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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体容器に収容された検体に対し、複数種類の測定項目について測定が可能な測定部と
、
　検体容器に収容された検体の識別情報を取得する情報取得部と、
　測定項目再設定処理を有効化するか否かを設定可能に構成された制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記情報取得部によって取得された検体識別情報を基に、当該検体識別情報に対して入
力設定された測定オーダを取得し、
　前記測定項目再設定処理が有効化されているか否かを判定し、
　前記再設定処理が有効化されていない場合、前記測定オーダに含まれた測定項目につい
て前記検体の測定を行うように前記測定部を制御し、
　前記再設定処理が有効化されている場合、前記検体識別情報に対応する被験者の過去の
測定履歴に基づく測定履歴情報に含まれた測定項目が、前記測定オーダに含まれる測定項
目とそれ以外の測定項目を含んでいると、前記測定履歴情報に含まれた測定項目について
前記検体の測定を行うように前記測定部を制御する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検体分析装置において、
　前記情報取得部は、検体容器に付された媒体から検体識別情報を含む情報を読み取る読
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取部を備える、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の検体分析装置において、
　被験者を識別する被験者識別情報に対応付けて当該被験者の過去の測定履歴を保持する
測定履歴データベースをさらに備え、
　前記制御部は、前記情報取得部によって取得された検体識別情報に対応する被験者識別
情報を取得し、取得した被験者識別情報に対応する過去の測定履歴を前記測定履歴データ
ベースから抽出し、抽出した過去の測定履歴に基づいて前記測定履歴情報を取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の検体分析装置において、
　外部のホストコンピュータと通信を行うための通信部をさらに備え、
　前記制御部は、前記通信部を介して前記ホストコンピュータから前記被験者識別情報を
取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記制御部は、前記再設定処理が有効化されている場合に、被験者の過去の測定履歴の
うち最新の測定における測定項目を、前記測定履歴情報として取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の検体分析装置において、
　前記制御部は、被験者の過去の測定履歴が初検の測定に関する情報と再検の測定に関す
る情報とを含む場合、再検の測定のうち最新の測定における測定項目を、前記測定履歴情
報として取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項７】
　請求項１ないし４の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記制御部は、前記再設定処理が有効化されている場合に、被験者の過去の測定結果を
現時点の再検要否判定ルールに適用して得られる再検の測定項目を、前記測定履歴情報と
して取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の検体分析装置において、
　前記制御部は、前記再検要否判定ルールを保持しており、当該再検要否判定ルールに被
験者の過去の測定結果を適用して再検の測定項目を求め、求めた再検の測定項目を、前記
測定履歴情報として取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　入力部をさらに備えており、
　前記制御部は、前記入力部を介してユーザにより前記測定項目再設定処理を有効化する
か否かを設定可能に構成されている、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　表示部をさらに備えており、
　前記制御部は、前記測定項目再設定処理を有効あるいは無効に設定するための選択設定
画面を前記表示部に表示可能に構成されている、
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ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記制御部は、過去の測定履歴のうち、現時点から所定の日数前までの測定履歴を対象
として、前記測定履歴情報を取得する、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の検体分析装置において、
　前記所定日数を設定するための時間設定手段をさらに備える、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記測定オーダに含まれる測定項目と前記測定履歴情報に含まれる測定項目は、共通の
基本項目を含んでいる、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３の何れか一項に記載の検体分析装置において、
　前記検体分析装置は、血球計数装置であり、
　前記測定部は、血液検体に対して測定を行う、
ことを特徴とする検体分析装置。
【請求項１５】
　所定の測定項目について検体を測定および分析する検体分析方法において、
　検体容器に収容された検体の識別情報を取得し、
　取得した検体識別情報を基に、当該検体識別情報に対して入力設定された測定オーダを
取得し、
　測定項目再設定処理が有効化されているか否かを判定し、
　前記再設定処理が有効化されていない場合、前記測定オーダに含まれた測定項目につい
て前記検体の測定を行い、
　前記再設定処理が有効化されている場合、前記検体識別情報に対応する被験者の過去の
測定履歴に基づく測定履歴情報を取得し、
　前記測定履歴情報に含まれた測定項目が前記測定オーダに含まれる測定項目とそれ以外
の測定項目を含んでいると、前記測定履歴情報に含まれた測定項目について前記検体の測
定を行う、
ことを特徴とする検体分析方法。
【請求項１６】
　所定の測定項目について検体を測定および分析する検体分析システムにおいて、
　所定の測定項目について検体を測定および分析する検体分析装置と、
　前記検体分析装置および院内ホストコンピュータと通信可能であり、測定項目再設定処
理を有効化するか否かを設定可能に構成された検査室ホストコンピュータと、を備え、
　前記検査室ホストコンピュータは、
　前記院内ホストコンピュータから検体の測定オーダを取得し、
　前記測定項目再設定処理が有効化されているか否かを判定し、
　前記再設定処理が有効化されていない場合、前記測定オーダを前記検体分析装置に送信
し、
　前記再設定処理が有効化されている場合、前記検体に対応する被験者の過去の測定履歴
に基づく測定履歴情報に含まれた測定項目が前記測定オーダに含まれる測定項目とそれ以
外の測定項目を含んでいると、前記測定履歴情報に含まれた測定項目を当該検体に対する
測定項目として設定し、設定した測定項目を前記検体分析装置に送信する、
ことを特徴とする検体分析システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の測定項目について血液等の検体を測定および分析する検体分析装置お
よび検体分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検体分析装置を用いた検体の測定では、ある検体に対する一回目の測定（初検）の結果
に応じて、二回目の測定（再検）を行うことにより、診断や治療の目的にあった測定結果
を得るようにしている。その一方、検査時間の短縮やコストの削減から、再検を行う回数
を効果的に抑えることが望まれている。
【０００３】
　特許文献１には、同一患者に対する前回の測定値に基づいて予測値を算出し、算出した
予測値に基づいて検体の希釈倍率または検体分注量を調節することが記載されている。こ
の手法よれば、検体に対する前処理が適正化され、再度の測定を行う回数が抑制され得る
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１１９０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　検体の検査においては、同じ患者に対して異なる日に、検体の分析が行われることがし
ばしば起こり得る。この場合、今回の分析における測定項目に対して、先の検査における
測定結果が反映されると、より適正な分析が行われ得る。
【０００６】
　たとえば、先の分析の際に再検査が必要と判定され、より詳細な測定項目について検査
が行われた場合には、今回の分析においても、少なくとも、前回と同様の詳細な測定項目
について検査を行うのが妥当であることが多い。また、再検査の判断基準が変更される場
合もあり、前回の測定の際の判断基準では再検査が必要ではなかったが、前回の測定結果
を現在の判定基準に適用すると、より詳細な測定項目について検査を行う必要があり、今
回の測定において、この測定項目について測定を進めるのが妥当な場合もある。
【０００７】
　このように、今回の分析における測定項目に対して、先の検査の際の測定結果が反映さ
れると、より適正な分析が行われ得る。しかし、特許文献１には、前回の測定結果に基づ
いて検体の希釈倍率や検体分注量を調節することが記載されているのみで、測定項目を変
更することについては何ら記載されていない。
【０００８】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、検体に対する測定項目を、測定オ
ーダに含まれた測定項目よりも患者に適した測定項目に変更することが可能であり、分析
の適正化および効率化を図ることができる検体分析装置、検体分析方法および検体分析シ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、検体分析装置に関する。この態様に係る検体分析装置は、検体
容器に収容された検体に対し、複数種類の測定項目について測定が可能な測定部と、検体
容器に収容された検体の識別情報を取得する情報取得部と、測定項目再設定処理を有効化
するか否かを設定可能に構成された制御部と、を備える。前記制御部は、前記情報取得部
によって取得された検体識別情報を基に、当該検体識別情報に対して入力設定された測定
オーダを取得し、前記測定項目再設定処理が有効化されているか否かを判定し、前記再設
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定処理が有効化されていない場合、前記測定オーダに含まれた測定項目について前記検体
