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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定部によって血液検体中の血球を測定し、その測定結果の分析処理を行う検体分析装
置であって、
　外部からの入力を受け付ける入力部と、
　検体分析装置の操作用画面を表示可能な表示部と、
　前記操作用画面のうちアイコン表示画面領域にアイコンの表示を行うとともに、検体分
析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示を前記アイコン表
示画面領域とは別の機能画面領域に行う表示制御手段と、を備え、
　アイコンとして、前記機能画面を表示させるための複数の第１アイコンと、前記機能画
面に対する操作を行う複数の第２アイコンと、が含まれ、
　複数の前記第１アイコンは、複数の前記機能画面にそれぞれ対応付けられて、選択され
ることで対応する前記機能画面を表示するよう構成され、
　さらに、複数の前記第１アイコンには、それぞれ対応する複数の第２アイコン群が関連
付けられており、各第２アイコン群は、対応する前記第１アイコンによって表示された前
記機能画面に対する操作を行うための複数の前記第２アイコンから構成され、
　前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、前記第１アイ
コンを表示するための第１アイコン表示領域及び前記第２アイコンを表示するための第２
アイコン表示領域を備え、
　前記表示制御手段は、以下の（ａ）（ｂ）及び（ｃ）の機能を有する検体分析装置。
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（ａ）複数の第１アイコンを、前記第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示
する；
（ｂ）前記第１アイコン表示領域に表示した前記第１アイコンの選択がなされると、選択
された前記第１アイコンに対応する前記機能画面を前記機能画面領域に表示する；
（ｃ）選択された前記第１アイコンに対応する前記第２アイコン群に含まれる複数の前記
第２アイコンを、前記第２アイコン表示領域に、前記第１アイコン表示領域に表示された
複数の前記第１アイコンと一列に並べて表示する；
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記第１アイコン表示領域に固定的に表示した前記第１アイコン
が選択されると、前記第１アイコン表示領域に固定的に表示されていない前記第１アイコ
ンを前記第２アイコン表示領域に表示するよう構成されている請求項１記載の検体分析装
置。
【請求項３】
　前記第１アイコン表示領域の第１アイコン選択によって、前記第２アイコン表示領域に
表示される他の前記第１アイコンは、当該第１アイコン選択によって表示される前記機能
画面に関連した他の前記機能画面を表示するためのものである請求項２記載の検体分析装
置。
【請求項４】
　前記第１アイコンとして、前記測定部によって測定すべき内容を登録するための測定登
録画面を表示させるための測定登録画面アイコンと、血液検体の測定結果の一覧を示すサ
ンプルエクスプローラ画面を表示させるためのサンプルエクスプローラ画面アイコンとを
含み、
　前記測定登録画面アイコンに関連付けられた前記第２アイコン群と、前記サンプルエク
スプローラ画面アイコンに関連付けられた前記第２アイコン群は、それぞれ、前記機能画
面に表示されている情報を出力させるための出力アイコンを含み、
　前記出力アイコンは、前記測定登録画面アイコンが選択されている場合と前記サンプル
エクスプローラ画面アイコンが選択されている場合とで、前記第２アイコン表示領域にお
いて同じ位置に表示される、請求項１～３のいずれか一項に記載の検体分析装置。
【請求項５】
　前記アイコン表示画面領域は、前記機能画面領域の上方に位置する請求項１～４のいず
れかに記載の検体分析装置。
【請求項６】
　前記機能画面領域に対する前記アイコン表示画面領域の位置を変更可能である請求項１
～６のいずれかに記載の検体分析装置。
【請求項７】
　前記第１アイコン表示領域は、前記アイコン表示画面領域の左側に配置され、前記第２
アイコン表示領域は、前記第１アイコン表示領域の右側に配置されている請求項１～６の
いずれかに記載の検体分析装置。
【請求項８】
　前記入力部は、複数のキーを有するキーボードを備え、
　当該キーボードの所定のキーに対する入力操作は、前記アイコン表示画面領域に表示さ
れたアイコンの選択動作として対応付けられており、
　前記アイコン表示画面領域に表示されたアイコンは、キー操作によって選択されていな
いときは非選択状態を示す非選択表示で表示され、キー操作によって選択されているとき
には選択状態を示す選択表示で表示される請求項１～７のいずれかに記載の検体分析装置
。
【請求項９】
　前記アイコンとしては、１又は複数の第３アイコンを含み、当該第３アイコンには、ユ
ーザと前記測定部との間での対話を行うための対話用画面が対応付けられており、
　前記表示制御手段は、前記第３アイコンを前記第１アイコン表示領域に固定的に表示す
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るとともに、前記第１アイコン表示領域に表示された前記第３アイコンが選択されると対
応する前記対話用画面を、前記機能画面領域とは別の対話用画面領域に表示する請求項１
～８のいずれかに記載の検体分析装置。
【請求項１０】
　前記機能画面は、検体の測定に関連する機能画面と、精度管理物質の測定に関連する機
能画面とを有し、
　前記対話用画面には、検体の測定を開始するための検体測定開始指示画面と、精度管理
物質の測定を開始するための精度管理物質測定開始指示画面とを含み、
　前記検体測定開始指示画面及び精度管理物質測定開始指示画面は、共通の前記第３アイ
コンに対応付けられており、
　前記表示制御手段は、前記機能画面領域に検体の測定に関連する前記機能画面が表示さ
れているときに共通の前記第３アイコンが選択されると、前記対話用画面領域に前記検体
測定開始指示画面を表示し、
　前記機能画面領域に精度管理物質の測定に関連する前記機能画面が表示されているとき
に共通の前記第３アイコンが選択されると、前記対話用画面領域に前記精度管理物質測定
開始指示画面を表示するよう構成されている請求項９記載の検体分析装置。
【請求項１１】
　血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を出力可能な測定装置から、測定結果を
受け取り当該測定結果に基づく検体の分析処理等の処理を行うとともに、操作用画面を表
示部に表示させるための検体分析用の処理コンピュータであって、
　前記操作用画面には、アイコン表示画面領域と、アイコン表示画面領域とは別の機能表
示画面領域とを含み、
　前記アイコン表示画面領域にアイコンの表示を行うとともに、検体分析装置の有する複
数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示を機能画面領域に行う表示制御手段
を備え、
　アイコンとして、前記機能画面を表示させるための複数の第１アイコンと、前記機能画
面に対する操作を行う複数の第２アイコンと、が含まれ、
　複数の前記第１アイコンは、複数の前記機能画面にそれぞれ対応付けられて、選択され
ることで対応する前記機能画面を表示するよう構成され、
　さらに、複数の前記第１アイコンには、それぞれ対応する複数の第２アイコン群が関連
付けられており、各第２アイコン群は、対応する前記第１アイコンによって表示された前
記機能画面に対する操作を行うための複数の前記第２アイコンから構成され、
　前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、前記第１アイ
コンを表示するための第１アイコン表示領域及び前記第２アイコンを表示するための第２
アイコン表示領域を備え、
　前記表示制御手段は、以下の（ａ）（ｂ）及び（ｃ）の機能を有する検体分析用の処理
コンピュータ。
（ａ）複数の第１アイコンを、前記第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示
する；
（ｂ）前記第１アイコン表示領域に表示した前記第１アイコンの選択がなされると、選択
された前記第１アイコンに対応する前記機能画面を前記機能画面領域に表示する；
（ｃ）選択された前記第１アイコンに対応する前記第２アイコン群に含まれる複数の前記
