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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料識別手段（８）を含む管（３、１９、２３）内に保存され、かつ、栓（３ａ）によっ
て密閉された全血液試料の分析を準備する方法であって、
　ａ）前記管（３、１９、２３）を保管区域（６、１１、１２）内に置き、かつ、患者の
身元、前記管（３、１９、２３）内に含まれた前記全血液試料に行うべき種類の分析を知
り、かつ、各管が分析前に受けるべき準備の種類を自動的に判断するために読み取り手段
（９）の助けを借りて前記識別手段（８）を読み取って自動制御装置（５）において読み
取られた情報を記録することによって前記管を識別するステップと、
　ｂ）ロボット把持部および前記自動制御装置（５）によって制御された移動手段（２４
、２５、２６、２７）の助けを借りて前記管を個別に抜き取って、かつ、前記保管区域（
６、１１、１２）から前記管と前記全血液試料とを準備する少なくとも１つの準備区域（
１０）に移動させるステップと、
　ｃ）前記試料識別手段（８）から読み取られた前記情報およびオペレータによって前記
自動制御装置（５）に入力された情報もしくは前記試料識別手段（８）から読み取られた
前記情報またはオペレータによって前記自動制御装置（５）に入力された情報の関数とし
てオペレータによって判断される準備シーケンスの適用において前記準備区域（１０）内
で前記管および前記試料を準備するステップであって、少なくとも、前記シーケンスが、
前記管内に含まれた前記血液の成分の全てを共に混合させるために前記管を攪拌するステ
ップを含む前記ステップと、



(2) JP 4960352 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

　ｄ）準備直後に、前記ロボット把持部および移動手段（２４、２５、２６、２７）の助
けを借りて全血液の自動分析装置（２８、３０）にアクセスすることができる少なくとも
１つのアクセス区域（１３ａ、１３ｂ）に前記管を個別に移動させて、前記管の前記識別
手段から読み取られた前記情報の関数として前記管（３、１９、２３）内に含まれた前記
全血液試料を分析するステップと、
　ｅ）分析後に前記管（３、１９、２３）を前記分析装置（２８、３０）から引き抜き、
前記ロボット把持部と移動手段との助けを借りて、前記アクセス区域（１３ａ、１３ｂ）
から前記保管区域（６、１１、１２）に置き換えるステップと、
　ｆ）他のサンプルについてステップａ）からｅ）を繰り返すステップとを備え、
前記ステップｂ）からｆ）は各管について個別に実行されることを特徴とする方法。
【請求項２】
ステップａ）において、前記管は、各々が前記管（３、１９、２３）を受け取るのに適し
た形式の複数の個々のハウジングを有する支持体（７、２０、２１）内に置かれて垂直方
向に保持され、かつ、隣接ハウジングの列内にまとめられ、前記支持体が、複数の前記支
持体（７、２０、２１）を受け取るのに適し、かつ、前記ロボット把持部および移動手段
（２４、２５、２６、２７）がアクセスすることができる前記保管区域（６、１１、１２
）内に位置決めされる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ステップａ）において、複数の管は、前記保管区域（６）内に置かれ、前記管を個別に処
理する前記ステップｂ）からｅ）を進める前に、前記保管区域内の前記管の電子マップを
確立するために、前記管（３）に関係する情報が、識別されて前記管の位置と共に前記自
動制御装置内に記録される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
ステップｃ）において、以下の更なる作業、即ち、
　前記管（３）を曝気するステップと、
　前記管（３）内での前記全血液試料の液位を確認するステップと、
　血餅が前記試料内に存在するか否か判断するステップと、
　前記管を閉鎖する前記栓（３ａ）が前記管内に係合されている深さを確認するステップ
とのうちの少なくとも１つが行われる、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
ステップｃ）において、前記試料の温度が加熱によって設定される、請求項４に記載の方
法。
【請求項６】
ステップａ）において、管は、緊急処理区域内に置かれ、前記自動制御装置は、前記管の
準備および分析が前記保管区域内にある前記管の準備および分析よりも優先して行われる
ようにプログラムされる、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
ステップｅ）において、前記管（３）は、前記管内に含まれた前記試料に行われた前記分
析結果の関数として、および、前記試料に行われるべき任意の更なる作業の関数として、
もしくは、前記管内に含まれた前記試料に行われた前記分析結果の関数として、または、
前記試料に行われるべき任意の更なる作業の関数として、前記ロボット把持部および移動
手段（２４、２５、２６、２７）に助けを借りて、分類され、かつ、異なる前記支持体（
７）内に保管される、請求項２から請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記全血液試料を準備かつ分析する前に、品質管理が、全血液の対照試料を含む管（１９
）を使用して行われ、前記対照試料を含む管が、前記ロボット把持部および移動手段（２
４、２５、２６、２７）がアクセスすることができる冷蔵保存区域（１１）内に保存され
、前記対照試料を含む管（１９）が、未知の全血液の管（３）と同様に加熱かつ準備され
、その後、前記分析装置（２８）内に連続的に導入され、かつ、前記ロボット把持部およ
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び移動手段によって前記冷蔵保存区域（１１）内の開始場所に置き換えられるように、自
動的に回収される、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
少なくとも１つの対照試料管（１９）の分析が、前記分析装置（２８）内で所定数の全血
液管（３）を準備かつ分析した後で定期的に準備され、前記対照試料管（１９）が、抜き
取られて、準備され、かつ、前記分析装置内に導入されて、その後、前記ロボット把持部
および移動手段（２４、２５、２６、２７）によって回収かつ保管される、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　一連の所定数の未知の全血液試料（３）で分析されたパラメータの各々の平均を取るス
テップと、
　健康な患者に対応し、かつ、前記制御装置（５）内に記録された前記パラメータについ
て分析パラメータの平均値を公称値の範囲と比較するステップと、
　前記平均値の１つが前記対応するパラメータの前記公称値の範囲外にある場合、対照試
料管（１９）を準備して前記対照試料に関して同じパラメータを分析するステップと、
　前記対照試料（１９）に関して分析された前記パラメータの値が前記パラメータの公称
値の範囲内にある場合、新しい一連の未知の全血液試料（３）と、少なくとも１つの病的
な血液試料が先行する一連の全血液試料中において存在することを示す対応する公称値の
範囲外に位置する前記平均値とに関する分析を続行するステップとを備え、、
　前記対照試料（１９）に関して分析された前記パラメータの前記値が前記パラメータの
公称値の範囲外にある場合、前記分析装置（２８）が、新しい一連の未知の全血液試料を
分析する前に較正されることを特徴とする請求項８または請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
各々が識別するための少なくとも１つの識別手段（８）を有し、かつ、栓（３ａ）によっ
て密封される管（３）内に保存された全血液試料の分析を準備するために、請求項１から
請求項１０のいずれかに記載の方法を実行するようにプログラムされた装置（１）であっ
て、
　分析の前後に前記管（３、１９、２３）を保管する前記保管区域（６、１１、１２）を
構成する少なくとも１つの区画室と、
　前記管の識別手段（８）を読み取る少なくとも１つの前記読み取り手段（９）と、
　前記保管区域において分析前および分析後もしく分析前または分析後に管を分類する分
類手段（９、８ａ、９ａ）と、
　分析前に前記全血液試料を準備し、かつ、前記試料を含む前記管（３、１９、２３）を
確認および処理もしくは確認または処理する手段（１４、１５、１６、１７、１８）と、
