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(57)【要約】
【課題】検体分析装置における設計の自由度を向上させ
ることが可能な検体分析装置を提供する。
【解決手段】この免疫分析装置１は、ＩＣタグ１５０が
各々付された複数のＲ２試薬容器１１０を保持する外側
テーブル１６３と、外側テーブル１６３に保持されたＲ
２試薬容器１１０をＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａと、Ｒ２試
薬情報読取書込位置Ｐ２ｄとに移動させる外側回転駆動
部１６３ａと、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａに移動されたＲ
２試薬容器１１０内のＲ２試薬を吸引するＲ２試薬分注
アーム７と、Ｒ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに移動さ
れたＲ２試薬容器１１０に付されたＩＣタグ１５０に分
析可能回数を書き込む試薬情報読取書込部２００（短距
離アンテナ部２１）とＣＰＵ２ａとを備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試薬容器内の試薬を用いて検体の分析を行う検体分析装置であって、
　情報記録媒体が付された試薬容器を保持する試薬容器保持部と、
　前記試薬容器保持部を移動させることによって、前記試薬容器保持部に保持された前記
試薬容器を第１位置と、前記第１位置とは異なる第２位置とに移動させる駆動部と、
　前記第１位置に移動された前記試薬容器内の試薬を吸引する試薬吸引部と、
　前記第２位置に移動された前記試薬容器に付された前記情報記録媒体に、前記試薬容器
内の試薬の量に関する試薬量情報を書き込む書込手段と、
　少なくとも前記駆動部および前記書込手段を制御する制御部とを備える、検体分析装置
。
【請求項２】
　前記制御部は、第１試薬容器内の試薬が前記試薬吸引部により吸引された後、前記第１
試薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試薬容器内の試薬が前記試薬吸引部により吸引さ
れる前に、前記第１位置から前記第２位置への前記第１試薬容器の移動および前記第１試
薬容器の情報記録媒体への前記試薬量情報の書き込みを行うように、前記駆動部および前
記書込手段を制御するように構成されている、請求項１に記載の検体分析装置。
【請求項３】
　前記第２位置に移動された試薬容器に付された情報記録媒体に記録されている情報を読
み取る読取手段をさらに備え、
　前記制御部は、前記第１試薬容器内の試薬が前記試薬吸引部により吸引された後、前記
第２試薬容器内の試薬が前記試薬吸引部により吸引される前に、前記第１位置から前記第
２位置への前記第１試薬容器の移動と、前記第１試薬容器の情報記録媒体からの情報の読
み取りと、前記第１試薬容器の情報記録媒体への前記試薬量情報の書き込みとを行うよう
に、前記駆動部、前記読取手段および前記書込手段を制御するように構成されている、請
求項２に記載の検体分析装置。
【請求項４】
　前記第１試薬容器内の試薬が使用される分析項目と同一の分析項目に使用される試薬が
、前記第１試薬容器内の試薬の次に吸引対象となる場合には、前記第１試薬容器の次に試
薬吸引対象となる前記第２試薬容器は、前記第１試薬容器と同一の試薬容器となる、請求
項２または３に記載の検体分析装置。
【請求項５】
　前記試薬量情報は、前記試薬容器内の試薬を用いた分析可能回数を含む、請求項１～４
のいずれか１項に記載の検体分析装置。
【請求項６】
　前記試薬量情報は、前記試薬容器内の試薬の残量情報を含む、請求項１～５のいずれか
１項に記載の検体分析装置。
【請求項７】
　前記試薬容器内の試薬の液面位置を検知する液面センサをさらに備え、
　前記制御部は、前記液面センサの検知結果に基づいて、前記試薬容器内に所定量の試薬
が存在するか否かを判断するように構成されている、請求項１～６のいずれか１項に記載
の検体分析装置。
【請求項８】
　前記試薬吸引部は、試薬を吸引するための試薬吸引ピペットを含み、
　前記液面センサは、前記試薬容器内の液面と前記試薬吸引ピペットとの接触を電気的に
検知するように構成されており、
　前記書込手段は、電波を介して前記情報記録媒体に前記試薬量情報を書き込むように構
成されている、請求項７に記載の検体分析装置。
【請求項９】
　前記情報記録媒体は電子タグであり、
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　前記書込手段は、電波を介して前記電子タグに前記試薬量情報を書き込むアンテナ部を
含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の検体分析装置。
【請求項１０】
　前記試薬容器保持部に保持された試薬容器は、蓋部材を有し、
　前記試薬容器保持部に保持された試薬容器の蓋部材を開放するための蓋部材開放機構を
さらに備え、
　前記制御部は、第１試薬容器内の試薬が前記試薬吸引部により吸引された後、前記第１
試薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試薬容器の蓋部材が前記蓋部材開放機構によって
開放される前に、前記第１位置から前記第２位置への前記第１試薬容器の移動および前記
第１試薬容器の情報記録媒体への前記試薬量情報の書き込みを行うように、前記駆動部お
よび前記書込手段を制御するように構成されている、請求項１～９のいずれか１項に記載
の検体分析装置。
【請求項１１】
　前記試薬容器保持部に保持された試薬容器の蓋部材に接触する接触部材をさらに備え、
　前記第１位置から前記第２位置への試薬容器の移動に伴って前記接触部材が当該試薬容
器の蓋部材に接触することによって、当該試薬容器の蓋部材が閉じられるように構成され
ている、請求項１０に記載の検体分析装置。
【請求項１２】
　前記蓋部材開放機構および前記接触部材は、共に、前記第１位置と前記第２位置との間
に配置されており、
　前記制御部は、前記第２位置から前記第１位置に向かう方向である第１方向に前記試薬
容器保持部を移動させることによって、試薬吸引対象となる試薬容器の蓋部材が前記蓋部
材開放機構により開放されるとともに当該試薬容器が前記第１位置に移動され、前記第１
方向とは反対の第２方向に前記試薬容器保持部を移動させることによって、試薬吸引され
た当該試薬容器の蓋部材が前記接触部材により閉じられるとともに当該試薬容器が前記第
１位置から前記第２位置に移動されるように構成されている、請求項１１に記載の検体分
析装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記試薬吸引部により試薬容器内の試薬が吸引されたか否かを判断し、
当該試薬容器内の試薬が吸引されたと判断した場合に、当該試薬容器の情報記録媒体に試
薬量情報を書き込むように構成されている、請求項１～１２のいずれか１項に記載の検体
分析装置。
【請求項１４】
　記憶部をさらに備え、
　前記制御部は、試薬容器の情報記録媒体に試薬量情報を書き込む場合に、前記試薬量情
報を前記記憶部に格納するように構成されている、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の検体分析装置。
【請求項１５】
　試薬容器内の試薬を用いて検体の分析を行う検体分析装置において実行される試薬情報
書込方法であって、
　試薬容器保持部を移動させることによって、前記試薬容器保持部に保持された試薬容器
を第１位置に移動させるステップと、
　前記第１位置に移動された前記試薬容器内の試薬を吸引するステップと、
　前記試薬容器内の試薬を吸引するステップの後に、前記試薬容器保持部を移動させるこ
とによって前記第１位置とは異なる第２位置に前記試薬容器を移動させるステップと、
　前記第２位置に移動された前記試薬容器に付された情報記録媒体に、前記試薬容器内の
試薬の量に関する試薬量情報を書き込むステップとを備える、試薬情報書込方法。
【請求項１６】
　第１試薬容器内の試薬の量に関する試薬量情報を書き込むステップの後に、前記第１試
薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試薬容器内の試薬を吸引するステップをさらに備え
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る、請求項１５に記載の試薬情報書込方法。
【請求項１７】
　第１試薬容器内の試薬の量に関する試薬量情報を書き込むステップの後に、前記第１試
薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試薬容器の蓋部材を開放するステップをさらに備え
る、請求項１５または１６に記載の試薬情報書込方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検体分析装置および試薬情報書込方法に関し、特に、情報記録媒体が付され
た試薬容器を搭載する検体分析装置および情報記録媒体に情報を書き込む試薬情報書込方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報記録媒体が付された試薬容器を搭載する検体分析装置が知られている（たと
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、試薬情報が記録された試薬情報タグが付された試薬容器が設置さ
れる試薬保冷庫と、試薬容器内の試薬を吸引する試薬分注機構と、試薬情報タグへの情報
の書き込みを行うアンテナとを備えた自動分析装置が開示されている。この特許文献１に
記載された自動分析装置は、試薬情報タグへの情報の書き込みが行われる際の試薬容器の
位置と、試薬が吸引される際の試薬容器の位置とが同一になるように構成され、試薬を分
注するごとに、試薬情報タグに書き込まれている試薬残量を更新している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２０３００７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、上記特許文献１に記載の自動分析装置では、試薬情報タグへの情報の書
き込みが行われる際の試薬容器の位置と、試薬が吸引される際の試薬容器の位置とが同一
の位置になるように構成されているために、試薬分注機構とアンテナとを限られた範囲内
に配置する必要がある。このため、自動分析装置における設計の自由度が狭まるという問
題点がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、本発明の１つの
目的は、検体分析装置における設計の自由度を向上させることが可能な検体分析装置およ
び試薬情報書込方法を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による検体分析装置は、試薬容器内
