくは、上記（１５）において、分注チップを保管する保管位置を有
し、この分注チップ保管位置に加湿器を備える。
【００３６】
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（１８）また、好ましくは、上記（１）において、分注プローブにシリンジ等の吸引吐出
力発生機構の動作を伝達する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップ装着前に分注
プローブ内部に外気を吸引し、この空気を分注チップ装着後、上記分注チップ内に吐出し
てから試料あるいは試薬を吸引する。
【００３７】
（１９）また、好ましくは、上記（１）において、分注プローブにシリンジ等の吸引吐出
力発生機構の動作を伝達する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップを分注プロー
ブに装着後、上記分注チップ内に上記分注プローブの吸引媒体である水を吐出し、一定時
間後、上記水を上記分注チップ外に排出してから試料あるいは試薬を吸引する。
【００３８】
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（２０）また、好ましくは、上記（１）において、分注プローブにシリンジ等の吸引吐出
力発生機構の動作を伝達する媒体である吸引媒体に水を使用し、分注チップを分注プロー
ブに装着後、上記分注チップ内に上記分注プローブの吸引媒体である水を吐出し、上記分
注チップ内に分離用の空気を吸引した後、一定時間後に、試料あるいは試薬を吸引する。
【００３９】
（２１）また、好ましくは、上記（１）において、分注チップを分注プローブに装着後、
上記分注チップ内に水を吸引し、分離用の空気を吸引した後、一定時間後に、試料あるい
は試薬を吸引する。
【００４０】
（２２）また、好ましくは、上記（１）において、分注チップを分注プローブに装着後、
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分注する試料あるいは試薬を上記分注チップ内に少量吸引し、分離用の空気を吸引した後
、一定時間後に、試料あるいは試薬の残量を吸引する。
【００４１】
（２３）また、好ましくは、上記（１）において、上記所定水準より相対湿度を高くした
分注チップ内の空気の温度は、分注装置が配置された室の温度である。
【００４２】
（２４）また、好ましくは、上記（５）または（７）において、分注チップ内に吸引した
空気を分注チップ外に吐出するときには、分注チップ外に吐出される空気の量は、分注チ
ップ内に吸引した量より小量である。
【００４３】
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（２５）また、分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に
吐出して、分注する分注装置において、上記分注チップ内の空気を、４℃〜１０℃のうち
の、所定の温度に維持させる冷却手段を備える。
【００４４】
（２６）また、好ましくは、上記（２５）において、上記分注チップ内の空気の相対湿度
を所定水準より高くしてから試料あるいは試薬を上記分注チップ内に吸引する。
【００４５】
（２７）また、分注チップを装着した分注プローブで試料あるいは試薬を吸引し、容器に
吐出して、分注する分注装置において、上記分注プローブ近辺の温度及び湿度を測定する
温度・湿度センサと、上記分注プローブの吸引動作量に対する試料又は試薬の吸引量と、
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上記分注プローブ近辺の温度及び湿度との関係を予め記憶する記憶手段と、上記記憶手段
に記憶された吸引量と温度及び湿度との関係から、上記温度・湿度センサにより測定され
た温度及び湿度に基づいて、試料又は試薬の所定の吸引量を吸引するための上記分注プロ
ーブの吸引動作量を算出し、算出した吸引動作量だけ上記分注プローブを動作させる制御
手段とを備える。
【００４６】
（２８）また、好ましくは、上記（２７）において、上記分注チップ内の空気の相対湿度
を所定水準より高くしてから試料あるいは試薬を上記分注チップ内に吸引する。
【００４７】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。
図１は、本発明の第１の実施形態である分注装置の概略構成図である。
図１において、分注プローブ１は先端に使い捨ての分注チップ２を装着し、試料あるいは
試薬容器１２から試料あるいは試薬を分注チップ２内に吸引する。分注プローブ１は、チ
ューブ３によりシリンジ４、ポンプ３２等の吸引吐出力発生機構と接続され、その内部は
