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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプルを保持するサンプル保持領域及び該サンプル保持領域内に少なくとも部分的に
配設された少なくとも１つのセンサを有し、当該センサが、サンプル検出位置を画定し、
電極間の導電率又は電気抵抗を測定する少なくとも１つのエッジをもち且つ前記サンプル
検出位置のサンプル有無を検出可能であるサンプル分析装置を使用するサンプル分析方法
であって、
（ａ）サンプルを前記サンプル保持領域に導入するステップと、
（ｂ）該サンプルと試薬を混合し、試薬生成物の形成を開始するステップと、
（ｃ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
無いことが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置するように、前
記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプル
検出位置に移動させるステップと、
（ｄ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
有ることが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置しないように、
前記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプ
ル検出位置の外側に移動させるステップと、
（ｅ）予め決められた時間が経過するまで前記ステップ（ｃ）～（ｄ）を繰り返し、前記
センサに接触してから非接触となる往復運動を前記サンプルにさせることによって、前記
少なくとも１つのセンサ上あるいは周りに物質が蓄積することを防止するステップと、
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　を含むと共に、
　前記サンプル分析装置に、データをサンプルから収集する他のセンサをさらに備え、
　前記サンプルが前記サンプル検出位置に移動された時に前記他のセンサによりデータを
収集するステップと、
　前記サンプルの十分な所定の変化が前記収集データから検出されるまで前記ステップ（
ｃ）～（ｄ）を繰り返すステップと、
　試薬生成物情報を前記収集データから抽出するステップと、
　該抽出された試薬生成物情報を利用することによって変化時間を計算するステップと、
　をさらに含み、そして、
　前記他のセンサとして、電位を印加して電流を測定できる電流測定センサを含み、
　前記サンプルが血液からなり、前記変化が血液クロットの形成であって、前記試薬生成
物情報がクロット曲線を含み、
　前記試薬生成物情報を前記収集データから抽出するステップは、
　最大電流を測定するステップと、
　前記最大電流を予想範囲と比較し、そして前記最大電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該サンプル分析方法を終了させるステップと、
　最小電流を測定するステップと、
　前記最小電流を予想範囲と比較し、そして前記最小電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該サンプル分析方法を終了させるステップと、
　電流上昇前に生じる電流測定波形の一部を通して得られるトレンドラインとして規定さ
れるベースラインを測定するステップと、
　前記ベースラインを予想範囲と比較し、そして前記ベースラインが前記予想範囲内にな
い場合、エラー結果を報告して当該サンプル分析方法を終了させるステップと、
　前記最大電流を前記最小電流と比較し、前記最大電流が前記最小電流よりも時間的に早
く検知される場合にはクロット形成の無いことを報告するステップと、
　最大傾斜の振幅および時間を測定するステップと、
　前記最大傾斜の前記振幅および前記時間を予想範囲と比較し、そして前記最大傾斜の前
記振幅および前記時間が前記予想範囲内にない場合、エラー結果を報告して当該サンプル
分析方法を終了させるステップと、
　クロット曲線の傾斜が最大クロット曲線傾斜の５０％に減衰する場合があれば、肩部の
発生を示す時間を測定し、そして前記時間の電流および前記時間自体を報告するステップ
と、
　肩部が検知されない場合、当該サンプル分析方法を終了させると共にクロット情報の無
しを報告するステップと、
　ベースライン電流を肩部電流から減算することによってアイデルタを測定するステップ
と、
　前記アイデルタを予想範囲と比較し、そして前記アイデルタが前記予想範囲内にない場
合、前記アイデルタをクロット検出範囲と比較し、そして、前記アイデルタが前記予想範
囲内になく且つ前記クロット検出範囲以下にない場合、エラー結果を報告して当該サンプ
ル分析方法を終了させ、前記アイデルタが前記予想範囲内になく且つ前記クロット検出範
囲以下にある場合、クロット形成がないことを報告して当該サンプル分析方法を終了させ
るステップと、
　前記電流が前記ベースラインと上部肩部との間の中間点まで上昇する時間として規定さ
れる上昇時間を測定するステップと、
　前記上昇時間を予想範囲と比較し、そして前記上昇時間が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告するステップと、
　を含むことを特徴とするサンプル分析方法。
【請求項２】
　サンプルを保持するサンプル保持領域及び該サンプル保持領域内に少なくとも部分的に
配設された少なくとも１つのセンサを有し、該センサは、サンプル検出位置を画定し、電
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極間の導電率又は電気抵抗を測定する少なくとも１つのエッジを含むと共に前記サンプル
検出位置のサンプル有無を検出可能であるサンプル分析装置を使用するための命令を記憶
するコンピュータ可読媒体であって、
　前記命令が、
　コンピュータによって実行可能であり、
（ａ）サンプルを前記サンプル保持領域の中へ導入するステップと、
（ｂ）試薬を前記サンプルと混合し、試薬生成物の形成を開始するステップと、
（ｃ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
無いことが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置するように、前
記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプル
検出位置へ移動させるステップと、
（ｄ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
有ることが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置しないように、
前記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプ
ル検出位置の外側へ移動させるステップと、
（ｅ）予め決められた時間が経過するまで前記ステップ（ｃ）～（ｄ）を繰り返し、前記
センサに接触してから非接触となる往復運動を前記サンプルにさせることによって、前記
少なくとも１つのセンサ上あるいは該センサの周りに物質が蓄積することを防止するステ
ップと、
　を含むと共に、
　前記サンプル分析装置に、データをサンプルから収集する他のセンサをさらに備え、
　前記命令が、
　前記サンプルが前記サンプル検出位置に移動された時に前記他のセンサによりデータを
収集するステップと、
　前記サンプルの十分な所定の変化が前記収集データから検出されるまで前記ステップ（
ｃ）～（ｄ）を繰り返すステップと、
　試薬生成物情報を前記収集データから抽出するステップと、
　前記抽出された試薬生成物情報を利用することによって変化時間を計算するステップと
、
　をさらに含み、そして、
　前記他のセンサとして、電位を印加して電流を測定できる電流測定センサを含み、
　前記サンプルが血液からなり、前記変化が血液クロットの形成であって、前記試薬生成
物情報がクロット曲線を含み、
　前記試薬生成物情報を前記データから抽出するステップは、
　最大電流を測定するステップと、
　前記最大電流を予想範囲と比較し、そして前記最大電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　最小電流を測定するステップと、
　前記最小電流を予想範囲と比較し、そして前記最小電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　電流上昇前に生じる電流測定波形の一部を通して得られるトレンドラインとして規定さ
れるベースラインを測定するステップと、
　前記ベースラインを予想範囲と比較し、そして前記ベースラインが前記予想範囲内にな
い場合、エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　前記最大電流を前記最小電流と比較し、前記最大電流が前記最小電流よりも時間的に早
く検知される場合には、クロット形成の無いことを報告するステップと、
　最大傾斜の振幅および時間を測定するステップと、
　前記最大傾斜の前記振幅および前記時間を予想範囲と比較し、そして前記最大傾斜の前
記振幅および前記時間が前記予想範囲内にない場合、エラー結果を報告して当該命令を終
了させるステップと、
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　クロット曲線の傾斜が最大クロット曲線傾斜の５０％に減衰する場合があれば、肩部の
発生を示す時間を測定し、そして前記時間の電流および前記時間自体を報告するステップ
と、
　肩部が検知されない場合、当該命令を終了させると共にクロット情報の無しを報告する
ステップと、
　ベースライン電流を肩部電流から減算することによってアイデルタを測定するステップ
と、
　前記アイデルタを予想範囲と比較し、そして前記アイデルタが前記予想範囲内にない場
合、前記アイデルタをクロット検出範囲と比較し、そして、前記アイデルタが前記予想範
囲内になく且つ前記クロット検出範囲以下にない場合、エラー結果を報告して当該命令を
終了させ、前記アイデルタが前記予想範囲内になく且つ前記クロット検出範囲以下にある
場合、クロット形成がないことを報告して当該命令を終了させるステップと、
　前記電流が前記ベースラインと上部肩部との間の中間点まで上昇する時間として規定さ
れる上昇時間を測定するステップと、
　前記上昇時間を予想範囲と比較し、そして前記上昇時間が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告するステップと、
　を含むことを特徴とするコンピュータ可読媒体。
【請求項３】
　サンプルを分析し、かつコンピュータと併用可能であるシステムであって、
　サンプルを保持するサンプル保持領域及び該サンプル保持領域内に少なくとも部分的に
配設された少なくとも１つのセンサを有し、該センサが、サンプル検出位置を画定し、電
極間の導電率又は電気抵抗を測定する少なくとも１つのエッジをもち且つ前記サンプル検
