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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料が収容される試料容器を移動可能に保持する保持手段と、
前記保持手段により保持された前記試料容器内の試料を吸引して反応容器内に吐出する分
注を行うサンプル分注プローブと、
前記反応容器内に分注された試料とこの試料に含まれる検査項目の成分を分析するための
試薬との混合液を測定する測定手段と、
前記サンプル分注プローブにより分注が行われている場合に前記検査項目の設定を阻止し
、前記サンプル分注プローブによる分注が停止して前記測定手段により測定が行われてい
る場合に前記検査項目の設定を可能とする設定手段とを
備えたことを特徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　前記保持手段により保持された前記試料容器を検出する容器検出手段を有し、
前記サンプル分注プローブは、前記設定手段により設定された後に前記容器検出手段によ
り検出される全ての前記試料容器内の試料を、前記設定手段により設定された前記検査項
目の試料として前記反応容器内に分注することを特徴とする請求項１に記載の自動分析装
置。
【請求項３】
　前記保持手段は、前記試料容器を保持する試料ラック、この試料ラックを移動可能に保
持するベルト及びこのベルトから前記サンプル分注プローブにより前記試料容器内の試料
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の吸引が可能な吸引位置へ引き出される前記試料ラックを保持するレーンにより構成され
、前記容器検出手段は、前記吸引位置へ引き出される前記試料ラックに保持された前記試
料容器を検出することを特徴とする請求項２に記載の自動分析装置。
【請求項４】
　前記ベルトに保持された前記試料ラックの位置を検出するラック検出手段を有し、
前記設定手段により設定された後に前記ラック検出手段により検出される全ての前記試料
ラックが前記吸引位置へ引き出されることを特徴とする請求項３に記載の自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、被検体から採取された試料等の液体に含まれる成分を分析する自
動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置は生化学検査項目や免疫検査項目等を対象とし、被検体から採取された試
料と各検査項目の分析を行うための試薬との混合液の反応によって生ずる色調や濁りの変
化を光学的に測定する。この測定により、試料中の様々な検査項目成分の濃度や酵素の活
性等で表される分析データを生成する。
【０００３】
　自動分析装置では、試料を収容する試料容器が試料保持テーブルに保持され、試料保持
テーブルの保持位置に夫々番号が割り付けられている。そして、試料容器を設置した試料
保持テーブルの保持位置の番号及びこの番号の保持位置に設置される試料の検査項目を入
力する事前準備が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平１－２１９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、試料毎に試料容器の保持位置及びその試料の検査項目を入力する操作が
面倒であるため、不慣れな操作者や緊急時の操作には不向きである。
【０００６】
　実施形態は、上記問題点を解決するためになされたもので、操作を軽減することができ
る自動分析装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、実施形態の自動分析装置は、試料が収容される試料容器を
移動可能に保持する保持手段と、前記保持手段により保持された前記試料容器内の試料を
吸引して反応容器内に吐出する分注を行うサンプル分注プローブと、前記反応容器内に分
注された試料とこの試料に含まれる検査項目の成分を分析するための試薬との混合液を測
定する測定手段と、前記サンプル分注プローブにより分注が行われている場合に前記検査
項目の設定を阻止し、前記サンプル分注プローブによる分注が停止して前記測定手段によ
り測定が行われている場合に前記検査項目の設定を可能とする設定手段とを備えたことを
特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る自動分析装置の構成を示すブロック図。