シリンジ４等の動作を伝達する媒体（吸引媒体）３０で満たされている。
【００４８】
ポンプ３２の駆動はモータ等の駆動装置により制御され、シリンジ４を出し入れすること
により、分注チップ２に所定量の試料あるいは試薬を吸引、吐出する。分注プローブ１は
、モータ６および制御部７により分注プローブ上下機構５を制御して上下方向に移動する
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ことができる。また、制御部７は、分注チップ装着位置、試料あるいは試薬吸引位置、吐
出位置、分注チップ廃棄位置の間の分注プローブ１の水平移動も制御する。
【００４９】
分注プローブ１が、試料あるいは試薬を吸引する動作の流れを以下に示す。
分注チップ２を装着した分注プローブ１は、後述する分注チップ２内の空気の相対湿度を
ある水準より高くする手順を行った後、試料あるいは試薬を吸引するために分注プローブ
上下機構５により下降する。
【００５０】
静電容量測定部９は、分注プローブ１と容器収容体３３との間の静電容量を測定し、出力
信号を液面判定部１０に送る。導電性材料からなる分注チップ２の先端が液面に接触する
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と、液面判定部１０は制御部７に液面検出信号を送る。そして、液面判定部１０からの液
面検出信号が、制御部７に受け取られると、制御部７はモータ６を停止させ、分注プロー
ブ１の下降を停止させる。
【００５１】
分注プローブ１の下降動作停止後、シリンジ４の動作により試料あるいは試薬が分注チッ
プ２内に吸引される。分注チップ２内に吸引された試料あるいは試薬は、シリンジ４の動
作により分注チップ２外に吐出される。
【００５２】
本発明の第１の実施形態では、後述するように、試料あるいは試薬を分注チップ２内に吸
引する前に、分注チップ２内の空気の相対湿度をある水準より高くする手段として、ある
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水準より相対湿度を高く保った場所（高湿度位置）を分注装置上に備える。この高湿度位
置の場所は、水を入れた容器８内の液面上とする。
【００５３】
また、水を入れた容器８の周辺に加熱機構を設け、容器８中の水をある温度範囲の温水と
してもよい。容器８は開口部を狭くして内部の相対湿度を高く保つように構成される。ま
た、容器８に蓋を設け、分注プローブ１が容器８内に下降する前に蓋を開け、分注プロー
ブ１が容器８外に上昇した後、蓋を閉める機構を備えることもできる。
【００５４】
また、高湿度位置は、洗浄機構があれば、その洗浄液の液面上としてもよい。ただし、洗
浄液は水または水溶液であることとする。あるいは、一度水中を通した空気を集める（吸
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引する）機構を設けてもよい。または、装置上に加湿器を備え、加湿した空気を分注チッ
プ２又は分注プローブ１内に吸引してもよい。また、高湿度位置の相対湿度は８０％以上
であることが望ましい。
【００５５】
また、分注チップ２内に空気を吸引した後、試料あるいは試薬を吸引する時点での分注チ
ップ２内の空気の温度は室温であることとする。
【００５６】
図１に示した第１の実施形態において、分注プローブ１が試料あるいは試薬を吸引する前
に分注チップ内の空気の相対湿度をある水準より高くするために行う動作の流れを図２に
示す。
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【００５７】
図２において、まず、分注プローブ１は分注チップ２を装着し（ステップ１０１）、高湿
度位置として装置上に備えられた水を入れた容器８上まで移動する（ステップ１０２）。
次に、分注プローブ上下機構５により、分注チップ２の先端が容器８内に下降する。この
下降動作は、液面より高い所定位置に達したときに停止する（ステップ１０３）。
【００５８】
または、試料あるいは試薬を吸引するときと同様に液面を検出して停止した後、所定の高
さだけ上昇して停止する。ここで、分注プローブ１は、シリンジ４の動作により、先端に
装着した分注チップ２内に空気を所定量吸引する（ステップ１０４）。この場合、一度分
注チップ２内に空気を吸引した後、分注チップ２内の空気をチップ２外に吐出する動作を
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複数回繰り返してもよい。
【００５９】
つまり、容器８内への空気の吸引および分注チップ２からの空気の吐出を繰り返した後、
再び容器８内の空気を吸引する。しかし、分注チップ２からの空気の吐出を行った状態で