第２アイコンを、前記第２アイコン表示領域に、前記第１アイコン表示領域に表示された
複数の前記第１アイコンと一列に並べて表示する；
【請求項１２】
　血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を分析処理する検体分析装置における操
作用画面の表示方法であって、
　前記操作用画面は、アイコンを表示する領域であるアイコン表示画面領域と、前記アイ
コン表示画面領域とは別の画面領域であって、検体分析装置の有する複数の機能に対応し
て設けられた複数の機能画面の表示を行う機能画面領域とを備えており、
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　前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、第１アイコン
を表示するための第１アイコン表示領域及び第２アイコンを表示するための第２アイコン
表示領域を備え、
　前記表示方法は、
　検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の前記機能画面の表示を呼
び出すための複数の前記第１アイコンを、前記操作用画面中の前記アイコン表示画面領域
の前記第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示するステップと、
　前記操作用画面中に固定的に表示された前記第１アイコンが選択されると、選択された
前記第１アイコンに対応する前記機能画面を、前記機能画面領域に表示するとともに、選
択された前記第１アイコンに対応する前記機能画面に対する操作を行う複数の前記第２ア
イコンを、前記第２アイコン表示領域に、前記第１アイコン表示領域に表示された複数の
前記第１アイコンと一列に並べて表示するステップと、
　を含む検体分析装置における操作用画面の表示方法。
【請求項１３】
　血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を出力可能な測定装置から、測定結果を
受け取り当該測定結果に基づく検体の分析処理等の処理を行うとともに、操作用画面を表
示装置に表示させるための検体分析装置用の処理コンピュータのためのコンピュータプロ
グラムであって、
　前記操作用画面は、アイコンを表示する領域であるアイコン表示画面領域と、前記アイ
コン表示画面領域とは別の画面領域であって、検体分析装置の有する複数の機能に対応し
て設けられた複数の機能画面の表示を行う機能画面領域とを備えており、
　前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、第１アイコン
を表示するための第１アイコン表示領域及び第２アイコンを表示するための第２アイコン
表示領域を備え、
　前記処理コンピュータに、以下の各ステップ（Ａ）（Ｂ）を実行させるためのコンピュ
ータプログラム。
（Ａ）検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の前記機能画面の表示
を呼び出すための複数の前記第１アイコンを、前記操作用画面中の前記アイコン表示画面
領域の前記第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示するステップ；
（Ｂ）前記操作用画面中に固定的に表示された前記第１アイコンが選択されると、選択さ
れた前記第１アイコンに対応する前記機能画面を、前記機能画面領域に表示するとともに
、選択された前記第１アイコンに対応する前記機能画面に対する操作を行う複数の前記第
２アイコンを、前記第２アイコン表示領域に、前記第１アイコン表示領域に表示された複
数の前記第１アイコンと一列に並べて表示するステップ；
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体分析装置、検体分析用処理コンピュータ、検体分析装置における操作用
画面の表示方法、及び検体分析装置用処理コンピュータのためのコンピュータプログラム
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　検体分析装置としては、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、粒子分析装置等が存在する。
　ここで、特許文献１には、検体分析装置の一例として、血液等の生体試料を分析するた
めの生体試料分析装置が開示されている。
　この生体試料分析装置の表示画面では、基本操作アイコンが表示画面中の第一表示区画
（ツールバー）内に表示され、機能選択アイコンが表示画面中の第二表示区画（ツールバ
ーの下の領域）に表示される。
【０００３】
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　基本操作アイコンは、分析を開始するためのアイコンなど装置を動作させる上で特によ
く使用するコマンドに対応するアイコンである。
　第一表示区画は、基本操作アイコンを表示するための専用の区画であり、原則として他
のウィンドウ画面により上書きされることはなく、第１表示区画内に表示されている基本
操作アイコンは、常時画面上で固定的に表示されることになる。
【０００４】
　基本操作アイコンの一部には、第二表示区画内に機能選択アイコンを表示するためのア
イコンが含まれており、このアイコンを選択した際に機能選択ウィンドウが第二表示区画
に表示させ、この機能選択ウィンドウに機能選択アイコンが表示される。
　これにより、使用頻度の高いコマンドに対応する基本操作アイコンは、固定的に第１表
示区画に表示され、これらのコマンドを簡便に実行することができる。
【特許文献１】特開２００３－２３２７９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　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、粒子分析装置等の
検体分析装置は、高機能であるため多くの画面を有する。例えば、画面としては、分析結
果一覧表示、分析結果詳細表示画面、精度管理結果表示画面、測定条件設定画面がある。
　多くの画面が設けられているため、検体分析装置の表示部では、これらの画面を呼び出
して表示するための多くのアイコンが必要となる。しかも、これらのアイコンに加えて、
各画面で操作（例えば、測定条件の設定入力、分析結果の修正・削除、分析結果のバリデ
ート等）を行うためのアイコンも必要となる。
　したがって、全体として、非常に多くのアイコンが必要になる。
【０００６】
　ところが、特許文献１の生体試料分析装置では、基本操作アイコンが第１表示区画（ツ
ールバー）に固定的に表示され、この基本操作アイコンの一部には機能選択アイコンを表
示するためのアイコンが含まれているため、分析結果画面や測定条件設定画面等のような
分析装置にとって重要な画面（ウィンドウ）を呼び出すためのアイコンを配置するための
スペースが少ない。
【０００７】
　また、第一表示区画に表示される基本操作アイコンは、表示画面によっては機能させる
必要がない場合があり、このような場合には不要なアイコンが淡色（グレー）表示（非強
調表示）されて操作を受け付けないようになっているが、このような不要なアイコンも固
定的に表示するため、限られた表示スペースが無駄となっていた。
　したがって、必要なコマンドに対応するアイコンを第一表示区画（ツールバー）に表示
することができず、かかるコマンドを実行するために多くの手間を要する場合があった。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、使用頻度の高いコマンドに
対応付けられたアイコンを当該コマンドが必要となる画面に効率的に表示し、従来に比し
てより一層操作を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
［検体分析装置］
　発明は、測定部によって血液検体中の血球を測定し、その測定結果の分析処理を行う検
体分析装置であって、外部からの入力を受け付ける入力部と、検体分析装置の操作用画面
を表示可能な表示部と、操作用画面のうちアイコン表示画面領域にアイコンの表示を行う
とともに、検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示
をアイコン表示画面領域とは別の機能画面領域に行う表示制御手段と、を備え、アイコン
として、機能画面を表示させるための複数の第１アイコンと、機能画面に対する操作を行
う複数の第２アイコンと、が含まれ、複数の第１アイコンは、複数の機能画面にそれぞれ