【図２】実施形態に係る分析部の構成を示す斜視図。
【図３】実施形態に係るサンプラ部の構成を示す平面図。
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【図４】実施形態に係る分析部の測定動作を説明するための図。
【図５】実施形態に係る表示部に表示された一般設定画面の一例を示す図。
【図６】実施形態に係る自動分析装置の動作を示すフローチャート。
【図７】実施形態に係る表示部に表示された簡易設定画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。
【００１０】
　図１は、実施形態に係る自動分析装置の構成を示したブロック図である。この自動分析
装置１００は、各検査項目の標準試料や被検試料と各検査項目成分を分析するための試薬
との混合液を測定して標準データや被検データを生成する分析部１０と、分析部１０の各
分析ユニットを駆動制御する分析制御部５０と、分析部１０で生成された標準データや被
検データを処理して検量データや分析データの生成を行うデータ処理部６０とを備えてい
る。
【００１１】
　また、自動分析装置１００は、データ処理部６０で生成された検量データや分析データ
を印刷出力や表示出力する出力部７０と、各種コマンド信号の入力等を行う操作部８０と
、分析制御部５０、データ処理部６０及び出力部７０を統括して制御するシステム制御部
９０とを備えている。
【００１２】
　図２は、分析部１０の構成を示した斜視図である。この分析部１０は、標準試料や被検
試料等の各試料が収容される試料容器１１と、この試料容器１１を移動可能に保持するサ
ンプラ部１２と、各検査項目成分を分析するための１試薬系及び２試薬系の第１試薬を収
容する第１試薬容器１３と、２試薬系の第１試薬と対をなす第２試薬を収容する第２試薬
容器１４とを備えている。
【００１３】
　また、分析部１０は、第１及び第２試薬容器１３，１４内の第１及び第２試薬を保冷す
るための試薬庫１７と、試薬庫１７内に格納された第１及び第２試薬容器１３，１４を移
動可能に保持する第１試薬ラック１５と、試薬庫１７内に格納された第２試薬容器１４を
移動可能に保持する第２試薬ラック１６と、円周上に配置された複数の反応容器１９を回
転移動可能に保持する反応ディスク２０とを備えている。
【００１４】
　また、分析部１０は、サンプラ部１２に保持された試料容器１１内の試料を吸引して反
応容器１９内へ吐出する分注を行うサンプル分注プローブ２１と、サンプル分注プローブ
２１を回動及び上下移動可能に保持するサンプル分注アーム２２と、第１試薬ラック１５
に保持された第１試薬容器１３内の第１試薬を吸引して各試料が吐出された反応容器１９
内に吐出する分注を行う第１試薬分注プローブ２３とを備えている。
【００１５】
　また、分析部１０は、第１試薬分注プローブ２３を回動及び上下移動可能に保持する第
１試薬分注アーム２４と、反応容器１９内に吐出された各試料と第１試薬の混合液を撹拌
する第１撹拌子２５と、第１撹拌子２５を回動及び上下移動可能に保持する第１撹拌アー
ム２６と、第２試薬ラック１６に保持された第２試薬容器１４内の第２試薬を吸引して各
試料及び第１試薬が吐出された反応容器１９内に吐出する分注を行う第２試薬分注プロー
ブ２７とを備えている。
【００１６】
　また、分析部１０は、第２試薬分注プローブ２７を回動及び上下移動可能に保持する第
２試薬分注アーム２８と、反応容器１９内の各試料、第１試薬、及び第２試薬の混合液を
撹拌する第２撹拌子２９と、第２撹拌子２９を回動及び上下移動可能に保持する第２撹拌
アーム３０と、反応容器１９内の混合液に光を照射して光学的に測定する測定部３１と、
測定部３１による測定を終了した反応容器１９内を洗浄する洗浄ユニット３２とを備えて
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いる。
【００１７】
　そして、測定部３１は、反応容器１９に光を照射し、その反応容器１９内の標準試料や
被検試料を含む混合液を透過した光を検出する検出信号に基づいて、例えば吸光度や吸光
度の変化量で表される標準データや被検データを生成する。そして、生成した標準データ
や被検データをデータ処理部６０に出力する。
【００１８】
　分析制御部５０は、分析部１０の各分析ユニットを駆動する機構を有する機構部５１、
及びこの機構部５１の各機構を制御して分析部１０の各分析ユニットを１サイクル毎に所
定のタイミングで作動させる機構制御部５２を備えている。
