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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試薬パックが１組のウェルを含み、前記ウェルが続いて行われるべき特定のスライド準
備工程のための異なる種類の試薬を収容しているスライド染色装置用の試薬パックであっ
て、続いて行われるべき特定のスライド準備工程を識別する識別票を試薬パックがさらに
含んでいることを特徴とする試薬パック。
【請求項２】
　関連付けられた検体スライドに取り付けるための剥ぎ取り式ステッカーを識別票が含ん
でいる請求項１に記載された試薬パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療実験装置の分野に関する。特に本発明は、組織検体の染色および細胞準備
のための全自動システムを開示する。
【背景技術】
【０００２】
　医療研究所の一般的な機能は、細胞および細胞組織を顕微鏡下で試験することである。
個々の細胞と背景基質（マトリックス）との間、または細胞の個々の部分の間のコントラ
ストの不足は、細胞試験および組織準備を困難にする。このコントラストを改善するため
に、研究員は試験すべき細胞および組織検体に染料を与えている。この染料は細胞内の各
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種の構造部分による吸収が異なり、したがってさまざまな細胞構造部分の間のコントラス
トが改善される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　組織検体の染色は長時間を必要とする処理である。しばしば、多数の異なる染色および
洗浄ステージが要求される。それぞれのステージは特定量の試薬または緩衝剤を必要とし
、特定の長さの時間を使用する。したがって、このような作業を実施するために訓練され
た技術者がしばしば使われる。さらに、病院および研究所は、患者を診断するために非常
に多数の組織検体を染色しなければならない。したがって、自動化された組織染色システ
ムが開発されてきている。この処理を自動化することで、高価につく人的労力が解消され
る。さらに、検体の自動染色は、染色処理時に間違いが生じる可能性を大幅に減少させる
。
【０００４】
　適当な染色処理が継続されることを保証するために、大半の自動染色システムは使用者
が染色工程を注意して入力し、適当な試薬を装填することを必要としている。複雑な手順
は、そのような装置が効果的に作動できるまで、使用者に訓練を要求する。したがって組
織の自動染色装置の操作を簡単化することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　検体スライドを準備する方法および装置が開示される。本発明の方法および装置は、少
なくとも１つの検体スライドおよびそれに関連された試薬パックのための受容器を有する
スライド・トレーを使用する。検体スライドおよび（または）試薬パックは、続いて行わ
れるべき特定のスライド準備工程を明記した識別票を含む。この方法および装置は、特定
のスライド準備工程を決定するために識別票を読み取り、その後その特定のスライド準備
工程に従って検体スライドを準備する。この装置は特定のスライド準備工程で必要とされ
る試薬の幾つかまたは全てを試薬パックから得る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】第１の傾動可能なシンク組立体の断面図を示す。
【図１Ｂ】傾動シンク組立体が右に傾けられた状態の図１Ａの傾動可能なシンク組立体を
示す。
【図１Ｃ】傾動シンク組立体が左に傾けられた状態の図１Ａの傾動可能なシンク組立体を
示す。
【図２Ａ】第２の傾動可能なシンク組立体の実施例の断面図を示す。
【図２Ｂ】傾動シンク組立体が右に傾けられた状態の図２Ａの傾動可能なシンク組立体を
示す。
【図２Ｃ】傾動シンク組立体が左に傾けられた状態の図２Ａの傾動可能なシンク組立体を
示す。
【図３】自動染色装置の内部の流体流通部材の概念的な系統図を示す。
【図４ａ】本発明の自動染色装置用の試薬パックの第１の配列を示す。
【図４ｂ】本発明の自動染色装置用の試薬パックの第２の配列を示す。
【図５ａ】４ウェル型試薬パックまたは本発明の自動染色装置を示す。
【図５ｂ】６ウェル型試薬パックまたは本発明の自動染色装置を示す。
【図５ｃ】８ウェル型試薬パックまたは本発明の自動染色装置を示す。
