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(57)【要約】
　分注や分析のスループットを低下させることなく、飛
び散りや泡立ちのリスクを回避し、容器内の混合液量が
少ない場合でも均一に撹拌可能な液体撹拌方法を提供す
る。
　本発明の液体攪拌方法は、第１液が収容された反応容
器４に先端に分注チップ３を備えた分注プローブ１から
第２液を吐出後、容器４内の第１液と第２液の混合液を
分注プローブ１により吸引、吐出することにより撹拌す
る液体攪拌方法において、第１液と第２液の合計体積に
応じて吸引、吐出による攪拌回数を変える。第１液と第
２液の合計体積が予め設定した閾値より少ない場合は吸
引吐出を所定の回数繰り返す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一液と第二液からなる混合液を吸引および吐出して撹拌処理する撹拌方法であって、
　前記混合液の全液量が所定の閾値よりも少ない場合に攪拌処理を複数回繰り返して実施
することを特徴とする攪拌方法。
【請求項２】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　前記閾値が８０μＬであることを特徴とする攪拌方法。
【請求項３】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　攪拌処理中に混合液を吸引する際の吸引量は、混合液の全液量よりも少ないことを特徴
とする攪拌方法。
【請求項４】
　請求項３記載の攪拌方法において、
　攪拌処理中の吸引時におけるシリンジ駆動量よりも、吐出時におけるシリンジ駆動量が
大きいことを特徴とする攪拌方法。
【請求項５】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　前記第一の液体は希釈液または試薬であり、前記第二の液体は検体であることを特徴と
する攪拌方法。
【請求項６】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　混合液の液量が所定の閾値よりも多い場合に一回の攪拌処理をおこなう時間で、前記閾
値よりも少ない液量を有する混合液に対して複数回の攪拌処理をおこなうことを特徴とす
る攪拌方法。
【請求項７】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　第一の容器内に希釈液および検体を分注する工程と、
　前記第一の容器内で吸引吐出攪拌を実施して第一の希釈検体を作成する工程と、
　前記第一の容器とは異なる第二の容器内に希釈液および前記第一の希釈検体を分注する
工程と、
　前記第二の容器内で吸引吐出攪拌を実施して第二の希釈検体を作成する工程と、
　を含むことを特徴とする攪拌方法。
【請求項８】
　複数種類の液体を収容可能な容器と、
　複数種類の液体の混合液を前記容器から吸引し、当該容器内に吐出するプローブと、
　混合液の液量が所定の閾値よりも少ない場合に前記プローブによる吸引および吐出を複
数回実施するよう制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液等の複数液体を攪拌する方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の分注装置や自動分析装置において、数μＬから数百μＬの検体や試薬、希釈液等
の複数の液体を一つの容器へ分注する場合、比重の大小によって沈殿や分離が起きてしま
う。そのため、分注後の容器内の混合液を撹拌する必要があり、その一般的な方法として
、容器内の分注した混合液を分注プローブにより吸引、吐出し、容器内での対流によって
撹拌を行う方法が知られている。例えば特許文献１では、分注プローブに装着された分注
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チップ内に吸引した試料あるいは試薬を容器に吐出した後に、試料あるいは試薬を撹拌す
るために、容器に吐出した試料又は試薬の分注チップ内への吸引及び吐出を行うと記載さ
れている。吸引、吐出による撹拌は一回ずつ行う場合もあるが、一定回数繰り返して行う
場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２０６１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、検体や試薬の使用量低減の観点から、検体や試薬の分注量が微量化し、混合液の