の測定を行うように前記測定部を制御し、前記再設定処理が有効化されている場合、前記
検体識別情報に対応する被験者の過去の測定履歴に基づく測定履歴情報に含まれた測定項
目が、前記測定オーダに含まれる測定項目とそれ以外の測定項目を含んでいると、前記測
定履歴情報に含まれた測定項目について前記検体の測定を行うように前記測定部を制御す
る。
【００１０】
　本態様に係る検体分析装置によれば、同一被験者の過去の測定履歴が測定項目に反映さ
れるため、当該被験者にとって適正な測定項目について測定および分析が行われこととな
り、よって、より適正な分析を行うことができる。
【００１１】
　本態様に係る検体分析装置において、検体識別情報は、検体容器に付された媒体に保持
され得る。この場合、前記情報取得部は、検体容器に付された媒体から検体識別情報を含
む情報を読み取る読取部を備える構成とされ得る。
【００１２】
　なお、本態様に係る検体分析装置において、被験者の過去の測定履歴は、当該検体分析
装置自身が保持していても良い。この場合、検体分析装置は、被験者を識別する被験者識
別情報に対応付けて当該被験者の過去の測定履歴を保持する測定履歴データベースをさら
に備える構成とされ得る。そして、前記制御部は、前記情報取得部によって取得された検
体識別情報に対応する被験者識別情報を取得し、取得した被験者識別情報に対応する過去
の測定履歴を前記測定履歴データベースから抽出し、抽出した過去の測定履歴に基づいて
前記測定履歴情報を取得する。
【００１３】
　なお、被験者識別情報は、検体分析装置の外部に配されたホストコンピュータから取得
されても良く、あるいは、ユーザにより当該検体分析装置に直接入力されても良い。外部
のホストコンピュータから試験者識別情報を取得する場合、検体分析装置は、外部のホス
トコンピュータと通信を行うための通信部をさらに備える必要がある。この場合、前記制
御部は、前記通信部を介して前記ホストコンピュータから前記被験者識別情報を取得する
。
【００１４】
　本態様に係る検体分析装置において、前記制御部は、前記再設定処理が有効化されてい
る場合に、被験者の過去の測定履歴のうち最新の測定における測定項目を、前記測定履歴
情報として取得する構成とされ得る。こうすると、現時点に最も近い測定時の測定項目に
基づいて今回の測定項目が設定されるため、当該検体に対してより適切な測定項目を設定
することができる。
【００１５】
　なお、被験者の過去の測定履歴が初検の測定に関する情報と再検の測定に関する情報と
を含む場合、前記制御部は、再検の測定のうち最新の測定における測定項目を、前記測定
履歴情報として取得するよう構成され得る。こうすると、過去に再検の測定があった場合
には、その測定における測定項目に基づいて今回の測定項目が設定されるため、当該検体
に対してさらに適切な測定項目を設定することができる。
【００１６】
　本態様に係る検体分析装置において、前記制御部は、前記再設定処理が有効化されてい
る場合に、被験者の過去の測定結果を現時点の再検要否判定ルールに適用して得られる再
検の測定項目を、前記測定履歴情報として取得するよう構成され得る。こうすると、前回
の測定時から再検の判定ルールが変更されたような場合に、前回の測定結果を新たな判定
ルールに適用して再検の測定項目を取得することができ、取得した再検の測定項目を今回
の測定項目に設定することができる。よって、当該検体に対して適切な測定項目を設定す
ることができる。
【００１７】
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　この場合、前記再検要否判定ルールは、当該検体分析装置の前記制御部が保持する構成
とされ得る。この場合、制御部は、当該再検要否判定ルールに被験者の過去の測定結果を
適用して再検の測定項目を求め、求めた再検の測定項目を、前記測定履歴情報として取得
する。なお、再検要否判定ルールは、外部のホストコンピュータが保持していても良い。
この場合、検体分析装置は、被験者の過去の測定結果をホストコンピュータに送信し、ホ
ストコンピュータから当該試験者対する再検の測定項目を取得する。
【００１８】
　本態様に係る検体分析装置は、入力部をさらに備え、前記制御部は、前記入力部を介し
てユーザにより前記測定項目再設定処理を有効化するか否かを設定可能に構成され得る。
こうすると、ユーザは、過去の測定結果に基づく測定項目ではなく、実際に設定した測定
項目によって測定・分析を行いたいような場合に、選択設定手段により、オーダ設定手段
を無効化する対応を採ることができ、ユーザの利便性を高めることができる。
【００２１】
　本態様に係る検体分析装置において、前記制御部は、過去の測定履歴のうち、現時点か
ら所定の日数前までの測定履歴を対象として、前記測定履歴情報を取得する構成とされ得
る。患者の状態や検体の性状は、時の経過とともに変遷するため、現時点から大きく離れ
た過去の測定結果に基づく測定項目は、通常、現時点の測定には適さない。したがって、
上記のように、第２測定項目の取得範囲を現時点から所定の日数前までに限ることにより
、過度に古い測定時の測定項目が今回の測定に反映されることを回避することができる。
【００２２】
　この場合、検体分析装置は、前記所定日数を設定するための時間設定手段をさらに備え
る構成とされ得る。こうすると、ユーザは、たとえば患者の来訪頻度を考慮しつつ、第２
測定項目の時期的な取得範囲を動的に変更できるため、ユーザの利便性を高めることがで
きる。
【００２３】
　なお、本態様に係る検体分析装置において、前記測定オーダに含まれる測定項目と前記
測定履歴情報に含まれる測定項目は、共通の基本項目を含み得る。こうすると、何れの測
定項目が用いられても基本項目が外れることがないため、患者がどのような状態にある場
合にも通常取得されるべき必須の測定結果を確実に取得することができる。
【００２４】
　本態様に係る検体分析装置は、たとえば、血球計数装置とされ得る。この場合、前記測
定部は、血液検体に対して測定を行う。
【００２５】
　本発明の第２の態様は、所定の測定項目について検体を測定および分析する検体分析方
法に関する。この態様に係る検体分析方法は、検体容器に収容された検体の識別情報を取
得し、取得した検体識別情報を基に、当該検体識別情報に対して入力設定された測定オー
ダを取得し、測定項目再設定処理が有効化されているか否かを判定し、前記再設定処理が
有効化されていない場合、前記測定オーダに含まれた測定項目について前記検体の測定を
行い、前記再設定処理が有効化されている場合、前記検体識別情報に対応する被験者の過
去の測定履歴に基づく測定履歴情報を取得し、前記測定履歴情報に含まれた測定項目が前
記測定オーダに含まれる測定項目とそれ以外の測定項目を含んでいると、前記測定履歴情
報に含まれた測定項目について前記検体の測定を行う。
【００２６】
　本態様に係る検体分析方法によれば、上記第１の態様に係る検体分析装置と同様の効果
が奏され得る。
【００２７】
　本発明の第３の態様は、所定の測定項目について検体を測定および分析する検体分析シ
ステムに関する。本態様に係る検体分析システムは、所定の測定項目について検体を測定
および分析する検体分析装置と、前記検体分析装置および院内ホストコンピュータと通信
可能であり、測定項目再設定処理を有効化するか否かを設定可能に構成された検査室ホス
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トコンピュータと、を備える。ここで、前記検査室ホストコンピュータは、前記院内ホス
トコンピュータから検体の測定オーダを取得し、前記測定項目再設定処理が有効化されて
いるか否かを判定し、前記再設定処理が有効化されていない場合、前記測定オーダを前記
検体分析装置に送信し、前記再設定処理が有効化されている場合、前記検体に対応する被
験者の過去の測定履歴に基づく測定履歴情報に含まれた測定項目が前記測定オーダに含ま
れる測定項目とそれ以外の測定項目を含んでいると、前記測定履歴情報に含まれた測定項
目を当該検体に対する測定項目として設定し、設定した測定項目を前記検体分析装置に送
信する。
【００２８】
　本態様に係る検体分析システムによれば、上記第１の態様に係る検体分析装置と同様の
効果が奏され得る。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のとおり、本発明によれば、検体に対する測定項目を、測定オーダに含まれた測定
項目よりも患者に適した測定項目に変更することが可能であり、分析の適正化および効率
化を図ることができる検体分析装置、検体分析方法および検体分析システムを提供するこ
とができる。
【００３０】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下に示す実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であ
って、本発明は、以下の実施の形態により何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施の形態に係るネットワークシステムの概略を示す図である。
【図２】実施の形態に係る検体分析装置の外観を示す斜視図である。
【図３】実施の形態に係る検体容器およびラックの構成を示す図である。
【図４】実施の形態に係る搬送ユニットおよび測定ユニットを上側から見た場合の構成を
模式的に示す図である。
【図５】実施の形態に係る搬送ユニットおよび測定ユニットの構成の概要を示す図である
。
【図６】実施の形態に係る測定ユニットの流体回路の構成の概要を示す図である。
【図７】実施の形態に係る情報処理ユニットおよび検査室ホストの構成の概要を示す図で
ある。
【図８】実施の形態に係る測定項目の内容と組み合わせを説明する図である。
【図９】実施の形態に係るワークリストの構成を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る測定項目データベースの構成と、測定項目の再設定ルールを
設定するための設定画面を示す図である。
【図１１】実施の形態に係る測定項目の設定処理を示すフローチャートである。
【図１２】実施の形態に係る修正測定項目取得処理を示すフローチャートである。
【図１３】実施の形態に係る修正測定項目取得処理を示すフローチャートである。
【図１４】実施の形態に係る測定項目修正処理を示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態に係る再検処理を示すフローチャートである。
【図１６】変更例１に係る情報処理ユニットにおける測定項目の設定処理および再検処理
を示すフローチャートである。
【図１７】変更例１に係る検査室ホストにおける測定項目の設定処理、測定オーダの送信
処理および測定結果の格納処理を示すフローチャートである。
【図１８】変更例２に係る修正オーダ取得処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本実施の形態は、血液に関する検査および分析を行うための検査システムに本発明を適
