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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間の尿を検査するための尿検査紙製試験棒であって、水溶解性乃至は水分散性の紙を
撚ってなる紙製棒状体の表面及び内部に尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印刷に
より塗布した塗布部を有し、該印刷による塗布が撚って棒状体を形成する前の原紙に印刷
を施すことを特徴とする尿検査紙製試験棒。
【請求項２】
　水溶解性乃至は水分散性の紙の厚さが、１０～９０ｇ／ｍ2 であることを特徴とする請
求項１に記載の尿検査紙製試験棒。
【請求項３】
　紙製棒状体の塗布部が、該棒状体を指で摘んで尿付着させる際に尿が指に付着しない範
囲を残した部分であることを特徴とする請求項１又は２のいずれかの項に記載の尿検査紙
製試験棒。
【請求項４】
　尿検査用指示薬が、尿糖検出用指示薬、尿蛋白検出用指示薬、尿ｐＨ検出用指示薬、尿
含窒素成分検出用指示薬又は尿潜血検出用指示薬であることを特徴とする請求項１～３の
いずれか１項に記載の尿検査紙製試験棒。
【請求項５】
　印刷による塗布が、平版印刷、凸版印刷による塗布であることを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載の尿検査紙製試験棒。
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【請求項６】
　塗布部が、横縞模様、縦縞模様、網目模様のいずれかの模様であることを特徴とする請
求項１～５のいずれか１項に記載の尿検査紙製試験棒。
【請求項７】
　縞模様が、各々の縞が異なる尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印刷塗布したも
のであることを特徴とする請求項６に記載の尿検査紙製試験棒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人間の尿検査に用いる紙製試験棒に関するものであり、特に詳しくは、表面
に尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印刷により塗布したことを特徴とする尿検査
紙製試験棒に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、猫、犬、その他愛玩動物等の飼育動物の病気の発見、診断、治療に際しては
、専ら、その動物の状態の観察により行っている。また、尿中のブドウ糖の検出のために
は検査試薬が含浸された濾紙を支持体に貼着した試験片が、飼育動物の尿検査用試験材と
して用いられている。例えば、特許文献１には、尿検査用指示薬を含有するインク組成物
が付着して、パルプ繊維が、片状又は撚られ状に形成されて、動物の排泄物処理材を形成
している動物の尿検査用試験材が開示され、その際、尿検査用指示薬が、尿糖検出用指示
薬、尿蛋白検出用指示薬、尿ｐＨ検出用指示薬、尿含窒素成分検出用指示薬又は尿潜血検
出用指示薬であることが記載され、インク組成物が、尿検査用指示薬、吸水性粉末及び結
合剤を含有していることが記載されている。しかしながら、該尿検査用試験材は猫、犬、
その他愛玩動物等の飼育動物に適用するものであり、人間に対して適用するものではなく
、また該インク組成物が付着したパルプ繊維が撚られて形成された試験材は動物の排泄処
理材として用いるものであり、人間に尿排泄時に尿に直接接触させるものではない。
【０００３】
　また、人間に関しても、各種の病気の発見、診断、治療等に際して、例えば、尿液等の
状態や液中の各種成分の有無およびその含有量等を迅速かつ簡単に知ることは、極めて重
要なことであり、例えば、尿の酸アルカリ度（ｐＨ）を迅速かつ簡単に知ること、及び尿
中の尿糖、尿蛋白、尿含窒素成分、及び尿潜血等の有無を知ることは、病気の診断や早期
発見、予防、治療に繋がり、極めて重要なことである。
　このように、尿の状態、尿中の各種の成分を簡単にかつ迅速に検出することは、各種の
病気の発見、診断、治療等において極めて重要なことであり、かかる尿検査には、尿検査
体用の支持体と該支持体に形成されている試薬層とからなる各種の体液検査体が利用され
ている。
　そして、この種の体液検査体においては、使用後の体液検査体の廃棄処理が手軽である
