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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料液が導入される液導入口と、
　上記試料液を希釈するための希釈液が貯蔵された希釈液槽と、上記液導入口から導入さ
れた上記試料液から一定量を分離する試料液計量手段と、上記試料液および上記希釈液の
少なくとも一部ずつを混合するための１以上の希釈槽と、を含む希釈手段と、を備えてお
り、
　別体とされた装置に装填されるカートリッジであって、
　上記試料液計量手段は、上記液導入口から延びる導入流路と、上記導入流路に対して分
岐部を介して繋がる計量流路およびオーバーフロー流路とを含んでおり、
　上記計量流路は上記希釈槽へと向かっており、
　全体として厚さ方向に離間する１対の面を有する扁平形状であり、かつこれらの面が水
平方向に沿う姿勢で使用可能であることを特徴とする、カートリッジ。
【請求項２】
　上記希釈槽には、撹拌子が収納されている、請求項１に記載のカートリッジ。
【請求項３】
　上記計量流路と上記希釈槽との間には、オリフィスが介在する、請求項１または２のい
ずれかに記載のカートリッジ。
【請求項４】
　上記オーバーフロー流路のうち上記分岐部から少なくとも上記計量流路の長さに相当す
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る部分は、その断面積が上記計量流路の断面積と同じかこれよりも小とされている、請求
項３に記載のカートリッジ。
【請求項５】
　上記希釈手段は、上記希釈液槽の上記希釈液から一定量を分離する希釈液計量手段を含
む、請求項１ないし４のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項６】
　上記希釈液計量手段は、大断面部と、この大断面部の流れ方向両端につながる１対のテ
ーパ部とを有する計量流路を含む、請求項５に記載のカートリッジ。
【請求項７】
　上記希釈手段は、第１および第２希釈槽を含んでおり、
　上記第１希釈槽には、上記液導入口から導入された上記試料液が流入する流路と、上記
希釈液槽から上記希釈液が流入する流路とが繋がっており、
　上記第２希釈槽には、上記第１希釈槽において希釈された希釈試料液が流入する流路と
、上記希釈液槽から上記希釈液が流入する流路とが繋がっている、請求項１ないし６のい
ずれかに記載のカートリッジ。
【請求項８】
　上記第１希釈槽に対して下流側に配置されたバッファ槽をさらに備えており、
　上記バッファ槽には、乾燥溶血剤が塗布されている、請求項７に記載のカートリッジ。
【請求項９】
　上記希釈手段により希釈された希釈試料液に含まれる特定成分を分析するための１以上
の分析部を備えることにより、上記試料液に含まれる上記特定成分の分析を行う分析装置
に装填される分析装置用カートリッジとして構成されている、請求項１ないし８に記載の
カートリッジ。
【請求項１０】
　分析された上記希釈試料液を貯蔵しておくための１以上の貯蔵手段をさらに備えている
、請求項９に記載のカートリッジ。
【請求項１１】
　上記第１希釈槽において希釈された希釈試料液を分析するための第１分析部と、
　上記第２希釈槽において希釈された希釈試料液を分析するための第２分析部と、を備え
ている、請求項９または１０に記載のカートリッジ。
【請求項１２】
　上記分析部を通過した上記希釈試料液の流量を計測するための流量計測部をさらに備え
ている、請求項９ないし１１のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項１３】
　上記流量計測部は、蛇行流路と、上記蛇行流路の流れ方向において離間した位置に配置
された２以上の希釈試料液検知手段とを含む、請求項１２に記載のカートリッジ。
【請求項１４】
　上記希釈試料液検知手段は、電極を含む、請求項１３に記載のカートリッジ。
【請求項１５】
　上記蛇行流路は、上記貯蔵手段となっている、請求項１３または１４に記載のカートリ
ッジ。
【請求項１６】
　上記分析部は、細孔と、この細孔を挟んで離間した１対の電極とを有する電気抵抗式分
析部を含む、請求項９ないし１５のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項１７】
　上記分析部は、反射膜と、透光部と、上記反射膜または上記透光部に塗布された試薬と
を有する、光学式分析部をさらに含む、請求項９ないし１６のいずれかに記載のカートリ
ッジ。
【請求項１８】
　上記試料液および上記希釈試料液が流される流路は、水の接触角が６０度以上の疎水性
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の面により構成されている、請求項１ないし１７のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項１９】
　上記流路は、その幅／深さが、１以上５以下であるものを含む、請求項１８に記載のカ
ートリッジ。
【請求項２０】
　本体と、上記本体に貼りあわされたプリント配線基板とを備えており、
　上記本体には、複数の凹部または溝部が形成されており、
　上記複数の凹部または溝部を上記プリント配線基板が覆うことにより、複数の流路また
は槽が構成されている、請求項１ないし１９のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項２１】
　複数の凹部または溝部を有する本体と、
　上記複数の凹部または溝部内に露出するようにインサート成形により上記本体と一体的
に形成された電極と、
　上記本体に貼り合わされた被覆部材とを備えており、
　上記複数の凹部または溝部を上記被覆部材が覆うことにより、複数の流路または槽が構
成されている、請求項１ないし１９のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項２２】
　上記試料液は、血液である、請求項１ないし２１のいずれかに記載のカートリッジ。
【請求項２３】
　上記特定成分は、赤血球、白血球、および血小板などの血球である、請求項２２に記載
のカートリッジ。
【請求項２４】
　上記特定成分は、ヘモグロビンまたはＣ反応タンパクである、請求項２２に記載のカー
トリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば血液中の特定成分を分析するための分析装置に装填される分析装置
用カートリッジなどのカートリッジであって、特にディスポーザブルタイプのカートリッ
ジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体の健康状態を把握し、あるいは特定の病気を治療するには、血液中の特定成分を分
析することが有効である。このような用途に用いられる血液分析装置には、血液中の赤血
