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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部の検体を管内に導入するための管状針と、
　前記管状針の管内に固定され、前記検体の検査対象成分をセンシングする光ファイバ型
センサとを備え、
　前記光ファイバ型センサは、プラスチッククラッドファイバを用いて形成され、センサ
部と導光部とを有するエバネッセント光センサであり、
　前記センサ部は、プラスチッククラッドを除去して露出されたコア部と、前記コア部の
先端に設けられた全反射部材と、検査対象成分に対応した試薬を前記コア部の表面にコー
ティングして形成されたコーティング層とを有することを特徴とするセンサ内蔵針。
【請求項２】
　前記管状針の外径を１００μｍ以下にしたことを特徴とする請求項１に記載のセンサ内
蔵針。
【請求項３】
　前記光ファイバ型センサを複数備え、
　複数の前記光ファイバ型センサの前記コーティング層がそれぞれ異なる検査対象成分に
対応した試薬からなり、
　前記管状針の先端部の外径を１００μｍ以下にしたことを特徴とする請求項１に記載の
センサ内蔵針。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれかに記載されたセンサ内蔵針と、
　前記センサ内蔵針内に固定された光ファイバ型センサを外部の分析装置に接続するため
の接続部とを備えたことを特徴とする検体採取用器具。
【請求項５】
　前記センサ内蔵針が中央部分を貫通して固着されたハウジング部を設け、前記ハウジン
グ部から前記センサ内蔵針の検体導入部が突出した構造であることを特徴とする請求項４
に記載の検体採取用器具。
【請求項６】
　前記センサ内蔵針の検体導入部から検体を吸引するための検体吸引機構を備えたことを
特徴とする請求項４又は５に記載の検体採取用器具。
【請求項７】
　前記検体吸引機構は、
　前記ハウジング部の壁面に穿設した第１の孔と、前記ハウジング部内の空間と前記セン
サ内蔵針の管内空間とを連通する第２の孔と、前記第１の孔を封止するシート状の弾性部
材とを設け、前記弾性部材に対する外部からの押圧動作に基づいて、前記ハウジング部内
を減圧下にして吸引力を生成する構造であることを特徴とする請求項６に記載の検体採取
用器具。
【請求項８】
　請求項４乃至７のいずれかに記載された検体採取用器具を前記接続部を介して着脱自在
に装着する光コネクタ部と、
　前記光コネクタ部に光ファイバを介して設けられたファイバカプラと、
　前記ファイバカプラに接続され前記光ファイバに光を出力する光源と、
　前記ファイバカプラに接続され、前記検体採取用器具の光ファイバ型センサを通して送
られてきた反射光を電気信号に変換する受光器と、
　前記光源の発光動作を制御すると共に、前記受光器の出力信号を分析する分析装置と、
　前記分析装置の分析結果を表示する表示装置とを備えたことを特徴とする検体検査シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液等の検体を採取するセンサ内蔵針、センサ内蔵針を備えた検体採取用器
具、及び検体採取用器具を装着して採取した検体の検査を行う検体検査システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＰＯＣ（Ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｃａｒｅ）が叫ばれ、ＩＣＵや救急医療の現場で迅速
に血液等を検査する試みが多くなされ、いくつかの検査項目が関してはすでに実施されて
いる。また、患者自身が自宅で検査を行う機会も今後増加すると予想されており、その実
用化の一例としては、血糖値の測定などが挙げられる。
【０００３】
　一方で、検査時に患者の感ずる苦痛の多くは採血時の痛みであり、これを取り除く目的
で無痛針の提案が数多くなされている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　検査に必要な採血量を得るのは、一般的に静脈から直接採取するのが最も簡単である。
したがって、ｍｌオーダーの採血が必要なときは静脈に注射し採血が行われている。静脈
から血液を採取するためには、少なくとも３ｍｍ程度の長さの針が必要であり、そのため
に直径も針の曲げ剛性を維持するために０．５ｍｍ以上であることが多く、針の直径が大
