5．医用分析機器

5．医用分析機器（検査装置）
〈概説〉

分析する。
（d）血液検査装置

（１）医用分析機器の特徴
医用とは基本的には厚生省の薬事承認或いは，届出

血球計数装置は血液中の血球成分やﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ濃度
を電気抵抗方式，光学方式，比色方式にて測定する。

が必要なものである。血液，尿，髄液等の体外に取り

血液凝固分析装置は凝固能や凝固因子の分析をｸﾛｯﾄ

出された試料の検査を行う検体検査装置や呼吸機能

法（凝固時間法）
，合成基質法，免疫学的法にて測定す

や視覚/知覚機能の測定，検査に用いる生体検査用装

る。

置等がある。

（e）尿検査装置

上記考えに基づき，同じ機能を有する機器でも一般
研究用と医用とでは明確に区別される
（例えば，分光光度計，電気泳動装置，屈折計等）。但

尿中成分の定性・半定量分析や尿比重測定の他に
光学方式，ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘ，ﾊﾟﾀｰﾝ認識等による沈渣測定等
がある。化学成分の定量測定に使用する臨床化学自

し，本分類では，分析機器や薬事届出対象ではないが，

動分析装置は（2）
（a）
-①に分類する。

検査室の自動化及び情報処理ｼｽﾃﾑに関連するものにつ

（f）
その他の検体検査装置

いては登録している。
医用分析機器による検査結果は診断や治療の指針

①微生物検査装置
②病理検査装置

に使用する他，薬理効果を調べたり代謝機能の研究に

③染色体検査装置

も使用されている。

④遺伝子検査装置

（2）検査室用検体検査装置

⑤物理特性測定用検体検査装置

（a）①臨床化学自動分析装置

⑥分離分析用装置

②医用分光光度計

微生物検査装置は検体中の微生物/細菌の有無，同

③電解質分析装置

定や薬剤感受性試験に使用する。病理検査装置は組

④電気泳動装置

織標本作成のための前処理装置と染色装置及び観察

⑤専用臨床化学分析装置

用の顕微鏡等で構成される。染色体検査装置も病理検

⑥血液ｶﾞｽ分析装置

査と同様な構成となる。遺伝子検査は遺伝子の抽出，

血液/尿等の検体中の化学成分，電解質成分等の定
量分析装置。自動分析装置では検体及び試薬のｻﾝﾌﾟ
ﾘﾝｸﾞから反応，測定，ﾃﾞｰﾀ処理までを自動処理するが，

増幅，検出，ﾃﾞｰﾀ解析装置等で構成され，感染症検査
やﾋﾄ遺伝子検査に使用する。
物理特性とは浸透圧，屈折率，粘度等であり，その

医用分光光度計は検液を連続的に自動測光するもので

中で医用目的で使用する装置が対象となる。分離分析

ある。電解質測定には炎光法，ｲｵﾝ選択性電極法，電

用には遠心分離機や液体/ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ等の中で医用

量滴定法等がある。電気泳動装置は主に血清ﾀﾝﾊﾟｸ分

目的のものがここに分類される。

画を測定する。特定の成分を分析するのが専用臨床化

（3）検査室用自動化ｼｽﾃﾑ

学分析装置である。血液ｶﾞｽ分析装置では血液中の酸

（a）①検体前処理装置

素/炭酸ｶﾞｽ分圧及びpHを測定する。
（b）免疫血清検査装置
検体中の抗原/抗体量の定量或いは抗原/抗体の有

②検体搬送装置
検体前処理としては遠心分離機，開栓装置，検体分
取，ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾗｰ等がある。検体搬送装置は検体個別

無を定性分析する。抗原抗体の免疫反応の結果を検

或いは検体収納ﾗｯｸを分析装置へ移送する装置。

出する標識物質により比色，発光，蛍光測定等がある

（4）検査室用情報処理ｼｽﾃﾑ

が，ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟを標識物質とした場合はｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｶｳ
ﾝﾀで測定する。
反応容器としてﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄを使用するものでは測定にﾏ
ｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞを用いる。
（c）輸血血清検査装置
輸血血液の適合性を確認するために血液型や不規

検査のｵｰﾀﾞ，結果報告，ﾃﾞｰﾀ照会等，病院全体の情
報処理や検査室内での処理ｼｽﾃﾑ等，ｼｽﾃﾑの規模の大
小はさまざまある。
（5）生体検査用装置
生体の呼吸，視覚，知覚等の検査装置。呼気中の酸
素や炭酸ｶﾞｽの測定装置の他，医用ｻｰﾓｸﾞﾗﾌ等がある。

則性抗体のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ，同定の他にﾄﾞﾅｰとﾚｼﾋﾟｴﾝﾄとの

血液中のｶﾞｽ濃度測定は検体検査用血液ｶﾞｽ分析装置

交差適合性等，免疫反応による凝集の有無として定性

に分類する。
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5．医用分析機器

5.1.1（1）

臨床用生化学自動分析装置
Automatic analyzer for clinical chemistry

〈原理〉 臨床用生化学自動分析装置は，血液/尿
成分などの定量分析を，主として比色分析を用い自
動化したものである。その方式を大別すると，コン
ティニュアス・フロー方式とディスクリート方式に
大別される。図１に臨床用生化学自動分析装置の構
成例を示す。
（1）コンティニュアス・フロー方式
分析に必要な試薬はローラのしごき作用による計
量ポンプによって，チューブ内を気泡で分節されな
がら連続的に計量される。分析系に送り込まれる試
料も同様に計量され，試薬の流れと合流する。
この合流した液の流れは，検査項目ごとの分析法
に従い，必要な混合，加熱，透析，濾過などが行わ
れ光度計又は分光光度計に送り込まれて比色分析さ
れる。コンティニュアス・フロー方式の構成例を図
２に示す。
（2）ディスクリート方式
この方式は用手法をそのまま自動化したもので，
試料はピペッタにより計量され，同時に計量された
試薬と共に反応容器に吐出される。混合液は，加熱
槽で一定温度に加温されながら反応が進み発色す
る。これは一定時間後，又は一定時間間隔で光度計
または分光光度計で比色分析し，目的成分の濃度／
単位に換算し，プリンタに打出す。
測定後の容器は洗浄され，再び最初の位置に戻り
測定をくり返す。第２試薬，第３試薬が必要な場合
はディスペンサにより適宜分注される。図３に代表
的なオープンタイプのディスクリート方式の構成例
を示す。

以上検出部に比色法を用いた例について述べたが
最近では，電極や免疫反応を応用した装置，また，
フィルム等に試薬成分をコーティングしたドライケ
ミストリーの装置もみられる。これらは小形化，微
量化，高感度化，簡易化，省エネルギー化等の方向
づけを示唆している。特に，試料試薬料は，前希釈
方式を採用した方法など，微量化が著しい。
高感度化の技術は従来ラジオアイソトープを用い
て分析していた腫瘍マーカやホルモン等の分析も，
これら装置で可能となってきており，免疫専用機の
進歩が著しい。
〈特徴〉 臨床用生化学自動分析装置は，これまで
人手によって，試験管の中で目的とする成分を発色
させ，光度計で吸光度またはその変化を読みとり定
量していたものを自動化する装置である。病院での
臨床検査が集中化され，項目数・検体数が急増し，
限られた検査技師数の中でどのように対処してゆく
か，という強い要望から生まれた省力化装置である。
近年，本装置の普及はほぼ一巡し，ニーズは超大型
機と目的に応じた小形専用機に２極化している。さ
らに最近では分析装置間をベルトコンベアで接続す
る搬送システムを用いた大規模な自動化ニーズも高
まってきた。
〈用途〉 主として病院の検査室や臨床検査センタ
ー，健診センター，動物実験施設における患者，動
物の各種血液／尿成分の定量に用いられる。測定可
能項目は100項目以上に及ぶ。
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5．医用分析機器

5.1.1（2）

臨床用生化学自動分析装置：ドライケミストリー
Automatic analyzer for clinical chemistry：DRY CHEMISTRY

図1．分析素子で分類する多層フィルム方式と試験紙方式
〈概要〉

法とがある。

ディスクリート方式の生化学分析の一分野に，乾

分析素子で分類すると，多層フィルム方式と試験

式試薬を用いて血液や尿中成分の測定をする方式と

紙方式とがある。その構成，測定様式を図１に示す。

して，ドライケミストリーがある。

〈特徴〉

Dry reagent chemistry systemまたはSolid state

いつでも，どこでも，誰でも簡単に使用できるシ
ステムであり，簡便性，迅速性，微量対応，精度管

chemistry とも呼ばれている。
古くは，リトマス試験紙，pH試験紙から始まり，

理の各要因を満足させた簡易検査システムである。

尿糖試験紙，尿用多項目試験紙が実用化している。

試薬の調製が不要で，装置のメンテナンスが容易，

血液を対象とした生化学分析システムは，1978年に

給排水設備を必要とせず，電源さえあれば使用でき

発表された多層フィルム方式で大きく進展し，緊急

る。

検査用に普及した。

〈用途〉

基本的に１分析素子で１試料，１項目の測定が行

大震災等緊急災害時に現場で活躍した検査方式と

われ，一般化学，酵素，薬物，免疫，電解質，凝固

して記憶に新しい。僻地，船内等測定環境条件が不

因子等が測定されている。

利な場合に，また検査数は少ないが，至急に検査結

測定装置は小型で卓上に置けるものが多いが，単
項目測定機から高処理能力の大型多項目全自動装置

果が求められる様々な医療の現場，動物用検査で有
用性が高い。

まで存在している。検体は血清・血漿の他に全血や

当初その簡便さと迅速性から主に緊急検査，時間

尿も対象で，標準物質を介した測定データの標準化

外検査に用いられてきたが，技術的革新により精

や，測定精度の向上も図られ，今や汎用装置と同等

度・正確度も向上し，試薬の保存性の良さやキャリ

の精度，正確度を持つものがでてきている。

ブレーション不要などの利点から，日常の生化学検

〈原理〉

査領域，在宅医療や自己管理にも利用されている。

ドライケミストリーとは，
「反応に必要な試薬が，
不溶性（可溶性）の基材や容器中に乾燥状態で供給
され，試料（水性）の添加により反応，測定が完結
する分析素子である」と説明されている。
測定原理として，光学的分析法とイオン選択電極
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多層フィルム方式
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5．医用分析機器

