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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試薬を収容する試薬容器と、
　該試薬容器中の試薬を攪拌する攪拌機構と、
　該試薬容器から試薬を分注する、液面検出手段を備えた分注プローブと、
　を備えた自動分析装置において、
　前記液面検出手段により測定された液面高さを時系列的に記憶する記憶手段を備え、
　該記憶手段に記憶された液面高さ情報のうち、分析開始後、泡の発生が僅かな数十テス
ト以内での液面高さの推移に基づき、近似式により液面高さの時系列的推移を算出する液
面高さ推定手段を備え、
　かつ該液面高さ推定手段による液面高さ推定結果に基づき前記分注プローブの分注動作
を制御する制御手段を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記近似式を最小２乗法を用いて求めることを特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の自動分析装置において、
　前記液面高さ推定手段で推定された液面高さと、前記液面検出手段で測定された液面高
さの違いが予め定められた値以上になったときには、分注動作時に通常の分注動作時に比
較して広範囲に分注プローブを洗浄するように制御する制御手段を備えたことを特徴とす
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る自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、血液，尿等の生体サンプルの定性・定量分析を自動で行う自動分析装置に係わ
り、特に一方の容器から他方の容器へ分注プローブにより液体を分注する機能を備えた自
動分析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動分析装置は、血液や尿などの生体サンプルをサンプルが収容された容器から反応容器
へ分注し、更に試薬が収容された試薬容器から、生体サンプルが分注された反応容器へ試
薬を分注し、サンプルと試薬の混合液の色の変化を光度計の如き測定手段によって測定す
るものである。
【０００３】
サンプル，試薬共に分注動作の際には分注対象の液体内へ分注プローブの先端を浸漬させ
るが、その浸漬深さが大きいほどプローブ外壁への液体付着量が増し、異なるサンプル，
試薬間でのコンタミネーションが大きくなる。そこで、分注プローブの浸漬深さを極力低
減する為に、容器内の液体の液面を検出しプローブの先端が液面より僅かに下に達した位
置でプローブの下降動作を停止させ、次いでプローブ内へ所定量の液体を吸引するように
動作制御する手法が一般的に行われている。この場合、液面を正確に検知する技術が重要
となる。液面を検知する技術としては、分注プローブと液体の間の静電容量変化を測定す
る方法，分注プローブ内の圧力変化を測定する方法等さまざまな方法が提案されている。
【０００４】
サンプル，試薬を分注する際には回りの空気を巻き込んで液面に泡が生じる場合がある。
その場合、静電容量測定方式（分注プローブと液体が接触すると静電容量が大きく変化す
ることを利用）では泡の表面に分注プローブが接触した時点で、その点を液面と誤認識し
、所定量の試薬，サンプルが分注できない可能性があった。特許文献１には、泡を液面と
誤認識しないよう、液面検知回路をオフにする機能と、先に反応管に吐出した試薬等の液
量の数値から、反応管中の試薬等とサンプル分注を行うピペットプローブとの接触を最低
限に抑えるのに必要なピペットプローブ下降位置を算出し、この算出値に基づきピペット
プローブの下降を停止させる手段を備えた自動分析装置が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開平６－１４８２０７号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
一部の試薬には沈殿し易い組成の試薬、且つ界面活性剤を含有し泡立ち易い試薬も存在す
る。この試薬の場合は安定した分析結果を得るために、装置分析動作中に周期的に試薬を
攪拌し試薬容器内の試薬濃度を均一化する必要が生じ、結果的として攪拌動作後に試薬液
面上に泡が発生し、特定回数攪拌後は試薬液面上に泡の層が生ずる可能性がある。
【０００７】
この為に試薬容器内の試薬液面を検出時に真の液面ではなく泡の層を検知してしまい、プ
ローブの先端が液面に到達せずに分注してしまい、つまり液体の試薬ではなく泡の試薬を
分注し、期待量の試薬を分注できず最終的に分析結果異常となる危険性を有していた。
【０００８】
上記特許文献１に記載の技術では、反応管に実際に吐出した試薬等の液量を用いて反応管
の中に入っている試薬等の液面を算出しているが、この方法では始めから試薬容器に入っ
ている試薬の液面に泡が発生した場合に、試薬の液面を算出することはできない。