きいことが、採血時の痛みの一原因となっている。このような観点から、例えば特許文献
１には、静脈からの採血を無痛で行う方法として、既存の金属製パイプの先端を鋭利に研
磨するという方法が提案されている。
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【０００５】
　しかし、静脈注射は、手間のかかる採血方法であり、また医師や看護婦の有資格者が行
う必要がある。そこで、血清や血漿等に分離しないでも済む検査項目において、数十ｕｌ
～数百ｕｌ程度の微量な採血を行う際には、皮下の毛細血管から血液を得るという方法を
採ることが多い。
【０００６】
　皮下の毛細血管より血液を採取する場合は、静脈に比較して針の長さは短くて済む。具
体的には、表皮の厚い部位、例えば手の平などを除けば、針の長さは１ｍｍ以下で十分で
あり、その結果、針の直径も０．２ｍｍ以下で済むようになる。
【０００７】
　これまで、皮下の毛細血管から採血を行う方法に関して、特に痛みを軽減し且つ低侵襲
で行う技術としては、直径１ｍｍ前後の針又は鋭利な金属片を、スプリングなどを用いて
瞬時に皮膚に衝突させ、また瞬時に皮膚から取り除く方法が提案されている（例えば非特
許文献１、非特許文献２）。
【０００８】
　このように、従来の微量血液採取方法としては、血液の吸引ではなく皮膚を傷つけその
表面に出血させ、その血液を他の器具で採取する方法が広く用いられている。そして、採
取した血液試料を試薬上に滴下するなどして試薬と反応させ、その状態をセンシングして
分析し血液試料中の成分を検出するといった方法の血液検査が一般的に行われていた。
【特許文献１】特開平０８－１４１０８０号公報
【非特許文献１】実開平０６－３８９０８号公報
【非特許文献２】実開平０６－３８９１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記非特許文献１，２の技術のように、毛細血管からの採血に用いられ
る採血針を高速に皮膚に窄刺することで痛みをある程度軽減することはできるものの、直
径１ｍｍ前後の太い針であるため、依然として使用者に多大な苦痛を与えていた。
【００１０】
　具体的に説明すると、皮膚に刺激を与える場合、痛点の間隔（１００μｍ）以下の細い
針で皮膚を窄刺する限りは痛みを感じないということがすでに明らかになっている。にも
かかわらず、これまで上記のような太い採血針が用いられている理由の一つとしては、採
血量が多いという点が挙げられる。
【００１１】
　すなわち、皮膚を傷つける血液採取方法を用いて血液検査を行う場合には、採取した血
液試料を、試薬と接触させるために一旦器具を介してセンシング位置に移す必要があり、
器具の壁面に付着して失われる血液試料の量などを考慮する必要があることから、センシ
ングに要する最低量よりも多く量の血液試料が必要となる。通常は、１００μｌ程度の採
血量が必要となり、そのため、直径が１００μｍ以下の採血針を用いることができない（
細過ぎて流量が確保できないため）。したがって、皮膚を傷つけて血液を採取するために
は、皮膚への侵襲を必然的に大きくせざるを得ないのである。
【００１２】
　このように、皮膚を傷つけて毛細血管から採血する従来の微量血液採取方法では、採血
量を多くする必要があるため、痛点の間隔（１００μｍ）以下の細い採血針を使用するこ
とができず、使用者に多大な苦痛を与えていた。
【００１３】
　そこで、採血時の痛みを取り除くために、採血量の低減を可能にして痛点の間隔（１０
０μｍ）以下の細い採血針を使用することができる採血用器具の実現が望まれていた。
【００１４】
　本発明は上記従来の問題点に鑑み、検体の採取量の低減を可能にして痛点の間隔以下の



(4) JP 4312559 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

細い針を検体採取用に使用することができるセンサ内蔵針及び検体採取用器具を提供する
ことを目的とする。また、本発明は、検体採取用器具を装着して採取した検体の分析を迅
速且つ正確に行うことが可能な検体検査システムを提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明であるセンサ内蔵針は、外部の検体を管内
に導入するための管状針と、前記管状針の管内に固定され、前記検体の検査対象成分をセ