【００１９】
　機構部５１は、サンプラ部１２の試料容器１１を移動する機構、並びに第１試薬ラック
１５及び第２試薬ラック１６を夫々回動する機構を備えている。また、反応ディスク２０
を回転する機構を備えている。また、サンプル分注アーム２２、第１試薬分注アーム２４
、第２試薬分注アーム２８、第１撹拌アーム２６、及び第２撹拌アーム３０を夫々回動及
び上下移動する機構を備えている。また、洗浄ユニット３２を上下移動する機構等を備え
ている。
【００２０】
　図１のデータ処理部６０は、分析部１０の測定部３１から出力された標準データや被検
データを処理して各検査項目の検量データや分析データを生成する演算部６１と、演算部
６１で生成された標準データや分析データを保存するデータ記憶部６２とを備えている。
【００２１】
　演算部６１は、測定部３１から出力された標準データ及びこの標準データの標準試料に
予め設定された標準値から、各検査項目成分の濃度や活性と標準データの関係を表す検量
データを生成し、生成した検量データを出力部７０に出力すると共にデータ記憶部６２に
保存する。
【００２２】
　また、測定部３１から出力された吸光度で表される被検データに対応する検査項目の検
量データをデータ記憶部６２から読み出し、読み出した検量データを用いて測定部３１に
より生成された被検データから濃度値や酵素の活性値として表される分析データを生成す
る。そして、生成した分析データを出力部７０に出力すると共にデータ記憶部６２に保存
する。
【００２３】
　データ記憶部６２は、ハードディスク等のメモリデバイスを備え、演算部６１から出力
された検量データを検査項目毎に保存する。また、演算部６１から出力された各検査項目
の分析データを被検試料毎に保存する。
【００２４】
　出力部７０は、データ処理部６０の演算部６１から出力された検量データや分析データ
を印刷出力する印刷部７１及び表示出力する表示部７２を備えている。そして、印刷部７
１は、プリンタなどを備え、演算部６１から出力された検量データや分析データを予め設
定されたフォーマットに従って、プリンタ用紙などに印刷する。
【００２５】
　表示部７２は、ＣＲＴや液晶パネルなどのモニタを備え、演算部６１から出力された検
量データや分析データを表示する。また、自動分析装置１００で検査可能な各検査項目の
分析パラメータを設定するための分析パラメータ設定画面を表示する。また、分析部１０
のサンプラ部１２に保持される試料容器１１の保持位置及びその試料容器１１に収容され
た被検試料の検査項目を設定するための一般設定画面を表示する。また、分析部１０のサ
ンプラ部１２に保持される試料容器１１内に収容された被検試料の検査項目を設定するた
めの簡易設定画面を表示する。
【００２６】



(5) JP 5739236 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

　操作部８０は、キーボード、マウス、ボタン、タッチキーパネルなどの入力デバイスを
備え、表示部７２に表示された分析パラメータ設定画面で各検査項目の分析パラメータを
設定するための入力を行う。また、表示部７２に表示された一般設定画面で試料容器１１
の保持位置及び検査項目を設定するための入力を行う。また、表示部７２に表示された簡
易設定画面で検査項目を設定するための入力を行う。
【００２７】
　システム制御部９０は、ＣＰＵ及び記憶回路を備え、操作部８０から入力されたコマン
ド信号、各検査項目の分析パラメータの情報、保持位置や検査項目の情報等の入力情報を
記憶回路に記憶した後、これらの入力情報に基づいて、分析制御部５０、データ処理部６
０及び出力部７０を統括してシステム全体を制御する。
【００２８】
　次に、図２及び図３を参照して、分析部１０のサンプラ部１２の構成の一例を説明する
。  
　図３は、サンプラ部１２の構成を示した平面図である。このサンプラ部１２は、試料容
器１１を保持する試料ラック４０、試料ラック４０を移動可能に保持するベルト４１及び
レーン４２により構成される保持部４３と、保持部４３のベルト４１に保持された待機位
置Ａ１における試料ラック４０の位置やラックＩＤを検出するラック検出器４４とを備え
ている。また、分析制御部５０の機構部５１により保持部４３のベルト４１上の引出位置
Ａ２から矢印Ｌ２方向のレーン４２上に引き出された試料ラック４０が保持する試料容器
１１を検出する容器検出器４５を備えている。
【００２９】
　そして、ベルト４１は機構部５１に駆動され、ラック検出器４４に検出された待機位置