出位置のサンプル有無を検出可能であるサンプル分析装置と、
　前記コンピュータによって読み取り可能であってコンピュータ命令を記憶するメモリ媒
体と、を備え、
　前記命令が、
（ａ）サンプルを前記サンプル保持領域の中へ導入するステップと、
（ｂ）試薬を前記サンプルと混合し、試薬生成物の形成を開始するステップと、
（ｃ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
無いことが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置するように、前
記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプル
検出位置に移動させるステップと、
（ｄ）前記少なくとも１つのセンサによって、前記サンプル検出位置から前記サンプルの
有ることが検出された際に、前記サンプルが前記サンプル検出位置に位置しないように、
前記サンプルのエッジを、前記少なくとも１つのセンサのエッジを通り過ぎて前記サンプ
ル検出位置の外側へ移動させるステップと、
（ｅ）予め決められた時間が経過するまで前記ステップ（ｃ）～（ｄ）を繰り返し、前記
センサに接触してから非接触となる往復運動を前記サンプルにさせることによって、前記
少なくとも１つのセンサ上あるいは該センサの周りに物質が蓄積することを防止するステ
ップと、
　を含むと共に、
　前記サンプル分析装置に、データをサンプルから収集する他のセンサをさらに備え、
　前記命令が、
　前記サンプルが前記サンプル検出位置に移動された時に前記他のセンサによりデータを
収集するステップと、
　前記サンプルの十分な所定の変化が前記収集データから検出されるまで前記ステップ（
ｃ）～（ｄ）を繰り返すステップと、
　試薬生成物情報を前記収集データから抽出するステップと、
　前記抽出された試薬生成物情報を利用することによって変化時間を計算するステップと
、
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　をさらに含み、そして、
　前記他のセンサとして、電位を印加して電流を測定できる電流測定センサを含み、
　前記サンプルが血液からなり、前記変化が血液クロットの形成であって、前記試薬生成
物情報がクロット曲線を含み、
　前記試薬生成物情報を前記データから抽出するステップは、
　最大電流を測定するステップと、
　前記最大電流を予想範囲と比較し、そして前記最大電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　最小電流を測定するステップと、
　前記最小電流を予想範囲と比較し、そして前記最小電流が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　電流上昇前に生じる電流測定波形の一部を通して得られるトレンドラインとして規定さ
れるベースラインを測定するステップと、
　前記ベースラインを予想範囲と比較し、そして前記ベースラインが前記予想範囲内にな
い場合、エラー結果を報告して当該命令を終了させるステップと、
　前記最大電流を前記最小電流と比較し、前記最大電流が前記最小電流よりも時間的に早
く検知される場合には、クロット形成の無いことを報告するステップと、
　最大傾斜の振幅および時間を測定するステップと、
　前記最大傾斜の前記振幅および前記時間を予想範囲と比較し、そして前記最大傾斜の前
記振幅および前記時間が前記予想範囲内にない場合、エラー結果を報告して当該命令を終
了させるステップと、
　クロット曲線の傾斜が最大クロット曲線傾斜の５０％に減衰する場合があれば、肩部の
発生を示す時間を測定し、そして前記時間の電流および前記時間自体を報告するステップ
と、
　肩部が検知されない場合、当該命令を終了させると共にクロット情報の無しを報告する
ステップと、
　ベースライン電流を肩部電流から減算することによってアイデルタを測定するステップ
と、
　前記アイデルタを予想範囲と比較し、そして前記アイデルタが前記予想範囲内にない場
合、前記アイデルタをクロット検出範囲と比較し、そして、前記アイデルタが前記予想範
囲内になく且つ前記クロット検出範囲以下にない場合、エラー結果を報告して当該命令を
終了させ、前記アイデルタが前記予想範囲内になく且つ前記クロット検出範囲以下にある
場合、クロット形成がないことを報告して当該命令を終了させるステップと、
　前記電流が前記ベースラインと上部肩部との間の中間点まで上昇する時間として規定さ
れる上昇時間を測定するステップと、
　前記上昇時間を予想範囲と比較し、そして前記上昇時間が前記予想範囲内にない場合、
エラー結果を報告するステップと、
　を含むことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いろいろな分析を行うためのシステム、方法およびコンピュータ実施プロセ
スに関するものである。より詳細には、本発明は、流体サンプルを分析する際に使用する
ためのシステム、方法およびコンピュータ実施プロセスに関するものである。さらにより
詳細には、本発明は、データ収集時にセンサの上にサンプルを移動させることによって、
サンプルの変化時間あるいはいろいろなサンプル情報を計算あるいは収集し、試薬を溶解
し、センサ表面上あるいはセンサ表面の周りに不要な物質が蓄積することを防止すること
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、血液および他の体液を分析し、試験する多数の手順および技術が存在する。例え
ば、凝析技術は、血液のサンプルからのいろいろな情報を収集するために使用される。こ
れらの手順の中には比較的簡単なものもあるが、非常に複雑なものも多く、それらは多数
の分析工程あるいは準備工程を必要とする。例えば、血液サンプルを必要とする手順の多
くは、クロットの形成の為に試薬の付加を必要とする上、データ収集のためのサンプルを
準備して、血液の固有特性を明らかにする必要がある。
【０００３】
　例えば、「鬱血」と称される血液を流体状態に保持するためには、凝血促進剤あるいは
抗凝血剤の微妙なバランスを必要とする。人間の体においては、凝血促進剤は、損傷を受
けた血管からの血液の流出を阻止することによって過剰な出血を防止するのに対して、抗
凝血剤は、血管を塞ぎ、心筋梗塞症あるいは脳卒中をもたらし得るクロットが循環系に形
成されることを防止する。
【０００４】
　血液クロットをもたらす生化学シーケンスは凝固カスケードと称される。このメカニズ
ムは、可溶性の血漿タンパク質であるフィブリノゲンの不溶性フィブリンへの触媒反応変
換に基づいている。この反応を触発する酵素は、活性体として血液に永久に循環せず、プ
ロトロンビンすなわちトロンビンの不活性前駆体として存在するトロンビンである。トロ
ンビンへの変換は、カルシウムイオンおよび組織トロンボプラスチンの存在で生じる。こ
のメカニズムは外因系として知られている。第２に、より複雑な内因系は、血小板に関連
する凝固因子によって活性化される。
【０００５】
　血友病のように、１２の血液凝固因子の１つあるいはそれ以上が欠陥であり得る出血状
態の診断は、いろいろな凝固試験によって行うことができる。さらに、いくつかの試験は
、血栓溶解治療の経過を監視するために開発された。また血栓溶解以前状態または超凝固
可能な状態の信号を出すか、あるいは心肺バイパス手術中患者へプロタミンを投与する効
果を監視するために開発された検査もある。しかしながら、凝固試験の主たる価値は、経
口および静脈内の抗凝血剤治療を監視する時にある。主な診断試験の３つは、活性化部分
トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ）、プロトロンビン時間（ＰＴ）、および活性化凝固
時間（ＡＣＴ）である。
【０００６】
　ＡＰＴＴ試験は、凝固の内因系および一般的な凝固経路を評価する。この理由で、ＡＰ
ＴＴは、しばしば静脈内のヘパリン抗凝血剤治療を監視するために使用される。特に、Ａ
ＰＴＴ試験は、活性化剤、カルシウムおよびリン脂質がクエン酸塩血液サンプルに加えら
れた後に、フィブリンクロットが形成される時間を測定する。ヘパリン処理はクロット形
成を抑制する効果を有する。
【０００７】
　ＰＴ試験は、凝固の外因系および一般的な凝固経路を評価し、したがって経口抗凝血剤
治療を監視するために使用される。経口抗凝血剤クマディンは、プロトロンビンの形成を
抑制する。したがって、この試験は、血液サンプルへのカルシウムおよび組織トロンボプ
ラスチンの付加に基づいている。
【０００８】
　ＡＣＴ試験は、凝固の内因系および一般的な凝固経路を評価する。ＡＣＴ試験は、ヘパ
リン治療による抗凝血剤を監視するためにしばしば使用される。ＡＣＴ試験は、外因性の
抗凝血剤が全然加えられない全血液を新しくする内因系への活性剤の付加に基づいている
。
【０００９】
　凝固試験のための標準研究所技術においては、一般的には濁度計の方法を使用する。分
析のために、全血液サンプルは、クエン酸塩バキュテナに収集され、次に遠心分離機で分
離される。この分析は、クエン酸塩の効果を中和するために十分過度のカルシウムが付加
された血漿で実行される。ＰＴ試験の場合、組織トロンボプラスチンは、使用前に再構成
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された乾燥試薬として提供される。この試薬は、感熱性であり、４℃に保持される。サン
プルおよび試薬のアリコートは、３７℃に加熱されるキュベットに移動され、この測定は
光学密度の変化に基づいて行われる。
【００１０】
　濁度計の方法の代替として、ベッカーらは、色原体ＰＴ試薬（凝固定量分析）を導入し
た（非特許文献１参照）。
【００１１】
【非特許文献１】「Ｈａｅｍｏｓｔａｓｉｓ」（１９８２）１２：７３
【００１２】
　この分析は、トロンビンによって変更ペプチド、Ｔｏｓ－Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－Ａｒｇ－ｐ
ＮＡからのｐニトロアニリンの加水分解に基づいており、分光測光計によって監視される
。
【００１３】
　凝固監視器は、全血液を分析するものとして公知である。例えば、少量の血液が導入さ
れる前に乾燥試薬が、３７℃に加熱された分析器に入れられるユニット型カートリッジが
ある（特許文献１参照）。このサンプルは、毛細管の吸い込みによって試薬と混合される
。検出機構は、サンプルを通過するレーザ光に基づいている。流路に沿って移動する血液
細胞は、未凝固血液に固有なまだらのあるパターンを生じる。血液が凝固すると、移動し
ても凝固血液に固有なパターンを発生することはなくなる。
【００１４】
【特許文献１】米国特許第４，７５６，８８４号
【００１５】
　また、心肺バイパス中血液サンプルの活性化凝固時間（ＡＣＴ）を患者から測定する自
動凝固タイマが示されている。サンプルは、クロットを形成するための撹拌装置を組み込
んだカートリッジに加えられる。撹拌装置の運動は、光検出器によって制御される（非特
許文献２参照）。
【００１６】
【非特許文献２】Ｋｅｅｔｈら著「Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ Ａｍ．Ａｃａｄ．Ｃａｒｄ