【図６ａ】バルク・パッケージ型試薬パックの第１の実施例を示す。
【図６ｂ】バルク・パッケージ型試薬パックの第２の実施例を示す。
【図７ａ】４つのスライドを準備するためのスライドおよび試薬パックの組み合わされた
棚の前面図を示す。
【図７ｂ】４つのスライドを準備するためのスライドおよび試薬パックの組み合わされた
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棚の後面図を示す。
【図８Ａ】自動染色装置の全体的な作動の系統図を示す。
【図８Ｂ】自動染色制御プログラムのスライド工程スケジュール・システムの系統図の要
約を示す。
【図９ａ】現行スケジュール・アレー（ＣＳＡ）に新たなスライドを追加することの詳細
を説明する系統図を示す。
【図９ｂ】現行スケジュール・アレー（ＣＳＡ）に新たなスライドを追加することの詳細
を説明する系統図を示す。
【図９ｃ】現行スケジュール・アレー（ＣＳＡ）に新たなスライドを追加することの詳細
を説明する系統図を示す。
【図９ｄ】現行スケジュール・アレー（ＣＳＡ）に新たなスライドを追加することの詳細
を説明する系統図を示す。
【０００７】
　本発明の他の目的、特徴および利点は、図面および以下の詳細な説明から明白となるで
あろう。
【０００８】
　本発明の目的、特徴および利点は以下の詳細な説明に鑑みて当業者に明白となるであろ
う。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　組織検体を自動染色する方法および装置が開示される。以下の説明で、説明を目的とし
て、本発明の完全な理解を得るために特定の専門用語が記載される。しかしながら当業者
には、それらの特定の詳細内容は本発明を実施するために必要でないことが明白となるで
あろう。例えば、本発明は組織検体の染色を引用して説明されるが、同じ技術を他の形式
のスライド準備作業に容易に適用することができる。
【００１０】
　（自動染色ハードウェア）
　本発明は自動化した染色において利点を有する。自動スライド染色装置の例は１９９８
年１１月１７日付けで付与された「組織の自動染色方法および装置」と題する米国特許第
５８３９０９１号の最初の図に見い出せる。その特許の記載内容の全てを本明細書に援用
する。自動染色システムは、ガラススライド上に置かれた組織検体を染色することに使用
される。本発明は幾つかの異なるスライド棚を使用し、各々のスライド棚は１以上のスラ
イドを保持する。一実施例では、６つのスライド棚があり、各々のスライド棚は４つのス
ライドを保持でき、したがってこの自動染色装置は２４の異なるスライドを同時に準備す
ることができる。
【００１１】
　自動染色装置はロボット型配給システムを使用し、このシステムは充填試薬、少量供給
試薬、緩衝液および空気をガラススライドに付与する。ロボット型配給システムはコンピ
ュータ・システムによって制御される。コンピュータ・システムは自動染色制御プログラ
ムを実行し、制御指令を送ってロボット型配給システムを制御する。一実施例では、自動
染色装置のロボット型配給システムはＸ軸機構、Ｙ軸機構、およびＺヘッドを米国特許第
５８３９０９１号に示されるように含んで構成される。Ｚヘッドは、少数の選ばれた充填
試薬および緩衝洗浄液を配給する充填流体配給チューブと、スライドに空気を吹き付ける
空気ブレードと、ガラス・スライド上に置かれる試薬を採り上げるための注射器プローブ
とを有する。
【００１２】
　汚染を防止するために、注射器プローブは異なる試薬が使用される中間において試薬プ
ローブ洗浄ビン内で洗浄される。洗浄ビンは３つのステージで使用される３つの異なる受
容器を有する。第１の穴は、プローブ内部を通して充填洗浄液を下方の第１のドレン受容
器へ推し流すことで、プローブ内部を洗浄することに使用される。第２の受容器は、プロ
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ーブが緊密に制限された第２の受容器の中にある状態で、プローブ内部を通して緩衝洗浄
液を推し流し、緩衝液がプローブの外部へ推し上げられるようにすることで、プローブ外
面を洗浄することに使用される。最後に、プローブは第３の受容器内に配置され、プロー
ブを通して空気が推し流されて緩衝洗浄液を除去する。
【００１３】
　自動染色装置のスライド棚の下方にシンク組立体が配置される。シンク組立体はスライ
ドから滴り落ちた試薬および緩衝清浄液を受け取る。図１Ａは、シンク組立体の第１の実
施例の断面図頂視図である。図１Ａに示されるように、傾動可能なシンク２１０はスライ