液量は少量化する傾向がある。混合液の微量化に伴い、従来の自動分析では取り扱うこと
の少なかった１００μＬ以下の液量を十分に撹拌する必要が出てきた。これに対して、従
来技術である液体の吸引・吐出による混合液の攪拌方法では、混合液量の減少に伴い攪拌
時に吸引・吐出される液量も減少するため、混合液内に十分な撹拌を生じさせる液体の対
流が生じず、攪拌が不均一になる可能性がある。
【０００５】
　そこで本発明では、分注や分析のスループットを低下させることなく、飛び散りや泡立
ちのリスクを回避し、容器内の混合液量が少ない場合でも均一に撹拌可能な液体撹拌方法
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、容器に収容された複数液体を分注プローブによ
って吸引吐出をすることにより撹拌を行う液体撹拌方法であって、前記複数液体の合計体
積に応じて吸引、吐出による攪拌回数を変える事を特徴とする。また、前記液体撹拌方法
において前記複数液体の合計体積が予め設定した閾値より少ない場合は吸引吐出による撹
拌を所定の回数繰り返す事を特徴とする液体撹拌方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、分注や分析のスループットを低下させることなく、撹拌する混合液の
液量が少量な場合も撹拌を短時間で効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本液体撹拌方法を実施する分注機構を備えた分析装置の概略図である。
【図２】本液体撹拌方法を実施する分注機構の概略図である。
【図３】本液体撹拌方法を実施する分注機構の動作フローの例である。
【図４】撹拌回数判定処理を含む撹拌動作のフローチャートの一例である。
【図５Ａ】検体の希釈動作フローを示す図である。
【図５Ｂ】検体の希釈動作フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施例を、図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明に係わる液体撹拌方法を適用した自動分析装置の概略を示す図である。
【００１１】
　図１において、自動分析装置２００は、血液や尿などの生体サンプル（以下、検体と称
する）を収容する複数のサンプル容器２０１が収納されたラック２０２と、ラック２０２
を搬送するラック搬送ライン２０３と、試薬容器保管部であって検体の分析に用いる種々
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の試薬が収容された複数の試薬容器２０４が収納・保温され試薬ディスクカバー２０６に
より覆われた試薬容器ディスク２０５と、検体と試薬を反応するための複数の反応容器４
が収納されたインキュベータディスク２０７と、回転駆動や上下駆動によりサンプル容器
２０１からインキュベータディスク２０７の反応容器４に検体を分注するサンプル分注機
構２０８と、回転駆動や上下駆動により試薬容器２０４からインキュベータディスク９の
反応容器４に試薬を分注する試薬分注機構２０９と、反応液の分析を行う検出部ユニット
２１５、自動分析装置２００全体の動作を制御する制御装置２１６と、を概略備えている
。
【００１２】
　また、自動分析装置２００は、未使用である複数の反応容器４や分注チップ２、３が収
納された反応容器・分注チップ収納部２１１、及び、その交換・補充用にスタンバイされ
た反応容器・分注チップ収納部２１０と、使用済みの分注チップ２２ａ及び反応容器８を
廃棄するための廃棄孔２１２と、分注チップ２、３及び反応容器２０６を把持して搬送す
る搬送機構２１３とを備えている。搬送機構２１３は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸方向（図示せず
）に移動可能に設けられ、反応容器・分注チップ収納部２１１に収納された反応容器４を
インキュベータディスク２０７に搬送したり、使用済み反応容器４を廃棄孔２１２に破棄
したり、未使用の分注チップ２、３をチップ装着位置２１４に搬送したりする。
【００１３】
　図２は本実施例における自動分析装置に搭載されるサンプル分注機構２０９の模式図で
ある。サンプル分注機構２０９は、水平方向および垂直方向に駆動するアーム２１７と、
アーム２１７の一端に設けられ、サンプル容器２０１の検体２０１ａに浸漬して吸引する
分注プローブ１と、分注プローブ１の先端（下端）であって検体２０９ａとの浸漬部分に
取り付けられたディスポーザブルの分注チップ２と、アーム２１７の他端に接続され、ア
