
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が閉じ他端に開口部を有する筒状の収容部と、前記開口部を閉じる蓋部と、前記収
容部の上部外周部に形成された第１のＲＦＩＤタグを挿入可能な差込部と、該差込部に挿
入された前記第１のＲＦＩＤタグとを備える元検体用検体容器及び分注検体用検体容器と
、
　前記元検体用検体容器の前記収容部に挿入された分注ヘッドにより元検体の一部を吸引
し、前記分注検体用検体容器の前記収容部に挿入された前記分注ヘッドにより前記元検体
の一部を吐出する分注装置と、
　複数本の前記分注検体用検体容器を収容し、収容された該分注検体用検体容器の各々

検体指示情報
を記憶する第２のＲＦＩＤタグにより構成される検体指示情報記憶手段を有する検体ラッ
クと、
　を備える分注システムにおいて、

　前記分注ヘッドに 前記第１のＲＦＩＤタグに対して情報の送受信を行うため
の第１のアンテナ 、
　前記分注ヘッドを前記元検体用検体容器内に挿入した際に、前記第１のアンテナを介し
て前記元検体用検体容器に備えられている前記第１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体
情報を受信する受信手段と、
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　前記分注装置は、
設けられた

と



　前記分注ヘッドを前記分注検体用検体容器内に挿入した際に、前記第１のアンテナを介
して前記分注検体用検体容器に備えられている前記第１のＲＦＩＤタグに検体情報を送信
する送信手段と、

　分注する必要のあるすべての検体について、分注処理が終了した場合に、前記第２のＲ
ＦＩＤタグに対して、 の送信を行なうため
の第２のアンテナと
　を備えることを特徴とする分注システム。
【請求項２】
　前記第２のＲＦＩＤタグは、電磁誘導方式のＲＦＩＤタグにより構成されることを特徴
とする請求項１記載の分注システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、血液、血漿、血清等の検体を収容する試験 用いた分注システムに関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、血液、血漿、血清等の検体を収容する検体容器は、検体の検査等を行う検査機関に
搬送され、検査機関において受付処理が行われた後に検体ラックに収容されて保管される
。即ち、まず、受付処理、例えば、検査機関に搬送された検体を収容した検体容器に、検
体番号、受付日等を含む検体情報を記載したラベル等の貼り付けが行われる。次に、受付
処理が行われた検体は、検体ラックに収容され、例えば、ラックの収容部の位置番号とそ
のラックに保管されている検体の検体情報等を関連付ける（紐付ける）ことによって検体
指示情報が作成され、この検体指示情報に基づいて検体の保管が行われると共に検体の検
査等が行われる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平８－２８５８５５号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
検体の検査が指示された場合には、検体指示情報に基づいて、必要な検体が検体ラックか
ら抜き取られ、分注が行われ、分注された検体を用いて検査が行われる。この場合には、
分注された検体に関する検体情報が記載されたラベルを分注された検体が収容されている
検体容器に貼り付け等する必要があり多大な労力を必要としていた。
【０００５】
　この発明の課題は、分注された検体に関する識別情報を容易に付与することができる試
験 用いた分注システムを提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の分注システムは、一端が閉じ他端に開口部を有する筒状の収容部と、前
記開口部を閉じる蓋部と、前記収容部の上部外周部に形成された第１のＲＦＩＤタグを挿
入可能な差込部と、該差込部に挿入された前記第１のＲＦＩＤタグとを備える元検体用検
体容器及び分注検体用検体容器と、前記元検体用検体容器の前記収容部に挿入された分注
ヘッドにより元検体の一部を吸引し、前記分注検体用検体容器の前記収容部に挿入された
前記分注ヘッドにより前記元検体の一部を吐出する分注装置と、複数本の前記分注検体用
検体容器を収容し、収容された該分注検体用検体容器の各々

検体指示情報を記憶する第２のＲＦＩＤ
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　分注を行なった前記分注検体用検体容器の前記検体ラック上の位置情報と、該分注検体
用検体容器の前記第１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体情報とを紐付けた検体指示情
報を記憶する記憶部と、

前記記憶部に記憶されている前記検体指示情報

管を

管を

の位置情報と該分注検体用検
体容器に分注された検体の検体情報とを紐付けた



タグにより構成される検体指示情報記憶手段を有する検体ラックと、を備える分注システ
ムにおいて、 前記分注ヘッドに 前記第１のＲＦＩＤタグに対
して情報の送受信を行うための第１のアンテナ 、前記分注ヘッドを前記元検体用検体容
器内に挿入した際に、前記第１のアンテナを介して前記元検体用検体容器に備えられてい
る前記第１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体情報を受信する受信手段と、前記分注ヘ
ッドを前記分注検体用検体容器内に挿入した際に、前記第１のアンテナを介して前記分注
検体用検体容器に備えられている前記第１のＲＦＩＤタグに検体情報を送信する送信手段
と、