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用したものである。以下、本実施の形態に係る検体分析装置について、図面を参照して説
明する。
【００３３】
　図１は、本実施の形態に係る検査システムの構成例を示す図である。
【００３４】
　図１に示すとおり、本構成例に係る検査システムは、検査室に設置された検体分析装置
１およびホストコンピュータ（以下、「検査室ホスト」という）１０と、診察室に設置さ
れたホストコンピュータ（以下、「診察室ホスト」という）２０と、採血室に設置された
ホストコンピュータ（以下、「採血室ホスト」という）３０と、検査に関する情報を集約
、管理するホストコンピュータ（以下、「病院ホスト」という）４０とを備えている。検
査室ホスト１０、診察室ホスト２０、採血室ホスト３０および病院ホスト４０は、互いに
通信可能に接続されている。また、検査室ホスト１０と検体分析装置１は、互いに通信可
能に接続されている。
【００３５】
　検体分析装置１は、血液検体から白血球、赤血球、血小板等の血球を検出し、各血球を
計数する血球計数装置である。後述のとおり、検体分析装置１は、各血球を検出するため
に、異なる検出原理による複数の検出部を備えている。検体分析装置１は、検査室ホスト
１０から取得した測定オーダに従って検出部を選択し、選択した検出部により検体を測定
する。
【００３６】
　本検査システムにおいて、測定オーダは、たとえば、医師により、診察室ホスト２０に
入力される。この際、併せて、患者を特定するための患者ＩＤが入力される。入力された
測定オーダは、患者ＩＤとともに、診察室ホスト２０から病院ホスト４０に送信され、病
院ホスト４０内のデータベースに登録される。その後、採血室において、この患者から血
液（検体）が採取され、採取された検体を収容する検体容器に、検体ＩＤを保持するバー
コードラベルが貼付される。検体ＩＤは、採血の日時とともに、採血室ホスト３０から病
院ホスト４０に送信され、当該検体の測定オーダと患者ＩＤとに対応付けられた状態で、
病院ホスト４０に登録される。その後、登録された測定オーダと検体ＩＤが、病院ホスト
４０から検査室ホスト１０に送信され、検査室ホスト１０のデータベースに登録される。
【００３７】
　検体分析装置１は、採血室から持ち込まれた検体に対し、所定の測定項目について測定
を行う。この測定において、検体分析装置１は、検査室ホスト１０から当該検体の測定オ
ーダを取得する。本実施の形態では、検査室ホスト１０から取得された測定オーダの他、
当該検体を採取した患者の過去の測定結果が参照され、これら測定オーダと過去の測定結
果とに基づいて、当該検体に対する測定項目が設定される。
【００３８】
　本実施の形態において、測定項目とは、測定対象と、測定に用いる検出部および試薬の
組合せによって、測定の内容を規定するものである。測定対象が同じであっても、測定に
用いる検出部と試薬の組合せが異なると測定項目は異なる。たとえば、血小板が測定対象
であっても、検出部が電気抵抗式であるか光学式であるかによって測定項目は異なること
になる。
【００３９】
　図２は、検体分析装置１の外観を示す斜視図である。検体分析装置１は、搬送ユニット
２と、測定ユニット３と、情報処理ユニット４から構成されている。
【００４０】
　搬送ユニット２は、測定ユニット３の前方に配置されており、右テーブル２１と、左テ
ーブル２２と、右テーブル２１と左テーブル２２とをつなぐラック搬送部２３とを備えて
いる。右テーブル２１と左テーブル２２は、１０本の検体容器Ｔを保持可能な複数のラッ
クＬを収容することができる。
【００４１】
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　搬送ユニット２は、ユーザが右テーブル２１に載置したラックＬを収容する。また、搬
送ユニット２は、右テーブル２１に収容しているラックＬを搬送し、検体容器Ｔが測定ユ
ニット３に供給されるよう、ラックＬをラック搬送部２３の所定位置に位置付ける。さら
に、搬送ユニット２は、ラック搬送部２３上にあるラックＬを搬送して、左テーブル２２
に回収する。ラックＬに収容された容器は、ラック搬送部２３上の取込位置Ｐ３（図４参
照）において、測定ユニット３により取り込まれ、処理される。
【００４２】
　図３（ａ）、（ｂ）は、検体容器Ｔと、ラックＬの構成を示す斜視図である。
【００４３】
　図３（ａ）を参照して、検体容器Ｔは、透光性を有するガラスまたは合成樹脂により構
成された管状容器であり、上端が開口している。検体容器Ｔの側面には、バーコードラベ
ルＴ１が貼付されている。バーコードラベルＴ１には、検体ＩＤを含むバーコードが印刷
されている。検体容器Ｔは、患者から採取された全血の血液検体を収容しており、上端の
開口はゴム製の蓋部Ｔ２により密封されている。
【００４４】
　図２（ｃ）を参照して、ラックＬの後方の側面には、バーコードラベルＬ１が貼付され
ている。バーコードラベルＬ１には、ラックＩＤを含むバーコードが印刷されている。ま
た、ラックＬには、１０本の検体容器Ｔを垂直に保持することが可能な保持部が形成され
ている。
【００４５】
　図１に戻って、測定ユニット３は、ラック搬送部２３の取込位置Ｐ３（図４参照）にお
いて、ハンド部３１（図４参照）によりラックＬから検体容器Ｔを取り出して測定ユニッ
ト３の内部に搬送し、この検体容器Ｔに収容された検体を測定ユニット３内で測定する。
測定が完了すると、測定ユニット３は、この検体容器Ｔを再び元のラックＬの保持部に戻
す。
【００４６】
　情報処理ユニット４は、入力部４１と表示部４２を備えている。また、情報処理ユニッ
ト４は、搬送ユニット２と測定ユニット３に、通信可能に接続されている。情報処理ユニ
ット４は、搬送ユニット２と測定ユニット３の動作を制御し、測定ユニット３で行われた
測定結果に基づいて分析を行う。
【００４７】
　図４は、搬送ユニット２と測定ユニット３を上側から見たときの構成を模式的に示す図
である。
【００４８】
　右テーブル２１に載置されたラックＬは、ラック送込機構２１ａによって、ラック搬送
部２３の右端の送込位置Ｐ１に搬送され、さらに、ラック搬送部２３のベルト（図示せず
）によって左方向に搬送される。その後、バーコードリーダＢ１の前方のバーコード読取
位置Ｐ２に、ラックＬの保持部が位置付けられると、所定の検出手段により、この保持部
に検体容器Ｔが保持されているか否かが判定され、検体容器Ｔが保持されていれば、バー
コードリーダＢ１により検体容器ＴのバーコードラベルＴ１から検体ＩＤが読み取られる
。また、バーコードリーダＢ１の前方に、ラックＬのバーコードラベルＬ１が位置付けら
れると、バーコードリーダＢ１によりラックＬのバーコードラベルＬ１からラックＩＤが
読み取られる。
【００４９】
　こうして、バーコード情報が読み取られると、検体容器Ｔが、測定ユニット３の取込位
置Ｐ３に位置付けられる。取込位置Ｐ３には、ハンド部３１が、上下方向（Ｚ軸方向）に
移動可能となるように、測定ユニット３に設置されている。検体容器Ｔが取込位置Ｐ３に
位置付けられると、ハンド部３１によって検体容器Ｔが把持されて、上方向（Ｚ軸正方向
）に取り出される。ハンド部３１は、検体容器Ｔを振り子状に移動させ、検体を攪拌する
。このとき、容器セット部３２が、取込位置Ｐ３の上方に移動される。攪拌終了後、ハン
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ド部３１は、下方向（Ｚ軸負方向）に移動し、ハンド部３１により把持されている容器が
、容器セット部３２にセットされる。
【００５０】
　その後、容器セット部３２が容器搬送部３３により、バーコード読取位置Ｐ４に移動さ
れ、バーコードリーダＢ２により、検体容器Ｔの確認とバーコード読み取りが行われる。
その後、検体容器Ｔは、容器セット部３２の移動に伴って、吸引位置Ｐ５に送られる。容
器セット部３２がピアサ３４の真下位置の吸引位置Ｐ５に位置付けられると、ピアサ３４
が下方向に移動され、吸引位置Ｐ５に位置付けられている検体容器Ｔから検体が吸引され
る。
【００５１】
　ピアサ３４による検体の吸引が終わると、容器セット部３２が前方に移動され、再び取
込位置Ｐ３に位置付けられる。検体容器Ｔは、取込位置Ｐ３において、容器セット部３２
からハンド部３１により上方向に取り出される。この状態で、容器セット部３２が後方に
移動される。そして、ハンド部３１が下方向（Ｚ軸負方向）に移動され、検体容器Ｔが、
ラック搬送部２３に位置付けられているラックＬの元の保持部に戻される。その後、ラッ
クＬの後続の保持部の検体容器Ｔが測定ユニット３に供給される。ラックＬの全ての容器
の測定が完了すると、ラックＬは、回収位置Ｐ６に位置付けられる。そして、ラックＬは
、ラック押出し機構２３ａによって、左テーブル２２に排出される。
【００５２】
　図５は、搬送ユニット２と測定ユニット３の構成の概要を示す図である。
【００５３】
　搬送ユニット２は、駆動部２０１と、センサ部２０２と、バーコードリーダＢ１と、通
信部２０３を備える。
【００５４】
　駆動部２０１は、搬送ユニット２内でラックＬを搬送するための機構を含み、センサ部
２０２は、搬送ユニット２の搬送経路上の所定の位置においてラックＬを検出するための
センサを含む。バーコードリーダＢ１は、ラックＬと検体容器Ｔにそれぞれ貼付されたバ
ーコードラベルを読み取る。通信部２０３は、情報処理ユニット４と通信可能に接続され
ている。搬送ユニット２内の各部は、通信部２０３を介して、情報処理ユニット４により
制御される。また、搬送ユニット２内の各部から出力される信号は、通信部２０３を介し
て情報処理ユニット４に送信される。
【００５５】
　測定ユニット３は、吸引部３０１と、試料調製部３０２と、検出部３０３と、駆動部３
０４と、センサ部３０５と、バーコードリーダＢ２と、通信部３０６を備える。
【００５６】
　図６は、測定ユニット３の流体回路の概要を示す図である。
【００５７】
　吸引部３０１は、測定ユニット３内に搬送された検体容器Ｔに収容されている検体を吸
引するピアサ３４と、ピアサ３４に負圧を与えるシリンジポンプＳＰを含んでいる。試料
調製部３０２は、検体と試薬を混合、攪拌するための反応チャンバＭＣ１、ＭＣ２、ＭＣ
３を備えている。なお、図６には、反応チャンバＭＣ２が一つだけ示されているが、実際
には、４つの反応チャンバＭＣ２が設けられており、検体と混合される試薬に応じて、何
れかの反応チャンバＭＣ２が用いられる。
【００５８】
　検出部３０３は、赤血球や血小板を検出するための電気抵抗式検出器ＤＣ１（シースフ
ローＤＣ検出法に基づく検出部）と、白血球や好中球等を検出するための光学式検出器Ｄ
Ｃ２（光学式フローサイトメトリー法に基づく検出部）と、ヘモグロビンを検出するため
の光学式検出器ＤＣ３（ＳＬＳヘモグロビン法に基づく検出部）を備えている。検出器Ｄ
Ｃ１～ＤＣ３には、それぞれ、反応チャンバＭＣ１～ＭＣ３によって調製された試料が送