の試薬を用いて検体の分析を行う検体分析装置であって、情報記録媒体が付された試薬容
器を保持する試薬容器保持部と、試薬容器保持部を移動させることによって、試薬容器保
持部に保持された試薬容器を第１位置と、第１位置とは異なる第２位置とに移動させる駆
動部と、第１位置に移動された試薬容器内の試薬を吸引する試薬吸引部と、第２位置に移
動された試薬容器に付された情報記録媒体に、試薬容器内の試薬の量に関する試薬量情報
を書き込む書込手段と、少なくとも駆動部および書込手段を制御する制御部とを備える。
【０００８】
　この発明の第１の局面による検体分析装置では、上記のように、試薬吸引部によって試
薬容器内の試薬が吸引される第１位置と、書込手段によって試薬容器に付された情報記録
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媒体に試薬量情報が書き込まれる第２位置とを異ならせることによって、第１位置と第２
位置とが同一の位置である場合と異なり、試薬が吸引される第１位置に合わせて書込手段
を配置したり、試薬量情報が書き込まれる第２位置に合わせて試薬吸引部を配置したりす
る必要がない。これにより、検体分析装置における設計の自由度を向上させることができ
る。
【０００９】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、制御部は、第１試薬容器内
の試薬が試薬吸引部により吸引された後、第１試薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試
薬容器内の試薬が試薬吸引部により吸引される前に、第１位置から第２位置への第１試薬
容器の移動および第１試薬容器の情報記録媒体への試薬量情報の書き込みを行うように、
駆動部および書込手段を制御するように構成されている。このように構成すれば、第２試
薬容器内の試薬が吸引された後に第１試薬容器の情報記録媒体に試薬量情報を書き込む場
合と比べて、第１試薬容器内に存在する試薬の量を第１試薬容器に付された情報記録媒体
に迅速に反映させることができる。
【００１０】
　この場合、好ましくは、第２位置に移動された試薬容器に付された情報記録媒体に記録
されている情報を読み取る読取手段をさらに備え、制御部は、第１試薬容器内の試薬が試
薬吸引部により吸引された後、第２試薬容器内の試薬が試薬吸引部により吸引される前に
、第１位置から第２位置への第１試薬容器の移動と、第１試薬容器の情報記録媒体からの
情報の読み取りと、第１試薬容器の情報記録媒体への試薬量情報の書き込みとを行うよう
に、駆動部、読取手段および書込手段を制御するように構成されている。このように構成
すれば、読取手段によって第１試薬容器の情報記録媒体に書き込まれた情報を確認した上
で、書込手段により情報を書き込むことができるので、より確実に、所望の第１試薬容器
の情報記録媒体に情報を書き込むことができる。
【００１１】
　上記第１試薬容器内の試薬が吸引された後、第２試薬容器内の試薬が吸引される前に、
第１試薬容器の移動および試薬量情報の書き込みが行われる検体分析装置において、好ま
しくは、第１試薬容器内の試薬が使用される分析項目と同一の分析項目に使用される試薬
が、第１試薬容器内の試薬の次に吸引対象となる場合には、第１試薬容器の次に試薬吸引
対象となる第２試薬容器は、第１試薬容器と同一の試薬容器となる。このように構成すれ
ば、同一の試薬容器から連続して試薬が吸引される場合であっても、試薬が吸引される毎
に情報記録媒体に試薬量情報を書き込むことができる。
【００１２】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、試薬量情報は、試薬容器内
の試薬を用いた分析可能回数を含む。このように構成すれば、試薬量情報を確認するだけ
で、情報記録媒体が付された試薬容器内の試薬を用いた分析可能回数を容易に把握するこ
とができる。
【００１３】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、試薬量情報は、試薬容器内
の試薬の残量情報を含む。このように構成すれば、試薬量情報を確認するだけで、情報記
録媒体が付された試薬容器内の試薬の残量を容易に把握することができる。
【００１４】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、試薬容器内の試薬の液面位
置を検知する液面センサをさらに備え、制御部は、液面センサの検知結果に基づいて、試
薬容器内に所定量の試薬が存在するか否かを判断するように構成されている。このように
構成すれば、試薬容器内に所定量の試薬が存在するか否かを確認することができるので、
試薬を吸引する前に前もって試薬を吸引可能であるか否かを液面センサに検出させること
ができる。
【００１５】
　この場合、好ましくは、試薬吸引部は、試薬を吸引するための試薬吸引ピペットを含み
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、液面センサは、試薬容器内の液面と試薬吸引ピペットとの接触を電気的に検知するよう
に構成されており、書込手段は、電波を介して情報記録媒体に試薬量情報を書き込むよう
に構成されている。ここで、試薬が吸引される第１位置と試薬量情報が書き込まれる第２
位置とが同一の位置である場合、書込手段から発せられる電波に起因して液面センサが液
面位置を正確に検知できなくなる虞がある。一方、本発明のように第１位置と第２位置と
を異ならせることによって、第１位置における書込手段からの電波の影響を小さくするこ
とができるので、液面センサが液面位置を正確に検知できなくなることを抑制することが
できる。
【００１６】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、情報記録媒体は電子タグで
あり、書込手段は、電波を介して電子タグに試薬量情報を書き込むアンテナ部を含む。こ
のように構成すれば、試薬が吸引される第１位置に合わせて試薬量情報を書き込むアンテ
ナ部を配置したり、アンテナ部により試薬量情報が書き込まれる第２位置に合わせて試薬
吸引部を配置したりする必要がない。これにより、検体分析装置における設計の自由度を
向上させることができる。
【００１７】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、試薬容器保持部に保持され
た試薬容器は、蓋部材を有し、試薬容器保持部に保持された試薬容器の蓋部材を開放する
ための蓋部材開放機構をさらに備え、制御部は、第１試薬容器内の試薬が試薬吸引部によ
り吸引された後、第１試薬容器の次に試薬吸引対象となる第２試薬容器の蓋部材が蓋部材
開放機構によって開放される前に、第１位置から第２位置への第１試薬容器の移動および
第１試薬容器の情報記録媒体への試薬量情報の書き込みを行うように、駆動部および書込
手段を制御するように構成されている。このように構成すれば、第２試薬容器の蓋部材が
蓋部材開放機構によって開放される前に試薬量情報を情報記録媒体に書き込むことによっ
て、第２試薬容器の蓋部材が蓋部材開放機構によって開放された後に検体分析装置に異常
が発生して検体分析装置が停止した場合にも、試薬量情報を確実に情報記録媒体に反映さ
せることができる。
【００１８】
　この場合、好ましくは、試薬容器保持部に保持された試薬容器の蓋部材に接触する接触
部材をさらに備え、第１位置から第２位置への試薬容器の移動に伴って接触部材が当該試
薬容器の蓋部材に接触することによって、当該試薬容器の蓋部材が閉じられるように構成
されている。このように構成すれば、第１位置から第２位置への当該試薬容器の移動によ
り生じる力を利用して当該試薬容器の蓋部材を閉じることができる。また、当該試薬容器
の第２位置への移動と並行して、当該試薬容器の蓋部材を閉じることができるので、その
分、第２位置への移動および蓋部材を閉じる動作に要する時間を短縮することができる。
【００１９】
　上記接触部材をさらに備える検体分析装置において、好ましくは、蓋部材開放機構およ
び接触部材は、共に、第１位置と第２位置との間に配置されており、制御部は、第２位置
から第１位置に向かう方向である第１方向に試薬容器保持部を移動させることによって、
試薬吸引対象となる試薬容器の蓋部材が蓋部材開放機構により開放されるとともに当該試
薬容器が第１位置に移動され、第１方向とは反対の第２方向に試薬容器保持部を移動させ
ることによって、試薬吸引された当該試薬容器の蓋部材が接触部材により閉じられるとと
もに当該試薬容器が第１位置から第２位置に移動されるように構成されている。このよう
に構成すれば、当該試薬容器の第１位置への移動と並行して当該試薬容器の蓋部材を開放
することができるとともに、当該試薬容器の第２位置への移動と並行して当該試薬容器の
蓋部材を閉じることができるので、その分、第１位置と第２位置との間の移動および蓋部
材の開閉に要する時間をより短縮することができる。
【００２０】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、制御部は、試薬吸引部によ
り試薬容器内の試薬が吸引されたか否かを判断し、当該試薬容器内の試薬が吸引されたと
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判断した場合に、当該試薬容器の情報記録媒体に試薬量情報を書き込むように構成されて
いる。このように構成すれば、試薬の吸引が行われた場合にのみ当該試薬容器の情報記録
媒体に試薬量情報を書き込むので、情報記録媒体に正確な試薬量情報を書き込むことがで
きる。
【００２１】
　上記第１の局面による検体分析装置において、好ましくは、記憶部をさらに備え、制御
部は、試薬容器の情報記録媒体に試薬量情報を書き込む場合に、試薬量情報を記憶部に格
納するように構成されている。このように構成すれば、情報記録媒体に試薬量情報を書き
込むことができない場合であっても、記録部に格納された試薬量情報に基づいて、試薬容
器内の試薬の量を把握することができる。
【００２２】
　この発明の第２の局面による試薬情報書込方法は、試薬容器内の試薬を用いて検体の分
析を行う検体分析装置において実行される試薬情報書込方法であって、試薬容器保持部を
移動させることによって、試薬容器保持部に保持された試薬容器を第１位置に移動させる
ステップと、第１位置に移動された試薬容器内の試薬を吸引するステップと、試薬容器内
の試薬を吸引するステップの後に、試薬容器保持部を移動させることによって第１位置と
は異なる第２位置に試薬容器を移動させるステップと、第２位置に移動された試薬容器に
付された情報記録媒体に、試薬容器内の試薬の量に関する試薬量情報を書き込むステップ
とを備える。
【００２３】
　この発明の第２の局面による試薬情報書込方法では、上記のように、第１位置に移動さ
れた試薬容器内の試薬を吸引するステップと、第１位置とは異なる第２位置に移動された