ーム２１７を水平駆動および上下駆動するモータ等の駆動部２１８と、前記分注プローブ
１と接続され、動作を伝達する媒体として配管２２０内の圧力伝達媒体である水を用いて
検体を吸引吐出するシリンジ２１９と、を備えている。
【００１４】
　次に、以上の自動分析装置において採用される液体撹拌方法の具体的な実施例について
説明する。図３は分注プローブにより混合液を吸引・吐出することで液体を撹拌させる攪
拌処理の動作フローである。
【００１５】
　初めに、先端に分注チップ２を取り付けた試薬分注プローブ１を第１液（試薬）中に浸
漬させた状態でシリンジ２１９を駆動させ、分注チップ２内に第１液を所定量吸引する。
その後、分注プローブ１を反応容器４内に下降させ、体積Ｖ１の第１液を吐出する（ステ
ップ３０１）。
【００１６】
　ステップ３０１が終了した後、試薬分注プローブ１を上昇させ、容器内から移動させる
。検体分注プローブ６に分注チップ３を装着させ、その状態で検体分注プローブ６を第２
液（検体）中に浸漬させ、シリンジ２１９を駆動させて、分注チップ３内に第２液を所定
量吸引する。その後、第１液を収容した反応容器４へ分注プローブ１を下降させ、体積Ｖ
２の第２液を吐出する（ステップ３０２）。
【００１７】
　第２液を吐出した後、分注プローブ１を上昇させることなくさらに下降させながら、反
応容器４に収容された第１液および第２液の混合液を体積Ｖ４だけ吸引する（ステップ３
０３）。なお、混合液の体積を全て吸引してしまうと、空吸い状態が生じ、分注チップ３
内での液体飛び散りや泡立ちが発生したり、容器底面と分注プローブ先端が接触する恐れ
があるため、ステップ３０３で吸引した後、容器３内に一定量（体積Ｖ３）の混合液が残
るように混合液の吸引量を調節する。つまり、吸引量Ｖ４は、Ｖ１＋Ｖ２－Ｖ３となる式
で規定される。吸引が完了すると分注プローブ１の下降は停止する。なお、ステップ３０
３における分注プローブ１の下降量は混合液の体積（Ｖ１＋Ｖ２）によって決定される。
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つまり、混合液の体積Ｖ１＋Ｖ２が多い場合には吸引量Ｖ４は多く、混合液の体積が少な
い場合には吸引量Ｖ４も少なくなる。そのため、混合液の体積から決定される吸引量Ｖ４
と、反応容器４の形状（断面積）に基づいて分注プローブ１が下降する量を決定すること
ができる。ここでは、吸引吐出攪拌の効率を高くするため、Ｖ４は可能な限り多く、Ｖ３
はごく微量であることが望ましい。例えばＶ３は２０μＬ程度（容器底から液面が２ｍｍ
程度）である。
【００１８】
　分注チップ３内への混合液の残存を防ぐため、ステップ３０３で停止した位置から分注
プローブ１を上昇させつつ、吸引した混合液の体積Ｖ４に体積Ｖ６を加えた体積Ｖ５（Ｖ
５＝Ｖ４＋Ｖ６）を吐出可能なようにシリンジを駆動させ、分注チップ３内の混合液を反
応容器４内に吐出する（ステップ３０４）。
【００１９】
　本実施例における撹拌処理では、体積Ｖ４を吸引した時に分注チップ３内で生じる混合
液の対流と、体積Ｖ５を吐出した時の容器３内で生じる混合液の対流によって撹拌が行わ
れる。そのため、混合液の合計体積Ｖ１＋Ｖ２が多量な場合（８０μＬ以上）は１度の吸
引・吐出により、分注チップおよび容器３内で十分な対流が起こるため、均一に撹拌が可
能である。よって、本実施例では予め設定した閾値を用い、混合液の体積Ｖ１＋Ｖ２が予
め設定した閾値よりも多い場合、一回目のステップ１０４が終了した時点で吸引吐出攪拌
処理を終了する。
【００２０】
　一方、容器内の混合液の液量が８０μＬ以下等の微量である場合は、吸引・吐出の際に
移動する混合液の体積が少なくなり、分注チップおよび容器内で十分な対流が生じないた
め、一回の吸引・吐出では均一に撹拌する事はできない可能性がある。そのため、混合液
の体積Ｖ１＋Ｖ２が予め設定した閾値を下回る場合、ステップ３０３および３０４を複数
回繰り返し、撹拌処理を終了する。なお、一回の吸引・吐出時に移動する混合液の体積Ｖ
４，Ｖ５が少量であれば、一回の吸引吐出撹拌に要する時間は短いため、混合液の合計体
積Ｖ１＋Ｖ２が多量な場合に実施される一回の吸引吐出攪拌と同等の時間で、複数回の吸
引吐出攪拌を実施することができる。これにより、分注および分析のスループットを落と
すことなく、複数回の撹拌を実施することにより均一に撹拌をすることが出来る。
【００２１】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、さまざまな変形例が含まれ
