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(57) Abstract: An analytical instrument for analyzing of specified components of body fluid that realizes rapidly obtaining of ana
lytical results of high precision through simple and easy operation and further realizes reduction of cost required for analysis Upon
application of a whole blood sample to sample supply aperture (5), blood components of sample are separated and filtered through
etching membrane (42), and specified components of the sample are agglutinated together by an agglutination reagent contained
in glass fiber filter paper (41) and are separated and filtered through the etching membrane (42) Therefore, plasma freed from the
specified components is transferred to measurement compartment (31) and subjected to measurement

要約 簡易な操作で精度の高い分析結果を迅速に得ることができ、さ らには分析に要するコス トが低廉であ
るよ な、体液の特定成分を分析するための分析器具を提供する。 全血試料を
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試料供給口 に適用すると、試料中の血球成分はエッチング膜 4 2 により分離濾過され、試料中の特定の成分はガ
ラス繊維濾紙 4 1に含まれた凝集試薬によって凝集 し、エッチング膜 4 2 によって分離濾過される。 したがって、
特定の成分が取 り除かれた血漿が測定室 3 1に移送 され、その後測定に供 される。



明 細 苫

体液成分の分析器具

技術分野

０００1 本発明は生体の体液成分、特に高比重リポ蛋白(以下 と称す) 中のコレステロ

ール (以下 と称す)などのリポ蛋白成分を測定する分析器具に関する。

背景技術

０００2 一Cは抗動脈硬化作用を有し、冠動脈疾忠の防御因子として重要であり、低

血症は冠動脈疾忠の主要なリスクファクターの一つに数えられている。その

ため の測定は、動脈硬化性疾忠における危険因子の分析や脂質代謝典

常が想定されるときに有用である。

０００3 従来、 のよぅな特定のリポ蛋白中のコレステロールを測定する場合、まず

超遠心法や電気泳動法等の手段により測定対象となるリポ蛋白を分離し、その後脂

質成分を測定するといぅ、いわゆる分画法が採用されてきた。また近年、分画を必要

とすることなくリポ蛋白に対する界面活性剤の特典性の差を利用し選択的に

Cを測定するといぅ、いわゆる直接法も採用されている。

０００4 しかし、分画法では、分析実施のために大規模な装置を必要とし、また高精度の分

析結果を得るためには作業者の熟練を必要とするため、結果的に分析に要するコス

トが高くなるといぅ問題がある。また、直接法は、体液成分を希釈することなく測定する

よぅな場合においては、 以外のリポ蛋白中のコレステロールに対する非特典反

応に起因する測定値の不正確性が問題となる場合がある。

０００5 一方、微呈の全血試料を試験片に点若させ、試薬と反応した後の光学的特性など

を測定することによって体液成分を分析する技術が知られている (特許文献 、2参

照 )。しかし上記の方法自体は簡便ではあるが、これを 分析に適用する場

合、試料が試験片に付与される前に分画等の前処理が必要となったり、試料が試験

片に付与された後、精密な制御のもとで多段階の反応が行なわれる必要があるため

、簡便な方法といぅ利点を生かせないといぅ問題がある。

特許文献1:特開平8 4539号公報



特許文献 2 : 特開2 ００2 224０9 ０号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 そこで、簡易な操作で分析を実施することができ、精度が高い分析結果を迅速に得