前記管内の全血液試料の全ての成分を混合すべく、前記管を攪拌する少なくとも１つの攪
拌手段（１４）とを含む少なくとも１つの準備区域（１０）と、
　全血液の少なくとも１つの自動分析装置（２８、３０）にアクセスすることができ、前
記管（３、１９、２３）を前記分析装置内に置くことを可能にする少なくとも１つのアク
セス区域（１３ａ、１３ｂ）と、
　自動制御装置（５）によって制御され、かつ、前記保管区域（６、１１、１２）内で前
記管（３、１９、２３）を個別に保持しかつ置き換え、かつ、前記保管区域と、前記準備
区域（１０）と、前記自動制御装置（５）に結合および制御もしくは結合または制御され
る前記分析装置（２８、３０）に準備の直後にアクセスすることができる前記アクセス区
域（１３ａ、１３ｂ）との間で少なくとも３つの方向ＸＹＺに搬送するのに適したロボッ
ト把持部および移動手段（２４、２５、２６、２７）とを含む装置。
【請求項１２】
前記管がオペレータによって置かれる個々のハウジングを含む支持体（７、２０、２１）
を含み、前記支持体が、前記保管区域（６、１１、１２）内に位置決めされ、かつ、手作
業で除去可能であり、前記保管区域（６、１１、１２）が、複数の前記支持体（７、２０
、２１）を受け取るのに適し、かつ、分析用の前記全血液試料を含む管（３、１９、２３
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）を抜き取りかつ置き換えることを可能にするために前記ロボット把持部および移動手段
（２４、２５、２６、２７）によってアクセス可能である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記装置の外側からオペレータが手作業でアクセス可能である緊急処理室（１２）を含み
、前記緊急処理室（１２）が、前記ロボット把持部および移動手段（２４、２５、２６、
２７）もアクセス可能であり、かつ、全血液管（２３）を受け取るのに適した少なくとも
１つのハウジングを含む少なくとも１つの管支持要素（２２）を含む、請求項１１または
請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記確認および処理もくしは確認または処理手段（１４、１５、１６、１７、１８）が、
前記管を曝気する装置（１５）を含む、請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１５】
前記分析装置（２８、３０）を確認することを可能にするために、全血液の対照試料管（
１９）を保管および保存する保存室（１１）を含み、前記保存室が、前記管を冷却する冷
却手段を含む、請求項１１から請求項１４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
前記対照試料管（１９）が、支持体（２０）の個々のハウジング内の前記保存室（１１）
に位置決めかつ保持され、前記冷却手段が前記ハウジング内かまたはその周辺部に置かれ
た熱電池（ペリチエ効果電池）で構成される、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
前記確認および処理もくしは確認または処理手段が、
　前記管（３）内の全血液の液位および前記全血液中の血餅の存在を検出する手段（１６
）および
　前記栓（３ａ）を前記血液管（３）内に入れる液位を確認する手段（１７）および
　熱電池によって構成され、前記管を加熱する手段（１８）
から選択される、請求項１１から請求項１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
前記ロボット把持部および移動手段が、前記栓の基部の下で、前記管（３、１９、２３）
を保持するように適合されたヒンジ付きクランプ（２７）を含み、前記クランプが、並進
運動装置によって３本の直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に沿って並進運動で垂直および水平に
移動可能であり、前記並進運動装置が、前記Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に沿って導かれ、かつ、共
に対で結合された少なくとも３本の案内レール（２４、２５、２６、２７）を有し、水平
でかつ固定された第１のレール（２４）を含み、前記第１のレール（２４）に水平かつ垂
直であり、前記第１のレール（２４）上を並進運動で移動可能である第２のレール（２５
）と、前記第２のレール（２５）に垂直であり、前記第２のレール（２５）に固定され、
かつ、前記第２のレール（２５）の上を並進運動で、かつ、前記第２のレール（２５）に
垂直に移動可能である第３のレール（２６）とを支持し、前記クランプ（２７）が、前記
第３のレール（２６）に固定される、請求項１１から請求項１７のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項１９】
前記ロボット把持部および移動手段が、前記全血液管を把持するクランプで、端部の１つ
に設置された関節腕を含む、請求項１１から請求項１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
少なくとも１つの前記分析装置にアクセスすることができる少なくとも１つのアクセス開
口部（４ａ、４ｂ）と、緊急処理室（１２）にアクセスすることができる第２のアクセス
開口部（４ｃ）を含む保護筐体（４）内に閉じ込められる、請求項１１から請求項１９の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
前記分析装置（２８、３０）にアクセスすることができる前記アクセス区域（１３ａ、１
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３ｂ）が、前記装置（１）と前記分析装置との間で移動するのに適したそれぞれの移動キ
ャリッジ（２９ａ、２９ｂ）を含み、各前記キャリッジが、前記自動制御装置（５）によ
って制御され、かつ、前記ロボット把持部および移動手段（２４、２５、２６、２７）か
ら前記全血液管を受け取るのに適した少なくとも１つのハウジングを含む、請求項１１か
ら請求項２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
前記ロボット把持部および移動手段（２４、２５、２６、２７）が、前記保管区域（６）
と、前記準備区域（１０）と、前記分析装置にアクセスすることができる前記区域（１３
ａ、１３ｂ）と、前記緊急処理室（１２）と、対照試料管を保管および保存する前記保存
室（１１）とにおいて、前記全血液試料を含む前記管と、対照試料を含む前記管とを検出
および検視もしくは検出または検視する手段を含む、請求項１８から請求項２１のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項２３】
前記保管区域（６）内および対照試料管（１９）を保存する前記保存室（１１）内もしく
は前記保管区域（６）内または対照試料管（１９）を保存する前記保存室（１１）内に配
置された前記支持体（７、２０）が、前記読み取り手段（９ａ）によって読み取られるの
に適した識別手段（８ａ）を含む、請求項１５から請求項２２のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項２４】
栓によって密閉される管（３、１９、２３）内に含まれる分析されるべき試料から全血液
を採取するための針を含む全血液の少なくとも１つの自動分析装置（２８、３０）を含み
、
　前記自動分析装置に結合され、かつ、前記自動分析装置にアクセスすることができる準
備装置（１）に設けた少なくとも１つの前記アクセス区域（１３ａ、１３ｂ）を介して前
記自動分析装置と連絡する、請求項１１から請求項２３のいずれか一項に記載の、全血液
試料の分析を準備するのに適した少なくとも１つの準備装置（１）を含む、全血液を分析
する自動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つまたはそれ以上の自動全血液分析装置の助けを借りて血液学的分析を行
うために全血液試料を準備する方法に関し、本発明は、また、本方法を実行する自動準備
装置に関する。
【０００２】
　とりわけ、本発明は、自動分析装置を使用して行った分析の信頼性を向上させ、また、
当該分析を当該自動分析装置の助けを借りて実行することができる柔軟性を向上させるた
めに全血液試料を自動的に準備するプロトコルを定義しようとするものである。
【背景技術】
【０００３】
　全血液に行われる血液分析（血液学的分析）は、患者から採取された血液試料を凝固、