分注する必要のあるすべての検体について、分注処理が終了し
た場合に、前記第２のＲＦＩＤタグに対して、

の送信を行なうための第２のアンテナとを備えることを特徴とする。
【００１４】
　この請求項１記載の分注システムによれば、分注ヘッドを元検体用検体容器内に挿入し
元検体の一部を吸引する際に、第１のアンテナを介して元検体用検体容器に備えられてい
る第１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体情報を受信し、分注ヘッドを分注検体用検体
容器内に挿入し吸引した元検体を吐出する際に、第１のアンテナを介して分注検体用検体
容器に備えられている第１のＲＦＩＤタグに検体情報を送信する。従って、分注処理を行
うのと同時に分注された検体の検体情報を確実に第１のＲＦＩＤタグに書き込むことがで
きる。また、複数本の分注検体用検体容器を収容し、収容された分注検体用検体容器の各
々 検体指示
情報を記憶する第２のＲＦＩＤタグにより構成される検体指示情報記憶手段を有する検体
ラックを備え、分注処理が終了した場合に、

第２のＲＦＩＤタグに書
き込んでいるため、検体ラックに収容されている分注検体用検体容器に収容されている検
体の検体指示情報を、検体と一体としてラック単位で管理することができる。
【００１６】
　また、請求項 記載の分注システムは、前記第２のＲＦＩＤタグが電磁誘導方式のＲＦ
ＩＤタグにより構成されることを特徴とする。
【００１７】
　請求項 記載の分注システムによれば、第２のＲＦＩＤタグが電磁誘導方式であるため
記憶容量が大きく、検体ラックの各収容部に収容されている検体の検体指示情報を一つの
第２のＲＦＩＤタグに記憶させることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態に係る試験管について説明する。図１は、
この発明の実施の形態に係る試験管の外観図である。この試験管２は、一端が閉じ他端に
開口部を有する円筒状の収容部４と、開口部を閉じる蓋部６とを備えている。また、収容
部４の上部、即ち蓋部６の下縁に沿った位置に、ＲＦＩＤタグ（第１のＲＦＩＤタグ）１
０を挿入可能な差込部８が設けられている。この差込部８は、ＲＦＩＤタグ１０を収容部
８の外周部に沿って挿入可能な挿入口８ａを有する。このＲＦＩＤタグ１０には、試験管
２に収容された検体の検体情報（受付日、検体ＩＤ）等が記憶されている。
【００１９】
ここで、ＲＦＩＤタグは、記憶されている情報の読み取り及び書き換えを非接触で行うこ
とができる自動認識タグである。このＲＦＩＤタグには、電磁誘導作用を利用した電磁結
合方式、静電気による誘導作用を利用した静電結合方式、電磁誘導を利用した電磁誘導方
式、マイクロ波帯の電波を利用したマイクロ波方式及び赤外線等の光を利用した光方式等
が存在する。
【００２０】
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前記分注装置は、 設けられた
と

分注を行なった前記分注検体用検体容器の前記検体ラック上の位置情報と、該分注検
体用検体容器の前記第１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体情報とを紐付けた検体指示
情報を記憶する記憶部と、

前記記憶部に記憶されている前記検体指示
情報

の位置情報と該分注検体用検体容器に分注された検体の検体情報とを紐付けた

記憶部に記憶されている分注を行なった分注
検体用検体容器の前記検体ラック上の位置情報と、該分注検体用検体容器の第１のＲＦＩ
Ｄタグに記憶されている検体情報とを紐付けた検体指示情報を、