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対応付けられて、選択されることで対応する機能画面を表示するよう構成され、さらに、
複数の第１アイコンには、それぞれ対応する複数の第２アイコン群が関連付けられており
、各第２アイコン群は、対応する第１アイコンによって表示された機能画面に対する操作
を行うための複数の第２アイコンから構成され、アイコン表示画面領域は、アイコンを一
列に表示する領域であって、第１アイコンを表示するための第１アイコン表示領域及び第
２アイコンを表示するための第２アイコン表示領域を備え、表示制御手段は、以下の（ａ
）（ｂ）及び（ｃ）の機能を有する検体分析装置である。
（ａ）複数の第１アイコンを、第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示する
；
（ｂ）第１アイコン表示領域に表示した第１アイコンの選択がなされると、選択された第
１アイコンに対応する機能画面を機能画面領域に表示する；
（ｃ）選択された第１アイコンに対応する第２アイコン群に含まれる複数の第２アイコン
を、第２アイコン表示領域に、第１アイコン表示領域に表示された複数の第１アイコンと
一列に並べて表示する；
【００１０】
　上記構成によれば、第１アイコンが第１アイコン表示領域に固定的に表示されるため、
第１アイコンに対応付けられた機能画面を容易に表示させることができるとともに、表示
された機能画面における操作に使用される第２アイコンが第２アイコン表示領域に効率的
に表示されるため、必要な機能を簡便に実行することができ、操作性が向上する。
【００１１】
　前記表示制御手段は、前記第１アイコン表示領域に、複数の前記第１アイコンの一部を
表示し、当該第１アイコン表示領域に固定的に表示した第１アイコンが選択されると、前
記第１アイコン表示領域に固定的に表示されていない他の第１アイコンのうち少なくとも
１個を前記第２アイコン表示領域に表示するよう構成されているのが好ましい。
　上記構成を採用することで、第１アイコン表示領域に固定的に表示できなかった第１ア
イコンを、表示スペースを増大させることなくアイコン表示領域に表示することが可能と
なる。
【００１２】
　第１アイコン表示領域の第１アイコン選択によって、第２アイコン表示領域に表示され
る他の第１アイコンは、当該第１アイコン選択によって表示される機能画面（例えば、精
度管理の測定結果一覧画面）に関連した他の機能画面（例えば、精度管理の測定結果の詳
細画面）を表示するためのものであるのが好ましい。一の機能画面（例えば、精度管理の
測定結果一覧画面）と関連性の高い他の機能画面（例えば、精度管理の測定結果の詳細画
面）は、当該一の機能画面から呼び出す頻度が高い画面といえるから、そのような他の機
能画面を表示する第１アイコンを第２アイコン表示領域に表示することで、操作性が一層
向上する。
【００１３】
　前記アイコン表示画面領域は、前記機能画面領域の上方に位置するのが好ましい。
　また、前記機能画面領域に対する前記アイコン表示画面領域の位置を変更可能であるの
が好ましい。位置変更可能とすることで、ユーザが自由にアイコン表示領域の位置を設定
できるので、ユーザが使いやすい画面レイアウトが得られ、操作性が向上する。
 
【００１４】
　前記第１アイコン表示領域は、前記アイコン表示画面領域の左側に配置され、前記第２
アイコン表示領域は、前記第１アイコン表示領域の右側に配置されているのが好ましい。
　一般的なウィンドウシステムにおけるウィンドウ内のレイアウトは、基本的なアイコン
やメニューほど左側に配置するようになっている（例えば、ファイル操作に関するメニュ
ーは、メニューバーの左側に配置される）。したがって、上記構成とすることで、一般的
なウィンドウシステムにおける慣例に準じたレイアウトとなり、直感的に操作しやすくな
る。
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【００１５】
　前記入力部は、複数のキーを有するキーボードを備え、当該キーボードの所定のキーに
対する入力操作は、前記アイコン表示画面領域に表示されたアイコンの選択動作として対
応付けられており、前記アイコン表示画面領域に表示されたアイコンは、キー操作によっ
て選択されていないときは非選択状態を示す非選択表示で表示され、キー操作によって選
択されているときには選択状態を示す選択表示で表示されるのが好ましい。
上記構成によれば、キー操作に応じてアイコンの表示が切り替わるため、ユーザはどのア
イコンが選択されたかを一目で把握でき、操作性が一層向上する。
 
【００１７】
　前記アイコンとしては、１又は複数の第３アイコンを含み、当該第３アイコンには、ユ
ーザと前記測定部との間での対話を行うための対話用画面が対応付けられており、前記表
示制御手段は、第３アイコンの一部又は全部を前記第１アイコン表示領域に固定的に表示
するとともに、第１アイコン表示領域に表示された第３アイコンが選択されると対応する
対話用画面を、前記機能画面領域とは別の対話用画面領域に表示するのが好ましい。
　上記構成によれば、第１アイコン表示領域の第３アイコンによって機能画面とは別に対
話用画面を表示できるため、ユーザと測定部との間用のユーザインタフェースが確保され
、操作性が向上する。
【００１８】
　前記機能画面は、検体の測定に関連する機能画面と、精度管理物質の測定に関連する機
能画面とを有し、前記対話用画面には、検体の測定を開始するための検体測定開始指示画
面と、精度管理物質の測定を開始するための精度管理物質測定開始指示画面とを含み、前
記検体測定開始指示画面及び精度管理物質測定開始指示画面は、共通の第３アイコンに対
応付けられており、前記表示制御手段は、機能画面領域に検体の測定に関連する機能画面
が表示されているときに前記共通の第３アイコンが選択されると、対話用画面領域に検体
測定開始指示画面を表示し、機能画面領域に精度管理物質の測定に関連する機能画面が表
示されているときに前記共通の第３アイコンが選択されると、対話用画面領域に精度管理
物質測定開始指示画面を表示するよう構成されているのが好ましい。
【００１９】
　上記構成によれば、共通の第３アイコンを選択するだけで、そのときに表示されている
機能画面の種類によって、表示される対話用画面が区別して表示されるため、操作が容易
となる。
【００２０】
［処理コンピュータ］
　他の観点からみた本発明は、血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を出力可能
な測定装置から、測定結果を受け取り当該測定結果に基づく検体の分析処理等の処理を行
うとともに、操作用画面を表示部に表示させるための検体分析用の処理コンピュータであ
って、操作用画面には、アイコン表示画面領域と、アイコン表示画面領域とは別の機能表
示画面領域とを含み、アイコン表示画面領域にアイコンの表示を行うとともに、検体分析
装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示を機能画面領域に行
う表示制御手段を備え、アイコンとして、機能画面を表示させるための複数の第１アイコ
ンと、機能画面に対する操作を行う複数の第２アイコンと、が含まれ、複数の第１アイコ
ンは、複数の機能画面にそれぞれ対応付けられて、選択されることで対応する機能画面を
表示するよう構成され、さらに、複数の第１アイコンには、それぞれ対応する複数の第２
アイコン群が関連付けられており、各第２アイコン群は、対応する第１アイコンによって
表示された機能画面に対する操作を行うための複数の第２アイコンから構成され、アイコ
ン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、第１アイコンを表示するた
めの第１アイコン表示領域及び第２アイコンを表示するための第２アイコン表示領域を備
え、表示制御手段は、以下の（ａ）（ｂ）及び（ｃ）の機能を有する検体分析用の処理コ
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ンピュータである。
（ａ）複数の第１アイコンを、第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示する
；
（ｂ）第１アイコン表示領域に表示した第１アイコンの選択がなされると、選択された第
１アイコンに対応する機能画面を機能画面領域に表示する；
（ｃ）選択された第１アイコンに対応する第２アイコン群に含まれる複数の第２アイコン
を、第２アイコン表示領域に、第１アイコン表示領域に表示された複数の第１アイコンと
一列に並べて表示する；
