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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　臨床化学アッセイおよび免疫アッセイを実施する検査室自動化システムであって、
　免疫アッセイを実行する免疫アッセイモジュールと、
　臨床化学アッセイを実行する臨床化学アッセイモジュールと、
　吸引／分注デバイスとを有し、前記吸引／分注デバイスが、免疫アッセイモジュールに
おける分析のために第１のマルチウェルプレートに第１の試薬をキッティングし、かつ臨
床化学アッセイモジュールにおける分析のために第２のマルチウェルプレートに第２の試
薬をキッティングし、免疫アッセイモジュールが、検査室自動化システムにおける第１の
位置に配置され、臨床化学アッセイモジュールが、検査室自動化システムにおける第２の
位置に配置され、第２の位置が第１の位置とは異なる、検査室自動化システム。
【請求項２】
　前記免疫アッセイモジュールが磁性粒子プロセッサを有する、請求項１に記載の検査室
自動化システム。
【請求項３】
　免疫アッセイモジュールが、磁性粒子プロセッサ内で同時に約２から約２４の免疫アッ
セイを実施する、請求項２に記載の検査室自動化システム。
【請求項４】
　免疫アッセイモジュールが、磁性粒子プロセッサ内で同時に約２から約９６の免疫アッ
セイを実施する、請求項２に記載の検査室自動化システム。
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【請求項５】
　吸引／分注デバイスが、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイの両方に対して、液体を
吸引および分注する、請求項１に記載の検査室自動化システム。
【請求項６】
　バルク試薬を保持するための桶状部をさらに有する、請求項１に記載の検査室自動化シ
ステム。
【請求項７】
　検査室自動化システム内で免疫アッセイおよび臨床化学アッセイを実施するための方法
であって、
　吸引／分注デバイスを使用して、免疫アッセイモジュールにおける処理のために第１の
マイクロウェルプレートに第１の試薬をキッティングするステップと、
　吸引／分注デバイスを使用して、臨床化学アッセイモジュールにおける処理のために第
２のマイクロウェルプレートに第２の試薬をキッティングするステップと、
　第１の試料を第１のマイクロウェルプレートに添加するステップと、
　第２の試料を第２のマイクロウェルプレートに添加するステップと、
　免疫アッセイモジュールにおける第１のマイクロウェルプレートを処理するステップと
を含み、前記処理するステップが、第１のマイクロウェルプレートのマイクロウェルの中
身を混合するステップと、第１のマイクロウェルプレートのマイクロウェル内の反応物を
培養するステップと、第１のマイクロウェルプレートのマイクロウェルの反応生成物を洗
浄するステップとの少なくとも１つを含み、前記方法がさらに、
　臨床化学アッセイモジュールにおける第２のマイクロウェルプレートを処理するステッ
プを含み、免疫アッセイモジュールが、検査室自動化システムにおける第１の位置に配置
され、臨床化学アッセイモジュールが、検査室自動化システムにおける第２の位置に配置
され、第２の位置が第１の位置とは異なる、方法。
【請求項８】
　免疫アッセイモジュールにおける第１のマイクロウェルプレートを処理するステップが
、第１のマイクロウェルプレートのマイクロウェルの反応生成物を分離するステップをさ
らに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　固定されたプロトコルに限定されないスケジュールを含む吸引／分注プロトコルにした
がって、第１のマイクロウェルプレートおよび第２のマイクロウェルプレートをキッティ
ングするステップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のマイクロウェルプレートをキッティングするステップの後で、第１のマイクロウ
ェルプレートを磁性粒子プロセッサに入れるステップをさらに含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項１１】
　吸引／分注プロトコルは、免疫アッセイが行われている間に臨床化学アッセイ用の試料
および試薬を分注するように吸引／分注デバイスをスケジュール設定する、請求項９に記
載の方法。
【請求項１２】
　免疫アッセイおよび臨床化学アッセイが交互に行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　試料容器、試薬容器またはマイクロウェルプレートの少なくとも１つを上昇、移動およ
び降下するために吸引／分注デバイスを使用するステップをさらに含む、請求項７に記載
の方法。
【請求項１４】
　吸引／分注デバイスが、試料容器、試薬容器またはマイクロウェルプレートの少なくと
も１つを握持してある位置から別の位置まで移す握持デバイスを装備するピペットを含む
、請求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　無線周波数認識タグが、試薬容器、試料容器、試料容器運搬装置またはマイクロウェル
プレートの少なくとも１つに配置される、請求項７に記載の方法。
【請求項１６】
　試料および試薬を最初に分注するところから最後にマイクロウェルプレートから結果を
読み取るところまでマイクロウェルプレートを追跡するステップをさらに含む、請求項１
５に記載の方法。
【請求項１７】
　免疫アッセイモジュールが、均一な免疫アッセイを実施する、請求項７に記載の方法。
【請求項１８】
　試薬容器および試料容器の少なくとも１つを、自動ロボット機構を介して冷凍保管領域
から検査室自動化システムの分析セクションに移すステップをさらに含む、請求項７に記
載の方法。
【請求項１９】
　検査室自動化システムを販売業者に接続するコンピュータインターフェースによって消
耗品を発注するステップをさらに含む、請求項７に記載される方法。
【請求項２０】
　検査室自動化システムが、操作者が免疫アッセイまたは臨床化学アッセイの少なくとも
一方を制御して監視するのを可能にするグラフィカルユーザインターフェースを有し、前
記グラフィカルユーザインターフェースが、容器内の液位を示すために燃料計タイプの液
位指示計を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項２１】
　検査室自動化システムが、操作者が免疫アッセイまたは臨床化学アッセイの少なくとも
一方を制御して監視するのを可能にするグラフィカルユーザインターフェースを有し、前
記グラフィカルユーザインターフェースが、検査室自動化システムの操作者を指示するた
めに指示用の吹き出しを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の摺動カバーによって試薬の蒸発を制御するシステムをさらに備える、請求項１に
記載の検査室自動化システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、臨床検査室用の自動分析装置、より詳細には、臨床化学および免疫化学の分
野で分析を行うことができる自動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置は臨床化学の分野および免疫化学の分野でよく知られている。このような
自動分析装置の代表的な例には、限定しないが、いずれもＡｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｉｅｓから市販されているＰＲＩＳＭ（Ｒ）分析装置、ＡｘＳｙｍ（Ｒ）分析装置、
ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）分析装置と、Ｒｏｃｈｅ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓから市販さ
れているＣｏｂａｓ（Ｒ）６０００と、Ｓｉｅｍｅｎｓ　ＡＧから市販されているＡｄｖ
ｉａと、Ｄａｄｅ　Ｂｅｈｒｉｎｇ　Ｉｎｃ．から市販されているＤｉｍｅｎｓｉｏｎ　
Ｖｉｓｔａと、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　Ｉｎｃ．から市販されているＵｎｉｃ
ｅｌ（Ｒ）　ＤｘＣ６００ｉと、Ｏｒｔｈｏ－Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ
ｓから市販されているＶＩＴＲＯＳとが含まれる。これらの分析装置の各々は様々な短所
を有しており、一部はそれ以上のものもある。これらの自動分析装置の２つ以上が有して
いる短所の一部には、多量の試料を使用すること、多量の試薬を使用すること、多量の液
体廃棄物および固形廃棄物が発生すること、および、コストが高いことが含まれる。上述
の自動分析装置の一部は、臨床化学アッセイと免疫アッセイとの両方ともを行うことがで
きるように設計されていない。上述の自動分析装置の一部は、特定の使用者の要求に適合
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するように修正することができない。例えば、使用者が１つの自動分析装置においてより
多量の免疫アッセイ試薬とより少量の臨床化学試薬を有することをまたはその逆を望んだ
としても、使用者は構成を修正することができない。さらに、処理能力を向上させるため
に追加の免疫アッセイモジュールおよび／または臨床化学モジュールを付け足すことが不
可能ではないにしても困難である。上述の自動分析装置の一部は、定期的および不定期の
両方でかなりの頻度のメンテナンスを必要とする。また、上述の自動分析装置の一部では
、アッセイのプロトコルのスケジュールを変更することができない。すなわち、アッセイ
のプロトコルのスケジュールが固定されることで、処理能力などの特徴が限定されてしま
う。例えば、現行のアッセイプロトコルを修正することまたは新しいアッセイプロトコル
を加えることは不可能ではないにしても困難である。現在使用されているＡＲＣＨＩＴＥ
ＣＴ（Ｒ）分析装置は、化学発光法による微粒子免疫アッセイ（ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅ
ｓｃｅｎｔ　ｍｉｃｒｏｐａｒｔｉｃｌｅ　ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ）のプロトコルを異
なる６つの形でしかサポートすることができない。さらに、上述の分析装置の一部は床ス
ペースを広く占有し、大量のエネルギーを消費する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，０３３，５４３号明細書
【特許文献２】米国特許第５，４１７，９２２号明細書
【特許文献３】米国特許第５，４２７，７４３号明細書
【特許文献４】米国特許第５，５８９，１３７号明細書
【特許文献５】米国特許第６，３４３，６９０号明細書
【特許文献６】米国特許第６，０７４，６１５号明細書
【特許文献７】米国特許第６，５５５，０６２号明細書
【特許文献８】米国特許第６，２０２，８２９号明細書
【特許文献９】米国特許第５，５８０，５２４号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，４３６，３４９号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，４９８，０３７号明細書
【特許文献１２】米国特許第５，７９５，７８４号明細書
【特許文献１３】米国特許第５，８５６，１９４号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，４４８，０９２号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，５９６，１６２号明細書
【特許文献１６】米国特許第６，１８８，４７６号明細書
【特許文献１７】米国特許第５，９５９，７３８号明細書
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「Ｔｏｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｔｅｓｔｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ」、Ｈｉｔ
ａｃｈｉ　Ｒｅｖｉｅｗ、Ｖｏｌ．４１（１９９２年）、Ｎｏ．４、１６７－１７２ペー
ジ
【非特許文献２】「ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ　Ｆｌｅｘ」ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｈｅｒ
ｍｏ．ｃｏｍ／ｃｏｍ／ｃｄａ／ｐｒｏｄｕｃｔ／ｄｅｔａｉｌ／１，，１０１３６２４
０，００．ｈｔｍｌ
【非特許文献３】「Ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｙｃｌｅｒ」ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅ
ｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｔｈｅｒｍａｌ＿ｃｙｃｌｅｒ
【非特許文献４】「Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ」ｈｔｔｐ：
／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｐｏｌｙｍｅｒａｓａｅ＿ｃｈａｉ
ｎ＿ｒｅａｃｔｉｏｎ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　自動分析装置の使用者は、自動分析装置が研究所操作に与える影響が最小になること、
すなわち、床スペースの占有が少ないこと、液体廃棄物および固形廃棄物の量が削減され
ること、使用される試薬および試料の量が削減されること、現存する検査室情報管理シス
テムと相互作用することができること、および、消耗品の発注が簡素化されることを望ん
でいる。自動分析装置の使用者はさらに、プロセスがより自動化されること、すなわち、
免疫アッセイと臨床化学アッセイとがより一層統合されること、試薬の装填が自動化され
ること、その他の消耗品の装填が自動化されること、廃棄物の除去が自動化されること、
および、メンテナンスが自動化されることを望んでいる。自動分析装置の使用者はさらに
、装置の安全性および確実性が増すこと、すなわち、予期せぬ故障が最小になること、ダ
ウンタイムが最小化されること、および、予期せぬ故障の診断および修理にかかる時間が
最小化されることを望んでいる。自動分析装置の使用者はさらに、装置の信頼性が増すこ
と、すなわち、相互接続される複数の分析装置を通して結果が安定すること、すべてのア
ッセイ処理ステップを検証するための検査が内部で行われること、および、装置が自己診
断型であることを望んでいる。自動装置の使用者はさらに、装置が静かであることおよび
装置が環境調和型であることを望んでいる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、本発明は、臨床化学アッセイ、免疫アッセイ、ならびに、臨床化学アッセ
イと免疫アッセイとの両方を実施することができる検査室自動化システムを提供する。こ
の検査室自動化システムは反応ベッセルとしてマイクロウェルプレートを使用する。反応
ベッセルとしてのマイクロウェルプレートの使用により、検査室自動化システムが種々の
構成を採用することが可能となる。すなわち、検査室自動化システムは、様々な形で構成
され得る種々の機能的モジュールを有することができる。マイクロウェルプレートを用い
て免疫アッセイ反応（ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）を効果的に実施する
ために、逆磁気による粒子処理（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｐａｒｔｉｃｌｅ
　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）として知られる手法を使用して、免疫アッセイ反応の生成物（
複数可）をマイクロウェルプレートのあるマイクロウェルから別のマイクロウェルへ移す
ことができる。逆磁気による粒子処理の一実施形態では、免疫アッセイ反応の生成物（複
数可）が、マイクロウェルプレートの第１のマイクロウェルからマイクロウェルプレート
の第２のマイクロウェルに移され得て、その後、マイクロウェルプレートの第２のマイク
ロウェルからマイクロウェルプレートの第３のマイクロウェルへというように、マイクロ
ウェルプレートの最大で第８のマイクロウェルまで移され得、これらの８つのマイクロウ
ェルは１２のカラムを有するマイクロウェルプレートの同一のカラム内にあり、１つのカ
ラムにつき８つのマイクロウェルが存在する。この実施形態によると、１２の免疫アッセ
イが同時に実施され得る。逆磁気による粒子処理の別の実施形態によると、免疫アッセイ
反応の生成物は、第１のマイクロウェルプレートの９６個のマイクロウェルから第２のマ
イクロウェルプレートの９６個のマイクロウェルへ移され得て、その後、第２のマイクロ
ウェルプレートの９６個のマイクロウェルから第３のマイクロウェルプレートの９６個の
マイクロウェルへというように、最大で第８のマイクロウェルプレートの９６個のマイク
ロウェルへ移され得る。この実施形態によると、９６の免疫アッセイが同時に実施され得
る。
【０００７】
　現行のＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）のＣＭＩＡ（化学発光法による微粒子免疫アッセイ）
のプロトコルは、各々が２００μＬの容積を有する１０個のウェルのすべてからアナライ
ト／抗原を採取することにより２ｍＬの試料を使用できるように拡張され得る。ＡＲＣＨ
ＩＴＥＣＴ（Ｒ）のＣＭＩＡのプロトコルは、分離および洗浄を行わずに試薬を添加する
ことにより均一のプロトコルを実施できるように拡張され得る。
【０００８】
　本明細書に記載する方法および装置は均一アッセイを実施するのに使用され得る。とい
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うのは、磁性粒子処理機器（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　ａｐｐａｒａｔｕｓ）が分離ステップなしで使用され得るからであり、言い換えると
、試料および試薬は反応を起こすために単に混合されればよく、不均一アッセイで使用さ
れる分離ステップが単純に排除され得るからである。
【０００９】
　別の態様では、本発明は、本明細書に記載する検査室自動化システムを用いて免疫アッ
セイおよび臨床化学アッセイを実施する方法を提供する。免疫アッセイおよび臨床化学ア
ッセイを実施するために複数の自動化されたプロトコルが使用されてよい。これらの自動
化されたプロトコルには、限定しないが、試料を反応ベッセルに添加するステップ、試薬
を反応ベッセルに添加するステップ、反応ベッセルの中身を混合するステップ、反応ベッ
セル内の反応物を培養するステップ、反応生成物を分離するステップ、および反応生成物
を洗浄するステップなどの処理ステップが含まれる。免疫アッセイおよび臨床化学アッセ
イを実施するために複数の吸引／分注プロトコルが使用され得る。これらの吸引／分注プ
ロトコルは、固定されたプロトコルに限定されないスケジュールによりマイクロウェルプ
レートをキッティングする（ｋｉｔｔｉｎｇ）ステップを含む。従来の自動化された臨床
検査室用の分析装置では一般に固定されたプロトコルが使用される。すなわち、本発明の
方法は試薬の添加順序に関する制限を排除する。加えて、キッティングプロトコルも試薬
の添加に関する制限に拘束されない。キッティングステップは、マイクロウェルプレート
を磁性粒子処理装置に入れる前に行われてよい。これらのプロトコルは、従来型の試料容
器および従来型の試薬容器が操作者によって装填されるような自動化された臨床検査室用
の分析装置の回転式コンベアを使用することに伴う制限を排除する。プロトコルは単にソ
フトウェアのファイルを更新することにより変更され得る。アッセイを実施する前に試薬
をキッティングすることで、複数のステップの間隔が固定されるような例えば回転式コン
ベアまたはプロセス経路（ｐｒｏｃｅｓｓ　ｐａｔｈ）などのデバイスを必要とするプロ
トコルに付随する固有の特徴である複数の試薬を同時に加えることの必要性が排除される
。吸引／分注用のデバイスが、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイの両方のキッティン
グのために使用されてよい。この吸引／分注プロトコルでは、免疫アッセイが行われてい
る間に臨床化学アッセイ用の試料および試薬を分注するのに、吸引／分注用のデバイスを
使用することが可能である。吸引／分注用のデバイスは、免疫アッセイのステップで使用
されないときは臨床化学アッセイのステップを実施するのに使用されてよく、その逆で使
用されてもよい。
【００１０】
　本発明は、免疫アッセイの間で臨床化学アッセイを実施することおよび臨床化学アッセ
イの間で免疫アッセイを実施することを可能にする、免疫アッセイおよび臨床化学アッセ
イのための新規性のあるスケジュール設定システムを提供する。
【００１１】
　本明細書に記載する検査室自動化システムでは、試料容器、試薬容器、およびマイクロ
ウェルプレートが、通常は吸引／分注に使用されるデバイスによって上昇、移動および降
下され得る。吸引／分注デバイスのピペットが、試料容器、試薬容器およびマイクロウェ
ルプレートを握持してある位置から別の位置まで移すことができる握持デバイスを装備し
ていてよい。この握持デバイスは、試料容器、試薬容器およびマイクロウェルプレートに
対して高い圧力を加えるための突出部を装備していてよい。円筒形容器の場合、容器の円
筒形状と共形である表面が握持デバイスに固着されてよく、それにより、円筒形容器がよ
り簡単に握持されてある場所から別の場所へ移され得るようになる。
【００１２】
　本明細書に記載する方法はラベルから情報を読み取る方法を含む。この方法によると、
ＩＳＯ１４４４３またはＩＳＯ１５９６３、および、ＩＳＯ１８０００の指針に適合する
無線周波数認識タグが、例えば試薬容器、試料容器、およびマイクロウェルプレートなど
の対象物上に配置される。これらのタグは、無線周波数認識読取装置の可動アンテナまた
は無線周波数認識読取装置の固定アンテナのいずれかによって読み取られたり書き込まれ
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たりされ得る。無線周波数認識タグの読み取りおよび無線周波数認識タグへの書き込みは
ソフトウェアによって制御される。無線周波数認識技術を使用することで、バーコードの
場合と比較してより迅速かつより高い信頼性の読み取りを行うことができ、さらには、レ
ーザスキャニングデバイスに付随する障害を排除することができる。本明細書に記載する
システムは、試料および試薬を最初に分注するところから最後にマイクロウェルプレート
から結果を読み取るところまでマイクロウェルプレートを追跡することを可能にする。
【００１３】
　本明細書に記載する検査室自動化システムでは、バルク試薬を保持するための樋状部が
使用されてよい。バルク試薬を保持するために樋状部を使用することにより、複数のピペ
ットを有する吸引／分注デバイスが高い処理能力で試薬を吸引および分注することが可能
となる。
【００１４】
　本明細書に記載する検査室自動化システムでは、試料容器の保管、試薬容器の保管、試
料容器の移載、試薬容器の移載、試料容器中の試料の冷凍および試薬容器中の試薬の冷凍
をほぼ支障なく行うことができる。試薬容器および試料容器は、自動ロボット機構により
冷凍保管領域から検査室自動化システムの分析セクションに移されてよい。
【００１５】
　本明細書に記載する検査室自動化システムは、操作者が多数の免疫アッセイおよび／ま
たは臨床化学アッセイを厳密に制御して監視するのを可能にするための使い易いグラフィ
カルユーザインターフェースを提供する。このグラフィカルユーザインターフェースは、
容器内の液位の読み取りを単純化するために燃料計タイプの液位指示計を使用することが
できる。このグラフィカルユーザインターフェースは、比較的経験の浅い操作者がこの検
査室自動化システムを正しく使用できるように指示するために指示用の吹き出しを使用す
ることができる。
【００１６】
　本明細書に記載する検査室自動化システムおよび方法により、アッセイの感度が向上し
、アッセイが処理するための手段が削減され、信頼性が増す。さらに、本明細書に記載す
る検査室自動化システムおよび方法によりアッセイが処理するための手段の融通性が増す
ことから、新たなアッセイおよび新たなアッセイプロトコルは、検査室自動化システムの
設計に与える影響が最小となるように適応され得る。
【００１７】
　本明細書に記載する方法および装置では、マイクロウェルプレート内のマイクロウェル
の物理的配置に加えて、マイクロウェルプレート内のマイクロウェルが着色されているこ
とにより、発光測定装置（ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｒｅａｄｅｒ）を使用するときに
光子を効率的に収集することが可能となる。従来技術では、発光の読み取りのためにキュ
ベットおよび光電子増倍管を使用する場合、キュベットの幾何形状および光電子増倍管の
幾何形状のために光子は効率的に収集されない。免疫アッセイの結果を読み取るたに現在
使用されている多くの化学発光測定装置（ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｒｅａｄ
ｅｒ）は、透光性のキュベットの側面から光子を収集する。「ｓｐｈｅｒｅ　ｏｆ　ｌｉ
ｇｈｔ」から放出される光子のごく一部が光導波管に入って最終的に光電子増倍管に到達
し、そこで計測される。透光性のキュベットから光子が反射されることはあり得ない。マ
イクロウェルプレート内で適切に着色されたマイクロウェルを使用することにより、化学
発光反応により生成された光子の大部分が上方向に反射されて光電子増倍管に直接入り、
マイクロウェルの中身に焦点が合わせられる。
【００１８】
　マイクロウェルの容積はキュベットの容積より小さいことから、使用される試薬の量は
減少する。同様に、使用される試料の量も減少する。さらには、液体廃棄物の量も減少す
る。本明細書に記載するシステムのデザインにより、反応ベッセル装填機が必要なくなり
、洗浄機構およびイントラックボルテクサ（ｉｎ－ｔｒａｃｋ　ｖｏｒｔｅｘｅｒ）も必
要なくなる。イントラックボルテクサは、反応ベッセルを移動させるために間隔が固定さ
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れているステップを使用する従来型の分析装置の例えば回転式コンベアまたはプロセス経
路など通路の下に配置される、垂直方向に移動可能なミキサである。試薬が反応ベッセル
内に分注された後、垂直方向に移動可能なミキサが、通常はニューテータ（ｎｕｔａｔｏ
ｒ）回転装置により反応ベッセル内の中身を混合させるのに使用される。
【００１９】
　本明細書に記載する装置および方法は、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイを実施す
るのに必要となる装置および方法を大幅に単純化する。１つのＸＹＺピペットのみが必要
であり、複数のピペットは必要ではない。試料をマイクロウェルプレートのローに分注し
て試薬をマイクロウェルプレートのカラムに分注することにより、またはその逆により、
ピペットが、すべてのアリコートが分注されるまでピペットを充填する必要がなく試料の
複数のアリコートまたは試薬の複数のアリコートを分注することができるようになり、そ
れにより、ピペットを試料容器へとまたは試料容器から移動させるのに必要となる時間お
よびピペットを試薬容器へとまたは試薬容器から移動させるのに必要となる時間の両方が
短縮される。一部の自動化された臨床検査室用の分析装置で使用されるプロセス経路ダイ
バータ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｐａｔｈ　ｄｉｖｅｒｔｅｒ）は必要ではない。マイクロウェ
ルプレートのマイクロウェル内で実施される反応を処理するのに必要となる機械部品が削
減されることにより、検査室自動化システムの信頼性が向上する。ステッパモータによっ
て作動される、調整された量の液体を分注するための容積式ポンプは必要ではない。従来
の分析装置は、プローブの先端を洗浄するのに容積式ポンプを使用し、希釈剤、洗浄緩衝
液、およびプレトリガ溶液（ｐｒｅ－ｔｒｉｇｇｅｒ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）を直接に分注
する。
【００２０】
　本明細書に記載する装置および方法は、両方のタイプのアッセイに使用され得る、例え
ばピペット、キッティングステーション、フルイディクス、冷凍設備、制御装置、電力供
給装置などの多数の手段を同一で使用することにより、免疫アッセイと臨床化学アッセイ
とを統合することを可能にする。例えば蛍光偏光免疫アッセイ（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ
　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ（ＦＰＩＡ））フォーマットなど
の別のタイプのアッセイフォーマットがこの検査室自動化システムに追加されてもよい。
【００２１】
　本明細書に記載する装置および方法はまた、生物学的試料からの核酸の抽出およびその
ようにして抽出された核酸の増幅を免疫アッセイおよび臨床化学アッセイに統合すること
を可能にするが、これは、３つのすべてのアッセイで使用され得る、例えばピペット、キ
ッティングステーション、フルイディクス、冷凍設備、制御装置、電力供給装置などの多
数の手段を同一で使用することによってなされる。
【００２２】
　本明細書に記載する装置および方法では、洗浄ステーション、追跡システムおよび他の
構成部品を洗浄するためのメンテナンス処置は必要ではない。流体工学システムのプライ
ミングおよびフラッシングは必要ではない。自動化システムを使用することにより、試薬
および試料を手動で装填することを排除することができる。さらに、多くの販売業者が利
用できるオンラインオーダエントリシステム（ｏｎ－ｌｉｎｅ　ｏｒｄｅｒ　ｅｎｔｒｙ
　ｓｙｓｔｅｍ）に連絡することができる試薬在庫管理システムを使用することにより、
試薬および他の消耗品の発注が自動化される。
【００２３】
　マイクロウェルプレートは無線周波数認識によって追跡され得る。従来の反応ベッセル
はこのように追跡することはできない。マイクロウェルプレートを処理するのに市販され
ている多くのサブシステムが使用可能であり、それにより、使用者が、改良を行い旧式化
するのを遅らせたり、廃業した販売業者のアカウントを移動させたりすることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】追跡システムと、検査室自動化システムの分析セクションが配置され得る位置と
を示している、本明細書に記載する検査室自動化システムの一実施形態の概略図である。
【図２】図１に示した追跡システムに隣接するように配置され得る構成部品を示している
、現在入手可能な検査室自動化システムの概略図である。
【図３Ａ】試料容器運搬装置内の試料容器を示す立面正面図である。
【図３Ｂ】アダプタを有する試料容器運搬装置内の試料容器を示す立面正面図である。
【図４】試薬容器運搬装置内の試薬容器を示す立面正面図である。
【図５】免疫アッセイと臨床化学アッセイとを統合するための構成部品を使用しており、
単位時間当たりで比較的多量のアッセイを実施することができる検査室自動化システムの
分析セクションを詳細に示している、本明細書に記載する検査室自動化システムの一実施
形態の平面図である。
【図６】免疫アッセイと臨床化学アッセイとを統合するための構成部品を使用しており、
単位時間当たりで比較的適度な量のアッセイを実施することができる検査室自動化システ
ムの分析セクションを詳細に示している、本明細書に記載する検査室自動化システムの別
の実施形態の平面図である。
【図７】免疫アッセイのみを実施するための構成部品を使用しており、単位時間当たりで
非常に多量の免疫アッセイを実施することができる検査室自動化システムの分析セクショ
ンを詳細に示している、本明細書に記載する検査室自動化システムの別の実施形態の平面
図である。
【図８Ａ】生物学的物質の有効寿命を延ばすのに使用され得る摺動カバーの配置を示す概
略図である。
【図８Ｂ】生物学的物質の有効寿命を延ばすのに使用され得る摺動カバーの配置を示す概
略図である。
【図８Ｃ】生物学的物質の有効寿命を延ばすのに使用され得る摺動カバーの配置を示す概
略図である。
【図８Ｄ】生物学的物質の有効寿命を延ばすのに使用され得る摺動カバーの配置を示す概
略図である。
【図９Ａ】マイクロウェルプレートを握持している、吸引／分注デバイスに取り付けられ
た握持デバイスの概略的な上面図である。
【図９Ｂ】線９Ｂ－９Ｂに沿った、図９Ａの概略的な断面図である。
【図９Ｃ】円筒形容器を握持している、吸引／分注デバイスに取り付けられた握持デバイ
スの概略的な上面図である。
【図９Ｄ】線９Ｄ－９Ｄに沿った、図９Ｃの概略的な断面図である。
【図９Ｅ】円筒形容器を握持している、吸引／分注デバイスに取り付けられた握持デバイ
スの概略的な上面図である。
【図９Ｆ】線９Ｆ－９Ｆに沿った、図９Ｅの概略的な断面図である。
【図１０Ａ】握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部上に挿入するときおよ
び握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部から取り外すときに必要となるス
テップを示す概略図である。
【図１０Ｂ】握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部上に挿入するときおよ
び握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部から取り外すときに必要となるス
テップを示す概略図である。
【図１０Ｃ】握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部上に挿入するときおよ
び握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部から取り外すときに必要となるス
テップを示す概略図である。
【図１０Ｄ】握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部上に挿入するときおよ
び握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部から取り外すときに必要となるス
テップを示す概略図である。
【図１０Ｅ】握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部上に挿入するときおよ
び握持デバイスまたはピペットチップをピペットの端部から取り外すときに必要となるス