ド棚（図示せず）の支持ブラケットの下方に装着される。傾動可能なシンク２１０は傾動
機構２２０を使用して左または右に傾けられる。傾動可能なシンク２１０が図１Ｂに示す
ように右側に傾けられると、スライドからこぼれた全ての廃液は右側のドレン穴２３１か
ら排出され、蛇腹チューブ２４１およびドレン・パイプ２５１を通り、最後に廃棄ライン
＃１（図示せず）へ至る。同様に傾動可能なシンク２１０が図１Ｃに示すように左側に傾
けられると、全ての廃液はドレン穴２３２から排出され、蛇腹チューブ２４２およびドレ
ン・パイプ２５２を通り、最後に廃棄ライン＃２（図示せず）へ至る。図１Ａ～図１Ｃに
示すように、２つの廃棄ラインは同じ位置で適当に装置から出る。
【００１４】
　本発明の傾動可能なシンク・システムにより、本発明は異なる形式の排液を異なる廃棄
ラインへ送ることができ、したがって第１の廃棄ラインは危険のない排液を取り出すため
に使用され、他の廃棄ラインは危険な廃液を取り出すために使用できる。危険のない廃液
ラインは下水パイプへ簡単に連結することができる。危険な廃液ラインは適当に配置され
る危険廃液容器に連結されねばならない。
【００１５】
　図２Ａ～図２Ｃは傾動可能なシンク・システムの代替実施例を示している。図２Ａ～図
２Ｃを参照すれば、ドレン・ラインは真っ直ぐ下方へ延在し、２つの廃棄ラインは別の位
置から出ている。
【００１６】
　（流体流通部材）
　幾つかの他の部材も自動染色装置の内部に配置されている。図３は自動染色装置の流体
流通部材の概念的な系統図である。図３を参照すれば、自動染色装置のＺヘッド組立体に
配置された３つの異なる出口装置は空気または流体をスライドへ配給する。
【００１７】
　第１の出口装置は充填流体配給チューブ３２１である。充填流体配給チューブ３２１は
比較的大量の流体をスライドへ配給することに使用される。充填流体配給チューブ３２１
は緩衝剤供給源３０１から緩衝剤を、または内部の充填試薬供給源３０２，３０３，３０
４から試薬を配給する。配給される特定流体は８路分配バルブ３３１で選ばれる。
【００１８】
　第２の出口装置は試薬配給プローブ３２２である。試薬配給プローブ３２２は注射器ポ
ンプ３４０を使用して特定の試薬を吸入した後、その吸入試薬を特定のスライドに配給す
る。試薬配給プローブ３２２が別の試薬で汚染されることを防止するために、自動染色装
置は試薬配給プローブ３２２を洗浄する。特に、自動染色装置は最初に、３路バルブ３３
２を使用し、試薬配給プローブ３２２を通して緩衝液を推し流すことによって、試薬配給
プローブ３２２をフラッシュ洗浄する。その後、自動染色装置は３路バルブ３３３を使用
し、試薬配給プローブ３２２を通して空気を推し流すことにより、試薬配給プローブ３２
２を乾燥させる。
【００１９】
　第３の出口装置は空気ブレード３２３である。空気ブレード３２３はスライドを乾燥さ
せるため、また余分な試薬を吹き飛ばすために使用される。
【００２０】
　（自動染色装置用の試薬パック）
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　作動を簡単化するために、本発明は非常に簡略化された作動を自動染色システムに導入
する。本発明の自動染色システムを使用するために、使用者は１組のスライドを簡単に加
え、各々のスライドは特定のスライド準備工程で必要とされる試薬を収容している特定の
試薬パックに同行する。試薬パックはさらに、遂行されるべきスライド準備を識別する情
報を含んでいる。
【００２１】
　図４ａは本発明の自動染色システムで使用される試薬パックの第１の実施例を示す。図
４ａに示されるように、試薬パックは試薬を収容する１組のウェル（図４ａでは４０１～
４０６）を備えた容器を含む。容器はカバー４１０を使用して密閉されている。カバー４
１０は遂行すべきスライド準備工程を識別するためにバーコード４１１のような識別マー
クを含むことができる。カバー４１０はウェル４０１～４０６内の試薬を保護および保持
し、さらに必要とされるときに、試薬配給プローブ３２２がそのカバーを刺し通して試薬
にアクセスすることができる。
【００２２】
　カバー４１０は第２のバーコード識別ステッカー４２０をさらに含んでいる。バーコー
ド識別ステッカー４２０は使用されるスライドに直接配置され、これにより自動染色装置
が遂行すべきスライド準備工程を自動的に知ることができる。
【００２３】
　図４ｂは代替実施例の試薬パック４９０を示す。図４ｂの代替実施例では識別票４３１
，４４１はウェル４０１～４０６のラインに平行に配置されている。更に別の実施例（図