る。例えば、上記実施例ではステップ３０１および３０２により二種類の液体を容器へ分
注したが、ステップ３０１および３０２を繰り返し、二種以上の混合液体の撹拌を実施し
てもよい。また、閾値や、ステップ３０３および３０４の繰り返し回数も上記実施例の回
数に限ることなく設定する事が可能である。さらに、上記実施例ではディスポーザブルチ
ップを備えたサンプル分注機構を用いたが、試薬分注機構や固定式のチップ等にも応用が
可能である。
【００２２】
　本実施例によれば、液量が少ない場合に吸引吐出攪拌が均一に実施されていない可能性
があることに着目し、混合液の液量が十分にある場合には吸引吐出攪拌を一回のみ実施さ
せ、混合液の液量が少ない場合にのみ吸引吐出攪拌を複数回実施させるので、不必要に吸
引吐出攪拌処理に要する時間を長引かせることなく、十分な攪拌効果を得ることができる
。
【実施例２】
【００２３】
　次に本発明の第二の実施例について説明する。
【００２４】
　図４は、撹拌回数判定処理を含む撹拌動作のフローチャートの一例である。初めに、制
御装置２１６は第１液の体積Ｖ１と第２液の体積Ｖ２の合計体積Ｖ１＋Ｖ２を算出する。
次に、予め設定された閾値Ｖａと合計体積Ｖ１＋Ｖ２を比較し（ステップ４０１）、Ｖ１
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＋Ｖ２がＶａより多い場合はステップ３０３および３０４を一度ずつ実行して撹拌を終了
する。
【００２５】
　一方、Ｖ１＋Ｖ２がＶａより少ない場合は、閾値Ｖｂ（＜Ｖａ）との比較を行う（ステ
ップ４０２）。Ｖ１＋Ｖ２がＶｂより多い場合はステップ３０３および３０４を二回繰り
返し実行して撹拌を終了する。Ｖ１＋Ｖ２がＶｂより少ない場合は、ステップ３０３およ
び３０４を三回繰り返し実行して撹拌を終了する。
【００２６】
　本実施例によれば、混合液の体積により細かく吸引吐出攪拌の回数を設定できるため、
より確実に液体を吸引吐出攪拌を実行することが可能となる。
【実施例３】
【００２７】
　本実施例では、検体の希釈動作における本撹拌方法について、図５Ａおよび図５Ｂを用
いて説明する。図５Ａ，Ｂは検体の希釈動作フローを示す図である。
【００２８】
　従来の液体撹拌方法を用いて検体を希釈する場合、検体と希釈液が均一に混合されず、
一つの容器内の希釈検体に希釈倍率のムラが生じる可能性があった。特に、複数回希釈処
理を繰り返して高希釈倍率の希釈検体を作成する場合に、一回目の希釈工程において混合
液が所望の希釈倍率となっていないと、複数回希釈工程を繰り返して得られる最終的な希
釈検体の希釈倍率と、所望の希釈倍率との間に大幅な乖離が生じる可能性がある。本実施
例では、項希釈倍率検体を高精度に作成することができる、希釈液と検体の吸引吐出攪拌
方法について説明する。
【００２９】
　初めに、先端に分注チップ２を備えた試薬分注プローブ１を使用して反応容器４へ第一
液（希釈液）を体積Ｖ１分注する（ステップ５０１）。
【００３０】
　次に、希釈液が分注された反応容器４に、先端に別の分注チップ３を備えた検体分注プ
ローブ６を用い、第２液（検体）を体積Ｖ２分注する（ステップ５０２）。
【００３１】
　検体分注プローブ６は下降しながら反応容器４に収容された試薬および検体の混合液を
体積Ｖ４吸引する（ステップ５０３）。この時、分注プローブ１の下降量はＶ１＋Ｖ２に
よって決定され、空吸いによる分注チップ３内での飛び散りや泡立ちを防ぐため、全体積
Ｖ１＋Ｖ２を吸いきらず、所定量（体積Ｖ３）は容器内に残す。
【００３２】
　分注チップ３内への混合液の残存を防ぐために、ステップ５０３で吸引した体積Ｖ４に
体積Ｖ６を加えた体積Ｖ５を吐出するよう、シリンジ２１９を駆動させる。また、分注プ
ローブ１は分注チップ３外壁への混合液の付着を防ぐため、ステップ５０３で停止した位
置から上昇しながら混合液を反応容器４へ吐出する（ステップ５０４）。試薬および検体
の合計体積Ｖ１＋Ｖ２が予め設定した閾値を下回る場合、ステップ５０３および５０４を
複数回繰り返し、撹拌動作を終了する。
【００３３】
　さらに高倍率で希釈する場合は、希釈動作を継続する。先ほど使用した反応容器４とは
別の反応容器９内に希釈液を体積Ｖ１´だけ分注する（ステップ５０５）。
【００３４】
　次に反応容器４内に収容されている希釈検体を体積Ｖ２´だけ吸引し、反応容器９に吐
出する（ステップ５０６）。希釈液と希釈検体を十分に攪拌するため、吸引吐出攪拌を行
い、体積Ｖ４´の混合液をチップ内に吸引し（ステップ５０７）、反応容器５内に体積Ｖ
５´だけ吐出する（ステップ５０８）。なお、Ｖ１´～Ｖ５´の計算方法および撹拌回数