(10) JP 5642551 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

テップを示す概略図である。
【図１１】市販されている磁性粒子プロセッサの立面正面図である。
【図１２】図１１に示した磁性粒子プロセッサ内で使用するのに適したチップコームの立
面正面図である。
【図１３】９６個のマイクロウェルを有する単一のマイクロウェルプレートを使用する、
化学発光法による微粒子免疫アッセイのキッティングを示している、マイクロウェルプレ
ートの上面図である。
【図１４】各々が９６個のマイクロウェルを有する２つのマイクロウェルプレートを使用
する、化学発光法による微粒子免疫アッセイのキッティングを示している、一配置構成の
上面図である。
【図１５Ａ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１５Ｂ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１５Ｃ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１５Ｄ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１５Ｅ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１５Ｆ】免疫アッセイ反応を処理するためにＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子
プロセッサの原理を利用することができる基本過程を示す概略図である。
【図１６Ａ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルは、試料と磁性微粒子との混合物を収容している。
【図１６Ｂ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルは洗浄緩衝液を収容している。
【図１６Ｃ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルは洗浄緩衝液を収容している。
【図１６Ｄ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルはコンジュゲートを収容している。
【図１６Ｅ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルは洗浄緩衝液を収容している。
【図１６Ｆ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルは洗浄緩衝液を収容している。
【図１６Ｇ】所与のマイクロウェルプレートの各マイクロウェルが同一の成分を収容して
おり、このマイクロウェルプレートのキッティングで同時に９６の免疫アッセイを実施す
ることができる、７つのマイクロウェルプレートのうちの１つを示す上面図であり、マイ
クロウェルはプレトリガ溶液を収容している。
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【図１７Ａ】９６個のマイクロウェルを有する単一のマイクロウェルプレートを使用する
均一免疫アッセイのキッティングを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続す
る一上面図である。
【図１７Ｂ】９６個のマイクロウェルを有する単一のマイクロウェルプレートを使用する
均一免疫アッセイのキッティングを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続す
る一上面図である。
【図１７Ｃ】９６個のマイクロウェルを有する単一のマイクロウェルプレートを使用する
均一免疫アッセイのキッティングを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続す
る一上面図である。
【図１８Ａ】所定のスループット率を上回って免疫アッセイを実施できるようにするため
の吸引／分注プロトコルの交互配置ステップを示すチャートである。
【図１８Ｂ】共通のセットの手段を用いて免疫アッセイと臨床化学アッセイとの両方を実
施できるようにするための吸引／分注プロトコルの交互配置ステップを示すチャートであ
る。
【図１９Ａ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図１９Ｂ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図１９Ｃ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図１９Ｄ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図１９Ｅ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図１９Ｆ】１６人の患者に対する６つの臨床化学アッセイのための試料および試薬の分
注ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２０Ａ】８人の患者に対する１２の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２０Ｂ】８人の患者に対する１２の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２０Ｃ】８人の患者に対する１２の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２０Ｄ】８人の患者に対する１２の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２０Ｅ】８人の患者に対する１２の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ａ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ｂ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ｃ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ｄ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ｅ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２１Ｆ】６人の患者に対する１６の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２２Ａ】４人の患者に対する２４の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
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【図２２Ｂ】４人の患者に対する２４の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２２Ｃ】４人の患者に対する２４の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２２Ｄ】４人の患者に対する２４の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２２Ｅ】４人の患者に対する２４の臨床化学アッセイのための試料および試薬の分注
ステップを示している、単一のマイクロウェルプレートの連続する一上面図である。
【図２３】複数のレベルの構成を有する検査室自動化システムの分析セクションを示す概
略図で、分析セクションは３つのレベルを有し、このタイプの分析セクションでは、水平
方向および垂直方向の両方を移動することができるロボットシステムと単一の吸引／分注
デバイスとが使用される。
【図２４】本明細書に記載する検査室自動化システムを制御するためのコンピュータイン
ターフェースを示す概略図である。
【図２５Ａ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルは、試料と磁性微粒子とリーシス緩衝液との混合物を収容している。
【図２５Ｂ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルは希釈されたリーシス緩衝液を収容している。
【図２５Ｃ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルは希釈されたリーシス緩衝液を収容している。
【図２５Ｄ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルは水を収容している。
【図２５Ｅ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルは水を収容している。
【図２５Ｆ】所与のディープウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数可）を収容し
ており、この深いディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（ＲＮＡ
）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセットア
ップすることが可能である、６つのディープウェルマルチウェルプレートうちの１つを示
す上面図で、ウェルはリン酸緩衝液を収容している。
【図２６Ａ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルは、試料と磁性微粒子とリーシス緩衝液とＰＫ緩衝液との混合
物を収容している。
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【図２６Ｂ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルはリーシス緩衝液を収容している。
【図２６Ｃ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルはリーシス緩衝液を収容している。
【図２６Ｄ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルはエタノール緩衝液を収容している。
【図２６Ｅ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルはエタノール緩衝液を収容している。
【図２６Ｆ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ウェルはエタノール緩衝液を収容している。
【図２６Ｇ】所与のディープウェルマルチウェルプレートの各ウェルが同一の成分（複数
可）を収容しており、ディープウェルマルチウェルプレートのキッティングで、核酸（Ｄ
ＮＡ）の２４個の試料を増幅反応にかける前に磁性粒子プロセッサで処理するためにセッ
トアップすることが可能である、７つのディープウェルマルチウェルプレートのうちの１
つを示す上面図で、ディープウェルは水を収容している。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書で使用する「免疫アッセイ」という用語は、抗体（複数可）のそれの（それら
の）抗原に対する反応を利用する、通常は血清である生物学的液体中の物体の濃度を測定
する生物学的試験を意味する。免疫アッセイは抗体のその抗原に対する特異結合を利用す
る。「化学発光による磁気的免疫アッセイ（ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｍａｇ
ｎｅｔｉｃ　ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ）」とも称される、本明細書で使用する「化学発光
法による微粒子免疫アッセイ」は、抗原および抗体に結合される化学発光標識を使用する
。このアッセイでは、磁性微粒子が抗体により被覆される。このアッセイは試料中の抗原
を探すことを目的とする。第２の抗体が化学発光標識で標識される。この第２の抗体は磁
性微粒子には付着されない。抗体および抗原は以下の順番で付着される：磁性微粒子上の
抗体－抗原－抗体－化学発光標識。磁性微粒子はこの後洗浄除去される。抗体－抗原－酵
素の量が、プレトリガ溶液およびトリガ溶液（ｔｒｉｇｇｅｒ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）を添
加して生成される光を測定することによって測定される。このタイプの免疫アッセイは、
基体すなわち特異結合メンバ（ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｂｉｎｄｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）に合
成されるときに光を生成する。化学発光反応は感度が高く、測定が容易である。このタイ
プの免疫アッセイは、試料中に存在するアナライトの量に比例する結果が得られる非競合
的サンドイッチフォーマットを使用する。本明細書で使用する「磁性（磁気的）」という
用語は常磁性を意味する。
【００２６】
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　本明細書で使用する「臨床化学アッセイ」という表現は、人体内で自然に発生する物体
の濃度を測定する生物化学的試験を意味しており、この濃度は、人体の様々な器官の健康
状態または容態を示す働きをしている。しばしばアナライトと称されるこれらの物体は、
健康な人間の場合は所定の範囲の濃度で存在する。化学アナライトは、例えば脂質、栄養
物、化学的成分、代謝産物などの、具体例としてはグルコース、尿素窒素、トリグリセリ
ド、尿酸が含まれる通常のアナライトと、例えばアラニンアミノトランスフェラーゼ、ア
スパラギン酸、乳酸脱水素酵素およびアミラーゼなどの酵素と、例えばナトリウム、カリ
ウムおよび塩化物などの電解質とからなる３つの主な種類のうちの１つに該当する。本明
細書で使用する「検査室自動化システム」は、試料の分析の前、試料の分析の間、および
、試料の分析の後での試料の処理を自動化するように設計されるシステムを意味する。こ
の処理には、試料の取り扱い、臨床用分析装置からシステムの別の構成要素への試料の移
動、および、試料の保存が含まれる。
【００２７】
　本明細書で使用する「試料」という用語および「生物学的試料」という表現などは、ア
ナライトを含有していると疑われる物質を意味する。試料は、アッセイ中に、または、ア
ッセイを受ける前に試料の性質を修正するための前処理の後で、供給源から得られるもの
として直接に使用されよい。試料は、限定しないが、血液、唾液、眼球レンズ流体、脳脊
髄液、汗、尿、母乳、腹水液、粘膜、関節液、腹膜液、または羊水などを含む例えば生理
液などの任意の生物源から得られてよい。試料は、例えば、血液からの血漿の調製または
粘性流体の希釈などのように、使用前に前処理されてよい。前処理の手法には、濾過、蒸
留、濃縮、阻害成分の不活性化、および、試薬の添加が含まれてよい。生理液に加えて、
例えば水、食材などの別の液体試料が使用されてもよい。また、アナライトを含有してい
ると疑われる固形物質も試料として使用されてよい。本明細書で使用する「アナライト」
という用語は、検出または測定される化合物または合成物を指している。
【００２８】
　本明細書で使用する「無線周波数認識」という表現は、電波を使用して例えば生物学的
試料用容器および生物学的試料を分析するための試薬用容器などの物体を自動的に識別す
る技術の総称である。最も一般的な識別手法は、物体を識別するシリアル番号、および、
場合によっては、物体またはその内容物に関する他の情報をアンテナに取り付けられたマ
イクロチップ上に格納することである。マイクロチップおよびアンテナは併せて、無線周
波数認識トランスポンダまたは無線周波数認識タグと呼ばれている。アンテナは、マイク
ロチップが識別情報および他の情報を無線周波数認識読取装置に送信するのを可能にする
。無線周波数認識読取装置は、無線周波数認識タグから反射されて戻ってきた（ｒｅｆｌ
ｅｃｔｅｄ　ｂａｃｋ）電波をデジタル情報に変換し、それにより、このデジタル情報が
、それを利用することが可能なコンピュータに伝えられ得るようなる。
【００２９】
　本明細書で使用する「吸引／分注デバイス」という表現は、吸引作用により容器から液
体を除去することと例えばマイクロウェルプレートのマイクロウェルなどの容器内にその
吸引された液体の一部を分注することとの二重機能を有するデバイスを意味する。本明細
書に記載するシステムに使用され得る吸引／分注デバイスは、参照により本明細書に組み
込まれる米国特許第７，０３３，５４３号明細書に記載されている。「ピペット（ｐｉｐ
ｅｔ）」、「ピペッタ」とも呼ばれる、本明細書で使用する「ピペット（ｐｉｐｅｔｔｅ
）」という用語は、測定した量の液体を移送するのに使用される検査室器具を意味する。
「微量定量プレート」、「マイクロプレート」とも呼ばれる、本明細書で使用する「マイ
クロウェルプレート」という表現は、小試験管として使用される複数の「ウェル」を有す
る平プレートを意味する。本明細書で使用する「ＸＹＺ」という用語は、第１の水平方向
、第１の水平方向に対して垂直の第２の水平方向、ならびに、第１の水平方向と第２の水
平方向との両方に対して垂直である第３の方向の３方向に移動することができるデバイス
を指している。本明細書で使用する「再使用」、「再使用可能」などの用語は、１回使用
された後で処分されずに再び使用され得る使い捨て製品を指している。本明細書で使用す
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る「固定されたプロトコル」という用語はアッセイを実施するためのプロトコルを意味し
ているが、ここでは、培養ステップ（複数可）に割り当てられる開始時間および終了時間
、混合ステップ（複数可）に割り当てられる開始時間および終了時間、試薬添加ステップ
（複数可）に割り当てられる開始時間および終了時間、洗浄ステップ（複数可）に割り当
てられる開始時間および終了時間、および、他のステップ（複数可）に割り当てられる同
様の開始時間および終了時間が、アッセイが開始されてから決まった時間に行われなけれ
ばならない。本明細書で使用する「検査室自動化システムの分析セクション」という表現
は、免疫アッセイまたは臨床化学アッセイ、あるいは免疫アッセイと臨床化学アッセイと
の両方が実施される検査室自動化システムの部分を意味する。本明細書で使用する「キッ
ティング」という用語は、化学反応を開始する前に試料および試薬をマイクロウェルプレ
ートの適切なマイクロウェル内に分注することを意味する。
【００３０】
　本明細書で使用する「核酸（複数可）の抽出」などの表現は、生物学的試料から核酸（
複数可）を除去することを意味する。本明細書で使用する「核酸（複数可）の増幅」など
の表現は、特定の核酸（複数可）を分離して次いで検出できるレベルまで複製するために
、精製酵素を使用するアッセイを指している。核酸（複数可）の増幅手法の例として、ポ
リメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）がある。本明細書で使用する「マルチウェルプレート」と
いう表現は、上面および下面と、トレイの下面から伸びている複数のウェルとを有するプ
ラスチックトレイを意味しており、これらのウェルは、トレイの上面内の開口部を介して
充填され得る。これらのウェルは例えば１ｍＬ未満の比較的少量の液体を収容するように
大きさが限定されてよく、このようなウェルを含むマルチウェルプレートをマイクロウェ
ルプレートと称する。別法として、ウェルは例えば１ｍＬを超える比較的多量の液体を収
容するように大きさが拡大されてもよく、そのようなウェルを含むマルチウェルプレート
を単にマルチウェルプレートと称する。
【００３１】
　本明細書で使用する、項目名の後に続く「（複数可）」という表現は、文脈に応じて対
象の項目が１つまたは複数であると意図することを示している。本明細書で使用する「お
よび／または」という表現は、「および」という単語と「または」という単語のいずれか
が単語、語句または節をつなぐのに使用されてよいことを示している。
【００３２】
　本明細書を通して、可能である限り、同様の部品または構成要素は同一の参照符号を有
するが、明瞭さのために必要である場合は同様の部品または構成要素が異なる参照符合を
有していてよい。また、必要である場合、マイクロウェルプレート（複数可）は「Ｐ」と
いう文字で示される。処理装置および読取装置内のマイクロウェルプレートは実際には可
視ではないことに留意されたい。しかし、マイクロウェルプレートは処理装置および読取
装置の内側にあり、処理装置および読取装置内でのマイクロウェルプレートの相対位置は
文字Ｐによって示される。
【００３３】
　検査室自動化システムは、通常、吸引／分注デバイスのピペット（複数可）が３次元、
すなわち、水平面上の二次元（すなわち、ＸおよびＹ）と垂直方向の一次元（ずなわち、
Ｚ）に移動され得るような吸引／分注デバイスを使用する。検査室自動化システムの残り
の構成要素は、ピペット（複数可）が検査室自動化システムの種々の構成要素に到達する
のを可能にするような形で吸引／分注デバイスの近傍に位置されるか吸引／分注デバイス
に連結されてよい。しかし、すべての構成要素が吸引／分注デバイスから直接に到達可能
である必要はない。場合によっては、試薬がその中に分注されているマイクロウェルプレ
ートは、任意選択のロボット機構により吸引／分注デバイスの到達範囲の外まで移動され
得て、別の処理のための自律サブシステム内に配置され得る。一般に、化学発光法による
微粒子免疫アッセイは、キッティングが行われた後に試薬を分注する必要はない。逆に、
臨床化学アッセイは読み取りごとに試薬を分注する必要がある。
【００３４】
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　検査室自動化システムの所望される能力に応じて、検査室自動化サブシステム（例えば
、種々の診断アッセイ技術）が、吸引／分注デバイスに追加されたりまたはそこから取り
除かれたりしてよい。さらに、処理能力を向上させるために複数のサブシステムが検査室
自動化装置に追加されてよく、例えば、免疫アッセイの処理能力を向上させるために１つ
または複数の免疫アッセイサブシステムが１つの免疫アッセイサブシステムに追加されて
よく、または、臨床化学アッセイの処理能力を向上させるために１つまたは複数の臨床化
学アッセイサブシステムが１つの臨床化学アッセイサブシステムに追加されてよい。
【００３５】
　検査室自動化システムの所望の構成要素は多数の配置構成で配置され得る。図１は、本
明細書に記載するシステムおよび方法と共に使用されるように修正され得る検査室自動化
システムを示している。この図では、インプット／アウトプットモジュールから試薬容器
および試料容器のための１つまたは複数の短期保管領域まで、試料を収容している容器（
試料容器）および試薬を収容している容器（試薬容器）を移動させるのを可能にするトラ
ック構成が示されている。また、この図には、検査室自動化システムの分析器具を位置決
めするためのセクションが示されている。図２は、トラック構成の周りに配置され得る検
査室自動化システムの他の従来の構成要素を示している。
【００３６】
　図５、図６および図７は、検査室自動化システムの分析セクションの構成要素の複数の
考えられる配置手法のうちの３つを示しているが、図５、図６および図７に示されている
ずれの構成にも使用され得る追跡システムを含んでいない。図５、図６および図７は、吸
引／分注デバイスなどの構成要素と、例えば、読取装置（例えば、吸光度読取装置、発光
測定装置）などの信号検出器と、例えば、化学発光法による微粒子免疫アッセイ（ＣＭＩ
Ａ）の処理装置などの免疫アッセイ処理装置と、臨床化学アッセイ（ＣＣ）処理装置と、
マイクロウェルプレート回転装置、使い捨ての構成要素を保管するための位置、試薬を保
管するための位置、ならびに、試料を保管するための位置を示している。
【００３７】
　図１が、免疫アッセイと臨床化学アッセイとが統合されるサブシステム、すなわち検査
室自動化システムの分析セクションを示している。このサブシステムは、単位時間当たり
で比較的多量のアッセイを実施することもできる。これと同じサブシステムが図５に示さ
れている。このサブシステムでは、１時間当たりで約１９２の免疫アッセイ試験（臨床化
学試験が実施されない場合）または１時間当たりで９００の臨床化学試験（免疫アッセイ
試験が実施されない場合）、あるいは、両方のタイプの試験を同時に実施する場合には１
時間当たりで６００の臨床化学試験および９６の免疫アッセイ試験の処理能力が可能とな
る。図６は、図１および図５に示したサブシステムに類似のサブシステム、すなわち検査
室自動化システムの分析セクションを示している。しかし、図６に示されるサブシステム
では、１時間当たりで約９６の免疫アッセイ試験（臨床化学試験が実施されない場合）ま
たは１時間当たりで４５０の臨床化学試験（免疫アッセイ試験が実施されない場合）、あ
るいは、両方のタイプの試験を同時に実施する場合には１時間当たりで３００の臨床化学
試験および４８の免疫アッセイ試験の処理能力が可能となる。図７は、免疫アッセイのみ
が実施されるサブシステム、すなわち検査室自動化システムの分析セクションを示してい
る。しかし、このサブシステムは単位時間当たりで非常に多量の免疫アッセイ試験を実施
することができる。このサブシステムでは、１時間当たりで約１２００の免疫アッセイの
処理能力が可能となる。別のサブシステムも製造され得る。例えば、図１、図５および図
６に示されるサブシステムの一部の変形形態では、免疫アッセイの構成要素を削除するこ
とができる。別の例として、図１、図５および図６に示されるサブシステムの一部の変形
形態では、臨床化学の構成要素を削除することができる。
【００３８】
　ここで図１を参照すると、検査室自動化システム１０がトラックシステム１２を有して
いる。図１に示されるように、トラックシステム１２は第１のレーン１４および第２のレ
ーン１６を有する。第１のレーン１４の目的は試料を保持している容器（すなわち、試料
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容器）１８をインプット／アウトプットモジュール２０（図２を参照）から試料容器の列
２２まで移送することである。試料容器１８は、試料容器運搬装置２４（図３Ａおよび図
３Ｂを参照）によりトラックシステム１２上を適切に移動することができる。試料容器１
８をトラックシステムのレーン上で移送するのに適している試料容器運搬装置２４は、例
えば、Ｉｎｐｅｃｏ　Ｓ．ｐ．ａ．、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ
ｃ　Ｉｎｃ．、Ｂｅｃｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　Ｉｎｃ．、Ｌａｂ　Ｉｎｔｅｒｌｉｎ
ｋ、Ａ＆Ｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｓｉｅｍｅｎｓ　ＡＧなどの供給業者から市販さ
れている。このような試料容器運搬装置２４は、例えば、米国特許第５，４１７，９２２
号明細書、第５，４２７，７４３号明細書、第５，５８９，１３７号明細書および第６，
３４３，６９０号明細書に記載されており、これらのすべては参照により本明細書に組み
込まれる。試料容器１８は、適当なロボット機構（図示せず）により試料容器運搬装置２
４内に配置され得る。試料容器運搬装置２４は、無限コンベアベルトによりまたはその適
当な代替物によりトラックシステム１２の第１のレーン１４に沿って移動する。このよう
なコンベアベルトおよびその適当な代替物は当業者にはよく知られている。試料容器１８
またはアダプタスリーブ２８は、所与の試料容器１８を認識して追跡するのに使用され得
る無線周波数認識タグ２６を備えていてよい。試料容器運搬装置２４の代替実施形態では
、試料容器運搬装置２４がアダプタスリーブ２８を備えていてよく、アダプタスリーブ２
８は、直径が異なるまたは長さが異なるあるいはその両方が異なる試料容器１８に適合す
るように試料容器運搬装置２４を試薬容器運搬装置３４と同じサイズにすることが可能で
ある。
【００３９】
　第２のレーン１６の目的は、試薬を保持している容器（すなわち、試薬容器）３０をイ
ンプット／アウトプットモジュール２０から試薬容器の列３２まで移送することである。
試薬容器３０は、試薬容器運搬装置３４（図４を参照）によりトラックシステム１２上で
適切に移動することができる。この目的に適した代表的な例の試薬容器運搬層３４はＮｉ
ｔｔｏｂｏ　Ｂｏｓｅｋｉ　Ｃｏ．，ＬｔｄおよびＲｅｘａｍ　ＰＬＣから市販されてい
る。このような試薬容器運搬装置３４は、例えば、米国特許第６，０７４，６１５号明細
書および第６，５５５，０６２号明細書に記載されており、これらのいずれも参照により
本明細書に組み込まれる。試薬容器３０は、適切なロボット機構（図示せず）により試料
容器運搬装置３４内に配置され得る。試薬容器運搬装置３４は、無限コンベアベルトによ
りまたはその適当な代替物によりトラックシステム１２の第２のレーン１６に沿って移動
する。このようなコンベアベルトおよびその適当な代替物は当業者にはよく知られている
。試薬容器３０は、所与の試薬容器３０を認識して追跡するのに使用され得る無線周波数
認識タグ３６を装備することができる。試料容器運搬装置２４および試薬容器運搬装置３
４を移送するのにトラックシステム１２の同一のレーンを使用することも可能であり、試
料容器運搬装置２４と試薬容器運搬装置３４とで別のレーンを使用することも可能である
。試料容器運搬装置２４および試薬容器運搬装置３４の両方に対して同一のレーンを使用
することでトラックシステム１２のコストを削減することができる。加えて、試料容器運
搬装置２４および試薬容器運搬装置３４の両方に対して同一のレーンを使用することで、
試料容器運搬装置２４と試薬容器運搬装置３４とを同じサイズにすることが可能となる。
【００４０】
　試薬の在庫を管理するためのシステムは、試薬容器３０が試薬容器運搬装置３４内に配
置され、その配置後、これらの試薬容器運搬装置３４が検査室自動化システム１０の分析
セクションに経路付けられてそこで適切なローカル列３２内に移されるように、設計され
てよい。このような配置は、試薬容器３０をトラックシステム１２の近傍の保管位置から
取り上げてその試薬容器３０を試薬容器運搬装置３４上に配置する能力を有するロボット
機構（図示せず）によって実施されてよい。同様に、試料を供給するためのシステムは、
試料容器１８がアダプタスリーブ２８を有する試料容器運搬装置２４または試薬容器運搬
装置３４内に配置され、その配置後、これらの試料容器運搬装置２４が検査室自動化シス
テム１０の分析セクションに経路付けられてそこで適切なローカル列２２内に移されるよ
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うに、設計されてよい。このような配置は、試料容器１８をトラックシステム１２の近傍