球または白血球などの血球を計数する血球カウンタと呼ばれるものがある。
【０００３】
　図２６は、従来の血球カウンタに装填されるカートリッジの一例を示している。同図に
示されたカートリッジＸは、本体９１、希釈液槽９２、導入部９３、希釈槽９４、回収槽
９５、計量槽９６、吸引口９８を備えている。導入口９３ａに血液９９を導入すると、毛
細管現象により血液９９が流路９３ｃ，９３ｄ内に浸透する。この状態で回転メンバ９３
ｂを９０°回転させると、血液９９のうち流路９３ｄに含まれた部分が分離される。つい
で、吸引口９８から吸引すると、希釈液槽９２内の希釈液９２ａと流路９３ｄ内の血液９
９とが、希釈槽９４に送られる。希釈槽９４に送られる過程において、希釈液９２ａと血
液９９とが混合される。これにより、希釈槽９４には、希釈された検体血液が生成される
。希釈槽９４と回収槽９５との間には、細孔を有する隔壁９７が設けられている。吸引口
９８からの吸引を継続すると、希釈槽９４内の上記検体血液が、上記細孔を通って回収槽
９５へと流れ込む。希釈槽９４と回収槽９５とには、電極９４ａ，９５ａが設けられてい
る。上記検体血液が上記細孔を通る間中、電極９４ａ，９５ａ間の抵抗をモニタリングす
る。たとえば赤血球は絶縁体であるため、上記細孔を赤血球が通過するたびに上記抵抗が
低下する。この低下回数をカウントすることにより、上記検体血液に含まれる赤血球数を
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計数することができる。回収槽９５に流れ込んだ上記検体血液は、さらに計量槽９６に送
られる。計量槽９６の流れ方向前後には、電気的または光学的手段による流量検出手段（
図示略）が設けられている。この流量検出手段により、測定された上記検体血液の量が得
られる。以上の操作により、血液９９の赤血球数の計数がなされる。カートリッジＸは、
比較的単純な構造のものであり、一回きりの使用に用いられるいわゆるディスポーザブル
タイプのカートリッジとして構成されている。
【０００４】
　しかしながら、カートリッジＸを利用した血球カウンタを用いて、使用者が頻繁に血球
を計数するには、以下のような不具合があった。
【０００５】
　まず、導入部９３においては、回転メンバ９３ｂを回転させることにより血液９９の計
量がなされる。回転メンバ９３ｂとしては、本体９１と別体でありつつ、本体９１との間
に隙間などを有さない密閉可能なものであることが求められる。血液９９が漏れることは
、検査精度の低下だけでなく、衛生状態が劣悪となるおそれがあるからである。このよう
な回転メンバ９３ｂを製造することは困難であり、カートリッジＸの製造工程を複雑化さ
せる。また、回転メンバ９３ｂをカートリッジＸ外の駆動源により液漏れなく回転させる
ことは困難である。
【０００６】
　また、希釈液９２ａと血液９９とを一括して希釈槽９４に流し込むことのみでは、希釈
液９２ａと血液９９とが十分に混合されないおそれがある。たとえば、血球成分が希釈槽
９４の隅に偏ってしまうと、この血球成分は、回収槽９５へは適切に送り出されない。こ
のようなことでは、赤血球の計数精度が低下してしまう。
【０００７】
【特許文献１】国際公開パンフレット　Ｗ／Ｏ　０３／１０４７７１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、いわゆるディスポーザブ
ルタイプとしての使用に適しており、手軽かつ正確に希釈することが可能なカートリッジ
を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【００１０】
　本発明によって提供されるカートリッジは、試料液が導入される液導入口と、上記試料
液を希釈するための希釈液が貯蔵された希釈液槽と、上記液導入口から導入された上記試
料液から一定量を分離する試料液計量手段と、上記試料液および上記希釈液の少なくとも
一部ずつを混合するための１以上の希釈槽と、を含む希釈手段と、を備えており、別体と
された装置に装填されるカートリッジであって、上記試料液計量手段は、上記液導入口か
ら延びる導入流路と、上記導入流路に対して分岐部を介して繋がる計量流路およびオーバ
ーフロー流路とを含んでおり、上記計量流路は上記希釈槽へと向かっており、全体として
厚さ方向に離間する１対の面を有する扁平形状であり、かつこれらの面が水平方向に沿う
姿勢で使用可能であることを特徴としている。
【００１１】
　このような構成によれば、上記希釈液計量手段を用いて計量を行うにおいて、たとえば
所定長さの流路を有する回転メンバを回転させることなどは、不要である。したがって、
上記計量作業において液漏れが生じるおそれがない。また、上記カートリッジの製造を容
易に行うことができる。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈槽には、撹拌子が収納されている。
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このような構成によれば、たとえば磁力発生源を用いて、上記撹拌子を回転させることに
より、上記希釈槽内において上記試料液および上記希釈液を適切に混合することが可能で
ある。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記計量流路と上記希釈槽との間には、オリ
フィスが介在する。このような構成によれば、上記計量流路内に所定量の上記試料液を滞
留させるのに有利である。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記オーバーフロー流路のうち上記分岐部か
ら少なくとも上記計量流路の長さに相当する部分は、その断面積が上記計量流路の断面積
と同じかこれよりも小とされている。このような構成によれば、上記オーバーフロー流路
内に上記試料液の大部分が流入してしまうことを防止することができる。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈手段は、上記希釈液槽の上記希釈液
から一定量を分離する希釈液計量手段を含む。このような構成によれば、たとえば、血液
中の血球の計数またはその前処理など、正確な希釈倍率で希釈することが必然となる用途
に用いるのに適している。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈液計量手段は、大断面部と、この大
断面部の流れ方向両端につながる１対のテーパ部とを有する計量流路を含む。このような
構成によれば、上記希釈液を上記計量流路内に比較的大量に滞留させることが可能である
。これにより、たとえば１００倍程度の高倍率希釈をすることができる。また、上記希釈
液が上記大断面部に流入するときや、上記大断面部から流出するときに、不当に流れが乱