、分注チップ２内の空気の相対湿度がある水準より高く保たれていれば、吐出後の吸引は
行わなくてもよい。
【００６０】
吸引吐出の動作後、分注プローブ１は上下機構５によりもとの高さまで上昇する（ステッ
プ１０５）。その後、分注プローブ１は試料あるいは試薬吸引位置に移動し、試料あるい
は試薬の吸引を行う。
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【００６１】
ある水準より相対湿度の高い空気は、分注プローブ１が分注チップ２を装着する前に分注
プローブ１内に直接吸引することもできる。この場合は、分注チップ２を装着後、分注プ
ローブ１内に吸引した空気を分注チップ２内に吐出してから試料あるいは試薬の吸引を行
う。
【００６２】
また、分注チップ２装着位置あるいは分注チップ２保管位置に加湿器を設けることなどに
より、分注チップ装着位置３０あるいは分注チップ保管位置の相対湿度をある水準より高
くすることで、分注プローブ１が分注チップ２を装着したときに分注チップ２内の空気の
相対湿度をある水準より高くなるようにしてもよい。
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【００６３】
以上のように、本発明の第１の実施形態によれば、分注チップ２内に所定の水準以上の高
湿度の空気を吸引して、分注チップ２内の空気の相対湿度を所定の水準より以上として、
試料又は試薬を吸引し、吐出するように構成した。
【００６４】
これにより、分注チップ２内での試料等の蒸発量は、微量又は一定となり、正確な量の試
薬等を吸引することができる。また、試料又は試薬の予備的な吸引・吐出を伴うこと無い
ので、必要以上の試料又は試薬が分注チップ２の内周面に付着することが無く、余分な量
の試料又は試薬が容器に吐出されることが無い。
【００６５】
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したがって、試料又は試薬の予備的な吸引・吐出を伴うこと無く正確な量の試料等を吸引
吐出可能な分注装置を実現することができる。
【００６６】
また、分注に使用した分注チップ２により反応液を撹拌することにより、分注チップ２の
内周面の濡れ性の不均一による分注チップ２内に残留する試料又は試薬の量のバラツキを
解消することができ、試料又は試薬の吐出量のバラツキを解消することも可能である。
【００６７】
図３は、本発明の第２の実施形態である分注装置の概略構成図である。この第２の実施形
態は、試料あるいは試薬を分注チップ２内に吸引する前に、分注チップ２内の空気の相対
湿度をある水準より高くする方法が第１の実施形態と異なる。なお、この第２の実施形態
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では、吸引媒体３０として水を使用する。
【００６８】
図３において、分注プローブ１が試料あるいは試薬を吸引するまでの動作の流れを以下に
示す。
分注プローブ内１に吸引媒体３０としての水が満たされているので、分注チップ２の装着
前に、分注プローブ１の流路内に、一度、通常の空気（外気）を所定量吸引すると、流路
の水分で内部に吸引された空気の水蒸気圧は上昇する。
【００６９】
その後、分注チップ２を分注プローブ１装着し、分注プローブ１内の空気を分注チップ２
内に吐出することにより、分注チップ２内の空気の相対湿度をある水準より高くすること
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ができる。あるいは、分注プローブ１に分注チップ２を装着後、分注プローブ１から分注
チップ２内に分注プローブ１の吸引媒体である水を所定量（微量、数マイクロリットル）
だけ吐出する。
【００７０】
その後、この水を分注チップ２外に排出することで、分注チップ２内の空気の相対湿度を
ある水準より高くする。吸引媒体である水は、電磁弁３１を開き、ポンプ３２による圧力
で分注プローブ１から吐出される。
【００７１】
また、分注プローブ１から吐出した水を分注チップ２内に微量だけ残し、分離用の空気を
分注チップ２内に微量吸引し、分注チップ２内の水に接する空気中の水蒸気圧を飽和させ
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るためにある一定時間静置した後、試料あるいは試薬を吸引する。この方法では、分注チ
ップ２内に水を導入してから一定時間おくことで、分注チップ２内の水に接する空気の相
対湿度をある水準より高くすることができる。
【００７２】
吸引媒体として水を使用していなくても、分注チップ２内の空気の相対湿度をある水準よ
り高くするための水を、例えば試薬等と同様に装置上に設置することで、同様の分注方法