の保管位置から取り上げてその試料容器１８をアダプタスリーブ２８を有する試料容器運
搬装置２４または試薬容器運搬装置３４上に配置する能力を有するロボット機構（図示せ
ず）によって実施されてよい。
【００４１】
　検査室自動化システム１０の各分析セクションは、トラックシステム１２から試料容器
運搬装置２４および試薬容器運搬装置３４がそれぞれ移されてきて処理のために保持され
る、ローカル列２２、３２を有する。このような方向転換用途に適したダイバータは当業
者にはよく知られている。ダイバータは一般には機械電気的に作動されるゲートである。
本明細書で使用するのに適したダイバータの一例が、参照により本明細書に組み込まれる
米国特許第６，２０２，８２９号明細書に記載されている。
【００４２】
　試薬容器３０は、試薬容器運搬装置３４から単純に取り出されて検査室自動化システム
１０の分析セクション内に位置される試薬保管領域内に配置される。試料が試料容器１８
から吸引される。試料容器１８は試料容器運搬装置２４から取り出される必要はない。試
料が所与の試料容器１８から吸引され得るが、これは、その試料の試験に必要となるすべ
ての試料が試料容器１８から取り出されるまで行われてよい。試料の処理の完了時または
別の適当な時間に、試料容器運搬装置２４および試薬容器運搬装置３４はローカル列（複
数可）２２、３２から外されてトラックシステム１２へ移送される。空の試薬容器３０は
固形廃棄物容器内に処分される。試料容器１８は、結果および／または指示により再試験
または追加の試験が必要ではないと判断されるまで試料容器運搬装置２４内に保持されて
よい。試薬容器運搬装置３４は次の試薬容器を移送するための操作にそのまま再利用され
てよい。
【００４３】
　試薬在庫管理システムが、本明細書に記載する検査室自動化システム１０に追加され得
る。典型的な試薬在庫管理システムは、試薬および他の供給品の箱を積載するためのオペ
レータインターフェースと、在庫の認識および追跡のための無線周波数認識システムと、
容器をトラックシステム上に積載するためのおよびトラックシステムから容器を外すため
のロボット機構と、キャップ除去装置と、冷凍設備と、検査室用の分析装置および販売業
者との情報技術的な通信手段（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）とを有する。
【００４４】
　試料容器１８および試薬容器３０を検査室自動化システム１０の分析セクションに移送
するのにトラックシステム１２が使用されない場合、複数の試料容器１８を支持する試料
容器トレイ３８が使用されてよい。検査室自動化システム１０は、単純に、試薬容器運搬
装置３４および試料容器運搬装置２４のための列を試料容器トレイ３８のための適切な支
持体に置き換えるだけである。例えば図５、図６および図７を参照されたい。これらの図
では、トラックシステム１２は示されていない。トラックシステム１２の代わりに試料容
器トレイ３８が存在する。しかし、試料容器トレイ３８用の取付具を取り外して検査室自
動化システム１０の他の部分をトラックシステム１２に連結することもできる。
【００４５】
　後で説明する分析システムのための、試料容器１８内に供給される試料を調製するため
の種々の構成要素が、トラックシステム１２に沿った適当な位置に配置されてよい。ここ
で、市販されている検査室自動化システム１０’の図２を参照すると、本明細書に記載す
る検査室オートメーション１０内でも使用され得る構成要素がトラックシステム１２’に
沿って配置されている。これらの構成要素には、限定しないが、（ａ）試料容器１８を検
査室自動化システム１０に導入するための、および、（ｂ）試料容器１８を検査室自動化
システム１０から取り外すためのインプット／アウトプットモジュール２０と、１セット
のアッセイがその上で実施される、試料を保管するための容器保管・回収ユニット４０と
が含まれる。さらに図１には、血液試料中の細胞から血清を分離させるための第１の遠心
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分離システム４２および第２の遠心分離システム４４と、試料容器１８からキャップを取
り外すための、一般には試料管からキャップを取り外すためのデキャッパ４６と、分析試
験の完了後に試料容器１８を密閉するためのリシーラ（ｒｅｓｅａｌｅｒ）４８と、例え
ば試薬、試料などの生物学的物質の有効寿命を延ばすための冷凍装置（図示せず）とが示
されている。試薬容器３０は、配送部から輸送梱包箱に入れられて受け取られるときに、
操作者によって冷凍装置内に入れられてよい。この積載プロセスでは輸送梱包箱の頂部を
取り除く必要がある場合がある。試薬容器３０に添着された無線周波数認識タグ３６が、
冷凍装置に付随する無線周波数認識読取装置（図示せず）によって読み取られ得て、その
在庫が記録される。試薬の在庫を管理するためのシステムに連結された検査室自動化シス
テム１０の分析セクションが試薬容器（複数可）３０を要求した場合、試薬の在庫を管理
ためのシステムが要求された種類の通常は最も古い試薬（複数可）を、すなわち先入れ先
出しの形で、冷凍装置内にある輸送梱包箱から取り出し、処理のために試薬容器（複数可
）３０を用意し（例えば、キャップを取り外したり、隔壁を挿入したりなど）、試薬容器
（複数可）３０を試薬容器運搬装置（複数可）３４内に配置する。輸送梱包箱からの試薬
容器３０の除去および試薬容器運搬装置３４内への試薬容器３０の配置はロボット機構（
図示せず）によって実施されてよい。その後、試薬容器３０を保持する試薬容器運搬装置
３４はトラックシステム１２の適切なレーン上に送られ、次いで、試薬（複数可）を要求
した検査室自動化システム１０の分析セクションに経路付けされる。最後に、空の輸送梱
包箱が冷凍装置から取り出されて固形廃棄物容器内に入れられる。
【００４６】
　図１に示されていないが、検査室自動化システム１０内の情報を取り扱うための制御ユ
ニットが必ず存在する。この制御ユニットはまた、検査室自動化システム１０の自動化さ
れた機能を実行する種々のロボット機構に命令を送る。制御ユニットはパーソナルコンピ
ュータであってよいと予想される。単純な検査室自動化システムの従来の構成要素のさら
なる考察は、参照により本明細書に組み込まれる、Ｉｋｅｄａら「Ｔｏｔａｌ　Ｃｌｉｎ
ｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｌａｂｏｒ
ａｔｏｒｙ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ」、Ｈｉｔａｃｈｉ　Ｒｅｖｉｅｗ、Ｖｏｌ．４１（
１９９２年）、Ｎｏ．４、１６７－１７２ページで見ることができる。試験管保管・回収
ユニット、インプット／アウトプットモジュール、遠心分離システム、デキャッパ、リシ
ーラ、冷凍装置、および他の補助要素のいくつかの例は当業者にはよく知られており、多
数の供給元から簡単に買うことができる。本明細書に記載する検査室自動化システム１０
には含まれないが、図２にはさらに、第１の免疫アッセイ分析装置５０ａ、第２の免疫ア
ッセイ分析装置５０ｂ、第１の臨床化学分析装置５０ｃ、および、第２の臨床化学分析装
置５０ｄが示されている。本明細書に記載する発明は、複数のタイプの免疫アッセイ分析
装置および別のタイプの臨床化学分析装置を使用する。
【００４７】
　中央の試薬保管領域（図示せず）で試薬を実質的にストックすることができ、これらの
試薬は、必要に応じて、トラックシステム１２または検査室自動化システム１０の分析セ
クションに移送され得る。試薬を中央の保管領域からインプット／アウトプットモジュー
ル２０へと移送するのに適した移送手段には、限定しないが、ガントリ、無限コンベアベ
ルトおよびロボット機構が含まれる。
【００４８】
　トラックシステム１２には検査室自動化システム１０の少なくとも１つの分析セクショ
ン６０が隣接する。トラックシステム１２のサイズに応じて、２つ以上の分析セクション
６０が使用されてもよい。分析セクション６０は、４つの主なサブセクション、すなわち
、アッセイに使用される試料および試薬を保持するためのサブセクション６２と、試料お
よび試薬を例えばマイクロウェルプレートなどの反応ベッセル内に導入して操作するのに
必要となる装置のための使い捨ての構成要素を保持するためのサブセクション６４と、免
疫アッセイを実施するのに必要となる器具を支持するためのサブセクション６６と、臨床
化学アッセイを実施するために必要となる器具を支持するためのサブセクション６８とを
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有する。サブセクション６６は吸引／分注デバイスから直接に到達可能である必要はなく
、キッティングされたマイクロウェルプレートを使用することができる。サブセクション
６８は、通常、マイクロウェルプレートに直接に到達する吸引／デバイスが必要である。
【００４９】
　分析セクション６０のサブセクション６２は、好適には、無線周波数認識タグ２６、３
６からの情報を読み取るための無線周波数認識読取装置（図示せず）を収容するのに十分
な高さまで上昇される。このような無線周波数認識読取装置は、２００６年７月２８日に
出願された、「ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＶＥＳＳＥＬＳ　ＩＮ　ＡＵ
ＴＯＭＡＴＥＤ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＡＮＡＬＹＺＥＲＳ　ＢＹ　ＲＡＤＩＯ　ＦＲ
ＥＱＵＥＮＣＹ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ」と題される米国特許出願第１１／４９
５，４３０号に記載されており、これは参照により本明細書に組み込まれる。
【００５０】
　例えば試料容器コンテナ運搬装置２４および試薬容器３０などの、容器および容器の運
搬装置のために無線周波数認識システムを導入する一実施形態では、無線周波数認識シス
テムが、少なくとも１つの移動可能な無線周波数認識読取装置を有する。無線周波数認識
読取装置が容器または容器運搬装置に付随する無線周波数認識タグからのデータを読み取
るためには、無線周波数認識読取装置は無線周波数認識タグに近接する位置まで移動され
なければならず、そうすることにより、無線周波数認識読取装置によって読み取られるデ
ータの完全性に悪影響を及ぼさない程度の他の容器または他の容器運搬装置上の近傍の無
線周波数認識タグからのノイズ量および干渉のなかで、無線周波数認識タグからの情報が
読み取られるようになる。この実施形態では、少なくとも１つの無線周波数認識読取装置
が容器および容器の運搬装置の間を移動するのを可能にするための伝動サブシステムが用
意されなければならない。固定型の第２の読取装置が、その第２の読取装置付近まで移送
される消耗品に取り付けられた無線周波数認識タグを読み取るのに使用されてよい。
【００５１】
　別の実施形態では、無線周波数認識システムは、少なくとも１つの固定型の無線周波数
認識読取装置を有する。少なくとも１つの無線周波数認識読取装置が容器または容器運搬
装置に付随する無線周波数認識タグからのデータを読み取るためには、容器または容器運
搬装置が少なくとも１つの無線周波数認識読取装置に近接する位置まで、好適には少なく
とも１つの無線周波数認識読取装置に位置合わせされるように移動されなければならず、
そうすることにより、無線周波数認識読取装置によって読み取られるデータの完全性に悪
影響を及ぼさない程度の他の容器または他の容器運搬装置上の近傍の無線周波数認識タグ
からのノイズ量および干渉のなかで、無線周波数認識タグからの情報が読み取られるよう
になる。この実施形態では、少なくとも１つの無線周波数認識読取装置が容器および容器
運搬装置の間を移動することを可能にするための伝動サブシステムが用意される必要はな
い。
【００５２】
　固定型の無線周波数認識読取装置の上記の実施形態を実施する手法は少なくとも２つあ
る。第１の手法によると、試料容器および試薬容器、または、試料容器運搬装置および試
薬容器運搬装置が少なくとも１つの固定型の無線周波数認識読取装置に近接する位置まで
移送され得ることにより、容器または容器運搬装置上の固定型の無線周波数認識読取装置
タグが少なくとも１つの無線周波数認識読取装置によって読み取られるようになる。第２
の手法によると、プリント基板上のトレースである複数のアンテナが個別の固定型の無線
周波数認識読取装置として機能する。これらのアンテナは個別のデータ集を受信すること
ができる。無線周波数認識タグを読み取るための読取装置の好適な実施形態では、試薬保
管領域および試料保管領域の下で単一のプリント基板が複数のアンテナを有する。アンテ
ナの長さは、使用される無線周波数との関係を決定付けるので重要である。アンテナの長
さは、例えば、半波長、１／４波長といったようないくつかの多波長の無線周波エネルギ
ーに対応する。
【００５３】
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　無線周波数認識システム用のプリント基板は、遠隔アンテナ用の通信手段と、一度に一
つずつそれらのアンテナを選択する手段とを有していてよい。例えば、無線周波数認識シ
ステムは、マイクロウェルプレート回転装置、前処理領域、磁性粒子プロセッサ、発光測
定装置（複数可）、吸光度読取装置（複数可）、在庫読取位置などのいくつかの離れた読
取位置との、ならびに、ローカル列および移送トラック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｔｒａｃ
ｋ）上の位置との外部通信手段を有する。これらの離れた位置にあるアンテナ読み取るこ
とにより、マイクロウェルプレートが検査室自動化システム全体を通して追跡され得るよ
うになり、一連の管理を実現することができる。
【００５４】
　本明細書に記載する無線周波数認識システムを具体化するために、無線周波数認識タグ
は、例えば試薬容器３０などの容器の最も低い位置または例えば試料容器運搬装置２４な
どの容器運搬装置上に配置されてよい。カプセル封入された無線周波数認識タグを容器の
最も低い位置に配置することがしばしば所望される。試料容器１８の場合、無線周波数認
識タグは試料容器運搬装置２４上に配置されてよい。
【００５５】
　一実施形態では、２つの高周波（１３．５６ＭＨＺ）無線周波数認識読取装置が使用さ
れ得る。一方の無線周波数認識読取装置は試薬容器が配置されている領域の下を移動する
ことができる。もう一方の固定型の無線周波数認識読取装置は、マイクロウェルプレート
上の無線周波数認識タグを読み取る。無線周波数認識読取装置を使用することにより、検
査室自動化システム１０内で試薬容器および試料容器１８を効率的かつ緊密にパックする
ことが可能となる。無線周波数認識読取装置および無線周波数認識タグを使用することに
より、バーコードを用いて付与され得るデータ量と比較してより高密度のデータを容器上
に有することが可能となる。さらに、書き込み可能な無線周波数認識タグが使用される場
合、無線周波数認識タグ上のデータは、無線周波数認識タグを装備する容器の中身に付随
して行われる変更を反映するように更新され得る。無線周波数認識システムはパーソナル
コンピュータ用のインターフェースを有することができる。
【００５６】
　本明細書に記載する検査室自動化システム１０では、試料は免疫アッセイ技術および臨
床化学アッセイ技術の両方で共用される。試料は、検査室自動化システム１０の分析セク
ション６０上での試料の保管を最小化するためにかつ再試験および／またはリフレックス
試験（ｒｅｆｌｅｘ　ｔｅｓｔｉｎｇ）を自動化するために、検査室自動化システム１０
のトラックシステム１２により分析セクション６０のサブセクション６２に移送され得る
。別法として、試料は、例えば手動、または所望される場合はロボット機構（図示せず）
などの別の手段により分析セクション６０のサブセクション６２に配置されてもよい。上
で考察したように、試料は、試料容器運搬装置２４によりまたは試料容器１８を支持する
トレイ３８により検査室自動化システム１０の分析セクション６０に移され得る。典型的
な試料容器トレイ３８は最大で５つの試料容器１８を保持することができ、試料容器トレ
イの列は通常最大で３つの試料容器トレイ３８を含むことができ、サブセクション６２は
通常最大で１２個の試料容器トレイを保持することができる。分析セクション６０のサブ
セクション６２のうちの試料容器１８に割り当てられる領域は絶対に必要というわけでは
ないが、最大で６０個の試料容器１８がサブセクション６２内で保管され得ることが分か
る。しかし、分析セクション６０の寸法が増大される場合には、６０個を超える試料容器
１８が分析セクション６０のサブセクション６２内で保管され得る。
【００５７】
　分析セクション６０のサブセクション６２は、臨床化学アッセイ用の試薬容器３０を一
時的に保管するための十分なスペース、免疫アッセイ用の試薬を攪拌するための装置と共
に免疫アッセイ用の試薬容器３０を一時的に保管するための十分なスペース、および、試
料容器１８を一時的に保管するための十分なスペースを有する。サブセクション６２は、
臨床化学アッセイのみまたは免疫アッセイのみのための試薬容器３０、または、両方のタ
イプのための試薬容器３０の組み合わせを有するように設計されてよい。サブセクション
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６２は、試薬および試料の冷凍および蒸発抑制を実現できるような装備であることが好適
である。図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃおよび図８Ｄが、試薬容器３０が周囲に曝されるのを最
小にするためのシステムを示している。このシステムでは、摺動試薬カバー７０、７２の
システムが、試薬容器３０を外部環境から隔離するのに使用されてよい。試薬は、本明細
書に記載する摺動試薬カバーの実施形態を使用することにより長時間保存され得るように
なる。この実施形態では、第１の摺動試薬カバー７０が、サブセクション６２内に配置さ
れている複数の試薬容器３０の上方に位置される。第２の摺動試薬カバー７２は、複数の
試薬容器３０の上方かつ第１の摺動試薬カバー７０の上方に位置される。第１の摺動試薬
カバー７０は形状が実質的に長方形であり、これは第２の摺動試薬カバー７２も同様であ
る。第１の摺動試薬カバー７０はトラック（図示せず）内に挿入され、そこでは、第１の
摺動試薬カバー７０は矢印「Ａ」で示される水平方向に摺動することができる。第２の摺
動試薬カバー７２は、第１の摺動試薬カバー７０が挿入されるトラックに位置合わせされ
ているトラック（図示せず）に挿入され、そこでは、第２の摺動試薬カバー７２は矢印「
Ａ」で示される水平方向に摺動することができる。第１の摺動試薬カバー７０は、その中
に形成される、複数の試薬容器３０に位置合わせされて配置され得る複数の開口部７４を
有する。同様に、第２の摺動試薬カバー７２は、その中に形成される、複数の試薬容器３
０に位置合わせされて配置され得る複数の開口部７６を有する。図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃ
および図８Ｄに示されるように、開口部７４および開口部７６は形状が長方形である。第
２の摺動試薬カバー７２内の各開口部７６の左側縁部は半円切欠７８となっている。この
半円切欠７８はその開口部分が右側を向いている。第１の摺動試薬カバー７０内の各開口
部７４の右側縁部は半円切欠８０となっている。この半円切欠８０はその開口部分が左側
を向いている。第１の摺動試薬カバー７０および第２の摺動試薬カバー７２は互いに相対
的に移動することができ、第１の摺動試薬カバー７０内の切欠８０と第２の摺動試薬カバ
ー７２内の切欠７８とが合わさって小さな開口部を形成するようになっており、その開口
部を介して、試薬容器３０から液体試薬を吸引するためにピペットの先端が挿入され得る
。試薬が吸引されないとき、第１の摺動試薬カバー７０および第２の摺動試薬カバー７２
は小さな開口部が閉じられるように互いに相対的に移動することができ、それにより、第
１の摺動試薬カバー７０および第２の摺動試薬カバー７２が試薬に対する周囲の影響を軽
減することが可能となり、結果的に試薬の有効寿命が延びる。
【００５８】
　臨床化学アッセイ用の個々の試薬容器３０および免疫アッセイ用の個々の試薬容器３０
はロボットシステムにより試薬容器運搬装置３４から取り出されて分析セクション６０の
サブセクション６２の適当な位置に挿入され得、そこでは、握持デバイス９２が、以下で
は吸引／分注デバイス９４としても称される、液体を吸引および分注することができるデ
バイス９４に添着されていてよい。本明細書で使用するのに適した握持デバイスを示して
いる概略図の図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ、図９Ｄ、図９Ｅおよび図９Ｆを参照されたい。吸
引／分注デバイス９４は容器から液体を吸引することおよびマイクロウェルプレートのマ
イクロウェル内に液体を分注することができる。吸引／分注デバイス９４は、複数のピペ
ット９８を装備することができるヘッド９６を有する。本明細書で使用するのに適した市
販のロボットシステムは一般に４から１２個のピペットを有する。握持デバイス９２は、
試薬容器３０、試料容器１８およびマイクロウェルプレートを握持すること、握持してい
る容器またはマイクロウェルプレートを垂直方向に持ち上げること、ならびに、握持して
いる容器またはマイクロウェルプレートを垂直方向に下げることができる。吸引／分注デ
バイス９４は、互いに垂直である２つの水平方向に移動することができる。各々の方向に
おいて移動範囲に制限はない。しかし、経済的理由により、分析セクションはできる限り
小さいほうが好ましい。従って、吸引／分注デバイス９４の一般的な移動範囲は、両方の
水平方向において、約２フィート（０．６１ｍ）から約８フィート（２．４４ｍ）、好適
には約２フィート（０．６１ｍ）から約６フィート（１．８３ｍ）、より好適には約２フ
ィート（０．６１ｍ）から約４フィート（１．２２ｍ）であると予想される。本明細書に
記載する装置および方法と共に使用するのに適したロボットシステムはＨａｍｉｌｔｏｎ
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　Ｃｏｍｐａｎｙから市販されている。このシステムでは、吸引／分注デバイス９４の２
つのピペット９８が握持デバイス９２を受け取ることができる。握持デバイス９２は、伸
長可能なＯリングロック機構により吸引・分注装置９４のピペット９８のステムに固定さ
れて取り付けられてよい。伸長可能なＯリングロック機構は、参照により本明細書に組み
込まれる米国特許第７，０３３，５４３号明細書に記載されている。
【００５９】
　握持デバイス９２は、一般的には、例えばパドル形状の直方体であり、通常は例えばス
テンレス鋼などの金属で作られている。図９Ａおよび図９Ｂが、マイクロウェルプレート
を握持するのに適した握持デバイス９２を示している。パドル形状の各握持デバイス９２
は、マイクロウェルプレートの縁部に接触するその主面上に少なくとも１つの突出部、好
適には２つ以上の突出部を有する。パドル形状の握持デバイス９２がピペット９８に添着
される場合、パドル形状の握持デバイス９２は上で言及した伸長可能なＯリングによって
保持される。この同じ伸長可能なＯリングがピペットチップを保持するのにも使用されて
よく、これは、ピペット９８の吐出端部（ｄｉｓｃｈａｒｇｉｎｇ　ｅｎｄ）を介して抜
くことできる。この伸長可能なＯリング機構は、ピペットが液体を吸引および分注するの
に使用されている間、さらには、ピペットチップが容器の隔壁を貫通しているときにも、
ピペットチップを固定して保持する。ピペットチップが容器の隔壁を貫通するときは、通
常であれば、摩擦により固定されている（ｆｒｉｃｔｉｏｎ－ｓｔａｋｅｄ）ピペットチ
ップがピペットの吐出端部から引き抜かれてしまう。
【００６０】
　吸引／分注デバイス９４がマイクロウェルプレートを握持するためには、握持デバイス
９２が取り付けられている吸引／分注デバイス９４の２つのピペットが互いに向かって移
動されなければならず、それにより、マイクロウェルプレートがパドル形状の握持デバイ
ス９２の間で握持されるようになる。マイクロウェルプレートは、握持されているときは
縦向きおよび横向きのどちらであってもよい。すなわち、マイクロウェルプレートは、マ
イクロウェルプレートの２つの長い方の側面またはマイクロウェルプレートの２つの短い
方の側面のいずれかを介して握持されてよい。上で言及した突出部が、柔らかいプラスチ
ック物質のマイクロウェルプレートの表面内にわずかに入るように貫通し、それにより、
マイクロウェルプレートが持ち上げられるとき、下げられるとき、または移送されるとき
にしっかりと保持されるようになる。握持デバイス９２の種々の修正形態が、例えば試薬
容器３０、試料容器１８などの円筒形の容器を握持するのに使用されてよい。握持デバイ
ス９２は、円筒形の容器を握持するために、図示するようにならびに上で説明したように
直方体であることが好適であり、この直方体には、容器の形状に実質的に一致していてよ
いサイズおよび形状のアダプタ９２ａが取り付けられる。図９Ｃおよび図９Ｄが、円筒形
の容器を握持するのに適した握持デバイス９２を示している。図９Ｃおよび図９Ｄに示さ
れている握持デバイス９２と同じ機能を果たす握持デバイス９２の別の実施形態が、図９
Ｅおよび図９Ｆに示されている握持デバイス９２である。図９Ｅおよび図９Ｆに示されて
いる握持デバイス９２では、パドルは直線形状はなく実質的にＬ形である。Ｌ形の握持デ
バイス９２を備えるピペット９８は円筒形の容器３０を容易に握持したり、持ち上げたり
、移動させたり、降下させたりすることができ、検査室自動化システム１０の分析セクシ
ョン６０内の任意の位置から別の位置へと円筒形の容器３０を容易に配置することができ
る。
【００６１】
　図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ、図１０Ｄおよび図１０Ｅが、伸長可能なＯリングロッ
ク機構の動きを示している。ピペット９８は、内壁１００および外壁１０２を有する円筒
管を有する。Ｏリングアクチュエータスリーブ（ｏ－ｒｉｎｇ　ａｃｔｕａｔｏｒ　ｓｌ
ｅｅｖｅ）１０４がピペット９８の外壁１０２の相当な部分を取り囲んでいる。伸長可能
なＯリング１０６が、ピペット９８の外壁１０２の周りの、Ｏリングアクチュエータスリ
ーブ１０４の下側端部のすぐ下に位置されている。伸長可能なＯリング１０６は、通常、
弾性高分子物質から作られる。エジェクタスリーブ１０８がＯリングアクチュエータスリ
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ーブ１０の相当な部分を取り囲んでいる。図１０Ａでは、握持デバイス９２およびピペッ
トチップ１１０のいずれもピペット９８に装着されていない。図１０Ｂでは、握持デバイ
ス９２またはピペットチップ１１０のいずれかが滑り嵌めによりピペット９８に装着され
、ここでは挿入力が殆ど存在していない。図１０Ｃでは、伸長可能なＯリング１０６が、
小型モータ（図示せず）によって垂直方向に移動されるＯリングアクチュエータスリーブ
１０４により圧縮および伸長される。図１０Ｄでは、握持デバイス９２またはピペットチ
ップ１１０が、伸長可能なＯリング１０６およびピペットチップ１１０の内壁にある溝１
１２を介してピペット９８の円筒管上に係止される。図１０Ｅでは、上述のモータの方向
を逆にしてＯリングアクチュエータスリーブ１０４を上げることにより、伸長可能なＯリ
ング１０６は、圧縮が緩められて径方向に引き戻される。握持デバイス９２またはピペッ
トチップ１１０は、処分または再使用のために、小型モータ（図示せず）によりピペット
の主管に対して移動されるエジェクタスリーブ１０８によって取り外される。
【００６２】
　マイクロウェルプレートを握持するのにロボット機構（図示せず）の代替実施形態が使
用されてもよい。一代替実施形態では、ロボット機構はマイクロウェルプレートを握持す
ること、そのマイクロウェルプレートを垂直方向に持ち上げたり下げたりすること、およ
び、その移送中にマイクロウェルプレートを回転させることができる。このタイプのロボ
ット機構は、マイクロウェルプレートを種々のタイプのアッセイ処理装置およびアッセイ
の結果の読取装置に挿入するのを容易にするためにマイクロウェルプレートを回転させる
などの動作に有用であるが、検査室自動化システム１０のデッキの上方のみでマイクロウ
ェルプレートを移動させる。図１、図５、図６および図７では、示されている構成要素が
単一の高さのみに位置されていることに留意されたい。ロボット機構の別の代替実施形態
は、上で言及した実施形態のすべての特徴を有していることに加えて、マイクロウェルプ
レートを検査室自動化システム１０のデッキの上方の位置から検査室自動化システム１０
のデッキの下方の位置まで移送することもでき、それにより、マイクロウェルプレートを
、ピペットからアッセイ処理装置まで、次いで読取装置まで、最後に廃棄物用の容器まで
移送するときに、別の選択肢が得られる。この実施形態は、限定された垂直方向のスペー
ス内での３次元的な移送における代替案を提示する。この実施形態は、以下での図２３の
より詳細な考察で説明されている。
【００６３】
　ハミルトンピペットなどのピペットを使用する場合、乾燥空気を押すタイプのシリンジ
（ｄｒｙ　ａｉｒ　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｓｙｒｉｎｇｅ）を用いることによりポ
ンプおよび管路を排除できる。このようなピペットは、より効率的に液体を分注するため
に拡張された非対称のピペットの形をしている。拡張された非対称のピペットとは、液体
の分注が様々な場所で実施され得ること、すなわち、ピペットが互いに等距離に離間され
る必要がないことを意味している。また、このようなピペットは、吸引および分注の間で
、圧力を監視することに加えて容量および圧力により液位を感知することが可能である。
上で言及したように、伸長可能なＯリングを使用することで、一般にピペットチップの変
形を引き起こすような摩擦力によりピペットチップを装着することの必要性も排除できる
。
【００６４】
　試薬容器３０は、例えば約２℃から約８℃の温度範囲であってよい領域などの冷凍領域
内に収容されることが好ましい。上で考察したように、試薬容器３０は、試料容器１８ま
たは試料容器１８用のアダプタスリーブ２８と同様に、分析セクション６０のサブセクシ
ョン６２の下方に位置される自動化された無線周波数認識読取装置（図示せず）によって
読み取られ得る無線周波数認識タグを装備することができる。無線周波数認識読取装置は
、一部の試薬および一部の試料の吸引を実施するときまたは在庫内の品目のスキャン操作
を開始するときに、試薬容器３０および試料容器１８（または、試料容器運搬装置２４）
上の無線周波数認識タグの読み取りおよび更新を行うことができる。表１に示した種類の
情報が無線周波数認識読取装置により無線周波数認識タグ上で更新され得る。
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【表１】