試薬容器に付された情報記録媒体に、試薬容器内の試薬の量に関する試薬量情報を書き込
むステップとを備えることによって、第１位置と第２位置とが同一の位置である場合と異
なり、試薬が吸引される第１位置に合わせて書込手段を配置したり、試薬量情報が書き込
まれる第２位置に合わせて試薬吸引部を配置したりする必要がない。これにより、検体分
析装置における設計の自由度を向上させることができる。
【００２４】
　上記第２の局面による試薬情報書込方法において、好ましくは、第１試薬容器内の試薬
の量に関する試薬量情報を書き込むステップの後に、第１試薬容器の次に試薬吸引対象と
なる第２試薬容器内の試薬を吸引するステップをさらに備える。このように構成すれば、
第２試薬容器内の試薬が吸引された後に第１試薬容器の情報記録媒体に試薬量情報を書き
込む場合と比べて、第１試薬容器内に存在する試薬の量を第１試薬容器に付された情報記
録媒体に迅速に反映させることができる。
【００２５】
　上記第２の局面による試薬情報書込方法において、好ましくは、第１試薬容器内の試薬
の量に関する試薬量情報を書き込むステップの後に、第１試薬容器の次に試薬吸引対象と
なる第２試薬容器の蓋部材を開放するステップをさらに備える。このように構成すれば、
第２試薬容器の蓋部材が蓋部材開放機構によって開放される前に情報記録媒体に試薬量情
報を書き込むことによって、第２試薬容器の蓋部材が蓋部材開放機構によって開放された
後に検体分析装置に異常が発生して検体分析装置が停止した場合にも、試薬量情報を確実
に情報記録媒体に反映させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態による免疫分析装置の全体構成を示した斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による免疫分析装置の全体構成を示した平面図である。
【図３】本発明の一実施形態による免疫分析装置の構成を説明するためのブロック図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態による測定機構部の構成を説明するためのブロック図である
。
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【図５】本発明の一実施形態による免疫分析装置の試薬設置部を示した斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態による免疫分析装置の試薬設置部の内部を示した斜視図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態による免疫分析装置の試薬設置部を示した模式図である。
【図８】本発明の一実施形態による免疫分析装置の試薬設置部の一部を示した拡大斜視図
である。
【図９】本発明の一実施形態による試薬設置部の短距離アンテナ部を示した斜視図である
。
【図１０】本発明の一実施形態による試薬設置部の長距離アンテナ部を示した斜視図であ
る。
【図１１】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器を示した斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるＩＣタグに記憶されている固有情報および試薬情報
を示す概念図である。
【図１３】本発明の一実施形態による免疫分析装置の試薬吸引処理動作を示すフローチャ
ートである。
【図１４】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器が開始位置に位置する状態を示す図で
ある。
【図１５】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器がＲ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂに向かう
状態を示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器がＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａに向かう状
態を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態による試薬吸引処理動作における仮開放状態を示した断面
図である。
【図１８】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器がＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａに位置する
状態を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態による試薬吸引処理動作における開放状態を示した断面図
である。
【図２０】本発明の一実施形態による試薬吸引処理動作における吸引状態を示した断面図
である。
【図２１】本発明の一実施形態によるＲ２試薬容器がＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに
位置する状態を示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態による試薬情報読取書込処理動作を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２８】
　まず、図１～図１２を参照して、本発明の一実施形態による免疫分析装置１の構成につ
いて説明する。
【００２９】
　本発明の一実施形態による免疫分析装置１は、血液などの検体を用いて感染症（Ｂ型肝
炎、Ｃ型肝炎など）に関連するタンパク質、腫瘍マーカおよび甲状腺ホルモンなど種々の
項目の検査を行うための装置である。
【００３０】
　この免疫分析装置１は、測定対象である血液などの検体（血液試料）に含まれる抗原や
抗体などを定量測定または定性測定する装置である。検体に含まれる抗原を定量測定する
場合には、この免疫分析装置１は、検体に含まれる抗原に結合した捕捉抗体（Ｒ１試薬）
に磁性粒子（Ｒ２試薬）を結合させた後に、結合（Ｂｏｕｎｄ）した抗原、捕捉抗体およ
び磁性粒子を１次ＢＦ（Ｂｏｕｎｄ　Ｆｒｅｅ）分離部１１の磁石（図示せず）に引き寄
せることにより、未反応（Ｆｒｅｅ）の捕捉抗体を含むＲ１試薬を除去するように構成さ
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れている。そして、免疫分析装置１は、磁性粒子が結合した抗原と標識抗体（Ｒ３試薬）
とを結合させた後に、結合（Ｂｏｕｎｄ）した磁性粒子、抗原および標識抗体を２次ＢＦ
分離部１２の磁石（図示せず）に引き寄せることにより、未反応（Ｆｒｅｅ）の標識抗体
を含むＲ３試薬を除去する。さらに、分散液（Ｒ４試薬）、および、標識抗体との反応過
程で発光する発光基質（Ｒ５試薬）を添加した後、標識抗体と発光基質との反応によって
生じる発光量を測定する。このような工程を経て、標識抗体に結合する検体に含まれる抗
原を定量的に測定している。なお、免疫分析装置１は、検体に対して複数の異なる分析項
目に対応する分析が可能なように構成されている。
【００３１】
　また、免疫分析装置１は、図１および図２に示すように、測定機構部２と、測定機構部
２に隣接するように配置された検体搬送部（サンプラ）３と、測定機構部２に電気的に接
続されたＰＣ（パーソナルコンピュータ）からなる制御装置４とを備えている。
【００３２】
　検体搬送部３は、検体を収容した図示しない複数の試験管が載置されたラックを搬送可
能に構成されている。また、検体搬送部３は、検体を収容した試験管を検体分注アーム５
による検体吸引位置まで搬送するように構成されている。
【００３３】
　制御装置４は、図３に示すように、ＣＰＵ４ａ、表示部４ｂ、入力部４ｃおよび記憶部
４ｄを含む。ＣＰＵ４ａは、ユーザが入力部４ｃを用いて入力した分析指示などに基づい
て、測定機構部２（後述するＣＰＵ２ａ）に測定を行わせるとともに、測定機構部２によ
り得られた測定結果を分析し、その分析結果を表示部４ｂに表示する機能を有する。また
、記憶部４ｄはＨＤＤ（ハードディスクドライブ）を含み、ＨＤＤには、後述するＲ１試
薬容器１００、Ｒ２試薬容器１１０およびＲ３試薬容器１２０の各々の試薬情報と位置情
報とが個別に記憶されている。なお、記憶部４ｄに関しては、後に詳細に説明する。
【００３４】
　また、測定機構部２は、図２に示すように、検体分注アーム５と、Ｒ１試薬分注アーム
６と、Ｒ２試薬分注アーム７と、Ｒ３試薬分注アーム８と、反応部９と、キュベット供給
部１０と、１次ＢＦ分離部１１と、２次ＢＦ分離部１２と、ピペットチップ供給部１３と
、検知部１４と、Ｒ４／Ｒ５試薬供給部１５と、試薬設置部１６と、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）モジュール１７とから構成さ
れている。
【００３５】
　また、図４に示すように、測定機構部２における各機構部（各種分注アームおよび反応
部９など）は、測定機構部２に設けられたＣＰＵ２ａにより制御されている。また、検体
搬送部３（図３参照）もＣＰＵ２ａによって制御されるように構成されている。さらに、
測定機構部２には、記憶部２ｂが設けられており、記憶部２ｂには、測定機構部２の各機
構部の動作制御をＣＰＵ２ａに実行させるための制御プログラムが記憶されている。
【００３６】
　図２に示すように、キュベット供給部１０は、図示しない複数のキュベットを収納可能
に構成されており、検体分注アーム５による検体吐出位置にキュベットを１つずつ順次供
給する機能を有している。
【００３７】
　Ｒ１試薬分注アーム６は、ピペット６ａにより試薬設置部１６に設置されたＲ１試薬を
後述するＲ１試薬容器１００からＲ１試薬吸引位置Ｐ１ａ（図５参照）で吸引し、吸引し
たＲ１試薬を検体吐出位置に載置されたキュベットに分注（吐出）するように構成されて
いる。また、Ｒ１試薬分注アーム６は、図示しないキャッチャにより検体吐出位置に載置
されたキュベットを反応部９に移送する機能を有している。
【００３８】
　また、Ｒ１試薬分注アーム６は、図３に示すように、ピペット６ａ（図２参照）に接続
されたＲ１液面センサ６ｂと、ピペット６ａを鉛直方向に移動させてＲ１試薬容器１００
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内に挿入するためのモータ６ｃとを有する。このＲ１液面センサ６ｂは、ＣＰＵ２ａに接
続されており、Ｒ１試薬容器１００からＲ１試薬を吸引する際、Ｒ１試薬の液面とピペッ
ト６ａとの接触による静電容量の変化に基づいてＲ１試薬の液面を検知して、検知結果を
ＣＰＵ２ａに出力するように構成されている。また、ＣＰＵ２ａは、モータ６ｃの動作量
を監視することによって、ピペット６ａの鉛直方向の移動量を監視するように構成されて
いる。