【０００９】
本発明の目的は、試薬容器に入っている試薬の液面に泡が生じても、液面を検出できる手
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段を備えた自動分析装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための本発明の構成は以下の通りである。
　液面検出手段により測定された液面高さの推移に基づき真の液面高さを推定する液面高
さ推定手段を備え、液面高さ推定手段による真の液面高さ推定結果に基づき前記分注プロ
ーブの分注動作を制御する制御手段を備えた自動分析装置。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施例を図１から順を追って説明する。
【００１２】
図１は一般的な自動分析装置の分注機構周辺部概略図を示す。各部の機能は公知のもので
ある為、詳細についての記述は省略する。サンプリング機構１のサンプリングアーム２は
上下すると共に回転し、サンプリングアーム２に取り付けられたプローブ１０５を用いて
、左右に回転するサンプルディスク１０２に配置されたサンプル容器１０１内の試料７を
吸引し、反応容器１０６へ吐出するように構成されている。本図からもわかるように試料
容器１０１のサンプルディスク
１０２への配置はサンプルディスク１０２上へ直接配置する場合や試験管（図示は無い）
上にサンプル容器１０１を載せる事も可能なユニバーサルな配置に対応可能な構造のもの
が一般的である。
【００１３】
図１における自動分析装置の構成をさらに説明する。回転自在な試薬ディスク１２５上に
は分析対象となる複数の分析項目に対応する試薬のボトル１１２が配置されている。可動
アームに取り付けられた試薬分注プローブ１１０は、試薬ボトル１１２から反応容器１０
６へ所定量の試薬を分注する。
【００１４】
サンプル分注プローブ１０５は、サンプル用シリンジポンプ１０７の動作に伴ってサンプ
ルの吸引動作、及び吐出動作を実行する。試薬分注プローブ１１０は、試薬用シリンジポ
ンプ１１１の動作に伴って試薬の吸引動作、及び吐出動作を実行する。各サンプルのため
に分析すべき分析項目は、キーボード１２１、又はＣＲＴ１１８の画面のような入力装置
から入力される。この自動分析装置における各ユニットの動作は、コンピュータ１０３に
より制御される。
【００１５】
サンプルディスク１０２の間欠回転に伴ってサンプル容器１０１はサンプル吸引位置へ移
送され、停止中のサンプル容器内にサンプル分注プローブ１０５が降下される。その下降
動作に伴って分注プローブ１０５の先端がサンプルの液面に接触すると液面検出回路１５
１から検出信号が出力され、それに基づいてコンピュータ１０３が可動アーム２の駆動部
の下降動作を停止するよう制御する。次に分注プローブ１０５内に所定量のサンプルを吸
引した後、分注プローブ１０５は上死点まで上昇する。分注プローブ１０５がサンプルを
所定量吸引している間は、分注プローブ１０５とサンプル用ポンプ１０７流路間の吸引動
作中の流路内圧力変動を圧力センサ１５２からの信号を用い圧力検出回路１５３で監視し
、吸引中の圧力変動に異常を発見した場合は所定量吸引されていない可能性が高い為、当
該分析データに対しアラームを付加する。
【００１６】
次にサンプリングアーム２が水平方向に旋回し反応ディスク１０９上の反応容器１０６の
位置でサンプル分注プローブ１０５を下降し反応容器１０６内へ保持していたサンプルを
吐出する。サンプルが入った反応容器１０６が試薬添加位置まで移動された時に、該当す
る分析項目に対応した試薬が試薬分注プローブ110から添加される。サンプル、及び試薬
の分注に伴って試料容器１０１内のサンプル、及び試薬ボトル１１２内の試薬の液面が検
出される。サンプル、及び試薬が加えられた反応容器内の混合物は、攪拌器１１３により
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攪拌される。反応容器列の移送中に複数の反応容器が光源１１４からの光束を横切り、各
混合物の吸光度、あるいは発光値が測定手段としての光度計１１５により測定される。吸
光度信号は、Ａ／Ｄ変換器１１６を経由しインターフェース１０４を介してコンピュータ
１０３に入り、分析項目の濃度が計算される。分析結果は、インターフェース１０４を介
してプリンタ１１７に印字出力するか、又はＣＲＴ１１８に画面出力すると共に、メモリ
としてのハードディスク１２２に格納される。測光が終了した反応容器１０６は、洗浄機
構１１９の位置にて洗浄される。洗浄用ポンプ120は、反応容器へ洗浄水を供給すると共
に、反応容器から廃棄を排出する。図１の例では、サンプルディスク１０２に同心円状に
３列のサンプル容器１０１がセットできるように３列の容器保持部が形成されており、サ
ンプル分注プローブ105によるサンプル吸引位置が各々の列に１個ずつ設定されている。
【００１７】
次に、試薬容器内に発生した気泡の悪影響について図２を用い以下に説明する。前述の通