示せず）では、傾動シンクは４つのドレン穴を有して形成され、各コーナーに１つの穴が
配置される。このような実施例では、４つの異なる廃棄システムが使用できる。
【００２４】
　本発明の自動染色システムは、全く数の異なる試薬を必要とする多数の異なるスライド
準備工程を扱うことができる。図５ａ、図５ｂおよび図５ｃは異なる工程用の異なる寸法
の試薬パックを示している。図５ａは簡単なスライド準備に使用される簡単な４ウェル型
の試薬パックを示す。図５ａは図４ａの６ウェル型試薬パックを示す。図５ｃは複雑なス
ライド準備工程に使用される８ウェル型試薬パックを示す。
【００２５】
　自動染色装置は表示に多数のスライド準備を遂行するために使用される。各々のスライ
ド準備は試薬パックを必要とする。簡単に購入できるようにするために、試薬パックは大
量パッケージとして購入される。図６ａは１つの可能とされる大量パッケージを示してお
り、幾つかの試薬パックが切取線を有する個々の試薬パックからなる二次元マトリックス
として販売される。図６ｂは他の大量パッケージを示しており、幾つかの試薬パックは個
々の試薬パックが連結されたストリップとして販売される。
【００２６】
　（修正装置のスライド棚）
　本発明の自動染色装置用のスライド棚は、使用が簡単で、最大限の融通性を得られるよ
うに設計されている。図７ａは本発明の自動染色装置に使用できる１つの可能とされるス
ライド棚の前面図を示す。スライド棚７００は４つのスライド位置を有しており、したが
ってスライド棚７００は４つのスライド７１０を保持できる。他のスライド棚の実施例は
４つよりも多数または少数のスライドを保持できる。スライドは標準的な米国または国際
的なスペーサのスライドとされる。スライド棚７００は隣接するスライド位置に関連付け
られる試薬パック７２０を保存するための４つの試薬位置をさらに含む。図７ｂはスライ
ド棚７００の後面図を示す。
【００２７】
　（自動染色装置の制御およびプログラミング）
　これまで説明したように、自動染色装置はコンピュータ・システムによって制御される
。この実施例では、コンピュータ・システムはＰＣＩバスを備えたマザーボードの標準的
パソコン（ＰＣ）を基本とする。このコンピュータ・システムは自動染色装置の作動を制



(6) JP 5444443 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

御するために自動染色装置制御プログラムをランする。
【００２８】
　自動染色装置制御プログラムは、安全、自動スライド工程プログラミング、制御および
ロギングの多数の特性を満たす精巧な制御プログラムである。この自動染色装置制御プロ
グラムを完全に記載するために、本明細書は自動染色装置のサンプル的な使用を通して説
明を進める。
【００２９】
　（使用者による装填）
　自動染色装置を作動させるには、使用者はスライド検体および関連付けされた試薬パッ
クを備えたスライド・トレー（図７ａおよび図７ｂに示されるように）を装填する。一実
施例では、使用者は準備されるべき検体スライドに隣接する試薬パック受容器に適当な試
薬パックをただ配置する。他の実施例では、使用者は準備すべき検体スライドのつや消し
部分に関連付けられた識別票を取り付ける。これは試薬パック４００からバーコード・ス
テッカー４２０を剥ぎ取った後、それをスライドのつや消し部分に取り付けることで行わ
れる。各スライドに遂行すべき工程の特定のラベルを取り付けることで、誤った試薬パッ
クが検体スライドの隣りに不用意に取り付けられることで生じる間違いは生じない。
【００３０】
　（スライド準備工程の識別）
　１以上のスライド・トレーを装填した後、使用者はラベル付けされたスライド・トレー
を自動染色システムに挿入する。その後、使用者は「再始動」入力を操作してスライド準
備を開始するように自動染色システムに指令する。使用者が非常に高い優先順位のスライ
ドを自動染色装置に追加したならば、使用者はこのかわりに「ＳＴＡＴ」入力を押し、新
たなスライドが非常に高い優先順位のものであることを指示する。これにより自動染色シ
ステムは、装填されたスライドおよび試薬パックを最初に試験し、遂行すべきスライド準
備工程を決定するように作動を開始する。特に、この自動染色システムは全ての識別票（
スライドおよび（または）試薬パックに付いている）を読み取った後、遂行すべきスライ
ド準備工程を有する試薬パック上のさまざまな識別票のマップを形成するスライド準備工
程データベースを調べる。
【００３１】