【００３９】
　図２に示すように、ピペットチップ供給部１３は、投入された複数のピペットチップ（
図示せず）を１つずつ検体分注アーム５によるチップ装着位置まで搬送する機能を有して
いる。そして、ピペットチップは、チップ装着位置において、検体分注アーム５のピペッ
ト先端に取り付けられる。
【００４０】
　検体分注アーム５は、チップ装着位置においてピペットチップを装着した後、検体搬送
部３により検体吸引位置に搬送された試験管内の検体を吸引し、Ｒ１試薬分注アーム６に
よりＲ１試薬が分注された検体吐出位置のキュベットに検体を分注（吐出）する機能を有
している。
【００４１】
　Ｒ２試薬分注アーム７は、ピペット７ａにより試薬設置部１６に設置されたＲ２試薬を
後述するＲ２試薬容器１１０からＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａ（図５参照）で吸引する機能を
有している。また、Ｒ２試薬分注アーム７は、Ｒ１試薬および検体を収容するキュベット
に吸引したＲ２試薬を分注（吐出）するように構成されている。
【００４２】
　また、Ｒ２試薬分注アーム７は、図３に示すように、ピペット７ａ（図２参照）に接続
されたＲ２液面センサ７ｂと、ピペット７ａを鉛直方向に移動させてＲ２試薬容器１１０
内に挿入するためのモータ７ｃとを有する。このＲ２液面センサ７ｂは、Ｒ２試薬容器１
１０からＲ２試薬を吸引する際、Ｒ２試薬の液面とピペット７ａとの接触による静電容量
の変化に基づいてＲ２試薬の液面を検知して、検知結果をＣＰＵ２ａに出力するように構
成されている。また、ＣＰＵ２ａは、モータ７ｃの動作量を監視することによって、ピペ
ット７ａの鉛直方向の移動量を監視するように構成されている。
【００４３】
　図２に示すように、反応部９は、平面的に見て略円形形状を有する試薬設置部１６の周
囲を取り囲むように略円環状に形成されている。また、反応部９は、時計回り方向に回転
可能に構成されており、キュベット保持部９ａに保持されたキュベットを各種処理（試薬
の分注など）が行われる各々の処理位置まで移動させる機能を有している。
【００４４】
　１次ＢＦ分離部１１は、検体、Ｒ１試薬およびＲ２試薬を収容するキュベットを図示し
ないキャッチャにより反応部９から１次ＢＦ分離部１１に移送した後、キュベット内の試
料から未反応のＲ１試薬（不要成分）と磁性粒子とを分離（Ｂ／Ｆ分離）するように構成
されている。
【００４５】
　Ｒ３試薬分注アーム８は、ピペット８ａにより試薬設置部１６に設置されたＲ３試薬を
後述するＲ３試薬容器１２０からＲ３試薬吸引位置Ｐ３ａ（図５参照）で吸引する機能を
有している。また、Ｒ３試薬分注アーム８は、１次ＢＦ分離部１１によるＢ／Ｆ分離後の
試料を収容するキュベットが１次ＢＦ分離部１１から反応部９に移送されると、吸引した
Ｒ３試薬をそのキュベットに分注（吐出）するように構成されている。
【００４６】
　また、Ｒ３試薬分注アーム８は、図３に示すように、ピペット８ａ（図２参照）に接続
されたＲ３液面センサ８ｂと、ピペット８ａを鉛直方向に移動させてＲ３試薬容器１２０
内に挿入するためのモータ８ｃとを有する。このＲ３液面センサ８ｂは、Ｒ３試薬容器１
２０からＲ３試薬を吸引する際、Ｒ３試薬の液面とピペット８ａとの接触による静電容量
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の変化に基づいてＲ３試薬の液面を検知して、検知結果をＣＰＵ２ａに出力するように構
成されている。また、ＣＰＵ２ａは、モータ８ｃの動作量を監視することによって、ピペ
ット８ａの鉛直方向の移動量を監視するように構成されている。
【００４７】
　図２に示すように、２次ＢＦ分離部１２は、１次ＢＦ分離部１１によるＢ／Ｆ分離後の
試料およびＲ３試薬を収容するキュベットを図示しないキャッチャにより反応部９から２
次ＢＦ分離部１２に移送した後、キュベット内の試料から未反応のＲ３試薬（不要成分）
と磁性粒子とを分離するように構成されている。
【００４８】
　Ｒ４／Ｒ５試薬供給部１５は、図示しないチューブにより、２次ＢＦ分離部１２による
Ｂ／Ｆ分離後の試料を収容するキュベットに、Ｒ４試薬およびＲ５試薬を順に分注するよ
うに構成されている。
【００４９】
　検知部１４は、所定の処理が行なわれた検体の抗原に結合する標識抗体と発光基質との
反応過程で生じる光を光電子増倍管（Ｐｈｏｔｏ　Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ　Ｔｕｂｅ）で
取得することにより、その検体に含まれる抗原の量を測定するために設けられている。
【００５０】
　試薬設置部１６は、図６に示すように、捕捉抗体を含むＲ１試薬が収容されたＲ１試薬
容器１００と、磁性粒子を含むＲ２試薬が収容されたＲ２試薬容器１１０と、標識抗体を
含むＲ３試薬が収容されたＲ３試薬容器１２０とを、それぞれ複数設置するために設けら
れている。試薬設置部１６には、同数のＲ１試薬容器１００、Ｒ２試薬容器１１０および
Ｒ３試薬容器１２０が設置されている。免疫分析装置１は、感染症についての測定項目と
して「ＨＢｓＡｇ」「ＨＢｅＡｇ」「ＨＢｓＡｂ」「ＨＣＶ」「ＨＩＶ」等の項目、ホル
モンについての測定項目として「ＴＳＨ」「ＦＴ３」「ＦＴ４」等の項目の測定が可能と
なっており、Ｒ１試薬容器１００、Ｒ２試薬容器１１０およびＲ３試薬容器１２０のそれ
ぞれには、ＨＢｓＡｇ測定用の試薬、ＨＣＶ測定用の試薬等、上記の測定項目のいずれか
の測定に使用される試薬が収容されている。
【００５１】
　また、試薬設置部１６は、図２および図５に示す円形状のカバー部１６１と、図６に示
す内側テーブル１６２および外側テーブル１６３と、内側テーブル１６２および外側テー
ブル１６３を収容する筐体１６４とを含んでいる。また、カバー部１６１には、図５に示
すＲ１試薬開閉機構部１８、Ｒ２試薬開閉機構部１９およびＲ３試薬開閉機構部２０とが
設けられている。
【００５２】
　カバー部１６１は、図２および図５に示すように、試薬設置部１６および反応部９の両
方を覆うように配置されている。また、円形状のカバー部１６１には、Ｒ１試薬吸引位置
Ｐ１ａ、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａおよびＲ３試薬吸引位置Ｐ３ａにそれぞれ設けられた開
口部１６１ａ、１６１ｂおよび１６１ｃを有している。そして、これらの開口部１６１ａ
、１６１ｂおよび１６１ｃを介して、ピペットによる分注処理が行われる。
【００５３】
　内側テーブル１６２は、図６に示すように、複数のＲ１試薬容器１００および複数のＲ
３試薬容器１２０を保持可能に構成されており、平面的に見て中空の円環状に形成されて
いる。内側テーブル１６２上のＲ１試薬容器１００は、円環状に配列されたＲ３試薬容器
１２０の外側を取り囲むように円環状に配列されている。また、Ｒ１試薬容器１００は、
半径方向にＲ３試薬容器１２０に隣接して配置されている。また、内側テーブル１６２は
、回転軸１６ａを中心に時計回り方向（矢印Ａ１方向）および反時計回り方向（矢印Ａ２
方向）に沿った水平方向に回転可能に構成されている。
【００５４】
　具体的には、内側テーブル１６２は、ＣＰＵ２ａにより制御される内側回転駆動部１６
２ａ（図４参照）によって回転軸１６ａを中心に回転されるように構成されている。また



(12) JP 2011-252735 A 2011.12.15

10

20

30

40

50

、内側テーブル１６２が回転（回動）されると、Ｒ１試薬容器１００およびＲ３試薬容器
１２０は互いに同方向に同角度回転（回動）される。これにより、内側テーブル１６２は
、図７に示すように、Ｒ１試薬を収容するＲ１試薬容器１００を、Ｒ１試薬吸引位置Ｐ１
ａ、Ｒ１試薬仮開放位置Ｐ１ｂ、Ｒ１試薬密封位置Ｐ１ｃおよびＲ１（Ｒ３）試薬情報読
取書込位置Ｐ１ｄに移動させることが可能なように構成されている。また、内側テーブル
１６２は、Ｒ３試薬を収容するＲ３試薬容器１２０を、Ｒ３試薬吸引位置Ｐ３ａ、Ｒ３試
薬仮開放位置Ｐ３ｂおよびＲ３試薬密封位置Ｐ３ｃに移動させることが可能なように構成
されている。
【００５５】
　ここで、Ｒ１試薬吸引位置Ｐ１ａは、Ｒ１試薬分注アーム６（図２参照）によって、Ｒ
１試薬容器１００からＲ１試薬（Ｒ３試薬）が吸引される位置である。Ｒ１試薬仮開放位
置Ｐ１ｂは、Ｒ１試薬開閉機構部１８によって、Ｒ１試薬容器１００の後述する蓋部材１
３０（図６参照）の密封が解除されて蓋部材１３０が所定の量開放される位置である。Ｒ
１試薬密封位置Ｐ１ｃは、Ｒ１試薬開閉機構部１８によって、Ｒ１試薬容器１００の蓋部
材１３０が完全に密封される位置である。Ｒ１（Ｒ３）試薬情報読取書込位置Ｐ１ｄは、
後述する長距離アンテナ部２２によって、Ｒ１試薬容器１００に付された後述するＩＣタ
グ１６０から試薬情報が読み取られるとともに、ＩＣタグ１６０に試薬情報が書き込まれ
る位置である。
【００５６】
　また、本実施形態では、図７に示すように、Ｒ１試薬吸引位置Ｐ１ａとＲ１（Ｒ３）試
薬情報読取書込位置Ｐ１ｄとが異なるように構成されているとともに、Ｒ１試薬吸引位置
Ｐ１ａとＲ１（Ｒ３）試薬情報読取書込位置Ｐ１ｄとの間に、Ｒ１試薬仮開放位置Ｐ１ｂ
およびＲ１試薬密封位置Ｐ１ｃが配置されている。具体的には、Ｒ１試薬吸引位置Ｐ１ａ
、Ｒ１試薬仮開放位置Ｐ１ｂ、Ｒ１試薬密封位置Ｐ１ｃおよびＲ１（Ｒ３）試薬情報読取
書込位置Ｐ１ｄは、共に、回転軸１６ａを中心とする同一円弧上に設けられている。詳細
には、上記した各位置（Ｐ１ａ～Ｐ１ｄ）は、図７において、反時計回り（矢印Ａ２方向
）にＲ１試薬吸引位置Ｐ１ａ、Ｒ１試薬仮開放位置Ｐ１ｂ、Ｒ１試薬密封位置Ｐ１ｃおよ
びＲ１（Ｒ３）試薬情報読取書込位置Ｐ１ｄの順に配置されている。
【００５７】
　また、Ｒ３試薬吸引位置Ｐ３ａは、Ｒ３試薬分注アーム８（図２参照）によって、Ｒ３
試薬容器１２０からＲ３試薬が吸引される位置である。Ｒ３試薬仮開放位置Ｐ３ｂは、Ｒ
３試薬開閉機構部２０によって、Ｒ３試薬容器１２０の後述する蓋部材１３０（図６参照
）の密封が解除されて蓋部材１３０が所定の量開放される位置である。Ｒ３試薬密封位置
Ｐ３ｃは、Ｒ３試薬開閉機構部２０によって、Ｒ３試薬容器１２０の蓋部材１３０が完全
に密封される位置である。また、図７に示すように、Ｒ３試薬吸引位置Ｐ３ａ、Ｒ３試薬
仮開放位置Ｐ３ｂおよびＲ３試薬密封位置Ｐ３ｃは、共に、回転軸１６ａを中心とする同
一円弧上に設けられており、反時計回り（矢印Ａ２方向）にＲ３試薬吸引位置Ｐ３ａ、Ｒ
３試薬仮開放位置Ｐ３ｂおよびＲ３試薬密封位置Ｐ３ｃの順に配置されている。
【００５８】
　外側テーブル１６３は、図６に示すように、複数のＲ２試薬容器１１０を保持可能に構
成されており、内側テーブル１６２の外側を取り囲むように中空の円環状に形成されてい
る。また、外側テーブル１６３は、内側テーブル１６２が保持可能なＲ１試薬容器１００
およびＲ３試薬容器１２０のそれぞれの個数と同じ個数のＲ２試薬容器１１０を保持可能