ることができ、さらには分析に要するコストが低廉であるょぅな、体液の特定成分を分

析するための分析器具が求められていた。

課題を解決するための手段

０００7 本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、請求項 に記載の発明は、

試料が内部に供給される試料供給 口と、前記試料の測定が行われる測定室と、前記

試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、前記試料供給 口と前記流路との間に

設けられる傭過手段とから構成され、前記傭過手段は、膜厚方向に非対称の孔径分

布を有する非対称孔径膜と、前記非対称孔径膜に含浸された、体液に含まれる特定

の成分と反応して凝集物を生成する凝集試薬とからなることを特徴とする体液成分の

分析器具である。

０００8 請求項 に記載の発明にょれば、全血試料を試料供給 口に適用すると、試料中の

血球成分は非対称孔径膜のぅち孔径が比較的大きい空隙にょり捕捉され、試料中の

特定の成分は非対称孔径膜に含浸された凝集試薬にょって凝集し、当該凝集物は

非対称孔径膜の孔径が比較的 、さい空隙にょり捕捉される。したがって、特定の成

分が取り除かれた血漿が流路に流入し、測定室に到達し、その後測定に供される。

０００9 請求項 2 に記載の発明は、前記非対称孔径膜は、小孔径側の面が前記流路側を

向いて配置され、さらに前記凝集試薬が存在する密度が膜厚方向に沿って変化し、

前記小孔径側の面の方が大孔径側の面ょり前記密度が高い分布形状を有すること

を特徴とする請求項 に記載の体液成分の分析器具である。

００1 ０ 請求項 2 に記載の発明にょれば、全血試料を試料供給 口に適用すると、試料中の

血球成分は非対称孔径膜のぅち孔径が比較的大きい空隙にょり捕捉される。ょって

試料は血漿成分比率が商い状態で小孔径側の面の近傍に到達し、試料中の特定

の成分が凝集試薬と反応するため、凝集反応は迅速に進行する。そして当該凝集物

は孔径が比較的 、さい空隙にょり捕捉される。したがって、目詰まりのリスクが少ない



スムーズな傭過が実現され、特定の成分が取り除かれた血漿が流路に流入し、測定

室に到達し、その後測定に供される。

００11 請求項3に記載の発明は、試料が内部に供給される試料供給 口と、前記試料の測

定が行われる測定室と、前記試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、前記試

料供給 口と前記流路との間に設けられる傭過手段とから構成され、前記傭過手段は

、前記試料供給 口側に配置されたガラス繊維傭紙と、前記流路側に配置されたェッ

チング膜と、前記ガラス繊維傭紙に含浸された、体液に含まれる特定の成分と反応し

て凝集物を生成する凝集試薬とからなることを特徴とする体液成分の分析器具であ

る。

００12 請求項3に記載の発明によれば、全血試料を試料供給 口に適用すると、試料中の

血球成分はガラス繊維傭紙によりその浸透が阻苦され、試料中の特定の成分はガラ

ス繊維傭紙に含浸された凝集試薬と反応して凝集する。当該試料がェッチング膜を

通過する際、まず粒径の 、さい当該凝集物が分離傭過された後、粒径の大きい血球

成分が捕捉される。したがって、目詰まりのリスクが少ないスムーズな傭過が実現され

、特定の成分が取り除かれた血漿が流路に流入し、測定室に到達し、その後測定に

供される。

００13 請求項4に記載の発明は、前記ガラス繊維傭紙は、前記凝集試薬が存在する密度

が膜厚方向に沿って変化し、前記ェッチング膜側の面の方が前記試料供給 口側の

面より前記密度が高い分布形状を有することを特徴とする請求項3に記載の体液成

分の分析器具である。

００14 請求項4に記載の発明によれば、請求項3に記載の発明による効果が得られると共

に、全血試料を試料供給 口に適用すると、ガラス繊維傭紙の膜厚方向に進行する際

、試料中の血球成分はガラス繊維によりその浸透が阻苦される。よって試料は血漿

成分比率が高い状態でェッチング膜側の面の近傍に到達し、試料中の特定の成分

が凝集試薬と反応するため、凝集反応は迅速に進行する。

００15 請求項5に記載の発明は、試料が内部に供給される試料供給 口と、前記試料の測

定が行われる測定室と、前記試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、前記試

料供給 口と前記流路との間に設けられる傭過手段とから構成され、前記傭過手段が



、ガラス繊維傭紙と、前記流路側に面して設置されたェッチング膜と、吸液性を有す

る材料からなる試薬保持手段と、前記試薬保持手段に含浸された、体液に含まれる

特定の成分と反応して凝集物を生成する凝集試薬とからなることを特徴とする体液成

分の分析器具である。

００16 請求項5に記載の発明によれば、全血試料を試料供給 口に適用すると、試料中の

血球成分はガラス繊維傭紙によりその浸透が阻苦され、試料中の特定の成分は試薬

保持手段に保持された凝集試薬と反応して凝集する。当該試料がェッチング膜を通

過する際、まず粒径の 、さい当該凝集物が分離傭過された後、粒径の大きい血球成

分が捕捉される。したがって、目詰まりのリスクが少ないスムーズな傭過が実現され、

特定の成分が取り除かれた血漿が流路に流入し、測定室に到達し、その後測定に供

される。ここで凝集試薬を含んだ試薬保持手段は、ガラス繊維傭紙などから独立して

配置可能であるため、凝集試薬を含む屑の位置をコントロールすることが容易となる

００17 請求項6に記載の発明は、前記試薬保持手段が前記ガラス繊維傭紙と前記ェッチ

ング膜との間に介在することを特徴とする請求項5に記載の体液成分の分析器具で

ある。

００18 請求項6に記載の発明によれば、請求項5に記載の発明による効果が得られると共

に、全血試料を試料供給 口に適用すると、ガラス繊維傭紙の膜厚方向に進行する際

、試料中の血球成分はガラス繊維によりその浸透が阻苦される。よって試料は血漿

成分比率が高い状態でェッチング膜側の面の近傍に到達し、試料中の特定の成分