【００２１】
［表示方法］
　他の観点からみた本発明は、血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を分析処理
する検体分析装置における操作用画面の表示方法であって、前記操作用画面は、アイコン
を表示する領域であるアイコン表示画面領域と、前記アイコン表示画面領域とは別の画面
領域であって、検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の
表示を行う機能画面領域とを備えており、前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列
に表示する領域であって、第１アイコンを表示するための第１アイコン表示領域及び第２
アイコンを表示するための第２アイコン表示領域を備え、
　前記表示方法は、検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画
面の表示を呼び出すための複数の第１アイコンを、操作用画面中のアイコン表示画面領域
の第１アイコン表示領域に、一列に並べて固定的に表示するステップと、操作用画面中に
固定的に表示された第１アイコンが選択されると、選択された第１アイコンに対応する機
能画面を、機能画面領域に表示するとともに、選択された第１アイコンに対応する機能画
面に対する操作を行う複数の第２アイコンを、第２アイコン表示領域に、第１アイコン表
示領域に表示された複数の前記第１アイコンと一列に並べて表示するステップと、を含む
ものである。
【００２２】
［コンピュータプログラム］
　他の観点からみた本発明は、血液検体中の血球の測定を行ってその測定結果を出力可能
な測定装置から、測定結果を受け取り当該測定結果に基づく検体の分析処理等の処理を行
うとともに、操作用画面を表示装置に表示させるための検体分析装置用の処理コンピュー
タのためのコンピュータプログラムであって、前記操作用画面は、アイコンを表示する領
域であるアイコン表示画面領域と、前記アイコン表示画面領域とは別の画面領域であって
、検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示を行う機
能画面領域とを備えており、
　前記アイコン表示画面領域は、アイコンを一列に表示する領域であって、第１アイコン
を表示するための第１アイコン表示領域及び第２アイコンを表示するための第２アイコン
表示領域を備え、処理コンピュータに、以下の各ステップ（Ａ）（Ｂ）を実行させるため
のコンピュータプログラム。
（Ａ）検体分析装置の有する複数の機能に対応して設けられた複数の機能画面の表示を呼
び出すための複数の第１アイコンを、操作用画面中のアイコン表示画面領域の第１アイコ
ン領域に、一列に並べて固定的に表示するステップ；
（Ｂ）操作用画面中に固定的に表示された第１アイコンが選択されると、選択された第１
アイコンに対応する機能画面を、機能画面領域に表示するとともに、選択された第１アイ
コンに対応する機能画面に対する操作を行う複数の第２アイコンを、第２アイコン表示領
域に、第１アイコン表示領域に表示された複数の前記第１アイコンと一列に並べて表示す
るステップ；
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、第１アイコンが第１アイコン表示領域に固定的に表示され、第１アイ
コンに対応付けられた機能画面を容易に表示させることができるとともに、第２アイコン
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が第２アイコン表示領域に効率的に表示されるため、必要な機能を省スペースで、簡便に
実行することができ、操作性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面に基づき説明する。
　図１は、検体分析装置の一例としての多項目自動血球分析装置を示している。
　この多項目自動血球分析装置１は、検体である血液の測定を行い、その測定結果の分析
を行うものであり、血液中の血球を実際に測定する測定部１０と、装置全体の制御を行う
システム制御部（処理コンピュータ；分析部）５０とから構成される。
【００２５】
　測定部１０は、電気抵抗式および半導体レーザを使用したフローサイトメータ方式によ
り、血液試料の血球計数項目（ＣＢＣ）、白血球分類項目（ＤＩＦＦ）、および網状赤血
球項目（ＲＥＴ）の測定を行う。ＣＢＣ項目は、赤血球数（ＲＢＣ）、白血球数（ＷＢＣ
）、血小板数（ＰＬＴ）、ヘモグロビン量（ＨＧＢ）、ヘマトクリット値（ＨＣＴ）等を
含む。
　また、測定部１０とシステム制御部５０とは通信回線４０を介していわゆる通信プロト
コルの一種であるＴＣＰ／ＩＰ方式にて相互にデータ送信可能に接続されている。
【００２６】
［測定部の構成］
　図２は、多項目自動血球分析装置１の測定部１０の構成を示す図である。本装置では、
図４に示すような検体ラック２に収納された色々な形状の検体容器３に採取された血液の
分析を行うことができる。
　検体ラック２にはバーコード４が貼付してあり、このバーコード４には血液に関する情
報や検体容器に関する情報等必要な情報が符号化情報として記録されている。
【００２７】
　図２示すように測定部１０は、検体ラック２を所定位置に自動的にセットするためのサ
ンプラ１２、検体ラック２に貼付されたバーコード４を読取るバーコードリーダ１４、検
体ラック２から検体容器３を取り出す検体取り出し部１６、取り出された検体容器３から
検体（血液）を自動的に吸引する自動吸引部１８、（特殊な検査を行う場合等の目的で自
動吸引部を用いないで）手動でセットされた検体容器３から検体を吸引する手動吸引部２
０、複数の試薬を収納する試薬収納部２２、試薬収納部２２に収納されている試薬から検
査に必要な試薬を取り出す定量ポンプ部２４、血球計数項目、白血球分類項目、及び網状
赤血球項目の測定を行う検出部２６、検出部２６に必要量の試薬及び検体を定量して送り
込むサンプリングバルブ２８、測定後の試薬及び検体を一時的に蓄えて排出するための排
液処理部３０、バルブ等圧力気体が必要な各部に圧力を供給する空圧源３２、これらの各
部（それぞれの機能を区別しないとき各部はコンポ－ネントと呼ばれる）に設けられ、そ
の動作状況をモニターする各部のセンサ（センサ１２Ｓ～センサ３２Ｓ）、各部のセンサ
からの情報が集約されるとともに測定部１０内の各部を動作制御するための測定部制御装
置３４、さらには、測定部制御装置３４をシステム制御部５０にＴＣＰ／ＩＰ接続するた
めのインターフェース部３６とから構成されている。また、各部にトラブルが生じた際に
測定部制御装置３４を介して信号を受け取ってアラーム音を発したり、後述するシステム
制御部において入力が適切でないと判断された際にアラーム音（エラー音ともいう）を発
したりするためのアラームブザー３８を備える。
【００２８】
　したがって測定部１０は、上述したような各部（コンポーネント）が互いに連携しあっ
て測定に必要な動作が実行できるように組立てられている。
　また、測定部１０は、測定結果その他の情報をシステム制御部５０に送信したり、動作
指令その他の情報をシステム制御部５０から受信することができる。
　なお、各部（コンポーネント）を接続する電気配線、試薬、検体等の流路、圧力を供給
する圧力チューブについては、図示を省略する。
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【００２９】
［システム制御部（処理コンピュータ）の構成］
　図３は、多項目自動血球分析装置１のシステム制御部（処理コンピュータ）５０の構成
を示す図である。このシステム制御部５０は、制御本体部５２と表示部（表示装置）５４
とを主に備え、測定部から受け取った測定結果の分析処理、多項目自動血球分析装置１全
体の操作画面を表示部５４に表示させる処理、及びその他の処理を行う。
【００３０】
　制御本体部５２は、ＣＰＵ５６、ＲＯＭ５８、及びＲＡＭ６０を搭載するメインボード
６２、ＣＤＲＯＭドライブ６４、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ６６、ハード
ディスクドライブ６８を含む。また、制御本体部５２は、入力部としてキーボード７０、
マウス７２を備えている。さらに、制御本体部５２は、測定部１０とＴＣＰ／ＩＰ接続す
るためのインターフェース７４を備えている。
【００３１】
　この制御本体部５２は、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００（マイクロソフト社製Ｗｉｎｄｏｗｓ