Ａ１の試料ラック４０を引出位置Ａ２へ移動する。引出位置Ａ２へ移動された試料ラック
４０は、容器検出器４５に検出された試料容器１１内の試料をサンプル分注プローブ２１
で吸引可能な吸引位置Ａ４へ移動される。サンプル分注プローブ２１により分注を終えた
試料容器１１を保持する試料ラック４０は、機構部５１によりＬ２方向とは反対方向の矢
印Ｌ３方向へ移動され、ベルト４１上の引出位置Ａ２で停止する。ベルト４１は、引出位
置Ａ２で停止した試料ラック４０を退避位置Ａ３へ移動する。
【００３０】
　次に、図２乃至図４を参照して、分析部１０の測定動作について説明する。  
　図４は、分析部１０の測定動作を説明するための図である。各反応容器１９は、洗浄ユ
ニット３２により洗浄が行われる洗浄位置Ｗで停止する。そして、洗浄位置Ｗで洗浄を終
えた反応容器１９は、洗浄を終えたときのサイクルから所定のサイクル経過したａサイク
ル目において、試料吐出位置Ｐａで停止する。サンプル分注プローブ２１は、サンプラ部
１２の試料ラック４０に保持された試料容器１１内の被検試料を試料吐出位置Ｐａの反応
容器１９内へ分注する。
【００３１】
　ａサイクル目から例えば１サイクル経過したｂサイクル目において、ａサイクル目に被
検試料が分注された反応容器１９は、第１試薬吐出位置Ｐｂで停止する。第１試薬分注プ
ローブ２３は、第１試薬ラック１５に保持された第１試薬容器１３内の第１試薬を第１試
薬吐出位置Ｐｂの反応容器１９内へ分注する。
【００３２】
　ｂサイクル目から例えば１サイクル経過したｃサイクル目において、ｂサイクル目に第
１試薬が分注された反応容器１９は、第１撹拌位置Ｐｃで停止する。第１撹拌子２５は、
第１試薬吐出位置Ｐｂの反応容器１９内の被検試料及び第１試薬の混合液を撹拌する。
【００３３】
　ｃサイクル目から所定のサイクル経過したｄサイクル目において、ｃサイクル目に混合
液が撹拌された反応容器１９は、第２試薬吐出位置Ｐｄで停止する。第２試薬分注プロー
ブ２７は、第２試薬吐出位置Ｐｄの反応容器１９内に分注された第１試薬が２試薬系であ
る場合、その第１試薬と対をなす第２試薬ラック１６に保持された第２試薬容器１４内の
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第２試薬を第２試薬吐出位置Ｐｄの反応容器１９内へ分注する。
【００３４】
　ｄサイクル目から例えば１サイクル経過したｅサイクル目において、ｄサイクル目に第
２試薬が分注された反応容器１９は、第２撹拌位置Ｐｅで停止する。第２撹拌子２９は、
第２試薬吐出位置Ｐｅの反応容器１９内の被検試料、第１試薬及び第２試薬の混合液を撹
拌する。
【００３５】
　ｅサイクル目から所定のサイクル経過したｆサイクル目において、ｅサイクル目に混合
液が撹拌された反応容器１９は、洗浄位置Ｗで停止する。洗浄ユニット３２は、洗浄位置
Ｗの反応容器１９内を洗浄する。
【００３６】
　測定部３１は、ａサイクル目に被検試料が分注された反応容器１９内の混合液を、その
反応容器１９がｃサイクル目に第１撹拌位置Ｐｃで停止してから、ｆサイクル目に洗浄位
置Ｗで停止するまでの間のサイクル毎に回転移動中に測定する。
【００３７】
　以下、図１乃至図７を参照して、自動分析装置１００の動作の一例を説明する。  
　検査対象の被検試料を収容する試料容器１１の保持位置及び検査項目を設定するために
、操作部８０から一般設定画面を表示させる入力が行われると、表示部７２に一般設定画
面が表示される。
【００３８】
　図５は、表示部７２に表示された一般設定画面の一例を示した図である。この一般設定
画面７３は、分析部１０の試料容器１１を保持させるサンプラ部１２の保持位置を設定す
る「位置」の欄と、「位置」の欄で設定された保持位置の試料容器１１内の被検試料の検
査項目を設定する「項目」の欄とにより構成される。また、「位置」及び「位置」の欄で
設定された条件で分析を開始させるためのボタンである「一般測定」により構成される。
【００３９】
　そして、操作部８０からの入力により、「位置」及び「項目」の欄で設定された入力情
報がシステム制御部９０の記憶回路に保存されると共に表示部７２に表示される。また、
「一般測定」を指定する一般測定開始の入力により、システム制御部９０は、「位置」及
び「項目」の欄で設定された入力情報に基づいて分析制御部５０、データ処理部６０及び
出力部７０を制御し、分析動作を実行させる。
【００４０】
　「位置」の欄は、試料ラック４０を識別するラックＩＤを設定する「ＩＤ」の欄と、「