または遠心分離機で分離した後に得られるような、血清または血漿に行われる分析と異な
り、血液成分の全てを含む血液管に行われる。
【特許文献１】米国特許第４６０９０１７号
【特許文献２】欧州特許出願公開第０７２６４５３号
【特許文献３】欧州特許出願公開第０６４５００６号
【特許文献４】米国特許第５２３２０８１号
【特許文献５】欧州特許出願公開第０３４４８１９号
【特許文献６】米国特許第４９２７５４５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　適正に実施されるために、全血液に関する当該分析では、分析中に計数すべき血小板お
よび赤血球および白血球などの血液成分の全てを徹底的に混合させるために分析用血液管
攪拌の持続が必要とされる。この攪拌段階は、分析の品質を確保する上で不可欠であり、
まさに分析直前に、かつ、標準化されている判定基準に従って実施しなければならない。
【０００５】
　分析用血液管は、患者および血液管内に含まれた血液試料に行うべき分析に関する情報
にアクセスすることができるバー・コードによって識別される。
　これらの血液管は、部類別に分類され、複数の血液管を受け取るのに適した、ラックと
一般に称されている支持体上に置かれる。事前の攪拌後、血液管は、手作業にてかつ個別
に自動分析装置内に導入することができる。また、血液管は、各分析装置専用であり、か
つ、位置合わせされた約１０個のハウジングを有するカセットまたはラック内に置くこと
ができ、ハウジング内には、血液管が置かれ、かつ、一般的に、オペレータによって手作
業で固定され、その後、オペレータは、上記カセットまたはラックを分析装置の装荷室内
に置く。
【０００６】
　その後、上記カセットは、自動的に分析装置に預けられ、その後、分析装置は、管を搬
送しおよび攪拌させ、各血液管内に含まれた血液試料を分析し、最後に、上記カセット上
に置かれた血液管の全てが分析されると上記カセットを保管するという諸作業を行う。
【０００７】
　複数の分析用血液管を担持するカセットまたはラックを預かるのに適した種々の当該自
動分析装置は、特に、特許文献１、特許文献２、特許文献３で説明されている。
　しかし、当該自動分析装置の使用は、完全に満足なものであるわけではない。用いられ
る分析法に関係なく、オペレータは、血液管の各々を手作業でラックから分析装置または
ラックに移す必要があり、そして分析後、オペレータは、特定の分析結果が正確であるこ
とを確認するために必要である場合には、再度、血液管を分析することを可能にするため
に、冷蔵庫内で短期間保存することができるようにラック上の血液管を置き換えるために
、血液管を分析装置から、または、上記カセットから引き抜く必要がある。
【０００８】
　各分析用血液管については、オペレータは、注意して、血液管をカセット内に適正に係
合させ、識別することができるようにバー・コード・ラベルが読み手に見えるようにする
ために血液管を回し、かつ、血液で汚れないようにする必要がある。
【０００９】
　さらに、第１の結果を確認することが妥当であるときには、オペレータがその組の血液
管の中で、どの血液管を再度分析する必要があるのか識別することは困難である。オペレ
ータは、確認する必要がある試料を含む血液管を目視で識別するために血液管上のバー・
コード・ラベルの各々を確認する必要があり、その後、上記血液管（あるいは、上記血液
管が位置するカセット全体）を個別に分析装置内に再導入する必要があり、これは、特に
、行う上で時間が掛かりかつ長期にわたるものになる可能性がある。
【００１０】
　したがって、現在の分析装置の助けを借りて血液学的分析を実施することは、柔軟性を
欠くものである。
　また、特許文献４で説明されているように、保管区域から１つまたはそれ以上の分析装
置に預けられる分析点まで分析用管を供給する種々の自動システムが知られている。その
システムは、カセットが分析装置の処理量の関数としてコンベヤ・レール上に自動的に所
定の位置に置かれた状態で保管室から出発する、管が満載されかつ分析装置間でカセット
を移送するレール上に置かれたカセットを搬送するシステムを含む。分析装置に血液管を
供給する上記のタイプの自動システムでは、たとえ分析をより速い速度で実行することを
可能にするとしても、分析を実施する際の柔軟性に関する先に定義した諸問題は解決され
ない。
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【００１１】
　さらに、カセット全体の搬送には、カセットの方向を小さな半径の曲線を描いてシステ
ム上で変えることを可能にするように大型のコンベヤ・システムを建造する必要があり、
これでは、当該カセットコンベヤ・システムの使用は、研究所では不便かつ困難になる。
【００１２】
　特許文献５では、本質的に分析用血液管を保管しかつ混合させる役目をする装置が説明
されている。この装置は、血液管の攪拌のみに対応するものであり、試料を準備する何ら
かの他の段階に対応するものではない。各血液管は、保管区域で個々の支持体上に置かれ
て、その後、血液管は、非常に複雑かつ大型の機構によって連続的に１つずつ攪拌装置お
よび分析装置にアクセスすることができる区域に移動される。
【００１３】
　自動ではあるが、上記装置には、カセットを使用する分析装置と同じ種々の欠点がある
。オペレータが血液管を１つずつ保管室内の支持体内に導入する必要がある。さらに、そ
の作動では、血液管が準備されかつ分析される順番における柔軟性が全く得られない。
【００１４】
　より良い柔軟性は、特許文献６で説明されている種類の装置によって得られている。こ
の特許では、血清を自動的に処理する装置が説明されており、この装置は、様々な装置間
で血清管を取り扱う５軸ロボット・アームを駆動させるコンピュータ化された制御装置を
含む。しかし、上記装置は、非常に大型であり、このために、非常に多くの分析を毎日行
う必要があり、かつ、大勢のオペレータが作業しかつ動き回る研究所での使用に不適切な
ものとなっている。さらに、特許文献６の装置は、血液管を自動的に個別に準備すること
を可能にするものではない限り、全血液試料の処理には不適切である。
【００１５】
　既存の自動分析装置および自動化供給システムのもう１つの欠点は、分析研究所で一般
的に遭遇する種類の緊急事態への対応に不適切であるという点にある。当該緊急事態にお
いては、オペレータは、即座に結果を得ることができるように、分析装置内または分析装
置の供給システム上にはない血液管に分析を行うことができることがきわめて重要である
。これを行うために、オペレータは、分析装置に入りかつその中にある血液管の１つの代
わりとなる準備が整った緊急分析用管をカセット内に導入するために、進行中の分析を停
止することが義務付けられている。その後、緊急時の分析が実行されたら、停止した通常
の分析工程を再開する必要がある。それは、同様に、オペレータにとって抑圧的かつ長た
らしく、また、通常の分析工程における突然の停止となる諸作業であり、その結果、実行
された分析の信頼性、したがって、得られる結果の正確さが妨げられる。
【００１６】
　特許文献５で説明されている装置は、特に、当該緊急事態への対応には不適切なもので
ある。
　最後に、血液管の分析開始前に、オペレータは、分析装置によって行われた測定が正確
であることを確認するために、かつ、妥当な場合に、その後に、未知の試料に正しい分析
を行うように適切に分析装置を調整するために、様々なパラメータが公知の値に対する公
知の公差を伴う公知の値を有する血液の対照試料を含む血液管を分析することによって、
各種分析装置に種々の品質管理作業を毎日行う必要がある。特定の国レベルの法規によっ
て、分析装置類が1日のうちに調整外れにならないこと、かつ、分析の品質が常に一定で
あることを確認するために品質管理作業を日に数回行うことが必要である。
【００１７】
　血液の対照試料を含む血液管は、使用しないときには冷蔵庫に保管する必要があり、そ
れで毎回の品質管理作業では、オペレータは、分析装置を停止し、その後、冷蔵庫から妥
当な対照試料血液管を取り出して、その血液管が行うべき作業に実際に妥当であること、
特に、対照試料内の血液は、使用期限日に達しておらず、かつ、分析を受けた回数があま
り多くないことを確認しなければならない。その後、対照試料血液管を室温に戻し、その
後、有効である規格類に従って対照試料を分析することによって種々の品質管理作業を行
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う必要があり、最後に、品質管理を終えたら、血液管は、冷蔵庫に戻さなければならず、
その後、通常の各種分析を再開することができる。
【００１８】