という理由で、該体液検査体を水洗トイレで流出廃棄できることが要望されており、例え
ば、特許文献２には水分散性基材を支持体とする体液検査体についての開示があり、また
、特許文献３には、体液検査体用の支持体として利用される水分散性基材についての開示
がある。
　しかしながら、該体液検査体は、支持体として紙やプラスチックシートを用いるもので
あり、紙製の試験棒を用いるものではない。
【０００４】
【特許文献１】特許第２８９６０２１号公報
【特許文献２】特開昭６０－２３８７６３号公報
【特許文献３】特開平０３－１７０５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　本発明は、人間の尿検査に用いる尿検査用試験体に関し、高湿度環境下に保存しても変
色して使用不能に陥ることなく、該試験体に手軽に尿を接触させることができしかも指先
を排泄尿で汚すことなく、使用後は水洗トイレに流出廃棄することが可能であり、更に、
尿検査用指示薬含有インク組成物の付着量を減少させることが可能な尿検査用紙製試験体
棒を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、人間の尿検査に用いる尿検査用試験体に関し、鋭意検討した結果、尿検
査用試験体として、水溶解性乃至は水分散性の紙製の試験棒を用い、紙製の試験棒を用い
ることにより板状支持体に比較して高湿度環境下で保存しても変色して使用不能になるこ
となく、該試験棒に尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印刷により塗布して塗布部
を形成し、該尿検査用試験棒の塗布部に尿を接触させることにより、該インク組成物の変
化の状態、即ち変色の有無により、尿液の状態、及び尿液中の各種成分の有無を検出し、
その際、特に人間の尿の検出に用い、排尿の際に指で摘んで手軽に接触させることが可能
で、使用後は水洗トイレに流すことが可能な紙製試験棒であり、更に、尿検査用指示薬含
有インク組成物を印刷により付着させることにより、浸漬により付着させるのに対して、
その付着を大幅に減少させることが可能な尿検査用試験棒により、上記課題が解決し得る
ことを見出し本発明を完成するに到った。
【０００７】
　即ち本発明は、以下のとおりのものである。
　１．人間の尿を検査するための尿検査紙製試験棒であって、水溶解性乃至は水分散性の
紙を撚ってなる紙製棒状体の表面及び内部に尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印
刷により塗布した塗布部を有し、該印刷による塗布が撚って棒状体を形成する前の原紙に
印刷を施すことを特徴とする尿検査紙製試験棒。
　２．水溶解性乃至は水分散性の紙の厚さが、１０～９０ｇ／ｍ2 であることを特徴とす
る上記１．に記載の尿検査紙製試験棒。
　３．紙製棒状体の塗布部が、該棒状体を指で摘んで尿付着させる際に尿が指に付着しな
い範囲を残した部分であることを特徴とする上記１．又は２．のいずれかの項に記載の尿
検査紙製試験棒。
　４．尿検査用指示薬が、尿糖検出用指示薬、尿蛋白検出用指示薬、尿ｐＨ検出用指示薬
、尿含窒素成分検出用指示薬又は尿潜血検出用指示薬であることを特徴とする上記１．～
３．のいずれか１項に記載の尿検査紙製試験棒。
　５．印刷による塗布が、平版印刷、凸版印刷による塗布であることを特徴とする上記１
．～４．のいずれかの１項に記載の尿検査紙製試験棒。
　６．塗布部が、横縞模様、縦縞模様、網目模様のいずれかの模様であることを特徴とす
る上記１．～５．のいずれか１項に記載の尿検査紙製試験棒。
　７．縞模様が、各々の縞が異なる尿検査用指示薬を含有するインク組成物を印刷塗布し
たものであることを特徴とする上記６．に記載の尿検査紙製試験棒。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、紙製の試験棒を用いることにより板状支持体に比較して高湿度環境下で
保存しても変色して使用不能になることなく、人間の排泄尿の尿検査を手軽にでき、しか
も該試験棒を摘む指先を排泄尿で汚すことがなく、尿検査用指示薬含有インク組成物を印
刷塗布することでその付着量を低減でき、検査終了後の試験棒を水洗トイレに流すことが
可能な尿検査紙製試験棒を提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下本発明の実施の形態について詳しく説明する。