れることを防止することができる。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈手段は、第１および第２希釈槽を含
んでおり、上記第１希釈槽には、上記液導入口から導入された上記試料液が流入する流路
と、上記希釈液槽から上記希釈液が流入する流路とが繋がっており、上記第２希釈槽には
、上記第１希釈槽において希釈された希釈試料液が流入する流路と、上記希釈液槽から上
記希釈液が流入する流路とが繋がっている。このような構成によれば、上記試料液をいわ
ゆる２段階に希釈することが可能である。したがって、たとえば、１００倍希釈を２回行
うことにより、１万倍希釈という格段に高倍率の希釈を達成できる。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１希釈槽に対して下流側に配置された
バッファ槽をさらに備えており、上記バッファ槽には、乾燥溶血剤が塗布されている。こ
のような構成によれば、たとえば白血球の計数を行う際に、赤血球の影響を適切に除外す
ることが可能である。また、上記乾燥溶血剤は、ほとんど水分を含まない。したがって、
上記カートリッジから液体が漏れるなどの不具合を防止することが可能である。また、上
記カートリッジの軽量化にも好ましい。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈手段により希釈された希釈試料液に
含まれる特定成分を分析するための１以上の分析部を備えることにより、上記試料液に含
まれる上記特定成分の分析を行う分析装置に装填される分析装置用カートリッジとして構
成されている。このような構成によれば、上記希釈試料液の調製と上記特定成分の分析と
を一括して行うことが可能である。したがって、使用者が上記分析を手軽に行うのに適し
ている。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、分析された上記希釈試料液を貯蔵しておくた
めの１以上の貯蔵手段をさらに備えている。このような構成によれば、上記計量流路内に
所定量の上記試料液を滞留させることにより、上記試料液の計量を正確かつ簡便に行うこ
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とができる。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１希釈槽において希釈された希釈試料
液を分析するための第１分析部と、上記第２希釈槽において希釈された希釈試料液を分析
するための第２分析部と、を備えている。このような構成によれば、互いに希釈倍率の異
なる２種類の希釈試料液について分析を行うことが可能である。これにより、上記試料液
について、多岐にわたる分析が可能となる。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記分析部を通過した上記希釈試料液の流量
を計測するための流量計測部をさらに備えている。このような構成によれば、一定流量で
上記希釈試料液を流さなくても、所定時間内に上記分析部を通過した上記希釈試料液の流
量を正確に把握することが可能である。これは、体積あたりの濃度または分布数を分析す
るのに有利であり、上記分析装置に備えられるポンプなどを簡便化することができる。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記流量計測部は、蛇行流路と、上記蛇行流
路の流れ方向において離間した位置に配置された２以上の希釈試料液検知手段とを含む。
このような構成によれば、上記流量計測部の流れ方向長さを比較的長くしつつ、その平面
的配置をたとえば正方形状に近い配置とすることが可能である。したがって、分析精度の
向上と、上記カートリッジの小型化とを図ることができる。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記希釈試料液検知手段は、電極を含む。こ
のような構成によれば、上記希釈試料液を容易に検知することができる。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記蛇行流路は、上記貯蔵手段となっている
。このような構成によれば、上記カートリッジの小型化に有利である。
【００２６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記分析部は、細孔と、この細孔を挟んで離
間した１対の電極とを有する電気抵抗式分析部を含む。このような構成によれば、たとえ
ば電気抵抗の変動を利用した血球の計数を適切に行うことができる。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記分析部は、反射膜と、透光部と、上記反
射膜または上記透光部に塗布された試薬とを有する、光学式分析部をさらに含む。このよ
うな構成によれば、たとえばＨｂやＣＲＰなどの分析を適切に行うことができる。
【００２８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記試料液および上記希釈試料液が流される
流路は、水の接触角が６０度以上の疎水性の面により構成されている。このような構成に
よれば、上記試料液または希釈試料液が毛細管現象により不当に流れ出すことを防止する
ことができる。
【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記流路は、その幅／深さが、１以上５以下
であるものを含む。このような構成によれば、上記試料液または上記希釈試料液を、上記
流路内において不当に蛇行することなく一様流として流すことができる。
【００３０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、本体と、上記本体に貼りあわされたプリント
配線基板とを備えており、上記本体には、複数の凹部または溝部が形成されており、上記
複数の凹部または溝部を上記プリント配線基板が覆うことにより、複数の流路または槽が
構成されている。このような構成によれば、上記カートリッジを、簡便な構造としつつ、
多岐にわたる分析を行うのに適した構成とすることができる。
【００３１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、複数の凹部または溝部を有する本体と、上記



(7) JP 4660662 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

複数の凹部または溝部内に露出するようにインサート成形により上記本体と一体的に形成
された電極と、上記本体に貼り合わされた被覆部材とを備えており、上記複数の凹部また
は溝部を上記被覆部材が覆うことにより、複数の流路または槽が構成されている。このよ