　また、分析装置で品質管理を行う諸作業は、特に、オペレータが実施するには長たらし
くかつ骨の折れるものであり、対照試料血液管を保存かつ使用する必要がある条件の遵守
に十分な注意をしないということが起こる可能性がある。
【００１９】
　したがって、本発明の目的は、現在の自動分析装置の使用に関連した種々の欠陥を回避
すると同時に、自動分析装置に全血液試料を供給することを可能にする分析用全血液試料
を準備する方法を提供することである。
【００２０】
　特に、本発明は、特に、緊急時分析をより管理しやすくすることよって血液学的分析の
実施をより柔軟性に富んだものであることを可能にする方法を提供しようとするものであ
る。
【００２１】
　また、本発明の目的は、分析装置類に品質管理を行う諸作業に関連した諸問題を解決す
ることができる、特に、全血液試料の分析を準備する方法を提案することである。
　本発明の別の目的は、特に、分析用試料を含む管が適正に条件づけられていることを確
保すると同時に、また、分析装置に品質管理を行って相応に調整する諸段階を自主的に管
理することによって、実施される分析の信頼性を向上させることを可能にする方法を提案
することである。
【００２２】
　また、本発明は、本発明の方法に従った分析用全血液試料準備を専用とした装置を提供
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　したがって、第１の態様においては、本発明は、試料識別手段を含む管内に保存され、
かつ、栓によって好ましくは密閉された全血液試料の分析を準備する方法であって、以下
の連続的なステップ、即ち、ａ）管を保管区域内に置き、かつ、患者の身元、管内に含ま
れた血液試料に行うべき種類の分析を知るために適当な読み取り手段の助けを借りて識別
手段を読み取って自動制御装置において読み取られた情報を記録することによって血液管
を識別するステップと、ｂ）ロボット把持部および自動制御装置によって制御された移動
手段の助けを借りて管の各々を個別に抜き取って、かつ、保管区域から管と血液試料とを
準備する少なくとも１つの準備区域に移動させるステップと、ｃ）試料識別手段から読み
取られた情報の関数としておよびオペレータによって自動制御装置に入力された情報に基
づいて、もしくは試料識別手段から読み取られた情報に関数としてまたは自動制御装置に
入力された情報に基づいてオペレータによって判断される準備シーケンスの適用において
準備区域内で管および試料を準備するステップであって、少なくとも、シーケンスが、管
内に含まれた血液の成分を共に混合させるために管を攪拌するステップを含むステップと
、ｄ）準備直後に、管内に含まれた血液試料を分析するために、ロボット把持部および移
動手段の助けを借りて全血液の自動分析装置にアクセスすることができる少なくとも１つ
のアクセス区域に管を個別に移動させるステップと、ｅ）分析後にアクセス区域を介して
管を分析装置から引き抜して、ロボット把持部と移動手段との助けを借りて保管区域にお
いて置き換えるステップと、好ましくは、ｆ）他のサンプルについて作業ａ）からｅ）を
繰り返すステップとによって特徴づけられる方法によって上記の種々の目的を達成する。
【００２４】
　本発明の方法の好適な特徴に従って、ステップａ）において、管は、各々が管を受け取
るのに適した形式の複数の個々のハウジングを含む支持体内に置かれて垂直方向に保持さ
れ、かつ、隣接ハウジングの複数の列内にまとめられ、支持体は、複数の支持体を受け取
るのに適し、かつ、ロボット把持部および移動手段がアクセスすることができる保管区域
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内に位置決めされる。
【００２５】
　確実に血液試料が良好な状態で分析されるようにするために、諸作業を妨害するものが
ないようにして自動分析装置が管から確実に血液を採取するようにすることも妥当である
。そういう理由から、ステップｃ）において、以下の更なる作業、即ち、
　・管の曝気を引き起こすステップと、
　・管内での血液試料の液位を確認するステップと、
　・管内に含まれた試料内に血餅が存在するか否か判断するステップと、
　・管を閉鎖する栓が係合されている深さを確認するステップと
のうちの少なくとも１つを行うことが好ましい。
【００２６】
　さらに、状況によっては、ステップｃ）においては、好ましくは試料を加熱することに
よって試料をある温度にすることも可能である。
　本発明の方法の別の好適な特徴に従って、ステップｅ）において、管は、ロボット把持
部および移動手段の助けを借りて、管内に含まれた試料に行われた分析結果の関数として
、または、ラック内のスペース最適化の関数としても、または、実際には、試料に行われ
るべき更なる分析の関数として、分類され、かつ、異なる支持体内に保管される。
【００２７】
　大半の国々で有効である国レベルの法規に従って、未知の血液試料の分析を進める前に
毎日、自動分析装置の精度を確認することが必要とされる。そういう理由から、本発明に
従って、全血液試料を準備かつ分析する前に、血液の対照試料が、分析装置の品質管理を
行うために使用され、対照試料は、ロボット把持部および移動手段がアクセス可能である
冷蔵区域内に保存され、血液の対照試料は、未知の全血液試料と同様に加熱されて準備さ
れ、その後、分析装置内に導入され、自動的に回収されて、最後に、ロボット把持部およ
び移動手段によって冷蔵区域内の開始場所に置き換えられる。
【００２８】
　妥当な場合には、特定の州で有効でありおよび特定の検出器で適用されているような、
もしくは、特定の州であるか、または、特定の検出器で適用されているような分析規格類
を満足するために、少なくとも１つの血液の対照試料管の分析は、分析装置内で所定数の
全血液試料を準備かつ分析した後で定期的に準備され、血液対照試料管は、抜き取られて
、準備され、かつ、分析装置内に供給されて、その後、ロボット把持部および移動手段に
よって回収かつ保管される。
【００２９】
　したがって、有利なことに、血液分析に使用される自動分析装置が設定値外れになって
おらず、かつ、まだ、分析結果が有効であることを保証するのに十分な精度と信頼性を有
することを確認するために、１日のうち、何回も抜き取り検査が自動的に行われる。
【００３０】
　別の有利な特徴に従って、本発明の方法は、自動分析装置によって行われた分析結果の
有効性を自動的に確認するプロトコルを含む。この目的のために、かつ、本発明に従って
、以下のステップ、即ち、
　・一連の所定数の未知の全血液試料で分析されたパラメータの各々の平均を取るステッ
プと、
　・公称値が健康な患者に対応し、かつ、自動制御装置内に記録された同じパラメータに
ついて分析試料の平均値を公称値の範囲と比較するステップと、
　・平均値の１つが対応するパラメータの公称値範囲外にある場合、対照試料を準備して
対照試料に関して同じパラメータを分析するステップと、
　・対照試料に関する分析パラメータの値がパラメータの公称値の範囲内にある場合、新
しい一連の未知の全血液試料の分析を続行するステップとが行われ、
　・対照試料に関して分析されたパラメータの実測値がパラメータの公称値の範囲外にあ
る場合、分析装置が、新しい一連の未知の全血液試料を分析する前に較正される。



(10) JP 4960352 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

【００３１】
　したがって、分析を行うと同時に分析装置の設定値のずれの可能性を検出し、かつ、オ
ペレータが介入する必要性がなく、自動的な確認（品質管理）を行うか、または、実測パ
ラメータの１つまたはそれ以上の平均値が公称値の対応する範囲外にあるとき、特定の一
連の試料内での病的血液の試料の存在を検出することが可能である。
【００３２】
　これとは対照的に、対照試料に関して測定されたパラメータの値が、公称値の範囲外に
あるとき、分析装置を較正する、即ち、設定値を補正することが必要であり、較正は、特
別な較正血液管の助けを借りてオペレータが行うことができる。
【００３３】
　第２の態様においては、本発明は、本発明の方法を用いて全血液試料の分析を準備をす
る際に有用である自動装置も提供する。本装置は、
　・分析の前後に管を保管する保管区域を構成する少なくとも１つの区画室と、
　・管の識別手段を読み取る少なくとも１つの読み取り手段と、
　・分析前に血液試料を準備し、かつ、試料を含む管を確認および処理もしくは確認また
は処理する手段と、特に、管を攪拌する攪拌手段とを含む少なくとも１つの準備区域と、
　・全血液の少なくとも１つの自動分析装置にアクセスすることができ、管を分析装置内
に置くことを可能にする少なくとも１つのアクセス区域と、