　先ず、本発明の尿検査紙製試験棒の支持体を構成する紙製棒状体について説明する。
　本発明の尿検査紙製試験棒の支持体を形成する水溶解性乃至は水分散性の紙を撚ってな
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る紙製棒状体とは、支持体に印刷塗布した塗布部に形成される尿検査用指示薬を含有する
インク組成物と排泄尿中の所定の成分との間の呈色反応の間及びそれに続く試薬層の変色
の判定に要する時間内においては、尿が浸漬された部分が溶解乃至は分散するようなこと
がないが、使用済みのものを水洗トイレに流出廃棄する、すなわち、少量の水の存在下で
は溶解乃至分散することはないが大量の水によって容易に溶解乃至分散する性質を有する
紙を撚ってなる紙製棒状体、いわゆる溶解乃至分散する性質を有する紙からなる紙紐状の
ものである。
【００１０】
　尿検査体の支持体に要望される要件は、上記の通り、使用後の尿検査体の廃棄処理が容
易であることから、トイレに流せるような水溶性乃至水分散性を有していることであるが
、同時に支持体に対して塗布されるインク組成物と尿中の所定の成分との間の呈色反応の
間及びそれに続く試薬層の変色の判定に要する時間内においては、尿が付着した部分が溶
解乃至分散するようなことがないことである。
　そして、該紙製棒状体は、排泄する尿と接触させる際には、一端を指で摘んで排泄中の
尿に接触させる必要があるので、或る一定の剛性を備えていることが重要である。
　紙製棒状体を形成する水分散性基材としては、水溶性或は水分散性の紙が挙げられ、水
溶性或は水分散性の紙としては、再生パルプ、パルプをカルボキシメチルセルロース等の
水溶性樹脂をバインダーとして用いて抄紙した紙等が挙げられ、パルプをカルボキシメチ
ルセルロース等の水溶性樹脂をバインダーとして抄紙した紙が最も好ましい。具体的には
、トイレットペーパーの如きの紙を撚って紙紐の如きの状の紙製棒状体となしたものであ
ることが好ましい。
【００１１】
　そして、該紙製棒状体は、排泄尿と接触させる際には、一端を指で摘んで排泄中の尿に
接触させる必要があるので、或る一定の剛性を備えていることが重要であり、該水溶性或
は水分散性の紙の厚さは特に限定されないが、１０～９０ｇ／ｍ2 、好ましく１５～７０
ｇ／ｍ2 、特に好ましくは２０～６０ｇ／ｍ2 の範囲のものである。紙の厚さは通常重さ
（ｇ／ｍ2 ）で表示され、実質的な厚さは紙の種類にもよるが、３８ｇ／ｍ2 の紙で０．
１５ｍｍであり、２５ｇ／ｍ2 で０．１ｍｍであった。厚さが１０ｇ／ｍ2 未満であると
必要な剛性を得るのに幅広の紙が必要であり、９０ｇ／ｍ2 を超えると撚って棒状体とす
るのが困難となる。　また、剛性と印刷特性とを兼ね備えるために、印刷特性の優れた吸
インク性の薄紙と剛性の薄紙に比較して厚い厚紙とを重ね合わせて、吸インク性の薄紙が
紙製棒状体の表面に現れるように撚って紙製棒状体を得ることも好ましいことである。吸
インク性の薄紙としては、３～２０ｇ／ｍ2 、好ましく５～１５ｇ／ｍ2 、特に好ましく
は７～１０ｇ／ｍ2 の厚さのものが用いられる。
【００１２】
　該紙から得られた紙製棒状体は、該棒状体を支持体として尿検査用指示薬含有インク組
成物を印刷塗布した試験棒を高湿度環境下に保存しても変色して使用不能に陥ることなく
保存することができる。本発明の尿検査紙製試験棒は、尿検査に使用することからトイレ
に保存するのであるが、トイレは一般的には浴室と一体若しくは隣接して設けられるので
高湿度環境であることが多々あり、該高湿度環境下での保存性が優れることは重要なこと
である。棒状体が高湿度環境下での保存性が優れることは、板状の支持体に比較して棒状
体支持体は、その表面積に対する体積が著しく大きいので、高湿度環境下に保存しても、
大きな体積が湿分を吸収して、指示薬含有インク組成物への影響を最小限にすることによ
るものと推定される。
　また棒状体は、或る一定の剛性を有することが必要であり、その大きさは、長さが３～
２０ｃｍ、好ましくは５～１７ｃｍ、更に好ましくは７～１５ｃｍであり、その直径が１
～８ｍｍ、好ましくは２～７ｍｍ、特に好ましくは３～６ｍｍの範囲である。長さが３ｃ
ｍ未満であると排泄尿を付着する際に指先を汚す恐れがあり、また２０ｃｍを超えると取
り扱いが困難であり無駄が多くなる。また、直径が１ｍｍ未満であると表面積に対する体
積が不足し湿分を吸収が十分でなく高湿度環境下における保存性が低下し、また剛性が不