うな構成によれば、上記本体と上記電極とを一括して形成可能であり、製造効率の向上に
適している。
【００３２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記試料液は、血液である。
【００３３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記特定成分は、赤血球、白血球、および血
小板などの血球である。
【００３４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記特定成分は、ヘモグロビンまたはＣ反応
タンパクである。
【００３５】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００３７】
　図１および図２は、本発明に係るカートリッジの一例を示している。同図に示されたカ
ートリッジＡは、本体１とプリント配線基板２とが貼りあわされており、液導入口３、希
釈手段４、複数の分析部５Ａ，５Ｂ，５Ｃ，５Ｄ、および２つの流量計測部６Ａ，６Ｂと
を具備しており、図外の分析装置に装填されるディスポーザブルタイプの分析装置用カー
トリッジとして構成されている。
【００３８】
　本体１は、扁平矩形状であり、たとえばアクリルなどの透明樹脂からなる。本体１の図
２における図中下面には、後述する流路や槽を形成するための複数の凹部または溝部が形
成されている。本実施形態においては、本体１は、７０ｍｍ角程度のサイズとされ、その
厚さが３ｍｍ程度とされる。
【００３９】
　プリント配線基板２は、エポキシ樹脂などからなる複数の基材が積層されており、これ
らの基材の間に銅箔などからなる配線パターンが形成されている。また、プリント配線基
板２には、後述する複数の電極５１，６２が形成されている。これらの電極５１，６２は
、いわゆるスルーホール構造とされている。プリント配線基板２の延出部には、コネクタ
８が形成されている。コネクタ８は、カートリッジＡを血球カウンタ（図示略）などの分
析装置に接続するために用いられる。本体１とプリント配線基板２とは、たとえば接着剤
を用いて液密に接合されている。また、本体１およびプリント配線基板２は、いずれも少
なくとも後述する流路などを形成する表面が水の接触角が６０度以上の疎水性表面とされ
ている。
【００４０】
　液導入口３は、分析すべき血液をカートリッジＡに導入するためのものである。液導入
口３は、本体１に形成された貫通口であり、その直径が３ｍｍ程度とされる。
【００４１】
　希釈手段４は、液導入口３から導入された血液を各種分析に適した濃度に希釈するため
のものであり、希釈液槽４１、第１および第２希釈槽４２Ａ，４２Ｂ、血液計量手段４３
、および希釈液計量手段４４を具備して構成されている。本実施形態の希釈手段４は、後
述するように第１および第２希釈槽４２Ａ，４２Ｂを用いた２段階希釈が可能なタイプと
されている。
【００４２】
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　希釈液槽４１は、血液を希釈するための希釈液４０をカートリッジＡ内に内蔵しておく
ためのものである。希釈液槽４１は、直径１２ｍｍ程度、深さ２ｍｍ程度とされており、
２００μＬ程度の希釈液４０を内蔵可能である。希釈液４０は、たとえば生理食塩水など
である。希釈液槽４１における希釈液４０の内蔵には、たとえば希釈液槽４１の内面に沿
った形状とされたアルミパックが用いられる。
【００４３】
　血液計量手段４３は、液導入口３と第１希釈槽４２Ａとの間に配置されており、導入流
路４３ａ、計量流路４３ｃ、およびオーバーフロー流路４３ｄを含んでいる。導入流路４
３ａは、液導入口３から血液を導入する流路となっており、その幅が２５０μｍ程度、そ
の深さが２５０μｍ程度とされており、幅／深さが１である。以下に説明する各流路は、
特に説明する場合を除き、導入流路４３ａと同様の幅および深さとされている。なお、各
流路内における一様流を確保するためには、上記幅／深さが５以下であることが好ましい
。導入流路４３ａからは、分岐部４３ｂを介して計量流路４３ｃとオーバーフロー流路４
３ｄとが延びている。計量流路４３ｃは、血液を分析に適した所定量だけ一時的に滞留さ
せるためのものである。計量流路４３ｃは、その長さが８ｍｍ程度とされており、その容
積が０．５μＬ程度とされる。計量流路４３ｃと第１希釈槽４２Ａとの間には、オリフィ
ス４３ｅが設けられている。オリフィス４３ｅは、その幅が５０μｍ程度とされており、
計量流路４３ｃから第１希釈槽４２Ａへの圧損抵抗を意図的に高めるためのものである。
オーバーフロー流路４３ｄは、蛇行流路であり、ドレインＤ１に繋がっている。オーバー
フロー流路４３ｄの断面積は、計量流路４３ｃの断面積と同じかこれよりも小とされてい
る。
【００４４】
　希釈液計量手段４４は、希釈液槽４１の下流側に配置されており、第１および第２希釈
槽４２Ａ，４２Ｂのそれぞれに繋がっている。希釈液計量手段４４は、導入流路４４ａ、
計量流路４４ｃ、およびオーバーフロー流路４４ｄを含んでいる。導入流路４４ａは、希
釈液槽４１から希釈液４０を導入する流路となっている。導入流路４４ａからは、分岐部
４４ｂを介して計量流路４４ｃとオーバーフロー流路４４ｄとが延びている。計量流路４
４ｃは、上記血液を所定濃度に希釈するために正確な量の希釈液４０を一時的に滞留させ
るためのものである。図３および図４に示すように、計量流路４４ｃは、大断面部４４ｃ
ａと２つのテーパ部４４ｃｂとを有する。大断面部４４ｃａは、その幅が２ｍｍ程度、深
さが２ｍｍ程度とされており、その容積が５０μＬ程度となっている。２つのテーパ部４
４ｃｂは、大断面部４４ｃａの前後端にそれぞれ繋がっており、希釈液４０が大断面部４
４ｃａに流入し、また大断面部４４ｃａから流出するときにその流れが不当に乱れること
を防止するためのものである。図１および図２に示すように、オーバーフロー流路４４ｄ
は、ドレインＤ２に繋がっている。
【００４５】
　第１および第２希釈槽４２Ａ，４２Ｂは、血液の希釈がなされる槽であり、いずれもそ
の直径が６ｍｍ程度、深さが２ｍｍ程度とされており、その容積が５０μＬ以上となって
いる。第１希釈槽４２Ａは、血液計量手段４３および希釈液計量手段４４と繋がっており
、血液計量手段４３により計量された血液が、希釈液計量手段４４により計量された希釈
液４０により希釈される槽である。第２希釈槽４２Ｂは、第１希釈槽４２Ａおよび希釈液
計量手段４４と繋がっており、第１希釈槽４２Ａにおいて希釈された検体血液が、希釈液
計量手段４４により計量された希釈液４０により希釈される槽である。第１希釈槽４２Ａ
と第２希釈槽４２Ｂとの間には、計量流路４６が設けられている。本実施形態においては
、第１および第２希釈槽４２Ａ，４２Ｂにおける希釈倍率が同じである構成であるため、
計量流路４６は、上述した計量流路４３ｃと同一のサイズとされている。