医用分光光度計

5.1.2.1

Clinical spectrophotometer

図1．医用分光光度計の光学系の一例

〈原理及び特徴〉

ルビーム法に分けられる。ダブルビーム法は，ドリ

紫外・可視分光光度計の範疇で臨床化学分析に専
用化された装置を，医用分光光度計と呼んでいる。
紫外・可視分光光度計の基本的な構成及び原理に
ついては，1.2.1.1項を参照願いたい。

フト等の補正の点で優れ，
長時間の安定測定に適し，
吸収スペクトルの記録も可能である。
シングルビーム法でも，光源ランプのドリフトを
補正するリファレンス検知器を備え，安定性を向上

医用分光光度計は，それの測定対象から波長範囲
は，およそ300〜1,000nmで光源には，ハロゲンラ

させているタイプのものもある。
二波長測光法は，1951年米国のB.Chanceにより
提唱され，生体試料等の濁りによる光散乱の影響を

ンプを使用しているものが多い。
分光素子としては，従来バンド幅の比較的狭い干

受けやすい試料の測定に対して有効であることから

渉フィルタなどを用いた簡便な光度計があったが，

広く普及した。二波長測光法では，サンプル吸収波

連続した測定波長が得られないことから，現在では

長とリファレンス波長の二つの波長の信号の差また

ほとんどの医用分光光度計で分光素子として回折格

は比を求める。これによってバックグランドの影響

子が用いられている。

を小さくすることが可能である。

医用分光光度計の光学系の一例を図１に示す。
臨床化学分析では，多数の検体を迅速に処理する

また二波長のドリフト・ノイズ等の同時性を利用
して，これを補正し安定性を一層向上させた。

ことが要求される。従ってサンプルを角形セルに移

臨床化学自動分析装置に内蔵されている医用分光

しかえるのではなく，順次サンプルを吸入するフロ

光度計は､二波長（多波長）分光光度計を活用して

ーセルタイプの装置がほとんどである。

いるものが多い。

測定された結果は，吸光度ではなく濃度直読で，
光度計に内蔵されたプリンタに出力される。
酵素活性の測定―――レートアッセイ法ではフロ
ーセル部の温度を一定に保つ必要があり，温度コン
トロール機能を備え，専用機化されている。
医用分光光度計の測光法を大別すると一波長測光

〈用途〉
主として病院の検査室や臨床検査センタ，動物実
験施設における患者または動物の血中・尿中の各種
成分の定量分析に用いられる。
臨床化学自動分析装置に適応できない複雑な分析
法の項目の測定や，自動分析装置の吸光分析のリフ
ァレンスとして適している。

法と，二波長測光法に分類される。
一波長測光法は，さらにシングルビーム法とダブ
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回折格子

