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(57)【要約】
【課題】
　オペレータが事前に精度管理試料の準備をしておけば
、外部からの要因によって精度管理試料の分析を行える
ようにすることで、オペレータの負担を低減させること
が可能で、かつ精度管理を行わなければならない適切な
時期に必ず精度管理を実現することが出来、測定精度を
自動で維持できる自動分析装置を提供することにある。
【解決手段】
　装置内に精度管理試料を保持し、標準試料の投入、分
析中の試薬の残数が所定の条件を満たした（０になった
、指定値を下回った）、日付が変わった、指定時刻にな
った、操作者が変わった、検体数が超過した、時間が経
過した、新規試薬が登録された、測定異常を検出した、
等の要因により、保持している精度管理試料に対する分
析依頼を生成し、精度管理試料の搬送をすることで、精
度管理試料の分析を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　標準試料が装置内に投入された場合、標準試料の依頼項目に応じた所定の測定依頼を精
度管理試料に対して生成し、装置内に保持された精度管理試料を標準試料の後に分析する
ように搬送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】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構と
、複数の同一項目の試薬を設置することが可能で、現在使用している試薬が第１の所定の
条件になった時点で、待機中の他の試薬に自動で切り替えることが可能な自動分析装置に
おいて、
　現在使用している試薬の残数が第２の所定の条件になった時点で、待機中の試薬に対し
て、精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析するよう
に搬送を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３】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　日付が変わったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応じた所定
の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析するように搬送を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４】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　所定の時刻になったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応じた
所定の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析するように搬送を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５】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　装置の操作者が変わったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応
じた所定の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析するように搬送をする制御手段を
備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項６】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　検査項目毎に、前回精度管理試料が分析された時刻から所定時間を経過したことを認識
して、待機中の精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を分
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析するように搬送を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７】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　検査項目毎に、前回精度管理試料が分析された時点から所定検体数を分析したことを認
識して、待機中の精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を
分析するように搬送を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８】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　装置内に保持された精度管理試料毎に、前記精度管理試料が投入された時点から所定時
間を経過したことを認識して、該精度管理試料の分析を行わないようにする制御手段を備
えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項９】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　ある依頼項目の精度管理試料の測定結果が異常であった場合、異常を検出した依頼項目
に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に対して生成し、装置内に保持された異なる精度
管理試料を分析するように搬送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１０】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　新たに試薬を登録した時点で、その試薬に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に対し
て生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析するように搬送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１１】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構と
