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(57)【要約】
【課題】本発明は、被検者に痛みを与えずに、鼻腔や咽喉等から検査に充分な量の粘液等
の生物学的検体を一定量で安定して採取でき、さらに採取した検体の放出効率の高い生物
学的検体採取用スワブを提供する。また、この様な生物学的検体採取用スワブの製造方法
を提供する。
【解決手段】軸部と、軸部の端にタスラン加工を行った繊維によって形成された綿球部を
有する生物学的検体採取用スワブを提供する。また、軸部の端にタスラン加工を行った繊
維を取り付けることによって綿球部を形成することを特徴とする生物学的検体採取用スワ
ブの製造方法を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部と、軸部の端にタスラン加工を行った繊維によって形成された綿球部を有する生物
学的検体採取用スワブ。
【請求項２】
　繊維が、ポリアミド及び／又はポリエステルである請求項１に記載の生物学的検体採取
用スワブ。
【請求項３】
　綿球部が、タスラン加工を行った繊維によって編まれた布により形成された綿球部であ
る請求項１又は２に記載の生物学的検体採取用スワブ。
【請求項４】
　軸部の端にタスラン加工を行った繊維を取り付けることによって綿球部を形成すること
を特徴とする生物学的検体採取用スワブの製造方法。
【請求項５】
　綿球部を形成する方法が、タスラン加工を行った繊維によって編まれた布を軸部に取り
付ける方法である請求項４に記載の生物学的検体採取用スワブの製造方法。
【請求項６】
　綿球部を形成する方法が、タスラン加工を行った繊維によって編まれた１枚の布を２つ
折りにして、一方の面と他方の面で軸部を挟み込み、その後に布を溶着し、打ち抜いて綿
球部の形状とする方法である請求項４又は５に記載の生物学的検体採取用スワブの製造方
法。
【請求項７】
　タスラン加工を行った繊維によって編まれた布同士を溶着する方法が、超音波を用いる
方法である請求項６に記載の生物学的検体採取用スワブの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生物学的検体の採取用スワブ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　臨床及び診断分析の分野においては、生物学的検体を採取するためにスワブが用いられ
ている。この様な生物学的検体の採取用スワブは、ある程度の長さの軸部を有し、その一
方の末端に、天然繊維や合成繊維等の繊維によって検体採取部が形成されている。
【０００３】
　例えば、インフルエンザウイルスなどの感染を調べる場合、綿棒を用いて鼻腔や咽喉か
ら粘液を採取し、得られた粘液中のインフルエンザウイルスの有無を判定することで行わ
れてきた（特許文献１）。しかし、綿棒を生物学的検体の採取具として用いる場合、綿や
レーヨン等の親水性短繊維は親水性であることから吸水率が高く、回収した検体の放出量
が少ないという問題があった。そのため、最近では、ポリエステルのような疎水性の繊維
を用いたものも使用されるようになってきているが、疎水性繊維は吸水率が低いため検体
の採取量が小さいという問題があった。これらの問題を解決する手段として繊維の油分の
除去処理を行う技術が知られている（特許文献２）。また、検体の採取量を増加させるた
めに、綿部をフロック化する方法も知られている（特許文献３）。
【０００４】
　さらに、これまでの生物学的検体を採取するためのスワブは、多くが手作業によって生
産されてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００２－５０８１９３号公報
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【特許文献２】特許第３８４５０３７号公報
【特許文献３】特表２００７－５２３６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の生物学的検体の採取具は、いずれも検体の採取量が不安定であり、採取
した検体の放出効率も低く、さらには検体採取部の材質や形状によって被検者に痛みや不
快感を与えるといった問題があった。また、簡便かつ経済的に大量生産を行うことが困難
であるという問題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、被検者に痛みを与えずに、鼻腔や咽喉等から検査に充分な量の粘液等
の生物学的検体を一定量で安定して採取でき、さらに採取した検体の放出効率が高い生物
学的検体採取用スワブを提供することにある。また、この様な生物学的検体採取用スワブ
の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、軸部の端にタスラン加工を行った繊維によって形成された綿球部を有する
スワブを生物学検体の採取に使用することで上記課題を解決できることを見出し、本発明
を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、軸部と、軸部の端にタスラン加工を行った繊維によって形成され
た綿球部を有する生物学的検体採取用スワブを提供する。
【００１０】
　なお、前記の繊維はポリアミド及び／又はポリエステルであることが好ましい。
【００１１】
　また、前記の綿球部がタスラン加工を行った繊維によって編まれた布により形成された
綿球部であることが好ましい。
【００１２】