二波長測光法

一波長測光法

二波長（多波長）分光光度計

5．医用分析機器

電解質分析装置

5.1.3

Electrolyte analyzer

図1．クロライドメータの構成例
〈概要〉
−

臨床検査において血液中のNa ＋ ，K ＋ ，

2＋

図2．イオン選択性電極を用いた装置構成例
分析装置に主流を譲ることになった。

Cl ，Ca ，Mg2＋などの電解質成分の分析は1980年

（2）クロライドメータ（電量滴定法）従来，用手法

代までは炎光光度計による分光光度法や錯滴定法そ

（滴定法）によるクロール測定法は，終末点の測定

して，クロライドメータによる電量滴定法が一般的

を目視で行っていた。しかし，Ag＋イオンを利用し

に用いられてきた。しかし，その後，イオン選択性

た電量滴定法が1958年に発表され，精度の高いクロ

電極（ISE）の研究開発が進み，イオン選択性電極

ール測定が可能となった。炎光光度計とクロライド

を用いた臨床用分析装置が急速に普及し，現在に至

メータを一体化し，Na＋，K＋，Cl−を同時測定する

っている。現在では生化学検査及び緊急検査におい

分析装置も登場した。この電量滴定法クロライドメ

てもISEを用いた分析装置が電解質測定の主流にな

ータの構成例を図1に示す。
（3）イオン選択性電極（ISE）を用いた分析装置

っている。
〈原理及び特徴〉

1957年Eisenmanが液膜型ナトリウム電極を開発し
て以来，多くの研究が進められ，感応物質にバリノ

（1）炎光光度計（炎光光度法）
1940年代に出現した炎光光度計は騒音が大きく再

マイシンを使った液膜形カリウム電極等が実用化さ

現性も不安定であった。1960年代に入ると噴霧粒子

れると，1980年代以降，炎光光度計やクロライドメ

を細かく一定にしてバーナに送り込む方式（プレミ

ータに代わり，イオン選択性電極を用いた臨床用電

ックス形バーナ）が開発され，再現性も向上されバ

解質分析装置は急速に普及した。イオン選択性電極

ーナ騒音も解消された。この頃までの炎光光度計は

を用いた分析装置の構成例を図２に示す。特にイオ

直接法（炎光反応の強度を直接メータに表示するも

ン選択性電極が着目されたのは，
（ a）安全性，
（ b）設

の）で，試料吸入量の変動・ガス流量の変化・炎の

置場所の自由度，
（ c）緊急検査への対応，
（ d）簡便な

ゆらぎ等が直接メータに現れた。このプレミックス

操作性，
（e）
多項目の同時測定，
（f）
サンプルの微量化，

形バーナが出現してまもなく，リチウムを内部標準

（g）新規項目の増設が容易，
（h）自動分析装置への応

とし，ナトリウム・カリウムそれぞれの信号との比

用，
（i）省エネルギー化等が主な理由で，特に酵素電

を表示する内部標準形炎光光度計が市販され，著し

極の開発に伴い，電解質のみならず，体液中の各種

く再現性が向上した。また，積分方式をプラスした

成分まで電極で測定出来るようになった。

内部標準・積分形や内部標準をセシウムに変えたも

〈用途〉

のなどが出てきた。しかし、ガスボンベを使用する

タ等における患者，動物の血中，尿中の電解質定量

ことなどから，1980年代に登場したISEを使用した

分析。

主として，病院の検査室や臨床検査セン
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5.1.4

電気泳動装置
Electrophoresis apparatus

〈原理〉

荷電物質を含む電解質溶液に電流を流す

アルブミンとα1，α2，β，γ各グロブリンの５分

と，荷電物質はその荷電と反対極性の電極へ向って

画に分離される（図２）。なおこの時点では，泳動

移動する（図１）。この現象は電気泳動現象と呼ば

像は目視できない。泳動の終わったセア膜を固定液

れる。移動速度は物質の荷電量，大きさ，形状，溶

を含む染色液に浸して蛋白を染色し，続いて脱色液

液の粘性等により物質固有の値（易動度）を持ち，

でセア膜中の余分な染色液を洗い流し温風で乾燥す

その速度差によって物質の分離分析が可能となる。

る。乾燥を終えたセア膜をデンシトメータ部で透明

生体を構成する蛋白質には，
数多くの種類がある。

化液に浸して透明化し，染色された蛋白泳動像を透

血液中の各種蛋白質の増減は病態と密接な関係があ

過測光する。
泳動像の測光は，
スリットを泳動方向に

り，その分離分析は臨床診断上重要である。電気泳

走査して吸光度変化を測定し，
デンシトグラム
（図２）

動により分離分析する手法は，血清蛋白，アイソザ

を得る。デンシトグラムの各分画の面積比を分画％

イム，リポ蛋白等の分析に広く用いられている。中

として算出し，
デンシトグラムと共に記録，保存する。

でもセルロースアセテート膜（以下セア膜と略す）
を支持体とする血清蛋白分画は，1965年電気泳動学

なお装置によっては脱色後，乾燥，透明化をせず，
半透明の状態のままで測光を行うものもある。

会による標準操作法が確立され，日常の臨床検査の

〈特徴〉 （1）血清塗布からデータの記録，保存ま

一項目として血清中の蛋白質異常のスクリーニング

でを自動化している。
（2）
オペレータの熟練を必要と

に広く利用されている。

せず，個人差がない。
（3）
用手法に比べて分析精度が

自動電気泳動装置は用手法でのセア膜血清蛋白分

高い。
（4）検査室の省力化ができる。

画の各分析操作，すなわちセア膜の湿潤，血清塗布，

〈用途〉

電気泳動，染色，脱色，乾燥，透明化，測光，デー

スクリーニングに用いられ，腎障害，肝障害，炎症

タの記録，保存までを自動的に行うものである（図

性疾患，免疫異常，M蛋白血症等の特有の蛋白異常

３）。以下分析ステップを動作順に説明する。

をきたす疾患の発見，診断，治療の指針として有用

臨床生化学検査における血清蛋白異常の

まずセア膜を緩衝液に浸せきし，適湿状態にした

である。特に多発性骨髄腫においてはその特異的な

後，アプリケータにて血清を直線状に塗布する。続

パターンによって，確定診断のための有用な手段の

いて泳動槽にて，セア膜両端に緩衝液を含む濾紙あ

一つとなっている。なお，血清以外の尿，髄液等の

るいはスポンジを介して通電し，約25ｍｍの長さに

低蛋白試料も濃縮操作を行うことにより分析可能で

血清を泳動展開する。泳動により，一般に人血清は

ある。
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5.1.5（1）

免疫血清検査装置
Immunoassay analyzers

〈概要〉 免疫血清検査装置は血液中の微量物質を
抗原抗体反応を利用して検出，測定する装置で臨床
検査における各種疾患の検査，診断に活用されてい
る。１台の装置の中で試料，試薬の分注，免疫（抗
原抗体）反応，反応生成物の定量測定の各工程が自
動化され組み込まれた装置が一般的である。免疫血
清検査は新規測定法の開発などの技術革新が著しい
検査分野である。
〈原理〉 測定原理は，抗原抗体反応の後で反応生
成物（bound）と未反応（free）の共存物質及び標
識物質を分離する工程（BF分離）の有無によって
ホモジニアス測定法とヘテロジニアス測定法に大別
される。前者の代表例としては反応生成物の有無を
直接光学的に検出する比濁法，比朧法が挙げられる。
BF分離機構を持たず装置構成が簡便となる利点を
備えている。後者はより高感度を必要とされる検査
項目で用いられる傾向にあり，BF分離工程後の標
識物質の量または活性を測定することで目的物質を
定量する方法である。ヘテロジニアス測定法の中で
Radioimmunoassay（RIA）は標識として放射性物
質を使用する方法で広く活用されてきたが，施設や
取扱いの問題から酵素を利用した方法Enzymeimm
unoassay（EIA）への置き換えが進んでいる。近年
では酵素活性の測定に蛍光物質，発光物質との反応
を組み合わせ，さらに高感度な測定への取り組みが
なされている。ここでは反応時間の短縮の為，抗原
や抗体を固相する担体に磁性微粒子を用いた化学発
光酵素免疫測定（Chemiluminescent enzymeimmu
noassay：CLEIA）装置による抗原物質の測定方法

の一例を説明する（図１参照）
。
（1）試薬として目的の抗原と反応する抗体結合磁性
粒子を反応容器へ分注し，試料中の抗原と一定時間
免疫反応を行わせる。反応容器を磁石近傍に配置し，
洗浄を行うことで磁性粒子と結合しなかった未反応
物質を除去する。
（BF分離：図２参照）
（2）さらに酵素が標識された抗体を分注，攪拌し，
一定時間免疫反応させたのち前記と同等なBF分離
操作を実施し，余剰の標識抗体を除去する。
（3）最後に，粒子に結合した固相抗体―抗原―酵素
標識抗体の免疫複合体に対し，酵素と特異的に反応
する化学発光基質を加え，その反応生成物である光
子をフォトンカウンタで計測する。
（4）データ処理機能により標準曲線とその計測値か
ら抗原物質の定量値が算出される。
〈特徴〉
（1）BF分離などの煩雑な操作の自動化により分析精
度が高い。
（2）分注から測定算出まで全ての工程を全自動で行
うため検査室の省力化ができる。
（3）発光物質の採用など高感度化に向けた技術革新
が盛んで，測定原理により多種多様な装置が開発さ
れている。
〈用途〉 臨床検査センター，病院検査室等で内分
泌物質，腫瘍マーカー，心筋マーカー，ウイルス抗
原／抗体，アレルギー物質等の測定による各種疾患
の診断及び治療経過観察，さらにはドラッググモニ
タリング等に幅広く使用されている。
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5.1.5（2）

ラジオ・イムノアッセイ用装置
Instrument for radioimmunoassay

〈概要〉ラジオ・イムノアッセイ
（放射免疫測定法：

リキッドハンドリング装置：微少量（5m r 〜1

RIA）は，放射性同位元素による標識を免疫反応に応

mr）の試薬や血清を，又は希釈を精度，再現性良く

用した測定法であり，主としてヒト血中のホルモン

分注できる機能やピペッティングによる誤差を少な

等の測定に用いられる。装置は，リキッドハンドリ

くするための液面位置などを検出する機能を備えて

ング，インキュベーション，BF分離，放射能測定，

いる。インキュベーション装置：反応の温度制御の

及びデータ処理の各装置の組合せからなる。

ためにインキュベータやウォーターバス等が用いら

〈原理及び特徴〉

れ，固相法ではビーズ等の固体表面に抗体の結合を

測定は，
抗原標識のRIA法と抗体

標識のIRMA法（イムノラジオメトリックアッセイ）

促進させるため各区分ごとにシェーカ等が用いられ

の２種に大別されるが，本邦では両者を含めてRIA

る。BF分離装置：大量処理の場合は大量用冷却型

と呼ぶことが多い。RIA法では，標識抗原（Ag＊）と

遠心分離が用いられ，遠心分離した上清と沈殿物を

非標識抗原（Ag）が抗体（Ab）に対して競合的に反

除去及び洗浄するために自動アスピレータ等が用い

応して生成する抗原・抗体複合物（バウンド：B=

られる。放射能測定装置：RIAで用いられる核種は

Ag・Ab）中のAg＊量が測定試料中のAg量に逆比例

ほとんど125Iであり，専用機は5〜10のプローブの自

する事を利用し，反応終了後にB部分を分離してそ

動シンチレーションカウンタや50プローブのシンチ

の放射能を測定してAg濃度を求める（図１）。一方，

レーションカウンタがある。

IRMA法は測定対象の抗原（Ag）に対する第一の抗

データ処理装置：標準曲線の近似方法として，

体（Ab）でAgを補足し，更に標識した第二の抗体

RIAでは２次，又は３次のロジスティック曲線か４

（Ag ＊）を反応させサンドイッチ状の抗原抗体複合

パラメーターロジスティック曲線が，又，IRMAでは

物 （バウンド：B=Ab・Ag・Ab ＊）を生成させる

ロジスティックかスプラインによる近似を基本とし

＊

と，B中のAb 量は測定試料中のAg量に比例するこ

たソフトウェアが繁用され ている。精度管理はWH

とを利用して測定する（図２）。一般的にはAbとAb＊

Oを基本としたプログラムによって行われている。

とは異なるエピトープに対して反応する抗体が用い

〈用途〉 RIAは，内分泌，腫瘍，ウイルス性疾患，

られるが，Agが同一エピトープを２箇所以上にもっ

アレルギー性疾患，等の診断，治療効果の測定，ド

ている場合には同一の抗体を用いてIRMA法を行う

ラッグモニタリング，輸血血液のスクリーニング，

こともできる。

先天性代謝異常のスクリーニング等，きわめて広い
範囲で利用されている。

以下に装置の特徴を記す。
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5.1.6

輸血血清検査装置
Transfusion serological analyzers

〈原理〉

輸血用血液の輸血時の安全性を確認する

特殊な形状であり，凝集反応像を正確に捉えられる。

ために，血液の抗原抗体反応を利用し，血液型，感

静置状態のまま設定された時間及び温度にて反応は

染症等の輸血検査を行っている。抗原抗体反応とは

進行する。反応終了後にプレートは測光部へ移送さ

血液を構成する血球／血漿（血清）中に存在する抗

れ，反応ウェル毎に反応像の解析が行われる。各反

原（血球表面上に存在する抗原決定基）と抗体（血漿

応像は「凝集，非凝集，中間」のいずれかに判定さ

中に浮遊する抗原と結合する物質）とに依る特異的

れ，血液型や感染症の陽性／陰性の判定結果（図２）

な反応を言う。抗原抗体反応を利用して行う検査方

が反応像解析データと共に出力される。この後，ウ

法には種々の方法がある。具体的には，RIA法，EIA

ェル内の反応内像を目視にて判定することも可能で

法，化学発光法，粒子凝集法，免疫比濁法，カラム

ある。（図３のビュアー部）

法等があり経済性，検査項目，検出感度，手技の簡

〈特徴〉

易性等により選択される。輸血検査で一般的に用い
られている方法にマイクロプレート使用による粒子
凝集法があり，
ルーチン検査として用いられている。
自動輸血検査装置は従来用手法で実施されていた
粒子凝集法を基に，特殊な底面構造を持つ反応ウェ
ルをマトリクス状に配置したマイクロプレートを使
用，サンプル分注から判定結果の出力迄の全ステッ
プを自動的に行う。以下分析ステップを動作順に説
明する。サンプルは遠心分離された血球／血漿（血

（1）サンプル分注〜判定結果出力迄の全ステップを
自動的に行う。
（2）特殊プレート使用により反応像が安定しており
判定が正確に出来る。
（3）反応像を画像解析する事により読み取り精度が
高い（目視判定と同等）
（4）多項目を同時に高速処理が可能で検査の効率化
に役立つ。
（5）用手法に比べ検査結果の再現性が高い。