が凝集試薬と反応するため、凝集反応は迅速に進行する。

００19 請求項7に記載の発明は、前記測定室と前記流路とを複数備え、一つの前記試料

供給 口と各々の前記測定室とが前記流路で速通されることを特徴とする請求項 ～6

のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。

００2０ 請求項7に記載の発明によれば、一滴の全血試料を用いるだけで、複数の典なる

項 目の分析を同時に実施することができる。

００2 1 請求項8に記載の発明は、前記試料供給 口と複数の前記流路のぅちいくつかの前

記流路との間に設けられた傭過手段は、前記凝集試薬を含有しないことを特徴とす



る請求項7に記載の体液成分の分析器具である。

００22 請求項8に記載の発明によれば、一滴の全血試料を用いるだけで、複数の典なる

項 目の分析を同時に実施することができ、さらにそのぅちの特定の分析項 目において

、分析に不要な成分をあらかじめ除去してから分析を実施することができる。

００23 請求項9に記載の発明は、前記流路が、機水性を有する材料で形成されることを特

徴とする請求項 ～8のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。

００24 請求項9に記載の発明によれば、流路が機水性を有するため試料は流路に自然に

流入することがなく、凝集反応が完了するのに必要な時間が経過するまで、試料を

分離手段内で保持することができる。

００25 請求項 ０に記載の発明は、前記流路および前記測定宝が、不通水性で通気性の

ある多孔質材のブレートで形成されることを特徴とする請求項 ～8のいずれかに記

載の体液成分の分析器具である。

００26 請求項 ０に記載の発明によれば、流路が不通水性を有するため試料は流路に自

然に流入することがなく、凝集反応が終了するのに必要な時間が経過するのを待っ
てから加圧操作または吸引操作を加えることによって、試料を分離手段から測定室ま

で移送することができる。ここで、流路および測定室を形成する壁は通気性を有して

いるため、流路に溜まった空気はこの壁を通じて外部に排出されるため、空気抜き孔

は不要となる。

００27 請求項 に記載の発明は、前記流路が、不通水性で通気性のある多孔質材のプ

レートと、ブラスチックのブレートとを積層して形成されることを特徴とする請求項 ～8

のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。

００28 請求項 に記載の発明によれば、流路が機水性を有するため試料は流路に自然

に流入することがなく、凝集反応が完了するのに必要な時間が経過するのを待って

から加圧操作または吸引操作を加えることによって、試料を分離手段から測定室まで

移送することができる。ここで、流路を形成する壁は通気性を有しているため、流路に

溜まった空気はこの壁を通じて外部に排出されるため、空気抜き孔は不要となる。ブ
ラスチックは加工容易であり、分離手段にガラス繊維櫨紙を用いる場合、ブラスチック

に接触するガラス繊維傭紙は正に帯電し、その一方で血球は負荷電であるため、ガ



ラス繊維は血球成分と静電的に結合する。したがって、ガラス繊維濾紙内での血球

成分の浸透を阻む。

００29 請求項 2に記載の発明は、前記凝集試薬が、高比重リポ蛋白以外のリポ蛋白成

分と反応して凝集物を生成し、前記測定室にコレステロール定最用試薬が収容され

ることを特徴とする請求項 ～ のいずれかに記載の体液成分の分析器具である。

００3０ 請求項 2に記載の発明によれば、試料から血球成分および 以外のリポ蛋白

成分が除去された上で測定室に移送され、測定室においてコレステロール最が測定

されるため、 のみの定最を実現することができる。

００3 1 請求項 3に記載の発明は、前記凝集試薬が金属イオンを含み、前記測定室また

は前記流路の一部にキレート剤が配置されることを特徴とした請求項 2に記載の体

液成分の分析器具である。

００32 請求項 3に記載の発明によれば、キレート剤によって金属イオンの存在下で呈色

反応が安定化し、また金属イオンに起因する濁りを防止することができるため、高精

度の測定結果を得ることができる。

発明の効果

００33 本発明によれば、簡易な方法を用いて試料から血球等および分析に不要な成分を

除去し、その後精度良く体液成分の分析をすることができる。すなわち、高精度の体

液成分分析が簡便な手法にて可能となり、それに伴い分析に要するコストも低廉とな

る。

図面の簡単な説明

００34 図 本発明の第 の実施の形態に係る分析器具を示す断面図である。

図2 本発明の第 の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。

図3 本発明の第2の実施の形態に係る分析器具を示す断面図である。

図4 本発明の第3の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。

図5 本発明の第3の実施の形態に係る分析器具を示す分解斜視図である。

図6 本発明の第 の実施の形態に係る分析器具を用いた測定法と対照法の相関関

係を示す図面である。

符号の説明



本体部

第 プレート

2 第2プレート

3 第3プレート

2 流路

2 質通孔

2 2 質通孔

2 3 満

22 流路

22 質通孔

222 質通孔

223 満

23 流路

23 質通孔

232 質通孔

233 満

24 流路

3 測定室

3 質通孔

3 2 呈色試薬保持部

32 測定室

2 貫通孔

22 呈色試薬保持部

3 測定室

3 質通孔

32 呈色試薬保持部

4 測定室

傭過手段



4 ガラス繊維傭紙

4 2 エッチング膜

4 3 支持具

44 非対称孔径膜

5 試料供給 口

発明を実施するための最良の形態

００36 つぎに、この発明の実施の形態について図面に墓づき説明する。

００37 (第 の実施の形態 )