　なお、本発明では、軸部の端にタスラン加工を行った繊維を取り付けることによって綿
球部を形成することを特徴とする生物学的検体採取用スワブの製造方法についても提供す
る。
【００１３】
　なお、前記の綿球部を形成する方法が、タスラン加工を行った繊維によって編まれた布
を軸部に取り付ける方法であることが好ましい。
【００１４】
　また、前記の綿球部を形成する方法が、タスラン加工を行った繊維によって編まれた１
枚の布を２つ折りにして、一方の面と他方の面で軸部を挟み込み、その後に布を溶着し、
打ち抜いて綿球部の形状とする方法であることが好ましい。
【００１５】
　また、前記のタスラン加工を行った繊維によって編まれた布同士を溶着する方法が、超
音波を用いる方法であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の生物学的検体採取用スワブを用いることにより、被検者に痛みを与えることな
く、鼻腔や咽喉等から検査に充分な量の粘液等を一定量で安定して採取することができ、
さらに生物学的検体採取用スワブが検体の高い放出効率を有するため、臨床や診断分析の
分野において有効である。また、生物学的検体採取用スワブの製造方法により、簡便かつ
経済的に、生物学的検体採取用スワブを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】生物学的検体採取用スワブの一例を示す。
【図２】綿球部の形成方法の一例を示す。
【図３】回転テーブルの一例を示す。
【図４】軸部供給機の一例を示す。
【図５】生物学的検体採取用スワブの製造装置（全体像）の一例を示す。
【図６】生物学的検体採取用スワブの製造装置（全体像）の一例を示す。
【図７】圧縮試験器を示す。
【図８】スワブの荷重－変位曲線（１．５重量％ゼリーナ水溶液）を示す。
【図９】スワブの荷重－変位曲線（３．０重量％ゼリーナ水溶液）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜生物学的検体採取用スワブ＞
　本発明の生物学的検体採取用スワブは、軸部と、軸部の端にタスラン加工を行った繊維
によって形成された綿球部を有することを特徴とする。また、軸部の一端又は両端に綿球
部を有していて良い。なお、「生物学的検体採取用スワブ」を単に「スワブ」と称するこ
ともある。
【００１９】
　図１にて、本発明のスワブの一例について説明する。図１の（Ａ）は綿球部を形成させ
る前（綿球部を取り付ける前）のスワブを示しており、図１の（Ｂ）は綿球部を形成させ
た後（綿球部を取り付けた後）のスワブを示している。また、図１（Ａ）及び（Ｂ）の１
は柄を、２は軸部を、３は軸部の先端を、４は綿球部を示している。
【００２０】
［軸部］
　本発明のスワブにおける軸部は、持ちやすくするために柄を設けても良いし、設けなく
ても良い。また、柄は軸部と材質が異なっていてもよいが同一であることが好ましい。ま
た、その断面の形状は異なっていても同一であっても良い。
【００２１】
　前記の軸部には、一般的にスワブに用いられる材質(例えば、紙、木、金属、プラスチ
ック等)を用いることができる。その中でも、加工等の観点からプラスチックを用いるこ
とが好ましい。具体例としては、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエス
テル、ポリスチレン、ポリアミド、又はポリカーボネート等を挙げることができる。また
、軸部に柄を設ける場合、その材質は前記のプラスチックを用いることができる。
【００２２】
　前記の軸部は、後述の綿球部の取り付けの際や、スワブの滅菌操作の際に加熱すること
があるため、その加熱温度によっては融解しないものを材質として用いることが好ましい
。具体的な軸部の融点は、例えば、６０℃以上、より好ましくは８０℃以上、さらに好ま
しく１００℃以上である。また、軸部に柄を設ける場合も同様である。
【００２３】
　前記の軸部の形状は、特に限定されないが、例えば、その断面が、円形断面、三角形断
面、四角形断面、六角形断面、偏平形断面である。また、綿球部の取着性を向上するため
に、表面に凹凸を有する構造としても良いし、一部の太さを変えても良い。また、軸部に
柄を設ける場合も同様の形状であっても良いが、その断面が六角形断面であることが特に
好ましい。
【００２４】
　軸部の長さは特に制限されないが、例えば４０～２５０ｍｍ程度であることが好ましく
、より好ましくは６０～２００ｍｍ程度である。ここで、軸部の長さとは、綿球部を形成
させる前のスワブの全長を意味する。軸部の直径は特に制限されないが、例えば、０．２
～５．０ｍｍ程度であることが好ましく、より好ましくは０．５～２．５ｍｍ程度である
。ここで、軸部の直径とは軸部の断面における最も長い径のことを指す。
【００２５】
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　柄を設ける場合、その柄の長さは特に制限されないが、例えば３０～１５０ｍｍ程度で
あることが好ましく、より好ましくは５０～１００ｍｍ程度である。柄の直径は特に制限
されないが、例えば０．４～１０．０ｍｍ程度であることが好ましく、より好ましくは１
．０～６．０ｍｍ程度である。ここで、柄の直径とは柄の断面図における最も長い径のこ
とを指す。
【００２６】
［綿球部］
　本発明のスワブにおいて、綿球部はタスラン加工を行った繊維によって形成される（タ
スラン加工を行った繊維を取り付ける）ことを特徴とする。なお、前記の「タスラン加工
を行った繊維」を、単に「タスラン加工糸」と称することもある。