分析セクション６０の前に位置される領域が、マイクロウェルプレート用の無線周波数認
識読取領域として使用されてよい。無線周波数認識タグおよび無線周波数認識読取装置を
使用するためのシステムが、参照により本明細書に先に組み込まれた、２００６年７月２
８日に出願された米国特許出願第１１／４９５，４３０号に記載されている。
【００６５】
　免疫アッセイで使用するための試薬の場合、分析セクション６０のサブセクション６２
は、通常、分散性の磁性微粒子用の３４個の試薬容器３０、コンジュゲート用の、すなわ
ち、例えば化学発光のコンジュゲート（ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｃｏｎｊｕ
ｇａｔｅ）などのアッセイ用の標識を含有する成分用の３４個の試薬容器３０、および、
希釈剤用の３４個の試薬容器３０を収容することができる。分散性の磁性粒子用の試薬容
器、コンジュゲート用の試薬容器および希釈剤用の試薬容器は、それらが検査室自動化シ
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ステム１０の分析セクション６０に適合する限りにおいて、同じものであっても互いに異
なっていてもよい。分散性の磁性微粒子を収容する各試薬容器３０は、軸受（図示せず）
内で軸支される軸（図示せず）を備える座部（図示せず）上に配置され、軸受内で軸が回
転することによりその座部が回転される。この軸は、軸受の下の軸上に位置される小型の
歯車（図示せず）によって回転される。所与の試薬容器３０の小型の歯車は、その容器に
隣接する１つの試薬容器３０の小型の歯車に係合される。試薬容器３０の列の端に位置さ
れる試薬容器３０の歯車は、例えばステッパモータなどの分散用のモータ（ｄｉｓｐｅｒ
ｓｉｎｇ　ｍｏｔｏｒ）（図示せず）に取り付けられた駆動歯車１１４に係合される。こ
の駆動歯車１１４により、試薬容器３０の列の端に位置される試薬容器３０の小型の歯車
が回転され、次いでその試薬容器３０に隣接する次の試薬容器３０の小型歯車が回転され
、次いでその試薬容器３０に隣接する次の試薬容器３０の小型歯車が回転されるといった
具合にその列にある試薬容器のすべての小型歯車が回転されることから、結果としてすべ
ての試薬容器３０が回転されることになる。このようにすべての試薬容器３０が回転され
ることにより、その端がモータである列内の、磁性微粒子を収容しているすべての試薬容
器３０内で磁性微粒子が分散される。免疫アッセイ用の試薬容器３０は、容器が不正確に
積載されるのを防止するためにキーで固定されてよい。このようなキー固定は、試薬容器
３０を一方向のみで挿入可能となるように設計することによって実現されてよい。このよ
うなキー固定は、試薬容器３０を自動で積載するのには一般には使用されない。しかし、
競合他社の低質の容器が本明細書に記載する装置と共に使用されるのを防止するためにキ
ーで固定することが望ましい。
【００６６】
　別のタイプのキー固定機能では、免疫アッセイ用の試薬容器のためのラックが臨床化学
アッセイ用の試薬容器のためのラック内に配置されるのを防止するために、無線周波数認
識システムのプリント基板上にあるアダプタプレートまたはガイド（図示せず）が使用さ
れる。さらに、盲結合コネクタが使用される場合、免疫アッセイの用の試薬容器のための
ラックが逆方向に積載されることがなくなる。というのは、ラックが逆方向に積載された
場合、これらのラックは盲結合コネクタに正しく適合されず、従って分散用のモータが接
続されず、エラーが表示されてしまうからである。臨床化学アッセイ用の試薬容器のため
のラックは、無線周波数認識システムのプリント基板が各容器を個別に認識することから
、任意の方向に設置されてよく、正しく動作することができる。
【００６７】
　分散性の微粒子を収容している試薬容器３０は、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の器具で使
用されるときと同様の形で、すなわち、一方方向に３６０°かつ逆方向に２２５°だけ継
続的（吸引ステップの間は除く）に回転される。例えば、すべてが参照により本明細書に
組み込まれる米国特許第５，５８０，５２４号明細書、第６，４３６，３４９号明細書お
よび第６，４９８，０３７号明細書を参照されたい。臨床化学アッセイで使用される容器
の場合、分析セクション６０のサブセクション６２は、通常、種々の試薬用の６８個の試
薬容器３０を収容することができる。分析セクション６０のサブセクション６２が収容す
ることができる試薬容器３０のこの数は重要ではない。前述した数は、単に、通常の構成
の代表的な例にすぎない。
【００６８】
　例えば、特定のタイプの免疫アッセイ用のプレトリガ溶液、洗浄緩衝液および脱イオン
水などのバルク液体は、好適には、樋状部１１６ａ、１１６ｂ、１１６ｃなどに収容され
、その結果、複数のピペットチップ１１０が特定の液体を同時に吸引することができるよ
うになる。プレトリガ溶液の目的は、免疫アッセイにおいて、磁性微粒子に結合されてい
るコンジュゲートからの例えばアクリジニウムなどの化学発光物質の解放を可能にするこ
とである。また、プレトリガ溶液により過酸化水素水が加えられてｐＨが下がるため、化
学発光物質から光子が放出されなくなる。プレトリガ容器と相補的なトリガ溶液が例えば
水酸化ナトリウム水溶液などの塩基性水溶液によってｐＨを再び中性まで上げることによ
り、過酸化水素が化学発光物質から光子を発生させることができるようになる。バルク液
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体の分注は、吸引／分注デバイス９４の負荷を軽減するために分析セクション６０上のサ
ブシステムによって実施されてもよい。図１、図５および図６に示されるように、分析セ
クション６０のサブセクション６２は６つの桶状部を収容することができる。分析セクシ
ョン６０のサブセクション６２が収容することができる桶状部のこの数は重要ではない。
前述した数は、単に、通常の構成の代表的な例にすぎない。別のバルク液体が適当な場所
に保管されてもよい。例えば、プレトリガ溶液と共に使用される特定のタイプの免疫アッ
セイ用のトリガ溶液が、例えば発光測定装置などの読取装置内に保管されてよく、そうす
ることにより、アッセイの結果が読み取られる時点でトリガ溶液が解放されるようになる
。トリガ溶液は、免疫アッセイの反応生成物の標識から約３秒から約５秒の範囲内で光子
を放出させることが可能である。
【００６９】
　ピペットチップ（未使用のピペットおよび再使用のピペットの両方）用の保管領域１２
０、および、温度制御可能なマイクロウェルプレート回転装置１２２または固定された吸
引・分注位置１２４が、分析セクション６０のサブセクション６４に配置される。固定さ
れた吸引・分注装置が使用される場合、プレート回転装置を使用する必要はない。
【００７０】
　使い捨てピペットチップ用のラック１２６および固形廃棄物用の容器１２８が分析セク
ション６０の中心または中心付近に配置されてよく、そうすることにより、吸引／分注デ
バイス９４が吸引・分注動作のために例えばピペットチップ、マイクロウェルプレートな
どの清潔な実験装置上を移動する距離が最小となる。使い捨てピペットチップ用のこれら
のラック１２６は、免疫アッセイ用および臨床化学アッセイ用の使い捨てピペットチップ
をそれらの使用の前に保管するのに使用される。チップコーム用の、すなわち逆磁気によ
る粒子処理で使用される使い捨て製品用のラック１３０が、チップコームをその使用前に
保管するのに使用される。使用されたチップコームは、使用されたチップコーム用のラッ
ク１３２内に処分されてよい。ピペットチップの消費を削減するために、ピペットチップ
用の「再使用」ラック１３４が、特定の試薬容器３０またはバルク液体に割り当てられた
ピペットチップを保管するのに使用されてよい。使い捨てチップ用のラックスタッカ（ｒ
ａｃｋ　ｓｔａｃｋｅｒ）１３６が、使い捨てチップのラックを分配するためのディスペ
ンサ内に使い捨てチップの多量のラックを保管することができる。ラックスタッカ１３６
は、保管されるラックがばねまたはモータ駆動により分析セクション６０の表面に向かっ
て付勢されるような細長い容器であってよい。試料が免疫アッセイモードおよび臨床化学
アッセイモードで試験される場合、ピペットチップの消費を削減するために、それらの特
定の試料に割り当てられたピペットチップを保管するのに、ピペットチップ用の別の「再
使用」ラック（図示せず）が使用されてよい。ピペットチップは、ピペットチップが同じ
試料または同じ試薬の使用を繰り返す場合、すなわち、別の試料または別の試薬の残りが
存在しない限りにおいて、再使用され得る。所与の試料のための試験がすべて完了した後
、その試料用のピペットチップは、分析セクション６０の近傍の適当な位置に配置された
固形廃棄物用の容器１２８内の固形廃棄物へ排出される。上述のラックはその予想される
中身と互換性を有するように設計され得る。このようなラックは市販されており、当業者
にはよく知られている。
【００７１】
　使い捨て製品用の種々の保管領域の容量の代表的な例は以下の通りである：
　　（ａ）使い捨てチップ用のラックが、最大９６個の１－１０００μＬの使い捨てチッ
プを保持することができる；
　　（ｂ）再使用可能な使い捨てチップのためのラックが、最大９６個の１－１０００μ
Ｌの使い捨てチップを保持することができる；
　　（ｃ）使い捨てチップ用のラックが、最大９６個の１－３００μＬの使い捨てチップ
を保持することができる；
　　（ｄ）再使用可能な使い捨てチップのためのラックが、最大９６個の１－３００μＬ
の使い捨てチップを保持することができる；
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　　（ｅ）使い捨てチップ用の４つのラックのためのスタッカが、最大９６個の１－３０
０μＬの使い捨てチップを保持することができる；
　　（ｆ）再使用可能な使い捨てチップのためのラックが、最大９６個の１－１０００μ
Ｌの使い捨てチップを保持することができる；
　　（ｇ）清潔なチップコーム用のラック；
　　（ｈ）使用されたチップコーム用のラック。
【００７２】
　前処理・希釈領域が固定された吸引／分注位置１２４のところに配置される。この位置
では、所望の場合、マイクロウェルプレートが固定された位置ですなわち回転されないよ
うに維持されてよい。前処理ステップおよび／または希釈ステップは、免疫アッセイ処理
および臨床化学アッセイ処理の前に実施される。
【００７３】
　ここで図１、図５および図６を参照すると、免疫アッセイ処理装置１４０が分析セクシ
ョン６０のサブセクション６６のところに位置されている。図７では、異なるタイプの免
疫アッセイ処理装置が使用されている。この免疫アッセイ処理装置は参照符号１４０ａで
示されている。２つの以上の免疫アッセイ処理装置１４０が使用されてもよい。臨床化学
アッセイ処理装置１４２が分析セクション６０のサブセクション６８のところに位置され
ている。２つの以上の臨床化学アッセイ処理装置が使用されてもよい。マイクロウェルプ
レート用の保管ラック１４４が分析セクション６０のサブセクション６８のところまたは
その近傍に位置される。免疫アッセイまたは臨床化学アッセイ用のマイクロウェルプレー
トをキッティングする前に免疫アッセイおよび臨床化学アッセイ用のマイクロウェルプレ
ートを保管するのに、マイクロウェルプレート用のスタッカ１４６が使用される。上で示
したように、本明細書に記載する検査室自動化システムは、免疫アッセイ処理装置を一切
使用せずに臨床化学アッセイ処理装置（複数可）と共に機能するまたは臨床化学用の処理
装置を一切使用せずに免疫アッセイ用の処理装置（複数可）と共に機能することができる
。
【００７４】
　免疫アッセイ処理装置１４０は以下の機能を有する：反応混合物の培養；反応混合物の
混合；反応混合物からの成分の分離；反応生成物（複数可）の洗浄；免疫アッセイの結果
の読み取りを可能にするための標識の解放。本明細書で使用するために修正され得る免疫
アッセイ処理装置１４０は、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎ
ｃ．、米国、マサチューセッツ州、ウォルサム、から市販されているＫｉｎｇＦｉｓｈｅ
ｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサであり、これは、参照によって本明細書に組み込まれる、
ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＰＥＲＦＯＲＭＩＮＧ　ＵＬＴＲＡ－ＳＥＮＳＩＴＩＶＥ　ＩＭＭ
ＵＮＯＡＳＳＡＹＳと題された、２００７年１０月２５日に出願の米国特許出願第１１／
９２３，８２８号に記載されている。本明細書に記載する特定の実施形態で使用するため
に修正され得る別の磁性粒子プロセッサには、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎ
ｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．、米国、マサチューセッツ州、ウォルサム、から市販されているＫ
ｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）９６磁性粒子プロセッサがある。このタイプの免疫アッセイ
処理装置が図７に図示されており、参照符号１４０ａで示されている。ＫｉｎｇＦｉｓｈ
ｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサが、例えば血液、細胞培養菌（ｃｅｌｌ　ｃｕ
ｌｔｕｒｅ）、組織ライセート、土および排泄物などの種々の出発物質からの高品質のＤ
ＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質および細胞の高速で再現性のある精製を実現することができる
。上述したＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサと同様に、ＫｉｎｇＦｉｓ
ｈｅｒ　Ｆｌｅｘ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサは、種々の精製段階すなわち結合、欠如、
洗浄、溶出を通して、粒子を移動させる磁性ロッドを使用する。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ　
Ｆｌｅｘ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサは、２４個のロッドを有する磁石ヘッドおよび２４
個のウェルを有するディープウェルプレートを使用する。試料の体積は５ｍＬにもなり得
る。より高い処理能力が必要とされる場合、９６個のロッドを有する磁石ヘッドおよび適
切な９６個のウェルを有するプレートを使用して、９６個の試料を様々な使用体積（２０
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－１０００μＬ）で処理することができる。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ　Ｆｌｅｘ（ＴＭ）磁
性粒子プロセッサに関する詳細は、参照により本明細書に組み込まれるウェブサイトｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｈｅｒｍｏ．ｃｏｍ／ｃｏｍ／ｃｄａ／ｐｒｏｄｕｃｔ／ｄｅｔａ
ｉｌ／１，，１０１３６２４０，００．ｈｔｍｌで見ることができる。ＫｉｎｇＦｉｓｈ
ｅｒ　Ｆｌｅｘ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサは、図７に示されているタイプの処理装置の
修正された実施形態に組み込まれ得る。
【００７５】
　標識が化学発光標識である実施形態では、標識の解放は、いずれも参照により本明細書
に組み込まれる、米国特許第５，７９５，７８４号明細書および５，８５６，１９４号明
細書に記載されるＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）分析装置で使用される手法と同様の手法で実
施される。トリガ溶液は、ウェル内の反応生成物の読み取りの間に分注される。
【００７６】
　免疫アッセイ処理装置１４０から分離された発光測定装置１５０が、反応混合物が処理
された後にマイクロウェルプレートから免疫アッセイの結果を読み取るために分析セクシ
ョン６０のサブセクション６８のところに配置される。マイクロウェルプレートは、コン
ベアベルト１５１により免疫アッセイ処理装置１４０から発光測定装置１５０まで移動さ
れ得る。別法として、マイクロウェルプレートは、例えば複数のレベルからなる分析セク
ション（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｌｅｖｅｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｅｃｔｉｏｎ）の一実施
形態と共に説明される、図２３に示されるタイプのロボット機構などのロボット機構によ
り免疫アッセイ処理装置１４０から発光測定装置１５０へ移動されてもよい。
【００７７】
　単一のチャンネルの９６ポジション発光測定装置（ｏｎｅ　ｃｈａｎｎｅｌ，９６－ｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｒｅａｄｅｒ）１５０が、光および温度が
制御され得る筐体内に収容されてよい。トリガ溶液の添加および読み取りは、固定された
ディスペンサ／読取装置および可動式のマイクロウェルプレートを用いて、マイクロウェ
ルプレート内で実施される。マイクロウェルプレートは発光測定装置１５０の内側を移動
することから、読み取りの光収集態様は１つの列で１回ずつ行われる。トリガ溶液が、マ
イクロウェル内の反応生成物の読み取りの間に分注される。本明細書で使用されるマイク
ロウェルプレートの場合、発光測定装置１５０の集光レンズは対象とするマイクロウェル
の上に位置され、トリガ溶液が注入されているときに光子が計測される。マイクロウェル
プレートのマイクロウェルは光を反射するため、化学発光反応によって生成されたより多
くの光を検出することができる。通常、マイクロウェルには一般には白色の顔料が付着さ
れている。トリガ溶液は垂直方向においてマイクロウェルに直接に位置合わせされ、容積
式ポンプによって注入される。本明細書に記載する装置と共に使用するのに適した発光測
定装置１５０は、ＬＭａｘ　ＩＩ　３８４という商標でＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃ
ｅｓから市販されている。この読取装置１５０は０．６アトモルの感度を有する（Ｔ３　
トレーサ、アクリジニウム）。この読取装置１５０は約３８０ｎｍから約６３０ｎｍの範
囲の波長で作動することができる。この読取装置１５０は、５桁すなわち１から１００，
０００を越えるダイナミックレンジを有する。この読取装置１５０はマイクロウェルプレ
ートの培養を実施することができる。この読取装置１５０はさらに、３８４個のマイクロ
ウェルを有するマイクロウェルプレートを収容することができ、それにより、試薬の量を
減らすことが可能となる。
【００７８】
　次に図２３を参照すると、単一レベルの分析セクション６０が３つのレベルに分割され
ていることが分かるが、このことにより、検査室自動化システム１０の分析セクション６
０の構成要素のために必要となる総床面積を縮小することができる。試料容器１８および
試薬容器３０は上段レベル６０ａ上に配置される。発光測定装置（複数可）１５０は中段
レベル６０ｂ上に配置され、免疫アッセイ処理装置（複数可）１４０は下段レベル６０ｃ
上に配置される。ロボット握持デバイス１５２がねじ式スクリュ（ｔｈｒｅａｄｅｄ　ｓ
ｃｒｅｗ）１５４により垂直方向に移動することができる。ロボット握持デバイス１５２
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には、ロボット握持デバイス１５２がねじ式スクリュ１５４に沿って垂直方向に移動する
のを可能にするためのナット（図示せず）が取り付けられる。ナットの移動は通常はステ
ッパモータであるモータ（図示せず）によって駆動されてよい。ロボット握持デバイス１
５２はさらに、ロボット握持デバイス１５２専用のトラック１５６ａ、１５６ｂに沿って
水平方向に移動することができる。ロボット握持デバイス１５２は、伸縮式の移動（ｔｅ
ｌｅｓｃｏｐｉｎｇ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ）または回転移動を可能とするような機能を有す
るように設計されてよい。伸縮機能により、ロボット握持デバイス１５２がその範囲を延
長したり収縮させたりすることが可能となる。回転機能により、マイクロウェルプレート
を握持して上昇させたり降下させたりすることが容易になり、所望される位置に配置する
ことが容易になる。分析セクションが２つ（６０ａ、６０ｂ）よりも多いレベルを採用し
てもよいことに留意されたい。図２３にはさらに、使い捨てチップおよびマイクロウェル
プレートをそれぞれ保管および分配するためのスタッカドロワ（ｓｔａｃｋｅｒ　ｄｒａ
ｗｅｒ）１５８ａおよび１５８ｂが示されている。吸引／分注デバイス１６０は、試薬容
器またはマイクロウェルプレートのための、あるいは容器およびマイクロウェルプレート
の両方のための握持デバイスとして機能する能力を有している必要はない。しかし、この
ような能力は、検査室自動化システム１０の自動化機能を高めることができる。
【００７９】
　免疫アッセイは、磁性粒子プロセッサとして知られる免疫アッセイ処理装置１４によっ
て実施され得る。本明細書に記載する検査室自動化システムと共に使用するために修正さ
れ得る磁性粒子プロセッサの代表的な例は、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔ
ｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．、米国、マサチューセッツ州、ウォルサムから市販されているＫｉｎ
ｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサであり、これは、参照によって本明細書に組
み込まれる、ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＰＥＲＦＯＲＭＩＮＧ　ＵＬＴＲＡ－ＳＥＮＳＩＴＩ
ＶＥ　ＩＭＭＵＮＯＡＳＳＡＹＳと題された、２００７年１０月２５日に出願の米国特許
出願第１１／９２３，８２８号に記載されている。本明細書に記載する特定の実施形態で
使用するために修正され得る他の磁性粒子プロセッサには、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ
　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．、米国、マサチューセッツ州、ウォルサムから市販さ
れているＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）９６磁性粒子プロセッサと、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅ
ｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性微粒子プロセッサとが含まれる。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）
９６磁性粒子プロセッサでは、複数のマイクロウェルプレートが使用される。複数のマイ
クロウェルプレートの各マイクロウェルプレートはＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性微
粒子プロセッサの１つの列のマイクロウェルに対応している。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（Ｔ
Ｍ）磁性微粒子１４０は、臨床化学アッセイの場合は最大で３００マイクロリットル程度
の量の磁性粒子、および、最大で２００マイクロリットル程度の量の磁性粒子が自動で移
されて処理されるように設計される。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサ
の原理は、特別に設計された使い捨てのチップコーム１６４で覆われた磁性ロッド１６２
および（反応ベッセルとしての）マイクロウェルを使用することに基づく。ＫｉｎｇＦｉ
ｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサ１４０は、吸引または分注のための構成要素または
吸引／分注デバイスを一切使用せずに機能する。
【００８０】
　磁性粒子を含有する試料および試薬は、マイクロウェルプレート内のマイクロウェルに
分注される。マイクロウェルプレートフォーマットを使用することにより、臨床化学アッ
セイの場合は最大で３００マイクロリットル程度の量、および、化学発光法による微粒子
免疫アッセイの場合は最大で２００マイクロリットル程度の量を使用することが可能とな
る。プロトコルのステップは、後で説明するグラフィカルユーザインターフェースを用い
て使用者によって選択され得る組み込みソフトウェア内にプリロードされ得る。
【００８１】
　一実施形態では、磁性粒子プロセッサ１４０は、１２から２４の免疫アッセイ試験を実
質的に同時に処理するために、１つのまたは場合によっては２つのマイクロウェルプレー
トを処理することができる。磁性粒子プロセッサ１４０の温度は磁性粒子処理領域内で制
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御され得る。液体のターゲット温度は３７℃であるが、温度制御回路の温度は熱損失を考
慮してわずかに高く設定される。
【００８２】
　別の実施形態では、磁性粒子プロセッサは、単一ステップの処理を行うのに、全体で９
６個のマイクロウェルを有するマイクロウェルプレートを使用することができる。この実
施形態では、９６の免疫アッセイ試験が実施的に同時に実施され得る。
【００８３】
　いずれも参照により本明細書に組み込まれる米国特許第６，４４８，０９２号明細書お
よび第６，５９６，１６２号明細書が、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッ
サ１４０およびＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサ１４０ａの動作を説明
している。さらに、２００７年１１月６日に出願された米国仮特許出願第６０／９８５，
７９４号の優先権を主張する、２００８年１０月２４日に米国の通常特許出願として出願
された、ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＡＵＴＯＭＡＴＩＣＡＬＬＹ　ＬＯＡＤＩＮＧ　ＬＡＢ
ＯＲＡＴＯＲＹ　ＡＮＡＬＹＺＥＲと題さされるＡｔｔｏｒｎｅｙ’ｓ　Ｄｏｃｋｅｔ　
Ｎｏ．９１４１．ＵＳ．Ｏ１が、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサの有
用な修正形態を示しており、これは参照により本明細書に組み込まれる。
【００８４】
　次に図１１を参照すると、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサ１４０が
、チップコーム１６４と互換性を有する最大９６個のマイクロウェルをそれぞれが有する
２つのマイクロウェルプレート用に設計されている。マイクロウェルプレートは固定され
た状態で維持されており、チップコーム１６４と磁性ロッド１６２とを備える処理ヘッド
１６８が唯一の可動組立体である。処理ヘッド１６８は、垂直に移動する２つのプラット
フォーム１７０、１７２から構成される。一方のプラットフォーム１７０は磁性ロッド１
６２（２×１２個のロッド）にとって必要なものであり、もう一方のプラットフォーム１
７２はプラスチックチップコーム１６４にとって必要なものである。これらのプラットフ
ォームは、あるマイクロウェルから別のマイクロウェルへ移動するための水平方向と、マ
イクロウェル内の磁性微粒子をかき混ぜ、マイクロウェルに出入りするための垂直方向と
の両方に移動され得る長方形の金属フレームである。プラットフォーム１７０および１７
２は図１１に示されている。
【００８５】
　１つのマイクロウェルプレートは１２のカラムおよび８のローからなるマイクロウェル
を有しており、通常、１つの試料を処理にするのに所与のカラムの８つまでのマイクロウ
ェルをすべて使用する。特定の実施形態では、２つのマイクロウェルプレートが使用され
てよく、したがって、免疫アッセイを実施するのに９つ以上のマイクロウェルが使用され
得る。図１２に示されるように１２個のチップ１６４ａを含んでいる１つのチップコーム
１６４が、各々が別個のカラムを必要とする１２の試料を１つのマイクロウェルプレート
内で同時に処理するのに使用される。
【００８６】
　上述のグラフィカルユーザインターフェースを介して磁性粒子の処理を開始する前に、
試料および試薬が、プレート回転装置１２２のところにあるマイクロウェルプレートのウ
ェル内に分注される。最大で１２の免疫アッセイを行うためのマイクロウェルプレートの
キッティングはプレート回転装置１２２のところで行われてよい。試料（複数可）、試薬
（複数可）、緩衝液（複数可）および他の物質（例えば、プレトリガ溶液）がプレート回
転装置１２２のところで添加される。プレート回転装置１２２は、磁性粒子プロセッサ内
にマイクロウェルプレートを導入するのに適切である向きにマイクロウェルプレートを配
置するためにマイクロウェルプレートを９０°回転させるのに使用され得る。反応混合物
がプレート回転装置１２２のところで培養されてよい。培養は過熱技術（ｏｖｅｒｈｅａ
ｔｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）を用いて実施されて得、その場合、マイクロウェルプレ
ートは約４２℃から約４７℃の温度まで急速に加熱され、その後熱源が除去される。これ
により、処理の培養ステップがピペットの速度に対応できるようになる。温度の変化率は
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冷却または加熱される物体と冷却または加熱を行うための作用物質との間の温度差に比例
する。免疫アッセイのためにマイクロウェルプレートをキッティングするのにまたは臨床
化学アッセイを実施するために試料をマイクロウェルプレート内に分注するのに必要とな
る時間においては、マイクロウェルプレートのマイクロウェル内にある液体の温度を３７
℃であることが望ましい。この時間間隔はプレート回転装置１２２上で平衡温度に達する
のに必要となる時間間隔より大幅に短いことから、プレート回転装置１２２の温度が増加
する。要約すると、プレート回転装置１２２の温度は、マイクロウェルプレートのマイク
ロウェル内に分注された第１の液体の最終温度が、残りの液体を分注するのに必要となる
時間で３７℃の温度に達するように、（ＲＳ－２３２を介して）設定される。すなわち、
温度が重要である液体が最初に分注される。
【００８７】
　２つの別個のマイクロウェルプレートを保持することができる移動可能なトレイ（図示
せず）が磁性粒子プロセッサ１４０の中へおよび磁性粒子プロセッサ１４０から外へ移動
され得る。移動可能なトレイの移動は手動で行われてよいが、好適には、例えば、コンパ
クトディスクをコンパクトディスクプレーヤ内に装填するときに使用されるタイプと同じ
装填機などのモータ駆動機構によって実施されてもよい。無限コンベアベルト１５１が、
マイクロウェルプレートを磁性粒子プロセッサ１４０から発光測定装置１５０まで移送す
るのに使用され得る。チップコーム（複数可）１６４が、プラットフォーム１７２に位置
された溝１７８内に装填される。キッティングされたマイクロウェルプレート（複数可）
は移動可能なトレイ上の正確な位置に配置され、その移動可能なトレイが、免疫アッセイ
の磁性粒子処理に必要となる位置まで押し込まれる。磁性粒子処理が実施されている間、
磁性粒子プロセッサ１４０の前蓋（図示せず）および上蓋（図示せず）は閉じられていて
も開けられたままであってもよい。蓋が閉じられている場合、この処理が、周囲からの汚
染および熱損失の発生から保護されることになる。
【００８８】
　図１３が、９６個のマイクロウェルを有する単一のマイクロウェルプレートの使用する
、化学発光法による微粒子免疫アッセイのキッティングを示している。試料および磁性微
粒子の培養がマイクロウェルプレートの第２のローで実施される。洗浄緩衝液が、マイク
ロウェルプレートの第３、４、６および７のローに分注される。コンジュゲートがマイク
ロウェルプレートの第５のローに分注される。プレトリガ溶液がマイクロウェルプレート
の第８のローに分注される。
【００８９】
　図１４が、各々のマイクロウェルプレートが９６個のマイクロウェルを有している２つ
のマイクロウェルプレートを使用する、化学発光法による微粒子免疫アッセイのキッティ
ングを示している。最初の試料および磁性微粒子の培養が左側のマイクロウェルプレート
の第１のローで実施される。それに続く９つのロー（左側のマイクロウェルプレート内に
ある７つローおよび右側のマイクロウェルプレート内にある最初の２つのロー）が、残り
の量の試料からの追加の抗原を蓄積するのに使用され得る。処理には２つのマイクロウェ
ルプレートが必要であるが、同じセットのチップコーム１６４を使用することができる。
洗浄緩衝液が、右側のマイクロウェルプレートの第３、４、６および７のローに分注され
る。コンジュゲートが右側のマイクロウェルプレートの第５のローに分注される。プレト
リガ溶液が右側のマイクロウェルプレートの第８のローに分注される。図１３および図１
４に示したキッティング配置構成の代わりに別のキッティング配置構成が使用されてもよ
い。
【００９０】
　磁性粒子プロセッサ１４０の動作原理は、（ａ）使い捨てのチップコーム１６４のチッ
プまたはシースで覆うことができる磁性ロッド１６２と、（ｂ）マイクロウェルプレート
とを使用することに基づく。新しいチップコーム１６４が、各マイクロウェルプレートを
処理する前に磁性粒子プロセッサ１４０に挿入される。チップコーム１６４は、磁性ロッ
ド１６２を覆っている、非磁性体で作られた複数のチップまたはシースに接合される、ス
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トリップ状の非磁性体を有する。市販されているチップコームは、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ
（ＴＭ）磁性粒子プロセッサの場合は１２個のチップ、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ　９６（Ｔ
Ｍ）磁性粒子プロセッサの場合は９６個のチップを有する。磁性粒子プロセッサ１４０は
、吸引および／または分注デバイスあるいは吸引および／または分注のための構成要素を
一切使用することがなく機能することができる。磁性粒子プロセッサ１００は、マイクロ
ウェルプレートの最大９６個のマイクロウェル用に設計されている。
【００９１】
　マイクロウェルの寸法がチップコーム１６４ならびにそのチップまたはシースの寸法と
互換性を有しているため、それらのチップがマイクロウェルの中身をかき混ぜるのに使用
され得る。免疫アッセイのための単一の試料の処理は、９６個のマイクロウェルを含む単
一のマイクロウェルプレートで実施されてよい。１２個のチップ１６４ａまたはシースを
含む１つのチップコーム１６４が１２の試料を同時に処理するのに使用され得る。
【００９２】
　磁性粒子プロセッサで採用される動作原理は、一般にＭＰＰと称される逆磁気による粒
子処理技術である。液体をあるマイクロウェルから別のマイクロウェルへ移動させる代わ
りに、磁性粒子が、例えば、マイクロウェルプレートの所与のカラムおよびローにある１
つのマイクロウェルからマイクロウェルプレートの同一のカラムおよび別のローにあるマ
イクロウェルへといった具合に、あるマイクロウェルから別のマイクロウェルへ移動され
る。ここでは、少なくとも１つのマイクロウェルが免疫アッセイに必要な試薬（複数可）
を含んでいる。この原理は、Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、米国、イリノイ
州、アボットパーク、から市販されているＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）分析装置などの自動
分析装置で使用される、外部磁石による手法（ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｍａｇｎｅｔ　ｍｅｔ
ｈｏｄ）とは対照をなしている。逆磁気による粒子処理技術では、磁性粒子は、特別に設
計された使い捨てのプラスチックチップコーム１６４で覆われた磁性ロッド１６２を用い
て移される。
【００９３】
　磁性粒子を用いた作業は少なくとも６つの別個の処理ステップに分けられる：
　　粒子の収集：このステップでは、磁性粒子を特定のマイクロウェルから収集する
　　粒子の結合：このステップでは、物質を、特定のマイクロウェル内の試薬からの磁性
粒子上に収集する
　　粒子の混合：このステップでは、試薬および粒子（挿入されている場合）を特定のマ
イクロウェル内でプラスチックチップを使用して混合する
　　粒子の解放：このステップでは、収集した物質を磁性粒子の表面から解放して特定の
マイクロウェルに入れる
　　粒子の洗浄：このステップでは、磁性粒子を特定のマイクロウェル内で洗浄する
　　反応混合物の培養：このステップでは、反応混合物の温度を、納得のいく特異結合反
応を起こすのに十分な水準まで上げる。このステップは、上に列記した５つのステップと
同時に実施されてよい
マイクロウェルプレートのマイクロウェルから磁性粒子を収集する間、磁性ロッド１６２
はチップコーム１６４のチップまたはシースで完全に閉鎖される。チップコーム１６４と
一体である磁性ロッド１６２はゆっくりと上に移動されてからマイクロウェル内へと下ろ
され、チップコーム１６４のチップまたはシースの壁上に磁性粒子が収集される。収集さ
れた磁性粒子を有する、チップコーム１６４と一体である磁性ロッド１６２は、マイクロ
ウェルの１つのカラムから出るように持ち上げられて、処理などで必要となるマイクロウ
ェルの次のカラムへと移され得る。磁性粒子の収集後、チップコーム１６４と一体の磁性
ロッド１６２はマイクロウェルから持ち上げられ、磁性ロッド１６２がチップまたはシー
スから出るように持ち上げられ、チップコーム１６４のチップまたはシースが、試薬を含
んでいる次のマイクロウェル内へと下ろされる。磁性粒子は、すべての粒子がマイクロウ
ェルプレートのマイクロウェルの後続のロー内に配置されている中身と混合されるまでチ
ップコーム１６４をかなりの速度で数回上下に移動させることによって解放される。この
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処理は、１２、２４または９６の免疫アッセイ反応に対して同時に実施され得る。
【００９４】
　磁性粒子の洗浄は、磁性粒子の処理作業のなかでよく行われる重要な段階である。洗浄
は、洗浄溶液で充填されたマイクロウェル内での解放ステップと収集ステップとの組み合
わせである。マイクロウェルプレートのマイクロウェル内での洗浄効率を最大にするため
、チップコーム１６４と一体の磁性ロッド１６２は、液体が運ぶ特性が最小となるように
設計される。長時間の反応において、磁性粒子を含有する懸濁液が均一に混合された状態
を維持するために、チップコーム１６４は時折上下に移動されてよい。
【００９５】
　逆磁気による粒子処理では、１つのマイクロウェルフォーマットが用意される。逆磁気
による粒子処理では、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）分析装置で使用されるタイプのプロセス
経路の必要性が排除され、さらに、反応ベッセル用の装填機と、ミキサと、通常は固定さ
れたプロトコルに従って作動するプロセス経路洗浄機構とが排除される。逆磁気による粒
子処理ではキッティングが可能となることから、重要な試薬および他の液体を時間依存で
添加することの必要性が排除される。
【００９６】
　図１５Ａ、図１５Ｂ、図１５Ｃ、図１５Ｄ、図１５Ｅおよび図１５Ｆが、逆磁気による
粒子処理の基本要素を概略的に示している。図１５Ａは、収集前のマイクロウェル内にあ
る磁性粒子の懸濁液を示している。図１５Ｂは磁性粒子の収集を示している。図１５Ｃは
、あるマイクロウェルから別のマイクロウェルへの磁性粒子の移動を示している。、図１
５Ｄは、チップコームのチップ表面上にある磁性粒子を示している。図１５Ｅはマイクロ
ウェル内での磁性粒子の解放を示している。図１５Ｆは懸濁液を示している。
【００９７】
　臨床化学アッセイ処理装置１４２は以下の機能を有する：反応混合物の培養、反応混合
物の混合、ブランクを用いた読み取りの実施、反応混合物の読み取りの実施。臨床化学ア
ッセイ処理装置１４２に組み込まれた吸光度読取装置が、反応混合物が処理された後にマ
イクロウェルプレートから臨床化学アッセイの結果を読み取るために分析セクション６０
のサブセクション６８に配置される。臨床化学アッセイ処理装置１４２は、反応混合物の
培養、反応混合物の混合、および吸光度の読み取りを行う。
【００９８】
　８チャンネル、１６波長の読取装置（３４０－８５０ｎｍ）が、第１の試薬および第２
の試薬の添加の間で読み取りを行うのに使用されてよい。シェーカ／ミキサがすべての試
薬の添加に使用される。読取領域内では光および温度が制御される。本明細書に記載する
装置で使用するのに適した吸光度読取装置は、ＳｐｅｃｔｒａＭａｘ（Ｒ）ＩＩ　３８４
の商標でＭｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓから市販されている。いずれも参照により
本明細書に組み込まれる米国特許第６，１８８，４７６号明細書および５，９５９，７３
８号明細書を参照されたい。この読取装置は、約１９０ｎｍから約１０００ｎｍの範囲の
波長で作動することができる。この読取装置は０から４．０の光学濃度を読み取ることが
できる。基準値の読み取りは、新しいマイクロウェルプレート上で、液体が一切添加され
ていない各マイクロウェルに対して各波長ごとに実施される。水の読み取り値に基づいた
オフセット値と共に、「ブランクの読み取り（ｂｌａｎｋ　ｒｅａｄ）」が計算され得る
。「水の読み取り（ｗａｔｅｒ　ｒｅａｄ）」は、試薬がマイクロウェルプレートに添加
された後の信号の読み取り値のためのバックグラウンドの基準値を用意するためのもので
ある。マイクロウェルプレートおよび水の吸光度の読み取り値は微小であるが、それでも
ある程度は測定可能な値を有する。信号の読み取り（ｓｉｎｇｎａｌ　ｒｅａｄ）に対し
てこの測定値を引くことにより、抗原の濃度に関する実際の差が測定される。試薬がマイ
クロウェルプレートのマイクロウェル内の試料に添加された後、信号の読み取りとブラン
クの読み取りとの差が、吸光度およびアナライトの濃度を計算するのに使用される。この
種の較正情報はマイクロウェルプレートに取り付けられる無線周波数認識タグ上で保存可
能である。
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【００９９】
　この読取装置はＰａｔｈＣｈｅｃｋ（Ｒ）センサを装備している。ＰａｔｈＣｈｅｃｋ
（Ｒ）センサは、マイクロウェルプレート内の試料の深さ（光学距離）を測定する。Ｓｏ
ｆｔＭａｘ（Ｒ）Ｐｒｏソフトウェアが、ウェルの吸光度を１ｃｍの経路長に相当するウ
ェルキュベットの吸光度へと自動で標準化する。この読取装置はマイクロウェルプレート
の混合および培養を行うことができる。この読取装置はさらに、３８４個のマイクロウェ
ルを有するマイクロウェルプレートの読み取りも可能であり、これにより、各マイクロウ
ェルに導入される液体の量を削減することができる。
【０１００】
　蛍光偏光免疫アッセイ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｉｍ
ｍｕｎｏａｓｓａｙ（ＦＰＩＡ））機能を本明細書に記載する分析装置システムに加える
ことが可能である。蛍光偏光免疫アッセイ用のプレート形読取装置が追加されてよく、そ
れにより均一アッセイが実施され得るようになる。蛍光偏光免疫アッセイを実施するため
の装置は当業者にはよく知られている。均一アッセイは、実質的に臨床化学アッセイを実
施する手法で実施されてよい。
【０１０１】
　バルク液体の液位の感知はＸＹＺピペットによって行われ得る。ＸＹＺピペットは、モ
ータのステップに換算して容器内の液体の高さを測定することができ、液体の液位が一定
の高さを下回ったときにこれらの液体を補給することができる。ＸＹＺピペットは試薬容
器３０内の液体の液位を感知することができる。空の液体容器３０は固形廃棄物用の容器
内に処分されてよい。ＸＹＺピペットを用いた移動により試薬の貯蔵物を補給するための
試薬容器３０が、上述した試薬在庫管理システムによって供給を受けることができる。バ
ルク液体用の容器に直接に取り付けられる液体高さセンサが容器内の液体の高さを測定し
てもよく、さらに、液体の液位が指定した高さを下回ったときにこれらのバルク液体を補
給することもできる。
【０１０２】
　図１および図５に示した分析セクションは図６に示した分析セクションと実質的に同様
のものであるが、いくつかの例外があり、それらの例外のすべてが、図６に示した分析セ
クションの最大処理能力が図１および図５に示した分析セクションを下回ることの原因と
なっている。図１および図５に示した分析セクションと図６に示した分析セクションとの
違いの一部には、例えば、免疫アッセイ処理装置の数、臨床化学アッセイ処理装置の数、
使い捨てチップ用のラック数の変動、再使用可能チップ用のラック数の変動、使い捨てチ
ップ用のスタッカ数の変動、検査室自動化システム１０の分析セクション６０内の構成要
素の位置決めの変化が含まれる。他の違いは、主に、検査室自動化システム１０の分析セ
クション６０内での構成要素の配置に関する。処理能力を決定する主な要素は免疫アッセ
イ処理装置および臨床化学アッセイ処理装置の数である。
【０１０３】
　図７に示した分析セクションは免疫アッセイを実施することはできるが、臨床化学アッ
セイを実施することはできない。しかし、免疫アッセイの処理能力は、図１、図５および
図６に示した分析セクションと比較して大幅に増大されている。図７に示した分析セクシ
ョンには、図１、図５および図６に示した分析セクションと大きく違うところがいくつか
ある。サブセクション６２および６４は図１、図５および図６に示したサブセクションと
実質的に同様である。しかし、図７のサブセクション６６ａは、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（
ＴＭ）９６磁性粒子プロセッサおよび例えば４つの発光測定装置などの複数の発光測定装
置１５０を修正することにより得られる６つの磁性粒子処理装置１４０ａを使用する。マ
イクロウェルプレート用のスタッカ１４６ａがサブセクション６６ａのところまたはその
近傍に配置される。試料および試薬が、領域１２４ａのところで、通常は１２個のピペッ
トを有する吸引／分注デバイス９４ａによりキッティングされる。洗浄緩衝液およびプレ
トリガ溶液のためのキッティング領域１２４ｂがスタッカ１４６ａの近傍に配置される。
高速試薬ディスペンサ９４ｂが、マイクロウェルプレートに洗浄緩衝液およびプレトリガ
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溶液をキッティングするのに使用される。マイクロウェルプレートの発光測定装置１５０
までの移動は、コンベアベルト１５１ａによって行われてよい。
【０１０４】
　吸引／分注プロトコル、アッセイ処理プロトコルおよび読み取りプロトコルは、ＡＲＣ
ＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の装置で採用される免疫アッセイプロトコルと機能的に同等である（
すなわち、相対的なタイミングが等しい）。
【０１０５】
　図１６Ａ、図１６Ｂ、図１６Ｃ、図１６Ｄ、図１６Ｅ、図１６Ｆおよび図１６Ｇが、免
疫アッセイ用にキッティングされるマイクロウェルプレートを示している。ここで、図１
６Ａ、図１６Ｂ、図１６Ｃ、図１６Ｄ、図１６Ｅ、図１６Ｆおよび図１６Ｇを参照すると
、免疫アッセイ用のマイクロウェルプレートの図１３に示したタイプの各々のローが、マ
イクロウェルプレート全体を占有するように拡張されている。しかし、空のマイクロウェ
ルを特徴とする図１３に示されているローを説明するためのマイクロウェルは採用されな
い。したがって、１つのマイクロウェルプレートの全体が微粒子を伴う試料の導入に使用
され、４つのマイクロウェルプレートの全体が洗浄緩衝液を用いて反応生成物を洗浄する
のに使用され、１つのマイクロウェルプレートの全体がコンジュゲートを導入するのに使
用され、１つのマイクロウェルプレートの全体がプレトリガ溶液を導入するのに使用され
る。合計で７つのマイクロウェルプレートが使用され、各々のマイクロウェルプレートは
図１３に示したマイクロウェルプレートの１つのローに対応している。しかし、図１３に
示される、試験１２を含むカラムは、図１６Ａ、図１６Ｂ、図１６Ｃ、図１６Ｄ、図１６
Ｅ、図１６Ｆおよび図１６Ｇに示したマイクロウェルプレートのいずれにも相当していな
いことに留意されたい。
【０１０６】
　最初に、３つのマイクロウェルプレートにコンジュゲートがキッティングされ、同時に
、３つのマイクロウェルプレートに洗浄緩衝液がキッティングされる。洗浄緩衝液を含む
３つのマイクロウェルプレートが３つのそれぞれの免疫アッセイ処理装置内に配置され、
図７に示すように、１つの免疫アッセイ処理装置につき洗浄緩衝液を含むマイクロウェル
プレートが１つずつ存在することになる。次に、コンジュゲートを含む３つのマイクロウ
ェルプレートが、上述の３つの免疫アッセイ処理装置内に配置され、図７に示すように、
１つの免疫アッセイ処理装置につきコンジュゲートを含むマイクロウェルプレートが１つ
ずつ存在することになる。９つの追加のマイクロウェルプレートに洗浄緩衝液がキッティ
ングされてそれらのマイクロウェルプレートが上述した３つの免疫アッセイ処理装置内に
配置され（１つの処理装置につき洗浄緩衝液を含むマイクロウェルプレートが３つずつ存
在することになる）、３つの追加のマイクロウェルプレートに試料および微粒子がキッテ
ィングされてそれらのマイクロウェルプレートが上述した３つの免疫アッセイ処理装置内
に配置される（１つの処理装置につき試料および微粒子を含むマイクロウェルプレートが
１つずつ存在することになる）。最後に、３つの追加のマイクロウェルプレートにプレト
リガ溶液がキッティングされてそれらのマイクロウェルプレートが上述した３つの免疫ア
ッセイ処理装置内に配置される（１つの処理装置につきプレトリガ溶液を含むマイクロウ
ェルプレートが１つずつ存在することになる）。この処理全体が第２のセットの３つの免
疫アッセイ処理装置に対して繰り返されてよい。高速試薬ディスペンサ９４ｂが免疫アッ
セイの迅速なキッティングのために使用されてよい。
【０１０７】
　３つの免疫アッセイ処理装置が免疫アッセイプロトコルを完了するとき、３つのマイク
ロウェルプレートが３つの発光測定装置に移送される。図１８Ｂは、この作業がどのよう
に交互配置されるかを示している。交互配置は、アッセイプロトコルの次のステップが例
えば吸引／分注デバイスなどの所与の手段を必要としない場合にその所与の手段の使用を
切り替えることを目的としている。例えば、吸引／分注デバイスは、免疫アッセイのため
のキッティングが完了するまで、免疫アッセイ用のマイクロウェルプレートのキッティン
グに使用される。次に、吸引／分注デバイスは、臨床化学アッセイ用の２つのマイクロウ
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ェルプレートを処理するのに使用される。このように、１つの手段が２つの異なるタイプ
のアッセイ技術に使用される。従来技術のこれまでの使用法では、吸引／分注デバイスは
、両方のタイプのアッセイではなく、免疫アッセイまたは臨床化学アッセイのいずれか一
方に指定される。可能性のある交互配置の形態には、例えば、（ａ）免疫アッセイ用およ
び臨床化学アッセイ用の試料および試薬の吸引および分注、（ｂ）臨床化学アッセイの読
み取りおよび臨床化学アッセイ用のマイクロウェルプレートへの試薬の添加、（ｃ）マイ
クロウェルプレート内の免疫アッセイ混合物の培養およびマイクロウェルプレートへの均
一アッセイ用の試薬の添加、ならびに、（ｄ）マイクロウェルプレートの移動、バルク液
体の分注ならびに試薬および試料の吸引および分注が含まれる。
【０１０８】
　上の説明には、免疫アッセイの吸引／分注のためのプロトコルおよび臨床化学アッセイ
の吸引／分注のためのプロトコルが交互配置される状況も含まれる。この説明は、消費可
能な物質が十分にあり、免疫アッセイと臨床化学アッセイとの両方のための試験命令（ｔ
ｅｓｔ　ｏｒｄｅｒ）が少なくとも１つは存在するという仮定に基づいている。試験命令
が存在しないまたは免疫アッセイ用の消費可能な物質が十分にない場合には、臨床化学ア
ッセイのための吸引／分注プロトコルのみが実施される。同様に、試験命令が存在しない
または臨床化学アッセイ用の消費可能な物質が十分にない場合には、免疫アッセイのため
の吸引／分注プロトコルのみが実施される。
【０１０９】
　臨床化学アッセイ用の試料分注領域が分析セクション６０のサブセクション６８のとこ
ろまたはその近傍に配置され得る。１バッチを構成する４人から１６人の患者からの試料
が１つのマイクロウェルプレートに導入され得る。十分な量の試料または試薬あるいは試
料および試薬の両方を吸引することにより、試料または試薬のあるいは試料および試薬の
両方の複数のアリコートを吸引／分注デバイスを再充填することなく分注することが可能
となり、それにより吸引／分注デバイスの移動を最小にすることができる。プレート回転
装置１２２が、臨床化学試薬を添加するためにマイクロウェルプレートを９０°回転させ
るのに使用され得る。マイクロウェルプレートを回転させることで臨床化学アッセイのキ
ッティングが容易になる。というのは、８×１２のマイクロウェル構成内に９６個のマイ
クロウェルを有する標準的なマイクロウェルは、通常、一水平方向にのみ移動する吸引／
分注デバイス９４のヘッド９６によって駆動されるピペット９８によってキッティングさ
れるからである。すなわち、吸引／分注デバイス９４のヘッド９６は、例えば右から左ま
たは左から右といったように一水平方向にのみ移動することができる。試料はアッセイに
対して垂直になっている。吸引／分注デバイス９４のヘッド９６が９０°回転することが
できない場合、試料をマイクロウェルに導入するのにおよび試薬をマイクロウェルに導入
するのに同一のピペットヘッドを使用できるようにするためには、マイクロウェルプレー
トが９０°回転されなければならない。もちろん、吸引／分注デバイス９４のヘッド９６
が回転可能であれば、マイクロウェルプレートが回転される必要はない。
【０１１０】
　（動作）
　以下の考察は、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイの両方を含む１サイクルの動作に
関する。操作者が、試料容器１８をインプット／アウトプットモジュール２０におよび試
薬容器３０を冷凍装置に装填する。検査室自動化システム１０がプログラムされて起動さ
れた後、ロボット機構（図示せず）が試薬容器３０を試薬容器運搬装置３４におよび試料
容器１８を試料容器運搬装置２４に挿入する。次に、検査室自動化装置１０が、コンベア
を用いて、試料容器運搬装置２４を適当な列２２におよび試薬容器運搬装置３４を適当な
列３２に導入する。試薬容器３０がロボット機構（図示せず）により一時的な保管位置に
配置される。
【０１１１】
　マイクロウェルプレートが、逆磁気による粒子処理のために、吸引／分注デバイス９４
によって用意される。別のマイクロウェルプレートが、臨床化学処理処置のために、吸引
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／分注デバイス９４によって用意される。
【０１１２】
　試薬（複数可）が、逆磁気による粒子処理のキッティングのために、吸引／分注デバイ
ス９４により試薬容器（複数可）３０から吸引されて分注される。試薬（複数可）が、臨
床化学アッセイのキッティングのために、吸引／分注デバイス９４により試薬容器（複数
可）３０から吸引されて分注される。試料が、逆磁気による粒子処理処置のために、吸引
／分注デバイス９４により試料容器（複数可）１８から吸引されて第１のマイクロウェル
プレートに分注され、さらに試料が、臨床化学アッセイのために、吸引／分注デバイス９
４により試料容器（複数可）１８から吸引されて第２のマイクロウェルプレートに分注さ
れる。
【０１１３】
　逆磁気による粒子処理処置のためにキッティングされたマイクロウェルプレートが吸引
／分注デバイス９４により磁性粒子プロセッサ１４０に挿入される。臨床化学アッセイの
ためにキッティングされたマイクロウェルプレートが吸引／分注デバイス９４により臨床
化学アッセイ処理装置１４２に挿入される。
【０１１４】
　臨床化学反応が臨床化学アッセイ処理装置１４２で実施され、臨床化学アッセイの結果
が臨床化学アッセイ処理装置１４２によって読み取られる。逆磁気による粒子処理が磁性
粒子プロセッサ１４０によって実施される。磁性粒子プロセッサ１４０からのマイクロウ
ェルプレートが、吸引／分注デバイス９４により磁性粒子プロセッサ１４０から取り出さ
れて、コンベアベルト１５１上に配置されるかまたはロボット機構まで送られ、免疫アッ
セイの結果を読み取るために発光測定装置１５０内まで移される。免疫アッセイの結果が
発光測定装置１５０によって読み取られた後、吸引／分注デバイス９４が発光測定装置１
５０からマイクロウェルプレートを取り出し、そのマイクロウェルプレートを廃棄物内へ
と処分するか所望の場合には再利用する。臨床化学アッセイの結果が吸光度読取装置１４
２によって読み取られた後、吸引／分注デバイス９４が吸光度読取装置１４２からマイク
ロウェルプレートを取り出し、そのマイクロウェルプレートを廃棄物内へと処分するか所
望の場合には再利用する。
【０１１５】
　上述の動作はかなりの融通性を有しており、上述した以外のプロトコルが使用されても
よい。例えば、臨床化学アッセイが行われている間は免疫アッセイが行われる必要はなく
、また、免疫アッセイが行われている間は臨床化学アッセイが行われる必要はない。また
、上に列記した総称的な各々のステップも種々の形で実施されてよい。
【０１１６】
　試料および試薬のキッティングのために試薬容器３０および試料容器１８が検査室自動
化システム１０の分析セクション６０内の適当な列３２、２２内で適切に配置された後の
、免疫アッセイ用の吸引／分注プロトコル、アッセイ処理プロトコルおよび読み取りプロ
トコルは、タイミングに関して、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）のシステムで採用されるプロ
トコルと同じであってよい。いずれも参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５，
７９５，７８４号明細書および第５，８５６，１９４号明細書を参照されたい。もちろん
、本明細書に記載する磁性粒子処理手法は、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）のシステムで使用
される免疫アッセイ手法とは大きく異なる。
【０１１７】
　試料および試薬を吸引および分注するためのプロトコルは本明細書で説明する方法で交
互配置され得ることから、吸引／分注デバイスが最大限に利用されてその効率が最大化さ
れ、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイの両方の吸引／分注手段の冗長さが軽減される
。さらに、交互配置を採用することにより、ある吸引／分注デバイスと別の吸引／分注デ
バイスとの間での衝突を解消することができる。
【０１１８】
　免疫アッセイと臨床化学アッセイとを交互配置するための一般的な手順には少なくとも
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以下のステップが含まれる：
　　（１）第１のマイクロウェルプレートを免疫アッセイ用にキッティングして磁性粒子
プロセッサ１２０内に配置する。使用可能な各々の免疫アッセイ分析装置に対して１つの
マイクロウェルプレートをキッティングする
　　（２）第１のマイクロウェルプレートを磁性粒子プロセッサ内で処理する間に、試料
容器（複数可）から試料を吸引してそれを臨床化学アッセイ用のマイクロウェルプレート
に分注する。続いて、臨床化学アッセイ用のマイクロウェルプレートを９０°回転させて
マイクロウェルプレート用の吸光度読取装置１４２内に配置する
　　（３）ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の臨床化学アッセイで現在行われているように、臨
床化学試薬の吸引／分注と臨床化学アッセイの結果の吸光度読み取りとを交互配置する
図１８Ａおよび図１８Ｂが、上述の交互配置機能がどのようになされるかを示している。
図１８Ａは、免疫アッセイおよび臨床化学アッセイの両方が必要とされる状況で交互配置
がどのように使用されるかを示している。図１８Ｂは、免疫アッセイのみが必要とされる
状況で交互配置がどのように使用されるかを示している。
【０１１９】
　試料から核酸（複数可）を抽出する処理および核酸（複数可）を増幅させる処理も免疫
アッセイおよび臨床化学アッセイに統合され得ることに留意されたい。すなわち、（ａ）
複数の免疫アッセイ、または、（ｂ）複数の臨床化学アッセイ、または、（ｃ）核酸（複
数可）の複数の抽出および核酸（複数可）の複数の増幅、またま、（ｄ）上述の（ａ）の
免疫アッセイと（ｂ）の臨床化学アッセイと（ｃ）の核酸（複数可）の抽出および核酸（
複数可）の増幅とのうちの２つ以上の任意の組み合わせ、に対して交互配置が行われてよ
い。
【０１２０】
　以下の非限定的な実施例は、本明細書に記載する検査室自動化システムを用いて免疫ア
ッセイおよび臨床化学アッセイがどのように実施され得るかをさらに説明するものである
。
【０１２１】
　実施例１
　この実施例は、免疫アッセイが逆磁気による粒子処理によりどのように実施されるか、
およびその後に発光測定装置により結果がどのように読み取られるかを説明するものであ
る。
【０１２２】
　磁性粒子処理ステップは、結合ステップ、収集ステップ、洗浄ステップ、混合ステップ
、分離ステップおよび培養ステップをマイクロウェルプレートのマイクロウェル内で行う
、逆磁気による粒子処理により実施され得る。ここで図１３を参照すると、８つのローお
よび１２のカラムを有するマイクロウェルプレートが示されている。異なるアッセイが各
カラムで実施される。異なる処理ステップが各ローで行われる。いくつかのローでは、ア
ッセイのプロトコルの違いに応じて処理ステップが変化する。各アッセイにおいて、第１
のローのマイクロウェルはブランクである。最初の１１のアッセイの第２のローの各マイ
クロウェル内では、試料が磁性微粒子試薬と組み合わされる。最初の１１のアッセイの第
３のロー、第４のロー、第６のローおよび第７のローの各マイクロウェル内には洗浄緩衝
液が存在する。最初の１１のアッセイの第５のローの各マイクロウェル内にはコンジュゲ
ートが存在する。最初の１１のアッセイの第８のローの各マイクロウェル内にはプレトリ
ガ溶液が存在する。第１２のアッセイでは、第１ロー、第２のロー２、第３のローおよび
４のローのマイクロウェルがブランクである。第５のローのマイクロウェル内に、試料、
磁性微粒子試薬およびコンジュゲートが存在する。第１２のアッセイでは、第６のローお
よび７のローのマイクロウェル内に洗浄緩衝液が存在する。第１２のアッセイでは、第８
のローのマイクロウェル内にプレトリガ溶液が存在する。必要な培養ステップがマイクロ
ウェル全体で実施される。磁性微粒子がマイクロウェル内に留まる時間が培養時間または
培養時間の一部とみなされる。試料、洗浄緩衝液、コンジュゲートおよびプレトリガ溶液
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を含んでいる種々のマイクロウェルを介して磁性微粒子を動かしたり培養したりすること
により、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）分析装置によって実施される、化学発光法による微粒
子免疫アッセイの場合と機能的ステップに関して同様の方式で、化学発光法による微粒子
免疫アッセイを処理することができる。プレトリガ溶液を含んでいるマイクロウェル内で
磁性微粒子が培養された後、例えばアクリジニウムなどの発光物質が解放されて、放出さ
れる光子の量が発光測定装置によって測定される。マイクロウェルプレートは、コンベア
ベルトまたはその適当な代替物によって逆磁気による粒子処理装置（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｍ
ａｇｎｅｔｉｃ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）から発光測定装置に移され得
る。マイクロウェルプレートを逆磁気による粒子処理装置（複数可）および発光測定装置
（複数可）に入れたりまたはそれらから出したりするのに、種々のロボットデバイスが使
用されてよい。通常、このようなロボットデバイスは、１つのマイクロウェルプレートを
選択し、そのマイクロウェルプレートを握持して持ち上げ、それを配置する必要がある領
域まで移して適当な位置に配置する。
【０１２３】
　例えば、微粒子をあるマイクロウェルから別のマイクロウェルまで移動させるステップ
などの、上で言及したいくつかのステップを単に排除することにより、均一免疫アッセイ
を実施することも可能である。
【０１２４】
　実施例２
　この実施例は、均一免疫アッセイ用のマイクロウェルプレートのキッティングを説明す
るものである。均一免疫アッセイとは、分離ステップを必要としない免疫アッセイのこと
である。コリンの免疫アッセイは均一アッセイであってよい。すなわち、免疫アッセイが
磁気分離ステップおよび洗浄ステップを必要としない。また、各免疫アッセイで必要とさ
れるマイクロウェルは１つのみである。図１７Ａ、図１７Ｂおよび図１７Ｃが免疫アッセ
イ用にキッティングされるマイクロウェルプレートを示している。図１７Ａは、マイクロ
ウェルプレートの各マイクロウェル内の試料および第１の試薬を示している。図１７Ｂは
、マイクロウェルプレートの各マイクロウェル内の試料および第１の試薬と、酵素（コリ
ンオキシダーゼ）の添加とを示している。図１７Ｃは、マイクロウェルプレートの各マイ
クロウェル内の試料、第１の試薬、酵素（コリンオキシダーゼ）、および、アクリジニウ
ム（信号発生因子（ｓｉｇｎａｌ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ））の添加を示している。試薬を
添加して適当な時間だけ培養した後、マイクロウェルプレートが発光測定装置に挿入され
、アッセイの結果が測定される。均一アッセイは、アッセイの結果を得るのに磁性粒子処
理を必要としない。
【０１２５】
　実施例３
　この実施例はマイクロウェルプレートを使用する臨床化学アッセイを説明するものであ
る。図１９Ａ、図１９Ｂ、図１９Ｃ、図１９Ｄ、図１９Ｅおよび図１９Ｆが、臨床化学ア
ッセイ用にキッティングされるマイクロウェルプレートを示している。ここで図１９Ａ、
１９Ｂ、図１９Ｃ、図１９Ｄ、図１９Ｅおよび図１９Ｆを参照すると、マイクロウェルプ
レートが８つのローおよび１２のカラムを有している。左からのカラム１－６は、それぞ
れ、グルコース（Ｇｌｕ）、コレステロール（Ｃｈｏｌ）、アラニントランスアミナーゼ
またはアラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）、トロポニン（ＴＰ）、尿素（Ｕｒ
ｅａ）およびトリグリセリド（Ｔｒｉｇ）のアッセイに関係する。左からのカラム７－１
２は、それぞれ、アッセイＧｌｕ、Ｃｈｏｌ、ＡＬＴ、ＴＰ、ＵｒｅａおよびＴｒｉｇに
関係する。ロー１－８かつカラム１－６は、異なる供給元、すなわち供給元Ｊｏｈｎ　Ｄ
ｏｅ，Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ，Ｔｏｍ　Ｄｏｅ，Ｍａｒｙ　Ｄｏｅ，Ｊｉｍ　Ｄｏｅ，Ｂｅｔ
ｈ　Ｄｏｅ，Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ，およびＳｕｅ　Ｄｏｅからの８つの試料のアッセイに関
係する。ロー１－８かつカラム７－１２は、８人の異なる供給元、すなわちＣａｒｌ　Ｄ
ｏｅ，Ｃｉｎｄｙ　Ｄｏｅ，Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ，Ｊｕｌｉｅ　Ｄｏｅ，Ｂｏｂ　Ｄｏｅ，
Ｐａｍ　Ｄｏｅ，Ｐａｕｌ　Ｄｏｅ，およびＫｉｍ　Ｄｏｅからの別の８つの試料のアッ



