
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、カッタナイフによって前記固形
試料を切断し、薄切片を作製する方法において、
（ａ）前記固形試料の切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定
させる工程と、
（ｂ）前記固形試料の切断を行い、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する工
程と、
（ｃ）前記薄切片を前記薄切補助部材から顕微鏡用スライドガラスに転写し、該スライド
ガラスに密着固定した薄切片を作製する工程とを施す

ことを特徴
とする薄切片の作製方法。
【請求項２】
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とともに、
前記固形試料面と薄切補助部材の密着固定工程において、前記固形試料面又は薄切補助部
材のうち少なくとも一方に霧状の液体を吹きつけた後、前記固形試料面に前記薄切補助部
材を押しつけることにより、前記固形試料面と薄切補助部材を密着固定し、
前記薄切片を前記薄切補助部材からスライドガラスへ転写する工程において、前記スライ
ドガラス又は薄切片のうち少なくとも一方に霧状の液体を吹きつけた後、前記薄切片を前
記スライドガラスに押しつけることにより、前記薄切補助部材のみを前記スライドガラス
から引き剥がし、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写するようにした

固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、カッタナイフによって前記固形



前記固形試料面と薄切補助部材の密着固定工程において、前記薄切補助部材と固形試料面
が引き付けあうように静電気力を作用させ、前記薄切補助部材を前記固形試料面に押し付
けることにより、前記固形試料面と薄切補助部材を密着固定し、
前記薄切片を前記薄切補助部材から前記スライドガラスへ転写する工程において、前記薄
切補助部材に密着固定した前記薄切片のみが前記スライドガラスに密着固定するように静
電気力を作用させた後、押し付け、その後、前記薄切補助部材のみを前記スライドガラス
から引き剥がし、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写するようにしたことを特徴
とする薄切片の作製方法。
【請求項３】
請求項１ 記載の薄切片の作製方法において、前記薄切片を前記薄切補助部材から前
記スライドガラスへ転写する工程において、前記薄切補助部材に密着固定した前記薄切片
を、前記スライドガラスに押しつけた後、前記薄切補助部材を吸引して前記スライドガラ
スから引き剥がすことにより、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写するようにし
たことを特徴とする薄切片の作製方法。
【請求項４】

前記薄切補助部材には薄いテープ状部材を用い、前記密着固定手段として、固形試料面に
霧状の液体を吹きつける霧状液体吹きつけ装置と、前記テープ状部材を繰り出す繰り出し
装置と、前記テープ状部材を固形試料面に押しつける押しつけ装置と、前記テープ状部材
を巻き取る巻き取り装置を備え、前記転写手段として、前記スライドガラスに霧状の液体
を吹きつける霧状液体吹きつけ装置と、前記繰り出し装置と兼用される繰り出し装置と、
前記押しつけ装置と兼用される押しつけ装置と、前記巻き取り装置と兼用される巻き取り
装置とを具備することを特徴とする薄切片の作製装置。
【請求項５】

前記薄切補助部材には薄いテープ状部材を用い、前記密着固定手段として、前記薄切補助
部材と固形試料面が引きつけあうように静電気力を作用させる静電気発生装置と、前記テ
ープ状部材を繰り出す繰り出し装置と、前記テープ状部材を固形試料面に押しつける押し
つけ装置と、前記テープ状部材を巻き取る巻き取り装置を備え、前記転写手段として、前
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試料を切断し、薄切片を作製する方法において、
（ａ）前記固形試料の切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定
させる工程と、
（ｂ）前記固形試料の切断を行い、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する工
程と、
（ｃ）前記薄切片を前記薄切補助部材から顕微鏡用スライドガラスに転写し、該スライド
ガラスに密着固定した薄切片を作製する工程とを施すとともに、

又は２

固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、前記固形試料を切断し、薄切片
を作製する装置において、
（ａ）切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定させる密着固定
手段と、
（ｂ）前記薄切補助部材が密着固定した固形試料面を薄切し、前記薄切補助部材と密着固
定した薄切片を作製する切断手段と、
（ｃ）前記薄切片を前記薄切補助部材からスライドガラスに転写し、該スライドガラスに
転写した薄切片を作製する転写手段とを具備するとともに、

固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、前記固形試料を切断し、薄切片
を作製する装置において、
（ａ）切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定させる密着固定
手段と、
（ｂ）前記薄切補助部材が密着固定した固形試料面を薄切し、前記薄切補助部材と密着固
定した薄切片を作製する切断手段と、
（ｃ）前記薄切片を前記薄切補助部材からスライドガラスに転写し、該スライドガラスに
転写した薄切片を作製する転写手段とを具備するとともに、