２

２



ＲＦＩＤタグ１０には、マイクロ波方式のＲＦＩＤタグが用いられる。このマイクロ波方
式のＲＦＩＤタグは、２．４５ＧＨｚ帯のマイクロ波を利用して情報の送受信を行う。こ
のマイクロ波方式のＲＦＩＤタグは、２．４５ＧＨｚという非常に高い周波数を使用して
いるため、外来ノイズ（雑音）による通信の影響を受けにくいという特性を有する。
【００２１】
更に、ＲＦＩＤタグは、使用形態に応じて様々な形状、例えば、ラベル形、コイン形、カ
ード形等にすることができる。このうち、ＲＦＩＤタグ１０にはラベル形が用いられてい
る。
【００２２】
図２は、試験管２の差込部８にＲＦＩＤタグ１０を差し込む状態を説明するための図であ
る。図２（ａ）に示す試験管２の差込部８の挿入口８ａに、図２（ｂ）に示すように、ラ
ベル状のＲＦＩＤタグ１０の一端を挿入し、ＲＦＩＤタグ１０を差込部８内に押し込む。
図２（ｃ）に試験管２の差込部８にＲＦＩＤタグ１０を装着した状態を示す。
【００２３】
図３は、試験管２の差込部８からＲＦＩＤタグ１０を取り外す状態を説明するための図で
ある。図３（ａ）に示す差込部８に装着されたＲＦＩＤタグ１０の一端を、図３（ｂ）に
示すように引き出し、図３（ｃ）に示すように、試験管２の差込部８からＲＦＩＤタグ１
０を取り外す。
【００２４】
この実施の形態にかかる試験管２によれば、検体情報を記憶するＲＦＩＤタグ１０を挿入
可能な差込部８を有するため、試験管２の使用が終了した場合には、ＲＦＩＤタグ１０を
差込部８から取り外し再利用することができる。従って、検査等に用いるＲＦＩＤタグ付
試験管のコストの低減を図ることができる。
【００２５】
また、この実施の形態にかかる試験管２によれば、差込部８が収容部４の上部外周部に設
けられているため、ＲＦＩＤタグ１０を装着した時においても、試験管２の収容部４に収
容された検体の状態を容易に確認することができる。
【００２６】
また、この実施の形態にかかる試験管２によれば、差込部８がＲＦＩＤタグ１０を収容部
４の外周部に沿って挿入可能な挿入口８ａを有するため、装置により又は、手作業により
ＲＦＩＤタグ１０を差込部８に容易に装着し又は取り外すことができる。
【００２７】
また、この実施の形態にかかる試験管２の差込部８にＲＦＩＤタグ１０が差し込まれた場
合には、試験管２に収容された検体と該検体の検体情報を一体として管理し、取り扱うこ
とができる。
【００２８】
次に、この発明の実施の形態にかかる試験管を用いた分注システムについて説明する。図
４は、実施の形態にかかる分注システムの概略構成図である。この分注システムは、分注
装置２０により元検体用検体容器２２に収容されている検体を、検体ラック２４に収容さ
れている分注検体用検体容器２６に分注するものである。
【００２９】
分注装置２０は、水平方向及び垂直方向に移動可能な分注ヘッド２０ａを有しており、分
注ヘッド２０ａには、元検体用検体容器２２に備えられているＲＦＩＤタグ（第１のＲＦ
ＩＤタグ）２２ａ及び分注検体用検体容器２６に備えられているＲＦＩＤタグ（第１のＲ
ＦＩＤタグ）２６ａとの間で情報の送受信を行うためのアンテナ（第１のアンテナ）２０
ｂが設けられている。
【００３０】
ここでアンテナ２０ｂは、リング状の形状を有しており、分注ヘッド２０ａの先端部近傍
に設けられている。なお、アンテナ２０ｂには、元検体用検体容器２２又は分注検体用検
体容器２６に分注ヘッド２０ａが挿入されたときに、元検体用検体容器２２又は分注検体
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用検体容器２６に設けられているＲＦＩＤタグとの間で情報の送受信が可能となるように
通信距離を調整するための形状（例えば、所定の幅を有するリング状の形状）が付与され
ている。また、分注装置２０には、検体ラック２４に備えられているＲＦＩＤタグ（第２
のＲＦＩＤタグ）２４ａ、即ち検体指示情報記憶手段との間で情報の送受信を行うための
アンテナ（第２のアンテナ）２０ｃが設けられている。
【００３１】
元検体用検体容器２２は、図１に示す試験管により構成されており、ＲＦＩＤタグ２２ａ
には、元検体用検体容器２２に収容されている検体の検体情報（受付日、検体ＩＤ）が記
憶されている。また、分注検体用検体容器２６は、図１に示す試験管により構成されてお
り、ＲＦＩＤタグ２６ａには、分注検体用検体容器２６に収容される検体の検体情報が記
憶される。
【００３２】
検体ラック２４には、ＲＦＩＤタグ２４ａが備えられている。このＲＦＩＤタグ２４ａに