に構成されている。外側テーブル１６３上の複数のＲ２試薬容器１１０は、円環状に配列
されたＲ１試薬容器１００の外側を取り囲むように円環状に配列されている。また、外側
テーブル１６３は、回転軸１６ａを中心に、時計回り方向（矢印Ａ１方向）および反時計
回り方向（矢印Ａ２方向）に水平に回転可能に構成されている。
【００５９】
　具体的には、外側テーブル１６３は、ＣＰＵ２ａにより制御される外側回転駆動部１６
３ａ（図４参照）によって回転軸１６ａを中心に回転されるように構成されている。また
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、外側テーブル１６３は、内側テーブル１６２とは独立して回転可能であり、Ｒ１試薬容
器１００およびＲ３試薬容器１２０の回転（回動）の速さおよび方向に影響されることな
くＲ２試薬容器１１０を任意の方向および速さで回転（回動）させることが可能である。
これにより、外側テーブル１６３は、図７に示すように、Ｒ２試薬を収容するＲ２試薬容
器１１０を、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａ、Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂ、Ｒ２試薬密封位置Ｐ
２ｃおよびＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに移動させることが可能なように構成されて
いる。
【００６０】
　ここで、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａは、Ｒ２試薬分注アーム７（図２参照）によって、Ｒ
２試薬容器１１０からＲ２試薬が吸引される位置である。Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂは、
Ｒ２試薬開閉機構部１９によって、Ｒ２試薬容器１１０の後述する蓋部材１３０の密封が
解除されて蓋部材１３０（図６参照）が所定の量開放される位置である。Ｒ２試薬密封位
置Ｐ２ｃは、Ｒ２試薬開閉機構部１９によって、Ｒ２試薬容器１１０の蓋部材１３０が完
全に密封される位置である。Ｒ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄは、後述する短距離アンテ
ナ部２１によって、Ｒ２試薬容器１１０に付された後述するＩＣタグ１５０から試薬情報
が読み取られるとともに、ＩＣタグ１５０に試薬情報が書き込まれる位置である。
【００６１】
　また、本実施形態では、図７に示すように、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａとＲ２試薬情報読
取書込位置Ｐ２ｄとが異なるように構成されているとともに、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａと
Ｒ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄとの間に、Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂおよびＲ２試薬密
封位置Ｐ２ｃが配置されている。具体的には、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａ、Ｒ２試薬仮開放
位置Ｐ２ｂ、Ｒ２試薬密封位置Ｐ２ｃおよびＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄは、共に、
回転軸１６ａを中心とする同一円弧上に設けられている。詳細には、上記した各位置（Ｐ
２ａ～Ｐ２ｄ）は、図７において、反時計回り（矢印Ａ２方向）にＲ２試薬吸引位置Ｐ２
ａ、Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂ、Ｒ２試薬密封位置Ｐ２ｃおよびＲ２試薬情報読取書込位
置Ｐ２ｄの順に配置されている。
【００６２】
　また、Ｒ１試薬開閉機構部１８、Ｒ２試薬開閉機構部１９およびＲ３試薬開閉機構部２
０は、それぞれ、同様の構成を有している。ここでは、Ｒ２試薬開閉機構部１９の構成に
ついて説明する。
【００６３】
　Ｒ２試薬開閉機構部１９は、図８に示すように、密封解除部１９１と、蓋部材移動部１
９２と、開口密封部１９３とを含んでいる。
【００６４】
　密封解除部１９１は、カバー部１６１上に設置されたエアシリンダ１９１ａと、軸部１
９１ｂと、取付部１９１ｃと、解除ローラ１９１ｄと、解除ローラ１９１ｄを軸支するロ
ーラ軸１９１ｅとを有している。この軸部１９１ｂとローラ軸１９１ｅとは、取付部１９
１ｃにより連結されている。また、解除ローラ１９１ｄは、外側テーブル１６３に保持さ
れたＲ２試薬容器１１０の後述する蓋部材１３０の凸部１３１（図１１参照）に当接する
高さに配置されている。また、密封解除部１９１は、エアシリンダ１９１ａが駆動される
ことによって、軸部１９１ｂ、取付部１９１ｃおよびローラ軸１９１ｅを介して、解除ロ
ーラ１９１ｄがカバー部１６１の半径方向（図１４の矢印Ｘ１およびＸ２方向）に水平に
直線移動されるように構成されている。これにより、解除ローラ１９１ｄを蓋部材１３０
の凸部１３１に当接する位置と当接しない位置とに移動させることが可能となる。そして
、解除ローラ１９１ｄを蓋部材１３０の凸部１３１に当接する位置に移動させた状態で、
外側テーブル１６３を回転させてＲ２試薬容器１１０の蓋部材１３０の凸部１３１と解除
ローラ１９１ｄとを当接させることにより、蓋部材１３０の密封が解除される。
【００６５】
　蓋部材移動部１９２は、カバー部１６１上に配置されたエアシリンダ１９２ａと、軸部
１９２ｂと、押圧部材１９２ｃとを含んでいる。また、蓋部材移動部１９２は、エアシリ
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ンダ１９２ａが駆動されることによって、軸部１９２ｂを介して押圧部材１９２ｃが鉛直
方向（矢印Ｚ１およびＺ２方向）に直線移動されるように構成されている。これにより、
押圧部材１９２ｃによって、所定位置にある蓋部材１３０の凸部１３１を下方（矢印Ｚ２
方向）に押圧することが可能となる。
【００６６】
　開口密封部１９３は、カバー部１６１（図５参照）の裏面に取り付けられた取付部１９
３ａと、ローラ軸１９３ｂと、２つのローラ１９３ｃとを含んでいる。この２つのローラ
１９３ｃは、ローラ軸１９３ｂを回転中心として回転可能に構成されている。また、２つ
のローラ１９３ｃは、外側テーブル１６３の回転（回動）移動に伴って移動されるＲ２試
薬容器１１０の蓋部材１３０に当接することによって、Ｒ２試薬容器１１０を密封状態に
戻す機能を有している。また、２つのローラ１９３ｃは、Ｒ２試薬容器１１０の蓋部材１
３０の凸部１３１に当接しないように所定の間隔を隔てて設けられている。したがって、
Ｒ２試薬容器１１０の凸部１３１は、平面的に見て、外側テーブル１６３の回転（回動）
移動に伴って２つのローラ１９３ｃの離間部を通過するように構成されている。
【００６７】
　また、図５および図６に示すように、試薬設置部１６の筐体１６４には、短距離アンテ
ナ部２１と、長距離アンテナ部２２とが設けられている。これら短距離アンテナ部２１お
よび長距離アンテナ部２２は、共に、試薬設置部１６の筐体１６４の側面部に取り付けら
れている。なお、図６に示すように、短距離アンテナ部２１および長距離アンテナ部２２
は、共に外側テーブル１６３の外周側に設けられている。
【００６８】
　また、短距離アンテナ部２１の後述するアンテナ基板２１ｂと回転軸１６ａとを結ぶ線
と外側テーブル１６３とが交わる位置に、Ｒ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄが設けられて
いる。また、長距離アンテナ部２２の後述するアンテナ基板２２ｂと回転軸１６ａとを結
ぶ線と内側テーブル１６２とが交わる位置に、Ｒ１（Ｒ３）試薬情報読取書込位置Ｐ１ｄ
が設けられている。
【００６９】
　また、短距離アンテナ部２１は、図９に示すように、筐体１６４（図６参照）に係止す
る係止部２１ａと、平板状のアンテナ基板２１ｂと、アンテナ基板２１ｂが内部に固定さ
れる基板取付部２１ｃと、アンテナ基板２１ｂを外側（図６に示した回転軸１６ａとは反
対側）から覆う蓋部材２１ｄと、アンテナ基板２１ｂからの電波を制限する金属板２１ｅ
とを含んでいる。
【００７０】
　また、長距離アンテナ部２２は、図１０に示すように、筐体１６４に係止する係止部２
２ａと、平板状のアンテナ基板２２ｂと、アンテナ基板２２ｂが内部に固定される基板取
付部２２ｃと、アンテナ基板２２ｂを外側から覆う蓋部材２２ｄと、アンテナ基板２２ｂ
からの電波を制限する金属板２２ｅとを含んでいる。
【００７１】
　また、短距離アンテナ部２１のアンテナ基板２１ｂは、図７に示すように、範囲Ｂを有
する短距離読取用電波および短距離読書込用電波を発信することによって、Ｒ２試薬容器
１１０に付された後述するＩＣタグ１５０から試薬情報を読み取るとともに、ＩＣタグ１
５０に試薬情報を書き込むように構成されている。また、長距離アンテナ部２２のアンテ
ナ基板２２ｂは、範囲Ｂよりも大きい範囲Ｃを有する長距離読取用電波および長距離読書
込用電波を発信することによって、Ｒ１試薬容器１００に付された後述するＩＣタグ１６
０から試薬情報を読み取るとともに、ＩＣタグ１６０に試薬情報を書き込むように構成さ
れている。また、短距離アンテナ部２１の読取範囲および書込範囲は、長距離アンテナ部
２２の読取範囲および書込範囲よりも小さくなるように構成されている。また、アンテナ
基板２１ｂおよび２２ｂは、図４に示すように、共に、ＲＦＩＤモジュール１７の後述す
るアンテナ切替基板１７ｃに接続されている。
【００７２】
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　Ｒ１試薬容器１００、Ｒ２試薬容器１１０およびＲ３試薬容器１２０は、それぞれ、同
様の構成を有している。図１１に示すように、Ｒ２試薬容器１１０は、容器本体１１１と
、容器本体１１１を密閉するとともに、回動可能に支持された蓋部材１３０とを含んでい
る。また、蓋部材１３０は、解除ローラ１９１ｄと当接可能な凸部１３１を有している。
【００７３】
　また、図１１に示すように、Ｒ２試薬容器１１０の一方側面には、ＩＣタグ１５０が取
り付けられている。このＩＣタグ１５０は、図７に示すように、Ｒ２試薬容器１１０が外
側テーブル１６３に配置された際、試薬設置部１６の外側（回転軸１６ａとは反対側）を
向くように取り付けられている。また、ＩＣタグ１５０には、Ｒ２試薬容器１１０のＲ２
試薬の試薬情報が記録されている。
【００７４】
　なお、図７に示すように、Ｒ１試薬容器１００の一方側面には、ＩＣタグ１６０が取り
付けられている。このＩＣタグ１６０は、Ｒ１試薬容器１００が内側テーブル１６２に配
置された際、試薬設置部１６の外側（回転軸１６ａとは反対側）を向くように取り付けら