、キャリブレーションの検量線を手動で変更する機能を備えた自動分析装置において、
　検量線を手動で変更した時点で、その検量線に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に
対して生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析するように搬送する制御手段を備
えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１２】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックに設置した状態で装置内に保持する機構を
備えた自動分析装置において、
　保持する精度管理試料の品質を維持するために、精度管理試料の保持区画に対して、保
冷する機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１３】
　請求項１２記載の自動分析装置において、
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　保冷保持した検体を搬送するために、保冷された区画から保冷されていない区画に搬出
することで生じる結露によって精度管理試料の品質を劣化させないために、一時的に昇温
する機構を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１４】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　標準試料が装置内に投入された場合、標準試料の依頼項目に応じた所定の測定依頼を精
度管理試料に対して生成し、装置内に保持された精度管理試料を標準試料の後に分析する
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１５】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構と、複数の同一項目の試薬を設置することが可能で、現在使用している
試薬が第１の所定の条件になった時点で、待機中の他の試薬に自動で切り替えることが可
能な自動分析装置において、
　現在使用している試薬の残数が第２の所定の条件になった時点で、待機中の試薬に対し
て、精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析するよう
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１６】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　日付が変わったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応じた所定
の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析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１７】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　所定の時刻になったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応じた
所定の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析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１８】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　装置の操作者が変わったことを認識した時点で、装置内に保持された精度管理試料に応
じた所定の測定依頼を生成し、前記精度管理試料を分析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１９】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
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　検査項目毎に、前回精度管理試料が分析された時刻から所定時間を経過したことを認識
して、待機中の精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を分
析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２０】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　検査項目毎に、前回精度管理試料が分析された時点から所定検体数を分析したことを認
識して、待機中の精度管理試料の測定依頼を生成し、装置内に保持された精度管理試料を
分析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２１】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　装置内に保持された精度管理試料毎に、前記精度管理試料が投入された時点から所定時
間を経過したことを認識して、該精度管理試料の分析を行わないようにする制御手段を備
えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項２２】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　ある依頼項目の精度管理試料の測定結果が異常であった場合、異常を検出した依頼項目
に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に対して生成し、装置内に保持された異なる精度
管理試料を分析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２３】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構を備えた自動分析装置において、
　新たに試薬を登録した時点で、その試薬に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に対し