ｉｏｖａｓｃｕｌａｒ Ｐｅｒｆｕｓｉｏｎ」（１９８８）９：２２
【００１７】
　また、酵素トロンビンとの反応の電気活性生成物を生成する基質の使用が開示されてい
る（特許文献２参照）。センサは電気活性生成物を検出するために使用される。ここには
、単体型カートリッジは含まれず、サンプルの位置を監視するために第２のセンサの使用
は開示されていない。
【００１８】
【特許文献２】米国特許第４，３０４，８５３号明細書
【００１９】
　また、凝固を分析するための濁度計方法が開示されている（特許文献３参照）。過度の
クエン酸塩を含む血漿が試験中に使用される。凝固を誘起する試薬が付加され、サンプル
が濁度計に入れられ、凝固はサンプルの混濁度の増加によって示される。
【００２０】
【特許文献３】米国特許第４，４９７，７４４号明細書
【００２１】
　さらに、カリウムおよびグルコース血液レベルのような血液化学試験のためのカートリ
ッジおよび分析器の一般的な使用形態、またサンプル流体をセンサ領域に単一方向に移動
させるポンプの一般的な使用形態が開示されている（特許文献４を参照）。
【００２２】
【特許文献４】米国特許第５，０９６，６６９号明細書
【００２３】
　また、検体の分析のためのセンサ装置のマイクロ素子の製造に関する有効な方法が開示



(8) JP 4725819 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

されている（特許文献５を参照）。
【００２４】
【特許文献５】米国特許第５，２００，０５１号明細書
【００２５】
　また、血液が強いて毛細管導管を横切るようにされる血液凝固試験装置が開示されてい
る（特許文献６を参照）。横断のための時間が所定のパーセンテージだけ前の時間を超え
る場合、凝固が生じたとみなされる。この装置は、２つの導管、すなわち分析対象サンプ
ルを受け取る第１の導管と、オーバーフローサンプルを受け取る第２の導管とに接続され
た閉じられていない入口ポートを備える。
【００２６】
【特許文献６】米国特許第５，３０２，３４８号明細書
【００２７】
　また、凝固分析で使用される単体型カートリッジおよび読み取り器が開示されている（
特許文献７及び８を参照）。サンプルの状態は、例えば、導電率センサによって検出され
るようなその流れ特性によって測定される。
【００２８】
【特許文献７】米国特許第５，４４７，４４０号明細書
【特許文献８】米国特許第５，６２８，９６１号明細書
【００２９】
　また、血液のサンプルの凝固特性、血液の比率、あるいはそのコントロールを計算する
方法が開示されている（特許文献９を参照）。この方法は、凝固特性が測定される多数の
記憶された包絡線値の各々で包絡線の傾斜を測定するために後方を調べる方式を使用する
。しかしながら、この方法は、その包絡線の値を得るために固定あるいは所定のサンプリ
ング時間を使用し、記憶されたサンプル値を修正する。さらに、この方法は、包絡線値な
らびにサンプル信号値を記憶することを必要とする。
【００３０】
【特許文献９】米国特許第５，５２６，１１１号明細書
【００３１】
　また、体液を含む流体のイオン活動を測定するためにイオン専用電極を使用する装置が
開示されている（特許文献１０及び１１を参照）。この流体は、この装置の遠心分離およ
び加圧によってこの装置内で計量され、移動される。
【００３２】
【特許文献１０】米国特許第５，９１６，５２２号明細書
【特許文献１１】米国特許第５，９１９，７１１号明細書
【００３３】
　上述のことから明らかであるように、大部分の血液試験は、データ収集を開始する前に
、ある種の試薬の付加およびサンプルへのある種の試薬の溶解を必要とする。したがって
、効率的かつ効果的に試薬を導入してサンプルに溶解するために使用できるシステム、方
法およびコンピュータ実施プロセスに対する要求が存在する。さらに、他の種類の医学手
順に対しても一般的に当てはまるように、試験を完了するまでに必要とされる速度および
時間は最も重要となる。したがって、比較的短い時間で試薬を血液サンプルに溶解あるい
は配分するシステムおよび方法に対する要求も存在する。
【００３４】
　さらに、今日の試験装置がコンパクトで物理的に小さいサイズであることが、サンプリ
ング装置に記憶される試薬の量を直接制限してしまうようになった。したがって、サンプ
ルされる血液の量に制限を加えないで限られた量の試薬を使用できるシステム、方法およ
びコンピュータ実施プロセスに対する要求が存在する。このように、比較的少量の試薬が
ある程度の体積のサンプルと併用され得るかもしれない。それに関連して、限られた量の
試薬が比較的大量のサンプルに溶解される場合に、最高量の試薬を含むサンプルの一部だ
けからデータを収集できるシステム、方法およびコンピュータ実施プロセスに対する要求
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も存在する。
【００３５】
　さらに、データ収集は、血液に含まれる望ましくない物質の蓄積によって悪影響を及ぼ
され得るのは、生物学的な流体の電気測定値および電気化学的測定値を収集する当業者に
よく知られている問題である。すなわち分析装置のデータ収集領域におけるこのような蓄
積を防止できる方法、システムおよびコンピュータ実施プロセスに対する要求も存在する
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３６】
　したがって、従来技術に対するこれらの要求および他の要求に答えるために、本発明の
目的は、例えば、サンプル変化時間を計算するために、センサの上でサンプルを往復運動
させ、繰り返して移動させることによって流体サンプルを分析する際に使用される新規の
システム、方法およびコンピュータ実施プロセスを提供することにある。
【００３７】
　本発明の目的はまた、効率的かつ効果的に試薬を混合し、サンプルに溶解するために用
いられる技術を提供することにある。
【００３８】
　本発明の他の目的は、比較的短い時間量で試薬を流体サンプルに溶解あるいは配分でき
る技術を提供することにある。
【００３９】
　本発明のもう一つの目的は、サンプルされる流体量に制限を加えないで限られた量の試
薬を使用できる技術を提供することにある。
【００４０】
　本発明のもう一つの目的は、最高量の試薬を含有するサンプルの一部分だけから、デー
タを収集できる技術を提供することにある。
【００４１】
　本発明のもう一つの目的は、分析装置のデータ収集領域における不要な物質の蓄積を防
止できる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　これらの目的および他の目的を達成するために、本発明は、サンプルを保持するサンプ
ル保持領域を有するサンプル分析装置および少なくとも部分的にサンプル保持領域内に置
かれた少なくとも１つのセンサを使用するための命令を記憶する方法、システムおよびコ
ンピュータ可読媒体を提供することを意図する。本実施態様では、少なくとも１つのセン
サは、サンプル検出位置を規定し、サンプル検出位置のサンプルの有無を検出できる少な
くとも１つのエッジを有する。本発明は、さらに（ａ）サンプルをサンプル保持領域に導
入し、（ｂ）試薬をサンプルと混合し、試薬生成物の形成を始め、（ｃ）少なくとも１つ
のセンサによってサンプル検出位置にサンプルがないことを検出した際に、サンプルの少
なくともかなりの部分がその中に置かれるようにサンプルのエッジを少なくとも１つのセ
ンサのエッジを通り過ぎてサンプル検出位置に移動させ、（ｄ）少なくとも１つのセンサ
によってサンプル検出位置にサンプルがあることを検出した際に、サンプルの少なくとも
かなりの部分よりも少ない部分がその中に置かれるようにサンプルのエッジを少なくとも
１つのセンサのエッジを通り過ぎてサンプル検出位置の外へ移動させ、および（ｅ）所定
の期間の通過までステップ（ｃ）～（ｄ）を繰り返すことによって少なくとも１つのセン
サ上あるいは少なくとも１つのセンサの周りに物質の蓄積を防止することを含む。
【００４３】
　他の実施態様では、本発明は、サンプルを保持するサンプル保持領域を有するサンプル
分析装置および少なくとも部分的にサンプル保持領域内に置かれた少なくとも１つのセン
サを使用するための命令を記憶するシステム、方法およびコンピュータ可読媒体を提供す
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ることを意図する。本実施態様では、少なくとも１つのセンサは、サンプルが検出表面と
接触している場合にサンプルがあることを検出でき、サンプルがこの表面と接触していな
い場合にサンプルがないことを検出できる。本実施態様は、さらに（ａ）サンプルをサン
プル保持領域に導入し、およびステップ（ｂ）および（ｃ）の少なくとも１つ、（ｂ）試
薬がサンプルの試薬の濃い部分を形成するためにサンプルの空気液体境界の近くで少なく
ともほぼ溶解されるまでサンプル保持領域の試薬混合領域を通ってサンプルの空気液体境
界を移動させることによって試薬を混合し、および（ｃ）サンプル解析の完了まで検出表
面の上にサンプルの空気液体境界を移動させることによって検出装置上の物質の蓄積を防
止することを含み、かつ往復運動での移動は、センサがサンプルがあることを検出するま
でサンプルを検出表面の方へ移動させ、センサがサンプルのないことを検出するまでサン
プルを検出表面から離れたところに移動させることを含む。
【００４４】
　もう一つの実施態様では、本発明は、サンプル保持領域を含む装置およびデータ収集領
域を形成する少なくとも部分的にサンプル保持領域内に置かれたセンサを使用することに
よってサンプル変化時間を計算する命令を記憶するシステム、方法およびコンピュータ可
読媒体を提供することを意図する。本実施態様では、サンプルがデータ収集領域の中に移
動された時、データがサンプルから収集される。本実施態様は、さらに（ａ）サンプルを
この装置に導入し、（ｂ）試薬をサンプルと混合し、試薬生成物の形成およびサンプルの
変化を始め、（ｃ）サンプルをデータ収集領域の中へ移動させ、（ｄ）サンプルがデータ
収集領域の中へ移動された時データをセンサによって収集し、（ｅ）サンプルをデータ収
集領域の外側へ移動させ、（ｆ）十分な所定の変化がステップ（ｄ）で収集されたデータ
から検出されるまでステップ（ｃ）～（ｅ）を繰り返し、（ｇ）試薬生成物情報を収集ス
テップ（ｄ）で収集されるデータから試薬生成物情報を抽出し、（ｈ）抽出ステップ（ｇ
）で収集された収集生成物情報を利用することによって変化時間を計算することとを含み
、移動ステップ（ｃ）および（ｅ）は、センサの上あるいはセンサの周りに物質の蓄積を
防止する。
【００４５】
　ここまで、本発明のより重要な特徴について概略的に説明した。それは後述する詳細な
説明がより理解しやすくなるようにするため、またこの技術に対する本発明の貢献すると
ころがより正しく認識されるようにするためである。また、以下に説明される本発明の更
なる特徴が、請求の範囲を主題を形成するものとなることはもちろんである。
【００４６】
　この点で、本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明が、下記
に詳述され、図面に示される構造の細部および構成要素の配置のその応用に限定されない