【００４６】
　複数の分析部５Ａ，５Ｂ，５Ｃ，５Ｄは、血液中の特定成分の分析が行われる部位であ
る。第１および第２分析部５Ａ，５Ｂは、電気抵抗検出法を用いた分析部であり、第１分
析部５Ａが白血球用、第２分析部５Ｂが赤血球用である。一方、第３および第４分析部５
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Ｃ，５Ｄは、光学的手法を用いた分析部であり、第３分析部５ＣがＨｂ用、第４分析部が
ＣＲＰ用である。
【００４７】
　第１分析部５Ａは、バッファ槽４５を介して第１希釈槽４２Ａに繋がっており、第１希
釈槽４２Ａにおいて希釈された検体血液を用いて白血球の計数を行うための部位である。
図５および図６に示すように、第１分析部５Ａは、細孔５３とこの細孔５３を挟む１対の
電極５１とを有しており、電気抵抗検出法を用いた計数が可能に構成されている。細孔５
３は、その前後の流路の幅が２５０μｍ程度であるのに対して、その幅が５０μｍ程度の
狭幅とされている。この幅は、白血球が通過したときに１対の電極５１間の電気抵抗の変
化が顕著に大きくなるように決定されている。細孔５３前後の略円形状に拡大された流路
部分には、１対の電極５１が設けられている。１対の電極５１は、たとえば金、白金、パ
ラジウム、カーボンから選ばれた１種または複数種類のものからなり、印刷の手法により
形成されている。図６に示すように、各電極５１は、スルーホール５２を介して配線パタ
ーン２２に導通している。スルーホール５２および配線パターン２２は、たとえば銅から
なる。
【００４８】
　第２分析部５Ｂは、第２希釈槽４２Ｂに繋がっており、第２希釈槽４２Ｂにおいて第２
回目の希釈がなされた検体血液を用いて赤血球の計数を行うための部位である。第２分析
部５Ｂは、図５および図６を用いて説明した第１分析部とほぼ同一構造を有している。
【００４９】
　第３および第４分析部５Ｃ，５Ｄは、バッファ槽４５にそれぞれ独立に繋がっている。
図７および図８に示すように第３および第４分析部５Ｃ，５Ｄは、略円形状に拡大された
流路部分に設けられた反射膜５５を有しており、光学的手法によりそれぞれＨｂおよびＣ
ＲＰを計測するための部位である。反射膜５５は、たとえば金、白金、パラジウムから選
ばれた１種または複数種類のものからなり、電極５１と一括して印刷の手法により形成さ
れている。図８に示すように、拡大された流路部分の図中上面には、試薬５６が塗布され
ている。試薬５６は、検体血液と混合されてＨｂまたはＣＲＰについて光学的手法により
計測を行うことを可能とするものである。本実施形態においては、透明とされた本体１を
通して、第３および第４分析部５Ｃ，５Ｄに光が照射され、その反射光を検出することに
より、ＨｂおよびＣＲＰの計測が可能となっている。
【００５０】
　第１および第２分析部５Ａ，５Ｂには、流量計測部６Ａ，６Ｂがそれぞれ繋がっている
。流量計測部６Ａ，６Ｂは、それぞれ第１および第２分析部５Ａ，５Ｂを通過した検体血
液の流量を計測するための部位であり、蛇行流路６１と複数の電極６２とを有している。
蛇行流路６１は、流れ方向の長さを大としつつ、十分な容積を有する。本実施形態におい
ては、蛇行流路６１は、第１分析部５Ａまたは第２分析部５Ｂを通過した分析済みの検体
血液を少なくとも５０μＬ以上貯蔵可能な貯蔵手段となっている。複数の電極６２は、互
いに蛇行流路６１の流れ方向において一定ピッチで配置されている。各電極６２は、上述
した電極５１と同様の構造である。
【００５１】
　次に、カートリッジＡを用いた血液分析について、以下に説明する。
【００５２】
　まず、図１において、液導入口３から試料液としての血液をスポイトなどを用いて導入
する。血液が導入されたカートリッジＡを分析装置（図示略）に装填する。この装填にお
いては、コネクタ８を上記分析装置のコネクタ（図示略）に接続する。この際に、図２に
示す液導入口３およびドレインＤ１～Ｄ７は、上記分析装置に備えられたポンプに繋がる
複数のエア吐出ノズルまたはエア吸引ノズルに接続される。上記分析装置は、上記ポンプ
と上記エア吐出ノズルおよびエア吸引ノズルとの接続状態が適宜切り替え可能に構成され
ている。
【００５３】
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　次に、血液計量手段４３による血液の計量を行う。その手順を、図９～図１３を参照し
つつ説明する。本体１およびプリント配線基板２が疎水性表面を有するため、液導入口３
から導入された血液Ｓには、毛細管現象による流動は生じることが無く、液導入口３に滞
留する。血液Ｓを導入した後は、液導入口３からエアの吐出を行う。これにより、図９に
示すように、液導入口３から導入流路４３ａを経て計量流路４３ｃおよびオーバーフロー
流路４３ｄへと血液Ｓが流れ出す。計量流路４３ｃとオーバーフロー流路４３ｄとは、互
いの断面積が略同じであるため、血液Ｓが流れるときの圧損抵抗も略同一である。したが
って、計量流路４３ｃとオーバーフロー流路４３ｄとに含まれる血液Ｓの流れ方向長さが
略同じとなるように、血液Ｓが流れる。
【００５４】
　上記吐出を継続すると、図１０に示すように、計量流路４３ｃ内に血液Ｓが満たされた
状態となる。このとき、オーバーフロー流路４３ｄには、計量流路４３ｃに相当する長さ
分だけ血液Ｓが存在する。
【００５５】
　図１０に示された状態からさらに吐出を継続すると、図１１に示す状態となる。すなわ
ち、計量流路４３ｃの下流側には、オリフィス４３ｅが設けられているため、血液Ｓが流
れるときの圧損抵抗が非常に大きい。一方、オーバーフロー流路４３ｄは、流れ方向にお
いて一様断面とされているため、オリフィス４３ｅと比べて圧損抵抗が顕著に小さい。こ
れにより、計量流路４３ｃ内に血液Ｓが滞留されたままの状態で、オーバーフロー流路４
３ｄ内を血液Ｓが流れ続けることとなる。
【００５６】
　さらに上記吐出を継続すると、液導入口３から全ての血液Ｓが流出し、図１２に示す状
態となる。本図においては、上記吐出の継続により、導入流路４３ａおよびオーバーフロ
ー流路４３ｄの上流寄りの部分には血液Ｓの代わりにエアが侵入しており、計量流路４３
ｃ内に滞留した血液Ｓａが血液Ｓから分離されている。液導入口３に注入する血液Ｓの量
はほぼ一定であるため、図９に示したエア吐出開始時から図１２に示す状態となるまでの
時間は、ほぼ一定である。この一定時間を上記分析装置に備えられたタイマにより計測し
、一定時間経過後に上記吐出を停止する。
【００５７】
　そして、図１３に示すように、上記分析装置によりドレインＤ１を閉状態とした上で、
再び液導入口３からエアを吐出すると、計量流路４３ｃに滞留していた血液Ｓａがオリフ
ィス４３ｅを通して第１希釈槽４２Ａへと流出させられる。以上の手順により、所定量の
血液Ｓａの計量が完了し、第１希釈槽４２Ａには所定量である０．５μＬ程度の血液Ｓａ
が滞留する。
【００５８】