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足しインク組成物の印刷付加が困難となり、変色判定が難しく、８ｍｍを超えるとインク
組成物の付着量が多くなり、取り扱いや保存に困難をきたす。
　更に、本発明の紙製棒状体へのインク組成物の印刷による塗布は該棒状体の全面への塗
布でも良いが、手で摘む部分を残した部分に塗布するのが望ましい。
【００１３】
　次に、本発明のインク組成物について説明する。
　本発明のインク組成物が含有する尿検査用指示薬は、排泄尿と接触すると変色し、尿の
ｐＨ、尿中の蛋白質、ブドウ糖、潜血等を定性的あるいは定量的に検知するものであり、
例えば、尿中の蛋白質検査薬としては、テトラブロムフェノールブルーが、尿中のブドウ
糖の検査薬としては、クルコースオキシダーゼ、ベルオキシダーゼ、２．７－ジアミノフ
ルオレイン二塩酸塩、Ｎ－（３－スルホプロビル）－３，３’，５，５’－テトラメチル
ベンチジンナトリウム等が、尿中の潜血の検査薬としては、過酸化水素クメン、テトラメ
チルベンジン等が、尿中のウロビリノーゲン検査薬としては、メタン酸、３，４メチレン
ジオキベンゼンジアゾニウム四フッ化硼酸塩等が、尿中のケトン体検査剤としては、グリ
シン、ニトロプルミドナトリウム等が挙げられる。
【００１４】
　また、尿のｐＨ検査薬としては、フェノールフタレイン、ブロムチモールブルー、ブロ
ムクレゾールパープル、テトラヨードフェノールスルホンフタレイン、ブリリアントイエ
ロー、フェノールレッド、クレゾールレッド、エチルオレンジ等が挙げられる。
　さらに、これら尿検査指示薬を含有するインク組成物とするためには、これらの尿検査
指示薬と、セルロース及び／又は該セルロースの誘導体とを有機溶媒中で分散、または、
溶解してインク組成物とする。具体的には、セルロース及び／又はセルロースの誘導体で
あるワニス、ヒドロキシプロピルセルロース等を加え、メタノール、エタノール、トルエ
ン、水酸化ナトリウム等の有機溶媒中で分散、又は、溶解してインク組成物とする。
【００１５】
　インク組成物には、結合剤や安定剤等の従来公知の添加剤を含有させてもよい。
　例えば、尿ｐＨ検出用インク組成物について具体的に説明すると、尿ｐＨ検出用インク
組成物は、ｐＨ指示薬、４級アンモニウム塩またはアミン塩、結合剤および吸水性粉末か
ら成る指示薬組成物を溶媒中に溶解、或いは、分散して成るものであり、但し、４級アン
モニウム塩またはアミン塩は除かれても良い。ｐＨ指示薬は、排泄尿水素イオン濃度に応
じて色調の変化する指示薬であれば用いることができ、また、複数の指示薬を選択、組み
合わせることによって、広い範囲のｐＨ領域を測定することもできる。例えば、ｐＨ指示
薬としてメチルレッドとブロモチモールブルーとを組み合わせて用いれば、ｐＨ５～９の
範囲でｐＨの判定を行うことができる。
【００１６】
　４級アンモニウム塩またはアミン塩は、指示薬組成物中に４級アンモニウム塩を適量配
合することにより、一旦発色された色の経時的な褪色現象が大きく抑制され、かつ、鮮明
な色が得られる。４級アンモニウム塩としては、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ア
ルキルジメチルベンジンアンモニウム塩、サパミン型アンモニウム塩等を使用することが
できる。これらのうち、アルキルジメチルベンジンアンモニウム塩が好適である。また、
陽イオン型界面活性剤である第１級アミン塩、第２級アミン塩又はポリエチレングリコー
ルも使用できる。
　結合剤としては、甘薯澱粉、馬鈴薯澱粉、こんにゃく粉、ふのり、寒天、アルギン酸ナ
トリウム、トロロアオイ、トンガロゴム、アラビアゴム、ニカワ、レバン、ゼラチン、ガ
ゼイン、コラーゲン等の天然親水性高分子化合物、メチルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等のセルロー
ス誘導体、カルボキシメチル澱粉、ジアルデヒド澱粉等の誘導体等の半合成親水高分子化
合物、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドンまたは、これ
らの共重合体、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレンオキシド等の合成高分子化合物
が用いられる。
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【００１７】
　皮膜形成を有する水溶性高分子化合物としては、ニトロセルロース、酢酸セルロース、