ンシングする光ファイバ型センサとを備え、前記光ファイバ型センサは、プラスチックク
ラッドファイバを用いて形成され、センサ部と導光部とを有するエバネッセント光センサ
であり、前記センサ部は、プラスチッククラッドを除去して露出されたコア部と、前記コ
ア部の先端に設けられた全反射部材と、検査対象成分に対応した試薬を前記コア部の表面
にコーティングして形成されたコーティング層とを有することを特徴とする。
【００１６】
　請求項２の発明であるセンサ内蔵針は、請求項１の発明において、前記管状針の外径を
１００μｍ以下にしたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項３の発明であるセンサ内蔵針は、請求項１の発明において、前記光ファイバ型セ
ンサを複数備え、複数の前記光ファイバ型センサの前記コーティング層がそれぞれ異なる
検査対象成分に対応した試薬からなり、前記管状針の先端部の外径を１００μｍ以下にし
たことを特徴とする。
【００１８】
　請求項４の発明である検体採取用器具は、請求項１乃至３のいずれかのセンサ内蔵針と
、前記センサ内蔵針内に固定された光ファイバ型センサを外部の分析装置に接続するため
の接続部とを備えたことを特徴とする。
【００１９】
　請求項５の発明である検体採取用器具は、請求項４の発明において、前記センサ内蔵針
が中央部分を貫通して固着されたハウジング部を設け、前記ハウジング部から前記センサ
内蔵針の検体導入部が突出した構造であることを特徴とする。
【００２０】
　請求項６の発明である検体採取用器具は、請求項４又は５の発明において、前記センサ
内蔵針の検体導入部から検体を吸引するための検体吸引機構を備えたことを特徴とする。
【００２３】
　請求項７の発明である検体採取用器具は、請求項６の発明において、前記検体吸引機構
は、前記ハウジング部の壁面に穿設した第１の孔と、前記ハウジング部内の空間と前記セ
ンサ内蔵針の管内空間とを連通する第２の孔と、前記第１の孔を封止するシート状の弾性
部材とを設け、前記弾性部材に対する外部からの押圧動作に基づいて、前記ハウジング部
内を減圧下にして吸引力を生成する構造であることを特徴とする。
【００２４】
　請求項８の発明である検体検査システムは、請求項４乃至７のいずれかの検体採取用器
具を前記接続部を介して着脱自在に装着する光コネクタ部と、前記光コネクタ部に光ファ
イバを介して設けられたファイバカプラと、前記ファイバカプラに接続され前記光ファイ
バに光を出力する光源と、前記ファイバカプラに接続され、前記検体採取用器具の光ファ
イバ型センサを通して送られてきた反射光を電気信号に変換する受光器と、前記光源の発
光動作を制御すると共に、前記受光器の出力信号を分析する分析装置と、前記分析装置の
分析結果を表示する表示装置とを備えたことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２５】
　本発明のセンサ内蔵針及び検体採取用器具によれば、検体の採取量の低減を可能にして
痛点の間隔以下の細い針を検体採取用に使用することができるので、例えば皮下の毛細血
管より血液を採取する場合には、無痛で採血を行うことが可能になる。
【００２６】
　本発明の検体検査システムによれば、使い捨てタイプの検体採取用器具を装着して採取
した検体の分析を光の強度等で行うようにしたので、採取した検体をシステム内に持ち込
む必要がなく、迅速且つ正確に検体の分析を行うことができると共に、システムの構成を
簡素化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明のセンサ内蔵針、検体採取用器具、及び検体検査システムの実施の形態について
、図面を参照しながら説明する。本実施形態の検体採取用器具は、例えば血液検査用の血
液試料を採取する器具として適用される。
【００２８】
［第１実施形態］
　＜検体採取用器具の構成＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る検体採取用器具の構成を示す断面図であり、図２
は、図１に示した検体採取用器具の概略外観図である。
【００２９】
　この検体採取用器具は、微量検体検出用センサ１０と、この微量検体検出用センサ１０
を同軸上に内蔵する環状のセンサ内蔵針２０と、センサ内蔵針２０を中心部に貫通し且つ
検体吸引機構を有する環状のハウジング部３０と、当該検体採取用器具を微量検体検査シ