　・自動制御装置によって制御され、かつ、保管区域内で管を個別に保持しかつ置き換え
、かつ、保管区域と、準備区域と、好ましくは、自動制御装置に結合および制御もしくは
結合または制御される分析装置にアクセスすることができるアクセス区域との間で少なく
とも３つの方向ＸＹＺに搬送するのに適したロボット把持部および移動手段と
を含む。
【００３４】
　有利なことに、上記装置は、管がオペレータによって置かれる個々のハウジングを含む
支持体を含み、支持体は、保管区域内に位置決めされ、かつ、手作業で除去可能であり、
保管区域は、複数の支持体を受け取るのに適し、かつ、分析用全血液試料を含む管を抜き
取りかつ置き換えるためにロボット把持部および移動手段によってアクセス可能である。
【００３５】
　有利な実施形態においては、本発明の装置は、装置の外側からオペレータが手作業でア
クセス可能である緊急処理室を含み、緊急処理室は、ロボット把持部および移動手段もア
クセス可能であり、かつ、血液管を受け取るのに適した少なくとも１つのハウジングを含
む少なくとも１つの管支持要素を含む。
【００３６】
　緊急処理室は、準備装置または進行中の分析を停止する必要がなく、血液管をいつでも
分析システムに挿入または引き抜くことを可能にするものであり、その結果、管がまだ装
置内にないときに、優先順位を基本とした分析に向けて血液管の準備および分析が促進さ
れる。
【００３７】
　好適な特徴に従って、上記確認および処理もくしは確認または処理手段は、以下、即ち
、
　・管を曝気する少なくとも１つの装置、および
　・管内の血液の液位および血液中の血餅（がある場合）の存在を検出する少なくとも１
つの手段、および
　・栓が血液管内に係合される液位を確認する少なくとも１つの手段、および
　・好ましくは熱電池によって構成された、管を加熱する少なくとも１つの手段、もしく
は、
　・管を曝気する少なくとも１つの装置、または
　・管内の血液の液位および血液中の血餅（がある場合）の存在を検出する少なくとも１
つの手段、または
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　・栓が血液管内に係合される液位を確認する少なくとも１つの手段、または
　・好ましくは熱電池によって構成された、管を加熱する少なくとも１つの手段
のうちの１つまたはそれ以上を含む。
【００３８】
　有利な実施形態においては、本発明の準備装置は、分析装置を確認することを可能にす
る、血液の対照試料を含む管を保管および保存する区画室を含み、区画室は、管を冷却す
る手段を含む。
【００３９】
　別の好適な特徴に従って、対照試料管は、支持体の個々のハウジング内の保存室に位置
決めかつ保持され、冷却手段は、好ましくはハウジング内かまたはその周辺部に置かれた
熱電池（ペリチエ効果電池）で構成される。
【００４０】
　試料を本発明の準備装置内に保管する区画室を一体化すると、有利なことに、管を準備
しかつ血液を分析する工程を国レベルの規制および分析研究所専用の内部手順もしくは国
レベルの規制または分析研究所専用の内部手順に適合させることが可能となる。この配置
で、全ての品質管理作業、および、特に分析確認作業は、結果の安全性を保証するために
オペレータが担当したりしなくてもよく、自動的にかつ厳しく行なうことができる。
【００４１】
　本発明の装置の別の有利な特徴に従って、上記ロボット把持部および移動手段は、好ま
しくは栓の基部の下に管を保持するように適合された関節クランプを含み、クランプは、
並進運動装置によって３本の直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に沿って並進運動で垂直および水
平に移動可能であり、並進運動装置は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に沿って導かれ、かつ、共に対
で固定された少なくとも３本の案内レールを有し、水平でかつ固定された第１のレールを
含み、水平であって第１のレールに垂直であり、第１のレール上を並進運動で移動可能で
ある第２のレールと、垂直であって第２のレールの上でかつ第２のレール上を並進運動で
垂直に移動可能であるように第２のレールに固定された第３のレールとを支持し、クラン
プは、第３のレールに固定される。
【００４２】
　ロボット把持部および移動手段の特定の実施形態においては、ロボット把持部および移
動手段は、血液管を把持する把持クランプと共に端部の１つに設置された、例えば、多軸
ロボットタイプの関節腕を含む。
【００４３】
　分析用血液管が、本発明の準備装置内に保管された血液の対照試料管と共に取り扱われ
、かつ、準備される環境を維持するために、かつ、血液管と共に要素の全てを、例えば、
衝撃、振動、および他の外部からの攻撃から保護するために、準備装置は、少なくとも１
つの分析装置にアクセスすることができる少なくとも第１の開口部と、緊急処理室にアク
セスすることができる第２の開口部とを有する保護筐体内に閉じ込められる。さらに、こ
のような保護筐体は、はねかけおよび装置の誤動作もしくははねかけまたは装置の誤動作
の危険性に対するオペレータの安全性も向上させる。
【００４４】
　準備装置から分析装置に分析用血液管をさらに供給しやすくするために、分析装置アク
セス区域は、有利なことに、装置と記分析装置との間で移動するのに適したそれぞれの移
動キャリッジを含み、キャリッジは、自動制御装置によって制御され、かつ、把持部およ
び移動手段によって血液管を受け取るのに適した少なくとも１つのハウジングを含む。
【００４５】
　本発明の特定の実施形態においては、管識別手段を読み取る読み取り手段は、ロボット
把持部および移動手段に固定され、かつ、好ましくは、クランプに固定される。
　本発明の特定の実施形態においては、自動制御装置においてプログラムおよび記録され
る装置の電子マップに基づいて自動制御装置によって直に制御されかつ導かれるが、ロボ
ット把持部および移動手段は、保管区域と、準備区域と、分析装置にアクセスすることが
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できる区域と、緊急処理室と、血液の対照試料管を保管および保存する区域室とにおいて
、血液試料を含む管と、対照試料を含む管とを検出および検視もしくは検出または検視す
る手段も含む。
【００４６】
　上記検出および検視もしくは検出または検視手段は、有利なことに、保管区域、緊急処
理室、または対照試料管保存室において管支持体上の決められた場所における管の存在を
確認し、また、場所が空であるときに、その後にそのことを考慮することができるように
制御プログラムに知らせるか、または、確実に管が適切に保持されて装置内で適切に移動
させるようにするために、単に、管との把持部の位置合わせを調整する役目をすることを
可能にするものである。
【００４７】
　妥当な場合には、その後の確認分析のために既に分析された試料をさらに保管しやすく
するために、保管区域内および血液の対照試料を含む管を保管および保存する区画室内も
しくは保管区域内または血液の対照試料を含む管を保管および保存する区画室内に置かれ
た支持体は、妥当な読み取り手段によって読み取られるのに適した識別手段も含む。
【００４８】
　また、本発明の準備装置は、有利なことに、分析用管を準備し、かつ、分析装置の品質
を制御する諸機能の全てを一体化する完全自動分析システムを構成するように、自動分析
装置に結合することができ、分析装置は、栓によって密閉され、かつ、準備装置にアクセ
スすることができる区域を介して準備装置から提示される管内に含まれた分析用試料から
血液を採取する手段、特に、針を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　本発明の他の特徴は、非制限の実施例として、かつ、添付図面を参照しながら行う以下
の詳細な説明を読むと明らかになる。
　初めに、図１および図２を参照すると、図示する実施形態においては、全血液試料の分
析を準備する本発明の装置１は、各々が管の中に含まれた試料を識別する識別手段８を有
し、かつ、各々が栓３ａによって密閉される管３内に含まれた血液試料を処理するために
画定かつ配分された複数の区域を有する作業面２を含む。作業面２は、装置の特定の区域
にアクセスする開口部４ａ、４ｂ、および４ｃを含み、また、装置用自動制御装置５を含
む保護隔離筐体４によって覆われる。上記自動制御装置は、入力キーボード５ａと、オペ
レータがマン・マシン・インタフェースを介して装置と連絡することを可能にする接触感
応画面５ｂとに結合される。
【００５０】
　変形実施形態においては、装置の補機であり、かつ、装置に結合されるコンピュータは