られる。また、測定ユニット３は、廃液を収容する廃液チャンバＷＣを備えている。
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【００５９】
　電位抵抗式検出器ＤＣ１は、フローサイトメータを流れる検体に電圧を印加したときの
電圧信号の変化を血球の特徴量として検出する。光学式検出器ＤＣ２は、フローサイトメ
ータを流れる検体にレーザ光を照射したときに生じる散乱光と蛍光の受光光量を血球の特
徴量として検出する。光学式検出器ＤＣ３は、測定容器に吐出・収容された検体にＬＥＤ
から光を照射したときの受光光量（吸光度）を血球の特徴量として検出する。
【００６０】
　検体を測定する場合、吸引部３０１は、シリンジポンプＳＰによってピアサ３４に負圧
を与えることにより、ピアサ３４を介して検体を吸引し、反応チャンバＭＣ１、ＭＣ２、
ＭＣ３のそれぞれに検体を吐出する。試料調製部３０２は、反応チャンバＭＣ１、ＭＣ２
、ＭＣ３内で、検体と試薬とを混合攪拌し、測定用の試料を調製する。反応チャンバＭＣ
１で調製された試料は、流路を介して電気抵抗式検出器ＤＣ１に送られ、反応チャンバＭ
Ｃ２で調製された試料は流路を介して光学式検出器ＤＣ２に送られ、反応チャンバＭＣ３
で調製された試料は流路を介して光学式検出器ＤＣ３に送られる。
【００６１】
　検出部３０３は、電気抵抗式検出器ＤＣ１によって検出された電気信号を検体のデータ
として取得する。また、光学式検出器ＤＣ２によって検出された信号（側方蛍光信号、前
方散乱光信号、側方散乱光信号）を検体のデータとして取得する。さらに、検出部３０３
は、光学式検出器ＤＣ３によって検出された信号を検体のデータとして取得する。検出部
３０３を通過した試料は、流路を介して廃液チャンバＷＣに送られる。
【００６２】
　図５に戻り、駆動部３０４は、測定ユニット３内で検体容器Ｔを搬送するための機構を
含んでいる。センサ部３０５は、測定ユニット３内の搬送経路上の所定の位置において検
体容器Ｔを検出するためのセンサを含んでいる。バーコードリーダＢ２は、測定ユニット
３内に搬送された検体容器Ｔに貼付されたバーコードラベルを読み取る。
【００６３】
　図７は、情報処理ユニット４と検査室ホスト１０の構成の概要を示す図である。
【００６４】
　情報処理ユニット４は、パーソナルコンピュータからなり、本体４０と、入力部４１と
、表示部４２から構成されている。本体４０は、ＣＰＵ４０１と、ＲＯＭ４０２と、ＲＡ
Ｍ４０３と、ハードディスク４０４と、読出装置４０５と、入出力インターフェース４０
６と、画像出力インターフェース４０７と、通信インターフェース４０８を有する。
【００６５】
　ＣＰＵ４０１は、ＲＯＭ４０２に記憶されているコンピュータプログラムおよびＲＡＭ
４０３にロードされたコンピュータプログラムを実行する。ＲＡＭ４０３は、ＲＯＭ４０
２およびハードディスク４０４に記録されているコンピュータプログラムの読み出しに用
いられる。また、ＲＡＭ４０３は、これらのコンピュータプログラムを実行するときに、
ＣＰＵ４０１の作業領域としても利用される。
【００６６】
　ハードディスク４０４には、オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログ
ラムなど、ＣＰＵ４０１に実行させるための種々のコンピュータプログラムおよびコンピ
ュータプログラムの実行に用いるデータがインストールされている。すなわち、ハードデ
ィスク４０４には、測定ユニット３から送信された検体のデータを解析して赤血球数、白
血球数等の測定結果を生成し、生成した測定結果に基づいて表示部４２に表示を行うプロ
グラム等がインストールされている。
【００６７】
　また、ハードディスク４０４には、ワークリストと、測定結果データベースが格納され
ている。ワークリストと、測定結果データベースについては、追って、図９および図１０
を参照して説明する。さらに、ハードディスク４０４には、各検体に対する測定項目を設
定するためのプログラムがインストールされている。
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【００６８】
　読出装置４０５は、ＣＤドライブまたはＤＶＤドライブ等によって構成されており、記
録媒体に記録されたコンピュータプログラムおよびデータを読み出すことができる。入出
力インターフェース４０６には、マウスやキーボードからなる入力部４１が接続されてお
り、ユーザが入力部４１を使用することにより、情報処理ユニット４に指示およびデータ
が入力される。画像出力インターフェース４０７は、ディスプレイ等で構成された表示部
４２に接続されており、画像データに応じた映像信号を、表示部４２に出力する。
【００６９】
　表示部４２は、入力された映像信号をもとに、画像を表示する。表示部４２には、各種
プログラム画面が表示される。また、情報処理ユニット４は、通信インターフェース４０
８により、搬送ユニット２および測定ユニット３と、検査室ホスト１０に対してデータの
送受信が可能となっている。
【００７０】
　検査室ホスト１０は、情報処理ユニット４と同様、パーソナルコンピュータからなり、
本体１１と、入力部１２と、表示部１３から構成されている。本体１１は、情報処理ユニ
ット４を同様、ＣＰＵ１０１と、ＲＯＭ１０２と、ＲＡＭ１０３と、ハードディスク１０
４と、読出装置１０５と、入出力インターフェース１０６と、画像出力インターフェース
１０７と、通信インターフェース１０８を有する。
【００７１】
　ハードディスク１０４には、ＣＰＵ４０１に実行させるための種々のコンピュータプロ
グラムおよびコンピュータプログラムの実行に用いるデータがインストールされている。
また、ハードディスク１０４には、病院ホスト４０から受信した測定オーダが登録される
データベースと、情報処理ユニット４から受信した測定結果に基づいて再検の要否を判定
し、再検の測定オーダを決定する再検ルールが格納されている。また、検査室ホスト１０
は、通信インターフェース１０８により、情報処理ユニット４および病院ホスト４０とデ
ータの送受信が可能となっており、さらに、診療室ホスト２０と採血室ホスト３０と通信
可能となっている。
【００７２】
　図８（ａ）は、検体分析装置１に設定可能な測定項目について説明する図である。なお
、図８（ａ）に示された測定対象は、各チャンネルにおける代表的なものであり、これら
以外の測定対象も含まれている。
【００７３】
　図８（ａ）には、測定対象となる血球と、各血球の検出に用いられる検出部と、各血球
の検出に用いられる試薬が示されている。“測定対象”の欄に記載されている各血球を測
定する場合、検体は、用いる試薬に対応する反応チャンバにおいて、“試薬”の欄に記載
されている試薬と混合攪拌され、測定用の試料とされる。こうして調製された試料が、“
検出部”の欄に記載された方式の検出部に送られ、血球の測定が行われる。“検出部”の
欄に記載されたシースフローＤＣ検出法、光学式フローサイトメトリー法およびＳＬＳヘ
モグロビン法は、それぞれ、図６の電気抵抗式検出器ＭＣ１、光学式検出器ＭＣ２、光学
式検出器ＭＣ３を表している。
【００７４】
　測定項目は、チャンネル単位で選択および設定が可能となっている。ＣＢＣチャンネル
には、測定対象の血球として、ＷＢＣ（白血球）と、ＲＢＣ（赤血球）と、ＰＬＴ（血小
板）と、ＨＢＣ（ヘモグロビン）が含まれている。ＲＢＣおよびＰＬＴの測定では、検体
が希釈液と混合され、測定には電気抵抗式検出器ＭＣ１が用いられる。ＨＢＣの測定では
、検体がＨＢＣ用の溶血剤と混合され、測定には光学式検出器ＭＣ３が用いられる。ＷＢ
Ｃの測定では、検体がＷＢＣ用染色試薬および溶血剤と混合され、測定には光学式検出器
ＭＣ２が用いられる。
【００７５】
　ＤＩＦＦチャンネルには、測定対象の血球として、ＷＢＣ（白血球）と、ＮＥＵＴ（好
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中球）と、ＬＹＭＰＨ（リンパ球）と、ＥＯ（好酸球）と、ＢＡＳＯ（好塩基球）と、Ｍ
ＯＮＯ（単球）が含まれている。これら各血球の測定では、検体がＤＩＦＦ用の染色試薬
および溶血剤と混合され、測定には光学式検出器ＭＣ２が用いられる。ＲＥＴチャンネル
には、測定対象として、ＲＥＴ（網赤血球）のみが含まれる。ＲＥＴの測定では、検体が
ＲＥＴ用の染色試薬および希釈液と混合され、測定には光学式検出器ＭＣ２が用いられる
。ＰＬＴ－Ｆチャンネルには、測定対象として、ＰＬＴが含まれる。ＣＢＣチャンネルの
場合と異なりＰＬＴ-Ｆチャンネルでは、検体がＰＬＴ用の染色試薬および希釈液と混合
され、測定には光学式検出器ＭＣ２が用いられる。
【００７６】
　ＷＰＣチャンネルでは、血球は計数されず、前方散乱光の強度と側方蛍光の強度を座標
軸とするスキャッタグラムにおける血球の分布状態から、Ａｂｎｏｒｍａｌ　Ｌｙｍｐｈ
（異常リンパ球）やＢｌａｓｔ（異常芽球）の出現のフラグが取得される。これらのフラ
グは、ＤＩＦＦチャンネルの測定においても取得可能であるが、ＷＰＣチャンネルの測定
では、ＤＩＦＦチャンネルで用いる染色試料と異なる染色試料を用いることによって、フ
ラグの精度が高められる。ＷＰＣチャンネルの測定では、検体がＷＰＣ用の染色試薬およ
び溶血剤と混合され、測定に光学式検出器ＭＣ２が用いられる。 
【００７７】
　上記のように、測定項目とは、測定対象と、測定に用いる検出部および試薬の組合せに
よって、測定の内容を規定するものである。図８の場合、“測定対象”の各欄に記載され
た血球と、各血球の測定に用いる検出部および試薬の組合せが測定項目となる。したがっ
て、ＣＢＣチャンネルのＰＬＴとＰＬＴ－ＦチャンネルのＰＬＴは、測定対象の血球が同
じであるが、測定に用いる試薬と検出部が互いに相違するため、互いに別の測定項目であ
る。同様に、ＣＢＣチャンネルのＷＢＣとＤＩＦＦチャンネルのＷＢＣも、測定に用いる
試薬が相違するため、互いに別の測定項目である。
【００７８】
　図６の反応チャンバＭＣ１は、ＣＢＣチャンネルのＲＢＣとＰＬＴの測定用に用いられ
る。また、反応チャンバＭＣ３は、ＣＢＣチャンネルのＨＧＢの測定用に用いられる。４
つの反応チャンバＭＣ２のうち、一つは、ＣＢＣチャンネルのＷＢＣの測定用に用いられ
、一つは、ＤＩＦＦチャンネルの血球の測定用に用いられ、一つは、ＷＰＣチャンネルの
測定用に用いられ、残り一つは、ＲＥＴチャンネルとＰＬＴ－Ｆチャンネルの測定に用い
られる。ＲＥＴチャンネルの測定とＰＬＴ－Ｆチャンネルの測定では、検体と、ＰＬＴ用
の染色試薬および希釈液とを反応チャンバＭＣ２で混合攪拌してＰＬＴ－Ｆチャンネルの
測定が行われた後、当該反応チャンバＭＣ２内の試料を廃液し、その後、検体と、ＲＥＴ
用の染色試薬および希釈液とを同じ反応チャンバＭＣ２で混合攪拌してＲＥＴチャンネル
の測定が行われる。
【００７９】
　図８（ｂ）は、測定項目の組合せ方法を示す図である。
【００８０】
　上記のとおり、測定項目は、チャンネル単位で選択、設定が可能である。ここで、ＣＢ