記薄切補助部材に密着固定した前記薄切片のみが前記スライドガラスに転写するように静
電気を発生させる静電気発生装置と、前記繰り出し装置と兼用される繰り出し装置と、前
記押しつけ装置と兼用される押しつけ装置と、前記巻き取り装置と兼用される巻き取り装
置とを具備することを特徴とする薄切片の作製装置。
【請求項６】
請求項 記載の薄切片の作製装置において、密着固定手段及び転写手段の押しつけ
装置は、前記薄切補助部材を前記固形試料面に押しつける機能の他に前記薄切補助部材を
吸引し、前記スライドガラス面から前記薄切補助部材だけを引き剥がす機能を有すること
を特徴とする薄切片の作製装置。
【請求項７】
請求項 乃至 のうちいずれか１項記載の薄切片の作製装置において、前記薄切補助部材
は薄い金属性ベルトを用いることを特徴とする薄切片の作製装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、理科学試料分析や生体試料の顕微鏡観察等の医療分析において用いられるミク
ロトーム（固形試料またはカッタナイフを希望切断厚さに対応する量だけ移動させた後、
カッタナイフによって固形試料を切断し、薄切片を作製する装置）に係り、切断工程の前
に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材（テープ）を密着固定した後、薄切りを行い、
薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する装置（薄切片作製装置）において、特に、
固形試料面に薄切補助部材を密着固定する方法およびそのための装置、薄切りされた薄切
片を薄切補助部材に密着固定する方法およびそのための装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、薄切片の作製（切り出し）作業は、作業者がミクロトームを用いて行っている（例
えば、特開平６－２６５４５２号参照）。固形試料には主として生体試料をパラフィン包
埋したものが用いられ、これを切断し、薄切片を作製する。この薄切片の作製工程におい
て、重要かつ困難な作業に、切断中及び切断工程終了後の薄切片のハンドリングがある。
【０００３】
図１８はかかる従来の薄切片のハンドリング工程を示す斜視図である。
【０００４】
まず、図１８（ａ）に示すように、固形試料または切断刃を希望切断厚さに対応する量だ
け移動させる、いわゆる送り工程が行われる。つまり、切断刃１を固形試料２の方向Ａへ
送り、固形試料２の薄切りを開始する。
【０００５】
次に、図１８（ｂ）に示すように、作業者は片手で切断刃１を移動をさせつつ、もう一方
の手でこのとき生成される薄切片４の切 始めに、水分を含ませた非常に細い筆などの治
具３（他に紙製の小さい短冊に水分を含ませたものや、先端を鋭利に削った木製の鉛筆状
の治具などが使用される）の先端部を接触させる。
【０００６】
次に、図１８（ｃ）に示すように、そのまま切断刃１を移動させる速度と同じ速度で、薄
切片４に接触させた治具３を動かしながら切断を終了させることにより、切断終了時には
、一端が治具３に接触した状態の薄切片４を取り出すことができる。そして、取り出した
薄切片４をガラス製のプレパラートに乗せる（一般的には取り出した薄切片４の皺や縮み
を延ばす目的で一度水面に浮かべた後、プレパラートで掬い取るのであるが、どちらにし
ても薄切片４を、ある定まった場所へ移動させる工程が存在することに変わりはない）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の薄切片の作製方法では、次に示すような問題があった。
【０００８】
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４又は５

４ ６

り



作業者は片手で切断刃１を、もう一方の手で薄切片４取り出し用の治具３を同時に操作し
なければならず、この状況下で非常に薄い薄切片４の切れ始めの一定の場所に、これもま
た非常に小さな治具３の先端部を正確に接触させるには、高度な技術、熟練度かつ集中力
を必要とする。このとき治具３先端部の薄切片４への押しつけ力が大きすぎると薄切片４
が破れたり、皺になったりするという不具合が生じる。
【０００９】
また、切断刃１は固形試料２の切断を開始したら常に一定の速度で移動させなければなら
ないため〔切断刃１の移動速度（切断速度）を変化させると薄切片４の厚さむらや形状（
皺、縮み）のバラツキの原因となる〕、この治具３の先端部を薄切片４の切り始めに接触
させ、切断刃１を停止させることなく行わなければならない。
【００１０】
仮に、薄切片４の切 始めにうまく治具３の先端部を接触させることに成功しても、両方
の手の移動速度が同じでなければ薄切片４が破れてしまう。
【００１１】
最後に、取り出した薄切片４をプレパラート上など他の場所に移動させる際も慎重に行わ
なければ、風や衝撃により薄切片４が破れる恐れがある。
【００１２】
これらの一連の高度な技術を身につけること、かつ連続したものでは数百枚にも及ぶ切り
出しの作業の間中、終始集中力を維持することは非常に困難である。
【００１３】
本発明は、上記問題点を解決するために、薄切片の切り出しの際に薄切片に生じる皺、縮
み、破れなどの不具合の発生を抑え、熟練者でなくとも容易に安定した品質の薄切片の切
り出しを行うことができる薄切片の作製方法およびそのための装置を提供することを目的
とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するために、
〔１〕固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、カッタナイフによって前
記固形試料を切断し、薄切片を作製する方法において、前記固形試料の切断工程の前に薄
切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定させる工程と、前記固形試料の切断を行
い、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する工程と、前記薄切片を前記薄切補
助部材から顕微鏡用スライドガラスに転写し、このスライドガラスに密着固定した薄切片
を作製する工程とを施す