、当業者によく知られている方法で上記自動制御装置を構成することができる。
　血液管３は、装置１において分析用に準備された後に自動分析装置により分析される対
象物である。公知の方法で、このような自動分析装置は、実施すべき分析に、または、分
析装置が摺動散布機を含む場合に血液の塗布標本を作るために必要かつ十分な量の血液を
採取するために管３の栓３ａに刺し通すのに適する、血液を採取する手段を含む。
【００５１】
　分析を準備する装置１は、単一の共通の単位で、全血液に関する分析を準備かつ実施す
るためにこれまでオペレータによって行われていた時間の掛かる手作業の全てを排除する
ために、分析装置内に導入される前に血液管３を準備するのに適した手段の全てを兼ね備
え、したがって、結果の生物学的確認を行う時間が増える。
【００５２】
　この目的のために、本発明の準備装置は、作業面２上に、分析すべき血液管を分類する
保管区域６を画定する区画室を含み、上記管は、複数のハウジング、実際には、支持体の
寸法によっては、約２５個から１００個のハウジングを有する複合能力支持体７上に置か
れる。上記ハウジングは、垂直位置で血液管３を受け取りかつ保持するように適合される
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形式および深さである。内に置かれた血液管を有する当該支持体７は、これまで、分析研
究所内で使用されており、支持ラックとして知られている。
【００５３】
　保管区域６は、毎日行われるべき分析量の関数として可変である能力を有する。種々の
図に示す実施例においては、各々が約５０本の管という能力を有する３つのラックを受け
取るが、中小規模の研究所については、１つまたは２つのラック７のみを受け取る可能性
があるか、または、規模および活動が優る研究所、または病院については、５個またはさ
らにはそれ以上のラックを受け取る可能性がある。
【００５４】
　さらに一層のモジュール性および適合性を実現するために、上記保管室は、有利なこと
に、特定の実施形態においては、準備装置１においてラックの積み降ろしのために引き出
される１つまたはそれ以上の引き出し（図示せず）によって構成することができる。また
、ラック７は、以下で説明するように、管３を操作する諸作業中に管を所定の位置に保持
することを可能にする、保管室の下部を係合する接合手段または留め具（図示せず）を含
むことが好ましい。
【００５５】
　状況によっては、分析用管３が完全に満たされたラック、空のラック、または、実際に
は、部分的にのみ満たされたラックを保管区域６内に導入することが可能である。したが
って、ラック７の全てで満たされているとき、各管３は、装置１によって準備され、その
後、分析に向けて自動分析装置内に挿入され、その後、ラック７が初めに保管されていた
ラック７のハウジング内の保管室７内での分析後に、所定の位置に戻される。
【００５６】
　これとは対照的に、満たされたラックと空のラックの両方が保管区域６内にある場合、
満たされたラック７から管３を取り、分析後、無作為に、または、オペレータがその後に
特定することができる異なるラック上の分析結果の関数として分類またはグループ化した
後に、空のラック７に置き換えるように、オペレータが上記自動制御装置５を介して装置
１を設定することが可能である。
【００５７】
　最後に、部分的に管で満たされたラック７が保管室内に再導入される場合、オペレータ
の要請で、本装置は、血液管の保管に使用されるラック数を節約し、その結果、管が分析
された後に１日または２日保管される冷蔵庫内の余裕を節約するために、最小数のラック
上での分析終了時に管３の保管を可能にする。
【００５８】
　有利なことに、上記ラックには、ラック７内に置かれた管３に関係する情報を読み取り
および書き込むもしくは読み取るかまたは書き込むことを可能にする、無線周波数識別マ
ーカー、磁気ラベルまたはストリップ、またはバー・コードなどのような識別手段８ａが
取り付けられる。このようにして識別された管３およびラック７は、新規分析の要請があ
った場合にはさらに容易に回収することができる。この情報は、有利なことに、上記識別
手段と整合して保管室６で移動可能であり、かつ、自動制御装置５に結合される、無線周
波数トランスポンダーまたはバー・コード読取り装置など、適切な読取り装置９ａによっ
て読み取りかつ記録することができる。
【００５９】
　同様に、血液管３の各々は、同様に、血液管３が含む血液試料を識別する識別手段８を
有する。上記識別手段は、例えば、バー・コードまたは無線周波数マーカーＲＦＩＤによ
って構成することができ、かつ、管が保管室内に置かれるとすぐに適切な読取り装置９に
よって読み取られる。これによって、保管室６内の管の各々の位置を判断することが可能
になると共に、装置内にある管および受ける予定である分析のリストを作ることによって
、管の各々をどのように準備するべきか判断することが自動的に可能になる。
【００６０】
　バー・コードは、これまで、多くの他の領域においてなど血液を分析する分野に使用さ
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れているが、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）は、血液試料に関係するデータを記憶および回
収するのに特に適した技法である。使用されるマーカーは、特に、管上に貼り付けるか、
または管内に組み込むことができ、かつ、管が装荷される度に読取り装置９、９ａによっ
て自動的に読み取りかつ更新することができる接着ラベル８，８ａとすることができる。
【００６１】
　有利な実施形態においては、管の識別手段８を読み取る読取り装置９およびラック７の
識別手段８ａを読み取る読取り装置９ａは、図３に示すように共通の読取り装置上で互い
に隣接することができ、その結果、クランプ２７によって把持された管の識別手段８およ
び管３が抜き取られたラック７の識別手段８ａを同時に読み取ることができる。
【００６２】
　管３内に含まれた血液試料を準備するために、装置１は、準備区域または事前分析モジ
ュール１０も含む。さらに、血液の対照試料を有する管１９を保存する区画室１１と、装
置の筐体４の開口部４ｃを介して装置の外側と連絡する緊急処理室１２と、自動分析装置
にアクセスする少なくとも１つのアクセス室または区域１３ａ、１３ｂも含み、これによ
って、分析用血液管または対照試料管は、血液が抜き取られてかつ分析されるために、準
備された後に筐体４の２つの開口部４ａ、４ｂを介して分析装置が使用することができる
ようにされる。
【００６３】
　作業面２上での装置の様々な区域、モジュール、または区画室の配置は変えることがで
きる。しかし、保管室６と、事前分析モジュール１０と、分析装置にアクセスすることが
できる分析装置アクセス区域１３、１３ｂとのある程度の近接性を保持するように注意し
て、これらの要素間での血液管３の移送に必要とされる時間が最小限に抑えられて、その
結果、試料が分析に向けて準備される信頼性および効果、および、その後に行われる分析
の信頼性および効果が保証されるようにすることが妥当である。
【００６４】
　事前分析モジュール１０は、上記自動制御装置５の制御下にあり、かつ、管３の上記識
別手段８上で読み取られた情報および上記試料の分析を担当するオペレータによって上記
自動制御装置に入力された情報もしくは管３の上記識別手段８上で読み取られた情報また
は上記試料の分析を担当するオペレータによって上記自動制御装置に入力された情報の関
数として判断される試料準備シーケンスを自動的に実行するために使用される、分析用血
液試料に作用する複数の準備および処理もしくは準備または処理手段を有する。
【００６５】
　この準備シーケンス中、試料および試料を含む管３もしくは試料または試料を含む管３
を確認しかつ条件づけする諸作業、特に、分析前の管の攪拌が行われる。確実に、血液細
胞の全てが分析装置によって抜き取られる前に懸濁状態であるようにするために、一切の
分析の前に全血液試料を攪拌することが極めて重要である。
【００６６】
　この目的のために、事前分析モジュールは、各々が攪拌用管を挿入することができるハ
ウジングを有し、全てが共通の回転軸上に取り付けられた３つの攪拌車輪を含む、攪拌装
置１４、好ましくは回転式攪拌装置を含み、その結果、図１および図２の実施例において
３本の血液管を同時に攪拌することができる。
【００６７】
　攪拌装置の車輪は、回転時に結合してもしなくてもよく、その結果、攪拌装置内の各車
輪の回転を分離し、それにより、血液管を所定の位置に置き、他の車輪の攪拌を妨害する
ことなく車輪から取ることを可能にすることによって装置の処理量を増すことができる。
【００６８】