をとることができる。
【００７３】
また、試料あるいは試薬を吸引する前に分注チップ２内に水を微量だけ、吸引し、一度上
昇して分離用の空気を分注チップ２内に微量吸引した後、一定時間おいてから試料あるい
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は試薬を吸引する。
【００７４】
試料あるいは試薬の吸引前に分注チップ２内に導入された水は、試料あるいは試薬を容器
に吐出した後、分注チップ２から容器外に排出される。
【００７５】
あるいは、水を吸引することに代えて、分注する試料あるいは試薬を少量（吸引する予定
の量の５％〜５０％）吸引し、分離用の空気を吸引して一定時間（１〜５秒）おいてから
試料あるいは試薬の残量を吸引する。
【００７６】
この第２の実施形態においては、分注チップ２内に残留した水が、試料又は試薬とともに
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、容器に吐出される可能性があるが、分析に関係する物質を含んでいない水の混入に関し
ては、反応液全量に対して混入する水量の変動は微量であるので、分析精度に殆ど影響は
無い。
【００７７】
以上のように、本発明の第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様な効果を得る
ことができる。
【００７８】
図４は、図１及び図３に示した例の分注装置を適用した自動分析装置の全体概略構成図で
ある。
図４において、自動分析装置１１には試料を収容した試料容器１２を複数個設置できる試
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料ディスク１３が設けられている。この試料ディスク１３が回転することにより、試料容
器１２が試料吸引位置１４まで移送される。同様に、試薬１５は試薬ディスク１６上に複
数個設置され、試薬ディスク１６が回転することにより試薬吸引位置１７まで移送される
。
【００７９】
試料および試薬の分注は、分注プローブ１によって行われる。分注プローブ１は、分注す
る毎に、先端に使い捨ての分注チップ２を脱着する。未使用の分注チップ２は、ラック１
８上に保持されている。
【００８０】
分注プローブ１は左右の移動機構１９により、試料吸引位置１４、試薬吸引位置１７、あ
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るいは吐出位置２０、分注チップ廃棄位置２１の上方に移動することができる。
【００８１】
また、この例では、ある水準より相対湿度の高い空気を供給するために、水を入れた容器
８の上方にも分注プローブ１を移動することができる。それぞれの位置では、分注プロー
ブ１の上下移動も可能である。恒温槽２２は、反応容器２３を複数個保持する。反応容器
２３は使い捨てであり、未使用の反応容器２３はラック２４上に保持されている。
【００８２】
反応容器２３及び分注チップ２の移動は、移送機構２５により行われる。反応容器２３中
の反応液は、反応液吸引位置２９からノズル２６により検出ユニット２７内の検出器に導
入され、反応液からの発光が検出される。１サンプルの測定後、検出器内は洗浄され、次
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の測定の準備が行われる。測定後の反応液は廃液タンク２８に集められる。使用済みの分
注チップ２及び反応容器２３は一ヶ所に廃棄される。
【００８３】
また、分注チップ２内の空気温度が低温で安定していれば、分注チップ２内に試料又は試
薬を吸引したときに、これら試料等の蒸発を抑制することができる。このため、図４にお
いて、未使用の分注チップ２が保管されているラック１８が置かれている位置（チップ保
管位置）、チップ装着位置３０、試料吸引位置１４に、それぞれ冷却機構３１、３２、３
３を備え、各位置を４℃〜１０℃のうちの所定の温度に維持し、分注チップ２内の空気の
温度を４℃〜１０℃とする。
【００８４】
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図４に示した自動分析装置においては、試料吸引位置１４を保冷するために、試料ディス
ク１３全体を保冷する。また、試料をラック等で試料吸引位置に搬送するような機構の場
合は、試料吸引位置の他に搬送経路を保冷してもよい。
【００８５】
次に、図４に示す自動分析装置における分注プローブ１の試料あるいは試薬の分注動作の
全体の流れを図５に示す。
図５において、試料を収容した試料容器１２が試料吸引位置１４に移送されると、分注プ
ローブ１は移送機構２５によりチップ装着位置に置かれた使い捨ての分注チップ２を先端
に取り付ける（ステップ１０１）。