は、電磁誘導方式のＲＦＩＤタグが用いられる。この電磁誘導方式のＲＦＩＤタグは、主
に２５０ＫＨｚ以下、あるいは１３．５６ＭＨｚ帯の長・中波長の電磁波を利用する。電
磁誘導方式のＲＦＩＤタグのアンテナとしてはコイルを用い、２つのコイルの誘導磁束に
よる誘起電圧を利用して情報の送受信を行う。この電磁誘導方式のＲＦＩＤタグには、記
憶できる情報量が数バイトのものから数百バイトのものまで存在する。このＲＦＩＤタグ
２４ａにはラベル形又はカード形が用いられる。このＲＦＩＤタグ２４ａには、検体ラッ
ク２４に収容される分注検体に関する検体指示情報が記憶される。
【００３３】
図５は、分注装置２０のブロック構成図である。この分注装置２０は、分注装置の全体を
制御する制御部３０を備えている。この制御部３０には、分注ヘッド２０ａの駆動制御を
行う分注ヘッド駆動部３２及び検体の吸引、吐出を行うためのポンプ３４が接続されてい
る。
【００３４】
また、制御部３０には、ＲＦＩＤタグ２２ａ又はＲＦＩＤタグ２６ａとの間で情報の読み
取り書き込みを行う第１タグ読取書込装置３６を介してアンテナ２０ｂが接続されており
、また、ＲＦＩＤタグ２４ａとの間で情報の読み取り書き込みを行う第２タグ読取書込装
置３８を介してアンテナ２０ｃが接続されている。更に検体情報等を記憶する記憶部４０
が接続されている。
【００３５】
次に、図６のフローチャートを参照して実施の形態に係る検体の分注処理について説明す
る。まず、図７（ａ）に示すように、制御部３０からの制御信号に基づいて、分注ヘッド
駆動部３２により分注ヘッド２０ａを駆動し、元検体用検体容器２２上に移動させ、更に
元検体用検体容器２２の収容部内に分注ヘッド２０ａを挿入する（ステップＳ１０）。
【００３６】
分注ヘッド２０ａが元検体用検体容器２２の収容部内に挿入されると、アンテナ２０ｂに
より、元検体用検体容器２２に備えられているＲＦＩＤタグ２２ａから送信される検体情
報を受信し、第１タグ読取書込装置３６により検体情報を読み取る（ステップＳ１１）。
そして、この読み取った検体情報を記憶部４０に記憶する（ステップＳ１２）。次に、制
御部３０からの制御信号に基づいて、ポンプ３４により元検体用検体容器２２に収容され
ている元検体を必要量だけ吸引する。
【００３７】
次に、図７（ｂ）に示すように、制御部３０からの制御信号に基づいて、分注ヘッド駆動
部３２により分注ヘッド２０ａを駆動し、検体ラック２４に収容されている所定の分注検
体用検体容器２６上に移動させ、更に分注検体用検体容器２６の収容部内に分注ヘッド２
０ａを挿入する（ステップＳ１４）。
【００３８】
分注ヘッド２０ａが分注検体用検体容器２６の収容部内に挿入されると、第１タグ読取書
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込装置３６を介してアンテナ２０ｂにより、分注検体用検体容器２６に備えられているＲ
ＦＩＤタグ２６ａに対して、記憶部４０に記憶されている元検体の検体情報を送信し、Ｒ
ＦＩＤタグ２６ａに対して検体情報を書き込む（ステップＳ１５）。次に、制御部３０か
らの制御信号に基づいて、ポンプ３４を制御し分注検体用検体容器２６内に吸引した検体
を吐出する（ステップＳ１６）。
【００３９】
次に、分注を行った分注検体用検体容器２６の検体ラック２４上の位置情報と、この分注
検体用検体容器２６のＲＦＩＤタグ２６ａに書き込まれた検体情報を結び付けた（紐付け
た）検体指示情報を作成し、記憶部４０に記憶する（ステップＳ１７）。そして、分注す
る必要のあるすべての検体について分注が終了したか否かの判断を行い（ステップＳ１８
）、まだ分注すべき検体が残っている場合には、ステップＳ１０に戻って、次の検体の分
注処理を行う（ステップＳ１０～ステップＳ１７）。
【００４０】
ステップＳ１８において、分注する必要のあるすべての検体について、分注処理が終了し
たと判断された場合には、分注検体用検体容器２６が収容されている検体ラック２４のラ
ック番号と、この検体ラック２４に収容されている検体の検体指示情報を記憶部４０から
読み出し、検体ラック２４に備えられているＲＦＩＤタグ２４ａに書き込む。即ち、第２
タグ読取書込装置３８を介してアンテナ２０ｃからＲＦＩＤタグ２４ａに対して検体指示
情報を送信し、ＲＦＩＤタグ２４ａに対して検体指示情報を書き込む（ステップＳ１９）
。
【００４１】
この実施の形態にかかる分注システムによれば、分注ヘッド２０ａを元検体用検体容器内
２２に挿入し元検体の一部を吸引する際に、アンテナ２０ｂを介して元検体用検体容器に