ＩＤ」の欄で設定されたラックＩＤで識別される試料ラック４０の試料容器１１を保持す
るラック位置の番号を設定する「番号」の欄とにより構成される。そして、操作部８０か
ら「ＩＤ」の欄に設定する入力が行われると例えばラックＩＤである「１」がダイアログ
ボックス４４１内に表示される。また、「番号」の欄に設定する入力が行われると、ラッ
ク位置の番号である「１」がダイアログボックス４４２内に表示される。
【００４１】
　「項目」の欄には、分析可能な検査項目である「項目Ａ」、「項目Ｂ」、「項目Ｃ」、
「項目Ｄ」等が表示されている。そして、表示された検査項目の中から、「位置」の欄に
設定された保持位置の試料容器１１内に収容される被検試料の検査項目を設定する選択入
力が行われると、選択入力された例えば「項目Ａ」、「項目Ｂ」及び「項目Ｃ」が識別し
て表示される。
【００４２】
　図６は、自動分析装置１００の動作を示したフローチャートである。図５の一般設定画
面７３で保持位置及び検査項目が設定された検査対象の被検試料を収容する試料容器１１
が、ラックＩＤ「１」で識別される試料ラック４０の番号「１」のラック位置に保持され
る。そして、試料容器１１を保持する試料ラック４０が分析部１０におけるサンプラ部１
２のベルト４１上の待機位置Ａ１に載置された後、操作部８０から一般測定開始の入力が
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行われると、自動分析装置１００は、動作を開始する（ステップＳ１）。
【００４３】
　システム制御部９０は、一般設定画面７３の「位置」及び「項目」の欄で設定された入
力情報に基づいて分析制御部５０、データ処理部６０及び出力部７０を制御し、分析動作
を実行させる。分析制御部５０の機構制御部５２は、分析部１０の各分析ユニットを作動
させる。サンプラ部１２のラック検出器４４は、ベルト４１に保持された待機位置Ａ１に
おける試料ラック４０の位置及びラックＩＤを検出する（ステップＳ２）。
【００４４】
　ここで、ラック検出器４４が検出したラックＩＤが一般設定画面７３で設定されたラッ
クＩＤと同じである場合、ステップＳ３へ移行する。また、検出したラックＩＤが一般設
定画面７３で設定されたラックＩＤと異なる場合、ステップＳ８へ移行する。
【００４５】
　ベルト４１は、ラック検出器４４によりラックＩＤが「１」であると検出された試料ラ
ック４０を引出位置Ａ２へ移動する。引出位置Ａ２へ移動された試料ラック４０は、機構
部５１によりＬ２方向へ移動される。容器検出器４５は、試料ラック４０に保持された試
料容器１１を検出する。機構制御部５２は、容器検出器４５からの検出信号に基づいて、
容器検出器４５により検出された試料容器１１のラック位置を検出する（ステップＳ３）
。
【００４６】
　なお、Ｌ２方向へ移動される試料ラック４０に試料容器１１が保持されていない場合、
ステップＳ８へ移行する。また、容器検出器４５により検出された試料容器１１のラック
位置が一般設定画面７３で設定されたラック位置と異なる場合、ステップＳ８へ移行する
。
【００４７】
　サンプル分注プローブ２１は、吸引位置Ａ４で停止した試料ラック４０の番号「１」の
ラック位置に保持される容器検出器４５により検出された試料容器１１内の被検試料を反
応容器１９内に分注する（ステップＳ４）。
【００４８】
　ここでは、先ず「項目Ａ」を分析するための被検試料を試料吐出位置Ｐａに停止した反
応容器１９内に分注する。また、次のサイクルにおいて、前記試料容器１１内の「項目Ｂ
」を分析するための被検試料を試料吐出位置Ｐａに停止した反応容器１９内に分注する。
更に、次のサイクルにおいて、前記試料容器１１内の「項目Ｃ」を分析するための被検試
料を試料吐出位置Ｐａに停止した反応容器１９内に分注する。
【００４９】
　次に、操作部８０から簡易設定画面を表示させる入力が行われると、表示部７２に簡易
設定画面が表示される。
【００５０】
　図７は、表示部７２に表示された簡易設定画面の一例を示した図である。この簡易設定
画面７４は、図５に示した一般設定画面７３から「位置」の欄を除いた「項目」の欄によ
り構成される。また、「項目」の欄で設定された条件で分析を開始させるためのボタンで
ある「簡易測定」により構成される。「項目」の欄には、一般設定画面７３の「項目」の
欄に表示された検査項目と同じ検査項目である「項目Ａ」、「項目Ｂ」、「項目Ｃ」、「
項目Ｄ」等が表示されている。そして、操作部８０からの入力により、「項目」の欄で設
定された入力情報がシステム制御部９０の記憶回路に保存されると共に表示部７２に表示