ステム（後述する）に装着するための環状のフェルール４０とで構成されている。
【００３０】
　微量検体検出用センサ１０は、例えば、棒針状のＰＣＦ（プラスチッククラッドファイ
バ）を用いたエバネッセント光センサで構成されている。その中心部には同心的に石英コ
ア１０ａ（直径：例えば１０μｍ程度）が配置され、この石英コア１０ａを一部露出する
形状でプラスチッククラッド１０ｂ（直径：例えば６０～８０μｍ程度）が被覆されてい
る。石英コア１０ａの露出部分の先端部には、金属（例えば金）又は誘電体（例えば二酸
化チタンと石英の多層膜など）から成る全反射膜１０ｃが形成され、さらに石英コア１０
ａの露出部分の表面全体が、検査項目に対応した試薬１０ｄでコーティングされて、クラ
ッド１０ｂを有する導光部に連通したセンサ部を形成している。
【００３１】
　このような構成の微量検体検出用センサ１０のセンサ部は、当該検体採取用器具の管状
針部２０ａ内部に同軸上に挿入固着されてセンサ内蔵針２０が構成されている。センサ内
蔵針２０の管状針部２０ａは、樹脂製、金属製又はセラミック製であって、直径が例えば
１００μｍ以下の管状細径針から成り、その先端部２０ｂがテーパ状にカットされて開口
している。すなわち、直径１００μｍ以下の管状細径針内に直径１０μｍ程度のセンサ部
が同軸上に固定され、管状細径針２０ａの内壁とセンサ部との間の空隙を十分広くとる構
造となっている。
【００３２】
　また、環状のハウジング部３０は、当該検体採取用器具を使用者が指で掴むことが可能
な支持体であると共に検体吸引機構も兼用し、その中心部には、前記センサ内蔵針２０の
管状細径針２０ａが同心的に貫通して配置されている。すなわち、管状細径針２０ａの先
端開口部２０ｂは、血液試料等の検体を管状細径針２０ａ内部へ導入するために、ハウジ
ング部３０の外部に突出されている。
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【００３３】
　管状細径針２０ａの管壁には、ハウジング部３０内の空間に連通する小孔２０ｃが少な
くとも一つ穿設され、ハウジング部３０の外周壁面にも孔３０ａが穿設されている。さら
に、この孔３０ａの開口端を気密してシート状の弾性部材３０ｂがハウジング部３０の外
壁面側から張設されて、孔３０ａを封止している。ここで、弾性部材３０ｂは、例えば、
プチルゴムなどの合成ゴムもしくは天然ゴム等の弾性素材で構成することができる。
【００３４】
　そして、ハウジング部３０に張設された弾性部材３０ｂと、ハウジング部３０に連通す
る管状細径針２０ａの小孔２０ｃとにより、検体吸引機構が構成されている。すなわち、
使用者が外部より弾性部材３０ｂを押圧すると、弾性部材３０ｂはハウジング部３０内の
空間にせり出される結果、せり出された体積分の空気が管状細径針２０ａの先端開口部２
０ｂから外部へ排出される。その後、使用者が押圧されている弾性部材３０ｂから指を離
すと、弾性部材３０ｂが弾発的に復元し同時にハウジング部３０内が一瞬減圧状態となり
、その結果、血液試料等の検体を管状細径針２０ａの先端開口部２０ｂからその内部へ素
早く吸引することができる。本実施形態では、１０μｌ程度の微量の血液試料を吸引でき
るように、孔２０ｃの大きさ、並びに弾性部材３０ｂのサイズや弾性力が設定される。
【００３５】
　センサ内蔵針２０は、先端部が上述したようにハウジング部３０の外部に突出される一
方、後端部である導光部がフェルール４０の中心部に同心的に貫設され、その外端面はフ
ェルール４０の接合端面４０ａと同一面を成している。このフェルール４０は、相手側の
光コネクタ（図５の５１参照）と接合するもので、接合端面４０ａから反対側の端面に向
けて一対のガイド孔４０ｂがフェルール４０の内部に形成されている。このガイド孔４０
ｂには、相手側コネクタと位置合わせして固定するためのガイドピンが挿入される。
【００３６】
　＜微量検体検出用センサ１０とセンサ内蔵針２０の形成方法＞
　図３（ａ）～（ｄ）及び図４（ｅ），（ｆ）は、上記した微量検体検出用センサ１０と
これを内蔵したセンサ内蔵針２０の形成方法を示した工程図である。
【００３７】
　まず、適当な長さに切断した束状のＰＣＦの端面を纏めて機械的に研磨し（図３（ａ）
）、研磨したＰＣＦの端面に全反射膜１０ｃを真空蒸着法等により形成する（図３（ｂ）
）。
【００３８】
　次にプラスチッククラッド１０ｂの不用部分の除去を行う（図３（ｃ））。この工程で