ことを理解すべきである。本発明は、他の実施形態が可能であり、いろいろな方法で実施
し、実行できる。さらに、ここに使用された専門用語および術語は、説明する目的のため
であり、限定するものとしてみなすべきでないことを理解すべきである。
【００４７】
　当該技術分野の知識を持つ者であれば、本発明のいくつかの目的を実行する他の構造、
方法およびシステムの設計のための根拠として、この開示に基づく概念が容易に利用でき
ることが分かるであろう。したがって、本発明の精神および範囲から逸脱しない限り特許
請求の範囲がそのような等しい構成を含むものとみなすべきであることが重要である。
【００４８】
　さらに、前述した概略説明の目的は、米国特許商標庁および一般大衆、特に科学者、技
術者、特許用語あるいは法律用語あるいは表現法に精通していない技術の専門家が、本出
願の技術開示の特徴および本質を通り一遍の精査から迅速に確かめられることにある。こ
の概説は、請求項によって判断される本出願の発明を規定することを意図するものでなく
、本発明の範囲を限定することを意図するものでもない。
【００４９】
　本発明を特徴付ける新規性のいろいろな特色と共に本発明の他の目的は、本開示の一部
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に付加され、本開示の一部を形成する請求項の詳細な事項をもって示される。本発明と、
それを実施する上での長所およびそれを用いることによって得られる特定の目的を十分理
解するために、本発明の好ましい実施形態が例証されている説明事項および添付図面と共
に参考文献が用いられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の技術を実施し、利用することができるシステムの一例の断面平面図を示
している。
【図２】図１のシステムのサンプルエントリポートの断面を示している。
【図３】図１のシステムのサンプル保持領域の断面を示している。
【図４】図１のシステムのオーバーフロー室の透視図を示している。
【図５】図１のシステムの導電度測定・電流測定センサを示している。
【図６】図１のシステムの分析位置のサンプルの振動運動を示している。
【図７】図１のシステムによって実行できる凝固手順の概要の例を示している。
【図８】図７の手順のデータ収集ステップを示している。
【図９】図７の手順の情報抽出ステップを示している。
【図１０】本発明の技術を実施し、利用できるシステムのもう一つの例を示している。
【図１１】図１０のシステムの主要部品のブロック図を示している。
【図１２】本発明の原理による図１０のコンピューティングシステムによって読み取り可
能なメモリ媒体の例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明の他の目的は、特に好ましい実施形態の下記の詳細な説明の考察で当業者に明ら
かである。
【００５２】
（記号および用語）
　下記に続く詳細な説明は、例えば、コンピュータあるいはコンピュータのネットワーク
のようなコンピューティングあるいは処理システムで実行されるプログラム手順によって
示されてもよい。これらの手順の説明および表示は、他の当業者に当業者の研究の中身を
最も効果的に伝えるために当業者によって使用される手段である。
【００５３】
　ここで手順とは、所望の結果をもたらすまでの首尾一貫した工程のシーケンスであると
通常考えられる。これらの工程は、物理的数量の物理的操作を必要とする工程である。必
ずではないが通常、これらの数量は、記憶され、移動され、結合され、比較され、または
操作されることができるように電気信号あるいは磁気信号の形をとる。ビット、値、要素
、シンボル、文字、用語、数字等としてこれらの信号を参照することは、主に一般的な用
法から時に便利である。しかしながら、これらの用語およびこれらに類する用語は、適切
な物理量に関連してとらえられるべきであり、これらの数量に与えられた単なる便宜的な
ラベル的なものであることに注目するべきである。
【００５４】
　さらに、実行される操作はしばしば、「付加する」あるいは「比較する」というような
用語で言及される。それらの用語は、一般的に人間操作者によって実行される知的な操作
を連想させる。しかし、人間操作者のこのような能力は、本発明の一部を形成するここに
示された操作の大部分の場合において、全く必要でない、もしくは求められていない。こ
の操作は機械による操作である。本発明の動作を実行する有用な機械は汎用ディジタルコ
ンピュータあるいは類似装置を含んでいる。
【００５５】
　本発明の原理によれば、サンプル分析装置を使用する方法、システムおよびコンピュー
タ可読媒体が開示される。より詳細には、本発明は、その中に形成されるサンプル保持領
域を有するサンプル分析装置および少なくとも部分的にサンプル保持領域内に置かれてい
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る少なくとも１つのセンサを使用することを含む。センサは、センサエッジによって規定
されるサンプル検出位置内のサンプルの有無を順に検出できる。有利なことには、本発明
は、サンプル保持領域の試薬混合領域を通過してサンプルの空気液体境界あるいはエッジ
を移動させて、空気液体境界の付近内で試薬を分解することによって試薬を混合すること
を含む。さらに、本発明は、サンプル検出位置にサンプルがないことを検出した上で、サ
ンプルのエッジを、センサのエッジを通り過ぎてサンプル検出位置に移動させることによ
って、センサ上あるいはセンサの周りに物質が蓄積することを防止することも含む。同様
に、サンプル検出位置にサンプルがあることを検出した上で、本発明は、サンプルのエッ
ジを、センサのエッジを通過して後方へおよびサンプル検出位置の外へ移動させることを
含む。したがって、前述した方法によって、いろいろな試験、例えば血液凝固試験あるい
は免疫測定が、効率的かつ効果的に実行される。
【００５６】
　本発明の原理に則って、本発明を実施し利用できるシステムの一実施例を、図１に示す
。さらに本発明の技術は図１に示す実施例にとどまらず、多数の他の装置で実行し、利用
できる程に十分汎用性がある。例えば、先に参考文献として挙げた米国特許第５，６２８
，９６１号、米国特許第５，４４７，４４０号、米国特許仮出願第６０／１６４，９３５
号には、流体サンプルの粘度変化を分析し、実時間試験を実行するいろいろな装置が示さ
れており、本発明の技術を実施し、利用できるまた別の例として役立つ。
【００５７】
　図１は、本発明によるカートリッジあるいはハウジング１０の断面図を示している。サ
ンプル入口ポート１２は、ハウジング１０へのサンプルの導入を可能にし、周辺の過剰サ
ンプルウェル１４によって囲まれる。スナップカバー３８は、サンプル入口ポート１２を
気密シール構造で囲む。サンプル保持室あるいはサンプル保持領域２０の一端は、サンプ
ル入口ポート１２に流体で接続されている。サンプル保持領域２０の他方の端部に位置し
ているのは、毛管ストッパ２２である。
【００５８】
　プレセンサ室２４は、毛管ストッパ２２から分析位置３１へと導く。さらに、疎水性層
２６は、プレセンサ室２４と分析位置３１との間に置かれる。試薬および／または基質３
０は、分析位置３１のシステムに付着あるいは導入されてもよい。試薬３０は導電度セン
サ２８および電流測定センサ２９の下方にあるように示されているけれども、サンプルが
センサに到達する前に試薬３０を通過するように導電度センサ２８および電流測定センサ
２９の上方に試薬３０を配置することもできる。さらに、分析位置３１とつながっている
のは、１つあるいはそれ以上の導電度センサ２８、１つあるいはそれ以上の電流測定セン
サ２９、および１つあるいはそれ以上の基準センサ３２である。さらに、分析位置３１と
つながっているのは排水管３４である。
【００５９】
　サンプルは、可撓性ダイヤフラムポンプ３６の使用によりシステム内を移動できる。可
撓性ダイヤフラムポンプ３６は空気をポンピングすることによって、サンプルが空気管１
８、オーバーフロー室１６を通って、最後にサンプル保持領域２０の中へ移動することを
容易にする。さらに、図１においてポンプは可撓性ダイヤフラムポンプとして示されてい
るけれども、ピストンおよびシリンダ、電気力学的なもの、音響的なもの等が使用されて
もよい。
【００６０】
　図２は、本発明によるカートリッジあるいはハウジング１０のサンプル入口ポート領域
の断面図を示している。より詳細には、壁あるいはテープあるいは膜４２は、カートリッ
ジの上部ハウジング４０と下部ハウジング４４との間にはさまれて示されている。この点
では、テープ４２は、各側面に粘着性層を有し、カートリッジの上部ハウジング４０およ
び下部ハウジング４４に付着する。この特定
の図では、サンプル入口ポート１２ならびにサンプル保持領域２０および周辺ウェル１４
は、サンプル４６で充填されて示されている。



(13) JP 4725819 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

【００６１】
　図３は、サンプル保持領域２０、プレセンサ室２４、および毛管ストッパ２２の結合の
断面図を示している。図３に示されるように、サンプル保持領域２０およびプレセンサ室
２４は、下部ハウジング４４および上部ハウジング４０にそれぞれ形成あるいはモールド
される。テープ４２は、順にサンプル保持領域２０の上部壁およびプレセンサ室２４の底
部壁を形成する。テープ４２は、毛管穴あるいは貫通穴２２を形成するように穴をあけら
れ、サンプル保持領域２０とプレセンサ室２４との間の流れを制限することによって毛管
ストッパとしての機能を果たす。図３の毛管ストッパ２２は円形穴あるいは貫通穴である
けれども、矩形形状およびいろいろな不均整な形状を有する他の形状のものでもよい。形
状が矩形である場合、１つの例は約１００ミクロンから約４００ミクロンの最小寸法を有
する。このような例では、毛管ストッパの最大寸法は約１００ミクロンから約１０００ミ
クロンである。
【００６２】
　図４は、オーバーフロー室１６の透視図を示している。特に、オーバーフロー室１６は
、サンプル保持領域２０の真上にあり、テープ４２によって形成される底部壁を有する。
テープ４２のオリフィス４８は、オーバーフロー室１６をサンプル保持領域２０に流体で
接続する。このオリフィスは、円形形状、矩形形状、あるいは不均整な形状のいずれかで
あってもよい。オーバーフロー室は、比較的低い壁でボックスの形で構成される。空気管
１８は、空気を可撓性ダイヤフラムポンプ３６からオーバーフロー室１６に供給する。オ
ーバーフロー室の容積は０．２マイクロリットルから１ミリリットルの範囲である。オー
バーフロー室の好ましい容積は１マイクロリットルから１０マイクロリットルの範囲であ
る。円形オリフィスの直径は、約１００ミクロンから約１０００ミクロンまでの範囲であ
る。
【００６３】
　毛管ストッパ２２は、プレセンサ室２４への毛管吸い込みを停止するのに十分な抵抗を
有するが、カートリッジ閉鎖が突然閉じられるときに生じる突然の圧力変化に抵抗するの
には十分でないように設計される。この点の毛管開口の力を減らすために、２つの「オー
バーフロー」機能がカートリッジ内に組み込まれる。第１のものは、図１および図２の過