清）を使用，血球／血漿（血清）はそれぞれ分注ノ

〈用途〉

ズルで，希釈サンプル作製用カップへ分注される。

供給等が求められ，検査室ではこれを達成する為の

同時に希釈液が分注され，設定濃度の希釈サンプル

努力が続けられている。検査室にとって，自動輸血

が作成される。次に希釈サンプルは分注ノズルによ

血清検査装置は，スクリーニング検査の自動化のた

り反応ウェルへ設定量が分注される。同時に試薬が

めに不可欠となっている。また，装置は検査室の業

設定量分注され，反応液が作られる。反応ウェル内

務の一つである稀血の検査，試薬の開発と広汎に使

では抗原抗体反応が始まる。ウェル底部（図１）は

用ができる。

輸血用血液には，安全性，迅速性，安定
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専用臨床化学分析装置

5.1.7

Special-purpose analyzer for clinical chemistry

図1．反応電流と反応速度の関係

図2．電極反応模式図

〈概要〉 平成７年11月１日付けの厚生省薬務局長

ト膜はグルコースやO2，H2Oを通過し，血球やタン

通知（薬発第1008号）で示された「医療用具の一般

パクなどの高分子は通過させず，内側の酢酸セルロ

的名称と分類」には専用臨床化学分析装置の定義が

ース膜ではさらにポアサイズが小さく，グルコース

あり，広義の臨床化学分析に用いられるグルコース，

や酵素は通過させず発生したH 2O 2は容易に通過す

ラクテート，専用液体クロマトグラフ，浸透圧分析

る構造となっている。

装置等が掲げられている。本稿における専用臨床化

サンプリングされた試料中のグルコースは反応層

学分析装置では，一般的な生化学自動分析装置が汎

のGOD固定化酵素膜でグルコースオキシダーゼの

用試薬を用いて測定されるのに対し，専用試薬を用

作用によりグルコン酸と過酸化水素に分解され，過

いて特定の生化学項目を測定するものを指して狭義

酸化水素を発生する。過酸化水素はPt-Ag電極表面

の専用臨床化学分析装置として区別する。その内，

で酸化還元反応を起こし，グルコース量に応じた電

固定化酵素を用いたグルコース分析装置を一例とし

流を生じる。

て記載する。特に近年は，固定化酵素電極による繰

GOD

り返し測定可能な分析機器以外にも，糖尿病患者自

C6H12O6＋O2＋H2O

身による血糖自己測定用に１回限りの測定を行うデ

グルコース

グルコン酸

ィスポーザブル電極によるグルコース分析機器も多

白金電極面：H2O2

→

く使用されている。

銀電極面

→

C6H12O7＋H2O2
過酸化水素

2H＋＋O2＋2e−

：4H＋＋O2＋4e−→

2H2O

〈原理および特徴〉 固定化酵素膜電極を用いたグ
ルコース分析装置では，酵素のグルコースオキシダ

〈用途〉 血清，血漿，尿などの各種検体中に含ま

ーゼ（GOD）
（E.C.1.1.3.4）を高分子膜（メンブレン）

れるグルコースの測定に用いられる。糖尿病は代表

に固定化したGOD固定化酵素膜と，指示電極とし

的な生活習慣病として増加の一途をたどり，グルコ

て白金を，対極として銀を用いた過酸化水素電極と

ースは糖尿病の初期診断および治療過程において頻

を組み合わせ，電極表面に固定化酵素膜を配置させ

回に測定される。また自己測定用機器は在宅におけ

てグルコース電極を形成し，アンペロメトリー法に

る血糖の自己管理が必要な場合に使用されている。

よりグルコースを測定する。
酵素膜はポリカーボネート膜と酢酸セルロース膜
の二重膜で構成されており，外側のポリカーボネー
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5.1.8

血液ガス分析装置
Blood gas analyzer

〈原理〉

一般に血液ガス分析とは動脈血中のpH，

〈特徴〉

血液ガス分析は肺機能，内臓機能の確認

PCO2（二酸化炭素分圧），PO2（酸素分圧）を分析す

や，手術中の呼吸管理などに用いられ，検体数も最

ることを指す。測定原理はすべて電極法である。pH

近ますます増える傾向にある。現在の主流は全自動

はpH感応ガラス膜を用いたガラス電極，PCO2はセ

型であるが，これは試料を導入するだけであとは測

ベリングハウス型電極，PO2はクラーク型電極であ

定から結果の出力，洗浄までを自動的に行うもので，

る。図1にPCO2電極とPO2電極の原理図を示す。PCO2

さらに自動校正により24時間いつでも測定できる状

電極はガス透過膜を透過してきたCO2ガスが電極内

態にあるものをいう。この全自動型の分析装置の普

部液に溶け込むことによって変化するpHをガラス電

及で，かつての熟練を要するアストラップ法や手動

極で測定することにより試料のPCO 2を測定する。

型の装置に比べてはるかに精度が向上し測定も容易

PO2電極では同じくガス透過膜を透過してきたO2ガ

になった。またpH，PCO2，PO2の測定項目及びヘモ

スをPtカソード上で還元しその時流れる電流を計測

グロビンの値から塩基過剰（BE），重炭酸イオン

することにより試料のPO2を測定する。電極法によ

（HCO3−）酸素飽和度（O2SAT）などを演算で求め

れば，試料の前処理や分離などを必要とせず，目的

出力するが，これら演算項目は今や十数項目にもお

成分のみを選択的に検出できるので，血液ガス分析

よびコンピュータによる自動化は必須のものである。

のようにすべての処理を嫌気的に行わなければなら

電解質項目（Na，K，Cl，Ca），ヘモグロビン，あ

ない分野では最適のものである。現在市販されてい

るいはグルコース・BUN等を同時に測定できるよう

る血液ガス分析装置はすべて電極をセンサとして用

にした複合機が現在開発されてきており，臨床の場

いている。

では用途に合わせてますます選択の幅が広がってき

図２に血液ガス分析装置の構成例を示す。装置の

ていると言える。

構成は，測定部（電極部）を中心として，試料導入

〈用途〉 病院の手術室，ICU，小児科，呼吸器科，

部，校正液（校正ガス）導入部及び洗浄回路より成

胸部外科などの各科，及び検査室で用いられる。

る。しごきポンプまたは真空ポンプにより液の流れ

緊急検査として重要であり，測定項目の性質上採血

がコントロールされる。

後すぐに測定しなければならないので，病院内でも

測定部はすべて37±0.1℃の精密な恒温槽内にある。

必要なところに複数台が分散して設置されることに

これは温度変化による試料自身の濃度変化を避ける

なる。また，動物実験用としても製薬，食品分野で

ため及び電極感度の変動を避けるためである。

使用される。
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血球計数装置

5.1.9.1

Blood cell counter

〈概要〉

血球計数装置とは一定容積の血液中に含

まれている血球数を算定するものである。
初めの頃はメランジュール（計算板）上の血球を
顕微鏡を用いて計数を行う視算法が用いられていた。

した溶液を通過させ上方からこの検出セルに光束をあ
て通過する血球によって反射された散乱光を検出す
ることによって目的とする血球の算定を行う。
血球計数装置も自動化が進められ，
現在では血液検

その後上記の方法の自動化がはかられた時代もあっ

査室にとっては不可欠の機器となっている。利点と

たが，現在実用化されているものはすべて一定倍率

しては，再現性が良い：視算法にくらべ自動血球計

を希釈した血液を検出孔と呼ばれる細孔を通過させ

数装置では実測血球数が多いので再現性が良い。能

て，電気的あるいは光学的方法を用いて検出孔を通

率が良い：視算法では熟練した技師でも１日の処理

過する血球の数を算定する血液移動形 のものである。

能力は低いものであったが自動血球計数装置を用い

〈原理及び特徴〉

検出方法は電気的検出器と光学

ることによって１時間に60検体ぐらいの処理が可能

的検出器に分けられる。電気的検出器とは図１に示

であるなどがあげられる。現在市販されているもの

すようにアパーチャと呼ばれる検出孔をもった検出

は，小型機といわれ，白血球，赤血球，ヘモグロビ

器の内外部に電極をおき電解液を入れる。そして電

ン，ヘマトクリットなど基本８項目を測定するもの

圧を加えると検出孔を通じて電流が流れる。次にこ

から，多項目機と呼ばれ，白血球の分類まで可能な

の検出孔に血球が浮遊した電解液を外部から流入さ

もの，更に網赤血球までを自動的に測定する装置ま

せると血球が検出孔に入った時に電流が阻害されて

で，多くの機種がある。

電気抵抗が大きくなる。この電気抵抗の変化によっ

〈用途〉 診療所，病院，その他医療機関において，

て血球の通過を確認して電子回路によって目的とす

血液中の血球数を測定し，その血球数の増加又は減

る血球数を算定する。

少を調べることによって，血液疾患や腫瘍，その他

検出孔の大きさは人間の血液の場合には70〜100

の疾患の診断，フォローアップに用いる。

mm 3ぐらいの大きさがよく，これより小さいと血球
の通過時においても電気的変化が得られにくい。逆
にこれより大きい場合には検出孔が詰まりやすく故
障の原因となる。
光学的検出器とは図２に示すように細いガラス管
かガラス板でできた血球検出セルの間に血液の浮遊
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血液凝固分析装置