て生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析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２４】
　検体を分析する分析ユニットと、前記検体を保持する検体容器を載置する検体ラックを
前記分析ユニットに搬送するラック搬送装置と、検体ラックを該ラック搬送装置に投入す
るラック投入口と、精度管理試料を前記ラックとは別の分析ユニット内の第２の検体架設
部に保持する機構と、キャリブレーションの検量線を手動で変更する機能を備えた自動分
析装置において、
　検量線を手動で変更した時点で、その検量線に応じた所定の測定依頼を精度管理試料に
対して生成し、装置内に保持された精度管理試料を分析する制御手段を備えたことを特徴
とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液，尿等の生体試料の定量，定性分析を行う自動分析装置に係り、特に試
料容器を分析装置に搬送する搬送装置を備えた自動分析装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　血液や尿の如き生体試料の定量，定性分析を自動で行う自動分析装置は、多くの患者検
体試料を短時間で処理する必要のある大病院，臨床検査センターを中心に普及が著しく、
処理能力により、大型，中型，小型の各種の自動分析装置が開発されている。特に多数の
検体試料を分析処理する大型の分析装置の場合には、検体試料の入った検体容器を、検体
ラックと呼称されるホルダーに保持した状態で搬送ライン（搬送装置）を介して複数の分
析装置に搬送し、検査技師が検体ラック投入口にラックを投入するだけで、分析結果の出
力まで自動で実行するものもある。
【０００３】
　その場合、検体ラックはベルトコンベア状の搬送ラインで検体ラック投入口に投入され
たラックを搬送し、搬送途中にライン上のバーコード読取り装置により、ラック種別、お
よび検体を認識し、分析される。このような自動分析システムとして例えば特許文献１記
載のようなものが知られている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３２５８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような大規模システムでは濃度などが予め分かっている標準試料，精度管理試料を
検体ラックに設置し、定期的に分析を実施することでシステムの測定精度（定量性）を維
持する必要がある。これらの標準試料，精度管理試料は検体ラック投入口に投入された順
番に従い分析が実施される。また標準試料，精度管理試料は１つで全ての項目（ＴＰ，
ＧＯＴ等の分析項目）をカバーできないため、複数の標準試料，精度管理試料を測定する
ことになる。
【０００６】
　中型，小型の自動分析装置では、測定試料を収容した検体容器がディスク状のサンプル
ディスクに載置されているので、装置オペレータは測定の指示を装置に対して入力するだ
けでキャリブレーション，精度管理を実行することができた。
【０００７】
　しかし、ラックを搬送ラインを用いて分析装置に搬送する方式の大型の自動分析装置で
は、標準試料，精度管理試料を収容する検体容器を搭載した検体ラックを装置オペレータ
が自ら装置のラック投入部に設置する必要がある。
【０００８】
　このため、オペレータが標準試料，精度管理試料を搭載したラックを投入しないことに
は、キャリブレーション，精度管理を実行することができない。
【０００９】
　このような場合、オペレータにとっては一般検体の分析中にも関わらず、標準試料，精
度管理試料を準備しなければならず、本来の分析装置の目的である一般検体の分析という
業務の妨げになる恐れがある。
【００１０】
　本発明の目的は、オペレータが精度管理試料の投入という行為を行わなくとも、精度管
理を実現することが出来る自動分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　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。
【００１２】
　生体試料の分析を行う分析ユニットと、検体ラックを該分析機構に搬送し、かつ試料分
注が終了した検体ラックを該分析機構から搬送する搬送機構と、前記検体バッファに検体
を供給する検体供給部と、前記検体バッファから検体を収容する検体収納部とを備えた自
動分析装置。
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【００１３】
　搬送機構は例えばベルトコンベアのようなラックを載置するスペース自体が移動するも
のや、ベースは移動させず、アーム，爪のようなもので検体ラックを把持してベース上を
滑らせる構造のものが代表的であるが、検体ラックを物理的に移動できるものであれば何
でも良い。
【００１４】
　前記検体バッファに投入された精度管理試料を保持し続けることが可能な機構を設けた
。
【００１５】
　もしくは、各分析ユニットに精度管理試料を保持し続けることが可能な第２の検体架設
部を設けた。
【発明の効果】
【００１６】
　精度管理試料を装置内に保持し続けることにより、標準試料の投入，試薬の残数が所定
の条件を満たした（０になった、指定値を下回った）、検体数が超過した、時間が経過し
た等の要因により、自動的に精度管理試料の分析が可能となるため、精度管理を適切なタ
イミングで容易に実現でき、オペレータの負担を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図１～図９を用いて、本発明の一実施検体による自動分析システムの構成及び動
作について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施例である自動分析装置の全体概略構成図である。
【００１９】
　本実施例による自動分析システムとは、検体ラック投入部１０と、検体ラック収納部
１１と、ＩＤ読取り部１２と、搬送ライン１３と、検体ラックバッファ部２１と、分析モ
ジュール３１，３２と管理用コンピュータ１，２を備えている。
【００２０】
　検体ラック投入部１０は、それぞれ検体（試料）を保持する検体ラックを投入する部分
である。分析モジュール３１，３２は、搬送ライン１３に沿って配置されているとともに
、搬送ライン１３に取り外し可能な接続になっている。分析モジュールの数は任意に設定
でき、本実施形態では、モジュール数２個の場合を示している。