　スライド準備工程データベースはフレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭのような出荷さ
れる媒体で定期的にアップデートされるのであり、これらの媒体は自動染色装置の適当な
ドライブに挿入される。一実施例では、自動染色システムは自動的にデータベース・アッ
プデートを回収するネットワークを使用する。これは電話線にモデムを経て自動染色装置
を連結し、自動染色装置がスライド準備工程データベース・アップデートを得るために特
定電話番号を呼び出すようにすることで遂行される。代替実施例では、自動染色装置はグ
ローバル・インターネットに連結され、自動染色装置が最新のスライド準備工程データベ
ース情報を保存するサーバーに連結される。これらの実施例のいずれにおいても、自動染
色装置は同時にプログラム・アップデートを受け取り、自動染色装置を制御するプログラ
ムが自動的にアップデートされることができる。
【００３２】
　（スライド染色装置の作動）
　使用者が自動染色装置に装填したならば、使用者は染色運転を開始できる。図８Ａは自
動染色装置を作動させる全体的な手順を示す。図８Ａを参照すれば、使用者は段階８０１
でスライド／染料トレーを装填する。その後、使用者は段階８０２で再始動または始動ボ
タンを押して装置を始動させる。その後、段階８０３で遂行しなければならないスライド
工程を決定するために、自動染色装置は全てのスライドを試験する。このシステムはスラ
イド上のバーコード・ステッカー４０２を隣接する試薬パックのカバー４１０上のバーコ
ード４１１と比較し、適当な試薬パックが各スライドの隣に配置されていることを保証す
る。全てのスライドおよび試薬パックを試験した後、システムは開始スケジュールを作成
する。自動染色装置が染色スケジュールを作成する詳細は以下に与えられている。
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【００３３】
　染色スケジュールを計算した後、自動染色装置はその作成された染色スケジュールに従
ってスライドの処理を開始する。システムは段階８０５の状態の１つが検出されるまで（
またはエラーが起こるまで）、染色作動を継続する。特に、段階８０５は、染色運転が完
全に終わったか、染色運転が部分的に終わったか、または使用者が休止ボタンを押したか
を決定する。
【００３４】
　染色運転が部分的に終わったならば、システムは段階８０７へ進み、使用者は完了した
スライド（単数または複数）の情報を与えられる。使用者はそれらのスライドを取り出し
て試験できることを望む。
【００３５】
　使用者が休止ボタンを押したならば、システムは一時的に作動を停止する。これにより
使用者は段階８０１で追加のスライド・トレーを装填することができる。システムは休止
状態を保持し、使用者が再始動または始動ボタンを押すまで待機する。使用者が段階８０
２で再始動または始動ボタンを押したならば、システムは段階８０３へ進み、新たな染色
スケジュールを作成する。その後システムは新たな染色スケジュールを使用して、段階８
０４でスライド染色を再開する。
【００３６】
　段階８０５へ戻ってこれを参照すれば、システムが染色運転を完全に終えた後、システ
ムは運転を停止する。図８Ａに示されるように、休止ボタンおよび再始動／始動ボタンを
使用するだけで、使用者は継続的に完了したスライド・トレーを取り出し、また新たなス
ライド・トレーを継続的に追加することができる。したがって、染色装置は１日中に亘っ
て連続運転することができる。
【００３７】
　（スライド準備のスケジュール）
　遂行する必要のあるスライド準備工程が識別されたならば、自動染色装置の制御プログ
ラムは望まれるスライド工程を遂行するために最も効率の良い配給パターンの計算に進む
。
【００３８】
　図８Ｂは自動染色装置の制御プログラムが如何にして最も効率の良い配給パターンを計
算するかの要約を示す。図８Ｂを参照すれば、段階８１０で自動染色装置の制御プログラ
ムはまず運転が既に進行しているかどうかを決定する。運転が既に進行しているならば、
自動染色装置の制御プログラムは段階８１５にて現行スライドをスケジュール・テーブル
に追加する。このスケジュール・テーブルは自動染色装置の制御プログラムをプログラミ
ングするのに使用される。
【００３９】
　次に、段階８２０で、自動染色装置の制御プログラムは何れかの新たなスライドが追加
されていないか、または何れかの既存のスライドが取り出されていないかを決定するため