Ｃチャンネルの選択は必須であり、ＣＢＣチャンネルの測定項目は、如何なる場合も、必
ず設定される。すなわち、ＣＢＣチャンネルの測定項目は、必須の基本項目となっており
、ＣＢＣチャンネル単独またはＣＢＣチャンネルに他のチャンネルを組み合わせることに
より、測定項目が設定される。ＣＢＣチャンネル以外のチャンネルは、単独では選択、設
定できないが、一つまたは複数を任意に選択して、ＣＢＣチャンネルに追加することがで
きる。
【００８１】
　図９（ａ）は、情報処理ユニット４に保持されるワークリストの構成を示す図である。
【００８２】
　図９（ａ）を参照して、ワークリストは、ラックＬ上の検体の保持位置と、各保持位置
に保持された検体の検体ＩＤと、各検体を採取した患者の患者ＩＤと、各保持位置に保持
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された検体に対する測定項目と、各検体の測定状況と、測定項目がワークリストに登録さ
れた日時とを対応付けたリストである。上記のように測定項目はチャンネル単位で選択可
能なため、図９（ａ）の測定項目には、チャンネルが格納されている。検体リストは、ラ
ックＬ毎に構成され、図４のバーコードユニットＢ１により各検体容器Ｔのバーコードラ
ベルＴ１から検体ＩＤが読み取られることにより生成される。ワークリストには、図９（
ａ）に示された項目以外の項目がさらに含まれても良い。なお、ワークリストに対する各
データの登録手順については、追って、図１１を参照して説明する。
【００８３】
　図１０（ａ）は、情報処理ユニット４に保持される測定結果データベースの構成を示す
図である。
【００８４】
　図１０（ａ）を参照して、測定結果データベースは、シーケンス番号毎に、患者ＩＤと
、検体ＩＤと、測定日と、測定時間と、測定項目と、再検フラグと、測定データとを対応
付けたリストである。測定結果データベースには、図１０（ａ）に示された項目以外の項
目がさらに含まれても良い。
【００８５】
　測定ユニット３において、一つの検体に対する測定が終了すると、測定結果データベー
スに、一行分のデータが追加される。すなわち、一つの検体に対する測定が終了すると、
シーケンス番号を一つ増加させて一行分の格納領域が準備され、この領域に、当該検体を
採取した患者の患者ＩＤと、当該検体の検体ＩＤと、当該検体に対する測定を行った測定
日および測定時間と、当該検体に対する測定項目と、当該検体に対する測定によって得ら
れた測定データが格納される。また、当該検体に対する測定が再検による測定の場合、再
検フラグの領域に１が格納され、再検による測定ではない場合、再検フラグの領域に０が
格納される。
【００８６】
　測定結果データベースに格納可能な検体数までデータが格納された状態で、新たな測定
結果が得られると、最も古い測定結果が消去され、新たな測定結果の格納領域が設けられ
る。こうして、測定結果データベースには、測定結果の履歴が、患者ＩＤに対応づけて保
持される。
【００８７】
　本実施の形態では、患者に対する診断時に医師や検査技師等によって登録された測定項
目が、情報処理ユニット４において、測定結果データベースに格納された当該患者の過去
の測定結果に基づいて、再設定される。そして、再設定された測定項目に従って、当該患
者から採取した検体に対する測定が行われる。かかる測定項目の再設定処理は、予め、ユ
ーザにより、かかる再設定処理を有効とする設定が情報処理ユニット４に行われたことに
より、有効とされる。また、かかる再設定処理における測定項目の再設定方法を、ユーザ
において選べるようになっている。
【００８８】
　図１０（ｂ）は、測定項目の再設定処理の内容を設定するための設定画面を示す図であ
る。なお、図１０（ｂ）において、各チェックボックスの左上には、各チェックボックス
を特定するための記号Ｃ１～Ｃ８が付記され、また、各入力領域には、各入力領域を特定
するためも記号Ｒ１、Ｒ２が付記されているが、これらの記号は、説明の便宜上付された
ものであって画面上には表示されない。この画面は、情報処理ユニット４に対する入力操
作に応じて、情報処理ユニット４の表示部４２に表示される。
【００８９】
　設定項目の再設定処理を有効とする場合、ユーザは、チェックボックスＣ１をチェック
する。チェックボックスＣ１にチェックすると、ユーザは、測定項目の再設定処理として
、チェックボックスＣ２～Ｃ４に対応づけられた３つのモードの何れか一つを選択するこ
とができる。
【００９０】
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　チェックボックスＣ２が選択されると、今回の測定において医師等によって入力設定さ
れた測定項目と、当該患者の過去の測定結果における測定項目のうち項目数が多い方が、
今回の測定における測定項目に設定される。チェックボックスＣ３が選択されると、当該
患者の過去の測定結果における測定データを現時点の再検ルールに適用して得られる測定
項目が、今回の測定における測定項目に再設定される。この場合、当該患者の過去の測定
結果における測定データを現時点の再検ルールに適用しても再検が不要であると判定され
ると、測定項目の再設定は行われず、今回の診察において医師等により設定された測定項
目に従って測定が行われる。
【００９１】
　チェックボックスＣ４が選択されると、当該患者の過去の測定結果における測定データ
のうち、最新かつ再検の測定結果における測定項目が、今回の測定における測定項目に再
設定される。この場合、当該患者の過去の測定結果に再検の測定結果が無いと、測定項目
の再設定は行われず、今回の診察において医師等により設定された測定項目に従って測定
が行われる。
【００９２】
　さらに、チェックボックスＣ３、Ｃ４の何れかを選択した場合、チェックボックスＣ５
がチェック可能となり、ユーザは、チェックボックスＣ５をチェックすることにより、過
去の測定結果の探索期間を指定することができる。この場合、ユーザは、現時点から領域
Ｒ１に入力した日数だけ前までの期間を、過去の測定結果の探索期間に設定することがで
きる。たとえば、チェックボックスＣ４、Ｃ５がチェックされ、領域Ｒ１に１０が入力さ
れると、現時点から１０日前までの当該患者の測定結果を対象に、測定結果データベース
から、最新かつ再検の測定結果が抽出される。なお、チェックボックスＣ４はチェックさ
れたが、チェックボックスＣ５がチェックされなかった場合、測定結果データベースに格
納された当該患者の全ての測定結果を対象に、最新かつ再検の測定結果が抽出される。
【００９３】
　また、チェックボックスＣ２を選択した場合、ユーザは、今回入力設定された測定項目
と比較される過去の測定結果の抽出条件として、チェックボックスＣ６、Ｃ７に対応づけ
られた２つの条件のうち何れか一方を選択することができる。チェックボックスＣ６が選
択されると、当該患者の最新の測定結果が抽出される。この場合、測定結果データベース
中に、当該患者の測定結果として再検の測定結果が含まれていても、この測定結果より新
しい初検の測定結果が当該患者の測定結果として含まれていれば、初検の測定結果が比較
対象として抽出され、当該初検の測定項目が、今回入力設定された測定項目と比較される
。一方、チェックボックスＣ７が選択されると、当該患者の最新かつ再検の測定結果が抽
出される。この場合、測定結果データベース中に、当該患者の測定結果として再検の測定
結果と初検の測定結果が含まれており、このうち、再検の測定結果の方が古いような場合
にも、再検の測定結果が比較対象として抽出され、再検の測定結果の測定項目が、今回入
力設定された測定項目と比較される。
【００９４】
　また、チェックボックスＣ６、Ｃ７の何れかを選択した場合、ユーザは、チェックボッ
クスＣ８をチェックすることにより、過去の測定結果の探索期間を指定することができる
。チェックボックスＣ８の機能は、チェックボックスＣ５の機能と同じである。すなわち
、ユーザは、現時点から領域Ｒ２に入力した日数だけ前までの期間を、過去の測定結果の
探索期間に設定することができる。
【００９５】
　図１１（ａ）、（ｂ）は、測定項目の設定処理を示すフローチャートである。図１１（
ａ）の処理は、情報処理ユニット４のＣＰＵ４０１によって行われ、図１１（ｂ）の処理
は、検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１によって行われる。
【００９６】
　図１１（ａ）を参照して、ラックＬが右テーブル２１（図４参照）にセットされ、バー
コード読取位置Ｐ２（図４参照）に検体容器Ｔが搬送されると、ＣＰＵ４０１は、バーコ
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ードリーダＢ１により、検体容器ＴのバーコードラベルＴ１から検体ＩＤが読み取り（Ｓ
１０１）、読み取った検体ＩＤを、ワークリスト中の当該検体容器Ｔの保持位置に対応付
けて、ワークリストに登録する（Ｓ１０２）。かかる登録処理は、ラックＬに保持された
全ての検体容器Ｔに対して行われる。次に、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録した検
体ＩＤを検査室ホスト１０に送信し、各検体に対して入力設定された測定オーダ（測定項
目）と各検体の患者ＩＤを検査室ホスト１０に問い合わせる（Ｓ１０３）。
【００９７】
　図１１（ｂ）を参照して、情報処理ユニット４から測定オーダと患者ＩＤの問合せを受
けると（Ｓ１１：ＹＥＳ）、検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１は、各検体に対応する患者
ＩＤを病院ホスト４０から取得し（Ｓ１２）、さらに、自身のデータベースから、各検体
に対応する測定オーダを読み出す（Ｓ１３）。そして、検査室ホスト１０は、読み出した
測定オーダを患者ＩＤとともに、情報処理ユニット４に送信する（Ｓ１４）。
【００９８】
　図１１（ａ）を参照して、各検体に対する測定オーダと患者ＩＤを検査室ホスト１０か
ら取得すると（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４０１は、取得した測定オーダ中の測定項目
（以下、「入力測定項目」という）と患者ＩＤを、検体ＩＤに対応付けて、ワークリスト
に登録する（Ｓ１０５）。これにより、たとえば、図９（ａ）に示すように、ワークリス
ト中の対応する項目にデータが格納される。登録日時の項目には、各検体ＩＤに対応付け
て入力測定項目と患者ＩＤが登録されたタイミングの日時が格納される。また、測定状況
は、何れも、未測定とされる。
【００９９】
　こうして、ワークリストに対する登録が完了すると、ＣＰＵ４０１は、図１０（ｂ）に
示す再設定画面により、既に、再設定処理が有効化されているか否かを判定する（Ｓ１０
６）。再設定処理が有効でないと（Ｓ１０６：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、上記ステップＳ
１０５においてワークリストに登録された入力測定項目に従って、各検体に対する測定・