剰サンプルウェル１４である。スナップカバー３８が閉じられると、過剰のサンプルの一
部は、カートリッジに押し込まれず、ウェルに押し込まれる。オーバーフローを処理する
ために使用される第２のものは、図４に示されたオリフィス４８あるいは圧力ベントであ
る。過剰サンプルはそれを通ってオーバーフロー室１６に流れ込むことができる、前述し
たように、オーバーフロー室１６は、カートリッジ上側に形成され、テープ４２壁によっ
てオーバーフロー室から分離されるサンプル保持領域２０の上にある低容積室である。テ
ープ４２のオリフィス４８は、オーバーフロー室への過剰サンプルの流れを可能にし、毛
管ストッパの開口よりも大きい面積を有する。結果として、オリフィス４８は、上述され
た毛管ストッパよりも小さい流れ抵抗を有する。
【００６４】
　テープ開口あるいはオリフィス４８の上のオーバーフロー室１６は、比較的低い壁を有
するので、一旦サンプルがこの穴を押しのけて送られると、サンプルはコロナ処理プラス
ティックに接触し、このオーバーフロー室に引き込まれる。したがってカートリッジが閉
じられるときに移動させられたサンプルは、このオーバーフロー室内に閉じ込められる。
空気袋が圧縮されると、空気は、強制的に空気管１８を通ってオーバーフロー室１６の中
に入れられる。この領域の高表面積対体積比はサンプル分断を促進するので、空気はオー
バーフロー室の壁についた過剰サンプルを残して、過剰サンプルを経路に押し出して通す
。
【００６５】
　図５は、センサチップ上にある導電度センサ２８および電流測定センサ２９を示してい
る。このセンサチップは、順に少なくとも部分的にサンプル保持領域２０内に置かれる。
より詳細には、導電度センサ２８は、一緒にセンサ表面を構成する２つの平行バーあるい
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は電極を含む。この電極は、サンプル保持領域２０あるいはセンサチャネルの長さに垂直
に配置される。さらに、センサ表面のエッジは、２つの電極間の導電率（あるいはその代
わりに電気抵抗）を測定することによってサンプルの有無を検出できる。そのようにする
ことによって、導電度センサ２８は、流体活動の相対位置を監視できる。先端で、開放回
路読み取りは、流体が押されてセンサを離れる（すなわち、サンプルは隣接して電極を覆
わない）ことを示し、一方、閉鎖回路読み取りは、センサが流体で覆われる（すなわち、
サンプルは隣接して電極を覆う）ことを示している。下記により詳細に後述されるように
、前方および後方への特定の速度でのサンプルの移動は、導電度センサ２８の使用によっ
て制御できる。
【００６６】
　導電度センサ２８を含むことに加えて、本発明は、任意で電流測定あるいは電位差計セ
ンサ２９を含んでもよい。本例では、電流測定センサ２９は、そのアンテナ状電極３３の
使用によって電位を印加し、電流を測定してもよい。さらに、ここではセンサは電流測定
センサおよび導電度センサであるとしたけれども、他のセンサ、例えば、いかなる種類の
電気化学あるいは電位差計センサ等が使用されてもよい。例えば、Ｎａ＋およびＫ＋のよ
うなイオン化学種を検出できるセンサが使用されてもよい。さらに、本例のセンサは、サ
ンプル保持領域２０の下方へ配置されるものとして示されているけれども、導電度センサ
２８および電流測定２９の両方は、流体導管内のどこへでも置かれてもよい。
【００６７】
　図５に示された例では、電位は、電気化学信号の生成より電流測定センサに印加されて
もよく、この信号は流体サンプルの生成物の濃度に比例する。電流測定センサは、約＋０
．４Ｖの印加電位対銀－塩化銀電極を有し、他の好ましい実施形態では、電流測定センサ
は、約＋０．１の印加電位対銀－塩化銀電極を有する。約＋０．１Ｖで酵素反応生成物で
発生される信号は約＋０．４Ｖで無反応基質によって発生される信号と区別できる。
【００６８】
　サンプルについて説明する。凝固分析は、一般的に本発明の使用、例えば、血液のサン
プルあるいは添加剤あるいは希釈剤を含む血液、血漿、血清、あるいは添加剤あるいは希
釈剤を含む血漿あるいは血清のような血液誘導体のサンプルで実行される。
【００６９】
　サンプル導入について説明する。このサンプル４６は、図１および図２に示されたサン
プル入口ポート１２を通ってシステムの中に付着される。入口ポート１２は、毛管力によ
って、サンプル４６の一滴がシステムのポートを通りサンプル保持領域２０の方へ引き出
されるよう設計されている。特に、この引き出し動作は、このシステムのプラスティック
導管の幾何学的形状および高表面エネルギーによって引き起こされる。高表面エネルギー
は、組み立て前イオンプラズマ処理のようなコロナ処理あるいは同等な処理で得られる。
一旦サンプル４６がサンプル保持領域２０に到達すると、導管の幾何学的形状およびコロ
ナ処理表面によって、サンプル４６は、その導管に沿って毛管ストッパ２２まで流れる。
一例として、サンプル保持領域２０の断面積の上限は、システムが満たされている時に万
一垂直に保持された場合に毛管引き出しを防止できる断面積に設定される。さらに本例に
おける、サンプル保持領域２０の断面積の下限は、試験に対して必要とされるサンプル量
およびこの量に必要とされる再現性に設定される。一例として、０．００７５ｃｍ２の断
面積を有するサンプル保持領域２０は、１９マイクロリットル入れられる。他の実施形態
では、計量された流体サンプル量は、１マイクロリットルから１ミリリットルの範囲にあ
る。計量された流体サンプルの好ましい量は、１５マイクロリットルから５０マイクロリ
ットルの範囲にある。
【００７０】
　流体サンプルの計量について説明する。混合のためにセンサチャネルに移動されるサン
プル量の再現性は、血液の分解試薬の最終濃度の再現性に影響を及ぼし得る。一実施形態
では、サンプル４６、例えば血液は、最初に分析位置３１に移動される。次に、サンプル
４６は、ポンプ３６で発生し空気管１８を介した空気により前方へ移動される。計量され
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た流体サンプル量は、サンプル保持領域２０の壁のオリフィス４８と毛管ストッパ２２と
の間のサンプル保持領域２０のおよそ容積である。移動される血液量は、一時的にはオリ
フィスの前にある血液量、二次的にはサンプル保持領域２０の表面積対容積比によって決
まる。他の要因は、サンプルヘマトクリット（赤血球で構成される血液量のパーセント）
および流体速度を含む。これらの後者の３つのパラメータは、サンプル量がこの保持室が
空にされたときに、サンプル保持領域２０の壁に残るサンプル量を決定する。流体は、低
表面積対容積比を有するチャンバから低速度で移動するとき、最も正確に計量される。サ
ンプル保持領域２０の断面積の下限は、必要な流体速度での剪断に対する容積損失の許容
変動によって決定される。
【００７１】
　サンプル保持領域２０を充填するにあたり、適切なサンプル量を供給するために毛管引
き出しが十分に利用される。さらに、停止機能はサンプル４６がプレセンサ室２４にオー
バーフローすることを防止するために設けられている。前述のように、毛管ストッパ２２
は、サンプル保持領域２０およびプレセンサ室２４の重なり部分間のテープ４２の小さい
穴あるいは貫通穴によって形成される。形成される毛管ストッパ２２は、比較的小さくて
、例えばテープ４２の厚さに等しい厚さを有する。これは、毛管の抵抗を減少させ、それ
によって流体を停止する際のその効率を減少させ得るけれども、それを通してサンプル４
６がプレセンサ室２４に入る前に必ず通る高剪断ゾーンも最小にする。低容積の高剪断ゾ
ーンは、毛管の壁に対するサンプルの損失を最小にし、移動流体の後方端部が毛管領域に
存在するときに、空気セグメントを一緒に取り込んでしまう可能性を減少させる。
【００７２】
　サンプルの移動について説明する。サンプル４６を移動させるために、ポンプ３６は、
空気を強制的に空気管１８を通過させてオーバーフロー室１６に入れ、サンプル保持領域
２０のサンプル４６の計量されたサンプル量を強制的にプレセンサ室２４を通して分析位
置３１に入れるように作動される。さらに、一様の流れは、導管の表面エネルギーがその
側面の全てで等しいことを保証し（すなわち、等しい表面エネルギーを有する物質を使用
するかあるいは均一性を保証するように表面を処理し）、それによってサンプル内の気泡
の形成を防止する。
【００７３】
　試薬について説明する。実行する試験あるいは分析に応じて、いろいろな成分が試薬に
含まれてもよい。その試薬のいくつかは流体サンプルによる試薬の急速な再溶解の一因と
なり得る。これらは、水溶性ポリマー、ゼラチン、アガロース、多糖、ポリエチレングリ
コール、ポリグリシン、サッカリド、サッカロース、アミノ酸、グリシン、緩衝塩、リン
酸ナトリウム、ＨＥＰＥＳバッファ、あるいは染料分子を含む。さらに、シーライト、カ
オリン、珪藻土、粘土、二酸化シリコン、エラグ酸、天然トロンボプラスチン、組み換え
トロンボプラスチン、リン脂質、およびその混合物を含む外因系による凝固を誘起するの
に適している物質が使用されてもよい。さらに、液体試薬ならびに固体試薬が使用されて
もよい。最後に、試薬は、最初から試薬領域に置かれてもよいしあるいは試験中任意の便
宜的時間および任意の所望の位置に導入されてもよい。
【００７４】
　トロンビン基質反応ついて説明する。一例では、電気発生分析で使用される基質は、フ
ィブリノゲンのトロンビン付着アミド結合によく似ているアミド結合を有する。特に、こ
の基質は、Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミンあるいはＮ－［ｐ－メトオキシフェニ
ル－］－ｐ－フェニレンジアミン部分に付着されたトシル－グリシル基－プロライニル－
アルジニル－、Ｈ－Ｄ－フェニルアラニル－パイプコニル－あるいはベンジル－フェニル
アラニル－バリル－アルジニル－部分であってもよい。トロンビンは、その結合が構造的
にフィブリノゲンのトロンビン付着アミド結合に類似しているためにアルギニン残留物あ
るいはパイプコニル残留物のカルボキシ基境界でアミド結合に付着する。トロンビン基質
反応の生成物は、電気化学的に不活性のトシル－グリシル基－プロライニル－アルジニル
－、Ｈ－Ｄ－フェニルアラニル－パイプコニル－あるいはベンジル－フェニルアラニル－
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バリル－アルジニル－および電気活性化合物のＮ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミンあ
るいはＮ－［ｐ－メトオキシフェニル－］－ｐ－フェニレンジアミンである。トリペプチ
ドシーケンスは、事実上トロンビン以外の血液プロテアーゼと無反応にするために使用さ
れ、分子のアルギニンアミド結合とのトロンビンの反応性は、フィブリノゲンのターゲッ
トアミド結合とのその反応性に非常に類似している。基質が血液あるいは血液誘導体サン
プルにある場合、生成されるトロンビンは、同時に血液およびフィブリノゲンをその分裂
生成物に変換する。電気化学種反応生成物は、例えば電気化学センサによって検出されて
もよい。
【００７５】
　本システムの電流測定センサを使用して分析されるに適した、可逆あるいは準可逆電気