に、全てのスライド位置をｚヘッド組立体で走査する。未だ工程の出力していないスライ
ドが取り出されていたならば、自動染色装置は使用者にエラーを通知し、使用者がそのス
ライドを自動染色装置へ戻すことを望むか否かを問う。１以上の新たなスライドが追加さ
れたているならば、図８Ｂの段階８２０に示されているように自動染色装置の制御プログ
ラムはそれらのスライドを現行スケジュール・テーブルに追加する。使用者が新たなスラ
イドを「ＳＴＡＴ」として指示したならば、それらのアラタに追加されたスライドは最高
の優先順位を与えられる。
【００４０】
　自動染色装置の制御プログラムが満杯のスケジュール・テーブルに追加された後、自動
染色装置の制御プログラムは段階８３０へ進み、自動プログラミングを開始する。段階８
３０では、自動染色装置の制御プログラムはまずスライドを特定の順序にする。一実施例
では、自動染色装置の制御プログラムは次の順にスライドの順番を定める。



(8) JP 5444443 B2 2014.3.19

10

20

30

40

　　　　　１．最高の優先順位のスライド（例えばＳＴＡＴスライド）
　　　　　２．最長の培養時間
　　　　　３．番号順
【００４１】
　その後、システムは良く定められた方法を使用してスライドの再順番付けを進める。図
８Ｂはスライドの１つの可能な番号付けの方法を示す。最初に、段階８３０の順番の最初
のスライドが現行スケジュール・アレー（ＣＡＳ）を定める。このＣＡＳはアラタに提案
されたスライド順番を定める。段階８４５で、この方法はスケジュール・テーブルから次
の未スケジュールのスライドを選ぶ。その後、そのスライドを段階８５０に示されるよう
にＣＡＳに入れる。段階８６０で、この方法は、ＣＡＳの現行ステージにそのスライドが
適合したかどうかを決定する。ＣＡＳの現行ステージにスライドが「適合」したかどうか
を決定する方法は、図９ａ～図９ｄに完全に定義されている。スライドが適合していない
のであれば、この方法は、制御プログラムが残存する全ての未スケジュールのスライドを
現行ステージに適合させる試みを行ったかどうかを決定するために段階８７０へ進む。自
動染色装置の制御プログラムが現行スケジュールに入れるように試みなかった未スケジュ
ールのスライドがあるならば、この方法は異なる工程で未スケジュールのスライドを選ぶ
ために段階８７３へ進む。その後、自動染色装置の制御プログラムは段階８５へ戻り、そ
のスライドを現行ステージに追加することを試みる。
【００４２】
　段階８７０で、自動染色装置の制御プログラムがいずれの未スケジュールのスライドを
現行スケジュールに適合させることができなければ、自動染色装置の制御プログラムは段
階８７９に示されるように現行スケジュール・アレー（ＣＡＳ）の次のステージに移動す
る。その後自動染色装置の制御プログラムは段階８４５へ戻り、スライドを新たなステー
ジへ配置することを開始する。
【００４３】
　段階８６０に戻って参照すれば、各々の新たなスライドがＣＡＳに追加された後、自動
染色装置の制御プログラムは段階８８０で示されるように全てのスライドがスケジュール
されたどうかを決定する。全てのスライドがスケジュールされているならば、自動染色装
置の制御プログラムは現行の最良時間よりも速いスライド処理スケジュールが作成された
かどうかを決定する。自動染色装置の制御プログラムがそれまでの最良時間よりも速いス
ライド処理スケジュールが作成されたと決定したならば、段階８８３にて自動染色装置の
制御プログラムはその新たに作成されたスケジュールを最良スケジュールとして保存する
。段階８９０で、自動染色装置の制御プログラムは全ての可能なスライド順番が試みられ
たかどうかを決定する。試みられていなければ、自動染色装置の制御プログラムは段階８
９５へ進み、そこで自動染色装置の制御プログラムはスライド順番を変更するが、指示さ
れたスライドの優先順位は保持する。その後、自動染色装置の制御プログラムは段階８４
０へ進み、新たなスライド・スケジュールを試験する。段階８９０で、自動染色装置の制
御プログラムが全ての可能なスライド順番を試みたと決定したならば（スライドの優先順
位は保持する）、自動染色装置の制御プログラムは最良スケジュールに戻る。
【００４４】
　前述は組織および細胞の自動準備染色を行う方法および装置を記載した。本発明の範囲
から逸脱せずに当業者によって本発明の部材の材料および配列に変更および改良を加える
ことができると考えられる。
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