されることになる。また、「簡易測定」を指定する簡易測定開始の入力により、「項目」
の欄で設定された入力情報に基づいて分析制御部５０、データ処理部６０及び出力部７０
を制御し、分析動作を実行させることになる。
【００５１】
　表示部７２に簡易設定画面７４が表示された後、操作部８０から検査項目を設定するた
めの入力が行われると、サンプル分注プローブ２１により分注が行われている場合、シス
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テム制御部９０は、操作部８０からの検査項目の入力を拒否することにより、簡易設定画
面７４での検査項目の設定を阻止する。また、サンプル分注プローブ２１による分注が停
止して測定部３１により各反応容器１９内の混合液の測定が行われている場合、システム
制御部９０は、操作部８０からの検査項目の入力を受付け、簡易設定画面７４での検査項
目の設定を可能とする。
【００５２】
　なお、サンプル分注プローブ２１により分注が行われている場合、操作部８０からの簡
易設定画面７４を表示させる入力を拒否することにより、簡易設定画面７４での検査項目
の設定を阻止するように実施してもよい。
【００５３】
　サンプル分注プローブ２１による分注が停止して測定部３１により各反応容器１９内の
混合液の測定が行われている場合、操作部８０からの選択入力により、簡易設定画面７４
の各欄で設定された入力情報がシステム制御部９０の記憶回路に保存されると共に表示部
７２に表示される。ここでは、「項目」の欄で選択入力された例えば「項目Ａ」が識別し
て表示される。
【００５４】
　次に、簡易設定画面７４で設定された「項目Ａ」を分析する例えば２つの被検試料を収
容する２個の試料容器１１が任意の試料ラック４０の任意のラック位置に保持される。２
個の試料容器１１を保持する試料ラック４０がベルト４１上の待機位置Ａ１に載置され、
ステップＳ３で分注を終えた退避位置Ａ３の試料ラック４０がベルト４１から取り外され
た後の測定中において、操作部８０から簡易測定開始の入力が行われると、機構制御部５
２は、システム制御部９０から供給される簡易設定画面７４で設定された検査項目の入力
情報に基づいて機構部５１を制御する。ラック検出器４４は、簡易測定開始の入力に応じ
て、ベルト４１に保持された待機位置Ａ１の試料ラック４０の位置を検出する（図６のス
テップＳ５）。
【００５５】
　このように、サンプル分注プローブ２１により分注が行われている場合に簡易設定画面
７４での検査項目の設定を阻止することにより、一般設定画面７３で設定されたラックＩ
Ｄの試料ラック４０が待機位置Ａ１に残存している場合のその試料ラック４０を簡易設定
画面７４で設定された検査項目を分析するための試料ラック４０として検出されるのを防
ぐことができる。
【００５６】
　なお、簡易測定開始の入力に応じて、ラック検出器４４により試料ラック４０が検出さ
れない場合、ステップＳ８へ移行する。
【００５７】
　ベルト４１は、ラック検出器４４により位置が検出された全ての試料ラック４０を引出
位置Ａ２へ移動する。引出位置Ａ２へ移動された試料ラック４０は、機構部５１によりＬ
２方向へ移動される。容器検出器４５は、試料ラック４０に保持された試料容器１１を検
出する。機構制御部５２は、容器検出器４５からの検出信号に基づいて、容器検出器４５
により検出された試料容器１１のラック位置を検出する（ステップＳ６）。
【００５８】
　機構部５１は、引出位置Ａ２へ移動された試料ラック４０を容器検出器４５に検出され
た試料容器１１内の試料をサンプル分注プローブ２１で吸引可能な吸引位置Ａ４へ移動す
る。なお、容器検出器４５によりＬ２方向へ移動される試料ラック４０から試料容器１１
が検出されない場合、ステップＳ８へ移行する。
【００５９】
　サンプル分注プローブ２１は、容器検出器４５により検出された全ての試料容器１１内
の被検試料を、簡易設定画面７４で設定された検査項目に基づいて、反応容器１９内に分
注する（図６のステップＳ７）。
【００６０】
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　ここでは、吸引位置Ａ４で停止した試料ラック４０に保持される容器検出器４５により
検出された１個目の試料容器１１内の「項目Ａ」を分析するための被検試料を反応容器１
９内に分注する。次のサイクルにおいて、吸引位置Ａ４で停止した試料ラック４０に保持
される容器検出器４５により検出された２個目の試料容器１１内の「項目Ａ」を分析する