は商標）をＯＳとして搭載する市販のパーソナルコンピュータを用いることができる。
　表示部５４には、１７インチＴＦＴカラー液晶表示ディバイスが用いられるが、これに
限られずＣＲＴの表示装置を用いてもよい。また、表示部５４には入力機能を具備するタ
ッチスクリーンを用いてもよい。
【００３２】
　表示部５４には、多項目自動血球分析装置１に各種動作制御を実行させるための命令を
入力するための各種アイコンの表示を含む操作画面が表示される。このアイコンに対して
マウス７２によるクリック動作を行うことにより入力が可能になる。例えばアイコンを指
定することによりユーザは動作モードの選択ができ、また、ユーザによる選択に基づいて
、インターフェース部７４を介して、測定部１０に動作命令を出力することができる。ま
た、インターフェース部７４を介して測定部１０から送信された分析信号、装置の動作状
態信号等を受け取り、検体の分析結果および装置の動作状態をこの表示部５４に表示する
ことができるようになっている。
【００３３】
　上記の動作制御、すなわち、表示部５４への各種アイコンの表示、ユーザによる動作モ
ードの選択、動作命令の出力、測定部から送られてくる分析信号、装置の動作状態信号等
の受信、分析結果の表示、等の一連の動作制御は、ＨＤＤ（ハードディスク）６８内にイ
ンストールされた制御プログラムにより実行される。この制御プログラムは、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓ２０００上で動作するアプリケーションプログラムであり、あらかじめＨＤＤ６８に
インストールされていてもよいし、また、ＣＤ－ＲＯＭの形態で配布されたものを、ユー
ザもしくはサービスマンによってインストールされるものであってもよい。
【００３４】
　制御プログラムを、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００上で動作するアプリケーションプログラム
とすることにより、システム制御部５０を構成するパーソナルコンピュータのハードウェ
アは、汎用のコンピュータを用いることができるようになり、ユーザ側で準備することが
できるようになっている。また、ユーザ側でインストールができるようにすることにより
、制御プログラムの改訂作業を簡単に行うことができるようになっている。
【００３５】
　前記制御プログラムによってシステム制御部５０は、図５に示すように、測定部１０～
の測定結果を受け取って、当該測定結果に基づく分析処理を含む様々な処理を行う処理部
５０ａと、分析装置１の操作画面の表示制御を行う表示制御部（表示制御手段）５０ｂと
して機能する。
【００３６】
［操作画面の構成］
　図６は、表示部５４において表示される分析装置１の操作画面の基本構成を示している
。
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　操作画面としては、分析装置における各種機能に対応した機能画面の領域を含む基本ウ
ィンドウＷ１と、測定部１０との対話用画面の領域（ダイアログボックス）Ｗ２とが表示
可能となっている。
　基本ウィンドウＷ１は、上部から順に、タイトルバーＷ１１、メニューバーＷ１２、ツ
ールバー（アイコン表示領域）Ｗ１３、ビュー（機能画面領域）Ｗ１４、ステータスバー
Ｗ１５を備えている。タイトルバーＷ１１は、当該ウィンドウの名称等を表示するもので
ある。メニューバーＷ１２には、基本ウィンドウＷ１における基本操作メニューとなる「
ファイル」「編集」等の項目が並んでいる。
【００３７】
　ツールバーＷ１３には、所定の機能を実行するためのツールバーボタン（アイコン）Ｂ
１～Ｂ１７が配置される。
　ビューＷ１４は、分析装置１における各種機能に対応する複数の機能画面を切替表示す
るための領域である。
　前記ツールバーＷ１３の左側８個のボタンＢ１～Ｂ８は、ビューＷ１４にどのような機
能画面が表示されても共通して表示されるものであり、これらのボタンＢ１～Ｂ８が配置
されている領域は、第１アイコン表示領域（共通アイコン表示領域）Ａ１とされている。
　また、残りの右側９個のボタンＢ９～Ｂ１７は、ビューＷ１４に表示される機能画面ご
とに入れ替わって表示されるものであり、これらのボタンＢ９～Ｂ１７が配置されている
領域は、第２アイコン表示領域（切替アイコン表示領域；第２アイコン用領域）Ａ２とさ
れている。
【００３８】
　図６において、Ｆ１～Ｆ１２と表示されている左側１２個のボタンＢ１～Ｂ１２は、キ
ーボード７０のファンクションキーＦ１～Ｆ１２に対応付けられており、これらのボタン
Ｂ１～Ｂ１２は、マウス７２での選択操作（クリック）の他、キーボード７０の対応する
ファンクションキーの押下操作によっても選択することができる。なお、ボタンＢ１３～
Ｂ１７は、マウス７２での選択操作だけで選択可能であるが、ボタンＢ１～Ｂ１２と同様
にキーボード７０のキー操作によっても選択可能としてもよい。
【００３９】
　前記第１アイコン表示領域（共通アイコン表示領域）Ａ１は、さらに、ダイアログ用ア
イコン（第３アイコン）Ｂ１～Ｂ３が属するダイアログ用アイコン領域（第３アイコン用
領域）領域Ａ１－１と、機能画面用アイコン（第１アイコン）Ｂ４～Ｂ８が属する機能画
面用アイコン領域（第１アイコン用領域）Ａ１－２とに分かれる。
【００４０】
　第１アイコン表示領域Ａ１における各ボタンＢ１～Ｂ８の機能を下記表１に示す。
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【表１】

【００４１】
　表１に示すように、ダイアログ用アイコン領域Ａ１－１に配置されているダイアログ用
アイコン（第３アイコン）Ｂ１～Ｂ３としては、「ヘルプ」アイコンＢ１、「マニュアル
（測定）」アイコンＢ２、「サンプラ（測定）」アイコンＢ３とが設けられている。これ
らダイアログアイコンＢ１～Ｂ３及びこれらのアイコンＢ１～Ｂ３によって表示されるダ
イアログボックス（対話用画面）Ｗ２の詳細については、後述する。
【００４２】
　同じく表１に示すように、機能画面用アイコン領域Ａ１－２に配置されている機能画面
用アイコン（第１アイコン）Ｂ４～Ｂ８としては、「メニュー」アイコンＢ４、「ＱＣフ
ァイル」アイコンＢ５、「測定登録」アイコンＢ６、「エクスプローラ」アイコンＢ７、
「ブラウザ」アイコンＢ８とが設けられている。
【００４３】
［アイコンの種類］
　続いて、分析装置１の操作画面で表示されるアイコン（既に説明したアイコン（ボタン
）を含む）の種類について説明する。
　本実施形態の分析装置１では、操作画面で用いられるアイコンとして、第１アイコン、
第２アイコン、第３アイコン、第４アイコンが設けられており、これらのアイコンがシス
テム制御部５０のメモリに記憶されており、表示制御部５０ｂによって適宜表示される。
【００４４】
［第１アイコン］
　第１アイコンは、分析装置１の各種機能に対応して設けられた機能画面を呼び出して基
本ウィンドウＷ１のビュー（機能画面領域）Ｗ１４に表示させるためのものである。
【００４５】
　第１アイコンが選択されることによって呼び出される機能画面としては、下記表２及び
表３に示すように、操作メニューを表示する「メニュー」画面、精度管理（Ｑｕａｌｉｔ
ｙＣｏｎｔｒｏｌ）のデータ一覧を示す「ＱＣファイル」画面、精度管理の結果を示す「
ＱＣチャート」画面、測定部によって測定すべき内容を登録する「測定登録」画面、検体
の測定結果一覧を示す「サンプルエクスプローラ」画面、検体の測定結果の詳細を示す「
データブラウザ」画面、測定部１０における試薬の交換履歴を示す「試薬交換履歴」画面
、操作履歴を示す「操作履歴」画面、測定・分析対象の患者を登録する「患者登録」画面
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、医師を登録する「医師登録」画面、病棟を登録する「病棟登録」画面、測定・分析結果
の印刷レイアウトを設定する「ＧＰ（ＧｒａｐｈｉｃＰｒｉｎｔｅｒ）カスタマイズ」画
面、校正履歴を表示する「校正履歴」画面、事前チェックリストを表示する「ＰｒｅＣｈ
ｅｃｋＬｉｓｔ」画面、エラー履歴を表示する「エラー履歴」画面があり、各機能画面に
対応した第１アイコンがそれぞれ関連付けられている。
【００４６】
【表２】

【００４７】
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【表３】

【００４８】
［第２アイコン］
　第２アイコンは、第１アイコンによって呼び出し表示された機能画面に対する操作を実
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行するためのものである。上記表３に示すように、第２アイコンは、操作対象の機能画面
