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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプルと試薬とが混合した反応液を保持するセルと、
　前記セルが円周状に配置され回転と停止を繰り返すセルディスクと、
　前記セルディスクの駆動をする駆動部と、
　前記反応液に光を照射した結果得られる光を測定する測定部と、
　前記セル内の前記反応液を排出しセルを洗浄する洗浄部と、
　データを保持するデータ格納部と、
　前記測定部により測定したデータを基に前記サンプル内の成分量を分析するデータ処理
部と、
　前記データ処理部による結果を出力する出力部とを有し、
　前記駆動部は、前記サンプルと前記試薬とを混合してから、前記洗浄部にて反応液を排
出するまでの間に、前記セルを回転させ、前記混合後の所定時間帯において前記セルを前
記測定部の測光位置に停止させ、その後に前記セルを回転させ、
　前記測定部は、前記セルディスクが回転中及び停止中に、前記測定位置に位置する前記
セルについて前記反応液を測定することを特徴とするサンプル分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記測定部は、前記セルディスクが停止中
に測光し、得られたデータの時間変化量をデータ格納部に格納し、前記データ処理部は、
前記サンプル内の成分量を定量することを特徴とするサンプル分析装置。
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【請求項３】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記測定部は、前記セルディスク停止中に
複数回測光し、前記データ処理部は、その平均値と回転中に測定した測定値から前記サン
プル内の成分量を定量することを特徴とするサンプル分析装置。
【請求項４】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記データ格納部は、前記セルディスク停
止中に前記測定部にて測定したデータから得た停止中検量線と、前記セルディスク回転中
に前記測定部にて測定したデータから得た回転中検量線の両方保持しており、前記データ
処理部は、前記停止中検量線と前記回転中検量線を用い、前記サンプル内の成分量を定量
することを特徴とするサンプル分析装置。
【請求項５】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記データ格納部は、前記停止中に測光す
る時間を前記サンプルの測定する成分に応じて変更する、サンプルと停止時間との関係デ
ータを保持することを特徴としたサンプル分析装置。
【請求項６】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記出力部は、前記反応液を保持した前記
セルが停止中に、前記データ処理部による定量分析結果を画面に表示することを特徴とす
るサンプル分析装置。
【請求項７】
　請求項１記載のサンプル分析装置において、前記データ処理部による成分量の結果が、
前記データ格納部に格納したあらかじめ設定した基準範囲データ外に位置した場合に、前
記出力部は、画面にアラーム表示をする機能を備えたサンプル分析装置。
【請求項８】
　サンプルと試薬とが混合した反応液を保持するセルと、
　前記セルが円周状に配置され回転と停止を繰り返すセルディスクと、
　前記セルディスクを駆動させる駆動部と、
　前記反応液に光を照射した結果得られる光を測定する測定部と、
　前記セル内の前記反応液を排出しセルを洗浄する洗浄部と、
　前記測定部により測定したデータを基に前記サンプル内の成分量を分析するデータ処理
部と、
　前記データ処理部による結果を出力する出力部と、を有し、
　前記駆動部は、
　前記サンプルと前記試薬とを混合してから、前記洗浄部にて反応液を排出するまでの間
に、前記セルを回転させ、前記混合後の所定時間帯において前記セルを前記測定部の測光
位置に停止させ、その後に前記セルを回転させ、
　前記測定部は、
　前記セルディスクの回転中に、前記測定部の測定位置を通過する前記セルについて前記
反応液を測定し、
　前記セルディスクの停止中に、前記測定位置に停止する前記セルについて前記反応液を