　次に、希釈液計量手段４４による希釈液４０の計量を行う。その手順を図１４～図１８
を参照しつつ説明する。図１４は、希釈液４０の計量を開始する状態を示している。この
状態とするには、たとえば、希釈液槽４１内において希釈液４０が封入されたアルミパッ
ク（図示略）を破裂させ、希釈液４０を流出可能な状態とする。本体１およびプリント配
線基板２は、疎水性表面を有するため、上記アルミパックを破裂させても、希釈液４０が
毛細管現象などにより不当に流れ出すことはない。
【００５９】
　希釈液４０を流出可能とした後は、ドレインＤ２を閉状態、ドレインＤ３を開状態とし
て、希釈液槽４１からエアの吐出を開始する。これにより、図１５に示すように、希釈液
４０は、希釈液槽４１から押し出され、導入流路４４ａを通って、計量流路４４ｃへと流
れる。
【００６０】
　さらに上記吐出を継続すると、図１６に示す状態となる。計量流路４４ｃには、テーパ
部４４ｃｂの下流側に大断面部４４ｃａが形成されている。上述したとおり、大断面図４
４ｃａを形成する面は疎水性表面であるため、希釈液４０には、図中上方に留まらせる表
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面張力がはたらき、毛細管現象による進行は生じない。上記吐出による推進力が、上記表
面張力に抗して、希釈液４０を図中下方へと序々に送り出す。このまま上記吐出を継続す
ると、図１７に示すように、計量流路４４ｃ内が希釈液４０により満たされ、希釈液４０
はドレインＤ３へと向かう。希釈液４０の先端部分がドレインＤ３の手前に到達したこと
を、たとえば電極（図示略）を用いた電気抵抗手段、あるいは反射膜（図示略）を用いた
光学的手段により検知する。この検知をもって上記吐出を停止する。
【００６１】
　そして、図１８に示すように、たとえばドレインＤ３および図１に示すドレインＤ７を
閉状態とした上で、たとえば図１８に示すドレインＤ２からエアを吐出する、あるいは、
第１希釈槽４２Ａより下流側に位置するいずれかのドレインから吸引する。これにより、
計量流路４４ｃに滞留していた希釈液４０が第１希釈槽４２Ａへと送り出される。以上の
手順により希釈液４０の計量が完了し、第１希釈槽４２Ａには、所定量である５０μＬ程
度の希釈液４０ａが滞留する。
【００６２】
　この後は、第１希釈槽４２Ａ内において、０．５μＬ程度の血液Ｓａと５０μＬ程度の
希釈液４０ａとを混合し、１００倍に希釈された希釈試料液としての検体血液を得る。こ
の混合には、第１希釈槽４２Ａに内蔵された撹拌子４２Ａａを用いる。撹拌子４２Ａａは
、たとえば鉄などの強磁性体からなる小片がテフロン（登録商標）などのフッ素樹脂によ
り封止されたものである。カートリッジＡが装填される分析装置に備えられた磁力発生源
により、撹拌子４２Ａａは、回転自在とされている。この回転により、血液Ｓａと希釈液
４０ａとを混合する。以上の手順による希釈を、第１回目の希釈と呼ぶこととする。
【００６３】
　第１希釈槽４２Ａにおける第１回目の希釈が完了した後は、第１分析部５Ａによる白血
球の計数と、第３および第４分析部５Ｃ，５ＤによるＨｂおよびＣＲＰの分析とを行う。
図１に示すように、第１希釈槽４２Ａにはバッファ槽４５が繋がっている。このバッファ
槽４５に１００倍に希釈された上記検体血液を送出する。
【００６４】
　バッファ槽４５に蓄えられた上記検体血液の一部を用いて、第１分析部５Ａにより白血
球を計数する手順を、図１９～図２４を参照しつつ説明する。この計数には、第１分析部
５Ａと、その下流側に設けられた第１流量計測部６Ａとを用いる。図１９は、白血球の計
数を開始する状態を示しており、バッファ槽４５に１００倍に希釈された希釈試料液とし
ての検体血液ＤＳが滞留している。図２０に示すように、バッファ槽４５には、乾燥溶血
剤５７が塗布されている。乾燥溶血剤５７は、上記検体血液中の赤血球を破壊する溶血処
理を施すためのものである。この溶血処理は、白血球の係数において赤血球の影響を排除
するために行う。この状態において、たとえばドレインＤ４からエアの吸引を開始する。
すると、図２１に示すようにバッファ槽４５から検体血液ＤＳが流出し、第１分析部５Ａ
を流れる。
【００６５】
　さらにドレインＤ４からの吸引を継続すると図２２に示すように検体血液ＤＳの先端部
分が、複数の電極６２のうち最も上流側に位置する電極６２ａに到達する。たとえば、電
極６２ａと電極５１との導通を監視することにより、検体血液ＤＳの先端部分が電極６２
ａに到達したことを検出することができる。この検出を目安として、第１分析部５Ａによ
る白血球の計数を開始する。上述したとおり、細孔５３は狭幅であるため白血球が通過す
ると、１対の電極５１間の電気抵抗が瞬間的に大きくなる。これにより、１対の電極５１
間の電気抵抗を時系列的に監視すると、白血球の通過に対応してパルス信号が発生する。
このパルス信号の数を積算する。
【００６６】
　上記パルス信号を積算しつつ、上記吸引を継続すると、図２３に示すように、検体血液
ＤＳの先端部分は、複数の電極６２のうち上流側から数えて２番目にある電極６２ｂに到
達する。この到達は、たとえば、電極６２ａ，６２ｂ間の導通を監視することにより検出
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することができる。検体血液ＤＳの先端部分が電極６２ａに到達してから電極６２ｂに到
達するまでの間に第１分析部５Ａを通過した検体血液ＤＳの流量は、電極６２ａ，６２ｂ
間に滞留可能な検体血液ＤＳの量と同じである。電極６２ａ，６２ｂ間の流れ方向距離は
既知であるため、第１分析部５Ａを通過した検体血液ＤＳの流量を知ることができる。こ
の流量と積算されたパルス数とにより、検体血液ＤＳの単位体積あたりの白血球数が得ら
れる。これにより血液Ｓの単位体積あたりの白血球の個数を計数することができる。
【００６７】
　この後は、上記吸引を継続し計数を重ねることにより、さらに計数の精度を向上させる
ことも可能である。本実施形態においては、第１流量計測部６Ａは、多数の電極６２を備
えている。したがって、検体血液ＤＳの先端部分が電極６２ａ，６２ｂ以降の各電極６２
に到達するごとに上記パルス数を記憶させると、多数回の計数が可能である。これは、よ
り多量の検体血液ＤＳを用いて計数することと同義であるため、計数精度の向上を図るこ
とができる。そして、たとえば図２４に示すように、検体血液ＤＳの先端部分が、複数の
電極６２のうち最も下流側に位置する電極６２ｎに到達したことを検知したことをもって
、第１分析部５Ａによる計数処理を終了すればよい。また、本図から明らかなように、第
１分析部５Ａによる計数が終了したときには、分析済みの検体血液ＤＳは、蛇行流路６１
内に滞留した状態とされる。
【００６８】
　一方、第３および第４分析部５Ｃ，５Ｄによる分析は、たとえば、第１分析部５Ａによ
る計数が終了した後に、ドレインＤ５，Ｄ６からそれぞれ吸引し、検体血液ＤＳを第３お