の判断方法はステップ５０３および５０４と同様である。さらに希釈動作を継続する場合
は、ステップ５０５からステップ５０８を繰り返す。
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【００３５】
　本実施例によれば、検体の希釈動作において本実施例における吸引吐出撹拌を実施する
事により、検体を所望の倍率に正確に希釈する事ができる。
【符号の説明】
【００３６】
１　試薬分注プローブ
２、３　分注チップ
４、９　反応容器
５　試薬
６　検体分注プローブ
７　検体
８　混合液
１０　希釈液
１１　希釈検体
１０１　第１液の分注ステップ
１０２　第２液の分注ステップ
１０３　混合液の吸引ステップ
１０４　混合液の吐出ステップ
２００　自動分析装置
２０１　サンプル容器
２０２　ラック
２０３　ラック搬送ライン
２０４　試薬容器
２０５　試薬容器ディスク
２０６　試薬ディスクカバー
２０７　インキュベータディスク
２０８　サンプル分注機構
２０９　試薬分注機構
２１０，２１１　反応容器・分注チップ収納部
２１２　廃棄孔
２１３　搬送機構
２１４　チップ装着位置
２１５　検出部ユニット
２１６　制御装置
２１７　アーム
２１８　上下回転駆動部
２１９　シリンジ
２２０　配管
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【図３】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月11日(2015.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一液と第二液からなる混合液を吸引および吐出して撹拌処理する撹拌方法であって、
　前記混合液の全液量が所定の閾値よりも多い場合には、前記混合液のうち第１の量を吸
引および吐出する撹拌処理を１回行い、
　前記混合液の全液量が前記所定の閾値よりも少ない場合には、前記混合液のうち前記第
１の量より少ない第２の量を吸引および吐出する攪拌処理を複数回繰り返して実施するこ
とを特徴とする攪拌方法。
【請求項２】
　請求項１記載の攪拌方法において、
前記閾値が８０μＬであることを特徴とする攪拌方法。
【請求項３】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　前記第１の量および前記第２の量は、混合液の全液量よりも少ないことを特徴とする攪
拌方法。
【請求項４】
　請求項３記載の攪拌方法において、
　前記攪拌処理中の吸引時におけるシリンジ駆動量よりも、吐出時におけるシリンジ駆動
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量が大きいことを特徴とする攪拌方法。
【請求項５】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　前記第一液は希釈液または試薬であり、前記第二液は検体であることを特徴とする攪拌
方法。
【請求項６】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　前記混合液の全液量が前記所定の閾値よりも多い場合に一回の攪拌処理をおこなう時間
で、前記混合液の全液量が前記所定の閾値よりも少ない場合に前記第２の量を吸引および
吐出する撹拌処理を複数回おこなうことを特徴とする攪拌方法。
【請求項７】
　請求項１記載の攪拌方法において、
　第一の容器内に希釈液および検体を分注する工程と、
　前記第一の容器内で吸引吐出攪拌を実施して第一の希釈検体を作成する工程と、
　前記第一の容器とは異なる第二の容器内に希釈液および前記第一の希釈検体を分注する
工程と、
　前記第二の容器内で吸引吐出攪拌を実施して第二の希釈検体を作成する工程と、
　を含むことを特徴とする攪拌方法。
【請求項８】
　複数種類の液体の混合液を収容可能な容器と、
　前記混合液を前記容器から吸引し、当該容器内に吐出するプローブと、
　前記混合液の全液量が所定の閾値よりも多い場合には、前記混合液のうち第１の量を吸
引および吐出する撹拌処理を１回行い、前記混合液の全液量が前記所定の閾値よりも少な
い場合には、前記混合液のうち前記第１の量より少ない第２の量を吸引および吐出する撹
拌処理を複数回実施するよう制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする自動分析装置。
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