（第１アイコン）ごとに関連付けられた第２アイコン群としてグループ化されている。
【００４９】
　例えば、「メニュー」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては、メニ
ュー画面のデザインを調節する「デザイン」アイコン、及びメニュー画面中のアイコンを
整列させる「整列」アイコンが設けられている（図７の第２アイコン表示領域Ａ２も参照
）。
【００５０】
　また、「ＱＣファイル」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては、精
度管理物質を入力するための「入力」アイコン、一覧中の選択を上方移動させる「上」ア
イコン、一覧中の選択を下方移動させる「下」アイコン、一覧を最新順に並べ替える「最
新順」アイコン、選択表示されている精度管理物質を一覧から削除する「削除」アイコン
、が設けられている（図８の第２アイコン表示領域Ａ２も参照）。
【００５１】
　なお、表３において、「ＱＣファイル」画面に関連付けられたアイコン群に含まれる「
ＱＣチャート」アイコンは、「ＱＣファイル」画面中で一覧表示されている精度管理物質
のうち選択表示されている精度管理物質のＱＣチャート画面を表示するためのものであり
、機能画面である「ＱＣチャート画面」を表示させるという点で第１アイコンである。
　このように、第２アイコン表示領域Ａ２に表示されるアイコンには、第２アイコンだけ
でなく第１アイコンも含まれている。この理由については、後述の図８の「ＱＣファイル
」画面の説明の際に述べる。
【００５２】
　「ＱＣチャート」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては、精度管理
物質を入力するための「入力」アイコン、ＱＣチャート中にバイアル線を付加する「バイ
アル」アイコン、ＱＣチャートを重ね合わせ表示する「重ね合わせ」アイコン、ＱＣチャ
ートを出力する「出力」アイコン、選択を上方移動させる「上」アイコン、選択を下方移
動させる「下」アイコン、一覧を並べ替える「並べ替え」アイコン、精度管理処理を行っ
た担当者の勤務シフトでフィルタリングして表示を行う「シフト」アイコン、削除を行う
「削除」アイコン、が設けられている（図９の第２アイコン表示領域Ａ２も参照）。
【００５３】
　「測定登録」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては、測定内容を登
録するための「登録」アイコン、登録内容を修正するための「修正」アイコン、登録内容
を他の装置（ホストコンピュータ等）からネットワークを介してダウンロードするための
「ダウンロード」アイコン、登録内容を他の装置（プリンタ、ホストコンピュータ等）へ
出力するための「出力」アイコン、一覧中の選択を上方移動させる「上」アイコン、一覧
中の選択を下方移動させる「下」アイコン、一覧を並べ替える「並べ替え」アイコン、登
録のステータスが未測定であるものをフィルタリングして表示を行う「未測定」アイコン
、登録内容を削除する「削除」アイコン、が設けられている（図１０の第２アイコン表示
領域Ａ２も参照）。
【００５４】
　「サンプルエクスプローラ」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては
、測定結果の一覧の表示形式を切り替える「表示切替」アイコン、一覧表示の修正を行う
「修正」アイコン、バリデートを行う「バリデート」アイコン、一覧を他の装置（プリン
タ、ホストコンピュータ等）へ出力するための「出力」アイコン、一覧中の選択を上方移
動させる「上」アイコン、一覧中の選択を下方移動させる「下」アイコン、一覧を並べ替
える「並べ替え」アイコン、最新の２０個の測定結果をフィルタリングして表示する「最
新２０」アイコン、測定結果を削除する「削除」アイコン、が設けられている（図１１の
第２アイコン表示領域Ａ２も参照）。
【００５５】
　「データブラウザ」画面用の第２アイコン群を構成する第２アイコンとしては、バリデ
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ートを行う「バリデート」アイコン、測定結果の詳細を他の装置（プリンタ、ホストコン
ピュータ等）へ出力するための「出力」アイコン、選択を上方移動させる「上」アイコン
、選択を下方移動させる「下」アイコン、最新の２０個の測定結果をフィルタリングして
表示する「最新２０」アイコン、測定結果を削除する「削除」アイコン、が設けられてい
る（図１２の第２アイコン表示領域Ａ２も参照）。
【００５６】
　以下同様に、「試薬交換履歴」画面、「操作履歴」画面、「患者登録」画面、「医師登
録画面」、「病棟登録」画面、「ＧＰカスタマイズ」画面、「校正履歴」画面、「Ｐｒｅ
ＣｈｅｃｋＬｉｓｔ」画面、「エラー履歴」画面についても、表３に示すような第２アイ
コン群が設けられている。
【００５７】
［第３アイコン］
　第３アイコンは、ユーザがシステム制御部（処理コンピュータ）５０を介して、測定部
１０との間で対話を行うためのダイアログボックス（対話用画面）Ｗ２を表示するための
ものである。ダイアログボックスにより、システム制御部５０が、測定部１０とユーザと
の間のインターフェースとなって、システム制御部５０－測定部１０間で通信を行い、ユ
ーザの操作でシステム制御部５０が測定部１０へ指令を与えたり、測定部１０からの情報
をシステム制御部５０が取得してユーザに対して表示することができる。
　ここで、第３アイコンは、第１アイコンのように基本ウィンドウＷ１におけるビューＷ
１４に表示される機能画面を切替表示するものではなく、ビューＷ１４は切り替えずに基
本ウィンドウＷ１とは別のウィンドウであるダイアログボックスＷ２を表示する。
【００５８】
　第３アイコンとしては、測定部１０におけるエラー状態を取得して表示するための「測
定部ヘルプ」アイコン、マニュアルモードでの測定開始指示を行う「マニュアル測定」ア
イコン、サンプラモードでの測定開始指示を行う「サンプラ測定」アイコン、測定部１０
の自動洗浄開始指示を行う「自動洗浄」アイコン、測定部１０の試薬交換指示を行う「試
薬交換」アイコン、測定部の電源ＯＦＦ指示を行う「シャットダウン」アイコン、処理コ
ンピュータ（ＩＰＵ）の設定指示を行う「ＩＰＵ設定」アイコンが設けられている。
【００５９】
［第４アイコン］
　第４アイコンとしては、「コントローラ」アイコンが設けられている。この「コントロ
ーラ」アイコンは、第１アイコンのうち、「試薬交換履歴」画面、「操作履歴」画面、「
校正履歴」画面、「ＰｒｅＣｈｅｃｋＬｉｓｔ」画面、「エラー履歴」画面といった履歴
関係の画面を呼び出すアイコンの一覧を表示するための「コントローラ」画面をビューＷ
１４に呼び出し表示させるためのものである。第４アイコンには、第１アイコンと異なり
、第２アイコン群は対応付けられていない。
【００６０】
［基本ウィンドウ表示例］
　図７～図１３は、基本ウィンドウＷ１の表示例を示している。
　図７～図１３に示す基本ウィンドウＷ１は、分析装置１における様々な機能のための画
面を示しており、第１アイコンによって呼び出される複数の機能画面のうちの一部である
。
　図７～図１３に示す画面のツールバーＷ１３の第１アイコン表示領域（共通アイコン表
示領域）Ａ１の表示は、各図で共通しており固定的に表示されていることがわかる。ここ
では、使用頻度が高いアイコンが、第１アイコン表示領域Ａ１に固定されているためアイ
コンの操作効率がよい。
【００６１】
　一方、図７～図１３に示すビュー（機能画面領域）Ｗ１４における表示及びツールバー
Ｗ１３の第２アイコン表示領域（切替アイコン表示領域）Ａ２の表示は、機能ごとに入れ
替わっているため各図で異なっている。このように分析装置１が多機能で多くのアイコン
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を有しているにもかかわらず、１つの機能画面表示時に表示されるアイコンは、必要なも
のだけが表示されており、数が少なく、シンプルなレイアウトとなっている。しかも、ア
イコンの数が少ないので１つのアイコンを大きく表示でき、操作性がよい。
　また、ツールバーＷ１３の左側が固定的に表示され、右側が切替表示される点において
も、操作性が良くなっている。
【００６２】
　図７～図１３において、ボタンＢ１～Ｂ１７は、機能を示す文字と図形を有するものと
して構成されている。ツールバーＷ１３のボタンＢ１～Ｂ１７を選択することで、当該ボ
タンに対応付けられた機能が実行される。なお、ここでのボタン選択による機能の実行に