ようにしたものである。
【００１５】
〔 〕

前記固形試料面と薄切補助部材の密着固定工程におい
て、前記薄切補助部材と固形試料面が引き付けあうように静電気力を作用させ、前記薄切
補助部材を前記固形試料面に押し付けることにより、前記固形試料面と薄切補助部材を密
着固定し、前記薄切片を前記薄切補助部材から前記スライドガラスへ転写する工程におい
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とともに、前記固形試料面と薄切補助部材の密着固定工程におい
て、前記固形試料面又は薄切補助部材のうち少なくとも一方に霧状の液体を吹きつけた後
、前記固形試料面に前記薄切補助部材を押しつけることにより、前記固形試料面と薄切補
助部材を密着固定し、前記薄切片を前記薄切補助部材からスライドガラスへ転写する工程
において、前記スライドガラス又は薄切片のうち少なくとも一方に霧状の液体を吹きつけ
た後、前記薄切片を前記スライドガラスに押しつけることにより、前記薄切補助部材のみ
を前記スライドガラスから引き剥がし、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写する

２ 固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、カッタナイフによって前
記固形試料を切断し、薄切片を作製する方法において、前記固形試料の切断工程の前に薄
切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定させる工程と、前記固形試料の切断を行
い、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する工程と、前記薄切片を前記薄切補
助部材から顕微鏡用スライドガラスに転写し、このスライドガラスに密着固定した薄切片
を作製する工程とを施すとともに、



て、前記薄切補助部材に密着固定した前記薄切片のみが前記スライドガラスに密着固定す
るように静電気力を作用させた後、押し付け、その後、前記薄切補助部材のみを前記スラ
イドガラスから引き剥がし、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写するようにした
ものである。
【００１６】
〔 〕上記〔１〕 記載の薄切片の作製方法において、前記薄切片を前記薄切補
助部材から前記スライドガラスへ転写する工程において、前記薄切補助部材に密着固定し
た前記薄切片を、前記スライドガラスに押しつけた後、前記薄切補助部材を吸引して前記
スライドガラスから引き剥がすことにより、前記薄切片のみを前記スライドガラスに転写
するようにしたものである。
【００１７】
〔 〕

前記薄切補助部材には薄いテープ状部材を用い、前記密着固定手段として、固形試料面に
霧状の液体を吹きつける霧状液体吹きつけ装置と、前記テープ状部材を繰り出す繰り出し
装置と、前記テープ状部材を固形試料面に押しつける押しつけ装置と、前記テープ状部材
を巻き取る巻き取り装置を備え、前記転写手段として、前記スライドガラスに霧状の液体
を吹きつける霧状液体吹きつけ装置と、前記繰り出し装置と兼用される繰り出し装置と、
前記押しつけ装置と兼用される押しつけ装置と、前記巻き取り装置と兼用される巻き取り
装置とを具備するようにしたものである。
【００１８】
〔 〕

前記薄切補助部材には薄いテープ状部材を用い、前記密着固定手段として、前記薄切補助
部材と固形試料面が引きつけあうように静電気力を作用させる静電気発生装置と、前記テ
ープ状部材を繰り出す繰り出し装置と、前記テープ状部材を固形試料面に押しつける押し
つけ装置と、前記テープ状部材を巻き取る巻き取り装置を備え、前記転写手段として、前
記薄切補助部材に密着固定した前記薄切片のみが前記スライドガラスに転写するように静
電気を発生させる静電気発生装置と、前記繰り出し装置と兼用される繰り出し装置と、前
記押しつけ装置と兼用される押しつけ装置と、前記巻き取り装置と兼用される巻き取り装
置とを具備するようにしたものである。
【００１９】
〔 〕上記〔 〕 〔 載の薄切片の作製装置において、密着固定手段及び転写手
段の押しつけ装置は、前記薄切補助部材を前記固形試料面に押しつける機能の他に前記薄
切補助部材を吸引し、前記スライドガラス面から前記薄切補助部材だけを引き剥がす機能
を有するようにしたものである。
【００２０】
〔 〕上記〔 〕乃至〔 〕のうちいずれか１項記載の薄切片の作製装置において、前記
薄切補助部材は薄い金属性ベルトを用いるようにしたものである。
【００２１】
上記のように構成したので、切断の際に薄切片に生じる皺、縮み、破れなどの不具合及び
切断後の薄切片を取り出しスライドガラスに載せる際に生じる薄切片の破れ等の不具合を
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３ 又は〔２〕