り一部の試薬には沈殿し易い組成の試薬、且つ界面活性剤を含有し泡立ち易い試薬も存在
する。これらの試薬を用い分析を行う場合は安定した分析結果を得るために、装置分析動
作中に周期的に試薬を攪拌し試薬容器内の試薬濃度を均一化する必要が生じる。つまり結
果的として攪拌動作後に試薬容器内の液面検知を行い吸引するが、試薬液面上に攪拌に伴
う泡が発生し、特定回数攪拌後は試薬液面上に泡の層が発生してしまう可能性があった。
図２内の“泡発生時の試薬液面高さ”が当該時の試薬液面位置の推移を示す。図２に示す
ように経過テスト数の増加に伴い試薬液面上に攪拌動作による泡が生成され、最終的には
数cm程度の泡の層を形成することになる。しかしながら液面検知時の試薬液体内へ分注プ
ローブの先端の浸漬深さはコンタミネーションを極力防ぐ為に液面より僅かに下、具体的
には２～４mm程度試薬に浸漬した位置でプローブの下降動作を停止させ、次いでプローブ
内へ所定量の液体を吸引するように制御している。
【００１８】
この為、図２に示すように“理想的な試薬液面高さ”、つまり真の液面高さと“泡発生時
の試薬液面高さ”に数mm以上、具体的には約５mm以上の相違が試薬液面上の泡により存在
した場合は、前述液面検知動作での試薬での浸漬深さでは真の液面まで到達せず、真の液
面から液体の試薬を吸引せず、真の液面の上に生成された泡の試薬を分注し、最終的に分
析結果異常となる危険性を有していた。
【００１９】
次に図２、及び図３を用い本発明の一実施例を以下に説明する。前述の通り“理想的な試
薬液面高さ”、つまり真の液面高さと“泡発生時の試薬液面高さ”の差異は経過テスト数
の増加に伴い増加するが、図２に示すように経過テスト数が４０テスト付近、つまり実施
された攪拌動作数が少ない場合には泡の発生が僅かであるために当該間の明確な液面高さ
差異は存在しない。本発明ではこの泡が発生し得ない分析開始後数十テスト以内での理想
的な液面高さの推移を利用し、当該範囲での液面推移から以降の経過テスト数に伴う試薬
液面高さを推定する。図３に示す一実施例では分析開始後２０テスト間の液面高さ推移を
利用し最小２乗法による近似式を描いた場合の“泡発生時の試薬液面高さ”と“近似式に
よる液面高さ”の推移をそれぞれ示す。図３から判るように“近似式による液面高さ”推
移は図２に示す“理想的な試薬液面高さ”と同等であり、つまり真の液面高さの推移その
ものを示していると言える。従い一具体例を挙げると分析動作中に近似式から算出された
真の液面高さの推移を期待値として監視し、期待される液面高さ液面検知動作で試薬上の
泡により前述期待される液面高さより、液面検知が早めに入力されても停止せず、更に特
定量下降して期待される液面まで下降し、更に数mm程度試薬に浸漬することにより、泡の
層を間違いなく通過し、且つ液面まで確実に到達し特定量の試薬を分注することが可能と
なる。
【００２０】
尚、前述具体例では最小２乗法により近似線を描き“近似式による液面高さ”を算出した
が、最小２乗法に固執することは無く、経過テスト毎の試薬液面差異から算出される傾き
から近似式を描いても構わず、本発明で近似式を算出する手法を限定する必然性はない。
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【００２１】
次に前述真の液面位置を更に理想的な手法で最適値に補正する、複数の手段について図４
を用い説明する。
【００２２】
先ず近似式による算出精度を低下させる要因としては下記項目等が挙げられる。
▲１▼近似線の算出対象データ内の液面高さ異常推移データ
▲２▼プローブ外周に付着する試薬の持ち出し。
▲３▼試薬ボトル内試薬の蒸発
【００２３】
▲１▼の詳細を下記する。近似線の算出対象データ内で検出された液面高さに突出する推
移を示すデータが存在した場合は近似線の傾きを過剰に上昇、或いは減少させてしまう可
能性がある。しかし、システム上で対象データの正常推移範囲、或いは正常データ幅を定
義し、これらの許容値以外となった場合は近似線の算出対象として排除する構成とするこ
とで、近似線の精度を何ら低下させること無く真の液面を算出することが可能となる。
【００２４】
次に▲２▼の詳細を下記する。図４に示すように算出された“近似式による液面高さ”は
期待値であるが、攪拌動作に伴う発生した泡の層に浸漬し真の液面位置から吸引する動作
を行った場合は、プローブ外周に付着する試薬の持ちだし量（プローブ外周部に付着して
持ち出され、プローブ洗浄機構で洗浄されたため失われた試薬量）が近似式を算出した分
析開始後数十テスト以内の場合と比較すると大幅に増加し、近似式で算出される液面位置
から更に低下することが容易に想像される。このために図４内の“近似式による液面高さ
”から更に持ちだし量を減算して期待液面高さを補正することにより、図４内“持ち出し
量を補正し最適化した液面高さ”に示すように真の液面高さに容易に最適化することが可
能となる。又、補正値として扱われる具体的な数値としては１吸引動作当り５μｌ程度が