化学反応を示す電気発生物質が多種存在する。例えば、フェロセン、フェロシアン化物、
および他の有機金属化学種が検出できる。他のものはフェナジン誘導体を含む。ある適当
な電気発生物質は、酵素を分析する際に使用するための適当な基質と結合されてもよい。
例えば、ある適当な電気発生物質は、トロンビンがあることを判定する際に使用するため
のアルギニン残留物を有する適当なトリペプチドと結合されてもよい。
【００７６】
　酵素反応の基質あるいは電気発生生成物に対する検出電位とは異なる電位で検出される
指示薬電気発生物質が試薬に含まれてもよい。このような第２の電気発生物質は、電流測
定センサを標準化するのに役立つ。この目的のために適した電気発生物質は、フェロセン
、フェロシアン化物、および他の有機金属化学種、フェナジン誘導体、Ｎ－フェニル－ｐ
－フェニレンジアミンおよびＮ－［ｐ－メトオキシフェニル－］－ｐ－フェニレンジアミ
ンを含む。
【００７７】
　電気化学的に検出できる化学種は比率測定あるいは試験終点の決定を可能にする目的で
発生されるために、この試験は「電気発生」と称される。これは、サンプルの光吸収特性
あるいは光放出特性の変化が比率測定あるいは終点を示す「色原体」終点試験あるいは「
蛍光発生」終点試験と同様である。色原体試験では、例えば、基質分子の付着部は、トリ
ペプチドに付加される場合に無色であり、トロンビンの活動によって遊離される場合に明
るい色にされる。自由化学種が光を吸収する波長を監視することによって活性トロンビン
が生成される時間を決定できる。色原体ＡＰＴＴ試験およびＰＴ試験は、従来のＡＰＴＴ
血漿試験およびＰＴ血漿試験に対する良い相関を有することが示されている。
【００７８】
　試薬混合ついて説明する。本発明の原理によれば、システムの試薬は、速くおよび効率
的に混合することができる。特に、システムは、サンプル４６のエッジあるいは空気－液
体界面を試薬の上に繰り返して移動させ、有利なことには試薬分解を促進する。より詳細
には、センサが、サンプルがサンプル検出位置にないと判断すると、サンプルおよびその
エッジは、センサ表面の方へおよび（センサのエッジによって規定される）サンプル検出
位置に移動される。同様に、サンプルがサンプル検出位置にあると判断すると、サンプル
およびそのエッジは、センサ表面から離れて、サンプル検出位置の外側へ移動される。こ
の手順は、試薬が十分に溶解されるまで往復移動になるように繰り返される。
【００７９】
　図６Ａ～図６Ｃを参照してさらに詳しく説明する。本例では、ある長さの導管は、試薬
３０で被覆される。サンプルのセグメントを試薬の上に往復させることにより、対流を誘
起し、それによって試薬を急速に溶解する。この運動は、血液セグメントの後縁が試薬コ
ーティングを横切って連続的に前後に移動するように制御される。さらに、移動の時間量
はいかなるものでもよいが、好ましくは試薬の少なくともかなりの部分を分解するのに十
分な長さのものであるとよい。さらに、この移動は、サンプルの有無の検出後直ぐにある
いは検出後の短い時間量後に生じ得る。
【００８０】
　図６Ａ～図６Ｃは、プレセンサ室２４および排水管３４を含む流体路の他の部分ととも
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に分析位置３１を示している。前述したように、試薬３０は、分析位置３１に付着されて
もよいし、あるいは手順が開始した後の任意の時間に導入してもよい。図６Ｂは、そのエ
ッジが試薬付着を通り過ぎて移動した後のサンプル４６を示している。同様に、図６Ｃは
、そのエッジが後方へバックして試薬付着の上に移動した後のサンプル４６を示す。図６
Ａの分析位置３１に付着される試薬３０が示されているけれども、全流体路に沿って試薬
を任意の位置に配置できる。
【００８１】
　データ収集およびセンサ上の不要な物質の蓄積の防止ついて説明する。本発明の原理に
よれば、データは、例えば、電流測定センサ２９の使用によって収集される。センサ上あ
るいはセンサの周りの不要な物質の蓄積を防止するために、サンプル４６のエッジは、往
復運動してセンサ表面上に繰り返して移動される。不要な物質の例は、プラズマ、血清、
細胞、タンパク質、他の分子、塩等のような乾燥血液、あるいは血液成分のような生物学
的薬剤物質および／または血液成分の物理的吸収物、例えばタンパク質、小さい分子、チ
オール基を含む分子、あるいは電極表面をブロックしその電気活動を変えてしまう電極上
に置かれたその他何でもを含む。
【００８２】
　一実施形態では、振動あるいは往復運動は、１から１００秒の範囲の期間に０．２から
１０ヘルツの範囲の周波数にあってもよい。他の実施形態では、振動は、約２０秒の期間
に約１．５ヘルツの範囲の周波数にある。さらにもう一つの実施形態では、この振動は、
約０．３ヘルツの周波数にある。データを収集あるいは抽出するために、電流測定センサ
２９、すなわち第２のセンサは、各振動の信号を発生する。本実施形態では、電流測定セ
ンサ２９は、サンプル４６が電流測定センサ２９を通り過ぎて振動される度に生成物の濃
度を測定する。
【００８３】
　本実施形態では、第１の電流測定センサ信号は、システムによって記憶され、電流測定
センサ２９からの次の信号は、電流測定センサ信号の変化の最大比率を決定するために記
憶され、第１および他の記憶信号と比較される。これらのデータは、電流測定センサ信号
の変化の最大比率の固定部分を決定するために分析され、例えば、当該の凝固パラメータ
を測定するために使用される。
【００８４】
　Ｎ－フェニル－ｐ－フェニレンジアミンあるいはＮ－［ｐ－メトオキシフェニル－］－
ｐ－フェニレンジアミン部分に付着された基質トシル－グリシル基－プロライニル－アル
ジニル－、Ｈ－Ｄ－フェニルアラニル－パイプコニル－あるいはベンジル－フェニルアラ
ニル－バリル－アルジニル－部分を使用する本発明の実施形態では、完全な基質は、約＋
０．４Ｖの電圧で検出される。電気発生反応生成物のＮ－フェニル－ｐ－フェニレンジア
ミンあるいはＮ－［ｐ－メトオキシフェニル－］－ｐ－フェニレンジアミンは、約＋０．
１Ｖの電圧で検出される。したがって、これらの実施形態では、システムは、流体サンプ
ルにおける基質の濃度に比例する電気化学信号の発生により電流測定センサに電位を印加
する。さらにシステムは、流体サンプルにおける基質の濃度に比例する電気化学信号の発
生により電流測定センサに電位を印加する。トロンビンによる基質の加水分解後、基質に
よって発生される信号から識別可能な信号の発生により電流測定センサで反応する生成物
が形成される。
【００８５】
　基質を電流測定で検出するために使用される正確な電圧および生成物は基質および生成
物の化学構造に応じて変わることに注目すべきである。基質および生成物を検出するため
に使用される電圧の差が、読み間の干渉を防止するのに十分大きくあるべきことが重要で
ある。いくつかの基質の場合、基質を電気化学的に検出するのに必要とされる電圧は高く
、実際の測定値以上になる程である。これらの場合、必要なことは、生成物が電流測定で
検出可能であることだけである。
【００８６】
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　センサは、好ましくは任意の適当な導電性材料で小形製造され、好ましくは金、白金、
銀あるいはイリジウムで作られる。自己組織化チオール膜のような血液成分によるセンサ
表面の有毒物の汚染を防止する薄い有機層でセンサを被覆することも望ましい。メルカプ
トアルカノールは自己組織化チオール膜を形成し、いくつかの例は、メルカプトエタノー
ル、メルカプトプロパノール、メルカプトブタノール、およびその混合物を含む。
【００８７】
　したがって、サンプル４６を往復運動するように移動させ、センサと接触し、それから
センサと非接触にすることによって、センサ上の不要な物質の蓄積が防止でき、それによ
って従来技術によって利用できるものよりもより正確な測定値が得られる。
【００８８】
　サンプル４６に試薬の濃い部分を形成する方法を説明する。本発明の原理によれば、サ
ンプル４６の一部だけを試薬混合領域を通って往復運動するように移動させることによっ
て、サンプル４６に試薬の濃い部分を形成することができる。このように、試薬は全サン
プルに溶解される必要がないために、比較的少量の試薬は、実行手順の質と妥協しないで
使用できる。より詳細には、サンプル４６の最初の部分だけが試薬混合領域（すなわち、
試薬が導入あるいは付着される領域）を通って移動され、それによってサンプル４６の残
りの運動は試薬混合領域の外側の流体導管に生じる。結果として、混合後、サンプル４６
の最初の部分は、サンプル４６の残りの濃度よりも高い試薬濃度を有する。有利なことに
は、例えば電流測定センサ２９によってこの試薬の濃い最初の部分から収集されたデータ
は、従来技術の方法から収集された結果よりもより正確な結果をもたらす。
【００８９】
　流体位置の保持について説明する。本発明の原理によれば、流体位置は試験の進行中ず
っとサンプル４６内で静止状態が保持される。これは、混合を監視し、データ収集を容易
にするために使用される流体位置センサからのフィードバックを利用した活動位置制御に
よって行われる。短時間の試験の間は、センサのバー間の抵抗（あるいは導電率）は、デ
ータポイントがシステムあるいはセンサによって記録されるまで、所定の最小値および所
定の最大値の領域、すなわち換言すると閉回路読み以上の設定されたオーム数内に保持さ
れる。したがって、サンプル４６の空気－液体界面は２つのバー間に保持される。サンプ
ル４６がサンプル保持領域２０の方へ後方へ漂流する場合、抵抗は、予めセットされた制
限がトリガされるまで減少し、制御抵抗が再び得られるまでシステムにサンプルを前方へ
押させる。サンプル４６が排水管の方へ漂流する場合、抵抗は増加し、システムにサンプ
ル４６を後方へ引っ張らせる。本発明の場合、流体活動は、１００ミクロンの公称位置内
に保持できる。さらに、この動きは、サンプル４６内の対流を起こさない程度に十分低い
振幅および速度の動きである。　
【００９０】
　本発明の位置制御機能は、有利なことには、例外的な結果をもたらすために蓄積防止機
能とともに使用されてもよい。例えば、終了までに１５分間といった長い時間量を必要と
する凝固試験の場合、赤血球あるいは他の不要な物質は沈殿するかもしれず、あるいは血
液成分はセンサ表面上またはセンサ表面の周りで乾燥するかもしれない。これらの状態に
よって、所定の流体位置に対する抵抗は、増加し、位置コントローラを妨害する。沈殿の
場合、抵抗は徐々に増加し、コントローラにあたかも流体が前方へ漂流し不正確な結果を
生じているかのような対応をさせる。
【００９１】
　これらの問題を回避するために、流体は、閉回路抵抗が測定される全閉回路位置まで周
期的に移動させられる。次に、流体は、新しい閉回路読みに対する抵抗値オフセットに再
配置される。この振動は、連続的にチップを湿らせ、オフセット抵抗は、沈殿サンプルの
ための閉回路読みに対してセットされる。
【００９２】
　凝固試験を説明する。本発明の原理によれば、前述のように、本技術および手順は、多
数の流体試験および血液試験を実行するために利用されてもよい。一例として、本発明は