分析を実行する（Ｓ１０９）。
【０１００】
　一方、再設定処理が有効であると（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４０１は、図１０（ｂ
）のチェックボックスＣ２～Ｃ４の何れが選択されているかに応じて、ワークリスト内の
入力測定項目を再設定するための測定項目（以下、「修正測定項目」という）を、測定結
果データベースに格納された測定結果に基づき取得する（Ｓ１０７：修正測定項目取得処
理）。修正測定項目の取得は、ワークリストに登録された各検体について行われる。さら
に、ＣＰＵ４０１は、これらチェックボックスＣ２～Ｃ４の何れが選択されているかに応
じて、ワークリストに登録されている入力測定項目を修正測定項目に置き換える処理を実
行する（Ｓ１０８：測定項目修正処理）。この処理も、ワークリストに登録された各検体
について行われる。
【０１０１】
　こうして、ワークリストに登録された入力測定項目を修正測定項目に置き換えた後、Ｃ
ＰＵ４０１は、ワークリストに再設定された修正測定項目に従って、各検体に対する測定
・分析を実行する（Ｓ１０９）。そして、各検体に対する測定が終了すると、ＣＰＵ４０
１は、その測定結果を、測定結果データベースに格納する（Ｓ１１０）。さらに、ＣＰＵ
４０１は、今回の測定結果に基づく再検処理を実行する（Ｓ１１１）。再検が必要な場合
、再検処理において、再検による項目に従って測定・分析が行われる。こうして、ラック
Ｌに保持された全ての検体について再検処理が行われると、ＣＰＵ４０１は、当該ラック
Ｌに対する処理を終了し、ステップＳ１０１に戻って、次のラックＬの到着を待つ。 
【０１０２】
　図１２（ａ）、（ｂ）および図１３（ａ）、（ｂ）は、図１１（ａ）のステップＳ１０
７において実行される修正測定項目取得処理を示すフローチャートである。図１２（ａ）
は、図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ１、Ｃ２、Ｃ６が選択された
ときに実行される処理であり、図１２（ｂ）は、図１０（ｂ）の設定画面において、チェ
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ックボックスＣ１、Ｃ２、Ｃ７またはチェックボックスＣ１、Ｃ４が選択されたときに実
行される処理であり、図１３（ａ）、（ｂ）は、図１０（ｂ）の設定画面において、チェ
ックボックスＣ１、Ｃ３が選択されたときに実行される処理である。図１２（ａ）、図１
２（ｂ）および図１３（ａ）、（ｂ）の処理は、ワークリストに登録された全ての検体に
ついて行われる。
【０１０３】
　図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ１、Ｃ２、Ｃ６が選択されると
、修正測定項目は、当該患者の過去の測定結果のうち、最新の測定結果における測定項目
とされる。したがって、図１２（ａ）の処理では、当該患者の過去の測定結果のうち、最
新の測定結果における測定項目が、修正測定項目として取得される。
【０１０４】
　図１２（ａ）を参照して、ＣＰＵ４０１は、測定結果データベースに格納されている測
定結果のうち、ワークリスト中の患者ＩＤに対応する測定結果を参照し（Ｓ２０１）、参
照した測定結果中に、設定時間前までの測定結果が存在するかを判定する（Ｓ２０２）。
具体的には、ＣＰＵ４０１は、測定対象の検体の検体ＩＤに対応する患者ＩＤをワークリ
ストから抽出し、抽出した患者ＩＤと測定結果データベース中の患者ＩＤとを比較し、両
者が一致する測定結果を、抽出候補の測定結果とする。そして、ＣＰＵ４０１は、抽出候
補の測定結果の測定日と現時点の日付とを比較し、測定日が現時点の日付から設定時間前
までの期間に含まれる測定結果が、抽出候補の測定結果中に含まれているかを判定する。
【０１０５】
　ここで、設定時間は、図１０（ｂ）の領域Ｒ２に入力された日数である。チェックボッ
クスＣ８がチェックされていない場合、図１２（ａ）のステップＳ２０２の設定時間は無
限大となり、ステップＳ２０２では、単に、測定結果データベース中に、当該患者の測定
結果が含まれているかが判定される。
【０１０６】
　ステップＳ２０２の判定がＮＯであると、ＣＰＵ４０１は、当該検体について修正測定
項目を取得できなかったとして、修正測定項目取得処理を終了する。他方、ステップＳ２
０２の判定がＹＥＳであると、ＣＰＵ４０１は、測定日が現時点の日付から設定時間前ま
での期間に含まれる測定結果を抽出候補の測定結果から抽出する（Ｓ２０３）。そして、
ＣＰＵ４０１は、抽出した測定結果のうち最新の測定結果の測定項目を、当該検体に対す
る修正測定項目として取得し（Ｓ２０４）、修正測定項目取得処理を終了する。上記のと
おり、ステップＳ２０４では、再検と初検とに拘わらず最新の測定結果が抽出される。
【０１０７】
　次に、図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ１、Ｃ４またはチェック
ボックスＣ１、Ｃ２、Ｃ７が選択されると、修正測定項目は、当該患者の過去の測定結果
のうち、最新かつ再検の測定結果における測定項目とされる。したがって、図１２（ｂ）
の処理では、当該患者の過去の測定結果のうち、最新かつ再検の測定結果における測定項
目が、修正測定項目として取得される。
【０１０８】
　図１２（ｂ）を参照して、ＣＰＵ４０１は、測定結果データベースに格納されている測
定結果のうち、ワークリスト中の患者ＩＤに対応する測定結果を参照し（Ｓ２１１）、参
照した測定結果中に、再検の測定結果が存在するかを判定する（Ｓ２１２）。具体的には
、ＣＰＵ４０１は、測定対象の検体の検体ＩＤに対応する患者ＩＤをワークリストから抽
出し、抽出した患者ＩＤと測定結果データベース中の患者ＩＤとを比較し、両者が一致す
る測定結果を、第１抽出候補の測定結果とする。そして、ＣＰＵ４０１は、第１抽出候補
の測定結果の再検フラグを参照し、再検フラグが１である測定結果が、第１抽出候補の測
定結果中に含まれているかを判定する。
【０１０９】
　第１抽出候補の測定結果中に再検の測定結果が含まれていなければ（Ｓ２１２：ＮＯ）
、ＣＰＵ４１０は、当該検体について修正測定項目を取得できなかったとして、修正測定
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項目取得処理を終了する。他方、ステップＳ２１２の判定がＹＥＳであると、ＣＰＵ４０
１は、第１抽出候補の測定結果のうち再検フラグが１である測定結果を第２抽出候補の測
定結果として抽出し、第２抽出候補の測定結果中に、設定時間前までの測定結果が存在す
るかを判定する（Ｓ２１３）。ステップＳ２１３における時間に関する判定は、図１２（
ａ）のステップＳ２０２と同様にして行われる。
【０１１０】
　なお、ここでの設定時間は、図１０（ｂ）の領域Ｒ１または領域Ｒ２に入力された日数
である。チェックボックスＣ５、Ｃ８がチェックされていない場合、図１２（ｂ）のステ
ップＳ２１３では、単に、第２抽出候補の測定結果中に、当該患者の測定結果が含まれて
いるかが判定される。
【０１１１】
　ステップＳ２１３の判定がＮＯであると、ＣＰＵ４０１は、当該検体について修正測定
項目を取得できなかったとして、修正測定項目取得処理を終了する。他方、ステップＳ２
１３の判定がＹＥＳであると、ＣＰＵ４０１は、測定日が現時点の日付から設定時間前ま
での期間に含まれる測定結果を第２抽出候補の測定結果から抽出する（Ｓ２１４）。そし
て、ＣＰＵ４０１は、抽出した測定結果のうち最新の測定結果の測定項目を、当該検体に
対する修正測定項目として取得し（Ｓ２１５）、修正測定項目取得処理を終了する。
【０１１２】
　図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ１、Ｃ３が選択されると、修正
測定項目は、当該患者の過去の測定結果のうち、最新かつ初検の測定結果における測定デ
ータを、現時点の再検ルールに適用して取得される。したがって、図１３（ａ）の処理で
は、当該患者の過去の測定結果のうち、最新かつ初検の測定結果の測定データを、現時点
の再検ルールに適用することによって、修正測定項目が取得される。
【０１１３】
　図１３（ａ）を参照して、ＣＰＵ４０１は、測定結果データベースに格納されている測
定結果のうち、ワークリストに登録された当該患者の患者ＩＤに対応する測定結果を参照
し（Ｓ２２１）、当該患者の測定結果中に、設定時間前までの測定結果が存在するかを判
定する（Ｓ２２２）。ステップＳ２２１、２２２の処理は、図１２（ａ）のステップＳ２
０1、２０２の処理と同じである。
【０１１４】
　ここで、設定時間は、図１０（ｂ）の領域Ｒ１に入力された日数である。チェックボッ
クスＣ５がチェックされていない場合、ステップＳ２２２では、単に、測定結果データベ
ース中に、当該患者の測定結果が含まれているかが判定される。
【０１１５】
　ステップＳ２２２の判定がＮＯであると、ＣＰＵ４０１は、当該検体について修正測定
項目を取得できなかったとして、修正測定項目取得処理を終了する。他方、ステップＳ２
２２の判定がＹＥＳであると、ＣＰＵ４０１は、測定日が現時点の日付から設定時間前ま
での期間に含まれる測定結果をのうち初検の測定結果を抽出する（Ｓ２２３）。ＣＰＵ４
０１は、初検か否かの判定を、測定結果データベースの再検フラグが０であるか否かによ
って行う。そして、ＣＰＵ４０１は、抽出した測定結果のうち最新の測定結果の測定デー
タを測定結果データベースから読み出し（Ｓ２２４）、読み出した測定データを当該検体
の検体ＩＤとともに検査室ホスト１０に送信して、当該測定データの対する再検要否の問
合せを行う（Ｓ２２５）。
【０１１６】
　図１３（ｂ）は、再検要否の問合せを受け取ったときの検室ホスト１０における処理を
示すフローチャートである。
【０１１７】
　検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１は、検体分析装置１から再検要否の問合せを受けると
（Ｓ２１：ＴＥＳ）、受信した測定データを、ハードディスク１０４に格納された再検ル
ールに適用し（Ｓ２２）、再検要否の判定と再検時の測定オーダの取得を行う（Ｓ２３）
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。再検ルールは、条件文と結果文からなっており、測定データが条件文に記述された条件
を満たすときに、結果文に記述された測定オーダ（測定項目）が取得されるものとなって
いる。測定データが条件文に記述された条件を満たさなければ、再検は不要とされる。Ｃ
ＰＵ１０１は、取得した再検要否結果と測定オーダを、検体ＩＤとともに、検体分析装置
１に送信する（Ｓ２４）。
【０１１８】
　図１３（ａ）に戻り、検体分析装置１のＣＰＵ４０１は、検査室ホスト１０から、再検
要否結果と測定オーダ（測定項目）を受信すると（Ｓ２２６：ＹＥＳ）、受信した再検要
否結果から再検が必要であるかを判定する（Ｓ２２７）。再検が不要である場合（Ｓ２２