４ 固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、前記固形試料を切断し、
薄切片を作製する装置において、切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材
を密着固定させる密着固定手段と、前記薄切補助部材が密着固定した固形試料面を薄切し
、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する切断手段と、前記薄切片を前記薄切
補助部材からスライドガラスに転写し、該スライドガラスに転写した薄切片を作製する転
写手段とを具備するとともに、

５ 固形試料を所定の薄切片の厚さに対応する量だけ移動し、前記固形試料を切断し、
薄切片を作製する装置において、切断工程の前に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材
を密着固定させる密着固定手段と、前記薄切補助部材が密着固定した固形試料面を薄切し
、前記薄切補助部材と密着固定した薄切片を作製する切断手段と、前記薄切片を前記薄切
補助部材からスライドガラスに転写し、該スライドガラスに転写した薄切片を作製する転
写手段とを具備するとともに、

６ ４ 又は ５〕記

７ ４ ６



抑え、熟練者でなくとも容易に安定した品質の薄切片の切り出しを行うことができる。
【００２２】
また、薄切片作製作業を自動化する上でも作用効果は著大であり、顕微鏡観察などに用い
られる試料の作製効率の大幅な向上を図ることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
図１は本発明の第１実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の構成図、図２はその組織
観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である。
【００２５】
これらの図に示すように、固形試料２を所望の切断厚さに対応する量だけ送る試料送り装
置３と、薄切補助部材４を希望する量だけ繰り出す繰り出し装置５と、薄切補助部材４を
巻き取る巻き取り装置６と、繰り出し装置５と巻き取り装置６の間に薄切補助部材４を挟
んで固形試料２に対向して位置する、薄切補助部材４を固形試料２面に押しつける押しつ
け装置７と、切断を行うカッタナイフ１と、カッタナイフ１と連動して動作する顕微鏡用
スライドガラス（以下、単にスライドガラスという）１０を備えたスライドガラスストッ
カ１１で構成される。押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９は転写工程時に薄切補助部材
４を引きつける必要がある場合には薄切補助部材４を引きつける機能を備える。
【００２６】
この装置において、希望する厚さに対応する送りを行う送り工程のための移動軸及び薄切
りを行う切断工程のための移動軸を固形試料２側に取り付けるか、またはカッタナイフ１
側に取り付けるかという相違点はあるが、送り工程及び切断工程時のカッタナイフ１と固
形試料２の相対的な動きはどちらを移動させても同じなので、今回は、送り工程では固形
試料２（以下、試料送り工程）を、切断工程ではカッタナイフ１を移動させることにして
いる。
【００２７】
図３は本発明の第２実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である。
【００２８】
この実施例では、薄切補助部材４を固形試料２面に密着固定する密着固定工程（及び転写
工程）時に、固形試料２を低温に冷却する冷却装置１２を具備するものである。
【００２９】
装置のその他の構成部分に関しては、図２に示すものと同様であり、図２と同じ符号を付
して、それらの説明は省略する。
【００３０】
上記したように、転写工程時に冷却装置１２によりスライドガラスストッカ１１内のスラ
イドガラス１０を低温に冷却しておくことにより、押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９
で常温（室温）の薄切補助部材４を固形試料２面に押しつけた際、スライドガラス１０面
上で凍結していた水分が溶融し、再度凍結して密着固定する。その後、薄切補助部材４の
みを引き剥がすことにより薄切片のみをスライドガラス１０に転写することができる。
【００３１】
図４は本発明の第３実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である。
【００３２】
この実施例では、薄切補助部材４を固形試料２面に密着固定する密着固定工程（及び転写
工程）の前に、固形試料２面に霧状の液体を吹きつける霧状液体吹きつけ装置１３を具備
するものである。なお、霧状液体吹きつけ装置１３はＦの方向に回転する機構を有し、密
着固定工程（及び転写工程）時には、邪魔になるので、Ｆ－の方向に回転して退避位置に
ある。
【００３３】
装置のその他の構成部分に関しては、図２に示すものと同様であり、図２と同じ符号を付
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して、それらの説明は省略する。