れている。また、ＩＣタグ１６０には、Ｒ１試薬容器１００のＲ１試薬の試薬情報と、Ｒ
１試薬容器１００と半径方向に隣接しているＲ３試薬容器１２０のＲ３試薬の試薬情報と
が記録される。また、Ｒ３試薬容器１２０にはＩＣタグは設けられていない。
【００７５】
　また、図１２に示すように、ＩＣタグ１５０および１６０は、１２８ｂｙｔｅの情報を
記憶することができるように構成されている。この記憶容量１２８ｂｙｔｅのうち、固有
情報を示すユニークＩＤ領域には１６ｂｙｔｅ、試薬情報を示すユーザデータ領域には１
１２ｂｙｔｅが割り当てられている。ユニークＩＤ領域は、ＩＣタグ１５０および１６０
を個別に識別可能なユニークＩＤが記録される領域であり、読み込みのみが可能である。
一方、ユーザデータ領域は、ユーザが自由に情報を書き込みできる領域である。ユーザデ
ータ領域には、読み込みだけを行い書込みを行わない領域（読み込み専用領域）と、読み
込みと書き込みの両方を行う領域（書き込み可能領域）とが設定されている。
【００７６】
　また、ユニークＩＤは、ＣＰＵ２ａが試薬情報を暗号化する際に用いられる。これによ
り、試薬情報が別のＩＣタグに複製された場合であっても、ユニークＩＤが異なっている
ことにより試薬情報の暗号解読ができないので、試薬情報と試薬容器の試薬とが誤って対
応付けられてしまうのを抑制することが可能である。
【００７７】
　読み込み専用領域には、Ｒ１試薬容器１００、Ｒ２試薬容器１１０またはＲ３試薬容器
１２０に関する情報が記録されている。これらは、測定項目、ロット番号、シリアル番号
、試薬種別（種類特定情報）、保存期限および充填量などからなる。また、書き込み可能
領域には、分析可能回数と、使用期限とが書き込まれている。また、ＩＣタグ１６０には
、Ｒ３試薬容器１２０に関する情報も合わせて記録されている。
【００７８】
　測定項目は、このＩＣタグが貼付されている試薬容器に収容されている試薬により行わ
れる測定項目を示す。試薬種別は、このＩＣタグが貼付されている試薬容器が、Ｒ１試薬
容器１００であるか、または、Ｒ２試薬容器１１０であるかを示す。保存期限は、この試
薬が保存可能な期限を示す。充填量は、この試薬が使用されていない状態における分析可
能な回数を示す。分析可能回数は、この試薬により行うことのできる残りの分析回数を示
す。ＩＣタグには、予め初期分析可能回数が記録されており、試薬の吸引が行われるごと
に、初期分析可能回数から１ずつ減算された値がＩＣタグに書き込まれる。使用期限は、
この試薬が使用可能な期限を示す。使用期限は、この試薬が使用され始めたときに設定さ
れる。
【００７９】
　また、図７に示すように、Ｒ２試薬容器１１０のＩＣタグ１５０は、短距離アンテナ部
２１の正面位置（正対する位置）において、読み取りおよび書き込みが行われるように構
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成されている。この際、ＩＣタグ１５０は、短距離アンテナ部２１から発信された範囲Ｂ
の短距離読取用電波に基づいて、ＩＣタグ１５０に記録されている試薬情報を含む応答電
波を発信するように構成されている。また、ＩＣタグ１５０は、短距離アンテナ部２１か
ら発信された範囲Ｂの短距離書込用電波に基づいて、記録されている試薬情報を短距離書
込用電波に含まれる新たな試薬情報に書き換えるように構成されている。
【００８０】
　また、Ｒ１試薬容器１００のＩＣタグ１６０は、長距離アンテナ部２２の正面位置にお
いて、読み取りおよび書き込みが行われるように構成されている。この際、ＩＣタグ１６
０は、長距離アンテナ部２２から発信された範囲Ｃの長距離読取用電波に基づいて、ＩＣ
タグ１６０に記録されている試薬情報を含む応答電波を発信するように構成されている。
また、ＩＣタグ１６０は、長距離アンテナ部２２から発信された範囲Ｃの長距離書込用電
波に基づいて、記録されている試薬情報を長距離書込用電波に含まれる新たな試薬情報に
書き換えるように構成されている。
【００８１】
　また、制御装置４の記憶部４ｄには、図３に示すように、ＩＣタグ１５０および１６０
とは別に、複数のＲ１試薬容器１００、複数のＲ２試薬容器１１０および複数のＲ３試薬
容器１２０の各々の試薬情報が個別に記憶される。また、記憶部４ｄには、複数のＲ１試
薬容器１００、複数のＲ２試薬容器１１０および複数のＲ３試薬容器１２０の各々の初期
位置と、内側テーブル１６２および外側テーブル１６３の各々の初期位置からの回転角度
とが位置情報として記憶される。これにより、記憶部４ｄには、Ｒ１試薬容器１００、Ｒ
２試薬容器１１０およびＲ３試薬容器１２０の位置情報と試薬情報とが対応付けられた状
態で記憶される。
【００８２】
　また、ＲＦＩＤモジュール１７は、図２に示すように、試薬設置部１６の外部に設けら
れており、図４に示すように、リーダライタ基板１７ａと、リーダライタ基板１７ａとＣ
ＰＵ２ａとを仲介するインターフェイス基板１７ｂと、アンテナ切替基板１７ｃとを含む
。
【００８３】
　リーダライタ基板１７ａは、ＣＰＵ２ａからの指示に基づいて、短距離アンテナ部２１
（長距離アンテナ部２２）から約１３．５６ＭＨｚの周波数帯の短距離読取用電波（長距
離読取用電波）および短距離書込用電波（長距離書込用電波）を発信させるように構成さ
れている。さらに、リーダライタ基板１７ａは、短距離読取用電波（長距離読取用電波）
に応答してＩＣタグ１５０および１６０から発信され、短距離アンテナ部２１および長距
離アンテナ部２２によって受信した応答電波から試薬情報を取得するとともに、試薬情報
をＣＰＵ２ａに出力するように構成されている。
【００８４】
　また、リーダライタ基板１７ａは、アンテナ基板２１ｂに対応する設定値、アンテナ基
板２２ｂに対応する設定値およびアンテナ基板２１ｂおよび２２ｂへの送信出力の設定値
を格納するための設定値記憶部１７ｄを含み、この設定値がＣＰＵ２ａにより設定される
ようになっている。また、アンテナ切替基板１７ｃは、設定値記憶部１７ｄに格納された
設定値に応じた信号をリーダライタ基板１７ａから受け取り、その受け取った信号に基づ
いて、短距離アンテナ部２１または長距離アンテナ部２２のいずれかを用いて読取用電波
および書込用電波を送受信するように切り替える機能を有する。
【００８５】
　なお、図４に示すように、本実施形態では、ＲＦＩＤモジュール１７、短距離アンテナ
部２１および長距離アンテナ部２２によって、ＩＣタグ１５０および１６０に記録された
試薬情報を読み取るための試薬情報読取書込部２００が構成されている。また、短距離ア
ンテナ部２１および長距離アンテナ部２２が、それぞれ、ＩＣタグ１５０および１６０に
電波を発信する電波発信部２００ａとして機能している。
【００８６】
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　次に、図１３～図２１を参照して、本発明の一実施形態による免疫分析装置１（測定機
構部２）のＲ２試薬吸引処理動作について説明する。
【００８７】
　まず、ステップＳ１において、ＣＰＵ２ａによって、ユーザの分析指示による制御装置
４の指示に基づいて、Ｒ２試薬容器１１０からの試薬の吸引指示があったか否かが判断さ
れる。ステップＳ１において、吸引指示があったと判断された場合には、ステップＳ２に
おいて、ＣＰＵ２ａにより試薬吸引対象のＲ２試薬容器１１０が決定される。具体的には
、複数のＲ２試薬容器１１０のうち、ユーザによる分析指示に基づいて特定される分析項
目に対応するＲ２試薬を収容するＲ２試薬容器１１０が、試薬吸引対象として決定される
。なお、試薬吸引対象として今回決定されたＲ２試薬容器を“Ｒ２試薬容器１１０ａ”と
し、次回に試薬吸引対象として決定されるＲ２試薬容器を“Ｒ２試薬容器１１０ｂ”とす
る。なお、ステップＳ１において、吸引指示がないと判断された場合には、上記判断が繰
り返される。
【００８８】
　次に、ステップＳ３において、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１６３ａによっ
て、外側テーブル１６３が回転軸１６ａを中心に矢印Ａ１方向（時計回り）に回転移動さ
れる。これにより、試薬吸引対象のＲ２試薬容器１１０ａは、図１４に示すように、密封
解除部１９１の解除ローラ１９１ｄを通過した後、開口密封部１９３の２つのローラ１９
３ｃの近傍（開始位置）に移動される。また、密封解除部１９１のエアシリンダ１９１ａ
が駆動されることによって、解除ローラ１９１ｄが試薬吸引対象のＲ２試薬容器１１０ａ
の凸部１３１に当接する位置（図１５参照）まで移動される。
【００８９】
　そして、ステップＳ４において、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１６３ａによ
って、外側テーブル１６３が回転軸１６ａを中心にＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａに向かう矢印
Ａ２方向に回転移動（反時計回り）されることによって、Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂまで
移動される。この際、図１６に示すように、解除ローラ１９１ｄが蓋部材１３０の凸部１
３１に当接される。そして、Ｒ２試薬容器１１０ａの移動が、さらに反時計回り方向（矢
印Ａ２方向）に継続されることによって、図１７に示すように、蓋部材１３０は、解除ロ
ーラ１９１ｄにより凸部１３１側が徐々に下方に押し下げられる。これに伴い、蓋部材１
３０が徐々に上方に移動されることによって、蓋部材１３０が仮開放される。
【００９０】
　この後、図１８に示すように、Ｒ２試薬容器１１０ａの凸部１３１がＲ２試薬吸引位置
Ｐ２ａに到着すると、ステップＳ５において、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１
６３ａによって、解除ローラ１９１ｄが凸部１３１に当接しない元の位置まで戻されると
ともに、蓋部材移動部１９２のエアシリンダ１９２ａが駆動されることによって、押圧部
材１９２ｃが下降される。これにより、図１９に示すように、押圧部材１９２ｃによって
、凸部１３１が下方に押圧されて、Ｒ２試薬容器１１０ａの開口が完全に開放されて開放
状態になる。そして、図２０に示すように、Ｒ２試薬分注アーム７のピペット７ａがＲ２
試薬容器１１０ａの開口を介して容器本体１１１に挿入される。
【００９１】
　その後、ステップＳ６において、ＣＰＵ２ａによって、ピペット７ａがＲ２試薬容器１
１０ａの容器本体１１１に挿入された際のＲ２液面センサ７ｂの検知結果に基づいて、Ｒ
２試薬容器１１０ａ内に吸引可能な所定量のＲ２試薬が存在するか否かが判断される。ス
テップＳ６において、Ｒ２試薬容器１１０ａ内に所定量のＲ２試薬が存在しないと判断さ
れた場合には、ステップＳ７において、吸引できない旨の吸引エラー情報が制御装置４（
図３参照）に送信される。そして、Ｒ２試薬吸引処理動作が終了される。