は、ボタンに対応付けられた複数の機能を選択実行するためのツールポップアップを表示
してからツールポップアップ上で所定の選択を行うことによる機能の実行も含まれる。
【００６３】
　なお、図７～図１３においては、測定部１０にサンプラ１２が装着されておらず、この
状態では、「サンプラ」アイコンＢ２の選択が行えないように淡色表示（グレー表示；非
強調表示）がなされている。
【００６４】
　図７は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「メニュー」アイコンＢ４
が選択されたときのウィンドウＷ１を示しており、このウィンドウＷ１のビューＷ１４に
は、分析装置１の機能の１つである操作メニュー表示機能のための機能画面として「メニ
ュー」画面が表示されている。
【００６５】
　この「メニュー」画面には、分析装置１におけるメニュー表示機能以外の機能を実行す
るための複数のアイコンＩＣ１～ＩＣ１８が設けられている。「メニュー」画面のアイコ
ンＩＣ１～ＩＣ１８のうち、幾つかのアイコンＩＣ１，ＩＣ３，ＩＣ４，ＩＣ５，ＩＣ６
，ＩＣ７，ＩＣ１４は、ツールバーＷ１３の第１アイコン表示領域Ａ１に固定的に表示さ
れているボタン（アイコン）Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ５，Ｂ６，Ｂ７，Ｂ８と同じ機能を実
行するものであり、アイコンのデザインもほぼ共通している。
【００６６】
　換言すると、「メニュー」画面のアイコンＩＣ１～ＩＣ１８のうち、使用頻度の高いア
イコン（通常の分析装置１による測定・分析作業において頻繁に使用されるアイコン）の
ショートカットが、（「メニュー」画面を表示させるアイコンのショートカットとともに
）第１アイコン表示領域Ａ１に表示されている、ということができる。
　したがって、「メニュー」画面を開かなくても、使用頻度の高いアイコンをツールバー
Ｗ１３にて選択でき、操作効率が良い。
【００６７】
　ここで、「メニュー」画面に表示されたアイコンＩＣ１～ＩＣ１８のうち、アイコンＩ
Ｃ１，ＩＣ２，ＩＣ３，ＩＣ４，ＩＣ５，ＩＣ１３，ＩＣ１５，ＩＣ１６，ＩＣ１７，Ｉ
Ｃ１８は第１アイコンであり、アイコンＩＣ６，ＩＣ７，ＩＣ８，ＩＣ９，ＩＣ１１，Ｉ
Ｃ１２，ＩＣ１４は第３アイコンであり、アイコンＩＣ１０は第４アイコンである。
【００６８】
　図８は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「ＱＣファイル」アイコン
Ｂ５が選択されたときのウィンドウＷ１を示しており、このウィンドウＷ１のビューＷ１
４には、分析装置１の機能の１つである精度管理結果一覧表示機能のための機能画面とし
て「ＱＣファイル」画面が表示されている。
　この「ＱＣファイル」画面の左側には、精度管理の結果一覧が表示され、右側には結果
一覧で選択されている精度管理物質の最近の測定結果がレーダチャートで表示されている
。なお、ユーザは、一覧中の他の測定結果をマウスのクリック操作又はキーボードのキー
入力によって選択することにより、選択された測定結果をレーダチャートに表示させるこ
とができる。
【００６９】
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　図８では、切替表示される第２アイコン表示領域Ａ２に、第２アイコンだけでなく、ボ
タンＢ１１として第１アイコンではあるが第１アイコン表示領域Ａ１に表示されていない
「ＱＣチャート」アイコンが表示されている。この「ＱＣチャート」アイコンＢ１１を選
択すると、図９に示すウィンドウＱ１が表示される。このウィンドウＷ１のビューＷ１４
には、分析装置１の機能の１つである精度管理結果の詳細情報表示機能のための機能画面
として「ＱＣチャート」画面が表示されている。
　なお、「ＱＣチャート」画面には、測定項目ごとに精度管理物質の測定結果の時間的変
化等が表示される。
【００７０】
　「ＱＣファイル」画面と「ＱＣチャート」画面は、別個の機能画面であるが、「ＱＣチ
ャート」画面は、「ＱＣファイル」画面の一覧において選択されている精度管理物質の詳
細情報を表示するという点で、図８及び図９の両画面は密接に関連した機能画面である。
　このように一の機能画面（ＱＣファイル画面）に関連した他の機能画面（ＱＣチャート
画面）を呼び出すためのアイコンを、切替表示される第２アイコン表示領域に表示するこ
とで、効率的に他の機能画面を表示することができる。
【００７１】
　図１０は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「測定登録」アイコンＢ
６が選択されたときのウィンドウＷ１を示しており、このウィンドウＷ１のビューＷ１４
には、分析装置１の機能の１つである測定内容登録機能のための機能画面として「測定登
録」画面が表示されている。
　この「測定登録」画面の左側には、測定登録内容の一覧が表示され、右側には一覧で選
択された検体の測定オーダの内容が表示されており、測定が必要とされる測定項目（ＩＴ
ＥＭ）には、「Ｖ」のチェックが表示されている。
【００７２】
　図１１は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「サンプルエクスプロー
ラ」アイコンＢ７が選択されたときのウィンドウＷ１を示しており、このウィンドウＷ１
のビューＷ１４には、分析装置１の機能の１つである検体測定結果一覧表示機能のための
機能画面として「サンプルエクスプローラ」画面が表示されている。
　この「サンプルエクスプローラ」画面の左側には、検体の測定結果の一覧が表示され、
右側には一覧で選択された検体の測定項目ごとの測定結果が表示されている。
【００７３】
　図１２は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「データブラウザ」アイ
コンＢ８が選択されたときのウィンドウＷ１を示しており、このウィンドウＷ１のビュー
Ｗ１４には、分析装置１の機能の１つである検体測定結果詳細表示機能のための機能画面
として「データブラウザ」画面が表示されている。
　この「データブラウザ」画面には、図１１に示す検体測定結果一覧で選択された検体の
測定結果の詳細が、数値表示、スキャッタグラム表示、グラフ表示などで表示されている
。
【００７４】
　図１３は、第１アイコン（機能画面用アイコン）の１つである「試薬交換履歴」アイコ
ンが選択されたときのウィンドウＷ１を示している。この「試薬交換履歴」は、第１アイ
コンであるがツールバーＷ１３には表示されておらず、図７の「メニュー」画面の「コン
トロール」アイコンＩＣ１１を選択することで表示されるコントロール画面中に表示され
るアイコンである。
　このようなアイコンを選択した場合も、ツールバーＷ１３の第１アイコン表示領域Ａ１
に表示された第１アイコンと同様に、ウィンドウＷ１のビューＷ１４には、分析装置１の
機能の１つである試薬交換履歴表示機能のための機能画面として「試薬交換履歴」画面が
表示され、第２アイコン表示領域Ａ２にも、表３に示す「試薬交換履歴」に対応した第２
アイコン群が表示される。
【００７５】
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［第２アイコン表示領域Ａ２におけるアイコンの配置］
　表３及び図７～図１３に示すように、第２アイコン表示領域Ａ２の各ボタンＢ９～Ｂ１
７には、切替表示が行われても、操作を容易にするために、切り替えられる画面間で機能
が同じか又は比較的共通するアイコンは、同じボタンに割り当てられている。
　例えば、「出力」アイコンはボタンＢ１２に、「上」アイコンはボタンＢ１３に、「下
」アイコンはボタンＢ１４に、「削除」アイコンはボタンＢ１７に、すべて割り当てられ
ている。
　また、入力・登録に関するアイコンはボタンＢ９に集められ、修正に関するアイコンは
Ｂ１０に集められ、配列に関するアイコンはＢ１５に集められ、フィルタリングに関する
アイコンはＢ１６に集められている。
　この結果、各機能画面に対応するツールバー表示において、第２アイコン表示領域Ａ２
における有効なボタンの表示は左詰めではなく、間隔をもって設けられている場合がある
。
　このように、それぞれの画面におけるアイコンのレイアウトに統一性を持たせることに
より、複数の画面間でユーザに共通した操作感を提供することができる。
【００７６】
［ツールバーのボタン選択表示］
　既述のように、ツールバーＷ１３のボタンのうち、Ｆ１～Ｆ１２と表示されている左側
１２個のボタンＢ１～Ｂ１２は、複数のキーを有するキーボード７０のファンクションキ
ーＦ１～Ｆ１２に対応付けられており、対応するファンクションキーの押下操作（入力操