【００３４】
図４において、霧状液体吹きつけ装置１３は密着固定用のものであり、固形試料２の近く
に配備している。転写工程においても霧状液体吹きつけ装置１３を使用する場合、同装置
をスライドガラス１０付近に移動させるか、スライドガラス１０付近にも同じものを配備
する。
【００３５】
上記したように、転写工程で、霧状液体吹きつけ装置１３によりスライドガラス１０に霧
状の液体を吹きつけた後、押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９で薄切補助部材４をスラ
イドガラス１０に押しつけ、密着固定する。その後、薄切補助部材４のみを引き剥がすこ
とにより薄切片のみをスライドガラス１０に転写することができる。
【００３６】
図５は本発明の第４実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図、図６は
その組織観察用薄切片の作製装置の密着固定工程（及び転写工程）の説明図であり、図６
（ａ）はその第１工程（密着前工程）、図６（ｂ）はその第２工程（密着固定工程）を示
す。
【００３７】
この実施例では、図５に示すように、薄切補助部材４を固形試料２面に密着固定する密着
固定工程（及び転写工程）時に薄切補助部材４と固形試料２面間が引きつけあうように静
電気を作用させる静電気発生装置１４を具備するものである。
【００３８】
密着固定工程時に静電気力を利用する場合の静電気発生装置１４の詳細構成を図６（ａ）
及び図６（ｂ）に示す。すなわち、薄切補助部材４の構成が、絶縁材料（電気抵抗率が大
きい材料）２１上に導電性部材２２を塗布もしくはコーティングしたものを用い、固形試
料２には、ある程度の導電性を有するものを用いる。
【００３９】
薄切補助部材４の導電性部材２２に＋もしくは－の電圧を与え、固形試料２をアース（グ
ランド、０Ｖ電位）することで両者間に電位差を生じさせた後、両者を近づけることによ
り、固形試料２の表面には導電性部材２２に与えた電荷と逆（導電性部材２２に与えた電
圧が＋なら－、導電性部材２２に与えた電圧が－なら＋）の電荷が発生し、互いに引きつ
けあう機構になっている。図６（ｂ）においては、薄切補助部材４の導電性部材２２に＋
もしくは－の電圧を与え、固形試料２をアースしたが、薄切補助部材４の導電性部材２２
をアースし、固形試料２に＋もしくは－の電圧を与えても同様の効果を奏する。
【００４０】
上記したように、密着固定工程で、静電気発生装置１４により薄切補助部材４と固形試料
２面間が引きつけあうよう静電気を作用させた後、押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９
で薄切補助部材４を固形試料２面に押しつけることにより、固形試料２面に薄切補助部材
４を密着固定することができる。
【００４１】
なお、静電気の発生方法は前述したとおり、薄切補助部材４と固形試料２面間の電位差を
利用する。
【００４２】
また、転写工程で静電気発生装置１４により薄切補助部材４に密着固定した薄切片を分離
させ、かつ薄切片とスライドガラス１０が引きつけあうよう静電気を作用させた後、押し
つけ装置７の押しつけ用ヘッド９で薄切補助部材４をスライドガラス１０に押しつけ、そ
の後、薄切補助部材４のみを引き剥がすことにより薄切片のみをスライドガラス１０に転
写することができる。
【００４３】
なお、静電気の発生方法は前述した密着固定工程と同様に、薄切片とスライドガラス表面
間の電位差を利用する。
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【００４４】
図７は本発明の第５実施例を示す組織観察用薄切片の密着固定工程の説明図である。
【００４５】
この実施例では、導電性部材２３上にスライドガラス１０（絶縁材料）を密着するように
セットする。そして、前記導電性部材２３をアースし、上記第４実施例と同様の２層構造
の薄切補助部材４の導電性部材２２に密着固定工程時とは逆の電圧を与えることにより薄
切補助部材４と薄切片１８を分離させ、薄切片１８をスライドガラス１０に転写できる機
構になっている。
【００４６】
装置のその他の構成部分に関しては図６に示すものと同様であり、図６と同じ符号を付し
て、それらの説明は省略する。
【００４７】
図８は本発明の第６実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図、図９は
その組織観察用薄切片の作製装置の構成図である。
【００４８】
この実施例では、薄切補助部材４には、少なくとも固形試料２面側に粘着剤を塗布した薄
いテープ状部材１５を用い、薄切補助部材４を固形試料２面に密着固定する密着固定工程
時に薄切補助部材４を利用するものである。
【００４９】
装置のその他の構成部分については図２に示すものと同様であり、図２と同じ符号を付し
て、それらの説明は省略する。
【００５０】
この実施例において、薄切補助部材４として使用する薄いテープ状部材に、図１０に示す
ような裏紙１６の付いた粘着テープを使用する場合は、図９に示すような装置構成とし、
裏紙巻き取り装置１７により、裏紙１６を巻き取る。
【００５１】