は、例えば、熱硫酸を用いた酸化処理、有機溶剤を用いた膨潤剥離処理、あるいは熱風を
用いた加熱蒸発処理のいずれか又は組み合わせを用いて、クラッド１０ｂの不用部分を選
択的に除去して、センサ部分となる石英コア１０ａを露出させる。
【００３９】
　クラッド１０ｂの不用部分を除去した後は、露出した石英コア１０ａの表面に検査用試
薬１０ｄをコーティングすれば（図３（ｄ））、微量検体検出用センサ１０が得られる。
【００４０】
　検査用試薬１０ｄは、検査対象ごとに定まっているが、血液試料等の検体と反応した際
に、反射光の強度により検査対象の成分が検出可能なものであれば、その種類を限定する
ものではない。例えば、検査対象がＨｂＡｌｃや抗原、抗体類であれば、対応する抗体又
は抗原を検査用試薬１０ｄとしてコーティングすることになるし、また治療薬物濃度のモ
ニタリングであれば、対象となる薬物用の試薬を検査用試薬１０ｄとしてコーティングす
ることになる。また、細菌を検査対象とする場合は、ＤＮＡを検査用試薬１０ｄとして用
いることも可能である。
【００４１】
　また、検査用試薬１０ａのコーティング方法としては、センサ部分の石英コア１０ａが
露出した状態のＰＣＦを束状にしたまま試薬の溶液中に浸漬する方法、センサ部分の石英
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コア１０ａに直接塗布する方法、あるいは液状化した試薬を噴霧する方法などが挙げられ
る。コーティングした後は、自然乾燥又は熱風乾燥等により固形化することが望ましいが
、石英コア１０ａに固定可能であればペースト状であっても構わない。
【００４２】
　このようにして得られた微量検体検出用センサ１０のセンサ部分を管状細径針２０ａの
管内に挿入し（図４（ｅ））、微量検体検出用センサ１０の導光部前端面と管状細径針２
０ａの後端面とを接合すれば、図４（ｆ）に示すようなセンサ内蔵針２０が得られる。こ
の接合方法は、例えばアーク放電やレーザーによる融着、又は適宜の接着材料による接着
により接合することができる。
【００４３】
　なお、本実施形態では、微量検体検出用センサ１０のセンサ部分のみを管状細径針２０
ａの管内に挿入したが、微量検体検出用センサ１０の導光部分（クラッド１０ｂ）も挿入
するような構造であってもよい。また、微量検体検出用センサ１０は、管状細径針２０ａ
の内部にあれば針の中心に位置する必要はないし、針と完全に平行でなくても良い。
【００４４】
　＜微量検体検査システムの構成＞
　図５は、図１に示した検体採取用器具が装着される微量検体検査システムの概略の構成
図である。
【００４５】
　この微量検体検査システム５０は、図１で説明した検体採取用器具のフェルール４０が
着脱自在に装着される光コネクタ５１を有し、この光コネクタ５１から引き出された光フ
ァイバ５２がファイバカプラ５３で分岐されて光源５４と受光器５５に接続されている。
光源５４はＬＥＤ等の発光素子で、また受光器５５は、フォトセンサ等の受光素子で適宜
に構成される。
【００４６】
　光源５４は、光ファイバ５２に一定の光量の光を出力し、受光器５５は、光ファイバ５
２を介して送られてきた光の強度情報を電気信号に変換する。光源５４及び受光器５５は
、コンピューター等で構成される分析・制御装置５６に電気的に接続されている。分析・
制御装置５６は、光源５４の発光タイミングや発光強度を制御すると共に、受光器５５の
出力信号を分析して、その分析結果である情報をモニタ５７に表示するように構成されて
いる。
【００４７】
　＜血液検査時の動作＞
　まず使用者は、上述した本実施形態の検体採取用器具（図１及び図２参照）を使用して
、検査対象者の皮下から採血を試みる。この時、使用者は、検査対象者の皮膚に検体採取
用器具の管状細径針２０ａを窄刺する前に、手の指で検体採取用器具の弾性部材３０ｂを
押圧して、弾性部材３０ｂをハウジング部３０内の空間にせり出すようにする。そして、
この状態を維持して、検査対象者の皮膚に検体採取用器具の管状細径針２０ａを窄刺し、
その後、使用者が押圧されている弾性部材３０ｂから指を離すことによりハウジング部３
０内が瞬間的に減圧下におかれるので、検査対象者の血液試料は管状細径針２０ａの先端
開口部２０ｂから検体採取用器具の内部へ素早く吸引される。
【００４８】
　その結果、血液試料は、管状細径針２０ａの管内を通って、その内壁と微量検体検出用