測定する、ことを特徴とするサンプル分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサンプルに含まれる成分量を分析するサンプル分析装置、例えば血液や尿に含
まれる成分量を分析する自動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サンプルに含まれる成分量を分析するサンプル分析装置として、光源からの光を、サン
プル、又はサンプルと試薬とが混合した反応液に照射し、その結果得られる単一又は複数
の測定波長の透過光量を受光素子にて測定して吸光度を算出し、吸光度と濃度の関係から



(3) JP 5380123 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

成分量を割り出す自動分析装置が広く用いられている（例えば特許文献１）。これらの装
置においては、回転と停止を繰り返すセルディスクに、反応液を保持する多数のセルが円
周状に並べられ、セルディスクが回転中、測定位置を横切ったセル内の反応液の透過光量
が測定される。結果として1つの反応につき、典型的には約15秒に1回の測光により計10分
間で40回程度透過光量が測光される。この透過光量の時間変化からランベルト・ベールの
法則に従い、吸光度が計算され、サンプル内の成分量を定量する。
【０００３】
　また、特許文献２には、1周回転する間に反応が終了してしまうような高活性試料に対
応するため、反応セルが１回通過する間に測光系を高速制御して複数回吸光度を測定する
ことが記載されている。
【０００４】
　さらに、特許文献３には、反応セルを載せた回転体の周囲に複数の検出器を配置させ、
回転制御により、一定時間停止した位置における検出器の測定を順次行うことが記載され
ている。
【０００５】
　これらの自動分析装置においては近年では検査室の業務効率化や患者サービスの向上の
ための迅速検査の要望が高まり、測定時間の短縮化と再現性の確保が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第４４５１４３３号明細書
【特許文献２】特開２００１－２３５４２２
【特許文献３】特開２００１－２０８７６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　測定時間短縮のためには、反応液が反応する初期のデータを基に定量することが考えら
れるが、従来の装置では典型的には約15秒に１回の回転中に測光し、反応初期と反応終了
時の差から定量するのであり、反応初期の測光のみでは反応液の時間変化量が少ないため
一定の再現性を確保できなかった。すなわち測定時間短縮と再現性確保が両立しなかった
。そのため反応初期の測定時間を増大させることが望まれていた。
【０００８】
　特許文献２には、反応中ある特定の時間だけを複数回測光する技術が開示されているが
、回転速度を上げるなどして複数回測光することは、全セルとも特定の時間の測光時間を
上げることには有効でなく、セルディスク上に配置された一部のセルにしか有効ではなか
った。また回転数を上げると測定位置を通過する時間が短くなり再現性が低下してしまう
。
【０００９】
　一方、特許文献３には、複数の測定部を配置する技術も開示されているが、複数の測定
部を設置した場合、コストが高くなることや、それぞれの測定値のばらつきを押さえるこ
とは常に補正を必要とし実用上困難であった。
【００１０】
　その結果、同じ測定部を用いて、全セルとも反応過程中の特定の時間の測光時間のみを
増大させる技術は開示されていなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　サンプルと試薬を混合後、測定を終了するまでの間に、測光される測光位置で停止する
ようにセルディスクを動作し、その停止中に１回または複数回測光し、測定回数を増大さ
せる。すなわち、本発明のサンプル分析装置は、サンプルと試薬とが混合した反応液を保
持するセルと、前記セルが円周状に配置され回転と停止を繰り返すセルディスクと、前記
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セルディスクの駆動をする駆動部と、前記反応液に光を照射した結果得られる光を測定す
る測定部と、前記セル内の前記反応液を排出しセルを洗浄する洗浄部と、データを保持す