次に、図２～図８に示す実施例を用いて、スライドガラスに密着固定された組織観察用薄
切片を作製するまでを、工程の順に説明する。
【００５２】
まず、固形試料２をＢ＋の方向へ、希望する切断厚さに対応する量だけ送る（試料送り工
程：図示していないがＢの方向のみに動作可能な案内面とアクチュエータを具備する）。
【００５３】
次に，押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９（押しつけ用ヘッド９はゴム、スポンジ、ウ
レタン等、弾性変形に富む材質が良い）をＣ＋の方向へ移動させ（密着固定工程：図示し
ていないがＣの方向のみに動作可能な案内面とアクチュエータを具備する）薄切補助部材
４を固形試料２面に押しつけ、密着固定する。この密着固定工程において、薄切補助部材
４を押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９で固形試料２面に押しつけただけでは密着固定
することが困難な場合は、図３～図８に示す実施例の密着固定方法のいずれかを用い、固
形試料２面に薄切補助部材４を密着固定する。
【００５４】
また、薄切補助部材４に、図８に示すような、固形試料面側に粘着剤を塗布した薄いテー
プ状部材１５を用い、密着固定工程時に押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９で薄切補助
部材４を固形試料２面に押しつけることにより、固形試料２面に薄切補助部材４を密着固
定することができる。
【００５５】
なお、転写工程の説明の際詳しく述べるが、スライドガラス１０への転写を考慮に入れ、
薄切補助部材４である薄いテープ状部材１５と粘着剤は、比較的剥がれやすい密着強度と
しておく必要がある。
【００５６】
次に、図９に示すように、カッタナイフ１をＤ＋に示す方向に移動させ薄切りを行う（切
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断工程：図示していないがＤの方向のみに動作可能な案内面とアクチュエータを具備する
）。切断工程の際、押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９は切断の障害となるため、密着
固定工程終了時にＣ－の方向へ移動し、密着固定工程開始位置に戻す。
【００５７】
また、薄切補助部材４は送り工程、密着固定工程、切断工程、転写工程の間中、常に巻き
取り装置６により弛まないように一定の力でＤ＋の方向に引っ張られている（密着面が固
形試料２面に密着固定している間、薄切補助部材４に動きはない）ため、カッタナイフ１
が固形試料２面の薄切りを終了すると同時に、Ｄ＋の方向に巻き取られる。
【００５８】
採用した密着固定工程により、薄切補助部材４の固形試料２面の密着力に差があるため、
採用した密着固定方法によって、前記Ｄ＋方向への引っ張り力は最適になるよう調整する
必要がある。
【００５９】
切断工程終了後、更にカッタナイフ１をＤ＋の方向へ移動させると、カッタナイフ１の動
きに連動してスライドガラス１０を備えたスライドガラスストッカ１１が固形試料２面と
押しつけ装置７の間に位置する（図１３参照）。この状態で押しつけ装置７によりスライ
ドガラス１０を押しつけた際、薄切補助部材４に密着固定した薄切片１８がスライドガラ
ス１０と押しつけ用ヘッド９の間に位置するよう、繰り出し装置５と巻き取り装置６を制
御しながら、押しつけ装置７により薄切補助部材４に密着固定した薄切片１８（図１１～
図１２参照）をスライドガラス１０に押しつける。そして、押しつけ用ヘッド９をＣ－の
方向へ移動させる。切断工程の説明の際にも述べたが、このとき、薄切補助部材４は巻き
取り装置６により弛まないように一定の力でＤ＋の方向に引っ張られているため、薄切補
助部材４のみを引き剥がし、スライドガラス１０上に薄切片１８のみを密着固定したまま
にできる（転写工程）。
【００６０】
転写工程に前記のような方式を用いると、前述したように繰り出し装置５と巻き取り装置
６の制御が必要となる。そこで、前記繰り出し装置５と巻き取り装置６の制御なしに転写
を行うには、スライドガラスストッカ１１を図１４、図１５に示すような位置に配備し、
以下の工程（ａ）～（ｃ）に示す方法で転写工程を行えばよい。
【００６１】
（ａ）図２に示す装置構成のうち、スライドガラスストッカ１１をＢ－の方向に移動させ
、次に、図１４に示すように、薄切片を転写するスライドガラス１０面と固形試料２面が
Ｂの方向に関して同位置となるように移動する。
【００６２】
薄切り終了後、スライドガラスストッカ１１が固形試料２位置に到達する前（固形試料２
よりもＤ－の位置）にスライドガラスストッカ１１（カッタナイフ１と連動）を停止させ
転写を行う。
【００６３】
この場合、切断工程後に転写装置（繰り出し装置５、押しつけ装置７、巻き取り装置６）
をＤ－の方向に移動させることが必要なため、転写装置はＤの方向に移動可能でなければ
ならない。
【００６４】
（ｂ）図２に示す装置構成のうち、スライドガラスストッカ１１をＢ－及びＥ＋の方向に
移動させ、次に、図１５に示すように、薄切片を転写するスライドガラス１０面と固形試