作）によっても選択することができる。
　図１４に示すように、ボタンＢ１～Ｂ１２のうち例えばボタンＢ１０をマウスで選択す
るか、対応するファンクションキーＦ１～Ｆ１２を押すことで選択すると、ツールバーＷ
１３の表示においては、選択されたボタン（アイコン）Ｂ１０は、選択されていることを
示す凹み表示（選択表示）となり、選択を解除すると元の表示（非選択表示）に戻る。
　このように、キーボード７０のキーを操作しても、アイコンの表示が変化するようにす
ることで、キーの押し間違いによる誤操作を防止することができる。
【００７７】
［ツールバーのボタン機能概要説明］
　図１５に示すように、ツールバーＢ１３のボタンＢ１～Ｂ１７にマウスポインタを近づ
けると、そのボタンの機能の概要表示Ｄが表示されるため、操作が容易である。
【００７８】
［ポップアップ表示］
　図１６に示すように、ツールバーＷ１３の「出力」アイコンＢ１２を選択すると、出力
先を選択するためのポップアップＰが表示される。このように、単に出力先が異なるだけ
の複数の出力機能のように互いに関連性を有する複数の機能については、１つのボタン（
アイコン）にまとめて、関連する複数の機能をポップアップ表示することで操作が容易と
なる。
【００７９】
［ツールバーのボタンの選択可能／不可表示］
　図１７に示すように、ツールバーのボタンは、表示されていても、選択可能な場合と選
択不可の場合がある。例えば、図１７では、ボタンＢ１～Ｂ３については、測定部１０が
立ち上がっていないため選択不可であることを示すべく、淡色表示（グレー表示）となっ
ている。また、ボタンＢ１４については、一覧の一番下が選択されているため「下」アイ
コンが選択不可であることを示すべく、淡色表示（グレー表示）となっている。
　一方、他のボタンについては、選択可能であることを示すべく強調表示となっており、
選択可能なボタンが人目でわかり、操作性が良好である。
【００８０】
［ツールバーの位置変更］
　ツールバーＷ１３は、基本ウィンドウＷ１の上部以外に、図１８に示すように基本ウィ
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ンドウＷの下部や、左部、右部など任意の位置に位置変更することができる。これにより
、ユーザによって使いやすいレイアウトに変更することができる。位置変更は、例えば、
マウス７２によってツールバーＷ１３を所望に位置までドラッグすることで行える。
【００８１】
［ツールバーのフローティング表示］
　ツールバーＷ１３は、基本ウィンドウＷ１の一部として表示するのではなく、図１９に
示すように、基本ウィンドウＷ１とは別個のウィンドウとして表示されるフローティング
表示によって表示してもよい。これにより、ユーザによって使いやすいレイアウトに変更
することができる。
【００８２】
［ダイアログ用アイコン（第３アイコン）の機能］
　図２０～図２２は、ツールバーＷ１３のダイアログ用アイコン領域Ａ１－１に配置され
たダイアログ用アイコン（第３アイコン）を選択することによって表示されるダイアログ
ボックス（対話用画面）Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３が表示された画面を示している。
【００８３】
　ダイアログボックスＤ１，Ｄ２，Ｄ３は、測定部１０からエラー情報などの情報を受信
したり、測定開始指示等の指示を送信するためのものであり、モーダレス（他のウィンド
ウの操作不可）で表示される。
　また、第１アイコンで呼び出される機能画面（ビューＷ１４）は、ツールバーＷ１３の
第２アイコン表示領域Ａ２の第２アイコンによる操作が行われるものであるのに対し、第
３アイコンで呼び出されるダイアログボックスＤ１，Ｄ２，Ｄ３は、ダイアログボックス
Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３内のボタンＤＢ１～ＤＢ９又はダイアログボックス内のその他の操作用
表示の操作で操作が完結するものである。
　また、ダイアログボックスＤ１，Ｄ２，Ｄ３は、基本ウィンドウＷ１とは別のウィンド
ウ（対話用画面領域）Ｗ２に表示されるため、基本ウィンドウＷ１ではビューＷ１４の表
示が残ったままであり、ダイアログボックスＤ１，Ｄ２，Ｄ３による処理が終了すれば、
直ちにビューＷ１４での操作に戻ることができる。
【００８４】
［測定部ヘルブダイアログ（測定部エラー画面）表示］
　図２０に示す測定部ヘルプダイアログＤ１は、測定部１０において試薬切れ等のエラー
が発生することで、アラームブザー部３８によってアラームが発生し、このとき、ユーザ
がツールバーＢ１３の「測定部ヘルプ」アイコンＢ１を選択することで表示される。
　測定部ヘルプダイアログＤ１では、エラー内容を測定部１０から取得して表示すること
ができる。
【００８５】
［測定開始指示ダイアログ（測定開始指示画面）表示］
　図２１に示す検体のマニュアル測定開始指示ダイアログ（検体測定開始指示画面）Ｄ２
は、ビューＷ１４に検体一覧を表示する「サンプルエクスプローラ」画面（検体の測定に
関連する機能画面）が表示されているときに、「マニュアル測定」アイコンＢ２を選択し
た場合に表示されるものである。
　一方、図２２に示す精度管理物質のマニュアル測定開始指示ダイアログ（精度管理物質
測定開始指示画面）Ｄ３は、ビューＷ１４に精度管理物質一覧を表示する「ＱＣファイル
」画面（精度管理物質の測定に関連する機能画面）が表示されているときに、「マニュア
ル測定」アイコンＢ２を選択した場合に表示されるものである。
【００８６】
　このように、ダイアログＤ１とダイアログＤ２とには、共通の第３アイコンである「マ
ニュアル測定」アイコンＢ２が対応付けられており、いずれのダイアログＤ１，Ｄ２が表
示されるかは、現在のビューＷ１４に表示されている機能画面によって異なるものとなる
。
　このように構成することで、２つ（複数）のダイアログＤ１，Ｄ２に対して、共通のア
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イコンＢ２が有れば足りる。
　しかも、ダイアログＤ１，Ｄ２は、ビューＷ１４に表示されている一覧中で選択されて
いる検体又は精度管理物質についての測定開始指示を行うように構成されているため、ビ
ューＷ１４の一覧上で測定対象を選択し、そのビューＷ１４の表示を切り替えることなく
ダイアログＤ１，Ｄ２で測定開始指示が行え、操作が非常に容易である。
【００８７】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】多項目自動血球分析装置のシステム構成図である。
【図２】測定部のブロック図である。
【図３】システム制御部のブロック図である。
【図４】検体ラック・検体容器の斜視図である。
【図５】プログラムによるシステム制御部の機能ブロック図である。
【図６】操作画面の基本構成図である。
【図７】メニュー画面の表示例である。
【図８】ＱＣファイル画面の表示例である。
【図９】ＱＣチャート画面の表示例である。
【図１０】測定登録画面の表示例である。
【図１１】サンプルエクスプローラ画面の表示例である。
【図１２】データブラウザ画面の表示例である。
【図１３】試薬交換履歴画面の表示例である。
【図１４】ツールバーの表示例である。
【図１５】ツールバーの表示例である。
【図１６】ポップアップ表示の例である。
【図１７】ツールバーの表示例である。
【図１８】ツールバーの配置例である。
【図１９】ツールバーの配置例である。
【図２０】測定部ヘルプダイアログの表示例である。
【図２１】検体のマニュアルモード測定ダイアログの表示例である。
【図２２】精度管理物質のマニュアルモード測定ダイアログの表示例である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　多項目自動血球分析装置（検体分析装置）
１０　測定部（測定装置）
５０　システム制御部（処理コンピュータ；分析部）
５０ａ　分析処理部
５０ｂ　表示制御部（表示制御手段）
５２　制御部本体部
５４　表示部
７０　キーボード（入力部）
７２　マウス（入力部）
Ｗ１　基本ウィンドウ
Ｗ１３　ツールバー（アイコン表示領域）
Ｗ１４　ビュー（機能画面領域）
Ｗ２　ダイアログボックス（対話用画面領域）
Ａ１　第１アイコン表示領域（共通アイコン表示領域）Ａ１－１　ダイアログ用アイコン
領域（第３アイコン用領域）
Ａ１－２　機能画面用アイコン領域（第１アイコン用領域）
Ａ２　第２アイコン表示領域（切替アイコン表示領域；第２アイコン用領域）
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