　しかし、管を部分的にひっくり返すことによって、または、自軸周りに管を回転させる
のに適した手段の助けを借りて渦流タイプの攪拌を行うことによって攪拌を行うことも可
能であり、攪拌を行う上記の方法および手段は、血液分析の分野に携わる当業者によく知
られている。同様に、攪拌ハウジングの数は、分析が行われるべき割合の関数として、保
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管室の能力と同様に選択することができる。
【００６９】
　また、事前分析モジュールは、分析装置が管から適正に血液を抜き取ることを可能にす
るために管内の一切の残留圧力または吸引力を排除するように、管の栓に刺し通す針を含
む、上記管を曝気する装置１５を含む。
【００７０】
　さらに、攪拌装置１４と管曝気装置１５とを、例えば、光線を伝達しかつ受け取る手段
を備えた光検知器など、管内の血液の液位および血液中の血餅の存在を検出する装置１６
と関連づけることが有利である。また、事前分析モジュールは、栓が管に係合されている
深さをモニターする装置１７、および、妥当な場合、特定の血液病理に関して妥当な分析
温度に特定の試料を昇温するために、または、上記血液試料が冷蔵庫から引き出されたと
きに、上記管３を加熱する装置１８を含むことが好ましい。有利なことに、加熱手段は、
電源が供給される電気的極性によって、上記試料を加熱または冷却する役目をすることが
できる熱電池、例えば、ペルチエ効果電池によって構成されることが好ましい。
【００７１】
　また、別の有利な特徴による準備装置１は、血液の対照試料を含む管１９、即ち、全血
液の自動分析装置を確認するために毎日使用される血液管を保管および保存する区画室１
１を含み、上記区画室は、上記管を冷却する手段を含む。明瞭さの理由から図に示すもの
と異なり、好ましくは隔離されているこの区画室１１においては、血液の対照試料を含む
上記管１９は、血液の対照試料管１９を低温に保つことによって時間を経ても確実に適正
に保存されるようにするために、上記ハウジング内で、または、その周辺部にて、熱電池
（ペルチエ効果電池）が設置された金属支持体２０の個々のハウジング内に位置決めかつ
維持される。
【００７２】
　最後に、準備装置は、保管室６内に含まれる全血液試料の準備および分析を停止するこ
とが必要ではなく、装置１の筐体の開口部４ｃを介して装置の外側からオペレータがアク
セスすることができる緊急処置用区域または区画室１２を含む。
【００７３】
　この緊急処理室１２は、通常は分析装置の適切な作動を妨害する緊急時分析または異例
の分析を伴う全ての状況を管理するためのものである。これは、例えば、子供から血液試
料を採取するのに一般的に使用されるように、分析装置または、実際にはより小さな形式
の管が使用できるようにする前に開ける必要がある、分析装置の針が突き刺さることはで
きず、かつ、その後に管を自動分析装置内に挿入することを可能にするためにアダプタを
必要とする栓が取り付けられた管に適用される。
【００７４】
　最大約１０個のハウジング２２を有する小容量ラック２１は、ラック２１の上記ハウジ
ング２２内に直にオペレータによって手作業で置かれる１つまたはそれ以上の管２３を受
け取るために上記緊急処理室１２内に置かれ、準備装置が、個別に、かつ、保管室６内に
保管された血液管３に関する優先順位を条件として個別の管を担当するようになっている
。
【００７５】
　また、ハウジング２２は、保管室６内に過去に置かれた血液管３をオペレータが、また
、自動分析システムを妨害することなく、使用することができようにする役目をすること
ができる。したがって、オペレータは、例えば、更なる分析を行うために、非常に楽に、
かつ、危険なく特定の管を回収することができる。
【００７６】
　保管室６内で、または、緊急処理室１２のラック２１内で支持体７上に置かれた血液管
を取り扱うため、かつ、その後に、装置の内側で事前分析モジュールの準備および確認手
段に向かって、その後、分析装置アクセス区域を介して分析装置に血液管を個別に移動さ
せるため、上記装置は、有利なことに、上記自動制御装置５によって制御されたロボット
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把持部および移動手段２４、２５、２６、２７を含む。
【００７７】
　これらの手段は、特に、好ましくは栓の基部の下で上記管３、１９、２３を把持するよ
うに適合されたヒンジ付きクランプ２７を含み、上記クランプ２７は、３本の直交軸Ｘ、
Ｙ、Ｚに沿って走り、かつ、互いに、対で結合された少なくとも３本のモータ被駆動案内
レール２４、２５、２６と、作業面２の長尺寸法部に沿ってずっと延在し、かつ、同様に
水平であり、かつ、第１のレール２４と垂直である第２のレール２５を支える固定水平の
第１のレール２４とを含む並進運動装置によって並進運動で垂直および水平に移動可能で
ある。第２のレール２５は、第１のレール上で２つの先端を有する矢印Ｆ１の方向に並進
運動で移動可能であり、垂直な第３のレール２６は、第２のレール２５に固定されて、２
つの先端を有する矢印Ｆ２の方向に水平の並進運動で、また、２つの先端を有する矢印Ｆ
３の方向に垂直の並進運動で移動可能であり、クランプ２７は、第３のレール２６に固定
される。
【００７８】
　図３に詳細に示す好適な変形実施形態においては、クランプ２７は、Ｚ軸に平行な垂直
軸周りに枢動することができるように、上記第３のレール２６上で回転するように取り付
けられる。この構成においては、クランプ２７は、血液管３を把持して、管が自軸周りに
回転することを可能にすることができ、これは、図３に示すように、回転クランプ２７に
関連した読取り装置９を使用して、保管室６または緊急処理室１２のラック７、２１内に
置かれた各管の個々の識別手段８（図中はバー・コード）を読み取るために特に有利であ
る。管を回転させると、装置内の決められた位置にある固定読取り装置まで移送レールに
沿って管を移動させることが必要ではなく、データを読み取って自動制御装置内に記録す
るためにクランプ２７の顎部によって隠されていない識別手段の区域を素早く見つけるこ
とができる。これによって、分析用血液試料の準備を回収する段階中にかなりの時間の節
約が達成される。
【００７９】
　本発明の準備装置１の作動について以下で説明するが、本装置は、この実施例について
は、図１の側壁によって識別される自動分析装置２８と関連づけられ、上記分析装置２８
は、準備装置１の自動制御装置５に結合され、かつ、ネットワークモジュール（図示せず
）と連絡させるのに適したものである。
【００８０】
　分析を始める前に朝に行われ、その間に、すすぎおよび液体類および分析試薬の詰め込
みと共に、機械的および電子的チェックが計器に対して行われる、自動分析装置２８およ
び準備装置１をオンにする段階の後、自動制御装置５は、必須であり、かつ、準備装置に
よって完全自動でかつ独立して実行される「品質管理」段階とも称される、確認段階を立
ち上げるために使用される。
【００８１】
　上述したように、血液の対照試料を含む管１９は、準備装置１の保存室１１内に保存さ
れる。これによって、各国で有効である法規に従うために、または、研究所の機能として
、血液の対照試料を含む管の選択およびモニターおよび有効性確認に関する諸規則をユー
ザーが設定することができるという利点が得られ、これは、準備装置によって取り扱われ
る。これらの仕事を自動化することによって、血液試料を管理するために適用される使用
条件を厳守することができる。これらの条件は、主として、使用期限日、保管条件、既に
使用済みである管から血液を採取する最大回数、昇温および攪拌に関係する条件に関係す
る。
【００８２】
　この品質管理段階中、ロボットクランプ２７は、準備装置の保存室１１から分析用に血
液の対照試料を含む管１９を選択すると、昇温を加速させるために加熱装置１８に、その
後、管内に含まれた血液を均質化するために攪拌装置１４内に置く。妥当な場合、攪拌段
階を利用して血液の対照試料を含む管の加熱を加速させるために、加熱用攪拌装置を使用
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することが可能である。
【００８３】
　対照試料を含む管１９は、その後、対照試料が分析される分析装置２８内への導入に向
けて、ロボットクランプ２７によってアクセス区域１３ｂ内のキャリッジ２９ｂ内に置か
れる。
【００８４】
　対照試料を含む管１９が分析されると、その後、キャリッジ２９ｂによって分析装置２
８から準備装置１に持って行かれ、その後、ロボットクランプ２７によって保存室１１の
開始場所に戻される。
【００８５】