(41) JP 5642551 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

セイに関する。この実施例および後続の実施例では、吸光度読取装置は右から左へと移動
する。表２が、吸引・分注手順の種々の行為に必要となる種々の時間を示している。図１
９Ａ、図１９Ｂ、図１９Ｃ、図１９Ｄ、図１９Ｅおよび図１９Ｆが、１６人の患者に対す
る６つのアッセイのための試料および試薬の分注ステップを順番に示している。
【０１２６】
　４人の異なる患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ，Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ，Ｔｏｍ　Ｄｏｅ，Ｍａｒｙ
　Ｄｏｅ）からの４つの異なる試料が４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される。各
試料の量は６つのアッセイに対して十分なものである。これらの試料は次いで、合計で２
４回の試験を行うために６つのカラムの４つのローに分注される。これらの最初の２４回
の試験では、４つの試料からなる第１のセットが構成される。４人の異なる患者（Ｊｉｍ
　Ｄｏｅ，Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ，Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ，Ｓｕｅ　Ｄｏｅ）からの４つの異なる
試料からなる第２のセットが、合計で２４回の試験を行うために上述した４チャンネルの
ＸＹＺピペットによって吸引されて６つのカラムの４つのローに分注される。４人の異な
る患者（Ｃａｒｌ　Ｄｏｅ，Ｃｉｎｄｙ　Ｄｏｅ，Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ，およびＪｕｌｉｅ
　Ｄｏｅ）からの４つの異なる試料からなる第３のセットが、合計で２４回の試験を行う
ために上述の４チャンネルのＸＹＺピペットによって吸引されて６つのカラムの４つのロ
ーに分注される。４人の異なる患者（Ｂｏｂ　Ｄｏｅ，Ｐａｍ　Ｄｏｅ，Ｐａｕｌ　Ｄｏ
ｅ，およびＫｉｍ　Ｄｏｅ）からの４つの異なる試料からなる第４のセットが、合計で２
４回の試験を行うために上述の４チャンネルのＸＹＺピペットによって吸引されて６つの
カラムの４つのローに分注される。表２は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要
である各ステップに必要となる一般的な時間を示している。