エチルセルロース等のセルロース樹脂、ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、ポリウレタン
樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、エマルジョン等が
用いられる。このうち、ウレタン樹脂およびポリビニルブチラールがＰＨ指示薬の呈色反
応に悪影響を及ぼさないため好適である。
　溶媒は試薬類、特に、結合剤を均一、かつ、安定に溶解あるいは分散させ得るものが好
適であり、具体的には、芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、エステル類、アルコール類等
の非水溶媒または水あるいはこれらの混合物が用いられる。上記各成分のほかに、少量の
湿潤剤、例えば、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、ポリ
エチレングリコール類等をｐＨ検出用インク組成物中に配合することができる。塩基性物
質としては水酸化アンモニウム、アルカリ金属水酸化剤、アルカリ土類金属水酸化物等が
用られる。
　吸水性粉末は、該指示薬組成物中に配合されることによって排泄尿とｐＨ指示薬との接
触を促進し、このｐＨ指示薬の呈色反応を促進する。このような吸水性粉末としては、水
と接触した場合に極端に酸性あるいはアルカリ性を示すものは好適ではない。カオリン、
合成シリカ、ガラス、セルロースブロック、炭酸カルシウム、珪酸アルミニウム等が用い
られる。
【００１８】
　更に、インク組成物の印刷による塗布について説明する。
　本発明においては、紙製棒状体へのインク組成物の塗布は、印刷ににより行うことが必
要である。図１の（イ）はベタ印刷により得られた本発明の尿検査紙製試験棒を示し、図
１の（ロ）は横縞模様に印刷塗布した尿検査紙製試験棒を示す。
　紙製棒状体への印刷としては、平版印刷、オフセット印刷、凹版印刷、グラビア印刷、
凸版印刷、活版印刷、シルクスクリーン印刷、刷毛塗り印刷等に印刷手段が挙げられるが
、好ましくは刷毛塗り印刷、平版印刷、凸版印刷が好ましい。図３はハケ塗り方式の印刷
手段と、平版回転方式の印刷手段と、凸版印刷方式の印刷手段を用いてのインク組成物の
印刷塗布を示す。
【００１９】
　勿論紙製棒状体への印刷は、該棒状体を形成する前の紙に上記印刷手段で棒状体の表面
を形成する部分、或いは、各種模様を形成する部分に印刷を施して、該インク組成物を印
刷した紙を撚って棒状体としてもよい。図１の（ハ）は予め棒状体を形成する原紙の表面
部分に網目模様印刷をを施し、しかる後該原紙を撚って棒状体とした本発明の尿検査紙製
試験棒を示す。該棒状体の印刷部分は、棒状体の一部に印刷部分を設けるようにいてもよ
いが、棒状体を構成する原紙の全面に網目模様を施し、しかる後該原紙を撚って棒状体の
全面に印刷部分を設けてもよい。即ち、本発明においては、手で摘む部分を残して印刷す
るのが望ましいが、摘む部分を残さず棒状体の全面に印刷部分を設けてもよく、特に、網
目模様、横縞模様の如き、部分的に印刷を施す場合は、棒状体の全面に印刷をほどこして
も良い。
【００２０】
　従来、紙製棒状体への尿検査用指示薬含有インク組成物の塗布は浸漬処理により塗布さ
れていたので、インク組成物が棒状体の内部まで浸透してしまい多量のインク組成物を必
要としていたのであるが、本発明においては、棒状体の表面のみにインク組成物を印刷、
若しくは、原紙状体での印刷での表面に現れる部分のみ、または全面印刷であっても模様
状に印刷するので、インク組成物の付着が浸漬処理に対して比較的少量で済むので経済的
に極めて好ましい。図２に従来の浸漬塗布により得られた尿検査紙製試験棒を示す。該棒
状体においては、インク組成物が内部まで浸透してしまい多量のインク組成物が消費され
れたものとなった。
　また、インク組成物を横縞状や螺旋縞状に塗布する場合、各々の縞模様に尿検査用指示
薬が異なるインク組成物を用いることが好ましく、異なる尿検査用指示薬含有インク組成
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物を用いることにより、一度の操作で複数項目の尿検査を行うことができる。
【実施例】
【００２１】
　以下に、本発明を実施例を用いて更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によ
り何ら限定されるものではない。