【００９２】
　また、ステップＳ６において、Ｒ２試薬容器１１０ａ内に所定量のＲ２試薬が存在する
と判断された場合には、ステップＳ８において、分析に必要な量のＲ２試薬が吸引される
。そして、Ｒ２試薬の吸引終了後、ステップＳ９において、ＣＰＵ２ａによりエアシリン
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ダ１９２ａが駆動されることによって、押圧部材１９２ｃが上方に向かって移動される。
また、ピペット７ａが上方に向かって移動される。これにより、開放状態が解除されて、
蓋部材１３０がＲ２試薬容器１１０ａの開口を覆う位置まで戻される。
【００９３】
　そして、ステップＳ１０において、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１６３ａに
よって、外側テーブル１６３が回転軸１６ａを中心にＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａからＲ２試
薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに向かう矢印Ａ１方向（時計回り）に回転移動されることによ
って、Ｒ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器１１０ａは、Ｒ２試薬密封位置Ｐ２ｃ（図１４
参照）に移動される。このＲ２試薬密封位置Ｐ２ｃにおいて、完全に密封されていない状
態にある蓋部材１３０は、進行方向側に位置する２つのローラ１９３ｃに当接することに
よって、下方への押圧力を受けて、Ｒ２試薬容器１１０ａは完全に密封された状態に戻さ
れる。そして、Ｒ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器１１０ａは、図２１に示すように、Ｒ
２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに配置される。
【００９４】
　その後、ステップＳ１１において、ＣＰＵ２ａによって、分析に必要な量のＲ２試薬が
正常に吸引されたか否かが判断される。この際、ＣＰＵ２ａは、Ｒ２液面センサ７ｂがＲ
２試薬容器１１０ａ内のＲ２試薬の液面から脱出した際の液面位置の検知結果と、モータ
８ｃの動作量とから、分析に必要な量のＲ２試薬が正常に吸引されたか否かを判断する。
そして、ステップＳ１１において、分析に必要な量のＲ２試薬が正常に吸引されていない
と判断された場合には、ステップＳ７において、Ｒ２試薬を正常に吸引できなかった旨の
吸引エラー情報が制御装置４に送信される。そして、Ｒ２試薬吸引処理動作が終了される
。
【００９５】
　また、ステップＳ１１において、分析に必要な量のＲ２試薬を正常に吸引できたと判断
された場合には、ステップＳ１２において、ＣＰＵ２ａによって、試薬情報読取書込処理
動作が行われる。この試薬情報読取書込処理動作に関しては、後に詳細に説明する。
【００９６】
　そして、試薬情報読取書込処理動作が終了した後に、ステップＳ１３において、ＣＰＵ
２ａによって、Ｒ２試薬容器１１０からのＲ２試薬の次の吸引指示があったか否かが判断
される。ステップＳ１３において、次の吸引指示があると判断された場合には、ステップ
Ｓ２に戻り、ＣＰＵ２ａによって、次の試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂが決定
される。
【００９７】
　この際、次に試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂとして、先にＲ２試薬が吸引さ
れたＲ２試薬容器１１０ａと異なるＲ２試薬容器１１０が決定されてもよいし、同一のＲ
２試薬容器１１０が決定されてもよい。なお、先に吸引されたＲ２試薬の分析項目、ロッ
ト番号、使用期限等と、次に吸引対象となるＲ２試薬の分析項目、ロット番号、使用期限
等とが同一の場合には、次の試薬吸引対象のＲ２試薬容器１１０ｂとして、先に試薬吸引
対象となったＲ２試薬容器１１０ａと同一の試薬容器が決定される。
【００９８】
　そして、ステップＳ２の後、次に試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂに対して、
一連の試薬吸引動作および試薬情報読取書込処理動作が行われる。この結果、免疫分析装
置１では、先に試薬吸引対象となったＲ２試薬容器１１０ａからの試薬吸引と、そのＲ２
試薬容器１１０ａに付されたＩＣタグ１５０に対する読み取りおよび書き込みとの一連の
動作が完了した後に、次に試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂの蓋部材１３０の開
放動作およびそのＲ２試薬容器１１０ｂからの試薬吸引が行われる。一方、ステップＳ１
３において、次の吸引指示がないと判断された場合には、Ｒ２試薬吸引処理動作が終了さ
れる。
【００９９】
　次に、図２１および図２２を参照して、図１３のステップＳ１２に示した本発明の一実
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施形態による免疫分析装置１（測定機構部２）の試薬情報読取書込処理動作について詳細
に説明する。
【０１００】
　まず、ステップＳ１２１において、ＣＰＵ２ａによって、図２１に示す範囲Ｂの短距離
読取用電波が、試薬情報読取書込部２００の短距離アンテナ部２１から、Ｒ２試薬情報読
取書込位置Ｐ２ｄに位置するＲ２試薬容器１１０のＩＣタグ１５０に対して発信される。
その後、ステップＳ１２２において、ＣＰＵ２ａによって、短距離アンテナ部２１が応答
電波を所定の時間内に受信したか否かが判断される。ステップＳ１２２において、短距離
アンテナ部２１が応答電波を所定の時間内に受信しなかったと判断された場合には、ステ
ップＳ１２３において、ＣＰＵ２ａによって、制御装置４に書き込みエラー情報が送信さ
れる。そして、試薬情報読取書込処理動作が終了し、図１３に示すステップＳ１３に進む
。
【０１０１】
　また、ステップＳ１２２において、短距離アンテナ部２１が応答電波を所定の時間内に
受信したと判断された場合には、ステップＳ１２４において、ＣＰＵ２ａによって、書込
対象のＩＣタグ１５０から応答電波を受信したか否かが判断される。この際、ＣＰＵ２ａ
は、応答電波から得られた試薬情報に含まれる測定項目、ロット番号、シリアル番号、試
薬種別に基づいて、書込対象のＩＣタグ１５０から応答電波を受信したか否かを判断する
。なお、応答電波から得られたユニークＩＤに基づいて、書込対象のＩＣタグ１５０から
応答電波を受信したか否かを判断してもよい。書込対象のＩＣタグ１５０から応答電波を
受信していないと判断された場合には、上記したステップＳ１２３に進む。
【０１０２】
　また、書込対象のＩＣタグ１５０から応答電波を受信したと判断された場合には、ステ
ップＳ１２５において、分析可能回数を含む試薬情報が含まれる短距離書込用電波が、試
薬情報読取書込部２００の短距離アンテナ部２１からＲ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器
１１０のＩＣタグ１５０に対して送信される。そして、ステップＳ１２６において、ＩＣ
タグ１５０に書き込まれた試薬情報と同じ情報がＣＰＵ２ａにより制御装置４に送信され
た後、試薬情報読取書込処理動作が終了されて、図１３に示すステップＳ１３に進む。な
お、制御装置４においては、ＣＰＵ２ａから送信された試薬情報に基づいて、記憶部４ｄ
の試薬情報が更新される。
【０１０３】
　また、Ｒ１試薬吸引処理動作およびＲ３試薬吸引処理動作は、Ｒ２試薬吸引処理動作と
同様に行われる。
【０１０４】
　本実施形態では、上記のように、試薬吸引位置と試薬情報読取書込位置とを異ならせる
ことによって、試薬が吸引される試薬吸引位置に合わせてアンテナ部を配置したり、試薬
情報が書き込まれる試薬情報読取書込位置に合わせて試薬分注アームを配置したりする必
要がない。これにより、免疫分析装置１における設計の自由度を向上させることができる
。また、先に試薬吸引が行われた試薬容器のＩＣタグへの試薬量情報の書き込み動作を試
薬情報読取書込位置で行っている間に、次の試薬吸引対象となる試薬容器からの試薬の吸
引動作を試薬吸引位置で行うことも可能となるため、免疫分析装置１の処理能力を向上さ
せることも可能となる。
【０１０５】
　また、本実施形態では、上記のように、Ｒ２試薬容器１１０ａからの試薬吸引、Ｒ２試
薬容器１１０ａに付されたＩＣタグ１５０に対する書き込みの一連の動作が完了した後に
、次に試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂの蓋部材１３０の開放動作およびＲ２試
薬容器１１０ｂからの試薬吸引が行われるように構成している。これによって、次に試薬
吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂ内の試薬が吸引された後に先に試薬吸引対象となっ
たＲ２試薬容器１１０ａのＩＣタグ１５０に試薬情報を書き込む場合と比べて、Ｒ２試薬
容器１１０ａ内に存在するＲ２試薬の量をＲ２試薬容器１１０ａに付されたＩＣタグ１５
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０に迅速に反映させることができる。さらに、次の試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１
０ｂの蓋部材１３０が開放される前に試薬情報をＩＣタグ１５０に書き込むことによって
、次の試薬吸引対象となるＲ２試薬容器１１０ｂの蓋部材１３０が開放された後に免疫分
析装置１に異常が発生して免疫分析装置１が停止した場合にも、先に試薬吸引対象となっ
た試薬容器１１０ａのＩＣタグ１５０に試薬情報を確実に反映させることができる。
【０１０６】
　また、本実施形態では、上記のように、すでに吸引されたＲ２試薬の分析項目、ロット
番号、使用期限等と次に吸引対象となるＲ２試薬の分析項目、ロット番号、使用期限等と
が同一の場合に、すでにＲ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器１１０ａと次に試薬吸引対象
となるＲ２試薬容器１１０ｂとが同一のＲ２試薬容器１１０になる。これによって、同一
のＲ２試薬容器１１０から連続して同一のＲ２試薬が吸引される場合であっても、Ｒ２試
薬が吸引される毎にＩＣタグ１５０に試薬情報を書き込むことができる。
【０１０７】
　また、本実施形態では、上記のように、ＩＣタグ１５０および１６０に、試薬情報（試
薬量情報）として、試薬容器内の試薬により行うことのできる残りの分析回数を示す分析
可能回数を記録している。これによって、ＩＣタグ１５０および１６０が付された試薬容
器内の試薬を用いた分析可能回数を容易に把握することができる。