5.1.9.2

Blood coagulation analyzer

〈概要〉

血液凝固反応は，出血開始からトロンビ

測定される方法，②測定セル内のスチールボールを

ンの作用により血漿中のフィブリノーゲンがフィブ

セル外の両側に位置する電磁石により一定間隔でス

リンに転化し止血に至るまでの血液中の酵素カスケ

イングさせる。フィブリン塊の生成とともに抵抗が

ード反応である。血液凝固分析装置は，血液検体と

増えて，スイングの振幅が減少することを検知して

試薬を混合後，反応液中にフィブリンが析出する迄

凝固時間を求める方法等がある。

の時間（血液凝固時間）を測定する。また，最近で

（2）
電気的変化（電気抵抗法）：測定セル内に２本の

は血液凝固を凝固因子の酵素活性として測定する合

電極を入れて通電すると，フィブリンの析出ととも

成基質法や，凝固因子を蛋白として捉える免疫学的

にこれらの電極間における電気抵抗値に変化が生じ
る。この電気抵抗の変化を捉えて凝固点とする。

手法を用いる機器も含まれている。
１．凝固法
〈概要〉

（3）
光学的変化（透過光検出法，散乱光検出法）
：フ

凝固法は，トロンビンの作用により血漿

ィブリンの析出によって血漿が白濁する変化を，①

中のフィブリノーゲンがフィブリンに転化すると

反応内溶液の濁度増加に伴った透過光量の減少変化

き，①測定反応液が白濁するという光学的な変化，

で捉える透過光検出法，②濁度増加による前方散乱

②血液の粘性が増加し，固形化するという物理的な

光の増大を捉える散乱光検出法の二つの方法があ

変化が発生する。血液凝固分析装置は，この２種類

る。凝固時間は，一定の変化率を示す点あるいは最

のいずれかの変化を捉えて凝固点の検出を判定して

大の変化率を示す点等として決定される（図２）。

おり，以下の４つに大きく分類され，種々の方法が

（4）ドライケミストリー法：（1）から（3）が試験管内

実施されている。

の溶液反応であるのに対し，カード様の乾式試薬に

〈原理〉

（1）力学的変化（粘稠度変化法）：反応

血液を滴下する方法である。①試薬に交番磁場を印

液中におけるスチール棒やスチールボールの動きの

加し，試薬中に含まれる磁性粒子からの散乱光の変

容易度で捉え，その変化量を検知する。次の要領で

化が凝固に伴って小さくなるのを測定するもの，②

測定される。①図１の例では，上下運動している試

滴下した血液にレーザ光を照射し，凝固反応に伴っ

験管内の磁性球（スチールボール）は，反応液が流

て変化する赤血球の散乱光を測定する方法等があ

動性を保っている間は磁石により光路中に静止して

る。

遮断しているが，フィブリンの析出によってボール
は移動し，遮光が外れて受光器により，凝固時間が

〈特徴〉

力学的変化による粘稠度変化法では，

スチール棒やスチールボール等のプローブの物理的
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な移動を捉えるため，昔から行われているエーゼ法
（マニュアル目視法）と類似の結果を与える。電極
法では，一検体ごとに電極を洗浄するなどの手が掛

的な定量化が精密かつ容易に測定できるので，広く
実施されている。
3．免疫比濁法

かり，検体処理能力に劣るため現在ではほとんど使

〈概要〉

用されていない。また，本法は試料への探触子挿入

線溶の各因子やそれらの抑制物質を抗原とし，これ

が必要であるのに対し，散乱光検出法では非接触で

に対する特異抗体による抗原抗体反応を利用して定

外部からの応力を加えずに測定が可能であり，血液

量する方法である。現在では，特異抗体を感作した

凝固反応に物理的な影響を与えることがない。
また，

ラテックスを用いたラテックス凝集法が広く用いら

検出感度も高いため，測定法としては最近の主流に

れている。

なっている。また，血液凝固検査は緊急性が高いこ

〈原理〉

とが多いため，試薬調製の必要がないドライケミス

成するまでの所用時間と抗原量とが比例関係にある

トリー法は，臨床ニーズに適した方法である。

こと，また，凝集形成過程における凝集速度（光の

〈用途〉

遮断性）は抗原量に比例することを利用している。

血液凝固検査は，手術前後の止血機能検

免疫比濁法は，血液中に存在する凝固・

ラテックス凝集法は，特定の凝集像を形

査，血友病などの凝固異常の発見等を目的として行

測定には，反応溶液に特定波長の光を照射し，試

われる。外因系血液凝固機能の検査であるプロトロ

料を透過してくる光を検出して，この時の単位時間

ンビン時間（PT），内因系血液凝固機能の検査であ

当たりの吸光度変化から抗原量を求めるカイネティ

る活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT），

ク法が広く用いられている。

フィブリノーゲンの定量法であるトロンビン時間な

〈特徴，用途〉

どの測定が多く行われている。また，特殊な試薬を

されている免疫学的測定法としては，FDP／FgDP

用いることにより，肝機能検査や血液凝固因子の定

測定と二次線溶測定としての分子マーカーのひとつ

量検査などが血液凝固時間の測定を応用して実施さ

であるDダイマー測定がある。これらの測定は，線

れている。

溶能をin vivo状態で検査できること，しかも，各

止血検査において，最も広く実施

２．合成基質法

フラグメント分画の測定解析により，一次線溶と二

〈概要〉

次線溶が鑑別できることから広く用いられている。

発色性合成基質を用いる測定法は，測

定試料中に含有あるいは試料中にて生成されるプロ
テアーゼに発色性合成基質を作用させるとアミド結
合の発色基が加水分解されて遊離し，反応内溶液が
呈発色する。この発色の度合いは，基質に作用した
プロテアーゼの活性量に比例するので，これを比色
分析することでプロテアーゼ活性量を定量化するこ
とができる。
〈原理〉

測定方法には，プロテアーゼと発色性合

成基質を一定時間反応させて，①反応停止液で反応
を停止させ，この時の吸光度を絶対量として比色計
で読みとり活性量を求めるエンドポイント法，②一
定時間の吸光度変化量を反応速度として求めるカイ
ネティック法，の２種類がある。血液凝固分析装置
では，試薬の数，試薬添加液量が少ないことからカ
イネティック法が広く用いられている。これは，反
応溶液に405nmの光を照射し，試料を透過してくる
光を検出する。この時の時間当たりの吸光度変化を
求め，標準曲線より測定物質の活性％を算出する。
〈特徴，用途〉

合成基質法は，かつては測定が困

難であった種々のインヒビター活性（アンチトロン
ビンⅢ，α2−プラスミンインヒビター等）の単独
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5.1.9.9（1）

血液像自動分類装置
Blood cell differential analyzer

図1．パターン認識方式自動血液像分類システムの構成例
〈概要〉

図2．フローサイトメトリー法
られた標本が，オートローダで顕微鏡に運ばれ，ス

血液像検査と自動分類法

血液像検査は，末梢血液について，正常白血球５

テージ自動制御により標本上の白血球が検出され

（または６）種類の比率の異常，異常血球や，赤血

る。検出された白血球の顕微鏡像は，CCDカメラ

球の形態異常などの有無を調べる顕微鏡を用いた検

により３色画像として画像処理装置に取り込まれ，

査である。1970年代に入って，血液像検査の自動化

デジタル化された後，濃度ヒストグラム分析を経て，

が進み，パターン認識方式と，フロー方式の原理を

核，細胞質，顆粒から特徴パラメータが抽出される。

用いた自動分類装置が開発された。パターン認識方

次に，コンピュータが，プログラムされた識別論理

式は，血液標本を対象とし，血球の顕微鏡画像を画

に従い，特徴パラメータを選びながら，血球画像の

像識別処理技術によって，目視法と同様に識別分類

識別分類を行う。指定数の白血球が分類されると，

する方法である。一方，フロー方式は，血球の細胞

次の標本が運ばれ，同様の動作が繰り返される。分

内情報や大きさを分析対象とし，フローサイトメト

類中に異常血球や，不明球が現れると，その血球位

リ技術を用いて，血球を分類する方法である。

置を記憶し，自動分類終了後，呼び出して，目視再

〈原理，特徴〉

検するようになっている。

（1）パターン認識方式自動血球分類装置

（2）
フロー方式自動血球分類装置

パターン認識では，各血球の特徴を抽出し，最適

レーザを用いたフローサイトメトリー法（図２参

な識別論理により血球を識別分類している。血球の

照）を応用し，前方散乱光，側方散乱光，側方蛍光

特徴パラメータとしては，核，細胞質の面積，周囲

の3種類の光学的情報を検出し，それらの情報を用

長，平均色濃度のほか，80種類以上の情報が使用さ

いることにより白血球５分類の測定を行う。

れ，また，識別論理としては，枝分かれ論理と多段

①前方散乱光

階識別論理が用いられている。図１は，血液像自動

粒子などの障害物がレーザの進行方向に存在する

分類装置のシステム構成の一例であり，自動標本前

と，光はその進行方向を変える。この現象は，光

処理装置と自動分類装置本体からなっている。

散乱と呼ばれており，血球など粒子の大きさに関

自動分類装置本体は，標本オートローダ，高倍率
顕微鏡，CCDカメラ，高速画像処理，コンピュー

する情報を得ることができる。
②側方散乱光

タと記憶装置，およびコントローラと周辺装置から

血球粒子にレーザ光が照射された場合，側方散乱

なっている。装置の動作は，まず，前処理装置で作

光強度は細胞内部の複雑さ（核の形状，大きさ，
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図3．4DIFFスキャッタグラム