図 および図2に本発明に係る分析器具の第 の実施の形態を示す。図 は断面図

であり、図2は分解斜視図である。本実施の形態は、全血試料をもとに を測

定するための形態となっている。

００38 図 および図2のよぅに、本実施の形態に係る分析器具は、本体部 と傭過手段4と

からなり、本体部 は第 ブレート と、第2ブレート 2と、第3ブレート 3とが、両面

テープなどの接着屑 (図示なし)を介して接若されて構成される。傭過手段4は、試料

を本体部 内に供給するときのみ使用されるため、本実施の形態では本体部 から分

離可能として構成されているが、本体部 と接若されていてもよい。

００39 第 ブレート には傭過手段4と略同心位置に貫通孔2 が設けられている。第2

ブレート 2にも傭過手段4と略同心位置に貫通穴2 2が設けられ、また離隔した位

置に貫通穴3 が設けられ、当該2つの貫通穴2 2 を満5 3が速通している。

第3ブレート 3には、貫通穴3 と略同心位置に試薬保持部3 2が設けられ、呈色

試薬 (図示なし) が保持される。試薬保持部3 2は、第3ブレート 3の当該位置に凹

部を設けその中に呈色試薬を充填することによって形成することもできるが、平坦部

に呈色試薬を付若させて形成することも可能である。貫通孔2 2および満2 3

が流路2 を構成し、貫通孔3 および試薬保持部3 2が測定室3 を構成する。

００4０ 本実施の形態において、傭過手段4は、 以外のリポ蛋白成分と反応して凝集

物を生成する凝集試薬 (図示なし)を含浸させ乾燥させたガラス繊維傭紙4 と、ェッ

チング膜4 2と、これらを支持しつつ開口を有する支持具4 3とから構成される。支持具

4 3の開口は試料供給 口5を形成している。



００4 1 カラス繊維傭紙4 は、ほう珪酸塩カラス繊維として含有呈5００以上のものてあっ
て、血漿回収効卒及ひ血被保持呈を某準に選定して、厚みか4０ / ～5００は

のものか使用てきるか、回収したい血漿呈によって厚みを選択てきる。本実施の形態

てはアトハンテノク社製G 一2００を使用した。

００42 凝集試英はカラス繊維傭紙4 の中ても、本体部 に近い面に集中して存在するの

か好適てある。カラス繊維により血球成分の移動か阻苦され、血漿比卒か高い状態

て試科の凝集反応を起こすことかてき、凝集反応は迅速に進行するからてある。カラ

ス繊維傭紙4 に凝集試英を含侵させたのち、本体部 に近い面に風をあてるように

乾燥すると、吹々に凝集試英か供給されては乾燥するため、凝集試英か本体部 に

近い面側に集中して存在するようなカラス繊維傭紙4 を作成することかてきる。本実

施の形態ては、凝集試英含侵した後、カラス繊維傭紙4 の本体部 に近い面に4０

での温風を当てて3０分間乾燥したものを使用した。

００43 なお、カラス繊維傭紙4 に凝集試英を含侵させることに代えて、別途凝集試英を

含侵させた傭紙等を、エノチンク膜より試科供給 口5側の任首の位置に配置すること

もてきる。こうすることによって、凝集試英を含む屑の位置をコントロールすることか容

易となる。さらにこの場合、当咳凝集試英を含侵させた傭紙はカラス繊維傭紙とエノ

チンク膜の間に介在するのか好適てある。カラス繊維により血球成分の移動か阻苦

され、血漿比卒か高い状態て試科の凝集反応を起こすことかてき、凝集反応か迅速

に進行するからてある。

００44 本実施の形態ては、 以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成する凝集

試英として、リンタンクステン酸ナトリウムと塩 ヒマクネシウムを用いている。含有呈は

、カラス繊維傭紙4 か保持てきる血被呈に対して溶解した際において、リンタンクス

テン酸ナトリウム 2 、塩 ヒマクネシウム 2 とした。塩 ヒマクネシウム

儂度を に固定してリンタンクステン酸ナトリウムを０。～4 。の範囲て変動さ

せた場合、これか2 以上含有されておれは の側定値として定常 ヒ

し、一方リンタンクステン酸ナトリウム儂度を2 に固定して塩化マクネシウムを

０ ～００ の範囲て変動させた場合、これか ・5 以上含有されておれは

の側定値として定常 ヒすることか確甜されたため、前記配合を使用した。。



００45 ェノチンク膜4 2は、ボリカーホネート製あるいはボリェステル製の多孔製トラノクェ
ノチンク膜て、膜厚は5～2０ のものか使用てきるか、血球及ひ凝集物の捕捉効