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、血液サンプルが凝固するまでに必要とされる、または化学的、物理的変化を経るまでに
必要とされる時間量を測定するために使用されてもよい。血液が分析されるサンプルとし
て使用される場合、当該の変化は、一般的には血液クロットの形成であり、試薬生成物情
報は一般にクロット曲線である。実際の手順に関して、図７を参照すると、サンプル４６
が、例えば上記の手順によりサンプル保持領域２０に導入された後、このサンプル４６は
、試薬と混合され、試薬生成物の形成を始める（７１０）。
【００９３】
　前述したように、この混合は、試薬がサンプル４６の空気液体境界の近くで少なくとも
ほぼ溶解されるまで、サンプル４６の空気液体境界をサンプル保持領域２０の試薬混合領
域を通過して移動させることを含む。特に、往復運動移動は、センサがサンプル４６があ
ることを検出するまでサンプル４６をセンサの検出表面の方へ移動させ、次にセンサがサ
ンプル４６がないことを検出するまでサンプルをセンサの検出表面から離れたところに移
動させることを含む。したがって、センサによってサンプルがないことをサンプル検出位
置から検出した時に、システムは、サンプル４６のエッジをセンサのエッジを通り過ぎて
サンプル検出位置に移動するので、サンプルの少なくともかなりの部分がその中にある。
同様に、センサによってサンプル検出位置にサンプルがあることを検出する際に、システ
ムは、サンプル４６のエッジをセンサのエッジを通り過ぎてサンプル検出位置の外側へ移
動するので、サンプルのかなりの部分よりも少ない部分がその中にある。さらに、本実施
形態において、移動はサンプル４６の有無の検出の際に直ちに生じるけれども、代替実施
形態では、本移動は、検出後の所定の時間量に生じるように遅延されてもよい。
【００９４】
　さらに、本移動は、サンプル４６に試薬３０の濃い部分を形成するために使用されても
よい。より詳細には、混合移動はサンプル保持領域２０に形成される試薬混合領域で生じ
る。本実施形態では、この混合は、サンプル４６の最初の部分だけによって試薬混合領域
を通って繰り返される往復運動移動を含む。結果として、サンプル４６の残りの移動は、
試薬混合領域の外側のサンプル４６保持領域で生じる。このように、最初の部分は、残り
の試薬濃度よりも高い試薬濃度を有する。したがって、従来の装置を使用して得られるよ
りもさらに正確な結果を得るために、データはサンプル４６のこの最初の部分だけからセ
ンサによって収集されてもよい。
【００９５】
　例えば試薬を溶解するのに十分長い所定の時間、この移動を繰り返すことによって、試
薬の濃い部分がサンプル４６で形成される。サンプル４６の分析の完了まで検出表面の上
にサンプル４６の空気液体境界を同様に繰り返し移動させることによって、センサ上ある
いはセンサの周りにおける物質の蓄積も、データ収集ステップ７２０中に防止することが
できる。
【００９６】
　データ収集ステップ７２０後、後述されるように、この手順は試薬生成物情報、すなわ
ちこの場合、クロット曲線データを抽出するステップ７３０を続け、次にステップ７４０
におけるサンプルクロット時間の実際の計算で完了する。
【００９７】
　本発明の原理によれば、例えば電流測定センサ２９によるデータ収集は、実時間クロッ
ト検出およびサンプル位置制御とを同時に生じる。特に、データ収集は、サンプル検出位
置（すなわち、電流測定センサの近くの領域）へのサンプル４６の各移動に対して生じる
。サンプル４６の十分な所定の変化が検出されるまでこれらの移動が続く。この変化は、
任意の種類の化学的あるいは物理的変化であってもよく、本実施形態では、少なくともサ
ンプル４６における血液クロットの部分形成である。
【００９８】
　次に、データ収集ステップ７２０について、図８を参照してより詳細に述べる。最初に
、センサ上の電圧は、およそ約２．５から２．６秒間およそ約－４５から－５５ｍＶに保
持される（８１０）。次に、センサ上の電圧は、およそ約０．５から０．６秒間およそ約
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９５から１０５ｍＶに保持される（８１５）。次に、センサは、所定のサンプリング期間
、例えば約０．０１から約０．０７秒間サンプリングされ、単一時期にこのサンプル４６
のデータを収集する（８２０）。これは、次に例えばシステムメモリ内に記憶されたデー
タポイントを形成するために使用される。
【００９９】
　データ収集の各段階でのセンサの電極電位を変えることによって、センサの電気化学汚
染が防止される。さらに、他の実施形態では、最初のデータサンプリング前に、センサの
電極電位は、サンプル４６の電気化学活動を所定の最大値のままにさせるレベルに設定さ
れてもよい。さらに、収集データの誘導電流成分は、データを収集する前に時間遅延を負
わせることによって最大にされる。
【０１００】
　各データポイントの収集後、試薬生成物情報（すなわち、クロット曲線情報）は、血液
クロットの実時間形成のために抽出され、分析される（８２５）。図９を参照して後述さ
れるように、血液クロットの形成は、基本的に電流測定センサ電流の上昇、次のレベルオ
フに対してデータを分析することによって測定される。このような状態が検出されない場
合、処理は前述のサンプリング手順で再開する。しかしながら、このような状態が検出さ
れた場合、変化時間は、抽出試薬生成物情報を利用することによって計算される。
【０１０１】
　サンプル位置を保持する手順は、データ収集と同時に生じる（８５０）。データ収集と
サンプル４６の移動の同期を容易にすることによって、センサ上の運動の影響は除去でき
る。この同期移動に関して、センサで測定された導電率が所定の最小値よりも小さい場合
、サンプル４６は前方へ移動される。同様に、センサで測定された導電率が所定の最大値
よりも大きい場合、サンプル４６は後方へ移動される。センサデータポイントがセンサに
よって記録されるまで、この処理が繰り返され（８５５）。
【０１０２】
　センサデータポイントの指示の上で、サンプル４６は、センサ表面を完全に覆うように
後方へ移動される。この移動は、サンプル４６のエッジが移動してセンサのエッジを通り
過ぎるまで続く（８６５）。この時に、移動はサンプル４６の位置を保持することで停止
する。次に、サンプルエッジがセンサのエッジを通過するまで、サンプル４６は前方へ移
動される（８７５）。そこから、処理は、他のデータポイントの収集のためのサンプル位
置を保持するステップ８５０に戻る。
【０１０３】
　次に、図９Ａ～図９Ｃを参照して、変化時間を決定するデータから試薬生成物情報を抽
出する処理について述べる。この特定の例では、この処理は、クロット曲線の時間、傾斜
および振幅、すなわち換言すると試薬生成物情報を利用することによって変化時間を基本
的に計算する。特に、この処理は、曲線上昇時間、最大傾斜、および電流上昇前に生じる
電流測定波形の一部を通って引かれるトレンドラインおよびクロット曲線の傾斜が所定の
レベルに低下する場合に生じる点としてそれぞれ規定されるベースラインと上部肩部との
間の電流の変化を利用する。さらに、曲線上昇時間は、電流がベースラインと上部肩部と
の間の中間点に上昇する時間として規定される。さらにより詳細には、肩部を規定する所
定のレベルは、最大傾斜のおよそ約４０％から約６０％であってもよい。
【０１０４】
　最初に、システムは、例えばシステムメモリから前述の手順で収集されたデータにアク
セスする（９１０）。次に、最大電流が測定される（９１２）。この情報を使用して、最
大電流と電流の予想範囲との間で比較が行われる（９１４）。この比較に基づいて、エラ
ー結果が報告され、最大電流がその予想範囲内にない場合、分析が終了される（９１６）
。しかしながら、最大電流が予想範囲内にある場合、処理は、最小電流の測定を続ける（
９１８）。
【０１０５】
　次に、最小電流と電流の予想範囲との間で比較が行われる（９２０）。最小電流がその
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予想範囲内にない場合、エラー結果が報告され、この処理が終了される（９２２）。一方
、最小電流が予想範囲内にある場合、処理は、前述のようにベースラインの測定を続ける
。
【０１０６】
　最大電流および最小電流がその予想範囲内にあることを確かめることによって、前述し
たように電流上昇前に生じる電流測定波形の一部を通って引かれたトレンドラインである
ベースラインが測定される（９２４）。一例として、このベースラインは、最小電流を通
って引かれた平たいラインであってもよい。次に、このベースラインは、その予想範囲と
比較される（９２６）。この比較に基づいて、エラー結果は、報告され、この分析は、ベ
ースラインが予想範囲内にない場合、終了される（９２８）。それに反して、ベースライ
ンがその予想範囲内にある場合、処理は、最大電流および最小電流の発生の時間間の比較
を続ける（９３０）。
【０１０７】
　最大電流が最小電流よりも時間が早く得られる場合、クロット形成がないことが報告さ
れる（９３２）。しかしながら、最大電流が最小電流よりも時間が遅く得られる場合、こ
の処理は、最大傾斜の振幅および時間の測定を続ける。そこから、最大傾斜の振幅および
時間の両方がその予想範囲と比較される（９３６）。最大傾斜の振幅および時間が予想範
囲内にない場合、エラー結果が報告され、処理が終了される（９３８）。
【０１０８】
　振幅および最大傾斜の検査の次に、本発明のシステムは、もしあれば、前述されるよう
にクロット曲線の傾斜が最大クロット曲線の５０％に減衰する点である肩部の発生の時間
を計算する。このような発生が識別される場合、このような発生の時間ならびにこの時の
実際の電流が、例えば、システムメモリに記録される（９４０）。この決定によれば、肩
部が得られない場合（９４２）、クロット形成がないことが示され、処理が終了される（
９４４）。
【０１０９】
　一方、肩部が検出される場合、電流変化、すなわちアイデルタが、ベース電流を肩部電
流から減算されることによって測定される。次に、このアイデルタは、その予想範囲と比
較される。次に、アイデルタがその予想範囲内になく、クロット検出範囲以下でない場合
、エラー結果が示され、本処理は終了される（９５２）。アイデルタが予想範囲内になく
、それにもかかわらずクロット検出範囲以下にある場合、クロット形成がないことが報告
され、この処理は終了される（９５４）。
【０１１０】
　アイデルタとその予想範囲との比較に戻る（９４８）と、アイデルタがその予想範囲内
にある場合、上昇時間が測定される（９５６）。前述のように、この上昇時間は、電流が
ベースラインと上部肩部との間の中間点に上昇する時間である。次に、この上昇時間は、
その予想結果と比較される（９５８）。上昇時間が予想範囲内にない場合、エラーが報告
される。さもなければ、上昇時間が、クロット形成時間として報告され、この最終決定で
、本実施形態のデータ抽出は、システムメモリに記憶されている全関連データに対して終
了する。
【０１１１】
　さらに、いくつかの他の機能を注目すべきである。より詳細には、本発明の方法で使用
される試薬は、凝固カスケードの酵素のための基質であってもよい。この場合、試薬生成