よび第４分析部５Ｃ，５Ｄそれぞれの反射膜５５に到達させて行う。この際、図８に示す
ように、検体血液ＤＳは、試薬５６と反応し、ＨｂおよびＣＲＰのそれぞれを分析可能な
状態となる。この状態で、上記分析装置から本体１を透してそれぞれの反射膜５５に光を
照射し、その反射光を本体１を透して上記分析装置に備えられた受光素子などにより受光
する。この光を適宜処理することにより、ＨｂおよびＣＲＰの分析を行うことができる。
なお、本実施形態とは異なり、プリント配線基板２に代えて、透明な材質からなる基板を
備える構成としてもよい。この場合、反射膜５５は不要である。第３および第４分析部５
Ｃ，５Ｄは、いずれも透明である本体１および上記基板により挟まれた構造となる。した
がって、ＨｂおよびＣＲＰの分析をいわゆる透過光測定により行うことが可能である。
【００６９】
　次に、第２分析部５Ｂによる赤血球の計数手順を以下に説明する。この計数に先立ち、
図１に示す希釈手段４により、第２回目の希釈を行う。この第２回目の希釈の手順は、図
９～図１８を参照して説明した第１回目の希釈の手順と類似している。すわなち、第１回
目の希釈においては、血液Ｓを希釈液４０を用いて１００倍程度に希釈したのに対し、第
２回目の希釈においては、第１回目の希釈により得られた１００倍希釈の検体血液ＤＳを
希釈液４０を用いてさらに１００倍程度希釈する。これにより得られる検体血液は、血液
Ｓを１万倍に希釈したものに相当する。第１希釈槽４２Ａに１００倍希釈の検体血液ＤＳ
が滞留している状態で、図１に示す計量流路４６を利用して、第２希釈槽４２Ｂに５０μ
Ｌ程度の検体血液ＤＳを送出する。計量流路４６を利用した検体血液ＤＳの計量は、図９
～図１３を参照して説明した計量手順とほぼ同様である。一方、図１４～図１８を参照し
て説明した希釈液計量手段４４による計量において、たとえば図１に示すドレインＤ１，
Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５，Ｄ６，Ｄ８を閉状態、ドレインＤ２を開状態とした上で、ドレインＤ
７から吸引する。これにより、５０μＬ程度の希釈液４０を、第２希釈槽４２Ｂへと送出
することができる。第２希釈槽４２Ｂにおいては、５μＬの検体血液ＤＳと５０μＬ程度
の希釈液４０とにより、実質的に１万倍の希釈を行う。この希釈においては、撹拌子４２
Ｂａを磁力により回転運動させることにより、検体血液ＤＳと希釈液４０との混合を促進
する。
【００７０】
　以上の手順により得られた１万倍希釈の検体血液を用いて、第２分析部５Ｂによる赤血
球の計数を行う。この計数手順は、第１分析部５Ａよる計数手順とほぼ同一である。第２
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流量計測部６Ｂを利用して流量計測する点についても、第１流量計測部６Ａを利用した流
量計測と同様である。
【００７１】
　次に、カートリッジＡの作用について説明する。
【００７２】
　本実施形態によれば、血液計量手段４３による血液Ｓの計量、希釈液計量手段４４によ
る希釈液４０の計量、および検体血液ＤＳの計量には、たとえば計量流路を有する回転メ
ンバを回転させる必要がない。血液計量手段４３および希釈液計量手段４４は、いわゆる
Ｔ字路として構成された流路により構成されているからである。これらの血液計量手段４
３および希釈液計量手段４４を製造することは、上記回転メンバを作り込むことと比べて
簡便であり、製造効率の向上を図ることができる。また、上記計量工程においては、上記
回転メンバなどを回転させる必要がなく、液漏れのおそれがない。したがって、カートリ
ッジＡを、いわゆるディスポーザブルタイプとして、製造が比較的容易であり、かつ適切
な衛生状態で使用可能なものとすることができる。
【００７３】
　また、血液計量手段４３および希釈液計量手段４４によれば、血液Ｓ、希釈液４０、お
よび検体血液ＤＳを精度よく計量することが可能である。したがって、第１ないし第４分
析部５Ａ，５Ｂ，５Ｃ，５Ｄにおける分析の精度を高めることができる。
【００７４】
　第１希釈槽４２Ａおよび第２希釈槽４２Ｂにおいては、撹拌子４２Ａａ，４２Ｂａを回
転させる。これにより、たとえば図１８に示すように、第１希釈槽４２Ａ内において血液
Ｓａと希釈液４０ａとを物理的に撹拌することが可能であり、これらを十分に混合するこ
とができる。同様に、第２希釈槽４２Ｂ内における検体血液ＤＳと希釈液４０ａとの混合
を確実に行うことができる。したがって、第１ないし第４分析部５Ａ，５Ｂ，５Ｃ，５Ｄ
における分析の精度を高めるのに適している。
【００７５】
　バッファ槽４５に塗布された乾燥溶血剤５７を用いることにより、赤血球の影響を適切
に排除することが可能であり、たとえば白血球の計数を精度よく行うことができる。また
、乾燥溶血剤５７自体は、固体であり、ほとんど水分を含まない。したがって、使用前に
おけるカートリッジＡを乾燥した状態とすることが可能である。これは、カートリッジＡ
の軽量化、および衛生状態の向上に好ましい。
【００７６】
　また、本実施形態によれば、第１および第２希釈槽４２Ａ，４２Ｂを利用して２段階の
希釈を行うことができる。したがって、たとえば１００倍希釈と１万倍希釈という、比較
的高倍率の２種類の希釈が可能である。これにより、白血球の計数と赤血球の計数という
、それぞれに適した希釈倍率が顕著に異なる分析を一括して行うことができる。また、血
液計量手段４３および希釈液計量手段４４を備えることにより、十分に正確な希釈倍率で
希釈することが可能である。大断面部４４ｃａを用いた計量は、高倍率希釈に特に有効で
ある。
【００７７】
　第１および第２流量計測部６Ａ，６Ｂを用いた流量計測は、非常に簡便かつ正確である
。これにより、たとえば赤血球および白血球の正確な計数が可能となるのみならず、上記
分析装置内に、一定流量を実現するための機構が不要となる。したがって、上記分析装置
の簡便化にも有利である。
【００７８】
　スルーホール５２を備えるプリント配線基板２を用いることにより、電極５１，６２以
外の部分は平滑面とすることができる。これは、本体１とプリント配線基板２とを液密に
接合するのに好適である。
【００７９】
　図２５は、本発明に係るカートリッジの変形例を示す部分拡大図である。この変形例に
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おいては、本体１とリード５４とが、インサート成形により一体的に形成されている。リ
ード５４のうち流路に露出した一端部が上述した電極５１となっている。リード５４の他
端部は、本体１から露出し、図１および図２に示すコネクタ８を構成している。このよう
な構成によれば、電極５１を形成するための専用の印刷工程などを経ることなく、本体１
と電極５１とを一括して形成することが可能であり、製造効率の向上に適している。