７：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、当該検体について修正測定項目を取得できなかったとして
、修正測定項目取得処理を終了する。他方、再検が必要であると（Ｓ２２７：ＹＥＳ）、
ＣＰＵ４０１は、検査室ホスト１０から受信した再検の測定オーダ中に含まれる測定項目
を、当該検体に対する修正測定項目として取得し（Ｓ２２８）、修正測定項目取得処理を
終了する。
【０１１９】
　図１４（ａ）、（ｂ）は、図１１（ａ）のステップＳ１０８において実行される測定項
目修正処理を示すフローチャートである。図１４（ａ）は、図１０（ｂ）の設定画面にお
いて、チェックボックスＣ３、Ｃ４の何れかが選択されたときに実行される処理であり、
図１４（ｂ）は、図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ２が選択された
ときに実行される処理である。図１４（ａ）、（ｂ）の処理は、ワークリストに登録され
た全ての検体について行われる。
【０１２０】
　図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ３、Ｃ４の何れかが選択された
場合には、入力測定項目に代えて修正測定項目が当該検体の測定に用いられる。したがっ
て、図１４（ａ）の処理では、ワークリストに登録済みの入力測定項目を修正測定項目に
置き換える処理が行われる。
【０１２１】
　図１４（ａ）を参照して、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録された測定対象の検体
について修正測定項目を取得したか否かを判定する（Ｓ３０１）。修正測定項目を取得し
なかった場合（Ｓ３０１：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録された当該検体
に対する入力測定項目を再設定せずに測定項目修正処理を終了する。この場合、当該検体
については、図１１（ａ）のステップＳ１０９において、入力測定項目に従った測定、分
析が行われる。他方、修正測定項目を取得した場合（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４０１
は、ワークリストに登録された当該検体に対する入力測定項目を、取得した修正測定項目
に置き換える（Ｓ３０２）。この場合、当該検体については、図１１（ａ）のステップＳ
１０９において、修正測定項目に従った測定、分析が行われる。
【０１２２】
　また、図１０（ｂ）の設定画面において、チェックボックスＣ２が選択された場合には
、入力測定項目と修正測定項目のうち測定項目は多い方が当該検体の測定に用いられる。
したがって、図１４（ｂ）の処理では、ワークリストに登録済みの入力測定項目と修正測
定項目とを比較して測定項目を決定する処理が行われる。
【０１２３】
　図１４（ｂ）を参照して、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録された測定対象の検体
について修正測定項目を取得したか否かを判定する（Ｓ３１１）。修正測定項目を取得し
なかった場合（Ｓ３１１：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録された当該検体
に対する入力測定項目を再設定せずに測定項目修正処理を終了する。この場合、当該検体
については、図１１（ａ）のステップＳ１０９において、入力測定項目に従った測定、分
析が行われる。
【０１２４】
　他方、修正測定項目を取得した場合（Ｓ３１１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４０１は、ワークリ
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ストに登録された当該検体に対する入力測定項目の数と、上記の処理で取得した修正測定
項目の数とを比較し、修正測定項目の方が測定項目の数が多い場合に（Ｓ３１２：ＹＥＳ
）、ワーキングリストに登録されている入力測定項目を修正測定項目に置き換える（Ｓ３
１３）。この場合、当該検体については、図１１（ａ）のステップＳ１０９において、修
正測定項目に従った測定、分析が行われる。他方、修正測定項目の数が入力測定項目の数
よりも多くなければ（Ｓ３１２：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、ワークリストに登録された当
該検体に対する入力測定項目を再設定せずに測定項目修正処理を終了する。
【０１２５】
　図８を参照して、たとえば、当該検体に対する入力測定項目がＣＢＣ＋ＤＩＦＦチャン
ネルであり、上記の処理により取得された修正測定項目がＣＢＣ＋ＤＩＦＦ＋ＲＥＴチャ
ンネルの場合、修正測定項目の数が入力測定項目の数よりも多いので、ワークリストに登
録された入力測定項目が、修正測定項目に置き換えられる。この場合、当該検体は、ＣＢ
Ｃ＋ＤＩＦＦ＋ＲＥＴチャンネルの測定項目について、測定が行われる。他方、当該検体
に対する入力測定項目がＣＢＣ＋ＤＩＦＦ＋ＲＥＴ＋ＰＬＴ－Ｆ＋ＷＰＣチャンネルであ
り、上記の処理により取得された修正測定項目がＣＢＣ＋ＲＥＴ＋ＰＬＴ－Ｆ＋ＷＰＣチ
ャンネルの場合、修正測定項目の数が入力測定項目の数よりも少ないので、ワークリスト
に登録された入力測定項目は、修正測定項目に置き換えられない。この場合、当該検体は
、ＣＢＣ＋ＤＩＦＦ＋ＲＥＴ＋ＰＬＴ－Ｆ＋ＷＰＣチャンネルの測定項目について、測定
が行われる。
【０１２６】
　図１４（ａ）または図１４（ｂ）の処理が実行されると、ワークリストは、たとえば、
図９（ａ）の状態から、図９（ｂ）の状態に再設定される。この場合、ラックＬの保持位
置２、６、９の検体について、修正測定項目が取得され、保持位置２、６、９の測定項目
が修正測定項目に再設定されている。保持位置２、６、９の登録日時は、入力測定項目が
修正測定項目に置き換えられた日時に変更される。こうして再設定されたワーキングリス
トに従って測定が行われると、保持位置２、６、９の検体については、修正測定項目に従
った測定が行われ、その他の保持位置の検体については、入力測定項目に従った測定が行
われる。
【０１２７】
　図１５は、図１１のステップＳ１１１で行われる再検処理を示すフローチャートである
。
【０１２８】
　図１１のステップＳ１１０の処理にて、各検体に対する測定データが取得されると、Ｃ
ＰＵ４０１は、取得した測定データを当該検体の検体ＩＤとともに検査室ホスト１０に送
信して、当該測定データの対する再検要否の問合せを行う（４０１）。これにより、検査
室ホスト１０において、図１３（ｂ）の処理が行われ、検査室ホスト１０から検体分析装
置１に、再検要否結果と測定オーダが送信される。
【０１２９】
　ＣＰＵ４０１は、検査室ホスト１０から、再検要否結果と測定オーダを受信すると（Ｓ
４０２：ＹＥＳ）、受信した再検要否結果から再検が必要であるかを判定する（Ｓ４０３
）。再検が不要である場合（Ｓ４０３：ＮＯ）、ＣＰＵ４０１は、処理を終了する。他方
、再検が必要であると（Ｓ４０３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４０１は、検査室ホスト１０から受
信した再検の測定オーダに従って、当該検体に対する測定・分析を行い（Ｓ４０４）、測
定結果を測定結果データベースに格納する（Ｓ４０５）。この場合、この測定結果におけ
る再検フラグは１に設定される。この測定結果は、当該患者の次回の測定において参照さ
れる。
【０１３０】
　以上、本実施の形態によれば、同じ患者の過去の測定結果が今回の測定における測定項
目に反映されるため、当該患者にとって適正な測定項目について、検体に対する測定、分
析が行われ得る。よって、より適正な分析結果を得ることができる。
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【０１３１】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面においてチェックボックスＣ４
、Ｃ６、Ｃ７の何れかが選択されることにより、現時点に最も近い測定時の測定項目に基
づいて今回の測定項目が設定されるため、当該検体に対してより適切な測定項目を設定す
ることができる。
【０１３２】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面においてチェックボックスＣ４
、Ｃ７の何れかが選択されることにより、過去に再検の測定があった場合には、その測定
における測定項目に基づいて今回の測定項目が設定されるため、当該検体に対してさらに
適切な測定項目を設定することができる。
【０１３３】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面においてチェックボックスＣ３
が選択されることにより、検査室ホスト１０に保持された再検判定の測定ルールが前回の
測定時から変更されたような場合に、前回の測定結果を新たな判定ルールに適用して再検
の測定項目を取得することができ、取得した再検の測定項目を今回の測定項目に設定する
ことができる。よって、当該検体に対して適切な測定項目を設定することができる。
【０１３４】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面において、再設定処理を有効化
するか無効化するかを、チェックボックスＣ１によって適宜選択できるため、ユーザは、
過去の測定結果に基づく測定項目ではなく、実際に入力設定した測定項目によって測定・
分析を行いたいような場合に、チェックボックスＣ１のチェックを外すことにより、再設
定処理を無効化することができる。よって、ユーザの利便性を高めることができる。
【０１３５】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面において、再設定処理の方法を
、数種の選択肢の中から、適宜、選択・変更できるため、ユーザは、検体の測定頻度や患
者の状況等に応じて、適宜、所望の再設定処理の方法を用いることができる。
【０１３６】
　なお、患者の状態や検体の性状は、時の経過とともに変遷するため、現時点から大きく
離れた過去の測定結果に基づく測定項目は、通常、現時点の測定には適さない。本実施の
形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面において、修正測定項目の時期的な取得範囲が現
時点から所定時間前までに限られるため、過度に古い測定時の測定項目が今回の測定に反
映されることを回避することができる。
【０１３７】
　また、本実施の形態によれば、図１０（ｂ）の設定画面中の領域Ｒ１、Ｒ２に対する入
力によって、修正測定項目の時期的な取得範囲が設定可能となっているため、ユーザは、
たとえば患者の来訪頻度を考慮しつつ、修正測定項目の時期的な取得範囲を動的に変更で