センサ１０のセンサ部との間の空隙へと導かれ、センサ部表面にコーティングされた血液
検査用試薬１０ｄに接触し、反応が開始される。
【００４９】
　その後、使用者は、血液試料が採取された検体採取用器具を図５に示す検査システム５
０に装着する。これは、検体採取用器具のフェルール４０の部分を検査システム５０の光
コネクタ５１に装着することで行われる。すなわち、検体採取用器具のフェルール４０の
部分を光コネクタ５１に導入すると、光コネクタ５１のガイドピンがフェルール４０のガ
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イド孔４０ｂ挿入され、フェルール４０の接合端面４０ａが光コネクタ５１の接合端面に
位置決めされて固定される。
【００５０】
　このように検体採取用器具を検査システム５０に装着した状態で、使用者は、分析・制
御装置５６の操作部において、光源５４の発光操作を行う。これによって、光源５４より
光ファイバ５２へ入射された光は、ファイバカプラ５３を経由して、エバネッセント光セ
ンサで構成された微量検体検出用センサ１０に到達する。そして、センサ部分の先端に形
成された全反射膜１０ｃで反射した光は、再びセンサ部分を通過してファイバカプラ５３
に至る。ファイバカプラ５３で分割された光は、受光器５５に入射して光の強度情報が電
気信号に変換される。
【００５１】
　エバネッセント光センサは、光が伝搬する領域の周辺にわずかに染み出しているエバネ
ッセント光に生じる変化を光の強度変化として捕らえるセンサである。したがって、血液
検査用試薬１０ｄの反応状態がエバネッセント光に変化をもたらし、それが光の強度変化
として検出される。
【００５２】
　分析・制御装置５６は、受光器５５の出力信号を分析して、その分析結果である情報を
モニタ５７に表示する。このようにして、血液試料中の検査対象成分を検出し、その量的
情報等を表示して使用者に提供することができる。
【００５３】
　本実施形態では次のような利点を有する。
【００５４】
　（１）微量検体検出用センサ１０のセンサ部を管状細径針２０ａ内に固定するように構
成したので、皮下より吸引した血液試料を余分な経路を経ることなしに直接センシングす
ることが可能となり、器具の壁面に付着するなどして無駄となる血液試料の量が大幅に減
少する。
【００５５】
　（２）微量検体検出用センサ１０をエバネッセント光センサで構成し、そのセンサ部の
先端に全反射膜１０ｃを形成したので、センサ部分を光が２回通過する。そのため、セン
サ部分の長さは通常（透過型）の半分で済み、且つセンサ部の外径を１０μｍ程度とした
ので、既存のセンサに比べて十分小さく構成でき、センサ部に接触させる血液試料の量を
少なくすることができる。
【００５６】
　（３）微量検体検出用センサ１０をエバネッセント光センサで構成したので、使用する
試薬の種類に応じてセンサ部の長さを調節するなどしてエバネッセント光の量を適切に設
定することにより、センサ感度を向上させることができるため、少ない血液試料でも正確
にセンシングすることができる。
【００５７】
　（４）上記（１），（２），（３）で説明したように、血液試料の必要最低量を低減す
ることができるので、直径１００μｍ以下の管状細径針２０ａを採血針として使用するこ
とができる。すなわち、採血時に痛点の間隔（１００μｍ）以下の細い針で皮膚を窄刺す
ることができるので、検査対象者は無痛で採血を行うことができる。
【００５８】
　（５）直径１００μｍ以下の管状細径針内に直径１０μｍ程度のセンサ部が固定されて
いるため、管状細径針２０ａの内壁とセンサ部との間の空隙を十分広くとることができる
ので、多くの血球類の流通を妨げることなく、血液試料をセンサ部表面上の試薬１０ｄ全
体に支障なく接触させることができる。
【００５９】
　（６）検体検査システム５０に、使い捨てタイプの検体採取用器具を装着して採取した
検体の分析を光の強度で行うようにしたので、採取した検体をシステム内に持ち込む必要



(9) JP 4312559 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

がなく、迅速且つ正確に検体の分析を行うことができると共に、システムの構成を簡素化
することができる。
【００６０】
［第２実施形態］
　図６は、本発明の第２実施形態に係る検体採取用器具の構成を示す断面図であり、図１
と共通の要素には同一の符合を付し、その説明を省略する。