【００８６】
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次に、図２に示したように、分注チップ２内の空気の相対湿度をある水準より高くするた
めの手順として容器８内の空気を分注チップ２内に吸引し、もとの高さまで上昇する（ス
テップ１０２からステップ１０５）。
【００８７】
続いて、分注プローブ１は、試料あるいは試薬を分注する。この動作を図６に示す。ここ
では試料を吸引することにする。図６において、容器８内の空気を分注チップ２内に吸引
した後、分注プローブ１は試料吸引位置１４上に移動し（ステップ１０８）、液面を検知
するまで下降する（ステップ１０９）。
【００８８】
下降動作停止後、分注プローブ１は分注プローブ２内に試料を吸引する（ステップ１１０
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）。試料吸引後、分注プローブ１はもとの高さまで上昇し（ステップ１１１）、吐出位置
２０まで移動する（ステップ１１２）。ここで、所定の高さまで下降し（ステップ１１３
）、吐出位置２０に置かれた反応容器２３に試料を吐出する（ステップ１１４）。
【００８９】
この後、もとの高さまで上昇する（ステップ１１５）。そして、図５のステップ１０６に
進み、チップ廃棄位置まで移動して、分注チップ２を廃棄する（ステップ１０７）。
【００９０】
図１に示した第１の実施形態の分注装置を用いた場合の分注正確性を従来の方法での分注
と比較した結果を図７の（ａ）、（ｂ）に示す。本発明の第１の実施形態では、分注チッ
プ２内の空気の相対湿度をある水準より高くする手段として、水を入れた容器８内の液面
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上を高湿度位置として装置上に備え、図２、図５に示したステップ１０１〜１０５の動作
を行って分注した場合の例を示す。
【００９１】
図７の（ａ）は室温３２℃、図７の（ｂ）は室温１８℃での結果であり、各図において、
縦軸が分注正確性、横軸が外気の相対湿度を示す。図７の（ａ）に示されるように、室温
３２℃、湿度２０％から８０％の変化によって、従来、分注正確性が約７％変動していた
状態が、本発明の実施形態を適用することによって分注正確性で１％未満の変動に抑制さ
れた。
【００９２】
また、図７の（ｂ）に示されるように、室温１８℃の場合、湿度２０％から８０％の変化
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によって、従来、分注正確性が約３％変動していた状態が、本発明の実施形態を適用する
ことによって、分注正確性で約１％の変化に抑制された。
【００９３】
一方、室温が１８℃から３２℃、湿度が２０％から８０％の間で変化したとき、従来の方
法では、分注正確性が約８％変動していた状態が、本発明の実施形態を適用することによ
って、約１％の変動に抑制された。
【００９４】
これらの結果に示されるように、この発明の分注装置を適用することによって、室温、相
対湿度の変化に対して分注正確性を向上させることができる。
【００９５】
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なお、上述した本発明の実施形態において、分注プローブ内の吸引媒体が液体である場合
には、試料又は試薬等の吐出時に吸引媒体が分注チップ２内に滴下する恐れがある。
【００９６】
つまり、分注チップ２内に空気を吸引した後、その空気を吐出するときや、分注チップ２
内に空気を吸引した後に、試料又は試薬を吸引し、その試料又は試薬を吐出するとき、さ
らに、分注チップ２内に空気を吸引した後、試料あるいは試薬を分注し、撹拌するために
試料及び試薬の混合液（反応液）を吸引・吐出するときに、吸引媒体が分注チップ２内に
滴下する恐れがある。
【００９７】
この場合には、試料又は試薬の吸引前における空気の吐出量を空気の吸引量より小とする
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ことにより、吸引媒体と吸引した試料等と液面との間に空気（高湿度空気）の層が形成さ
れるため、試料等の吐出時に、試料等が吐出された直後から、吸引媒体の先端部分が分注
チップ２に至るまでに余裕を生じさせることができ、分注チップ２内への吸引媒体の滴下
を回避することができる。
【００９８】
また、試料又は試薬の吐出後の撹拌において、反応液を吸引する前に、さらに、空気を吸
引する。吸引する空気量は、プローブ１内に残っている空気量と合わせて、例えば、吸引
する反応液量の２倍程度とする。
【００９９】
また、高湿度空気を分注チップ２を介してプローブ１内に吸引した後、高湿度位置にて、