【００２７】
　タスラン加工糸は、芯糸と浮糸とを有する糸である。芯糸はタスラン加工糸の芯となる
糸を指し、タスラン加工糸は、芯糸の周りに浮糸が密に絡みつく構造を有する。本発明で
用いられるタスラン加工糸は、前記の構成を有するものであれば特に限定されないが、例
えば、特開２００５－２８１９１８に説明される手法によって作製されるものを用いても
良い。
【００２８】
　本発明における繊維は、タスラン加工を行うことが可能なものであれば特に制限されな
いが、例えば、ポリエステル、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリウレタン、アクリル、
レーヨン、炭素繊維、アルギネート、綿、絹等などが好ましい。この中でも、特に好まし
くはポリアミドやポリエステルが挙げられる。なお、これらを単独あるいは２種類以上を
混紡して使用してもよい。また、同じ種類の繊維によって形成された芯糸と浮糸とを用い
てタスラン加工糸を形成しても良いし、異なる種類の繊維によって形成された芯糸と浮糸
とを用いてタスラン加工糸を形成しても良い。
【００２９】
　前記の繊維からなる芯糸と浮糸は、十分な空隙率を確保することができる点で分割繊維
であることが好ましく、特にポリアミド及びポリエステルから形成される分割繊維である
ことが好ましい。
【００３０】
　検体を繊維の空隙に取り込み易くするために、繊維の油分を取り除いても良い。例えば
、繊維を洗剤で洗浄後、更に純水等で洗浄してこの洗剤を除去する方法や、繊維を超純水
で洗浄除去する方法が挙げられる。
【００３１】
　芯糸の太さは、例えば、繊維直径が０．０５～２０μｍ程度であり、好ましくは０．１
～１５μｍ程度、さらに好ましくは０．２～１０μｍ程度である。また、浮糸の太さは、
例えば、繊維直径が０．０５～２０μｍ程度であり、好ましくは０．１～１５μｍ程度、
さらに好ましくは０．２～１０μｍ程度である。綿球部の空隙を増やすためには細いフィ
ラメントであることが好ましい。
【００３２】
　なお、前記の綿球部を軸部に形成させる（取り付ける）方法としては、タスラン加工糸
を軸部にかたく巻付ける方法、タスラン加工糸自体を熱で溶着させる方法、紐等で縛る方
法、タスラン加工糸を布状にして軸部に取り付ける方法などが挙げられる。その中でも、
綿球部における空隙を広く取れる点で、タスラン加工糸を布状にして軸部に取り付ける方
法が好ましい。タスラン加工糸を布状にして軸部に取り付ける場合、接着剤を介しても良
いし介さなくても良い。なお、「タスラン加工糸を布状にしたもの」とは、「タスラン加
工を行った繊維によって編まれた布」を意味し、単に「タスラン加工布」と称することが
ある。
【００３３】
　タスラン加工布を、接着剤を介して軸部に取り付ける場合、タスラン加工布を取り付け
る場所は、軸部の先端（軸部に柄を設ける場合は、柄と反対側の軸部の先端）側であれば
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特に限定されないが、軸部の先端から、例えば５～２５ｍｍ、好ましくは８～１８ｍｍ、
さらに好ましくは１０～１５ｍｍの部分にホットメルト接着剤を塗布し、布の中心に先端
が配置されるように接着する様に取り付けることが好ましい。
【００３４】
　なお、タスラン加工布を軸部に取り付ける場合、用いられるタスラン加工布は１枚でも
良いし、２枚以上のタスラン加工布でもよいが、用いられるタスラン加工布が１枚である
ことが好ましい。また、１種類のタスラン加工布を用いても良いし、２種類以上のタスラ
ン加工布を用いても良い。
【００３５】
　１枚のタスラン加工布を用いる場合、１枚のタスラン加工布を２つ折りにして一方の面
と他方の面で軸部を挟み込み、その後に布を溶着し、打ち抜いて綿球部の形状とすること
が好ましい。前記の方法を、図２を用いて具体的に説明する。図２の（Ａ）は１枚のタス
ラン加工布を２つ折りにして一方の面と他方の面で軸部を挟み込んでいる状態を示してい
る。また、図２の（Ｂ）は打ち抜き後のスワブを示している。
【００３６】
　前記の方法をとることで、折り目部分の溶着を行う必要が無くなることから、溶着作業
が簡便になる点で有効である。また、折り目部分が綿球部の先端部分となることで、先端
部分が柔らかい形状となるため、被検者に痛みや不快感を与えない点で有効である。
【００３７】
　タスラン加工布は、タスラン加工糸を用いたものであれば平織等の織物、ニット等の編
物あるいは不織布のいずれであってもよい。
【００３８】
　本発明のスワブにおいて、綿球部に用いられるタスラン加工布は、その表面を起毛し、
毛羽立たせたものであっても良い。布地を起毛する方法には、サンドペーパーによるエメ
リー起毛法と針布起毛法がある。なお、起毛時期は、タスラン加工布を予め起毛しておい
ても良いし、布を軸部に取り付けた後に行ってもよい。なお、起毛の長さは特に限定され
ないが、０．０５～３ｍｍ程度が好ましく、より好ましくは０．０１～１ｍｍ程度である
。
【００３９】
　綿球部の形状は、特に限定されないが、例えば、その断面が、円形断面、三角形断面、
四角形断面、六角形断面、偏平形断面である。
【００４０】
　綿球部の縦方向の長さは、例えば４～３０ｍｍ程度であり、好ましくは８～２５ｍｍ程
度、さらに好ましくは１０～２０ｍｍ程度である。綿球部の縦方向の長さとは、軸部の先
端方向（長軸）に沿った綿球部部分の長さを指す。綿球部の断面が四角形断面である場合
、断面の横幅の長さは、例えば０．５～５ｍｍ程度であり、好ましくは０．８～４ｍｍ程
度、さらに好ましくは１～３ｍｍ程度である。さらに、断面の縦幅は、例えば０．５～５