　使用期限日および事前分析回数を超えていない妥当な対照試料管１９に確認が確実に行
われるようにするため、保存室１１内での対照試料管１９の偶発的な入れ換えを検出する
ために、管がロボットクランプ２７によって保持されている間に対照試料管１９の識別手
段８が読み取られる。
【００８６】
　結果はその後、自動制御装置５のモニター画面５ｂ上に表示されて、かつ、記録保管さ
れる。これによって、対照試料の分析結果を自動的に確認することができ、これらの結果
が公差限界値外である場合、同じ対照試料管に、または、冷蔵保存室内に用意されている
新しい管に新しい分析を進め、かつ、適正な結果が得られるまで続行することが可能であ
る。
【００８７】
　品質管理の有効性の確認後、分析用全血液管３の処理を進めることが可能である。これ
らの管は、オペレータによって準備装置の保管室６内に直接設置されたラック７内に置か
れる。
【００８８】
　ラック７が準備装置１内に取り込まれたら、オペレータは、自動制御装置５から試料を
分析する工程を立ち上げる。初めに、クランプ２７が、保管室６内のラック７内の分析用
血液管３を握持すると、ハウジングから引き抜いて、識別手段８を構成するバー・コード
または無線周波数マーカーを読み取り、ラック７内の管の位置を自動制御装置５に伝達す
る。
【００８９】
　その後、クランプ２７は、管３を保管室６から事前分析モジュール１０に移動させ、そ
こで試料準備が始まる。ロボットクランプ２７は、管３を攪拌装置１５に持って行くこと
で始めて、その後、ロボットクランプは、管内の血液の液位および血餅の存在の可能性を
確認するために管を光検知器１６に持って行く。確認が良好である場合、管３は、その後
、ロボットクランプ２７によって、栓が管内に係合されている深さを確認するステーショ
ン１７に持って行かれる。その深さが適正である場合、クランプは、管が臨床検査標準化
協会（ＮＣＣＬＳ）の推奨事項に従って行われる攪拌段階を持続的に受けることを可能に
するように攪拌装置１４内に管を置く。
【００９０】
　攪拌が完了すると、また、分析前に血液を加熱する必要がない場合、クランプ２７は、
分析用血液管を攪拌装置１４から引き抜いて、分析装置アクセス区域１３ａ、１３ｂに持
って行き、そこで、分析装置への進入および十分な量の血液を分析用に採取することを可
能にするのに適した位置に管を保持するのに適した支持体が取り付けられた移送キャリッ
ジ２９ａ、２９ｂ内に管３を置く。管がキャリッジ内に置かれると、管は、管内に含まれ
た試料を分析するために血液が取られる分析装置内のステーションに持って行かれるよう
に準備装置の筐体を分析装置から分離する壁部にこの目的のために形成された開口部を介
して分析装置内に入り込む。
【００９１】
　血液が分析装置によって管から取られると、キャリッジは、準備装置のアクセス室内の
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開始位置に戻り、そこで、クランプ２７は、再び、管を把持して、保管室内のラック７内
の開始場所に移送する。
【００９２】
　オペレータによって行われた選択によっては、分析後に全血液管が開始位置に置き換え
られずに、準備装置の保管室６内で当初は空である別のラック７に持って行かれるか、ま
たは、実際には、この目的のために保管室内に設置された先に空であった様々なラックを
占有するために管を行われた分析結果の関数として分類することができるようにロボット
クランプ２７をプログラムすることも可能である。管分類機能は、特に、オペレータが手
作業による分類作業を行う必要性を回避するために、単一の共通ラック７上にさらなる分
析を必要とする管の全てをまとめてグループ化することを可能にするという点で有利であ
る。
【００９３】
　各種分析を研究所内で行うべき割合を処理する上での諸理由から、試料を準備する諸作
業、特に、攪拌は、図１に示すように、複数の管に同時に行われることが好ましい。自動
制御装置５は、攪拌持続時間と、攪拌終了と分析との間で最小でなければならない待ち時
間とを最適化するために、ロボットクランプ２７による管の様々な動きを管理する。
【００９４】
　それでも、分析処理量を向上させる目的のために、分析用管の取り込みを少し予期して
分析装置によって戻される管を回収するロボット時間を許容するために、分析装置に入り
込む前に複数の分析用管を受け取るように、分析用管を移送するキャリッジが、複数のハ
ウジングを有することは有利である。
【００９５】
　特に、分析済みの管を所定の位置に戻すために回収する際には緊急性はない。したがっ
て、ラックは、既に分析済みである１つまたはそれ以上の管と共に、分析用管を含むこと
ができる。この配置は、クランプの動きを最適化し、かつ、高い処理量を維持するのに効
果的である。
【００９６】
　また、本発明の準備装置では、装置１の保管室６内に呈示されている血液管３、または
、外側から来る管２３、および分析については予想外であった管にオペレータが緊急分析
を行う必要がある状況に対応することができる。この状況は、非常に一般的なものである
が、高度に自動化されている研究所においては対応するのが困難であり、そこでは、緊急
であるとみなされている管を通過させるために進行中の分析を中断することが必要である
。
【００９７】
　図３に示すような読取り装置９が取り付けられたロボットクランプ２７を使用すると、
保管室６内に置かれた管３を見つけたり、また、かつ装置の処理速度を鈍らすことなく、
かつ、オペレータによる手作業による介入を必要とすることなく、優先品としてかつまっ
たく安全に管を処理することが特に容易であると共に素早く行える。
【００９８】
　同様に、緊急分析用管２３が装置の保管室内にない場合、オペレータは、緊急分析用管
２３を緊急処理室１２内のラック２１内に置くことができ、かつ、自動制御装置５のキー
パッド５ａまたは接触感応画面５ｂを使用すると、分析システムの自動性を壊すことなく
上記管に緊急に分析を行うために、保管室６内に位置する管よりも優先という条件でこの
管を担当するようにロボットクランプ２７をプログラムすることができる。
【００９９】
　したがって、緊急処理室１２は、オペレータが一切の例外的または自動化不可能な作業
を行い、かつ、ロボットクランプが簡単に見つけて緊急処理室１２内のラック２１内に置
くことができる、装置の内側にある管３を回収するように特権的なアクセスを許容するも
のである。
【０１００】
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　また、本発明の準備装置１では、分析研究所内の設備を当該研究所で従来使用されてい
る自動分析装置の異なる部類と組み合わせて高度にモジュール式にすることができる。
　したがって、図４に示すように、本発明の装置１を２つの分析装置２８および２９と結
合することが可能である。血液学専用の用途においては、分析装置２８は、好ましくは細
胞カウンタであり、一方、分析装置３０は、好ましくは、血液塗抹標本を作る、具体的に
は、顕微鏡を使用したその後の観察を容易にするために塗抹標本の細胞を染める自動設備
である。
【０１０１】
　この構成においては、自動分析装置２８および３０との間に介在した装置１は、分析用
管３を分析装置２８のアクセス区域１３ｂのキャリッジ２９ｂ内に、血液塗抹標本を実現
する管３を機械３０のアクセス区域１３ａのキャリッジ２９ａ内に位置決めする役目をす
る。
【０１０２】
　血液塗抹標本の要請は、通常、分析装置からの結果に関連したものであることから、こ
の構成によって、管３をラック７内での位置に戻すか、または、塗抹標本を作るためにキ
ャリッジ２９ａ内に置くことを判断する前に、分析装置からの結果を待つことが可能であ
ることがわかる。分析の持続時間および準備装置１の有用性によっては、機械３０のキャ
リッジ２９ａ上に置く前に攪拌装置１４の車輪の１つに管３を位置決めすることによって
、血液を混ぜることが必要であろう。
【０１０３】
　他の組み合わせが可能であり、特に、Ｃ反応性蛋白質（ＣＲＰ）検定または赤血球沈降
速度測定など、病理診断に有用な全血液に各種分析を行う異なる自動設備と分析装置を結
合することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】全血液試料の分析を準備する、本発明の装置の概略斜視図。
【図２】上から見た図１の装置を示す図。
【図３】試料を識別するバー・コードを読み取る手段に関連した本発明の装置のロボット
把持部および移動手段の部分図。
【図４】全血液試料の２つの自動分析装置と協働する分析を準備する本発明の装置を組み
込んだ自動分析装置の図。
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