るデータ格納部と、前記測定部により測定したデータを基に前記サンプル内の成分量を分
析するデータ処理部と、前記データ処理部による結果を出力する出力部とを有し、前記駆
動部は、前記サンプルと前記試薬とを混合してから、前記洗浄部にて反応液を排出するま
での間に、前記セルディスクの回転と停止を繰り返し、前記測定部の測光位置に少なくと
も一度停止させ、前記測定部は、前記セルディスクが回転中に測光するとともに、停止中
にも前記反応液を測定することを特徴とする。
【００１２】
　前記測定部は、前記セルディスクが停止中に測光し、得られたデータの時間変化量をデ
ータ格納部に格納し、前記データ処理部は、前記サンプル内の成分量を定量することを特
徴とする。さらに、前記測定部は、前記セルディスク停止中に複数回測光し、前記データ
処理部は、その平均値と回転中に測定した測定値から前記サンプル内の成分量を定量する
ことを特徴とする。
【００１３】
　前記データ格納部は、前記セルディスク停止中に前記測定部にて測定したデータから得
た停止中検量線と、前記セルディスク回転中に前記測定部にて測定したデータから得た回
転中検量線の両方保持しており、前記データ処理部は、前記停止中検量線と前記回転中検
量線を用い、それぞれ前記サンプル内の成分量を定量することを特徴とする。前記データ
格納部は、前記停止中に測光する時間を前記サンプルの測定する成分に応じて変更するサ
ンプルと停止時間との関係データを保持することを特徴とする。
【００１４】
　該出力部は、前記反応液を保持した前記セルが停止中に、前記データ処理部による定量
分析結果を画面に表示することを特徴とする。そして、前記データ処理部による成分量の
結果が、前記データ格納部に格納したあらかじめ設定した基準範囲データ外に位置した場
合に、前記出力部は、画面にアラーム表示をする機能を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、短時間での定量が可能であり、迅速検査により検査室の業務効率化や
患者サービスの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による分析装置の全体構成を示す簡略図。
【図２】本発明による分析装置のセルディスク上各部で行われる分析動作を示す図。
【図３】本発明の分析動作シーケンス図。
【図４】本発明の反応過程データ。
【図５】停止中測光データ。
【図６】停止中測光データを用いたフロー図。
【図７】ユーザ画面例。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１に本発明による分析装置の全体構成を示す簡略図を示す。サンプルディスク３には
、サンプル１を収めたサンプルカップ２が複数配置されている。試薬ディスク６には、試
薬４を収めた試薬ボトル５が複数配置されている。セルディスク９には、内部でサンプル
１と試薬４とを混合させ反応液７とするセル８が複数配置されている。サンプル分注機構
１０は、サンプルカップ２からセル８にサンプル１を一定量移動させる。試薬分注機構１
１は、試薬ボトル５からセル８に試薬４を一定量移動させる。攪拌部１２は、セル８内で
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サンプル１と試薬４を攪拌し混合させる。測定部１３は、反応液７に光を照射する光源で
ある発光部１５、及び反応液７を透過した光を受光する受光素子２１を備える。分析の終
了したセル８は洗浄部１４で洗浄され、サンプル分注機構１０から次のサンプルが分注さ
れ、試薬分注機構１１から新しい試薬が分注される。セル８は、恒温流体制御部により温
度・流量を制御された恒温槽内の恒温流体１７に浸漬され、セル８及びその中の反応液７
が一定温度に保たれた状態で移動される。恒温流体１７には水を用い、温度は反応温度で
ある３７±０．１℃に温調した。
【００１９】
　分析装置はさらに、発光部に一定の電流を供給する電流制御回路、装置各部を制御する
制御部、制御部からの命令に従い、サンプルディスク、試薬ディスク、セルディスクをそ
れぞれ独立に回転駆動する駆動部、恒温流体の温度と流量を制御する恒温流体制御部、受
光素子２１の受ける光量から吸光度を算出する測定部、測定部で測定した反応液の吸光度
の経時変化である反応過程データや測定項目ごとに検量線データ等を蓄えたデータ格納部