ｍｍ程度であり、好ましくは０．８～４ｍｍ程度、さらに好ましくは１～３ｍｍ程度であ
る。また、軸部の断面が円形断面である場合、その直径は、例えば０．５～５ｍｍ程度で
あり、好ましくは０．８～４ｍｍ程度、さらに好ましくは１～３ｍｍ程度である。
【００４１】
　タスラン加工布の空隙率は、布の体積、布の重量から求めることができる。本発明では
、この空隙率が３０％以上であることが好ましく、より好ましくは４０～９０％、特に好
ましくは４５～８０％である。タスラン加工布の空隙率を前記の範囲とすることにより、
スワブの検体採取量が向上し、被検者に与える痛みも減少する。なお、この場合の空隙率
は、タスラン加工布の体積を算出し、当該体積の全部が布を形成する繊維であると仮定し
た場合の重量を計算し、実際に計測した重量から除することによって算出することができ
る。
【００４２】
　タスラン加工布を、接着剤を介して軸部に取り付ける場合、接着剤の種類としては、特
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に限定されないが、エチレン酢酸ビニル系、ポリオレフィン系、ポリアミド系、合成ゴム
系、アクリル系、及び、ポリウレタン系のホットメルト接着剤を用いることができ、特に
、エチレン酢酸ビニル系であることが好ましい。また、その形態は、有機溶剤溶解品、水
溶解品、エマルジョン、無溶剤品等のいずれであってもよい。使用時は、綿球部における
空隙を埋めない程度の量を使用し、粘度もその空隙に侵入しにくい程度がよい。
【００４３】
　タスラン加工布を、接着剤を介して軸部に取り付ける場合、加熱して接着させても良く
、その加熱手段としては、ヒーター、超音波、レーザーを使用することができる。
【００４４】
　本発明のスワブは、滅菌しておくことが好ましい。滅菌手段は、エチレンオキサイドガ
スによる化学滅菌、放射線による滅菌、電子線による滅菌等いずれも利用できる。熱可塑
性樹脂層に融点の低い樹脂を用いる場合はオートクレーブによる感熱滅菌は好ましくない
。
【００４５】
＜生物学的検体採取用スワブの製造方法＞
　本発明の生物学的検体採取用スワブの製造方法は、前述の軸部の端にタスラン加工を行
った繊維（タスラン加工糸）を取り付けることによって綿球部を形成することを特徴とす
る。
【００４６】
　本発明の生物学的検体採取用スワブの製造方法において用いられる軸部の材質、融点、
形状、長さ、直径等については前述の通りである。
【００４７】
　タスラン加工を行った繊維を軸部に取り付ける方法としては、タスラン加工糸を軸部に
かたく巻付ける方法、タスラン加工糸自体を熱で溶着させる方法、紐等で縛る方法、タス
ラン加工糸を布状（タスラン加工布）にして軸部に取り付ける方法などが挙げられる。こ
の中でも、綿球部における空隙を広く取れる点で、タスラン加工布を軸部に取り付ける方
法が好ましい。
【００４８】
　タスラン加工を行った繊維を軸部に取り付ける方法が、タスラン加工布を軸部に取り付
ける方法である場合、接着剤を介してタスラン加工布と軸部を接着させることが好ましい
。この場合、接着剤としては、前述の接着剤を用いることができ、特に、エチレン酢酸ビ
ニル系であることが好ましい。また、接着剤の使用形態についても前述の通りである。
【００４９】
　なお、前記の繊維は、分割繊維であることが好ましく、特にポリアミド及びポリエステ
ルからなる分割繊維であることが好ましい。なお、分割繊維の芯糸及び浮糸の太さ等は前
述の通りである。
【００５０】
　タスラン加工布を軸部に取り付ける方法において、タスラン加工布を取り付ける場所は
前述の通りである。また、用いられるタスラン加工布は１枚でも良いし、２枚以上のタス
ラン加工布でもよいが、用いられるタスラン加工布が１枚であることが好ましい。１枚の
タスラン加工布を用いる場合、１枚のタスラン加工布を２つ折りにして一方の面と他方の
面で軸部を挟み込んで接着させ、その後に布を溶着し、打ち抜いて綿球部の形状とするこ
とが好ましい。
【００５１】
　前記の方法をとることで、折り目部分の溶着を行う必要が無くなることから、溶着作業
が簡便になる点で有効である。また、折り目部分が綿球部の先端部分となることで、先端
部分が柔らかい形状となるため、被検者に痛みや不快感を与えない点で有効である。
【００５２】
　前記のタスラン加工布は、タスラン加工糸を用いたものであれば平織等の織物、ニット
等の編物あるいは不織布のいずれであってもよい。
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【００５３】
　本発明の生物学的検体採取用スワブの製造方法において得られるスワブの綿球部の形状
や空隙率等については前述の通りである。
【００５４】
　タスラン加工布の溶着を行う場合、溶着させる場合の加熱手段は、ヒーター、超音波、
レーザーを使用でき、特に超音波が好ましく使用される。溶着部位は布の内面全面でもよ
いが、通常は一部でよく、その場合基端側を溶着させることが好ましい。
【００５５】
　なお、本発明の生物学的検体採取用スワブの製造方法は、後述の生物学的検体採取用ス
ワブの製造装置を用いることができるため、これまでの手作業による製造方法と比較して
、簡便かつ経済的に、さらに効率よくスワブを大量生産することができる。つまり、スワ
ブの製造装置を用いることで軸部の端にタスラン加工を行った繊維を取り付けることによ
って綿球部を形成することが可能となるため、簡便かつ経済的に、さらに効率よくスワブ
を大量生産することができる。
【００５６】