備えられているＲＦＩＤタグ２２ａに記憶されている検体情報を受信し、分注ヘッド２０
ａを分注検体用検体容器内２６に挿入し吸引した元検体を吐出する際に、アンテナ２０ｂ
を介して分注検体用検体容器２６に備えられているＲＦＩＤタグ２６ａに検体情報を送信
する。従って、分注処理を行うのと同時に分注された検体の検体情報を確実にＲＦＩＤタ
グ２６ａに書き込むことができる。
【００４２】
また、検体ラック２４に、該検体ラック２４に収容されている分注検体用検体容器２６に
関する検体指示情報を記憶するＲＦＩＤタグ２４ａを備えるため、検体ラックに収容され
ている分注検体用検体容器に収容されている検体の検体情報を検体と一体としてラック単
位で管理することができる。更に、ＲＦＩＤタグ２４ａが電磁誘導方式であるため記憶容
量が大きく、検体ラック２４の各収容部に収容されている検体の検体指示情報を一つのＲ
ＦＩＤタグに記憶させることができる。
【００４３】
なお、上述の実施の形態においては、検体情報として受付日及び検体ＩＤを元検体用検体
容器に備えられているＲＦＩＤタグ２２ａ及び分注検体用検体容器２６に備えられている
ＲＦＩＤタグ２６ａに記憶させているが、更に、検査項目名、検査材料名、患者名、性別
、年齢、病院名、カルテ番号等を記憶させるようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
この発明の試験管によれば、検体情報を記憶する第１のＲＦＩＤタグを挿入可能な差込部
を有するため、試験管の使用が終了した場合には、第１のＲＦＩＤタグを差込部から取り
外し再利用することができる。また、差込部が収容部の上部外周部に設けられているため
、第１のＲＦＩＤタグを装着した時においても、試験管の収容部に収容された検体の状態
を容易に確認することができる。更に、差込部が第１のＲＦＩＤタグを収容部の外周部に
沿って挿入可能な挿入口を有するため、装置により又は、手作業により第１のＲＦＩＤタ
グを差込部に容易に装着し又は取り外すことができる。また、試験管に収容された検体と
該検体の検体情報を一体として管理することができる。
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【００４５】
また、この発明の分注システムによれば、分注ヘッドを元検体用検体容器内に挿入し元検
体の一部を吸引する際に、第１のアンテナを介して元検体用検体容器に備えられている第
１のＲＦＩＤタグに記憶されている検体情報を受信し、分注ヘッドを分注検体用検体容器
内に挿入し吸引した元検体を吐出する際に、第１のアンテナを介して分注検体用検体容器
に備えられている第１のＲＦＩＤタグに検体情報を送信する。従って、分注処理を行うの
と同時に分注された検体の検体情報を容易に第１のＲＦＩＤタグに書き込むことができる
。また、検体ラックに収容されている分注検体用検体容器に収容されている検体の検体指
示情報を検体と一体としてラック単位で管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態に係る試験管の外観図である。
【図２】この発明の実施の形態に係る試験管にＲＦＩＤタグを装着する状態を示す図であ
る。
【図３】この発明の実施の形態に係る試験管からＲＦＩＤタグを取り外す状態を示す図で
ある。
【図４】この発明の実施の形態に係る分注システムの概略構成を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態に係る分注システムのブロック構成図である。
【図６】この発明の実施の形態に係る分注システムによる分注処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図７】この発明の実施の形態に係る分注システムによる分注処理を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
２…試験管、４…収容部、６…蓋部、８…差込部、８ａ…挿入口、１０…ＲＦＩＤタグ、
２０…分注装置、２０ａ…分注ヘッド、２０ｂ，２０ｃ…アンテナ、２２…元検体用検体
容器、２４…検体ラック、２４ａ…ＲＦＩＤタグ、２６…分注検体用検体容器、３０…制
御部、３２…分注ヘッド駆動部、３４…ポンプ、３６…第１タグ読取書込装置、３８…第
２タグ読取書込装置、４０…記憶部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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