物は、電気活性化学種であり、蓄積することを防止される物質は、センサの表面上に吸着
できるサンプル４６の成分（したがって、可能性としてセンサを汚す）および／またはサ
ンプル４６の乾燥形式の成分のいずれかを含む。本発明の他の実施形態では、センサは、
サンプル４６のリガンドと結合できる受容体をセンサ上で動かなくしてもよい。
【０１１２】
　さらに、本発明のシステムは、凝固酵素の分析のみに限定されない。グルコーゼ酸化酵
素、乳酸塩酸化酵素、および他の酸素還元酵素、脱水素酵素基酵素、およびアルカリフォ
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スファターゼおよび他のフォスファターゼ、およびセリンプロテアーゼのようないろいろ
な酵素に対する分析を考案できる。臨床の化学手順で分析される当該技術分野で公知の他
の酵素は、本発明で分析できる。
【０１１３】
　本発明の技術が前述のシステムで実施されているものとして示されているけれども、他
のシステムは同様に上記の機能を実行できることを分かるべきである。例えば、たとえ上
記のシステムが携帯ポイントオフケア装置として使用可能であることを意図されていると
しても、本発明は図１０に示されているコンピューティング装置のようなコンピューティ
ング装置で実施されてもよいことも考えられる。この点では、図１０は、本発明のコンピ
ュータ実施の実施形態によるコンピュータ処理のいくつかあるいは全ても実行できる主処
理装置の図である。ここに示されている手順は、例えばコンピュータあるいはコンピュー
タのネットワークで実行されるプログラムによって示される。
【０１１４】
　図１０で、外側から見ると、参照番号２１８によって示されるコンピュータシステムは
、ディスクドライブ２３６および２３８を有するコンピュータ２３４を有する。ディスク
ドライブ２３６および２３８は、コンピュータシステム２１８に多数備えられるディスク
ドライブの単なる指示符号である。一般的には、これらは、フレキシブルディスクドライ
ブ２３６と、ハードディスクドライブ（外側に図示せず）と、スロット２３８によって示
されるＣＤ ＲＯＭとを含む。ドライブの数および形式は、一般的には異なるコンピュー
タ構成とともに変わる。ディスクドライブ２３６および２３８は、実際にはオプションで
あり、空間を考慮した場合、ここに示された製造方法／装置とともに使用されるコンピュ
ータシステム２１８から容易に省略される。
【０１１５】
　コンピュータシステム２１８は、情報を表示するオプションのディスプレイ２４０も有
する。いくつかの場合、キーボード２４２およびマウス２４４は、コンピュータ２３４と
のインタフェースの入力装置として設けられている。次にさらに、より携帯性を高めるた
めに、キーボード２４２は、限られた機能のキーボードであるか、あるいはそっくりその
まま省略されるかされてもよい。さらに、マウス２４４は、タッチパッド制御装置あるい
はトラックボール装置でもよく、もしくは同様にそっくりそのまま省略されてもよい。さ
らに、コンピュータシステム２１８は任意に、後述されるような赤外線信号を送信および
／または受信のいずれかを行うための少なくとも１つの赤外線送信機および／または赤外
線受信機を備える。
【０１１６】
　図１１は、図１０のコンピュータシステム２１８の内部ハードウェアのブロック図を示
している。バス２４８は、コンピュータシステム２１８の他の構成要素を相互接続する主
情報ハイウェイとして役立つ。ＣＰＵ２５０は、プログラムを実行するのに必要とされる
計算および論理演算を実行するシステムの中央処理装置である。読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）２５２およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２５４は、コンピュータの主メモ
リを構成する。ディスクコントローラ２５６は、１つあるいはそれ以上のディスクドライ
ブをバス２４８にインタフェースする。これらのディスクドライブは、例えば２６２のよ
うなフレキシブルディスクドライブ、あるいは２５８のようなＣＤ ＲＯＭあるいはＤＶ
Ｄ（ディジタルビデオディスク）ドライブ、もしくは内部あるいは外部ハードディスクド
ライブ２６０である。前述したように、これらのいろいろなディスクドライブおよびディ
スクコントローラはオプションの装置である。
【０１１７】
　ディスプレイインタフェース２６４は、ディスプレイ２４０をインタフェースし、ディ
スプレイ２４０に表示されるバス２４８からの情報を可能にする。さらに、前述したよう
に、ディスプレイ２４０もオプションの装置である。例えば、ディスプレイ２４０は、交
換あるいは省略できる。外部装置との通信、例えば、ここに示されたシステムの他の構成
要素は、通信ポート２６６を使用することによって生じる。例えば、光ファイバおよび／
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または電気ケーブルおよび／または導体および／または光通信（例えば、赤外線等）およ
び／または無線通信（例えば、無線周波数（ＲＦ）等）は、外部装置と通信ポート２６６
との間のトランスポート媒体として使用できる。周辺インタフェース２４６は、キーボー
ド２４２およびマウス２４４にインタフェースし、入力データがバス２４８に伝送される
ことを可能にする。コンピュータの標準構成要素に加えて、コンピュータは、任意に赤外
線送信機および／または赤外線受信機も含む。コンピュータシステムがデータを赤外線信
号伝送を介して送信／受信する１つあるいはそれ以上の処理構成要素／ステーションとと
もに使用される場合、任意に赤外線送信機が利用される。赤外線送信機あるいは赤外線受
信機の代わりに、コンピュータシステムは、任意に、低電力無線送信機および／または低
電力無線受信機を使用する。この低電力無線送信機は、製造工程の部品によって受信する
ための信号を送信し、低電力無線受信機を介して部品から信号を受信する。低電力無線送
信機および／または受信機は、産業界における標準装置である。
【０１１８】
　図１２は、図１０および図１１に示されたディスクドライブと併用できる典型的なメモ
リ媒体２６８の図である。一般的には、フレキシブルディスク、あるいはＣＤ ＲＯＭ、
あるいはディジタルビデオディスクのようなメモリ媒体２６８は、例えば、コンピュータ
がここに示された機能を実行できるようにコンピュータを制御する単一バイト言語および
プログラム情報のための多バイト現場を含む。一方、図１１に示されたＲＯＭ２５２およ
びＲＡＭ２５４は、中央処理装置２５０を命令し、製造工程に関連した動作を実行するた
めに使用されるプログラム情報を記憶するためにも使用できる。
【０１１９】
　単一プロセッサ、単一ハードディスクドライブおよび単一ローカルメモリを有するコン
ピュータシステム２１８が示されているけれども、システム２１８には、任意の複数のプ
ロセッサあるいは記憶装置の組み合わせが適切に装備されている。コンピュータシステム
２１８は、実際に、高性能計算器、携帯用コンピュータ、ラップトップ／ノートブックコ
ンピュータ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータおよびスーパーコンピュー
タならびに同上の処理システムネットワーク組み合わせを含む、本発明の原理により作動
する任意の適切な処理システムと交換できるかあるいはこの処理システムと結合できる。
【０１２０】
　従来の処理システムアーキテクチャは、ウィリアム・スターリング著の「コンピュータ
構成およびアーキテクチャ」（マクミラン出版社）（第３版、１９９３年）により十分に
述べられている；従来の処理システムネットワーク設計は、ダレン・エル・スポーン著の
「データネットワーク設計」（マグロヒル社）（１９９３年）により十分に述べられてい
る、および従来のデータ通信は、Ｒ・Ｄ・ギットリン、J・Ｆ・ヘイズおよびＳ・Ｂ・ウ
ェインスタイン著の「データ通信原理」（プレナム出版）（１９９２年）およびジェーム
ス・ハリー・グレーン著の「電気通信のアイルウィンハンドブック」（アイルウィンプロ
フェショナル出版）（第２版、１９９２年）により十分に述べられている。前述の刊行物
は参照してここに組み込まれる。一方、ハードウェア構成は、例えば、付加計算効率のた
めの多重命令多重データ（ＭＩＭＤ）マルチプロセッサフォーマットにより配置されてい
る。この形式のコンピュータアーキテクチャの詳細は、例えば、その全てが参照してここ
に組み込まれる米国特許第５，１６３，１３１号；Ｂｏｘｅｒ，Ａ．，Ｗｈｅｒｅ Ｂｕ
ｓｅｓ Ｃａｎｎｏｔ Ｇｏ，ＩＥＥＥ Ｓｐｅｃｔｒｕｍ，１９９５年２月，ｐｐ４１～
４５頁；およびＢａｒｒｏｓｏ，Ｌ．Ａら、ＲＰＭ：Ａ Ｒａｐｉｄ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｉ
ｎｇ Ｅｎｇｉｎｅ ｆｏｒ Ｍｕｌｔｉｐｒｏｃｅｓｓｏｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＩＥＥＥ 
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ １９９５年２月 ２６～３４頁により詳細に開示されている。
【０１２１】
　他の好ましい実施形態では、上記に示されたプロセッサ、特にＣＰＵ２５０は、ＰＡＬ
（プログラマブルアレイロジック）およびＰＬＡ（プログラマブルロジックアレイ）、Ｄ
ＳＰ（ディジタル信号プロセッサ）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ
）、ＡＳＩＣ（専用集積回路）、ＶＬＳＩ（超大規模集積回路）等を含むいかなる適切な
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【０１２２】
　本発明の多数の特徴および長所は、詳細な明細書から明らかであり、本発明の真の精神
および範囲内にある本発明の全てのこのような特徴および長所を保護することが添付され
た特許請求の範囲によって意図されている。さらに、多数の修正および変形は、当業者に
は容易に思い浮かぶので、図示され、説明された正確な構成および動作に本発明を限定す
ることを望ましくなく、全ての変形物および同等物は、本発明の範囲内にあると訴えるこ
とができる。
【符号の説明】
【０１２３】
１０ カートリッジあるいはハウジング
１２ サンプル入口ポート
１４ 過剰サンプルウェル
１６ オーバーフロー室
１８ 空気管
２０ サンプル保持室あるいはサンプル保持領域
２２ 毛管ストッパ
２４ プレセンサ室
２６ 疎水性層
２８ 導電度センサ
２９ 電流測定センサあるいは電位センサ
３０ 試薬あるいは基質
３１ 分析位置
３２ 基準センサ
３３ アンテナ状電極
３４ 排水管
３６ 可撓性ダイヤフラムポンプ
３８ スナップカバー
４０ 上部ハウジング
４２ 壁あるいはテープあるいは膜
４４ 下部ハウジング
４６ サンプル
４８ オリフィス
２１８ コンピュータシステム
２３４ コンピュータ
２３６，２３８ ディスクドライブ
２４０ ディスプレイ
２４２ キーボード
２４４ マウス
２６８ メモリ媒体
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