　例えば、前記の製造装置として、軸部固定機、布供給機と、布２つ折り機、布溶着機を
有する製造装置を用いることができる。
【００５７】
　また、例えば、前記の製造装置として、軸部固定機と、布供給機と、布２つ折り機と、
接着剤塗布機と、軸部供給機と、布溶着機と、打ち抜き機と、後述のその他の機器を有し
ていてもよい製造装置を用いることができる。
【００５８】
＜生物学的検体採取用スワブの製造装置＞
　本発明の生物学的検体採取用スワブの製造装置は、軸部と、軸部の端にタスラン加工を
行った繊維によって形成された綿球部を有する生物学的検体採取用スワブを製造するため
の装置である。
【００５９】
　本発明の生物学的検体採取用スワブの製造装置は、軸部を固定するための軸部固定機と
、軸部固定機に固定された軸部の先端に布を導入する布供給機と、布を導入する際に布を
２つ折りにするための布２つ折り機と、軸部の先端に位置された布を溶着する布溶着機と
を有することを特徴とする。
【００６０】
　なお、本発明の生物学的検体採取用スワブの製造装置は、軸部の先端に接着剤を塗布す
る接着剤塗布機と、溶着されたタスラン加工布を打ち抜いて綿球部とする打ち抜き機と、
後述のその他の機器を有していてもよい。つまり、本発明の生物学的検体採取用スワブの
製造装置は、例えば、軸部を固定するための軸部固定機と、軸部固定機に固定された軸部
の先端に布を導入する布供給機と、布を導入する際に布を２つ折りにするための布２つ折
り機と、軸部の先端に接着剤を塗布する接着剤塗布機と、軸部を軸部固定機に供給する軸
部供給機と、軸部の先端に位置された布を溶着する布溶着機と、溶着されたタスラン加工
布を打ち抜いて綿球部とする打ち抜き機と、後述のその他の機器を有していてもよい。
【００６１】
［軸部固定機］
　軸部固定機としては、軸部を固定するための溝を有した回転テーブルと、軸部を固定す
るための軸部固定用ベルトとが例示される。
【００６２】
（回転テーブル）
　回転テーブルは、軸部を固定することが可能な溝を有することを特徴とする。この溝を
有することで軸部がしっかりと固定され、接着剤の塗布工程やタスラン加工布の取り付け
工程、布の溶着工程等においても軸部が外れることが無く、スムーズに工程を経ることが
できる。なお、回転テーブルへの軸部（綿球部取り付け前のスワブ）の供給方法は特に限
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定されないが、後述の軸部供給機によって軸部を供給することが好ましい。
【００６３】
　本発明の回転テーブルの一例について図３を用いて説明する。図３（Ａ）の７は回転テ
ーブルの溝を、図３（Ａ）の８は回転テーブルを示している。図３の（Ｂ）は回転テーブ
ルの溝に軸部（綿球部取り付け前のスワブ）が配置された状態を示している。図３（Ｃ）
の１０は回転テーブルの溝に配置された軸部の先端にタスラン加工布が状態（導入された
状態）を示している。図３（Ｄ）の１１は回転テーブルの溝に配置されたスワブを示して
いる。
【００６４】
　本発明の回転テーブルの直径は特に限定されないが、例えば５０～２５０ｍｍであり、
好ましくは１００～２００ｍｍ、さらに好ましくは１５０～１６０ｍｍである。また、そ
の厚みは特に限定されないが、例えば１００～４００ｍｍであり、好ましくは１５０～２
５０ｍｍである。
【００６５】
　回転テーブルの溝の形状は特に限定されないが、半円型であることが好ましい。また、
その直径は特に限定されないが、例えば０．５～１０ｍｍであり、好ましくは１～８ｍｍ
、さらに好ましくは１～５ｍｍである。回転テーブルの溝の半径が上記範囲内にあること
で軸部がしっかりと固定され、接着剤の塗布工程やタスラン加工布の取り付け工程、布の
溶着工程等においても軸部が外れることが無く、スムーズに工程を経ることができる。
【００６６】
　また、回転テーブルが有する溝の数は特に限定されないが、例えば８～１２８個であり
、好ましくは１６～６４個である。また、回転テーブルの回転速度は、例えば１００～２
５０ｍ／ｈであり、好ましくは１２０～２００ｍ／ｈ、さらに好ましくは１４０～１６０
ｍ／ｈである。回転テーブルの溝の個数と回転速度が上記範囲内にあることでスムーズに
工程を経ることができる。
【００６７】
（軸部固定用ベルト）
　軸部固定用ベルトは、軸部を固定することが可能な軸部固定部位を有することを特徴と
する。軸部固定部位を有することで軸部がしっかりと固定され、接着剤の塗布工程やタス
ラン加工布の取り付け工程、布の溶着工程等においても軸部が外れることが無く、スムー
ズに工程を経ることができる。なお、軸部固定用ベルトへの軸部（綿球部取り付け前のス
ワブ）の供給方法は特に限定されないが、後述の軸部供給機によって軸部を供給すること
が好ましい。
【００６８】
　本発明の軸部固定用ベルトの一例について図６を用いて説明する。図６の３３は軸部固
定用ベルトによって固定されている軸部を示している。３４は軸部固定用ベルトである。
なお、軸部固定用ベルトに固定された軸部は図面の左手から右手に向かって移動すること
で、綿球部が形成されることとなる。
【００６９】
　軸部固定用ベルトの速度は、例えば１００～２５０ｍ／ｈであり、好ましくは１２０～
２００ｍ／ｈ、さらに好ましくは１４０～１６０ｍ／ｈである。また、軸部固定部位の間
隔は、例えば８０ｍｍ～２００ｍｍであり、好ましくは１００ｍｍ～１８０ｍｍ、さらに
好ましくは１２０ｍｍ～１６０ｍｍである。軸部固定用ベルト速度、及び、軸部固定部位
の間隔が上記範囲内にあることでスムーズに工程を経ることができる。
【００７０】
［布供給機］