【表２】

【０１２７】
　マイクロウェルプレートが９０°回転されることにより、試薬をマイクロウェルプレー
トの適当なマイクロウェルに分注することが可能となる。４つのＲ１試薬が（４つのアッ
セイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される。
これらのＲ１試薬は次いで４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第１
のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒ
ｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴＰ、ＡＬＴ、ＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセイのた
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側に配置される。同じ４つのＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬
の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、吸光度読取装置がマイクロ
ウェルプレートを読み取る。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読
取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのロー内に分注される。このＲ１試
薬の第２のバッチを受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ
、Ｓｕｅ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴＰ、ＡＬＴ、ＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセ
イのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装
置の内側に配置される。４つのＲ１試薬が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の
量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、吸光度読取装置がマイクロウ
ェルプレートを読み取る。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の
第３のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍ
ａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇおよびＵｒｅａのアッセイのためのもの
である。同様にこのＲ１試薬の第３のバッチを受ける患者はＣａｒｌ　Ｄｏｅ、Ｃｉｎｄ
ｙ　Ｄｏｅ、Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ、Ｊｕｌｉｅ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＣｈｏｌお
よびＧｌｕのアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレ
ートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つのＲ１試薬の量が（４つのアッセイ
に対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、
吸光度読取装置がマイクロウェルプレートを読み取る。この読み取りのすぐ後、マイクロ
ウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに
分注される。このＲ１試薬の第４のバッチを受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄ
ｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓｕｅ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇおよびＵｒｅ
ａのアッセイのためのものである。同様にこのＲ１試薬の第４のバッチを受ける患者はＢ
ｏｂ　Ｄｏｅ、Ｐａｍ　Ｄｏｅ、Ｐａｕｌ　Ｄｏｅ、およびＫｉｍ　Ｄｏｅであり、これ
らの試薬はＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後
、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つのＲ１試薬の量が
（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に
吸引される間に、吸光度読取装置がマイクロウェルプレートを読み取る。この読み取りの
すぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラ
ムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第５のバッチを受ける患者は（Ｃａｒｌ　
Ｄｏｅ、Ｃｉｎｄｙ　Ｄｏｅ、Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ、Ｊｕｌｉｅ　Ｄｏｅ）であり、これら
の試薬はＴｒｉｇ、Ｕｒｅａ、ＴＰおよびＡＬＴのアッセイのためのものである。これら
の分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同一の
４つのＲ１試薬が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸ
ＹＺピペット内に吸引される間に、吸光度読取装置がマイクロウェルプレートを読み取る
。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、
試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第６のバッチを受ける患
者はＢｏｂ　Ｄｏｅ、Ｐａｍ　Ｄｏｅ、Ｐａｕｌ　Ｄｏｅ、Ｋｉｍ　Ｄｏｅであり、これ
らの試薬はＴｒｉｇ、Ｕｒｅａ、ＴＰおよびＡＬＴのアッセイのためのものである。これ
らの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。表３
は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一般
的な時間を示している。
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【表３】

４つの同一の相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試
薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレート
が吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレー
トが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。
この相補的なＲ２試薬の第１のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏ
ｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴＰ、ＡＬＴ、Ｃｈｏｌ
およびＧｌｕのアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプ
レートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つの同一の相補的なＲ２試薬の量が
（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペ
ット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られ
る。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され
、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第２のバッチ
を受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓｕｅ　Ｄｏｅ
であり、これらの試薬はＴＰ、ＡＬＴ、ＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセイのためのもので
ある。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置さ
れる。４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試
薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレート
が吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレー
トが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。
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この相補的なＲ２試薬の第３のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏ
ｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇおよびＵｒｅａ
のアッセイのためのものである。同様にこの相補的なＲ２試薬の第３のバッチを受ける患
者はＣａｒｌ　Ｄｏｅ、Ｃｉｎｄｙ　Ｄｏｅ、Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ、Ｊｕｌｉｅ　Ｄｏｅで
あり、これらの試薬はＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセイのためのものである。これらの分
注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つの
相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４
チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読
取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的な
Ｒ２試薬の第４のバッチを受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　
Ｄｏｅ、Ｓｕｅ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇおよびＵｒｅａのアッセイのた
めのものである。同様にこの相補的なＲ２試薬の第４のバッチを受ける患者はＢｏｂ　Ｄ
ｏｅ、Ｐａｍ　Ｄｏｅ、Ｐａｕｌ　ＤｏｅおよびＫｉｍ　Ｄｏｅであり、これらの試薬は
ＣｈｏｌおよびＧｌｕのアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロ
ウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの相補的なＲ２試薬の量が（
４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペッ
ト内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる
。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、
試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第５のバッチを
受ける患者はＣａｒｌ　Ｄｏｅ、Ｃｉｎｄｙ　Ｄｏｅ、Ｈａｎｋ　Ｄｏｅ、Ｊｕｌｉｅ　
Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇ、Ｕｒｅａ、ＴＰおよびＡＬＴのアッセイのため
のものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側
に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相
補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウ
ェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロ
ウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに
分注される。この相補的なＲ２試薬の第６のバッチを受ける患者はＢｏｂ　Ｄｏｅ、Ｐａ
ｍ　Ｄｏｅ、Ｐａｕｌ　Ｄｏｅ、およびＫｉｍ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＴｒｉｇ
、Ｕｒｅａ、ＴＰおよびＡＬＴのアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。これ以上の試料を分注す
る必要はないが、マイクロウェルプレートは吸光度読取装置内に留まり、さらに５分間（
またはプロトコルが要求するいくらかの時間）読み取られる。プロトコルの融通性により
、さらなる試薬の添加および／または読み取りウィンドウの修正が可能となる。
【０１２８】
　別の機能（例えば、免疫アッセイのためのマイクロウェルプレートのキッティングまた
は次の臨床化学アッセイのためのマイクロウェルプレートへの試料の分注など）に対して
の吸引／分注デバイスの有用性を最大にするために、臨床化学アッセイのためのアッセイ
は、Ｒ１試薬および相補的なＲ２試薬の両方を必要とするアッセイの分注がＲ１試薬のみ
を必要とするアッセイの前に行われるように、マイクロウェルプレート上で構成される。
同様に、一部の新たな臨床化学アッセイがＲ１試薬、Ｒ２試薬、および新たなＲ３試薬を
必要とする場合、これらのアッセイは、Ｒ１試薬および相補的なＲ２試薬の両方を必要と
するアッセイに先立ってかつＲ１試薬のみを必要とするアッセイの前に試薬が分注される
ように、マイクロウェルプレート上で構成される。表４は臨床化学アッセイをキッティン
グするのに必要である一部のステップに必要となる一般的な時間を示している。
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【表４】

読取装置が右から左へと移動する。試料が吸引および分注される間、マイクロウェルプレ
ートの向きは、１２の要素からなる複数のローがピペットが移動する方向と平行になるよ
うになされる。試薬が吸引および分注される間、マイクロウェルプレートの向きは、８つ
の要素からなる複数のカラムがピペットが移動する方向と平行になるようになされる。マ
イクロウェルプレートの向きは、９０°回転することができるターンテーブルによって変
更され得る。
【０１２９】
　実施例４
　より多くアッセイが必要となる状況では、より少人数の患者の試料が試験されてよい。
例えば、７から１２のアッセイが必要とされる場合、８人の患者の試料が使用されること
が好ましい。以下の複数の表（表５、表６および表７）は、それぞれ、試料の吸引および
分注、第１の試薬の吸引および分注、ならびに、第２の試薬の吸引および分注を表にした
ものである。図２０Ａ、図２０Ｂ、図２０Ｃ、図２０Ｄ、図２０Ｅおよび図２０Ｆが、臨
床化学アッセイ用にキッティングされるマイクロウェルプレートを示している。図２０Ａ
、図２０Ｂ、図２０Ｃ、図２０Ｄ、図２０Ｅおよび図２０Ｆは、８人の患者に対する１２
のアッセイのための試料および試薬の分注ステップを順番に示している。
【０１３０】
　４人の異なる患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、　Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、　Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、　Ｍ
ａｒｙ　Ｄｏｅ）からの４つの異なる試料が４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
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る。各試料の量は１２の試験に対して十分なものである。これらの試料は次いで、合計で
４８回の試験を行うために１２のカラムの４つのローに分注される。これらの最初の４８
回の試験では、４つの試料からなる第１のセットが構成される。４人の異なる患者（Ｊｉ
ｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅ）からの４つの
異なる試料からなる第２のセットが、合計で４８回の試験を行うために４チャンネルのＸ
ＹＺピペット内に吸引されて１２のカラムの４つのローに分注される。表５は臨床化学ア
ッセイをキッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一般的な時間を示
している。
【表５】

【０１３１】
　マイクロウェルプレートが９０°回転されることにより、試薬をマイクロウェルプレー
トの適当なマイクロウェルに分注することが可能となる。４つのＲ１試薬の量が（４つの
アッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チェンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
る。これらのＲ１試薬は次いで４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の
第１のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍ
ａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのための
ものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に
配置される。同じ４つのＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量
で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光
度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ
１試薬の第２のバッチを受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄ
ｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセ
イのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装
置の内側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各
Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプ
レートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェル
プレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注さ
れる。このＲ１試薬の第３のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ
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、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ
８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の内側に配置される。同じ４つのＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して
十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロ
ウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイク
ロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのロー
に分注される。このＲ１試薬の第４のバッチを受ける患者はＪｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　
Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ
７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプ
レートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が（４つのアッ
セイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間
に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのす
ぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラム
の４つのローに分注される。このＲ１試薬の第５のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏ
ｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９
、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つのＲ１試薬の量
が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内
に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。こ
の読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬
が４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第６のバッチを受ける患者は
Ｊｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、こ
れらの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これら
の分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。表６は
臨床化学アッセイをキッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一般的
な時間を示している。
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【表６】

【０１３２】
　４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の
量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが
吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この
相補的なＲ２試薬の第１のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ
、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ
４のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の内側に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイ
に対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
る間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取り
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカ
ラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第２のバッチを受ける患者は、
Ｊｉｍ　Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、こ
れらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのためのものである。これらの分注
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる
相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４
チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読
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Ｒ２試薬の第３のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ
　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッ
セイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置の内側に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して
十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後
、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４
つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第４のバッチを受ける患者は、Ｊｉｍ　
Ｄｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、これらの試
薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後
、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的な
Ｒ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネ
ルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によ
って読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の
外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬
の第５のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ
、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセ
イのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装
置の内側に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十
分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マ
イクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つ
のローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第６のバッチを受ける患者は、Ｊｉｍ　Ｄ
ｏｅ、Ｂｅｔｈ　Ｄｏｅ、Ｍｉｋｅ　Ｄｏｅ、Ｓａｌｌｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬
はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの分注のす
ぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。これ以上の試料を
分注する必要はないが、マイクロウェルプレートは吸光度読取装置内に留まり、さらに５
分間（またはプロトコルが要求するいくらかの時間）読み取られる。プロトコルの融通性
により、さらなる試薬の添加および／または読み取りウィンドウの修正が可能である。表
７は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一
般的な時間を示している。
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【表７】

【０１３３】
　実施例５
　別の実施例では、１３から１６のアッセイが必要とされる場合、６人の患者の試料が使
用されることが好ましい。以下の複数の表（表８、表９および表１０）は、それぞれ、試
料の吸引および分注、第１の試薬の吸引および分注、ならびに、第２の試薬の吸引および
分注を表にしたものである。
【０１３４】
　４人の異なる患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ
　Ｄｏｅ）からの４つの異なる試料が４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される。各
試料の量は１６の試験にとって十分である。同じ４人の患者からの試料は次いで、合計で
６４回の試験を行うために４つのカラムの４つのローに分注される。２人の異なる患者（
Ｊｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅ）からの２つの異なる試料が、合計で３２回の試
験を行うために４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引されて８つのカラムの４つのロー
に分注される。表８は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要である一部のステッ
プに必要となる一般的な時間を示している。図２１Ａ、図２１Ｂ、図２１Ｃ、図２１Ｄ、
図２１Ｅおよび図２１Ｆが、臨床化学アッセイ用にキッティングされるマイクロウェルプ
レートを示している。図２１Ａ、図２１Ｂ、図２１Ｃ、図２１Ｄ、図２１Ｅおよび図２１
Ｆは、６人の患者に対する１６のアッセイのための試料および試薬の分注ステップを順番
に示している。
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【表８】

【０１３５】
　マイクロウェルプレートが９０°回転されることにより、試薬をマイクロウェルプレー
トの適当なマイクロウェルに分注することが可能となる。４つのＲ１試薬の量が（４つの
アッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
る。これらのＲ１試薬は次いで４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の
第１のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍ
ａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのための
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ものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に
配置される。同じ４つのＲ１試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量
で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光
度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される。このＲ
１試薬の第２のバッチを受ける患者はＪｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、こ
れらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのためのものである。これらの分注
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる
Ｒ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹ
Ｚピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み
取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配
置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第３のバッチを
受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅ
であり、これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。こ
れらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同
じ４つのＲ１試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネ
ルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によ
って読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の
外に再配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される。このＲ１試薬の第４の
バッチを受ける患者はＪｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅ、であり、これらの試料は
Ａ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マ
イクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ異なるＲ１試薬の量が
（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に
吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この
読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が
４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第５のバッチを受ける患者はＪ
ｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｒｎ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これ
らの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの
分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つ
のＲ１試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸ
ＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読
み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再
配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される。このＲ１試薬の第６のバッチ
を受ける患者はＪｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９、Ａ
１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイ
クロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が
（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に
吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この
読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が
４つのカラムの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第７のバッチを受ける患者はＪ
ｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これら
の試薬はＡ１３、Ａ１４、Ａ１５およびＡ１６のアッセイのためのものである。これらの
分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つ
のＲ１試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸ
ＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読
み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再
配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される。このＲ１試薬の第８のバッチ
を受ける患者はＪｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１３、
Ａ１４、Ａ１５およびＡ１６のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マ
イクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。表９は臨床化学アッセイを



(53) JP 5642551 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

キッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一般的な時間を示している
。
【表９】

４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量
で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光
度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相
補的なＲ２試薬の第１のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、
Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４
のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光
度読取装置の内側に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（２つのアッセイに
対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される
間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りの
すぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラ
ムの２つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第２のバッチを受ける患者は、Ｊ
ｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ
４のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセ
イに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引さ
れる間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取
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りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つの
カラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第３のバッチを受ける患者は
、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、こ
れらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。同じ４つの相
補的なＲ２試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チ
ャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装
置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される。この相補的なＲ
２試薬の第４のバッチを受ける患者は、Ｊｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、
これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分
注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異な
る相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）
４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読
取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度
読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的
なＲ２試薬の第５のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏ
ｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１
２のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の内側に配置される。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（２つのアッセイ
に対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
る間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取り
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカ
ラムの２つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第６のバッチを受ける患者は、
Ｊｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１お
よびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレ
ートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ２試薬の量が（４つ
のアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内
に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。こ
の読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬
が４つのカラムの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第７のバッチを受け
る患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅで
あり、これらの試薬はＡ１３、Ａ１４、Ａ１５およびＡ１６のアッセイのためのものであ
る。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置され
る。同じ４つの相補的なＲ２試薬の量が（２つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２
試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレー
トが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレ
ートが吸光度読取装置の外に再配置され、試薬が４つのカラムの２つのローに分注される
。この相補的なＲ２試薬の第８のバッチを受ける患者は、Ｊｉｍ　ＤｏｅおよびＢｅｔｈ
　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１３、Ａ１４、Ａ１５およびＡ１６のアッセイのため
のものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側
に配置される。これ以上の試料を分注する必要はないが、マイクロウェルプレートは吸光
度読取装置内に留まり、さらに５分間（またはプロトコルが要求するいくらかの時間）読
み取られる。プロトコルの融通性により、さらなる試薬の添加および／または読み取りウ
ィンドウの修正が可能である。表１０は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要で
ある一部のステップに必要となる一般的な時間を示している。
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【表１０】

【０１３６】
　実施例６
　１７から２４のアッセイが必要とされる場合、４人の患者の試料が使用されることが好
ましい。以下の複数の表（表１１、表１２および表１３）は、それぞれ、試料の吸引およ
び分注、第１の試薬の吸引および分注、ならびに、第２の試薬の吸引および分注を表にし
たものである。図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２２Ｄ、図２２Ｅおよび図２２Ｆが、
臨床化学アッセイ用にキッティングされるマイクロウェルプレートを示している。図２２
Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２２Ｄ、図２２Ｅおよび図２２Ｆは、４人の患者に対する２
４のアッセイのための試料および試薬の分注ステップを順番に示している。
【０１３７】
　４人の患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏ
ｅ）からの４つの異なる試料が４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される。各試料の
量は６回の試験に対して十分なものである。これらの試料は次いで、合計で２４回の試験
を行うために６つのカラムの４つのローに分注される。これらの最初の２４回の試験では
、４つの試料からなる第１のセットが構成される。同じ４人の患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、
Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅ）からの４つの試料からなる第２
のセットが、合計で２４回の試験を行うために４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引さ
れて６つのカラムの４つのローに分注される。同じ４人の患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａ
ｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅ）からの４つの試料からなる第３のセ
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ットが、合計で２４回の試験を行うために４チャンネルのＸＹＺピペットに吸引されて６
つのカラムの４つのローに分注される。同じ４人の患者（Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　
Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅ）からの４つの試料からなる第４のセットが
、合計で２４回の試験を行うために４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引されて６つの
カラムの４つのローに分注される。表１１は臨床化学アッセイをキッティングするのに必
要である一部のステップに必要となる一般的な時間を示している。
【表１１】

マイクロウェルプレートが９０°回転されることにより、試薬をマイクロウェルプレート
の適当なマイクロウェルに分注することが可能となる。４つのＲ１試薬の量が（４つのア
ッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される
。これらのＲ１試薬は次いで、修正試験（ｃｏｒｒｅｃｔ　ｔｅｓｔ）に対応するように
、４つのカラムの１つおきの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第１のバッチを受
ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅで
あり、これらの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのためのものである。これ
らの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つ
の異なるＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネ
ルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によ
って読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の
外に再配置され、修正試験に対応するように、試料が４つのカラムの１つおきの４つのロ
ーに分注される。このＲ１試薬の第２のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎ
ｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ５、Ａ６、Ａ
７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプ
レートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が（４つのアッ
セイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間
に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのす
ぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、修正試験に対応する
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ように、試薬が４つのカラムの１つの置きの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第
３のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａ
ｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのた
めのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内
側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試
薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレート
が吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレー
トが吸光度読取装置の外に再配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラム
の１つおきの４つのローに分注される。このＲ１試薬の第４のバッチを受ける患者はＪｏ
ｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの
試料はＡ１３、Ａ１４、Ａ１５およびＡ１６のアッセイのためのものである。これらの分
注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異な
るＲ１試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸ
ＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読
み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再
配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの１つの置きの４つのローに
分注される。このＲ１試薬の第５のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　
Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１７、Ａ１８、Ａ
１９およびＡ２０のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェ
ルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なるＲ１試薬の量が（４つの
アッセイに対して十分な各Ｒ１試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引され
る間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取られる。この読み取り
のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置され、修正試験に対応
するように、試薬が４つのカラムの１つおきの４つのローに分注される。このＲ１試薬の
第６のバッチを受ける患者はＪｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍ
ａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ２１、Ａ２２、Ａ２３およびＡ２４のアッセイ
のためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置
の内側に配置される。表１２は臨床化学アッセイをキッティングするのに必要である一部
のステップに必要となる一般的な時間を示している。
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【表１２】

４つの相補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量
で）４チャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光
度読取装置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸
光度読取装置の外に再配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの１つ
おきの４つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第１のバッチを受ける患者は、
Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これ
らの試薬はＡ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４のアッセイのためのものである。これらの分注の
すぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相
補的なＲ２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チ
ャンネルのＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装
置によって読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取
装置の外に再配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの１つおきの４
つのローに分注される。この相補的なＲ２試薬の第２のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ
．Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬
はＡ５、Ａ６、Ａ７およびＡ８のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ
２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネル
のＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によっ
て読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外
に再配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの１つの置きの４つのロ
ーに分注される。この相補的なＲ２試薬の第３のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏ
ｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ９
、Ａ１０、Ａ１１およびＡ１２のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、
マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ
２試薬の量が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネル
のＸＹＺピペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によっ
て読み取られる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外
に再配置され、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの４つのローに分注され
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る。この相補的なＲ２試薬の第４のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ
　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１３、Ａ１４、
Ａ１５およびＡ１６のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウ
ェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ２試薬の量
が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピ
ペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取ら
れる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置さ
れ、修正試験に対応するように、試薬が４つのカラムの１つおきの４つのローに分注され
る。この相補的なＲ２試薬の第５のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ
　Ｄｏｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ１７、Ａ１８、
Ａ１９およびＡ２０のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウ
ェルプレートが吸光度読取装置の内側に配置される。４つの異なる相補的なＲ２試薬の量
が（４つのアッセイに対して十分な各相補的なＲ２試薬の量で）４チャンネルのＸＹＺピ
ペット内に吸引される間に、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置によって読み取ら
れる。この読み取りのすぐ後、マイクロウェルプレートが吸光度読取装置の外に再配置さ
れ、修正試験に対応する、試薬が４つのカラムの１つおきの４つのローに分注される。こ
の相補的なＲ２試薬の第６のバッチを受ける患者は、Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ、Ｊａｎｅ　Ｄｏ
ｅ、Ｔｏｍ　Ｄｏｅ、Ｍａｒｙ　Ｄｏｅであり、これらの試薬はＡ２１、Ａ２２、Ａ２３
およびＡ２４のアッセイのためのものである。これらの分注のすぐ後、マイクロウェルプ
レートが吸光度読取装置の内側に配置される。これ以上の試料を分注する必要はないが、
マイクロウェルプレートは吸光度読取装置内に留まり、さらに５分間（またはプロトコル
が要求するいくらかの時間）読み取られる。プロトコルの融通性により、さらなる試薬の
添加および／または読み取りウィンドウの修正が可能である。表１３は臨床化学アッセイ
をキッティングするのに必要である一部のステップに必要となる一般的な時間を示してい
る。
【表１３】