卒を某準に選定して、孔径は0・
「

4～・ は のものか好適てある。

００46 吹に本体部 について脱明する。第 ブレート およひ第3ブレート 3には、ボリェ
チレンテレフタレート(P )や S樹脂のよぅなブラスチノク材科か、加工か容易てあ

るため好適てある。しかし、試科か侃出することかない流路を形成することかてきれは

、これに限定されるものてはない。

００47 第2ブレート 2には、ボリテトラフルオロェチレン(P )なとの不適水性て適気性

のある多孔質材を用いるのか好適てある。空気抜き孔等を設けることなく試科を側定

室3に移迭することか可能となるからてある。しかし、空気抜き孔等の空気を抜く手段

を備えれは、第2ブレート 2について第 ブレート およひ第3ブレート 3と同様の

ブラスチノク材科を使用することも可能てある。なおこの際、第2ブレート 2と第3ブレ

ート 3を一体のブレートとし、当咳ブレートに流路2として偕を、側定室3として凹部を

それそれ設け、第 ブレートと当咳ブレートとて構成される2層構造とすることも可能て

あり、少ない部品点数て構成可能となる。

００48 第3ブレート3には、試英保持部6 2において呈色試英 (図示なし) か全布・乾燥さ

れて保持される。

００49 吹に、本実施の形態に係る器具を用いた分析の手順およひ器具の作用について

脱明する。なお、分析の手順は後述する全ての実施の形態において同様てある。

００5０ 傭過手段4を本体部 に重ね、傭抜か流路2に流入するよぅ位置を決めセオする。

その後試科供給 口5に全血試科を摘下する。

００5 1 試科供給 口5に摘下された全血試科はカラス繊維傭紙4 に侵透する。ここて、カラ

ス繊維傭紙4 は、ブラスチノク製のェノチンク膜4 2およひ第 ブレート 等と近接し

ているため正に帯電しており、カラス繊維傭紙4 内を進行する全血試科は、正荷電

のカラス繊維傭紙4 と負荷電の血球とか静電的に結合するため血球の移動か遅れ

、血漿成分比卒か高い状態て凝集試英か含侵されている部位に到達する。その後

血漿中に存在する 以外のリポ蛋白成分か凝集試英と反応し凝集物か生成され

る。なお血漿成分比卒か高い状態て凝縮試英との反応か起こるため、凝集反応は迅



速に進行する。

００5 2 なお、 以外のリポ蛋白成分と凝集試薬との反応が進行し、分離傭過が可能と

なる程の凝集物を生じるためには、試料がガラス繊維傭紙4 の中に一定の時間滞

留する必要がある。ここで第2プレート 2は不通水性で通気性のある多孔質材からな

り、すなわち流路は機水性を有するため、毛管現象は発生しない。したがって試料を

滴下してから加圧操作もしくは吸引操作を行わない限り、試料が 自然に流路に流入

することはない。これによって、試料は、分離櫨過が可能な凝集物を生成するのに十

分な時間、ガラス繊維傭紙4 の中に滞留することが可能となる。

００5 3 凝集反応が完結するのに十分な時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすること

によって、ガラス繊維傭紙4 に滞留していた試料は流路に向けて進行する。その際

ェッチング膜4 2でまず粒径の 、さい凝集物分離傭過された後、粒径の大きい血球

成分が分離傭過され、スムーズな傭過が実現される。傭液として、 のみを含む

血漿成分が、流路2に流れ込む。ここで加圧操作および吸引操作の方法は任意であ

るが、第2プレート 2に多孔質材を用いた場合、例えば加圧操作は、試料供給 口5

を覆ぅよぅな弾性体の栓体を設け、それを加圧することによって実現され、吸引操作

は、第2プレート 2の一部にボンプを接続して吸引することによって実現される。

００54 試料は測定室3に到達した後、試薬保持部32に保持された呈色試薬と反応する。

ここで第 のプレート および第3のプレート 3は、測定室3の位置において透明に

構成されている。したがって、呈色反応が完了するのに必要な時間が経過した後、外

部の光源から測定室3に向け照射した人射光と、測定室3を透過した透過光とを検出

することによって、測定室3における吸光度を測定することができ、そして得られた吸

光度に某づき、試料中の所望の成分を定最することが可能となる。

００5 5 なお、凝集試薬を予めガラス繊維傭紙4 に含浸して反応させる場合、滴下される

試料の液呈、試料の浸透具合、試薬の溶解具合などの影響によって、試料に対する

凝集試薬の濃度は変動する。凝集試薬には2価金属イオンである 2 が含まれる

が、反応に十分な呈の凝集試薬を含浸させておくと、場合によってはかなり過剰の状

態になり、その場合凝集反応に使用されずに余った2価金属イオンは、そのまま測定

室3に流れ込むため、呈色反応時にこれらが大呈に含まれる場合がある。このよぅに



高濃度の2価金属イオンが含まれたまま呈色反応が進行する場合、コレステロール

脱水素酵素の不溶化などの、反応系に悪影響を及ぼす現象が発生する危険性があ

る。

００5 6 ここで呈色試薬にエチレンジアミン四酢酸などのキレート剤を添加すると、金属イオ

ンと錯体を形成するため、2価金属イオンが前記の里色反応に及ぼす悪影響が除去

され、呈色反応は安定化し、高精度の測定が可能となる。

００5 7 なお、透過光による測定に代えて、反射光による測定とすることも可能であるし、ま

た光学的な測定に代えて、測定室に電極を設け電気測定とすることも可能である。

００5 8 ここで、本発明に係る分析器具の効果を確認するため、本発明に係る分析器具を

用いた分析方法と、対照法とを用いて試料を分析し、その結果について比較を行っ
た。対照法は直接測定法 ( アッセイ 二ット一ボー タイプノ日立

０2０) とし、分析対象は血中の とした。相関係数を得るため、3０試料に

つきそれぞれ本発明に係る方法および対照法にて 値を測定した。

００5 9 本発明に係る分析器具に用いた呈色試薬は下記に示す調製のものである。なお、

下記の濃度は反応時における濃度である。

００6０ 呈色試薬の調製

コレステロールエステラーゼ (C ) 2００

コレステロール脱水素酵素 (C ) 5０

ジアフォラーゼ ( ) 2００

二コチンアミドアデニンジヌクレオチド( ) 2０

水溶性テトラゾリウム塩 (W S 6０

界面活性剤 (トリトン (登録商標 ) X ００) ０

グッド緩衝剤 ( PS) 8 5 2００

エチレンジアミン四酢酸三ナトリウム 5０

００6 1 試料滴下後 分間待機した後に、試料供給 口5から加圧操作を施し、試料を測定

室3まで移送した。そして、試料を測定室3に移送した時点から5分経過後、波長6 3

5 における吸光度を測定した。

００6 2 本発明に係る分析器具を用いた分析方法による測定値と、対照法による測定値と



の比較結果を、表 およひ図7に示す。

００63 表

対照法 本発明 対照怯 本発明
試料番号 mg dL dL) 試科番号 ( dL) g dL

38 34 6 46 44

2 62 59 7 62 63

3 44 40 8 74 77

4 48 44 9 6 65

53 52 20 27 30

6 2 20 2 33 30

88 92 22 80 83

8 37 40 23 59 64

9 6 59 24 47 50

0 32 24 25 38 40

4 09 26 5 48

2 77 73 27 92 85

3 58 53 28 65 68

4 55 56 29 47 43

5 36 33 30 58 55

００64 この結果より、係る器具を用いた分析方怯は対照怯と極めて良好な相関を有するこ

とか示された。

００65 (第2の実施の形態 )