料２面がＢの方向に関して同位置となるように、かつスライドガラスストッカ１１が固形
試料２（試料送り装置３を含む）よりもＥの方向に関してＥ＋の方向に位置するようにす
る。
【００６５】
薄切り終了後、スライドガラスストッカ１１がＤ＋の方向に移動し、固形試料２位置に到
達したら（固形試料２よりもＥ＋の位置）、スライドガラスストッカ１１（カッタナイフ
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１と連動）を停止させ、転写を行う。
【００６６】
この場合、切断工程後に転写装置（繰り出し装置５、押しつけ装置７、巻き取り装置６）
をＥ＋の方向に移動させることが必要なため、転写装置はＥの方向に移動可能でなければ
ならない。
【００６７】
（ｃ）図２に示す装置構成のうち、スライドガラスストッカ１１をＢ－の方向に移動させ
、次に、図１４に示すように、薄切片を転写するスライドガラス１０面と固形試料２面が
Ｂの方向に関して同位置となるようにする。
【００６８】
薄切終了後、試料送り装置３（及び固形試料２）をＢ－の方向に移動し、スライドガラス
ストッカ１１がＤの方向に関して固形試料２と同じ位置に到達しても、固形試料２に接触
しないようにし、スライドガラス１０への転写作業を行う。
【００６９】
薄切補助部材４を押しつけ装置７の押しつけ用ヘッド９でスライドガラス１０に押しつけ
ただけでは薄切片をスライドガラス１０に転写することが困難な場合は図３～図８に示す
実施例の転写方法のいずれかを用い、スライドガラス１０に薄切片のみを転写し、密着固
定する。
【００７０】
本発明の第５実施例を採用した場合には、薄切補助部材４に、図８に示すように、固形試
料２面側に粘着剤を塗布した薄いテープ状部材１５を用いており、密着固定工程で薄切補
助部材４の粘着面に密着固定された薄切片１８をスライドガラス１０へ転写する転写工程
には、次に示す２通りの状況が考えられる。
（１）図１１に示すように、薄切補助部材４と粘着剤２０の密着強度よりも、薄切片１８
とスライドガラス１０の密着強度の方を大きくし、押しつけ装置７で薄切補助部材４をス
ライドガラス１０に押しつけ、密着固定する。その後、薄切補助部材４のみを引き剥がす
ことにより薄切片１８のみをスライドガラス１０に転写する。
（２）図１２に示すように、粘着剤２０が薄切片１８を覆うようにスライドガラス１０に
転写する。図１２（ａ）はその斜視図を、図１２（ｂ）は側面図を示している。
【００７１】
上記（１）に示す例は、薄切補助部材４と薄切片１８に対する粘着剤２０の接着力および
薄切片１８とスライドガラス１０の接着力を調整することが困難であるため、上記（２）
に示す例となるよう転写を行うことが望ましい。また、どちらの場合もスライドガラス１
０に転写した薄切片１８上に粘着剤２０が残る。スライドガラス１０上の薄切片１８は最
終的には組織観察を行う上で不可欠の染色を施すため、粘着剤２０には染色の前工程で使
用する薬品や有機溶媒等に溶融することが要求される。
【００７２】
転写作業において薄切片１８のみを薄切補助部材４からスライドガラス１０に上手く転写
できない場合、押しつけ用ヘッド９の薄切補助部材４を固形試料２面に押しつける機能の
他に、薄切補助部材４を吸引し固形試料２面から引き剥がす機能を用い、薄切補助部材１
８のみを吸引し、引き剥がし、薄切片１８のみをスライドガラス１０上に密着固定したま
まにする。
【００７３】
このように転写工程を行い、転写工程終了時には、薄切片１８がスライドガラス１０上に
密着固定されている状態となる。ここでカッタナイフ１及びスライドガラスストッカ１１
はＤ－の方向へ移動し切断工程開始位置に戻る。
【００７４】
図８～図１２に示すような密着固定方法、転写方法を採用した場合、薄切補助部材４の固
形試料２面側に塗布した粘着剤２０は、粘着力が低下してしまう。または、粘着剤２０が
薄切片１８と一緒にスライドガラス１０上に転写してしまう（図１１、図１２参照）とい
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う理由から、一度使用した粘着部分は再使用できない。従って、前記カッタナイフ１及び
スライドガラスストッカ１１が切断工程開始位置に移動する工程と同時に、繰り出し装置
５及び巻き取り装置６を制御し、次の密着固定工程の際に新しい粘着部分が固形試料２面
に密着するよう薄切補助部材としての粘着テープを一定量繰り出す。
【００７５】
図３、図４、図５に示す実施例は、図８～図１２に示す実施例とは異なり前述のようにス
ライドガラス１０に密着固定した薄切片１８を１枚作製する毎に薄切補助部材４を移動さ
せる必要はないが、同一部分を何度も固形試料２面に密着固定させると密着力が低下した
り、薄切りの際に薄切補助部材４に傷が生じ、薄切補助部材４が切れやすくなったりする
ため、数回に１度は図８～図１２に示す実施例と同様に繰り出し装置５と巻き取り装置６
を制御し、薄切補助部材４を移動させることが望ましい。
【００７６】
また、この薄切補助部材４に薄い金属製ベルトを用いることで、前記した薄切りの際に薄
切補助部材４に傷が生じるのを抑えることができ、前述の薄切補助部材４の移動頻度を、
より少なくすることができる。
【００７７】