密度，顆粒の量）に依存する。
③側方蛍光
蛍光染料で核酸染色された血球にレーザを照射す

図4．WBC/BASOスキャッタグラム

好酸球，その他の顆粒球（好中球+好塩基球）の
４分類を行う。
②白血球／好塩基球の測定

ると，蛍光染料は，照射した光の波長よりも長い

酸性溶血剤を使用することにより好塩基球は脱顆

波長の光を発する。蛍光の強度は，細胞内の核酸

粒が選択的に抑えられ他の白血球から分離され

物質の量が多ければ強くなる。

る。さらに本試薬は白血球数の測定も同時に行っ

これらの情報を用い，側方散乱光と側方蛍光から

ている。このような反応をさせた試料をフローサ

白血球４分類を行い（図３参照），側方散乱光と前

イトメトリー法で測定し，前方散乱光と側方散乱

方散乱光から，白血球数と好塩基球が測定される。

光の情報を検出することでWBC／RBCスキャッ

（図4 参照）
①白血球４分類の測定
溶血剤により赤血球を溶血し，同時に白血球細胞

タグラムを得る。このスキャッタグラムを解析す
ることにより，白血球数と好塩基球の算出を行う。
〈用途〉

膜にも作用して，色素が透過できるほどのダメー

白血病や貧血などの血液の病気を診断する為，情

ジを細胞膜に与える。また，合わせて添加される

報提供を目的として数的な異常や質的な異常の検出

蛍光染料により，細胞内のRNA，DNAを染色す

を自動的に行っている。

る。この試料をフローサイトメトリー法で測定し，

キーワード：

側方散乱光と側方蛍光の情報を検出することで４
DIFFスキャッタグラムを得る。この，スキャッ
タグラムを解析することにより，リンパ球，単球，
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5.1.9.9（2）

セルアナライザ
Cell analyzer

〈概要〉 セルアナライザはフローサイトメータと

力として（c）細胞から発する複数の光強度を客観的

も呼ばれ，細胞浮遊液を高速な流れにのせて光分析

に高速多次元分析（数千/sec）でき，
（d）
コンピュー

する装置である。レーザを光源として細胞一個一個

タ解析が容易である，などの特徴をもつ。生物，医

の散乱光・蛍光強度を同時測定する。数万個の細胞

学領域では必須の分析装置であり，細胞分取機能を

を数分で測定できるため，細胞の集団としての性質

有するセルソータに比べて操作は容易である。

を知ることができる。個々の細胞の諸性質を高速分
析できるため，顕微鏡観察などのように測定者によ

〈用途〉

る個人差のない，統計的に信頼性の高い結果が得ら

たリンパ球サブセット解析は，細胞表面抗原分析の

れる。同じ原理の装置で細胞分取する機能をもつ装

代表的な方法である。抗原抗体反応の特異性を利用

置はセルソータと呼ばれる。これらの装置を使用し

して，ある特定の機能（抗原）をもつ細胞の存在比

て研究する分野をフローサイトメトリと称する。

率を容易に解析できる。ある細胞群の標準比率から

１）蛍光標識モノクローナル抗体を用い

のずれを見ることによって，患者の健康状態（特に
〈原理および特徴〉

200μｍ角の無蛍光石英製フ

免疫能）のモニタ・診断が可能となる。このような

ローセル内に，細胞懸濁液とシース液（細胞流保持

臨床応用から，発生，老化，癌化など細胞レベルで

液）を高速の層流二重流束として流し，そこにレー

の変化を解析でき，生物・医学基礎領域にも応用さ

ザ光（通常Ar+レーザの488nmを使用）を照射する。

れている。２）DNAと特異的に反応する蛍光色素で

個々の細胞が発する小角，広角の散乱光強度は，

標識（染色）することで DNA量の違う細胞の存在

各々細胞の大きさ，内部構造を反映する。波長ごと

比率を解析できる。この手法はセルサイクル（細胞

最大３色まで検出可能な蛍光強度（緑，橙，赤）は，

回転周期）解析と呼ばれ，癌化した細胞の増殖の割

各々の蛍光標識される細胞の特徴に応じて，細胞一

合や，制癌剤の効果を解析できる。３）染色体，水

個あたりの表面抗原量，核DNA量といった情報を

中プランクトン，バクテリアなど種々の細胞の解析

表すことになる。これらの結果は，各信号強度と細

にも利用されている。セルソータに比して低価格・

胞数を軸としたヒストグラムやサイトグラム（２次

操作も容易であるため臨床検査センターでの血液分

元ヒストグラム）として表示され，細胞数分布を統

析，実験材料の安全性試験などといったルーチン分

計的に解析できる。方法論として（a）レーザ光源を

析に広く用いられている。

使用し，
（ b）高速の層流二重流束で細胞を流し，能
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尿検査装置

5.1.10

Urine Analyzer

図1．装置の原理構成図
〈概要〉

図2．測定原理図

尿検査装置は尿中の臨床化学成分やpH，

たは半定量検査を行う。測光部の構造は，光源に白

比重を測定する分析装置であり，反応に用いる試薬

熱ランプを用い，積分球により平滑化された反射光

の性状により湿式（溶液試薬法）及び乾式（試験紙

を干渉フィルタや分光フィルムを用いて分光する方

法）に大別される。多くは尿検査試験紙を用いて自

法が古くから用いられている。最近では光源に複数

動分析を行う定性検査装置が一般的である。また臨

の波長の異なる発光ダイオード（LED）を用いて，

床化学成分の測定以外に尿沈渣（尿中固形成分）を

小型化，軽量化をはかり，ポケットサイズの装置も

採取し，フローサイトメトリーの技術を用いて尿中

出現している。色調変化の測定にカラーCCDカメ

に出現する各種有形成分を分析し分類する尿沈渣分

ラを使用する装置もある。
一般に反射率測定では，固形化した酸化マグネシ

析装置がある。
〈原理及び特徴〉

尿検査装置の測定項目のうちグ

ウム粉末を標準反射板として相対反射率を測定する

ルコース，蛋白，ビリルビン，潜血，ウロビリノー

法が確立されているが，尿試験紙の場合には反応前

ゲン，ケトン体，亜硝酸塩，白血球などの尿中成分

後の試験紙の明るさを比較して相対反射率を算定す

の測定は，それらの成分と反応して色調が変化する

ることが多く，別に白色の試験紙（ブランクパッド）

尿検査試験紙または溶液試薬を用い，分光学的な反

を用いて二波長測光することで，光源の変動や尿の

射率あるいは吸光度の変化量を検出する。一方，比

着色による影響を排除することも可能である。溶液

重の測定原理では比重との相関性の高い屈折率法が

試薬を用いる尿検査装置の構成は、血液の生化学検

主流であるが，物理的な比重測定法や，試験紙を用

査装置とほぼ同様であり、分注器で分注された試薬

いて尿中の陽イオン量を検出する化学的比重として

と検体を反応セルで反応させ分光光度計により測定

表わすものもある。

する。
フローサイトメトリー法による尿沈渣検査装置の

試験紙を使用する尿検査装置では，マニュアル操
作により試験紙を尿カップにディッピング
（浸せき）

原理は，シースフローの流れの中に尿中の有形固形

してから導入部に載せるか，吸引ノズルで尿を自動

成分を導き，アルゴンレーザー光を照射し，有形固

吸引させて試験紙上に滴下し反応させる。一定の反

形成分より発生した蛍光および前方散乱光のパルス

応時間経過後に試験紙を測光部に導入し，反射率の

強度やパルス幅の情報から，該当成分の特徴を判定

変化を光学的に測定し，あらかじめ設定された検量

し，分類計数を行うものである。

線（標準曲線あるいはランク表）と比較し，定性ま

〈用途〉

各種疾病のスクリーニング検査や集団検

診などで行う尿検査において使用される。
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5.1.15

In vitro clinical test analyzer for measurement of physical parameter

図1．測定セルの概略図
〈概要〉

図2．測定中の試料温度

検体の物理特性を測定する検査装置は

に氷結し，潜熱により氷点で温度は平衡状態を示す

種々あるが，そのうち代表的な浸透圧測定装置を取

ので，この温度を計測する。氷結に際して機械的な

り上げ，その原理を記載する。浸透圧そのものは物

振動を加える機器以外にも，動的な機構を必要とせ

理特性の中では，圧力計測の一つに当たるが，実用

ず故障の少ないサーモモジュールを用いた超過冷却

化されている浸透圧測定装置は圧力計測によるもの

方式による浸透圧測定装置もある。超過冷却方式を

ではなく，温度計測手段によるものが普通である。

例にとると，測定用フローセルに試料を導入し，サ

臨床検査における浸透圧測定は，浸透圧調節系異常

ーモモジュール①②に通電して試料を徐々に冷却す

の鑑別診断や経過観察に用いられ，尿または血漿が

る。ゆっくり冷却すると，氷点を過ぎても凍らない

測定対象となる。浸透圧は一定量の溶媒中に存在す

過冷却状態となる。この状態でさらにサーモモジュ

る溶質のモル濃度に比例するため，医学的な利用に

ール③に通電し急激な冷却による温度ショックを加

おいては浸透圧（Osmotic pressure）は，圧力その

えると試料は瞬時に氷結する。そこでサーモモジュ

ものでなく重量浸透圧濃度（Osmolality：単位は

ールの通電を加熱側に切り替えて温度を上げ氷解さ

mOsm/kgH2O）として表示するのが一般的である。

せると，氷晶形成温度で平衡を示す。この時の温度

〈原理及び特徴〉

を測定し氷点降下度から浸透圧を求めるものである。

浸透圧の測定原理には，沸点上

昇法，蒸気圧法，氷点降下法などがあるが，検体検

〈用途〉

査装置では測定の容易さから，後の二者によるもの

能や希釈能を知る上でよい指標である。尿比重も浸

が多く中でも氷点降下法によるものが多い。

透圧の代わりとなるが，尿糖や尿蛋白による補正が

尿を検体とする浸透圧測定は腎臓の濃縮

必要であり，浸透圧の方が優れている。血漿浸透圧

蒸気圧法は，飽和蒸気圧による露点の変化を熱電
対で測定するものである。測定チャンバー内を飽和

では浸透圧検出系（視床下部〜腎）の異常の検出，

水蒸気とした後，熱電対で温度を測り，次に熱電対

鑑別診断，経過観察に有効で，血漿電解質の変動を

に電流を流して露点以下に温度を下げると水蒸気が

反映している。臨床用途以外にも製薬や食品産業分

熱電対周辺に凝結する。熱電対に流す電流を止める

野での品質管理，工程管理に使用される。

と温度は上昇し溶液の浸透圧に等しくなる温度（露
点）で平衡状態に達するので，この温度を計測する。
氷点降下法は，試料を徐々に冷却し過冷却状態と
して，この状態で急激に攪拌や振動を加えると瞬時
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5.1.16