図3に、本発明に係る分析器具の第2の実施の形態の断面図を示す。本実施の形

態も第 の実施の形態と同様、全血試科から を側定するための形態となっ
ている。

0066 傭過手段4以外の構成は第 の実施の形態と同様てある。したかって、以下主に傭

過手段4について説明する。

0067 ここて傭過手段4は、非対称孔径膜44に、 以外のリポ蛋白成分と反応して凝

集物を生成する凝集試英 (図示なし)を含侵し乾燥させたものと、非対称孔径膜44を

支持しつつ開口を有する支持具4 3とから構成される。支持具4 3の開口は試科供給

口5を形成している。

００68 非対称孔径膜44はボリスルフオン製あるいはボリェ一テルスルフオン製て、膜厚方



向に孔径が変化する構造を有し、血球及び凝集物の捕捉効率を某準に選定して、

大孔径側の孔径が3～3０は 、小孔径側の孔径が0・5～・ は 、膜厚が 5０は

～4０ / のものが好適である。また、小孔径側の面が第 プレート 側を向くよぅ

配置される。

００69 非対称孔径膜44に含浸されている凝集試薬の仕様は、第 の実施形態と同様であ

る。凝集試薬は非対称孔径膜44に含まれるが、非対称孔径膜44のぅち小孔径側の

面近傍に集中して存在するのが、血漿比率の高い状態で試料を凝集反応に導くこと

ができるといぅ点で、好適である。非対称孔径膜44に凝集試薬を含浸させたのち 、

孔径側の面に風をあてるよぅに乾燥すると、次々に凝集試薬が供給されては乾燥す

るため、凝集試薬が小孔径側に集中して存在するよぅな非対称孔径膜44を作成する

ことができる。

００7０ 次に、本実施の形態に係る分析器具の作用について説明する。

００7 1 試料供給 口5に滴下された全血試料は非対称孔径膜4 に浸透するが、全血試料

に含まれる血球成分は、非対称孔径膜4 のぅち孔径が比較的大きい空隙により捕捉

され、それにより試料から血球成分が除去される。試料のぅち血漿は小孔径側の面の

近傍へと移動する。ここで凝集試薬は小孔径側の面の近傍に集中して存在しており

、血漿中に存在する 以外のリポ蛋白成分と反応し、凝集物が生成される。この

凝集物は非対称孔径膜のぅち孔径が比較的 、さい空隙によって捕捉される。すなわ

ち、目詰まりのリスクが少ないスムーズな傭過が実現され、流路に流入する傭液は

のみを含む血漿となる。

００72 なお、 以外のリポ蛋白成分と凝集試薬との反応が進行し、分離傭過が可能と

なる程の凝集物を生じるためには、血漿が非対称孔径膜44の中に一定の時間滞留

する必要がある。ここで、第 の実施の形態と同様、第2プレート 2は不通水性で通

気性のある多孔質材からなり、すなわち流路は機水性を有するため、毛管現象は発

生しない。したがって試料を滴下してから加圧操作もしくは吸引操作を行わない限り

、血漿が 自然に流路に流入することはない。これによって、血漿は、分離傭過が可能

な凝集物を生成するのに十分な時間、非対称孔径膜44の中に滞留することが可能

となる。



００73 凝集反応が完結するのに十分な時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすること

によって、 のみを含む血漿が流路2に流れ込み、その後測定室3に移送されて

測定に供される。

００74 (第3の実施の形態 )