【０１３８】
　実施例７
　この実施例は、核酸を抽出するための、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒
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子プロセッサで使用されるマルチウェルプレートのキッティングを示している。図７に関
連して説明した検査室自動化システムと実質的に同様の実施形態が、マルチウェルプレー
トのキッティング、磁性粒子の処理、および、核酸の分析に使用されてよい。
【０１３９】
　ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサは、例えば、血液、細胞、
培養菌、組織ライセート、土および排泄物などの種々の出発物質からの高品質のＤＮＡ、
ＲＮＡ、タンパク質および細胞の高速で再現性のある精製を実現することができる。上述
したＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）磁性粒子プロセッサと同様に、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ
（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサは、種々の精製段階すなわち結合、欠如、洗浄、溶
出を通して、粒子を移動させるための磁性ロッドを使用する。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（Ｔ
Ｍ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサは２４個のロッドを有する磁石ヘッドおよび２４個のウ
ェルを有するディープウェルプレートを使用する。試料の体積は５ｍＬにもなり得る。よ
り高い処理能力が必要とされる場合、９６個のロッドを有する磁石ヘッドおよび適切な９
６個のウェルを有するプレートを使用して、９６個の試料が様々な使用体積（２０－１０
００μＬ）で処理され得る。ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサ
に関するさらなる詳細は、参照により本明細書に組み込まれるウェブサイトｈｔｔｐ：／
／ｗｗｗ．ｔｈｅｒｍｏ．ｃｏｍ／ｃｏｍ／ｃｄａ／ｐｒｏｄｕｃｔ／ｄｅｔａｉｌ／１
，，１０１３６２４０，００．ｈｔｍｌで見ることができる。
【０１４０】
　図２５Ａ、図２５Ｂ、図２５Ｃ、図２５Ｄ、図２５Ｅおよび図２５Ｆが、試料から核酸
を抽出するためにキッティングされるマルチウェルプレートを示している。ここで図２５
Ａ、図２５Ｂ、図２５Ｃ、図２５Ｄ、図２５Ｅおよび図２５Ｆを参照すると、ＲＮＡ（１
．０ｍＬ、ＨＩＶ）を抽出するための各ディープウェルプレート（ｄｅｅｐ　ｗｅｌｌ　
ｐｌａｔｅ）が、磁性粒子プロセッサためのプロトコルのステップ全体を占有している。
すなわち、１つのディープウェルマルチウェルプレート（ｄｅｅｐ　ｗｅｌｌ　ｍｕｌｔ
ｉ－ｗｅｌｌ　ｐｌａｔｅ）の全体が、微粒子および適当な緩衝液を伴う試料を導入する
のに使用され、２つのディープウェルマルチウェルプレートの全体が希釈されたリーシス
緩衝液用に使用され、２つのディープウェルマルチウェルプレートの全体が水用に使用さ
れ、１つのディープウェルマルチウェルプレートの全体がリン酸緩衝液用に使用される。
合計で６つのディープウェルマルチウェルプレートが、上述の抗原のための所与の磁気分
離処理に使用される。試料、磁性微粒子および緩衝液がこれらのディープウェルマルチウ
ェルプレートに導入されて適当な培養処置が実施された後、ディープウェルマルチウェル
プレートがＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサに移される。
【０１４１】
　通常、試料は血清である。また、血清は、通常、免疫アッセイ分析装置および臨床化学
分析装置の両方で使用される。例えば、痰、組織の剥離物（ｔｉｓｓｕｅ　ｓｃｒａｐｉ
ｎｇ）などの別の試料が、血清と等しい量の液体内で溶出される。本明細書で使用するの
に適したリーシス緩衝液（ＲＮＡ）の代表的な例には、４．６６Ｍグアニジンイソチオシ
アネートと、２－アミノ－２－（ヒドロキシメチル）－１，３－プロパンジオール（Ｔｒ
ｉｚｍａ（Ｒ）、ｐＨ８．０）と、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウリン酸エステ
ル（Ｔｗｅｅｎ（Ｒ）２０、１０％）との混合物がある。本明細書で使用するのに適した
希釈されたリーシス緩衝液の代表的な例には、２Ｍグアニジンイソチオシアネート、ポリ
オキシエチレンソルビタンモノラウリン酸エステル（Ｔｗｅｅｎ（Ｒ）２０、５％）、お
よび、５０ｍＭ酢酸カリウム（ｐＨ６．０）がある。本明細書で使用するのに適したリン
酸緩衝液の代表的な例には、２０ｍＭ酢酸カリウム（ｐＨ８．５）がある。磁性微粒子は
、通常、酸化鉄を含む粒子である。
【０１４２】
　表１４は、マルチウェルプレートの各ディープウェルの物質、量、時間および温度条件
、ならびに、キッティングのおおよその時間を列記している。この表はまた、ディープウ
ェルプレートを示している図も列記している。
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【表１４】

リーシス緩衝液が細胞膜を破壊して核酸を露出させることにより、核酸を磁性微粒子に付
着させることが可能となる。図２５Ｂ、図２５Ｃ、図２５Ｄおよび図２５Ｅに示されるマ
ルチウェルプレート内の物質、すなわち、希釈されたリーシス緩衝液、水が、リーシス緩
衝液を洗い流すように作用する。というのは、リーシス緩衝液が、核酸を増幅させるため
のポリメラーゼ連鎖反応を妨害してしまうからである。リン酸緩衝液が、磁性微粒子から
核酸を溶出させる、すなわち解放する。
【０１４３】
　高速試薬ディスペンサが、図２５Ａに示したマルチウェルプレートが別の分注デバイス
によってキッティングされるのと同時に、図２５Ｂ、図２５Ｃ、図２５Ｄ、図２５Ｅおよ
び２５Ｆに示したマルチウェルプレートをキッティングするのに使用されてよく、この場
合、キッティング時間を５．５分節約することができる。
【０１４４】
　核酸は、磁性微粒子から解放された後、マイクロウェルプレートのディープウェルから
吸引されて９６個のウェルを有するＰＣＲプレートのウェルに移されてよい。この移動ス
テップは、本明細書ではマスタ混合（ｍａｓｔｅｒ　ｍｉｘｉｎｇ）および活性化（ａｃ
ｔｉｖａｔｉｎｇ）と称される。この移動ステップの例には、１つまたは複数のＫｉｎｇ
Ｆｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサから９６個のウェルを有するＰＣＲプ
レートへの４つの磁性粒子処理処置の試料の移動がある。磁性粒子プロセッサによって処
理された試料が９６個のウェルを有するＰＣＲプレートに導入された後、適当な試薬が９
６個のウェルを有するＰＣＲプレートの各ウェルに導入され、９６個のウェルを有するプ
レートが密閉され、その密閉された、９６個のウェルを有するＰＣＲプレートが別の処理
のためにサーマルサイクラに移される。
【０１４５】
　核酸の増幅が、サーモサイクラ、ＰＣＲマシンまたはＤＮＡ増幅器としても知られてい
るサーマルサイクラ内で実施されてよい。このデバイスは、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣ
Ｒ）処理によってＤＮＡのセグメントを増幅するのに使用され得る。このデバイスは孔を
備えるサーマルブロックを有しており、その孔にはＰＣＲ反応混合物を保持するチューブ
が挿入され得る。このサーマルサイクラはその後、別個の予めプログラムされたステップ
でサーマルブロックの温度を上昇させたり低下させたりする。サーマルサイクラは、例え
ば、参照により本明細書に組み込まれる記事「Ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｙｃｌｅｒ」（ｈｔｔ
ｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｔｈｅｒｍａｌ＿ｃｙｃｌｅｒ
）などで説明されている。サーマルサイクラによって実施される処理に関する追加の情報
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は、例えば、参照により本明細書に組み込まれる記事「Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉ
ｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ」（ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ
／Ｐｏｌｙｍｅｒａｓａｅ＿ｃｈａｉｎ＿ｒｅａｃｔｉｏｎ）などで見ることができる。
本明細書で使用するのに適したサーマルサイクラの代表的な例には、ＡＢＩ７５００　Ｔ
ｈｅｒｍｏｃｙｃｌｅｒ／Ｒｅａｄｅｒ、Ｂｉｏ－Ｒｅｄ（Ｒ）　ｉ－Ｃｙｃｌｅｒ（Ｒ
）、Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＭＸ４０００（ＴＭ）などが含まれる。
【０１４６】
　マルチウェルプレートのキッティングは図７の吸引／分注位置１２４ａおよび１２４ｂ
で行われてよく、磁性粒子処理は図７の領域１４０ａ内で行われてよく、マルチウェルプ
レートからＰＣＲプレートへの核酸の移動は図７の領域１２４ｂの近傍で行われてよく、
ＰＣＲ処理は、サーマルサイクラが配置され得る、通常は検査室自動化システムの分析セ
クション６０内にある図７の一領域内で行われてよい。
【０１４７】
　ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサでの推定される処理時間は
４４分である。熱サイクルおよび読み取りの推定される時間は３時間である。マスタ混合
および活性化の推定される時間は３２分である。最初の結果を取得するための推定時間は
約４時間４６分である。おおよその処理能力は１時間当たりで９４回の試験である。
【０１４８】
　実施例８
　この実施例は、核酸を抽出するための、ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒
子プロセッサで使用されるマルチウェルプレートのキッティングを示している。図７に関
連して説明した検査室自動化システムと実質的に同様の実施形態が、マルチウェルプレー
トのキッティング、磁性粒子の処理、および、核酸の分析に使用されてよい。
【０１４９】
　図２６Ａ、図２６Ｂ、図２６Ｃ、図２６Ｄ、図２６Ｅ、図２６Ｆおよび図２６Ｇが、試
料から核酸を抽出するためにキッティングされるマルチウェルプレートを示している。こ
こで図２６Ａ、図２６Ｂ、図２６Ｃ、図２６Ｄ、図２６Ｅ、図２６Ｆおよび図２６Ｇを参
照すると、ＤＮＡ（０．５ｍＬ、ＨＢＶ）を抽出するための各ディープウェルプレートが
、磁性粒子プロセッサのためのプロトコルのステップ全体を占有している。すなわち、１
つのディープウェルマルチウェルプレートの全体が微粒子および適当な緩衝液を伴う試料
を導入するのに使用され、２つのディープウェルマルチウェルプレートの全体がリーシス
緩衝液用に使用され、３つのディープウェルマルチウェルプレートの全体がエタノール緩
衝液用に使用され、１つのディープウェルマルチウェルプレートの全体が水用に使用され
る。合計で７つのディープウェルマルチウェルプレートが、上述の抗原のための所与の磁
気分離処理に使用される。試料、磁性微粒子および緩衝液がこれらのディープウェルマル
チウェルプレートに導入されて適当な培養処置が実施された後、ディープウェルマルチウ
ェルプレートがＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサに移される。
ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサは、実施例７で使用した手法
と実質的に同じ手法で磁性粒子処理を実施するのに使用されてよい。
【０１５０】
　通常、試料は血清である。また、血清は、通常、免疫アッセイ分析装置および臨床化学
分析装置の両方で使用される。例えば、痰、組織の剥離物などの別の試料が、血清と等し
い量の液体内で溶出される。本明細書で使用するのに適したリーシス緩衝液（ＤＡＮ）の
代表的な例には、２Ｍグアニジンイソチオシアネートとポリオキシエチレンソルビタンモ
ノラウリン酸エステル（Ｔｗｅｅｎ（Ｒ）２０、５％）と５０ｍＭ酢酸カリウム（ｐＨ６
．０）との混合物が含まれる。本明細書で使用するのに適したリン酸緩衝液の代表的な例
には、２０ｍＭ酢酸カリウム（ｐＨ８．５）がある。本明細書で使用（ＤＮＡ）に適した
エタノール緩衝液の代表的な例には７０％エタノールがある。本明細書で使用（ＤＮＡ）
に適したＰＫ試薬の代表的な例には、プロテイナーゼＫ緩衝液がある。
【０１５１】
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　表１５は、各ディープウェルプレートの物質、量、時間および温度条件、ならびに、キ
ッティングのおおよその時間を列記している。この表はまた、ディープウェルプレートを
示している図も列記している。
【表１５】

リーシス緩衝液が細胞膜を破壊して核酸を露出させることにより、核酸を磁性微粒子に付
着させることが可能となる。図２６Ｂ、図２６Ｃ、図２６Ｄ、図２６Ｅおよび図２６Ｆに
示されるマルチウェルプレート内の物質、すなわち、希釈されたリーシス緩衝液、エタノ
ール緩衝液がリーシス緩衝液を洗い流すように作用する。というのは、リーシス緩衝液が
、核酸を増幅させるためのポリメラーゼ連鎖反応を妨害してしまうからである。図２６Ｇ
は、核酸が水中で１５分溶出されるマルチウェルプレートを示している。図２６Ｇのマル
チウェルプレートのウェル内にある物質はその後、３分間冷却される。
【０１５２】
　高速試薬ディスペンサが、図２６Ａに示したマルチウェルプレートが別の分注デバイス
によってキッティングされるのと同時に、図２６Ｂ、図２６Ｃ、図２６Ｄ、図２６Ｅ、図
２６Ｆおよび図２６Ｇに示したマルチウェルプレートをキッティングするのに使用されて
よく、この場合、キッティング時間を２１分節約することができる。
【０１５３】
　核酸は、磁性微粒子から解放された後、マルチウェルプレートのディープウェルから吸
引されて９６個のウェルを有するＰＣＲプレートに移されてよい。この移動ステップは、
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本明細書ではマスタ混合および活性化と称される。この移動ステップの例には、１つまた
は複数のＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサから９６個のウェル
を有するＰＣＲプレートへの４つの磁性粒子処理処置の試料の移動がある。磁性粒子プロ
セッサによって処理された試料が９６個のウェルを有するＰＣＲプレートに導入された後
、適当な試薬が９６個のウェルを有するＰＣＲプレートの各ウェルに導入され、９６個の
ウェルを有するプレートが密閉され、その密閉された、９６個のウェルを有するＰＣＲプ
レートが別の処理のためにサーマルサイクラに移される。
【０１５４】
　核酸の増幅が、サーモサイクラ、ＰＣＲマシンまたはＤＮＡ増幅器としても知られてい
るサーマルサイクラ内で実施されてよい。このデバイスは、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣ
Ｒ）処理によってＤＮＡのセグメントを増幅するのに使用され得る。このデバイスは孔を
備えるサーマルブロックを有しており、その孔にはＰＣＲ反応混合物を保持する管が挿入
され得る。このサーマルサイクラはその後、別個の予めプログラムされたステップでサー
マルブロックの温度を上昇させたり低下させたりする。サーマルサイクラは、例えば、参
照により本明細書に組み込まれる記事「Ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｙｃｌｅｒ」（ｈｔｔｐ：／
／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｔｈｅｒｍａｌ＿ｃｙｃｌｅｒ）など
で説明されている。サーマルサイクラによって実施される処理に関する追加の情報は、例
えば、参照により本明細書に組み込まれる記事「Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　ｃｈａｉｎ　ｒ
ｅａｃｔｉｏｎ」（ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｐｏ
ｌｙｍｅｒａｓａｅ＿ｃｈａｉｎ＿ｒｅａｃｔｉｏｎ）などで見ることができる。本明細
書で使用するのに適したサーマルサイクラの代表的な例には、ＡＢＩ７５００　Ｔｈｅｒ
ｍｏｃｙｃｌｅｒ／Ｒｅａｄｅｒ、Ｂｉｏ－Ｒｅｄ（Ｒ）　ｉ－Ｃｙｃｌｅｒ（Ｒ）、Ｓ
ｔｒａｔａｇｅｎｅ　ＭＸ４０００（ＴＭ）などが含まれる。
【０１５５】
　マルチウェルプレートのキッティングは図７の吸引／分注位置１２４ａおよび１２４ｂ
で行われてよく、磁性粒子処理は図７の領域１４０ａ内で行われてよく、マルチウェルプ
レートからＰＣＲプレートへの核酸の移動は図７の領域１２４ｂの近傍で行われてよく、
ＰＣＲ処理は、サーマルサイクラが配置され得る、通常は検査室自動化システムの分析セ
クション６０内にある図７の一領域内で行われてよい。
【０１５６】
　ＫｉｎｇＦｉｓｈｅｒ（ＴＭ）Ｆｌｅｘ磁性粒子プロセッサでの推定される処理時間は
５２分である。熱サイクルおよび読み取りの推定される時間は２時間１５分である。マス
タ混合および活性化の推定される時間は３２分である。最初の結果を取得するための推定
時間は約４時間２５分である。おおよその処理能力は１時間当たりで８９回の試験である
。
【０１５７】
　検査室自動化システム１０の動作は、市販されているインターフェースを使用したパー
ソナルコンピュータによって制御されてよい。これらのインターフェースが図２４に示さ
れている。このグラフィカルユーザインターフェースは、最新のパーソナルコンピュータ
のグラフィカルユーザインターフェースと共通の機能および制御手段を使用していてよい
。例えば、ドロップダウンメニューおよびツリー表示が多項選択のために使用されてよい
。無線ボタン、チェックボックスおよびスライダコントロールが、操作者にとって直感的
である選択機能を実現することができる。スプラッシュスクリーン、プログレスバー、強
調表示された制御手段（ｈｉｇｈｌｉｇｈｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ）が、操作者にとって
直感的である状態報告（ｓｔａｔｕｓ　ｒｅｐｏｒｔ）を実現することができる。ホット
リンクが、ヘルプ、メンテナンス手順、トレーニングなどのウェブサイトまたはローカル
情報へのアクセスを実現することができる。
【０１５８】
　このグラフィカルユーザインターフェースは、スクリーンの一番上にあるビューが下に
あるビューを完全に隠してしまうのを防止するために、ビューを半透明にする機能を装備
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していてよい。このグラフィカルユーザインターフェースは、より下のレベルの「詳細画
面」を選択することを操作者に要求することなく選択項目の詳細を提示できるように、拡
大・縮小の機能を装備していてよい。このグラフィカルユーザインターフェースはウィジ
ェットを装備していてよく、それにより、操作者がディスプレイ（時計または試験カウン
タ（ｔｅｓｔ　ｃｏｕｎｔｅｒ）など）をカスタマイズするためにスクリーンの周りに小
さなウィンドウを作ることが可能となる。このグラフィカルユーザインターフェースは、
計器のグラフを見るためのおよび計器のグラフと相互作用するための機能を装備していて
よい。カーソルの下の領域は、選択、情報、拡大表示などのために、強調表示および／ま
たは拡大されてよい。このグラフィカルユーザインターフェースは、より下のレベルの「
詳細画面」または「ヘルプ画面」を選択することを操作者に要求することなく選択項目の
詳細および／または情報を提示できるように、説明用のポップアップバルーンを含んでい
てよい。このグラフィカルユーザインターフェースは、消耗品および／または試薬の量が
少ないことを即座に指示するために燃料計タイプのアイコンを備えていてよい。キーボー
トおよび／またはマウスの代替物としてタッチスクリーンが使用されてもよい。
【０１５９】
　図２４に示した構成要素には、吸光度読取装置用のソフトウェアモジュール、発光測定
装置用のソフトウェア、磁性粒子処理のためソフトウェア、モータ制御装置用のソフトウ
ェア、および分注デバイス用のソフトウェアが含まれる。上述したプログラムがシステム
ソフトウェアに接続される。これらの構成要素にはまた、上述したソフトウェアを相互接
続させるための適当なコネクタが含まれる。
【０１６０】
　ソフトウェアモジュールに接続される、図２４に示した他の構成要素には、マイクロウ
ェルプレート回転装置と、微粒子を分注するための装置と、磁性粒子処理トレイと、一平
面上の２方向に移動することができる無線周波数読取・書込装置（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ｒｅａｄｅｒ／ｗｒｉｔｅｒ）とを制御するのに使用される８軸の運動制御
装置が含まれる。温度制御装置がプレート回転装置に接続される。これらの構成要素には
また、上述したソフトウェアモジュールへの接続のための適当な電気コネクタが含まれる
。
【０１６１】
　ソフトウェアモジュールに接続され得る、図２４に示したさらに他の構成要素には、少
なくとも１つの無線周波数認識アンテナセクションボード（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｅｃｔｉｏｎ　ｂｏａｒｄ）
、少なくとも１つの無線周波数認識読取・書込装置（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅａｄｅｒ／ｗｒｉｔｅｒ）、少なくとも１つの磁性
粒子プロセッサ、少なくとも１つの発光測定装置、少なくとも１つの吸光度読取装置、少
なくとも１つの分注デバイスプラットフォームが含まれる。温度制御装置が少なくとも１
つの磁性粒子プロセッサに接続される。これらの構成要素にはまた、上述のソフトウェア
モジュールへの接続のための適当な電気コネクタが含まれる。システムが少なくとも１つ
の無線周波数認識アンテナセクションボートと少なくとも１つの無線周波数認識読取・書
込装置との両方を必要とするわけではないことに留意されたい。上述した無線周波数認識
のための構成要素は、そのうちの一方またはその他方あるいはその両方が使用されてよい
。
【０１６２】
　図２４に示した構成要素は市販されており、当業者により適切な形で接続され得る。
【０１６３】
　操作者または検査室情報システムが、試験のために最終的にシステムに送られる試料の
ための試験命令をシステムにダウンロードする。
【０１６４】
　操作者または試薬の在庫を管理するためのシステムが、必要となる消耗物をシステムに
装填する。操作者または検査室自動化システムが必要となる試料をシステムに送る。シス
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テムが、その試料のためのダウンロードした試験命令に従って、試料中のアナライト（す
なわち、抗原または抗体）を測定および通知する。操作者または検査室自動化システムが
システムから試料を除去する。操作者または検査室情報システムが試験結果を評価して試
験命令の出所にその試験結果を送る。
【０１６５】
　本明細書に記載する装置および方法では、アッセイをマイクロウェルプレート内で実施
することにより、反応混合物の量、試料の量、液体廃棄物の量、および、その結果として
のアッセイのコストを削減することが可能である。本明細書に記載する装置および方法で
は、チャンバの読み取りにマイクロウェルプレートを使用することにより、読み取り可能
な感度を（透光性の反応ベッセルを用いる現存の分析装置と比較して）５倍向上させるこ
とが可能である。本明細書に記載する装置および方法では、同様の消耗物質、モジュール
式サブシステムを利用することにより、ワークフローを統合すること、免疫アッセイおよ
び臨床化学処理を完全に一体化すること、ならびに資源効率を向上させることが可能であ
り、さらに、吸引／分注デバイスを使用してマイクロウェルプレート内でアッセイを実施
することにより、１つのシステム内で異なるアッセイ技術を行うことが可能となる。
【０１６６】
　本明細書に記載する装置および方法では、両方のタイプのアッセイで使用され得る、例
えば、ピペット、キッティングステーション、フルイディクス、冷凍設備、制御装置、電
源供給装置などの多数の手段を同一で使用することにより、免疫アッセイと臨床化学アッ
セイと統合することが可能である。
【０１６７】
　本明細書に記載する装置および方法では、１つの吸引／分注デバイスを使用して１つの
マイクロウェルプレート内で複数のアッセイを実施することにより、現存の分析装置と比
較して、より小型で、より信頼性があり、複雑さの低い分析装置が得られる。
【０１６８】
　本明細書に記載する装置および方法では、吸引／分注デバイスおよびマイクロウェルプ
レートを使用することにより、適合される新しいアッセイプロトコルが分析装置の設計に
与える影響を最小することが可能である。
【０１６９】
　マイクロウェルプレートを使用することにより小型化が促進されてシステムの設置面積
が削減され、卓上での備え付けが容易になる。
【０１７０】
　マイクロウェルプレートにより、より簡潔でより少数の機構を使用することが可能とな
り、その寿命を通してのシステムのコストが削減され、信頼性が向上する。
【０１７１】
　吸引／分注デバイスおよびマイクロウェルプレートにより、新たなプロトコルおよびそ
れらのプロトコルの新たなタイミング条件が簡単なものとなる。
【０１７２】
　検査室自動化システムは、吸引／分注デバイスに追加され得るまたはそこから除去され
得る（新しいアッセイのための）ビルディングブロックとしてモジュール式サブシステム
を使用することにより、再構成および拡大・縮小され得る。
【０１７３】
　マイクロウェルプレート用の洗浄装置が使用可能であり、それにより、マイクロウェル
プレートは再使用可能となる。
【０１７４】
　本発明は、一連の管理／検査、反応ベッセルのキッティング、および、集中制御して資
源のスケジュール設定を行う形の範囲内での複数の診断試験技術に跨るの消耗品および使
い捨て製品の管理が可能となる。
【０１７５】
　臨床化学アッセイの場合、反応混合物の混合は、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の装置上で
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実施される侵襲的な混合処置（ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｍｉｘｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）
とは異なり、マイクロウェルプレートをシェイクすることによって実施されてよい。吸光
度の読み取りは、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の装置上で実施されるような、キュベットを
移動させる手法とは異なり、掃引フォトダイオードアレイおよび固定されたソースを用い
て実施される。培養は臨床化学用マイクロウェルプレートの全体で実施される。
【０１７６】
　免疫アッセイの場合、分離、洗浄および混合は、スリーブに入れられた磁性ロッドによ
って実施されてよい。この方式の分離、洗浄および混合は、キュベットの移動、プロセス
経路磁石、直接の吸引／分注、および、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の装置上で行われるイ
ントラック渦動法（ｉｎ－ｔｒａｃｋ　ｖｏｒｔｅｘｍｅｔｈｏｄ）とは対照をなしてい
る。培養は、免疫アッセイが実施されるマイクロウェルプレートの全体で実施される。磁
性微粒子は全培養時間にわたってマイクロウェル内に留まる。試料、洗浄緩衝液、コンジ
ュゲートおよびプレトリガ溶液のマイクロウェルを用いて微粒子を移動させたり培養した
りすることにより免疫アッセイを実施する場合でも、ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ（Ｒ）の装置上
で実施される免疫アッセイに使用されるような基本的な手順にそのまま従って免疫アッセ
イを実施することができる。
【０１７７】
　本発明の範囲および精神から逸脱することなく、本発明の種々の修正形態および変形形
態が当業者には明らかになるであろう。また、本発明が、本明細書に記載した例示的な実
施形態に過度に限定されないことを理解されたい。
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