　［参考実施例１］
　・紙製棒状体
　厚さが坪量で３８ｇ／ｍ2 の再生紙を用い、幅１６０ｍｍの長尺巻紙に撚りをかけて、
長尺紙紐状の紙製棒状体を得て、該製棒状体を１０ｃｍの長さに切断して、直径４ｍｍ、
長さ１０ｃｍの紙製棒状体を得た。
　・尿ｐＨ検査用インク組成物
　尿ｐＨ検出用液は、メチルレッド２０ｍｇ／ｄｌエタノール溶液１７．６ｍｌと、ブロ
ムチモールブルー２００ｍｇ／ｄｌエタノール溶液２５ｍｌと、結合剤としてのポリビニ
ルピリドン１２ｇ／ｄｌエタノール溶液５０ｍｌを混合し、さらに全量を１００ｍｌにな
るようにエタノールを加えて作成した。該ｐＨ検出用液に、４級アンモニウム塩としてア
ルキルジメチルベンジンアンモニウム塩、皮膜形成性水溶性高分子化合物としてポリビニ
ルアルコールを加え、エタノールを溶媒とした尿ｐＨ検査用インク組成物を得た。
【００２２】
　・印刷によるインク組成物の塗布
　上記で得られて紙製棒状体の一端の４ｃｍ部分に、平版印刷ににより上記尿ｐＨ検出用
インク組成物をベタ印刷塗布して、尿ｐＨ検査用紙製試験棒を得た。
　得られた尿ｐＨ検査用紙製試験棒に、健常人が排泄中の尿を接触させたところ、通常の
検査試験材と同様に使用できた。
　・紙製試験棒の保存性
　得られた紙製試験棒を湿度７７％の室内、湿度６０％の室内、並びに湿度５７％の室内
に４時間２０分放置したが、印刷インク塗布部分に何らの変化が見られなかった。
　一方、該紙製試験棒の湿度９５％の浴室に放置した場合の保存性を評価するために以下
の実験を試みた。
【００２３】
　即ち、１枚のティッシュペーパーに印刷を施した試験紙と該試験紙を撚って棒状体とし
たものを湿度９５％の浴室に保存した場合は、オレンジ色に着色している印刷インクが、
該試験紙の場合は、３０分間で全体が黄色に変化したが、棒状体の場合は、端部から徐々
に黄色に変化し、保存後２０分で両端部から１／５（２ｃｍ）が黄変、同４０分で２／５
が黄変、同７０分で３／５が黄変、同１００分で４／５が黄変、同１２０分で５／５（１
０ｃｍ）が黄変し、同１３０分で全体が黄変した。即ち、試験紙では３０分間で全体が黄
変したが、該試験紙を撚って棒状体とすると全体が黄変するのに１３０分間要し、棒状体
とした方が保存安定性に優れていることが判る。
【００２４】
　［参考実施例２］
　参考実施例１において、印刷によるインク組成物の塗布を凸版印刷により上記尿ｐＨ検
出用インク組成物を幅４ｍｍの横縞模様を３ｍｍ間隔で塗布して、尿ｐＨ検査用紙製試験
棒を得た。
　得られた尿ｐＨ検査用紙製試験棒は、参考実施例１と同様に使用することができた。
【００２５】
　［実施例３］
　尿ｐＨ検査用インク組成物の塗布を、撚りをかける前の原紙に幅１ｍｍで、間隔５ｍｍ
の等間隔で螺旋格子状に凸版で印刷した後、撚りをかけて棒状体となして、尿ｐＨ検査用
紙製試験棒を得た。
　得られた尿ｐＨ検査用紙製試験棒は、参考実施例１と同様に使用することができた。
【００２６】
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　［比較例１］
　参考実施例１において、インク組成物の塗布を浸漬塗布により上記尿ｐＨ検出用インク
組成物を塗布して尿ｐＨ検査用紙製試験棒を得た。
　得られた尿ｐＨ検査用紙製試験棒は、参考実施例１と同様に使用することができたが、
浸漬塗布によるので、印刷塗布に比較して多量のインク組成物を消費した。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明による尿検査用紙性試験棒は、人間が尿を排泄する際に、指で摘んで尿と接触さ
せて、その変色反応により、尿中の成分を認識し、病気等の診断に役立て、強いてはその
予防に寄与し健康の増進に用いるのである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】（イ）はベタ印刷により得られた本発明の尿検査紙製試験棒を示し、（ロ）は横
縞模様に印刷塗布した尿検査紙製試験棒を示し、（ハ）は予め棒状体の表面を形成する原
紙部分に印刷を施し、しかる後原紙を撚って棒状体とした本発明の尿検査紙製試験棒を示
す。
【図２】従来の浸漬塗布により得られた尿検査紙製試験棒を示す。
【図３】ハケ塗り方式の印刷手段と、平版回転方式の印刷手段と、凸版印刷方式の印刷手
段を用いてのインク組成物の印刷塗布を示す。

【図１】 【図２】
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