図4および図5に、本発明に係る分析器具の第3の実施の形態の分解斜視図を示

す。本実施の形態は、一つの試料から複数の典なる項 目の分析を同時に実施し、分

析項目の一つが である場合に好適な実施の形態である。

００75 図4のよぅに、本実施の形態に係る分析器具は、本体部 と傭過手段4とからなり、

本体部 は第 ブレート と、第2ブレート 2と、第3ブレート 3とが、両面テープなど

の接着屑 (図示なし)を介して接若されて構成される。傭過手段4は、試料を本体部

内に供給するときのみ使用されるため、本実施の形態では本体部 から分離可能とし

て構成されているが、本体部 と接若されていてもよい。

００76 本実施形態における各構成要素の材質および仕様は、第 の実施形態と同様であ

る。したがって、構造的に典なる点およびそれに起因する作用についてのみ、以下

説明する。

００77 第 ブレート には2つの貫通孔22 3 が設けられている。第2ブレート2にも貫

通孔22 3 と略同心位置にそれぞれ質通孔222 32が設けられ、またそれらと

離隔した位置に2つの貫通孔32 33 が設けられ、貫通孔222と貫通孔32 を満2

23が速通し、貫通孔232と貫通穴33 を満233が速通する。第3ブレート3には、貫

通穴32 3 と略同心位置にそれぞれ試薬保持部322 332が設けられ里色試薬

(図示なし)が保持される。試薬保持部322 332は、第3ブレート3の当該位置に凹

部を設けその中に呈色試薬を充填することによって形成することもできるが、平坦部

に呈色試薬を付若させて形成することも可能である。貫通孔22 22および満223

が流路22を構成し、貫通孔23 32および満233が流路23を構成し、貫通孔32

および試薬保持部322が測定室32を構成し、さらに貫通孔33 および試薬保持部3

32が測定室33を構成する。

００78 ここで櫨過手段4は第2の実施形態と同様の構成であるが、大き刮ま、第 ブレート

の2つの貫通穴22 3 のいずれをも覆ぅ程の範囲を占める。



００79 ここて、 以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成する試某は、カラス傭紙

4 における質適穴22 と対向する位置の周辺、すなわち図4における射線部にのみ

合侵されており、質適穴23 と対向する位置の周辺には含侵されていない。

００8０ カラス繊維傭紙4 は、ブラスチノク製のェノチンク膜4 2およひ第 プレート 等と近

接しているため、正に帯宙している。傭過手段4に摘下された全血試科は、カラス傭

紙4 において面内に横展開するか、正荷電のカラス傭紙4 と負荷電の血球か静電

的に結合するため、血球の移動は遅れる。

００8 1 その後、全血試科の一部は質適孔22 の上部に位置する凝集試某に到達し、凝

集反応か起こる。ここて、第 の実施形態と同様、流路は機水性を有し毛管現象か発

生せす、柑ヰは自体に流路に流入しない。そこて、凝集反応か完結するのに十分な

時間をとった後、加圧操作や吸引操作をすることによって、カラス繊維傭紙4 に冊留

していた試科は流路に向けて進行する。その際エノチンク膜4 2て血球成分と凝集物

か傭過分離され、 のみを含む血漿成分か流路22に流入したのち側定室32に

到達し、 に関する分析に供される。

００82 一方、全血試科のぅち、買適孔23 の上部に到達した一部は、凝集試某と反応す

ることかないため、加圧操作や吸引操作をすることて血球成分のみかェノチンク膜4

2によって分離傭過され、全てのリポ蛋白成分を含んた血漿成分か流路23に流入し

たのち側定室33に到達し、側定に供される。すなわちここては 以外の項 目

についての分析に用いられる。

００83 以上のよぅに、一つの試科から、 を含む複数項 目の分析を同時に実施す

ることかてきる。なお、本実施形態ては2つの項 目の分析を同時に実施てきる実施形

態を示したか、流路およひ2つ側定室を有する。2つに限らす、例えは、図5のよぅに