ための被検試料を反応容器１９内に分注する。
【００６１】
　このように、サンプル分注プローブ２１による分注が停止した後の測定中において、簡
易設定画面７４で検査項目を設定することにより、簡易測定開始の入力に応じてベルト４
１に保持されている待機位置Ａ１の試料ラック４０及びこの試料ラック４０に保持された
試料容器１１を検出し、検出した全ての試料ラック４０に保持される全ての試料容器１１
内の被検試料を、簡易設定画面７４で設定された検査項目を分析するための試料として反
応容器１９内に分注することができる。
【００６２】
　これにより、被検試料毎に試料容器１１の保持位置及びその試料の検査項目を入力する
操作を必要としないため、面倒な操作を軽減することができる。そして、不慣れな操作者
でも容易に操作することができる。また、緊急時に迅速に操作することができる。
【００６３】
　なお、ステップＳ７において、サンプル分注プローブ２１により分注が行われていると
きに、試料容器１１を保持する試料ラック４０がベルト４１上の待機位置Ａ１に載置され
ると、待機位置Ａ１の試料ラック４０及びこの試料ラック４０に保持された試料容器１１
を検出し、検出した全ての試料容器１１内の被検試料を、簡易設定画面７４で設定された
検査項目を分析するための試料として反応容器１９内に分注する。
【００６４】
　サンプル分注プローブ２１により分注を終えた試料容器１１を保持する試料ラック４０
はＬ３方向へ移動され、ベルト４１上の引出位置Ａ２で停止する。ベルト４１は、引出位
置Ａ２で停止した試料ラック４０を退避位置Ａ３へ移動する。
【００６５】
　そして、サンプル分注プローブ２１により分注された被検試料を含む全ての混合液の測
定が終了し、その分析データが出力部７０に出力された後、システム制御部９０が分析制
御部５０、データ処理部６０及び出力部７０に分析の終了を指示することにより、自動分
析装置１００は動作を終了する（図６のステップＳ８）。
【００６６】
　以上述べた実施形態によれば、サンプル分注プローブ２１により分注が行われている場
合に簡易設定画面７４での検査項目の設定を阻止することにより、一般設定画面７３で設
定されたラックＩＤの試料ラック４０が待機位置Ａ１に残存している場合のその試料ラッ
ク４０を簡易設定画面７４で設定された検査項目を分析するための試料ラック４０として
検出されるのを防ぐことができる。
【００６７】
　また、サンプル分注プローブ２１による分注が停止した後の測定中において、簡易設定
画面７４で検査項目を設定することにより、簡易測定開始の入力に応じてベルト４１に保
持されている待機位置Ａ１の試料ラック４０及びこの試料ラック４０に保持された試料容
器１１を検出し、検出した全ての試料ラック４０に保持される全ての試料容器１１内の被
検試料を、簡易設定画面７４で設定された検査項目を分析するための試料として反応容器
１９内に分注することができる。
【００６８】
　これにより、被検試料毎に試料容器１１の保持位置及びその試料の検査項目を入力する
操作を必要としないため、面倒な操作を軽減することができる。そして、不慣れな操作者
でも容易に操作することができる。また、緊急時に迅速に操作することができる。
【００６９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
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のであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これらの実施形態は、その他の
様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略
、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨
に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７０】
Ａ１　待機位置
Ａ２　引出位置
Ａ３　退避位置
Ａ４　吸引位置
１０　分析部
１１　試料容器
１２　サンプラ部
１９　反応容器
２１　サンプル分注プローブ
２２　サンプル分注アーム
４０　試料ラック
４１　ベルト
４２　レーン
４３　保持部
４４　ラック検出器
４５　容器検出器

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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