【００２１】
　搬送ライン１３は、検体ラック投入部１０から検体ラックを、分析依頼に従って分析モ
ジュール３１，３２への搬送、または、分析モジュール３１，３２での分析が終了した検
体を保持する検体ラックバッファ部２１へ搬送、もしくは分析依頼がなかった検体ラック
を、検体ラック収納部１１に搬送する。
【００２２】
　標準試料，精度管理試料や一般検体を搭載したラックが搬送される搬送ライン１３に設
置される検体ラックバッファ部２１は、１つ以上の検体ラックを保持できるライン機構で
あり、搬送ライン１３により搬送される任意の試料を搭載したラックを任意の時間保持し
、任意のタイミングにて再びラックを分析モジュールもしくは検体ラック収納部１１に対
して供給することができる。
【００２３】
　検体ラック投入部１０は、検体ラック投入部１０，検体ラック収納部１１，ＩＤ読取り
部１２，搬送ライン１３，検体ラックバッファ部２１の必要な制御を行う管理用コンピュ
ータを備えている。また管理用コンピュータ１，２には、入出力される情報を保持する管
理用コンピュータ１の記憶部と、情報を入力し、分析結果を表示する表示部２が接続され
ている。
【００２４】
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　検体ラックによって保持された検体には、検体に関する属性情報（受付番号，患者氏名
，依頼分析項目等）を示す検体ＩＤを有し、さらに、検体ラックには、ラック番号等のラ
ック識別情報を示すラックＩＤを有する。検体ラック投入部１０に置かれた検体ラックは
、搬送ライン１３によって搬送されるが、検体ラックが搬送ライン１３に移った際に、検
体ＩＤや検体ラックＩＤが、ＩＤ読取り部１２で読み取られ、全体管理用コンピュータ１
，２に送られる。全体管理用コンピュータ１，２は、その属性情報に基づいて、依頼され
た分析項目からどの分析モジュールで実施するかを決定する。
【００２５】
　ここで言う検体（試料）とは、被検液である血清が代表的であるが、全血や希釈処理済
みの液検体でも実施できる。また、検体ラックとは検体（試料）を収容できる試料容器を
１つ、または複数個設置可能なラックを意味する。試料容器としては試験管，採血容器等
、サンプルが収容できるものであれば何でも良い。
【００２６】
　次に図２，図３，図４を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける精度管理
試料を装置内に保持する処理について説明する。
【００２７】
　検体ラック投入部１０から投入されたラックは、ＩＤ読取り部１２で読取られた検体
ＩＤや検体ラックＩＤによって検体の種別が判定される。
【００２８】
　この際、認識した検体ラックが精度管理試料を設置した検体で、精度管理試料保持設定
１１１ａで保持が設定されていて、保持数１１２ａが１以上で、精度管理試料保持領域
２１ａが空いている場合、ラック毎装置内に保持する。
【００２９】
　精度管理試料でない場合や、設定が無効になっている場合等では、通常の分析処理が行
われ、通常に検体ラック収納部１１に回収される。
【００３０】
　次に図５を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける標準試料の投入によっ
て、装置内に保持している精度管理試料の分析処理について説明する。
【００３１】
　前記のとおり、ＩＤ読取り部１２で読み取られた検体ＩＤや検体ラックＩＤによって、
検体の種別が判定された際、標準試料であると認識した場合、更に装置内に有効な精度管
理試料が保持されている場合、前記精度管理試料に対して、標準試料で分析すべき項目に
対して所定の項目（例えば同じ項目）の分析依頼を生成する。
【００３２】
　標準試料の搬送後に、保持している精度管理試料を続けて搬送し、測定を行う。
【００３３】
　標準試料でない場合や、有効な精度管理試料が保持されていない場合、標準試料に対し
てのみ、通常の測定処理が行われる。
【００３４】
　これによって、標準試料での精度管理試料の測定を実施することが可能になるので、オ
ペレータが精度管理試料の依頼の生成や、試料の準備を省くことが可能となる。
【００３５】
　次に図６を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける待機試薬に対する、装
置内に保持している精度管理試料の分析処理について説明する。本実施例では、現使用中
の試薬の残数が無くなった時に待機中の試薬に自動で切り替わる自動分析装置を想定し、
前記試薬の残数が閾値を下回った場合に自動で精度管理試料の測定を行う場合について説
明する。
【００３６】
　項目が割付けられ、分析モジュール３１，３２に搬送された検体を保持するラックは、
項目の分析のため、検体に対して分注されることになる。
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【００３７】
　これにより、その項目の分析が開始され、その後、分析モジュール３１，３２から試薬
を消費した時点で試薬残分析可能数の更新が報告され、全体管理用コンピュータ１，２が
分析可能数を更新する。
【００３８】
　この時、更新した試薬残分析可能数が待機試薬分析条件１１２ｃで指示された残分析可
能数を下回ったと判断され、かつ、該検査項目に対して交換可能な試薬が待機しており、
かつ、装置内に保持している精度管理試料がある場合、保持している精度管理試料に対し
て、所定の分析依頼を生成し、保持している精度管理試料を搬送し、分析を行う。
【００３９】
　更新された試薬残分析可能数が指示された待機試薬分析条件１１２ｃで指示された残分
析可能数を下回らなかったり、該検査項目に対して交換可能な試薬が待機してなかったり
、保持している精度管理試料がない場合、精度管理試料の分析は行われない。
【００４０】
　これによって、待機している試薬が切り替わる直前に精度管理試料の測定を実施するこ
とが可能になるので、検査項目の測定精度を維持することが容易に実現できる。
【００４１】
　次に図７を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける、装置内に保持してい
る精度管理試料での各条件での分析処理について説明する。
【００４２】
　日付変更時の分析設定１１１ｄが有効に設定されている状態で、日付が変わった時、精
度管理測定時刻設定１１１ｅ１，１１１ｅ２が有効に設定されている状態で、精度管理測