【００６１】
　第２実施形態の検体採取用器具が上記第１実施形態と異なる点は、３種類の検査項目に
対応して３つの微量検体検出用センサ１０－１，１０－２，１０－３を用意し、その各セ
ンサ部を、当該検体採取用器具の管状針部内に同軸上に挿入固着してセンサ内蔵針を構成
したものである。各センサ部分の石英コア１０ａ－１，１０ａ－２，１０ａ－３には、３
種類の検査項目に対応した試薬１０ｄ－１，１０ｄ－２，１０ｄ－３がそれぞれコーティ
ングされている。
【００６２】
　また、管状針部の内部構造が第１実施形態とは異なり、管状針部の先端部２０ａは直径
１００μｍ以下の管状細径針で構成され、センサ部分の挿入されている部分２２は先端部
よりも大きい径で構成されている。
【００６３】
　本実施形態によれば、一度の採血で３つの検査項目を同時にセンシングすることができ
る。なお、血液試料の量が必要分確保される限り、３つ以上の検査項目を同時にセンシン
グすることも可能である。
【００６４】
［変形例］
　（１）本発明の検体採取用器具は、上記第１及び第２実施形態で説明したような医療用
途だけではなく、環境計測用としても応用が可能である。この場合、採取する検体が血液
のような粘性のない気体等であることも想定されるので、図７に示すように、図１の検体
採取用器具において、検体吸引機構を省いた構造とすることも可能である。
【００６５】
　（２）フェルール４０の接合端面４０ａは、図８に示すように、光の進行方向に対して
適宜の角度θ（例えばθ＝８°）で傾斜加工がなされている構造であってもよい。このよ
うにフェルール４０の接合端面４０ａに傾斜をつけることによって、フェルール４０の接
合端面４０ａが検査システム５０側の光コネクタ５１の接合端面に位置決め固定されると
きに両接合面で生ずる反射を防止することができる。
【００６６】
　また、上記第１及び第２実施形態では、光の強度を検出しこれを分析する構成としたが
、これに限定されず、例えば光の位相や、スペクトル、分散スペクトルなどを検出し分析
するように構成することも可能である。
【００６７】
　さらに、上記第１及び第２実施形態では、光ファイバ型センサとして、エバネッセント
光センサを使用したが、例えば表面プラズモンセンサであっても構わない。表面プラズモ
ンセンサを使用した場合には、センサ部分を小さく構成することができるので、検体の採
取量をより少なくすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る検体採取用器具の構成を示す断面図である。
【図２】図１に示した検体採取用器具の概略外観図である。
【図３】微量検体検出用センサ１０の形成方法を示した工程図である。
【図４】センサ内蔵針２０の形成方法を示した工程図である。
【図５】図１に示した検体採取用器具が装着される微量検体検査システムの概略の構成図
である。
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【図６】本発明の第２実施形態に係る検体採取用器具の構成を示す断面図である。
【図７】本発明の一応用例を示す図である。
【図８】本発明の他の応用例を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
１０　微量検体検出用センサ
２０　センサ内蔵針
３０　ハウジング部
４０　フェルール
５０　微量検体検査システム
１０ａ　石英コア
１０ｂ　プラスチッククラッド
１０ｃ　全反射膜
１０ｄ　試薬コーティング層
２０ａ　管状針部
２０ｃ　第２の孔
３０ｃ　第１の孔
３０ｂ　弾性部材
４０ａ　接合端面
４０ｂ　ガイド孔
５１　光コネクタ
５２　光ファイバ
５３　ファイバカプラ
５４　光源
５５　受光器
５６　分析・制御装置
５７　モニタ
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              特表２０００－５０４２３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３８４６４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／１４５　－５／１５７
              Ｇ０１Ｎ　　２１／２７　　　　
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