　本発明の布供給機とは、一定の速度で軸部固定機に固定された軸部の先端にタスラン加
工布を導入することを特徴とする機器である。したがって、一定の速度でタスラン加工布
を導入するための制御装置を備えていても良い。また、布供給機はその一部に後述の布２
つ折り機を有していてもよい。
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【００７１】
　布供給機の一例について、図５を用いて説明する。図５の１５はモーター、図５の１６
はセンサー、図５の１７はローラーを示し、これらは前記の制御装置に相当する。この様
な制御装置を有することで、一定の速度で回転テーブルにタスラン加工布を導入すること
が可能である。また、図５の１８はタスラン加工布であり、図５の１９はタスラン加工布
を２つ折りにするための布２つ折り機である。なお、回転テーブルに導入されたタスラン
加工布は、図３の（Ｃ）に示す様に、軸部（綿球部取り付け前のスワブ）の先端に配置さ
れる。
【００７２】
　布供給機における導入の速度としては、例えば１００～２５０ｍ／ｈであり、好ましく
は１２０～２００ｍ／ｈ、さらに好ましくは１４０～１６０ｍ／ｈである。
【００７３】
［布２つ折り機］
　本発明の布２つ折り機とは、軸部固定機に固定された軸部の先端に２つ折りにしたタス
ラン加工布を導入するための機器である。なお、布２つ折り機は布供給機の一部に設けら
れていてもよく、前述の通り図５の１９に示される様な構造であってもよい。
【００７４】
［軸部供給機］
　本発明の軸部供給機とは、軸部を軸部固定機に供給することを特徴とする機器である。
具体的には、一定量の軸部をストックでき、軸部固定機の軸部固定部位に１つの軸部を配
置できるように調節された機器を指す。
【００７５】
　本発明の軸部供給機の一例について、図４を用いて説明する。図４の１２は軸部供給機
を示しており、一定量の軸部をストックすることが可能である。
【００７６】
［布溶着機］
　本発明の布溶着機とは、タスラン加工布を綿球部の形状となる様にタスラン加工布を加
熱して溶着させる機器である。溶着させる場合の加熱手段は、ヒーター、超音波、レーザ
ーを利用でき、特に超音波が好ましい。なお、溶着部位は布の内面全面でもよいが、通常
は一部でよく、その場合基端側を溶着させることが好ましい。
【００７７】
　具体的には、布２つ折り機によって２つ折りとされたタスラン加工布を、その一方の面
と他方の面により軸部を挟み込み（図２の（Ａ）を参照）、何れか一方向から加熱を行う
ことで布同士を溶着させ、綿球部の形状（図２の（Ｂ）を参照）とすることを特徴とする
機器である。
【００７８】
　本発明の布溶着機（加熱手段として超音波を用いる布溶着機）を用いてタスラン加工布
を溶着する場合、さらに綿球部の形状に溶断可能な手法を用いてもよい。この場合、後述
の打ち抜き機を必要とせず、製造工程を短縮することができる点で有効である。
【００７９】
　本発明の布溶着機の一例について図５を用いて説明する。図５の２３は布溶着機（超音
波回転ホーン）であり、軸部の先端にタスラン加工布が配置されている部位（図３の（Ｃ
）を参照）に沿う様に超音波を放出する部分が回転することで、タスラン加工布の溶着及
び溶断を行う。
【００８０】
［打ち抜き機］
　本発明の打ち抜き機とは、布溶着機によって溶着されたタスラン加工布を打ち抜いて綿
球部の形状とすることを特徴とする機器である。
【００８１】
［その他の機器］
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　本発明のスワブ製造装置では、前記の機器以外にも、超音波発振器（図６の２８を参照
）、軸部の先端に接着剤を塗布することを特徴とする接着剤塗布機（図６の３０を参照）
、接着剤の量を調節する接着剤定量吐出機（図６の２７を参照）、布供給機により回転テ
ーブルに導入されたタスラン加工布を軸部の先端に位置させるための幅寄せガイド、軸部
供給機によって回転テーブルの溝に配置された軸部の位置を調整するためのストッパーガ
イド、スワブ製造装置を操作するための操作盤（図５の２４を参照）、製造されたスワブ
を次工程（例えば乾燥工程等）に進めるためのコンベア（図５の２５を参照）、本発明の
スワブ製造装置を制御するための制御装置（図５の２６、図６の２９、図６の３８を参照
）、軸部がスワブの先端から抜けないことを検査するための引抜検査機（図６の３２を参
照）、軸部の先端を調整するためのカメラ（図６の３５を参照）を有していても良い。
【実施例】
【００８２】
　以下、本発明について実施例及び比較例を挙げてさらに具体例を説明する。本発明はこ
れらにより限定されるものではない。
【００８３】
（製造例１）
　ポリアミド及びポリエステルからなる分割繊維をタスラン加工した糸を用いて、タスラ
ン加工布を作製した。前記の布の空隙率は４５％であった。また、軸部の全長が１５ｍｍ
、柄の長さが８ｍｍ、軸部の直径が１ｍｍ、柄の直径が２．５ｍｍであるプラスチック製
の棒を作製し、軸部の先端から１０ｍｍの部分にホットメルト接着剤としてエチレン酢酸
ビニル系接着剤を塗布し、前記の布をあて、加熱して溶着した後に打ち抜いてスワブを作
製した。このスワブをスワブ１と称する。
【００８４】
（製造例２～５）
　空隙率がそれぞれ５０％、５５％、５８％、６０％である布を用いたこと以外は同様の
操作を行い、スワブ２～５を作製した。
【００８５】
（実施例１－１）
　スワブ１を、ゲル溶液（ウェルハーモニー社製、商品名「ゼリーナ」）に１０秒間浸し