【００８０】
　本発明に係るカートリッジは、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明に
係るカートリッジの各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【００８１】
　本体の材質は、透明であるものに限定されず、一部が不透明であってもよい。この場合
、少なくとも光学的分析部に相当する部分は透明部とする。プリント配線基板を用いれば
、薄型化に好ましいが、いわゆるリジッド基板を用いてもよい。希釈試料液検知手段とし
ては、電極を含むもののほかに、たとえば光学的手段を用いたものでもよい。
【００８２】
　希釈手段における希釈倍率は、流路などのサイズを適宜設定することにより、さらなる
高倍率化が可能である。また、２段階の希釈に限定されず、たとえば１回のみの希釈、あ
るいは３回以上の希釈を行う構成としてもよい。
【００８３】
　本発明に係るカートリッジは、血液の計数などに限定されず、さまざまな試料液の分析
に用いることができる。また、本発明に係るカートリッジは、分析部を備えないものであ
って、たとえば血球係数のための希釈試料液の調製のみに用いられる構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明に係るカートリッジの一例を示す全体平面図である。
【図２】本発明に係るカートリッジの一例を示す全体斜視図である。
【図３】本発明に係るカートリッジの一例の計量流路を示す要部平面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う要部断面図である。
【図５】本発明に係るカートリッジの一例の電気抵抗式分析部を示す要部平面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う要部断面図である。
【図７】本発明に係るカートリッジの一例の光学式分析部を示す要部平面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図９】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血液計量手順において、血液導入状態
を示す要部平面図である。
【図１０】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血液計量手順において、計量流路が
充填された状態を示す要部平面図である。
【図１１】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血液計量手順において、オーバーフ
ロー流路への継続流入を示す要部平面図である。
【図１２】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血液計量手順において、計量流路内
に血液が分離された状態を示す要部平面図である。
【図１３】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血液計量手順において、第１希釈槽
に血液が送出された状態を示す要部平面図である。
【図１４】本発明に係るカートリッジの一例を用いた希釈液計量手順において、その開始
状態を示す要部平面図である。
【図１５】本発明に係るカートリッジの一例を用いた希釈液計量手順において、希釈液導
入状態を示す要部平面図である。
【図１６】本発明に係るカートリッジの一例を用いた希釈液計量手順において、計量流路
への継続流入を示す要部平面図である。
【図１７】本発明に係るカートリッジの一例を用いた希釈液計量手順において、計量流路
が充填された状態を示す要部平面図である。
【図１８】本発明に係るカートリッジの一例を用いた希釈液計量手順において、第１希釈
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槽に希釈液が送出された状態を示す要部平面図である。
【図１９】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血球計数手順において、その初期状
態を示す要部平面図である。
【図２０】図１９のＸＸ－ＸＸ線に沿う要部断面図である。
【図２１】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血球計数手順において、検体血液が
第１分析部に到達した状態を示す要部平面図である。
【図２２】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血球計数手順において、その開始状
態を示す要部平面図である。
【図２３】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血球計数手順において、検体血液の
先端部分が上流から２個目の電極に到達した状態を示す要部平面図である。
【図２４】本発明に係るカートリッジの一例を用いた血球計数手順において、検体血液の
先端部分が最下流側の電極に到達した状態を示す要部平面図である。
【図２５】本発明に係るカートリッジの変形例を示す要部断面図である。
【図２６】従来のカートリッジの一例を示す全体斜視図である。
【符号の説明】
【００８５】
Ａ　　　カートリッジ
Ｄ１～Ｄ８　ドレイン
ＤＳ　　検体血液（希釈試料液）
Ｓ　　　血液（試料液）
Ｓａ　　血液（分離された試料液）
１　　　本体
２　　　プリント配線基板
３　　　液導入口
４　　　希釈手段
５Ａ　　第１分析部（電気抵抗式分析部）
５Ｂ　　第２分析部（電気抵抗式分析部）
５Ｃ　　第３分析部（光学式分析部）
５Ｄ　　第４分析部（光学式分析部）
６Ａ　　第１流量計測部
６Ｂ　　第２流量計測部
８　コネクタ
２２　　配線
４０　　希釈液
４０ａ　分離された希釈液
４１　　希釈液槽
４２Ａ　第１希釈槽
４２Ａａ　撹拌子
４２Ｂ　第２希釈槽
４２Ｂａ　撹拌子
４３　　血液計量手段（試料液計量手段）
４３ａ　導入流路
４３ｂ　分岐部
４３ｃ　計量流路
４３ｄ　オーバーフロー流路
４３ｅ　オリフィス
４４　　希釈液計量手段
４４ａ　導入流路
４４ｂ　分岐部
４４ｃ　計量流路
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４４ｃａ　大断面部
４４ｃｂ　テーパ部
４４ｄ　オーバーフロー流路
４５　　バッファ槽
４６　　計量流路
５１　　電極
５２　　スルーホール
５３　　細孔
５４　　リード
５５　　反射膜
５６　　試薬
５７　　乾燥溶血剤
６１　　蛇行流路（貯蔵手段）
６２　　電極（希釈試料液検知手段）

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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