【０１０８】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ２ａが、ピペット７ａがＲ２試薬容器１
１０の容器本体１１１に挿入された際のＲ２液面センサ７ｂの検知結果に基づいて、Ｒ２
試薬容器１１０内に吸引可能な所定量のＲ２試薬が存在するか否かが判断している。これ
によって、ピペット７ａがＲ２試薬容器１１０の容器本体１１１に挿入された際にＲ２試
薬容器１１０内に所定量のＲ２試薬が存在するか否かを確認することができる。そのため
、Ｒ２試薬を吸引する前に前もってＲ２試薬を吸引可能であるか否かを判断することがで
きる。
【０１０９】
　また、本実施形態では、上記のように、試薬吸引位置において、液面センサが、試薬容
器内の試薬の液面位置を静電容量の変化として電気的に検知するとともに、試薬情報読取
書込位置において、アンテナ部が、読取用電波および書込用電波を発信するように構成す
ることによって、試薬吸引位置におけるアンテナ部からの電波の影響を小さくすることが
できる。そのため、液面センサが液面位置を正確に検知できなくなることを抑制すること
ができる。
【０１１０】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１６３
ａによって、外側テーブル１６３が回転軸１６ａを中心にＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａからＲ
２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄに向かう矢印Ａ１方向（時計回り）に回転移動されること
によって、Ｒ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器１１０がＲ２試薬密封位置Ｐ２ｃに移動さ
れる。そして、完全に密封されていない状態にある蓋部材１３０が、進行方向側に位置す
る２つのローラ１９３ｃに当接することによって、下方への押圧力を受けて、Ｒ２試薬容
器１１０は完全に密封された状態に戻される。これによって、Ｒ２試薬吸引位置Ｐ２ａか
らＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄへのＲ２試薬容器１１０の移動により生じる力を利用
してＲ２試薬容器１１０の蓋部材１３０を密封することができるので、Ｒ２試薬容器１１
０の蓋部材１３０を密封するための他の駆動源を設ける必要がない。また、Ｒ２試薬容器
１１０のＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄへの移動と並行して、Ｒ２試薬容器１１０の蓋
部材１３０を密封することができるので、その分、Ｒ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄへの
移動および蓋部材１３０を閉じる動作に要する時間を短縮することができる。
【０１１１】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ２ａの指示により外側回転駆動部１６３
ａにより、外側テーブル１６３が回転軸１６ａを中心にＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄ
からＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａに向かう矢印Ａ２方向に回転移動（反時計回り）されること
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によって、Ｒ２試薬仮開放位置Ｐ２ｂで蓋部材１３０が仮開放されるとともに、外側テー
ブル１６３が回転軸１６ａを中心にＲ２試薬吸引位置Ｐ２ａからＲ２試薬情報読取書込位
置Ｐ２ｄに向かう矢印Ａ１方向（時計回り）に回転移動されることにより、Ｒ２試薬容器
１１０が完全に密封された状態に戻される。これによって、Ｒ２試薬容器１１０のＲ２試
薬吸引位置Ｐ２ａへの移動と並行してＲ２試薬容器１１０の蓋部材１３０を仮開放するこ
とができるとともに、Ｒ２試薬容器１１０のＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄへの移動と
並行してＲ２試薬容器１１０の蓋部材１３０を密封することができる。そのため、Ｒ２試
薬吸引位置Ｐ２ａとＲ２試薬情報読取書込位置Ｐ２ｄとの間の移動および蓋部材１３０の
開閉に要する時間をより短縮することができる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、上記のように、所定量のＲ２試薬を正常に吸引できたと判断さ
れた場合に、ＣＰＵ２ａによって、試薬情報読取書込処理動作を行うように構成している
。これによって、Ｒ２試薬の吸引が行われた場合にのみＲ２試薬容器１１０のＩＣタグ１
５０に情報を書き込むので、ＩＣタグ１５０に正確な試薬情報を書き込むことができる。
【０１１３】
　また、本実施形態では、上記のように、分析可能回数を含む試薬情報が含まれる書込用
電波が、アンテナ部から試薬容器のＩＣタグに対して送信された場合に、ＩＣタグに書き
込まれた試薬情報と同じ情報がＣＰＵ２ａにより制御装置４に送信されて、制御装置４に
おいて、記憶部４ｄの試薬情報が更新される。これによって、ＩＣタグの故障等によりＩ
Ｃタグに試薬情報を書き込むことができない場合であっても、記憶部４ｄに格納された試
薬情報に基づいて、試薬容器内の試薬の量を把握することができる。
【０１１４】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【０１１５】
　たとえば、上記実施形態では、本発明の検体分析装置を免疫分析装置１に適用した例を
示したが、本発明はこれに限られない。試薬を吸引する試薬吸引部と情報記録媒体に試薬
量情報を書き込む書込手段とを備える装置であれば本発明は適用可能であり、免疫分析装
置以外の、血液凝固分析装置、尿試料測定装置、遺伝子増幅検知装置などにも適用可能で
ある。
【０１１６】
　また、上記実施形態では、ＩＣタグに書き込まれる試薬情報として分析可能回数を示し
たが、本発明はこれに限られない。本発明では、分析可能回数の代わりに試薬の残量情報
を試薬量情報としてＩＣタグに書き込んでもよい。これにより、ＩＣタグが付された試薬
容器内の試薬の残量を容易に把握することが可能である。
【０１１７】
　また、上記実施形態では、試薬吸引位置と試薬情報読取書込位置との間に、試薬仮開放
位置および試薬密封位置が位置するように構成した例を示したが、本発明はこれに限られ
ない。本発明では、試薬吸引位置と試薬情報読取書込位置との間において試薬容器の開閉
を行わずに、試薬吸引位置と試薬情報読取書込位置との間でない位置で試薬容器の開閉を
行うように構成してもよい。また、試薬情報読取書込位置において試薬容器の開閉を行う
ように構成してもよい。
【０１１８】
　また、上記実施形態では、Ｒ２試薬が吸引されたＲ２試薬容器１１０がＲ２試薬情報読
取書込位置Ｐ２ｄに配置された後に、ＣＰＵ２ａによって、所定量のＲ２試薬が正常に吸
引されたか否かが判断される例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、試
薬容器が試薬情報読取書込位置に配置される前に、試薬が正常に吸引されたか否かをＣＰ
Ｕが判断してもよい。
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【０１１９】
　また、上記実施形態では、短距離アンテナ部２１および長距離アンテナ部２２が、それ
ぞれ、ＩＣタグ１５０および１６０に対して電波によって試薬情報の読み取りおよび書き
込みを行う例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、アンテナ部が情報記録
媒体に磁気によって読み取りおよび書き込みを行うように構成してもよい。
【０１２０】
　また、上記実施形態では、内側テーブル１６２と外側テーブル１６３とが円環状に設け
られた例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、内側テーブルと外側テーブ
ルとを、各々が並列に並んだ状態で所定の方向に直線状に延びるように設けてもよい。
【０１２１】
　また、上記実施形態では、短距離アンテナ部２１および長距離アンテナ部２２の２つの
アンテナ部を共に外側テーブル１６３の外周側に設けた例を示したが、本発明はこれに限
られない。本発明では、アンテナ部を３つ以上設けてもよいし、外側テーブルと内側テー
ブルとの間や、内側テーブルの内周側に設けてもよい。
【０１２２】
　また、上記実施形態では、テーブル１６３および１６２が回転駆動部１６３ａおよび１
６２ａによってそれぞれ回転駆動されることに基づいて、試薬容器の蓋部材が開閉される
例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、試薬容器の蓋部材を開閉する機構
を別途設けることによって、テーブルの回転駆動に依らずに試薬容器の蓋部材を開閉する
ように構成してもよい。
【０１２３】
　また、上記実施形態では、先に試薬吸引が行われた試薬容器のＩＣタグへの試薬量情報
の書き込み動作が終了した後に、次の試薬吸引対象となる試薬容器を試薬吸引位置に移動
させて試薬吸引を行っているが、本発明はこれに限られない。たとえば、先に試薬吸引が
行われた試薬容器のＩＣタグへの試薬量情報の書き込み動作を試薬情報読取書込位置で行
っている間に、試薬吸引位置に位置する試薬容器から次の試薬吸引動作を行ってもよい。
また、この場合、次の試薬吸引動作が終わるまでの時間を利用して、試薬情報読取書込位
置でＩＣタグへの試薬量情報の書き込みが成功したか否かを確かめる処理を行ってもよい
。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　免疫分析装置
　２ａ　ＣＰＵ
　４ｄ　記憶部
　６　Ｒ１試薬分注アーム
　６ａ　ピペット
　６ｂ　Ｒ１液面センサ
　７　Ｒ２試薬分注アーム
　７ａ　ピペット
　７ｂ　Ｒ２液面センサ
　２１　短距離アンテナ部
　２２　長距離アンテナ部
　１００　Ｒ１試薬容器
　１１０　Ｒ２試薬容器
　１１０ａ　Ｒ２試薬容器
　１１０ｂ　Ｒ２試薬容器
　１２０　Ｒ３試薬容器
　１３０　蓋部材
　１５０、１６０　ＩＣタグ
　１６２　内側テーブル
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　１６２ａ　内側回転駆動部
　１６３　外側テーブル
　１６３ａ　外側回転駆動部
　１９１　密封解除部
　１９２　蓋部材移動部
　１９３　開口密封部
　２００　試薬情報読取書込部
　Ｐ１ａ　Ｒ１試薬吸引位置
　Ｐ１ｄ　Ｒ１（Ｒ３）試薬情報読取書込位置
　Ｐ２ａ　Ｒ２試薬吸引位置
　Ｐ２ｄ　Ｒ２試薬情報読取書込位置
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