た後にスワブ１を引き上げ、スワブ１の重量増加分（ｍｇ）を計測した。なお、前記の重
量増加分をゲル化物採取量と称する。この結果を下記の表１に記載する。
【００８６】
　スワブ１を、水に１０秒間浸した後にスワブ１を引き上げ、スワブ１の重量増加分（ｍ
ｇ）を計測した。なお、前記の重量増加分を水採取量と称する。この結果を下記の表１に
記載する。
【００８７】
　スワブ１を、食用緑を溶解させた水（食用緑溶液）に１０秒間浸した後に引き上げ、ス
ワブ１の綿球部の吸光度を測定し、食用緑溶液の吸光度によって除することによって色素
回収率（％）を算出した。この結果を下記の表１に記載する。なお、色素回収率（％）は
以下の様に計算することで得られる。
　色素回収率（％）＝（スワブの綿球部の吸光度／食用緑溶液の吸光度）×１００
【００８８】
（実施例１－２～１―５）
　スワブ１をスワブ２～５に変えたこと以外は実施例１－１と同様にしてゲル化物採取量
、水採取量、色素回収率を算出した。結果を下記の表１に記載する。
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【表１】

【００８９】
　上記の通り、ゲル化物採取量、水採取量、色素回収率はいずれも高い数値を示した。こ
こから、本発明のスワブが検査に充分な量の生物学的検体を採取できることが明らかにな
った。
【００９０】
（実施例２－１）
　スワブ１を、浮遊液（比重１．０１）に１０秒間浸した後、スワブ１の重量増加分（ｍ
ｇ）を計測した。前記の重量増加分を比重１．０１で除することにより、スワブ１の吸水
量（ｍｌ）を計算した。また、同様の操作を１０回（ｎ＝１０）行い、平均値と標準偏差
を計算した。結果を下記の表２に記載する。
【表２】

【００９１】
　上記の通り、スワブは一定量の検体を安定して採取できることが明らかになった。
【００９２】
（実施例３－１）
　スワブ４を水に１０秒間浸した後、スワブ４の重量増加分（ｍｇ）を計測した。また、
同様の操作を３回行い、平均重量増加分を計算した。また、３回の測定結果（重量増加分
）と平均重量増加分との差（絶対値）を計算し、平均重量増加分から除したものを「ばら
つき－水」とした。「ばらつき－水」の計算式を以下に記載する。また、結果を下記の表
３に記載する。
［｛（｜１回目の重量増加分－平均重量増加分｜＋｜２回目の重量増加分－平均重量増加
分｜＋｜３回目の重量増加分－平均重量増加分｜）／３｝／平均重量増加分］×１００＝
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「ばらつき－水」（％）
【００９３】
　スワブ４を１％のｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ溶液に１０秒間浸した後、スワブ４の重量
増加分（ｍｇ）を計測した。また、同様の操作を３回行い、平均重量増加分を計算した。
また、３回の測定結果（重量増加分）と平均重量増加分との差（絶対値）を計算し、平均
重量増加分から除したものを「ばらつき－ｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ」とした。「ばらつ
き－ｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ」の計算式を以下に記載する。また、結果を下記の表３に
記載する。
［｛（｜１回目の重量増加分－平均重量増加分｜＋｜２回目の重量増加分－平均重量増加
分｜＋｜３回目の重量増加分－平均重量増加分｜）／３｝／平均重量増加分］×１００＝
「ばらつき－ｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ」（％）
【００９４】
（実施例３－２）
　スワブ４をスワブ５としたこと以外は実施例３－１と同様にして、スワブ５の「ばらつ
き－水」と、「ばらつき－ｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ」を計算した。結果を下記の表３に
記載する。
【００９５】
（比較例３－１）
　スワブ４をコパン社製のフロックスワブ（「コパン」と称することがある）としたこと
以外は実施例３－１と同様にして、コパン社製のフロックスワブの「ばらつき－水」と、
「ばらつき－ｂｏｖｉｎｅ　ｍｕｃｉｎ」を計算した。結果を下記の表３に記載する。

【表３】

【００９６】
　上記の通り、コパン社製のフロックスワブと比較して、本発明のスワブは一定量の検体
を安定して採取できることが明らかになった。
【００９７】
（実施例４－１）
　ゼリーナ（ウェルハーモニー社製）を水に溶かし、１．５重量％ゼリーナ水溶液を作成
した。圧縮試験器のロードセルにスワブ固定用シリコンを用いてスワブ５を固定し、ゼリ
ーナ水溶液の表面にスワブの綿球部の先端が接触する位置を測定開始点とし、ロードセル
を連続的に４０ｍｍ下降させた時の荷重及び変位を測定した。具体的な方法を、図７を用
いて説明する。図７の３９はロードセル、４０はスワブを固定するためのシリコン（スワ
ブ固定用シリコン）、４１はスワブ、４２は１．５重量％ゼリーナ水溶液（類似喰体）が
入ったビーカーである。図７はスワブ固定用シリコンを調節することでロードセルの先端
から類似喰体の表面の長さを４０ｍｍとした状態を示している。
【００９８】
　ゼリーナ水溶液の表面にスワブの綿球部の先端が挿入されるまでは変位が上昇するに伴
い、荷重も上昇した。そして、変位が一定以上となるとゼリーナ水溶液の表面にスワブの
綿球部の先端が挿入され、急激に荷重の低下が見られた。この際の変位及び荷重を「スワ