妥当な値と考える。本持ちだし量は当然泡の層の高さにより比例し増減するが、システム
では“近似式による液面高さ”から導き出される期待値から、当該液面時に検出した液面
高さより、泡の発生有無、又層の高さも推定することができるため泡の層の高さに比例し
持ち出し量を最適化する構成も容易に実現可能となる。
【００２５】
　次に▲３▼の詳細を下記す。近似線の算出対象データ内で検出された液面高さに蒸発に
依る異常な減位を示すデータが存在した場合、近似線の傾きを必要以上に減少させてしま
う可能性がある。この場合も蒸発が発生し得る長期間、具体的には数週間の間に液面検知
が行われなかったかどうか、或いは突発的に発生したデータかどうかは前回液面検知した
時間と当該時の時間間隔を監視することでシステムとして判断することができる。当該デ
ータが長期間放置された後の蒸発依存による差異と認識した場合は既に収集された近似式
対象データ全てを、以降検知される液面の推移に合致するように減算し、近似式対象デー
タとして取り込むことで蒸発が発生しても近似線の精度を何ら低下させること無く近似線
を算出することが可能となる。一方突発的な場合は前述▲１▼と同様に算出対象から排除
する構成で近似線の精度は保たれる。
【００２６】
又、近似線算出後に蒸発が発生した場合でも長期間液面検知されなかった後の最初の液面
検知動作では、当然泡の存在が皆無であり信頼できる液面位置であると推定できる。この
為に前述同様、以降検知される液面の推移に合致するように近似式を補正することにより
真の液面に追従することが容易に可能となる。
【００２７】
又、別の実施例としては前述“近似式による液面高さ”から導き出される期待値と液面検
出による液面位置を検知毎に比較し、泡の異常発生等の要因により異常に高い液面位置で
検知した場合、或いは大幅な蒸発により期待値より異常に低い位置で検知した場合、前者
は攪拌するパドルの異常による試薬の非均一化、後者は試薬の濃縮による濃度異常が考え
られる。これらの場合は分析結果に異常データを出力する可能性がある為に、アラームを
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自動的に発生し出力し異常データの報告を防止するシステムも容易に構成することが可能
である。
【００２８】
前述した複数の実施例から判るように、液面検知時の高さ推移から期待される残液高さを
推定する手法、言い換えればシリンジポンプの吸引量正確度，試薬ボトルの成形誤差，試
薬ディスクの水平度誤差等の様々な物理的ばらつきを持った個体差を吸収した上で近似式
による真の液面高さを算出することになり、高精度に真の液面位置を算出することを可能
としている。この為に期待される液面位置をシステムで監視することにより装置の異常状
態を容易に発見することができる様々な応用機能へと繋げ高信頼性を有した装置を構築す
ることが容易になる。また、推定された液面の高さと分注プローブで実測された液面の高
さが異なる場合は、泡が発生していることが推定されるが、この場合、泡の高さ分だけ分
注プローブの外周部に付着する試薬の付着範囲が広がることになる。これは試薬のコンタ
ミネーションの原因になるため、もしこのようなことが検知された場合は、通常の試薬分
注プローブの洗浄範囲を広げて洗浄を行うことが有効な場合がある。このため、推定され
た液面高さと実測された液面高さの差が一定値以上になったら、試薬分注プローブの洗浄
範囲を広げるように予めプログラムしておいても良い。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、試薬容器内の試薬液面上に泡、或いは泡の層が存在
した場合、真の液面ではなく泡の層を検知してしまい、プローブの先端が液面に到達せず
に分注してしまい、つまり液体の試薬ではなく泡の試薬を分注し、最終的に分析結果異常
となる危険性を有していたが、本発明を実施することにより、前述試薬上に泡の層が存在
しても確実に試薬液面に到達し、期待量を定量吸引することができ、確実な吸引動作を行
うことができ安定した分析結果を得ることができる自動分析装置を提供することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される自動分析装置の全体構成を示す概略図。
【図２】泡発生時の試薬液面高さ推移、及び理想的な試薬液面高さ推移。
【図３】本発明を適用した試薬液面高さ推移。
【図４】本発明を適用し、更に最適化した試薬液面高さ推移。
【符号の説明】
１…サンプリング機構、２…サンプリングアーム、７…試料、１０１…サンプル（試料）
容器、１０２…サンプルディスク、１０３…コンピュータ、１０５…（サンプル分注）プ
ローブ、１０６…反応容器、１１０…試薬分注プローブ、
１１１…試薬用シリンジポンプ、１１２…試薬ボトル、１１８…ＣＲＴ、１２１…キーボ
ード、１２５…試薬ディスク、１５１…液面検出回路、１５２…圧力センサ。
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