定時刻１１２ｅ１，１１２ｅ２で設定された時刻になった時、操作者変更時の分析設定
１１１ｆが有効に設定されている状態で、操作者が変わった時、精度管理測定間隔(時間)
設定１１１ｇが有効に設定されている状態で、前回の測定時間から精度管理測定間隔（時
間）設定１１２ｇを越えた時、精度管理測定間隔（検体数）設定１１１ｈが有効に設定さ
れている状態で、前回の精度管理の測定から患者検体の測定した検体数が精度管理測定間
隔（検体）１１２ｈを越えた時、新規試薬登録時の分析設定１１１ｋが有効に設定されて
いる状態で、新規に試薬が登録された時、検量線手動変更時の分析設定１１１ｌが有効に
設定されている状態で、検量線を手動で変更した時、所定の分析依頼を生成し、保持され
ている精度管理試料を搬送し、分析を行う。
【００４３】
　これによって、各条件での精度管理試料の測定を実施することが可能になるので、オペ
レータが精度管理試料の依頼の生成や、試料の準備を省き、適切なタイミングでの精度管
理試料の測定が可能となる。
【００４４】
　次に図８を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける、精度管理測定時の異
常検出による、装置内に保持している異なる精度管理試料での分析処理について説明する
。
【００４５】
　精度管理試料を測定した時に、その精度管理試料自体が劣化していると、濃度が変化し
ており、測定結果が異常な値を示すことがある。このとき、異常検出時の異試料分析設定
１１１ｊが有効に設定されている状態で、前記精度管理試料で異常値を検出した依頼項目
を分析可能な、別な精度管理試料が装置内に保持されている場合、前記依頼項目を保持さ
れている別な精度管理試料に対して生成し、精度管理試料を搬送し、分析を行う。
【００４６】
　これによって、異常を検出した測定項目が本当に異常なのか、それとも、異常を検出し
た精度管理試料自体が劣化しているのかを判断することが可能となる。
【００４７】
　次に図９を用いて、本実施形態による自動分析システムにおける、装置内に保持してい
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る精度管理試料の有効期限管理について説明する。
【００４８】
　一般的に精度管理試料は有効期限が設けられており、その有効期限を超過した場合、試
料の成分の一部が変動し、期待した濃度値を得ることが出来なくなる。このため、該試料
に対して有効期限を設け、管理しなければならないが、成分の違い、つまり、試料の違い
によって異なった有効期限となる。
【００４９】
　また、試料によっては成分の変動が非常に少なく、装置内に保持している間の変動が生
じるよりも、検体を消費されることも考えられるため、有効期限管理を行わないように設
定することも可能とする。
【００５０】
　精度管理試料が投入された時刻を管理用コンピュータ１，２に記憶しておき、現在の時
刻が精度管理試料有効期限１１２ｉを越えた場合、該精度管理試料を使用不可として無効
に設定する。これ以降、前記精度管理試料を、使用不可能にすることで、劣化した精度管
理試料での分析を禁止するが可能となる。
【００５１】
　以上の説明では、装置内に精度管理試料をラックに載置された状態で保持する自動分析
装置の例について記載してきたが、分析ユニットの第２検体架設部に精度管理試料を設置
した場合でも同様の制御をすることで可能となる。
【００５２】
　以上の説明により、オペレータが事前に精度管理試料を準備しておけば、外部からの要
因によって精度管理試料の分析を行えるようになり、オペレータの負担を低減させること
が可能である。かつ精度管理を行わなければならない適切な時期に必ず精度管理を実現す
ることが出来、測定精度を自動で維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明を適用した自動分析装置の、一実施形態を示した図。
【図２】本発明を適用した自動分析装置の、精度管理試料を保持する領域を示した図。
【図３】本発明を適用した自動分析装置において、保持する精度管理試料に対して各種設
定を登録する画面の図。
【図４】本発明を適用した自動分析装置において、装置内に保持する精度管理試料を投入
された時のフローを示す図。
【図５】本発明を適用した自動分析装置において、標準試料を投入された時に、装置内に
保持する精度管理試料を用いて精度管理を行う時のフローを示す図。
【図６】本発明を適用した自動分析装置において、試薬を使用した時に、残数が所定の条
件が成立した時に、装置内に保持する精度管理試料を用いて精度管理を行う時のフローを
示す図。
【図７】本発明で適用した自動分析装置において、各条件が成立した時に、装置内に保持
する精度管理試料を用いて精度管理を行う時のフローを示す図。
【図８】本発明を適用した自動分析装置において、測定異常が検出された時に、装置内に
保持する精度管理試料を用いて精度管理を行う時のフローを示す図。
【図９】本発明を適用した自動分析装置において、装置内に保持された精度管理試料の有
効な期間が切れた時のフローを示す図。
【符号の説明】
【００５４】
１　管理用コンピュータ
２　管理用コンピュータの表示部
１０　検体ラック投入部
１１　検体ラック収納部
１２　ＩＤ読取り部
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１３　搬送ライン
２１　検体ラックバッファ部
２１ａ　検体ラックバッファ部における精度管理試料を保持する領域
３１，３２　分析モジュール
１００　精度管理測定設定画面
１１１ａ　精度管理試料保持設定
１１２ａ　精度管理試料保持数
１１１ｂ　標準試料の投入による測定の設定
１１１ｃ　待機試薬に対する測定の設定
１１２ｃ　待機試薬分析条件（残数の閾値）
１１１ｄ　日付変更時の測定の設定
１１１ｅ１，１１１ｅ２　指定時刻での測定の設定
１１２ｅ１，１１２ｅ２　指定時刻
１１１ｆ　操作者変更時の測定の設定
１１１ｇ　時間間隔での測定の設定
１１２ｇ　時間間隔
１１１ｈ　検体数での測定の設定
１１２ｈ　検体数
１１１ｉ　保持している精度管理試料の有効期限設定
１１２ｉ　有効期限
１１１ｊ　異常検出時の異試料での測定の設定
１１１ｋ　新規試薬登録時の測定の設定
１１１ｌ　検量線の手動変更時の測定の設定

【図１】 【図２】



(12) JP 2008-209338 A 2008.9.11

【図３】 【図４】
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