以上の工程を繰り返し行うことにより、図１６に示すようなスライドガラス１０上に密着
固定された組織観察用の薄切片１８が作製できる。
【００７８】
薄切片１８を密着固定したスライドガラス１０はスライドガラスストッカ１１から作業者
が取り出してもよいが、自動的に取り出す装置を取り付けたり、自動的に排出される機構
をスライドガラスストッカ１１に具備させれば、装置の自動化を図ることができる。
【００７９】
また、薄切補助部材４の例として、薄いテープ状部材１５の他に図１７に示すような薄い
ラベル状部材１９が挙げられる。図１７に示すような薄いラベル状部材１９を用いた場合
、繰り出し装置５や巻き取り装置６は必要なくなるが、薄いテープ状部材１５に比べ、密
着固定工程や転写工程時のハンドリングが困難となる。
【００８０】
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変
形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００８１】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によれば、次のような効果を奏することができる。
【００８２】
（Ａ）切断工程の前に次に薄切片となる固形試料面に薄切補助部材を密着固定し、その後
切断することにより、切断の際に薄切片に生じる皺、縮み、破れなどの不具合の発生を抑
え、熟練者でなくとも容易に安定した品質の薄切片の切出しを行うことが可能である。ま
た、薄切片は切断工程前に接着した薄切補助部材と一体になっているため、薄切り時に破
れにくいことはもちろん、スライドガラスに転写終了まで薄切片のみで取り扱うことがな
いため、薄切片作製作業を自動化する上でも効果的な方法となり、顕微鏡組織観察などに
用いられる薄切片試料の作製効率の向上を図ることができる。
【００８３】
（Ｂ）また、薄切片作製作業を自動化する上でも作用効果は著大であり、顕微鏡観察など
に用いられる試料の作製効率の大幅な向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の構成図である。
【図２】本発明の第１実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である
。
【図３】本発明の第２実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である
。
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【図４】本発明の第３実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である
。
【図５】本発明の第４実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である
。
【図６】本発明の第４実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の密着固定工程の説明図
である。
【図７】本発明の第５実施例を示す組織観察用薄切片の密着固定工程の説明図である。
【図８】本発明の第６実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の要部拡大斜視図である
。
【図９】本発明の第６実施例を示す組織観察用薄切片の作製装置の構成図である。
【図１０】薄切補助部材として使用する薄いテープ状部材に裏紙の付いた粘着テープを使
用する場合を示す斜視図である。
【図１１】スライドガラス上に密着固定された組織観察用薄切片を示す斜視図である。
【図１２】スライドガラス上に密着固定された組織観察用薄切片を粘着剤が覆う場合を示
す図である。
【図１３】組織観察用薄切片をスライドガラス上に転写する状態を示す斜視図である。
【図１４】組織観察用薄切片をスライドガラス上に転写する前の状態を示す斜視図（その
１）である。
【図１５】組織観察用薄切片をスライドガラス上に転写する前の状態を示す斜視図（その
２）である。
【図１６】組織観察用薄切片をスライドガラス上に転写した状態を示す斜視図である。
【図１７】薄切補助部材の例として、薄いラベル状部材を用いた例を示す図である。
【図１８】従来の薄切片のハンドリング工程を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　　カッタナイフ
２　　固形試料
３　　試料送り装置
４　　薄切補助部材
５　　繰り出し装置
６　　巻き取り装置
７　　押しつけ装置
９　　押しつけ用ヘッド
１０　　顕微鏡用スライドガラス
１１　　スライドガラスストッカ
１２　　冷却装置
１３　　霧状液体吹きつけ装置
１４　　静電気発生装置
１５　　薄いテープ状部材
１６　　裏紙
１７　　裏紙巻き取り装置
１８　　薄切片
１９　　ラベル状部材
２０　　粘着剤
２１　　絶縁材料
２２，２３　　導電性部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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