、外部より必要なデータをデータ格納部に入力する入力部、吸光度データから成分量を割
り出す解析部、データを表示し外部に出力できる出力部を有する。
【００２０】
　サンプル１中のある成分量の分析は、次の様な手順で行われる。まず、サンプル分注機
構１０によりサンプルカップ２内のサンプル１をセル８内に一定量分注する。次に、試薬
分注機構１１により試薬ボトル５内の試薬４をセル８内に一定量分注する。これら分注の
際は、サンプルディスク３、試薬ディスク６、セルディスク９は制御部の制御下にそれぞ
れの駆動部によって回転駆動され、サンプルカップ２、試薬ボトル５、セル８を分注機構
が届く所定の位置に移動する。続いて、セル８内のサンプル１と試薬４とを攪拌部１２に
より攪拌し、反応液７とする。図は簡略図であり、試薬ディスクや試薬分注機構を一つの
み図示しているが、典型的には２つの試薬ディスクと試薬分注機構、攪拌部が存在する。
その他、測定対象の反応によっては、２つよりも多くの試薬ディスク等があってもよい。
【００２１】
　ここで、時間的に早くサンプルと反応させる試薬を第１試薬、次に反応させる試薬を第
２試薬と呼ぶ。通常、反応液７の吸光度はセルディスク９を回転中に、セル８が測定部１
３の測定位置を通過するたびに測定され、順次、データ格納部に反応過程データとして蓄
積される。例えば、約１０分間測光後、洗浄機構１４によりセル８内を洗浄し、次の分析
を行う。その間、必要であれば一定時間後、別の試薬４を試薬分注機構１１によりセル８
内に追加して分注し、攪拌部１２により攪拌し、さらに一定時間測定する。これにより、
一定の時間間隔を持った反応液７の吸光度からなる反応過程データが、データ格納部に格
納される。蓄積された反応過程データから、解析部においてそれぞれの検査項目ごとの検
量線データに基づき成分量を分析される。各部の制御・分析に必要なデータは入力部から
データ格納部に入力される。また、検量線データはデータ格納部に保持される。各種デー
タや結果、及びアラームは出力部により表示等にて出力される。
【００２２】
　図２に本発明によるサンプル分析装置での、セルディスク停止中におけるセルディスク
上各部で行われる分析動作位置の例を示す。セルディスクの停止位置としては、主にサン
プル、第１試薬、第２試薬を分注する位置、第1試薬、第２試薬分注後、反応液を攪拌す
る位置、測光部が測光する位置があげられる。本発明ではセルディスク停止中に測光でき
るよう、サンプルと試薬とが混合後、反応液を保持したセルが測光位置に位置するように
制御した。
【００２３】
　図３に本発明の、分析動作のシーケンスの例を示す。
【００２４】
　セルにサンプルを分注後、第１試薬を分注し、攪拌する。その後セルディスク回転中に
測光したデータを回転中測光データとして保存した後、第２試薬を分注し攪拌する。再び
セルディスク回転中に測光し回転中測光データとするが、途中測光位置でセルが停止する
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よう制御し、停止中に測光したデータを回転中したデータに加え反応過程データとする。
最後に洗浄位置においてセルから反応液を排出し洗浄する。
【００２５】
　図４に、図３のフローでの反応過程データを、分析動作シーケンスとともに示す。セル
にサンプルを分注、第１試薬を分注・攪拌後、セルディスク回転中に測光したデータと第
２試薬を分注・攪拌後セルディスク回転中に測光し回転中測光データからなるが、途中停
止中に測光したデータを回転中したデータに加えるところが通常のサンプル分析装置と異
なる。尚、図４では、第２試薬の分注・撹拌後に回転中測光し、停止中に測光を行ってい
るが、セルディスクを測光部位置に停止させ停止中に測光するタイミングは、測定対象の
サンプルや試薬によって異なり、タイミング情報はデータ格納部に予め格納されていても
よいし、入力部によりユーザが設定してもよい。回転中に測光した場合、通過する時間分
しか測定できないが、停止中であれば例えば1秒間など長時間測光したデータを取得でき
る。これにより停止中の反応液の透過光量の変化を測定することも可能であるし、停止中
の透過光量の平均値を得ることも可能である。
【００２６】
　尚、特許文献２において回転中に一定時間高速駆動する技術が開示されているが、この
場合は一回当たりの測光時間が短いため再現性が低下するといった問題があるが、本発明
では測光時間は増大するので再現性低下はない。