、中心に つの傭過手段4を有し、それを囲むよぅに、複数の流路24およひ側定室3

4を放射状に配置するよぅにした分析器具も作成可能てある。



請求の範囲

試料が内部に供給される試料供給 口と、

前記試料の測定が行われる測定室と、

前記試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、

前記試料供給 口と前記流路との間に設けられる傭過手段と

から構成され、

前記傭過手段は、膜厚方向に非対称の孔径分布を有する非対称孔径膜と、

前記非対称孔径膜に含浸された、体液に含まれる特定の成分と反応して凝集物を

生成する凝集試薬とからなる

ことを特徴とする体液成分の分析器具。

2 前記非対称孔径膜は、小孔径側の面が前記流路側を向いて配置され、

さらに前記凝集試薬が存在する密度が膜厚方向に沿って変化し、前記小孔径側の

面の方が大孔径側の面より前記密度が高い分布形状を有する

ことを特徴とする請求項 に記載の体液成分の分析器具。

3 試料が内部に供給される試料供給 口と、

前記試料の測定が行われる測定室と、

前記試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、

前記試料供給 口と前記流路との間に設けられる傭過手段と

から構成され、

前記傭過手段は、前記試料供給 口側に配置されたガラス繊維傭紙と、

前記流路側に配置されたェッチング膜と、

前記ガラス繊維傭紙に含浸された、体液に含まれる特定の成分と反応して凝集物

を生成する凝集試薬とからなる

ことを特徴とする体液成分の分析器具。

4 前記ガラス繊維傭紙は、前記凝集試薬が存在する密度が膜厚方向に沿って変化

し、前記ェッチング膜側の面の方が前記試料供給 口側の面より前記密度が高い分布

形状を有する

ことを特徴とする請求項3に記載の体液成分の分析器具。



5 試料が内部に供給される試料供給 口と、

前記試料の測定が行われる測定室と、

前記試料供給 口と前記測定室とを速通する流路と、

前記試料供給 口と前記流路との間に設けられる傭過手段と

から構成され、

前記傭過手段が、ガラス繊維傭紙と、

前記流路側に面して設置されたェッチング膜と、

吸液性を有する材料からなる試薬保持手段と、

前記試薬保持手段に含浸された、体液に含まれる特定の成分と反応して凝集物を

生成する凝集試薬とからなる

ことを特徴とする体液成分の分析器具。

6 前記試薬保持手段が前記ガラス繊維傭紙と前記ェッチング膜との間に介在する

ことを特徴とする請求項5に記載の体液成分の分析器具。

7 前記測定室と前記流路とを複数備え、

一つの前記試料供給 口と各々の前記測定室とが前記流路で速通される

ことを特徴とする請求項 ～6のいずれかに記載の体液成分の分析器具。

8 前記試料供給 口と複数の前記流路のぅちいくつかの前記流路との間に設けられた

傭過手段は、前記凝集試薬を含有しない

ことを特徴とする請求項7に記載の体液成分の分析器具。

9 前記流路が、機水性を有する材料で形成される

ことを特徴とする請求項 ～8のいずれかに記載の体液成分の分析器具。

０ 前記流路および前記測定宝が、不通水性で通気性のある多孔質材のブレートで形

成される

ことを特徴とする請求項 ～8のいずれかに記載の体液成分の分析器具。

前記流路が、不通水性で通気性のある多孔質材のブレートと、

ブラスチックのブレートとを積層して形成される

ことを特徴とする詰求項 ～8のいずれかに記載の体液成分の分析器具。

2 前記凝集試薬が、高比重リポ蛋白以外のリポ蛋白成分と反応して凝集物を生成し



前記測定室にコレステロール定最用試薬が収容される

ことを特徴とする請求項 ～ のいずれかに記載の体液成分の分析器具。

3 前記凝集試薬が金属イオンを含み、

前記測定室または前記流路の一部にキレート剤が配置されること

を特徴とした請求項 2に記載の体液成分の分析器具。
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