Analyzer for separation analysis

図1．高速液体クロマトグラフの概念
〈概要〉

検体検査装置の中で分離分析用装置とし

た分析装置では，測定項目や測定対象が限定される

て活用されている代表的な例はグリコヘモグロビン

反面，専用機としての特長が生かされている。専用

測定装置である。本装置は高速液体クロマトグラフ

機の装置の構成は，HPLC本体以外にオートサンプ

ィー法（HPLC法）を原理としたヘモグロビンA1c

ラやバーコードリーダ機構を内蔵し，試料容器とし

（HbA1c）分析装置である。HPLCの概念を図１に

て真空採血管をそのまま設置できるものが多い。真

示した。他にもカテコールアミン分析や血中薬物濃

空採血管によるものは，感染予防のため，採血管の

度測定用などに液体クロマトグラフィー装置が用い

キャップをしたままピアッシング方式でサンプリン

られている。

グされる。また，内蔵プリンタによる測定結果とク

〈原理及び特徴〉

赤血球中のヘモグロビン（Hb）

ロマトグラムの印字や，オンライン接続による病院

はグルコースと結合し不可逆的な反応生成物（アマ

のホストコンピュータとの通信機能などシステムと

ドリ化合物）であるHbA1cを形成する。ヘモグロ

しての機能が充実している。

ビンA1cはヘモグロビン分子のb鎖Ｎ末端のバリン

試料の血液は、サンプリング後カラムに注入する

がグルコースに置換したものとされており，この差

前に、自動的に血球を溶血させて適宜希釈され所定

が分子表面の荷電状態および疎水性をわずかに変化

のヘモグロビン濃度範囲に調製される。ヘモグロビ

させている。このHbA1cを分離するのに適した、

ンは415nm付近に大きな吸収を有するので、予備的

陽イオン交換作用あるいは疎水性相互作用を有する

な反応操作を必要とすることなく吸光光度計で直接

微粒子（シリカゲルあるいはポリマーゲル）を充填

検出することが可能である。

したカラムに、高圧ポンプで溶離液と希釈検体を送

〈用途〉

液し、カラムと検体中の物質との相互作用の大きさ

血糖値レベルの指標として有用であるため、糖尿病

の差で目的物質を分離する。分離溶出されたヘモグ

の診断や治療効果の判定に欠かせない項目として、

ロビンの各分画を吸光光度計に導入し、クロマトグ

液体クロマトグラフィーによる専用測定装置が多用

ラムを描き、積分器（インテグレーター）により、

されている。その他，胎児性ヘモグロビンであるヘ

各溶出ピークの面積を求め全ヘモグロビン中のヘモ

モグロビンFや，鎌型赤血球症のヘモグロビンSな

グロビンA1c構成比率として表示する。一般の汎用

どのいわゆる異常ヘモグロビンの検出も可能である。

ヘモグロビンA1cは過去数ヶ月間の平均

HPLCを用いても，ヘモグロビンAlcの測定は原理
的に可能であるが，検体検査装置として専用化され
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5.1.17（1）

免疫希釈判定装置
Immunological agglutination test instrument

〈概要〉

血清を検体とした臨床検査において，抗

これがシリンジと同じ働き，すなわちヘッドが液体

原と抗体の結合によってひき起こされる凝集反応か

に触れると毛細管現象により液の吸引が起り，ヘッ

ら免疫反応の有無を判断する検査法があり，ウィル

ドを回転させた時，液の混合が起り，結果として倍

スあるいは細菌等の感染の検出に利用される。凝集

数希釈系列が作成される。この様子を図１に示す。
（2）凝集判定装置

反応によって免疫反応の強さを判断する場合，検体

凝集反応の有無は免疫成

を倍数希釈し，凝集を認めうる最高希釈倍率を凝集

分を吸着させた血球あるいはゼラチン粒子等の担体

素価として免疫反応の強さの指標とする。以上の検

のマイクロプレートのウェル底への沈降像から判断

査に用いられる検体の倍数希釈を能率良く行う希釈

する。すなわち免疫反応が陽性の場合は抗原抗体反

装置および凝集反応の有無を判定するための判定装

応によって粒子間に結合が生じ，図２に示すように

置を一括して免疫希釈判定装置（Immunological

沈降面積は広くなる。また反応が陰性の場合は結合

agglutination test instrument）と呼ぶ。

が生じないため粒子はウェルの底に点状に集合す

〈原理，特徴〉

る。従来はこれらの沈降像の面積や像周辺の顆粒状
免疫反応に伴う凝集素価を

沈澱の有無を目視によって読みとり，例えば図２の

求めるための倍数希釈装置には大別して二つの方式

ようなパターン集との比較において判断するという

が実用化されている。その一つは８または12連のシ

主観の入りうる測定法であった。図３に示す判定装

リンジを持ち，各々所定量の液体を吸引，吐出でき

置は２次元CCDカメラを用い，従来，目視判定の指

るようになっている分注部とマイクロプレートを１

標であった沈降像面積や顆粒状沈澱の有無を画像処

列づつ移動できるようにした搬送部よりなるもので

理法を用いたパターン認識によって数値化し，所定

ある。まずマイクロプレートのウェル中の液体の所

の閾値を持って反応の陰陽を判定するため，主観の

定量を吸引し，これを隣りのウェルに吐出し，次い

入る余地は無く，
かつ迅速に判定できる特徴がある。

で吸引，吐出の繰返しによってウェルの液を混合し，

その他，ラインセンサを用いたもの，あるいはシン

さらにその一部を吸引して隣りに移す。この操作を

グルビームをスキャンしていくなど幾つかの方式の

順次繰返すことによって最初に吸引した液体の倍数

判定装置が試用されており，さらに面積に換わる指

希釈系列を能率良く作成できる。また他の方法の一

標を用いて計測するものもある。

（1）倍数希釈装置

つは上述のシリンジの代わりにステンレス製の切れ
込みを持ついわゆるダイリューターヘッドを持ち，
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5.1.17（2）

液体シンチレーションカウンタ
Liquid scintillation counting system

〈原理〉

あらかじめ，トルエン等の有機溶媒に

者でも使用できるように，ほとんどの部分が自動化

PPO（2，5−ジフェニルオキサゾール），ジメチル

され，かつコンピュータの応用が最も進んだ装置の

POPOPなどの有機シンチレータを溶解してシンチ

一つである。極めて低エネルギーの，かつ，極めて

レータ溶液を調製する。試料が水溶液の場合はさら

微量（ピコキュリのレベル）の放射性同位元素を容

に容量にして５〜20％の界面活性剤を添加する。こ

易に検出し，300個程度までの試料を自動測定し，そ

の溶液を低カリガラスで作られた試料びんに５

のデータを記録する。日常使用する測定パラメータ

〜10mrとり，0.1〜10mrの放射性同位元素を含む

をコンピュータにメモリしてあり，サンプル群の先

試料を加えて溶解し均一溶液にする。試料から発生

頭に何番のプログラムを使用するかを命令するタワ

するβ線はトルエンを励起し285nmのフォトンを発

ーを置くのみで正確な測定ができる。

生させる。このフォトンはPPOで375nmに，さらに

〈用途〉

ジメチルPOPOPで427nmとシフトさせられ光電子

分野で行われる放射性同位元素標識化合物によるト

増倍管の最高感度の波長となる。このフォトンが試

レーサ分析やまた基礎医学等の分野で微量内分泌物

料びんを中心に180度の位置におかれた２本の高感

の定量に用いられるラジオイムノアッセイ法に用い

度光電子増倍管によって捕獲される。b線に基因す

られる。これらの手法で用いられる低エネルギーで

るフォトンは同時に数十〜数百個発生し必ず２本の

かつ微量の放射性同位元素の検出には液体シンチレ

光電子増倍管に同時に捕獲されるため，同時計数回

ーションが有用であり，ほとんどの場合この装置以

路を通すことによって各々の光電子増倍管からラン

外では定量的に測定することはできない。またこれ

ダムに発生するノイズとは区別されるので，２本の

らの分野での試料の形態は水，または有機溶媒に溶

光電子増倍管に捕獲されたb線のエネルギーのみを

解した液体であるため，液体のまま測定できること

合算することができる。この信号が波高分析器に送

により，この測定法がよく用いられる。

生化学，基礎医学，薬学，農芸化学等の

られ，任意にその領域を設定できる３つのエネルギ
ーレベルに配分される。3H，14C，32Pなどがそれぞれ
ほぼ10倍のエネルギー差をもっている性質を利用し
て，波高分析器で異る３種までの放射性同位元素を
各々独立して識別することができる。
〈特徴〉