【００２７】
　図５に停止中測光のデータの例を示す。ラテックス項目としてＣＲＰ試薬（ナノピアＣ
ＲＰ,積水化学社製）を用い、サンプルとしてＣＲＰキャリブレータ（積水化学社製）３m
g/dLの濃度を用いた。第２試薬投入後の約４５秒後から４７秒後までの２秒間１００回測
光したときの５７０nmでの停止中測光データである。
【００２８】
　このようにサンプルと試薬とが混合後に停止中測光することにより反応中の吸光度変化
量データを取得でき、停止中の測光データのみで検量線データが取得でき、サンプルの定
量をすることができる。
【００２９】
　この停止中測光の１００回２秒間の吸光度傾きを濃度に対してプロットし検量線として
データ格納部に保持した。
【００３０】
　また１００回の平均値を回転中測光のデータと合わせてプロットした検量線をデータ格
納部に保持してもよい。この場合は停止中測光でのデータは１００回平均化されているの
で、１回の測定結果よりも測定部の誤差を１/１０にすることができる。得られた停止中
測光データをこれらの検量線を用いて定量した成分量を画面に表示する。停止中測光の吸
光度傾きから求めた濃度は全反応が終了する前に結果を出力することができるため測定時
間の短縮につながる。このフローを図6に示す。基準範囲を超える濃度が得られた場合、
再検や治療を行うため、早めに知っておきたいというニーズがあるため、全反応が終了す
る前に予測値として結果を出力することは有用である。
【００３１】
　また停止中測光のデータから算出された成分量が、あらかじめ設定した基準範囲外であ
った場合は、アラームを画面に表示し再検査等を促すことで、通常の分析よりも早い時間
にサンプル分析装置の操作者に知らせることができ、検査室の効率化に繋げることができ
る。基準範囲は、データ格納部に予め格納していてもよいし、ユーザが入力部から入力し
てもよい。画面図を図7に示す。
【００３２】
　また停止中の測光データと通常測定される回転中の測光データから得られた両方の検量
線を保持することで、早めに結果を算出し、全反応が終了した後にも従来の方法での結果
２つを知ることができ、より確度高く結果をすることができる。
【００３３】
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　また通常ＣＲＰ項目は、通常第２試薬混合後の４５秒後と３００秒後のそれぞれ一回の
測光データの差で定量するが、本発明では４５秒後から４７秒後の停止中測光の１００回
の平均値と３００秒後の値の差をとることで、１回の計測したデータよりも測定部のノイ
ズを１/１０に抑えて定量することができ、再現性の向上につながる。さらに特定の項目
において停止時間を延長してもよい。特に成分量が微量であることが予想され停止中測光
の時間を確保したい場合は、停止時間を長くすることでより再現性の高いデータを取得で
きる。そのため、データ格納部は、停止中に測光する時間を前記サンプルの測定する成分
やその量に応じて変更するデータを保持していてもよいし、ユーザが入力部から設定でき
るようにしてもよい。
【００３４】
　また、試薬とサンプル混合後から洗浄するまでの間どの時間でも同様の効果が得られる
が、試薬との反応は混合後３０秒間混合むらにより安定していないこと、また１分以上た
つと反応の吸光度変化が小さくなることから、とくに複数加える試薬のうち最後の試薬を
混合してから３０秒から１分までの間に停止中測光することでより迅速に、再現性の高い
データを取得することができる。その時間タイミングは、データ格納部に格納していても
よいし、ユーザが入力部から設定してもよい。以上のように回転中に測光する測定部と同
じ測定部を用いて停止中に測光することにより、全セルとも同じ特定時間の変化を追うこ
とが可能となり、迅速に予測値を算出可能であるため、検査室の利便性向上に寄与できる
。
【符号の説明】
【００３５】
１…サンプル、２…サンプルカップ、３…サンプルディスク、４…試薬、５…試薬ボトル
、６…試薬ディスク、７…反応液、７ａ～７ｃ…反応液、８…セル、８ａ～８ｃ…セル、
９…セルディスク、１０…サンプル分注機構、１１…試薬分注機構、１２…攪拌部、１３
…測定部、１４…洗浄部、１５…発光部、１６…光、１７…恒温流体、２１…受光素子
【図１】 【図２】
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