ブ挿入時の荷重（Ｎ）」及び「スワブ挿入時の変位（ｍｍ）」と称す。また、その際の荷
重－変位曲線を図８に示す。スワブ５において、「スワブ挿入時の荷重（Ｎ）」は０．０
８Ｎ、「スワブ挿入時の変位（ｍｍ）」は２９ｍｍであった。この結果を表４に記載する
。
【００９９】
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（比較例４－１及び４－２）
　スワブ５に変えてピューリタン社製のスワブ（「ピューリタン」と称することがある）
、又は、コパン社製のフロックスワブ（「コパン」と称することがある）を固定したこと
以外は実施例４－１と同様にして、スワブの荷重及び変位を測定した。その際の荷重－変
位曲線を図８に示す。また、「スワブ挿入時の荷重（Ｎ）」及び「スワブ挿入時の変位（
ｍｍ）」を表４に記載する。
【０１００】
（実施例４－２）
　１．５重量％ゼリーナ水溶液に変えて３重量％ゼリーナ水溶液を用いたこと以外は実施
例４－１と同様にして荷重及び変位を測定した。その際の荷重－変位曲線を図９に示す。
また、「スワブ挿入時の荷重（Ｎ）」及び「スワブ挿入時の変位（ｍｍ）」を表４に記載
する。
【０１０１】
（比較例４－３及び４－４）
　スワブ５に変えてピューリタン社製のスワブ、又は、コパン社製のフロックスワブを固
定したこと以外は実施例４－２と同様にして荷重及び変位を測定した。その際の荷重－変
位曲線を図９に示す。また、「スワブ挿入時の荷重（Ｎ）」及び「スワブ挿入時の変位（
ｍｍ）」を表４に記載する。
【表４】

【０１０２】
　スワブ５はピューリタン社製のスワブやコパン社製のフロックスワブと比較して「スワ
ブ挿入時の荷重（Ｎ）」が低く、「スワブ挿入時の変位（ｍｍ）」が小さいことが明らか
となった。つまり、本発明のスワブは容易に検体を採取することが可能であり、例えば、
被検者に痛みを感じさせること無く鼻腔内や口腔内の検体を採取することができることが
明らかとなった。
【０１０３】
（実施例５－１）
　１０人の健常者に対し、スワブ５を用いて官能試験を行った。スワブを鼻腔に挿入する
際を「挿入時」、スワブを鼻腔に挿入した後に引き抜く際を「引き抜き時」、スワブを鼻
腔から引き抜いた後を「引き抜き後」とし、その際に全く痛みが無かった場合を○、僅か
に痛みを感じた場合を□、痛みを感じた場合を△、強い痛みを感じた場合を×とした。そ
の結果を表５に記載する。
【０１０４】
（比較例５－１～５－３）
　スワブ５をピューリタン社製のスワブ（「ピューリタン」と称することがある）、コパ
ン社製のフロックスワブ（「コパン」と称することがある）、又は、ニプロ社製のスポン
ジスワブ（「ニプロ」と称することがある）に変えて実施例５－１と同様の試験を行った
。その結果を表５に記載する。
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【表５】

【０１０５】
　スワブ５は、ピューリタン社製のスワブ、コパン社製のフロックスワブ、及び、ニプロ
社製のスポンジスワブと比較して「挿入時」、「引き抜き時」、及び、「引き抜き後」全
ての操作時において、被験者へ与える痛みや不快感が少ないことが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明の生物学的検体採取用スワブを用いることにより、被検者に痛みを与えることな
く、鼻腔や咽喉等から検査に充分な量の粘液等を一定量で安定して採取することができ、
さらに生物学的検体採取用スワブが検体の高い放出効率を有するため、臨床や診断分析の
分野において有効である。また、生物学的検体採取用スワブの製造方法により、簡便かつ
経済的に、生物学的検体採取用スワブを製造することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
１・・・・柄
２・・・・軸部
３・・・・軸部の先端
４・・・・綿球部
５・・・・タスラン加工布（２つ折り）
６・・・・綿球部
７・・・・回転テーブルの溝
８・・・・回転テーブル
９・・・・軸部（綿球部取り付け前のスワブ）
１０・・・タスラン加工布
１１・・・綿球部
１２・・・軸部供給機
１３・・・軸部（綿球部取り付け前のスワブ）
１４・・・回転テーブル
１５・・・モーター
１６・・・センサー
１７・・・ローラー
１８・・・タスラン加工布
１９・・・布２つ折り機
２０・・・軸部供給機
２１・・・回転テーブル
２２・・・軸部（綿球部取り付け前のスワブ）
２３・・・超音波回転ホーン
２４・・・操作盤
２５・・・コンベア
２６・・・制御装置
２７・・・接着剤定量吐出機
２８・・・超音波発振器
２９・・・制御装置
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３０・・・接着剤塗布機
３１・・・布溶着機
３２・・・引抜検査機
３３・・・軸部固定用ベルトによって固定されている軸部
３４・・・軸部固定用ベルト
３５・・・カメラ
３６・・・布供給機
３７・・・布溶着機
３８・・・制御装置
３９・・・ロードセル
４０・・・スワブ固定用シリコン
４１・・・スワブ
４２・・・類似喰体が入ったビーカー

【図１】

【図２】

【図３】



(17) JP 2016-109590 A 2016.6.20

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 2016-109590 A 2016.6.20

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