50

(12)

JP 3670503 B2 2005.7.13

その分注チップ２をプローブ１からはずし、その分注チップ２外に、分注プローブ１内の
空気を排出してから、再び元の分注チップ２をプローブ１に装着する。これによって、空
気を排出する際の、分注チップ２内への吸引媒体の滴下を回避することができる。
【０１００】
また、上述した高湿度位置は、水を入れた容器８とし、周辺に加熱機構を設けてもよいこ
ととしたが、この場合には、水を入れた容器８に温度センサ又は湿度センサを設け、水温
又は容器８内の湿度を測定し、容器８内の湿度が所定の水準以上となるように、加熱機構
を制御することも可能である。
さらに、温度センサにより室温を測定し、測定した室温に基づいて、加熱機構を制御する
こともできる。
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【０１０１】
また、温度・湿度センサの測定結果により、試薬又は試料の吸引量自体（シリンジ４の動
き）を制御することもできる。つまり、シリンジ４の動作量と試薬又は試料の吸引量との
関係が、温度及び湿度の変化により、どのように変動するかを予め実験等により求め、こ
れを適切な記憶手段に記憶させ、記憶された内容と測定された温度・湿度センサにより測
定された温度及び湿度に基づいて、シリンジ４の動作量を制御部７で制御して、正確な量
を吸引するように構成することもできる。
【０１０２】
また、上述した例においては、分注チップ２内に高湿度空気を導入する手段は、プローブ
１としたが、このプローブ１以外の機構、例えば加湿器により、分注チップ２内に高湿度
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空気を導入することもできる。
【０１０３】
また、分注プローブ１以外の吸引機構で分注チップ２内に高湿度空気を導入しておいてか
ら、分注プローブ１が分注チップ２を装着することもできる。あるいは、分注プローブ１
への分注チップ装着位置に置かれた分注チップ２内に高湿度空気を吐出してもよい。
【０１０４】
さらに、分注プローブ１内に、吸引媒体の流路の他に高湿度空気を吐出する経路を有する
ようにしてもよい。
【０１０５】
また、水あるいは水溶液を洗浄液とする洗浄機構の洗浄液液面上のある高さから空気を分
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注プローブ内に吸引するようにしてもよい。
【０１０６】
また、高湿度位置の相対湿度は、８０％以上であることが好ましい。
【０１０７】
【発明の効果】
本発明によれば、分注チップ内の空気の相対湿度を所定の水準より以上として、試料又は
試薬を吸引し、吐出するように構成したので、試料又は試薬の予備的な吸引・吐出を伴う
こと無く、正確な量の試料等を吸引吐出可能な分注装置を実現することができる。
【０１０８】
つまり、必要以上の試料又は試薬が分注チップの内周面に付着することが無く、余分な量
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の試料又は試薬が容器に吐出されることが無く、正確な量の試料等を吸引吐出することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態である分注装置の概略構成図である。
【図２】図１の実施形態において試料等の吸引前に行う分注プローブの動作を示すフロー
チャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態である分注装置の概略構成図である。
【図４】本発明の分注装置が適用される自動分析装置の概略構成図である。
【図５】自動分析装置における分注プローブが行う試料等の分注動作の全体の流れを示す
フローチャートである。
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【図６】自動分析装置における試料分注の流れを示すフローチャートである。
【図７】本発明の分注装置の分注精度を従来の技術の分注精度と比較して示した図である
。
【符号の説明】
１

分注プローブ

２

分注チップ

３

チューブ

４

シリンジ

５

上下機構

６

モータ

７

制御部

８

高湿度位置としての水の入った容器

９

静電容量測定部

１０

液面判定部

１２

試料容器

３０

吸引媒体

３１

電磁弁

３２

ポンプ

３３

冷却機構

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】
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