本来放射性同位元素の専門家でない研究
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5.1.17（3）

ウエルシンチレーションカウンタ
Well-type scintillation counting system

〈概要〉

放射線が物質を通過するとき，物質との

して計数される。このように，未知試料中の放射能

相互作用の結果として，近紫外〜可視領域の光子が

量を測定するのがウエルシンチレーションカウンタ

発生する。この光子の放出をシンチレーションと呼

の原理である。ウエルシンチレーションカウンタは

び，シンチレーションを起す物質をシンチレータと

微量放射能測定が目的なので，多量の放射性物質を

いう。シンチレータを用いた放射線測定器をシンチ

含む試料の測定には不向きである。

レーションカウンタと呼び，特にシンチレータに試

図２は多数試料（200本以上）測定用に開発され

料挿入用の凹みが形成されているものを，ウエルシ

ている装置の構成例である。特徴は，複数個（図で

ンチレーションカウンタと言っている。

は４個）のウエルシンチレーションカウンタで，同

〈原理及び特徴〉

図１にウエルシンチレーション

時に複数試料の測定が可能であり，試料の搬送，ウ

カウンタの検出器部の構成例を示す。ウエルとは井

エルへの挿入，検出感度補正，試料IDコードの読み

戸の意味である。シンチレータに試料挿入用の凹み

とり，データ処理が自動的に行え，無人運転も可能

を形成するのは，試料から全立体角方向に放出され

である。

る放射線を，効率良くシンチレータと相互作用させ

〈用途〉

るためである。また，試料以外からの放射線（宇宙

的な放射線測定器であるから，放射性同位元素を特

線など環境放射線）が入射すると，バックグラウン

定の元素と置換した物質をトレーサ（追跡子）とし

ドとして測定されるため，シンチレータ部を鉛でし

て研究を実施している分野（生化学，薬学，医学，

ゃへいして試料からの放射線のみを測定するように

農学，水産学，工学その他）などで広く活用されて

なっている。放射線は，シンチレータに入るとその

いる。トレーサの挙動が明確で数式モデルが確立さ

放射線特有のエネルギーに比例した強さの蛍光を発

れている場合には，非常に感度の高い定量的測定法

生させる。シンチレータは，光電子増倍管と光学結

と考えられる。なかでも，生化学では，生体内での

合されているので，蛍光は光電子増倍管の光電面に

取込み測定，代謝測定などに，臨床生化学では抗原

入射し，蛍光量に比例した数の光電子が放出される。

抗体反応を利用したラジオイムノアッセイ法による

光電子は，漸次２次電子増倍されて光電子増倍管の

ホルモン量の測定，甲状腺機能診断などに使用され

出力信号として取り出される。この出力信号は，比

ている。

ウエルシンチレーションカウンタは基礎

例増幅器で必要量にまで増幅され，目的とする放射
線に応じた信号のみを選択的に取り出す選別器を通
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5.4（1）

肺・呼吸機能検査装置
Testing instrument for pulmonary/respiratory function

〈概要〉

人は空気を肺まで吸入し，血中に酸素を

的排気量測定には，血液難溶性のHe，Ne，Ar，ク

とりこむと共に血液から二酸化炭素を放出させ，呼

ロージングボリウム測定には上記の他SF6も指標ガ

気によって体外へ排出する。この呼吸機能を検査す

スとして用いられる肺毛細管血流量測定にはC2H2，

るためには呼気中のガス成分の濃度測定装置に，呼

ガス拡散能力測定には 13 CO，麻酔ガス測定では

気量，呼吸数，流速などを測定記録するスパイロメ

N2O，フローセン，エチルエーテルなどである。いず

ータ，さらに血液ガス分析計などをオフライン的に

れも呼気中の濃度を繰返し連続測定する。

組み合わせた測定システムが用 いられる。これを肺・

〈原理及び特徴〉

呼吸機能検査システムといい，その構成例を図１に

（１）呼気ガス分析計の種類

示す。このシステムに用いられる呼気ガス分析計に

種々のものが用いられるが，いずれも本書のそれぞ

は次のような性能が要求される。

れの項目で解説されたものの応用である。主なもの

（１）連続分析であること

を以下に挙げる。

人間の生理現象は不安

呼気ガス分析計には

定で同一状態の忠実な再現は困難であるから，他の

（ａ）二酸化炭素（炭酸ガス）分析計

センサ，あるいは多成分の同時測定が必要で，また

線式，熱伝導式などの専用機がある。

ガス濃度の時間的変化を知らねばならないことから

（ｂ）酸素分析計

磁気式

連続測定が必要である。生理学的に同時と認められ

式

グロー放電式

ポーラログラフ式などがある。

る時間差は0.1秒程度であり，できれば90％応答がこ

（ｃ）質量分析計

多成分同時分析用として，低質

の程度であることが必要である。

量域の四重極質量分析計が呼気分析用に専用化され

（２）感度

ている。

S/N比100程度でCO 2 5%，C 2 H 2 0.4

非分散赤外

ジルコニア式

熱伝導

％，13CO 0.3％が測定できることが必要である。

（２）血液ガス分析計

（３）導入試料量

血中ガス分析計としては，
上記のうち適当な分析計，

捕集したガス量の１％以下で，

オフライン的に用いられる

呼気なら２mr/sec以下，気管支内サンプリングな

あるいはガスクロマトグラフが用いられ，採取した

ら20mr/min以下で測定できることが望ましい。

血液のヘッドスペースガスを分析する。

（４）分析対象成分

〈用途〉 病院検査室，麻酔科，リハビリセンタや，

一般生理検査なら

N2，O2，

CO2，とくにO2，CO2がもっとも多く測定される。機

体育学研究機関などで用いられる。

能テストにはいろいろな方法があり，それによって
種々のガスが用いられる。たとえば，換気量・機能
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5.9（1）

セルソータ
Cell sorter

〈概要〉 セルソータは，細胞浮遊液を高速に流し
光分析，分離する装置である。細胞に蛍光標識など

しい細胞がその液滴に入っていれば液滴を自動的に
＋か−に帯電させる。そして，液滴の落下途中に水

をすることにより，細胞レベルでの種々の分析がで

平電場を作り，＋−の帯電に応じ液滴を偏向落下さ

きる。さらに，試料中の特定細胞を分離できクロー
ニングに利用できる。他の方法で細胞を分析，分離

せ試験管で捕集する。帯電していない不要の液滴は，
偏向せずドレインに捨てられる。

するには顕微鏡を利用することになるが，客観性に
乏しく分析できる細胞数は数百個であり，分離には

（３）セルソータの特徴：方法論としては（a）レーザ
光源で，
（b）高速の層流二重流束で細胞を流し
（10m/

テクニックのいるマニピュレータを使わなければな

sec），（c）帯電した液滴中の細胞を静電力で分離す

らない。ほぼ同原理の装置で分析専用機をセルアナ
ライザと呼び，これらの装置を使用して研究する分

る，ことであり，能力としては（d）細胞から発する複
数の光強度で客観的に高速多次元分析し（数千/

野をフローサイトメトリと呼ぶ。
〈原理及び特徴〉

sec），
（e）コンピュータ解析が容易で，
（f）試料中の特
定細胞を大量に分離できる，ことである。生物，医

（１）セルソータの分析原理：75μmφのジェットノ

学領域では必須の分析装置である。

ズルから，シングルセル細胞懸濁液とシース液（細
胞流保持液）を高速の層流二重流束として噴出させ，

〈用途〉 蛍光標識モノクローナル抗体を用いた細
胞表面抗原分析では，試料中の特定の細胞の存在比

そこにレーザ光（一般的には，Arレーザの488nmを
使用）を照射する。個々に細胞から発する二種の散

率などを解析する。これは，標準比率からずれるこ
とで患者の健康状態（特に免疫能）の判断という臨

乱光強度からは，細胞の大きさ，内部構造などを，

床領域での応用や，発生，老化，癌化などの細胞レ

三種の蛍光強度（緑，橙，赤色）からは，各々の蛍
光標識の特徴に応じて，細胞一個当りの特定の細胞

ベルでの変化を解析する生物，医学基礎領域に応用
できる。DNAを蛍光標識とすることでDNA量の違う

表面抗原量，DNA量などの情報がある。
これらの結果は，各信号強度と細胞数を軸とした

細胞の存在比率などを解析する。これは，試料の細
胞回転状態を分析でき，癌化した細胞の割合や，制

ヒストグラムやサイトグラム
（２次元ヒストグラム）
として表示され，各信号での細胞分布を解析できる。

癌剤の効果を解析できる。この他に，染色体，水中
プランクトン，バクテリアなど種々の細胞等解析に

（２）セルソータの分離原理：ノズルに付いている圧

利用されている。これら全てに於て，試料中の特定

電振動子に交流をかけてノズル全体を振動させ，流
れを強制的に液滴化する。液滴形成時，指定した欲

の細胞を分離しクローニングに利用できる
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