きる。これにより、ユーザの利便性を高めることができる。
【０１３８】
　また、本実施の形態によれば、図８（ｂ）に示すように、測定項目の設定においてＣＢ
Ｃチャンネルの測定項目の選択が必須となっているため、入力測定項目と修正測定項目の
何れが当該検体の測定に適用されたとしても、通常取得されるべき必須の測定結果を、確
実に取得することができる。
【０１３９】
　＜変更例１＞
　上記実施の形態では、情報処理ユニット４において、修正測定項目が取得されたが、検
査室ホスト１０において、修正測定項目が取得されても良い。この場合、測定結果データ
ベースは、検査室ホスト１０のハードディスク１０４に格納される。
【０１４０】
　図１６（ａ）は、この場合の情報処理ユニット４における処理を示すフローチャートで
ある。図１６（ａ）の処理では、再設定処理は行われず、単に、検査室ホスト１０から取
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得した測定オーダ（測定項目）に従った測定、分析が行われる。また、測定結果は、検査
室ホスト１０側の測定結果データベースにおいて管理されるため、測定が行われると、そ
の測定結果が情報処理ユニット４から検査室ホスト１０に送信される。
【０１４１】
　図１６（ａ）を参照して、図１１（ａ）のステップＳ１０１、Ｓ１０２と同様の処理に
より、ラックＬに保持された各検体の検体ＩＤがワークリストに登録されると、ＣＰＵ４
０１は、ワークリストに登録した検体ＩＤを検査室ホスト１０に送信し、各検体に対する
測定オーダ（測定項目）を、検査室ホスト１０に問い合わせる（Ｓ１２１）。その後、各
検体に対する測定オーダを検査室ホスト１０から取得すると（Ｓ１２２：ＹＥＳ）、ＣＰ
Ｕ４０１は、取得した測定オーダ中の測定項目を、検体ＩＤに対応付けて、ワークリスト
に登録する（Ｓ１２３）。こうして、ワークリストに対する登録が完了すると、ＣＰＵ４
０１は、ワークリストに登録された入力測定項目に従って、各検体に対する測定・分析を
実行する（Ｓ１０９）。そして、各検体に対する測定が終了すると、ＣＰＵ４０１は、そ
の測定結果を、検体ＩＤとともに、検査室ホスト１０に送信する（Ｓ１２４）。送信され
た測定結果は、検査室ホスト１０側の分析結果データベースに保持される。さらに、ＣＰ
Ｕ４０１は、今回の測定結果に基づく再検処理を実行する（Ｓ１２５）。再検が必要な場
合、再検処理において、再検による項目に従って測定・分析が行われる。
【０１４２】
　図１６（ｂ）は、ステップＳ１２５で実行される再検処理を示すフローチャートである
。このフローチャートは、ステップＳ４１０のみが図１５のフローチャートと相違してい
る。すなわち、ＣＰＵ４０１は、再検の測定を行うと、その測定結果を、検体ＩＤととも
に、検査室ホスト１０に送信する（Ｓ４１０）。送信された測定結果は、検査室ホスト１
０側の分析結果データベースに保持される。このとき、当該測定結果の再検フラグが１に
設定される。
【０１４３】
　図１７（ａ）は、検査室ホスト１０における測定項目の設定処理を示す図である。
【０１４４】
　検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１は、病院ホスト４０から測定オーダと検体ＩＤを取得
すると（Ｓ３１：ＹＥＳ）、取得した測定オーダと検体ＩＤを、ハードディスク１０４内
の測定オーダリストに登録する。測定オーダリストは、図９（ａ）に示すワークリストと
同様の構成を含んでいる。次に、ＣＰＵ１０１は、測定項目の再設定が有効化されている
かを判定する（Ｓ３３）。ここで、検査室ホスト１０は、上記実施の形態と同様、図１０
（ｂ）の設定画面によって、再設定処理の有効／無効と、再設定処理の内容が設定可能と
なっている。
【０１４５】
　再設定処理が無効の場合（Ｓ３３：ＮＯ）、ＣＰＵ１０１は、当該検体ＩＤに対する測
定項目の設定を終了する。再設定処理が有効の場合（Ｓ３３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は
、図１１（ｂ）のＳ１２と同様、病院ホスト４０から、当該検体ＩＤに対応する患者ＩＤ
を取得し、取得した患者ＩＤを測定オーダリストに登録する（Ｓ３４）。その後、ＣＰＵ
１０１は、ハードディスク１０４に格納した測定結果データベースを参照し、修正測定項
目取得処理（Ｓ３５）と修正項目修正処理（Ｓ３６）を実行する。修正測定項目取得処理
（Ｓ３５）と修正項目修正処理（Ｓ３６）は、図１１（ａ）のステップＳ１０７、Ｓ１０
８と同様の処理である。すなわち、ステップＳ１０７、Ｓ１０８では、上記実施の形態と
同様、図１０（ｂ）の設定画面による設定内容によって、図１２～図１４の何れかの処理
が行われる。なお、再検ルールは、検査室ホスト１０側のハードディスク１０４に保持さ
れているため、図１３（ａ）のステップＳ２２５は省略され、代わりに、ＣＰＵ１０１は
、図１３（ｂ）のステップＳ２２、Ｓ２３を実行して再検の要否結果を取得する。
【０１４６】
　図１７（ａ）のステップＳ３５、Ｓ３６の処理により、測定オーダリストに登録された
測定オーダ中の測定項目が、適宜、修正測定項目に置き換えられる。したがって、測定オ
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ーダリスト中の所定の検体に対する測定項目が修正測定項目に置き換えられた場合、図１
６（ａ）のステップＳ１２１において、当該検体に対する測定オーダの送信要求が検体分
析装置１からなされると、修正測定項目を含む測定オーダが、検体分析装置１に送信され
る。
【０１４７】
　図１７（ｂ）は、検査室ホスト１０にて実行される測定オーダの送信処理を示すフロー
チャート、　図１７（ｂ）は、検査室ホスト１０にて実行される測定結果の格納処理を示
すフローチャートである。
【０１４８】
　図１７（ｂ）を参照して、検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１は、検体分析装置１から、
検体ＩＤとともに測定オーダの送信要求を受信すると（Ｓ４１：ＹＥＳ）、受信した検体
ＩＤに対応する測定オーダを、ハードディスク１０４に格納された測定オーダリストから
取得し、取得した測定オーダを検体分析装置１に送信する。
【０１４９】
　図１７（ｂ）を参照して、検査室ホスト１０のＣＰＵ１０１は、検体分析装置１から、
検体ＩＤとともに測定結果を受信すると（Ｓ４１：ＹＥＳ）、受信した検体ＩＤに対応す
る患者ＩＤを測定オーダリストから読み出し、読み出した患者ＩＤと受信した測定結果を
、ハードディスク１０４に保持された測定結果データベースに格納する（Ｓ５２）。
【０１５０】
　本変更例においても、上記実施の形態と同様、同じ患者の過去の測定結果が今回の測定
における測定項目に反映されるため、当該患者にとって適正な測定項目について、検体に
対する測定、分析が行われ得る。よって、より適正な分析結果を得ることができる。
【０１５１】
　＜変更例２＞
　上記実施の形態では、再検ルールが検査室ホスト１０側に保持されたが、再検ルールが
情報処理ユニット４のハードディスク４０４に保持されても良い。この場合、図１３（ａ
）の処理は、図１８（ａ）のように修正される。図１８（ａ）のフローチャートでは、図
１３（ａ）のステップＳ２２５が、ステップＳ２３０に変更されている。ステップＳ２３
０では、図１３（ｂ）のステップＳ２２、Ｓ２３の処理が行われる。すなわち、ＣＰＵ４
０１は、ステップＳ２２４で取得した測定データを、ハードディスク４０４に格納された
再検ルールに適用し、再検要否の判定結果と再検時の測定オーダの取得を行う。
【０１５２】
　また、図１１（ａ）のステップＳ１１１における再検処理は、図１８（ｂ）のように修
正される。この場合、ステップＳ４２０において、ＣＰＵ４０１は、図１１のステップＳ
１０９で取得した測定データを、ハードディスク４０４に格納された再検ルールに適用し
、再検要否の判定結果と再検時の測定オーダの取得を行う。
【０１５３】
　以上、本発明の実施の形態および変更例について説明したが、本発明の実施の形態はこ
れらに限定されるものではない。
【０１５４】
　たとえば、上記実施の形態では、測定対象として血液を例示したが、尿についても測定
対象とされ得る。すなわち、尿を検査する検体分析装置にも本発明を適用することができ
、さらに、他の臨床検体を検査する臨床検体分析装置に本発明を適用することもできる。
【０１５５】
　また、上記実施の形態では、再設定処理のルールとして、図１０（ｂ）の設定画面に記
載されたルールが提示されたが、再設定処理のルールはこれに限られるものではなく、同
じ患者の過去の測定結果が、今回の測定における測定項目に反映されれば、他のルールで
有っても良い。また、図１０（ｂ）の設定画面に記載されたルールのうち、たとえば、チ
ェックボックスＣ６の条件等、一部の条件が、設定画面から省略されても良い。また、修
正測定項目の抽出範囲が、過去の測定結果として有用な再検の測定結果の範囲のみに制限
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されるよう、再検処理のルールが設定されても良い。ただし、この場合も、図１０（ｂ）
のチェックボックスＣ３に対応づけられた再設定処理においては、当該患者の過去の測定
結果のうち初検の測定結果が再検ルールに適用される必要がある。
【０１５６】
　また、測定項目は、図８（ａ）に示したものに限られず、他の測定項目を追加し、ある
いは、所定の測定項目が除かれても良い。また、ワークリストや測定結果データベースに
含まれる項目も、図９（ａ）、図１０（ａ）に示されたものに制限されず、測定項目の再
設定処理を行える範囲で、種々、変更が可能である。
【０１５７】
　また、検体ＩＤの取得形態は、バーコードリーダによる読取の他、ＲＦＩＤタグ等の他
の記憶媒体から取得する形態であっても良い。さらに、ネットワークシステムの構成も、
図１に示す構成に限られるものではなく、病院ホスト４０が省略される等、他のシステム
形態であっても良い。
【０１５８】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１５９】
　　　　１　…　検体分析装置
　　　　３　…　測定ユニット
　　　　４　…　情報処理ユニット
　　　４１　…　入力部
　　　４２　…　表示部
　　４０１　…　ＣＰＵ
　　　１０　…　検査室ホスト
　　１０１　…　ＣＰＵ
　　　Ｂ１　…　バーコードリーダ
　　　Ｔ１　…　バーコードラベル



(25) JP 5961424 B2 2016.8.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(26) JP 5961424 B2 2016.8.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(27) JP 5961424 B2 2016.8.2
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