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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１中空部を有する第１シリンダ、及び、第１中空部に収容される、液状検体を吸収保
持する吸収体を圧搾して、液状検体を取り出すための第１プランジャから構成される圧搾
部と、
　第２中空部を有する第２シリンダ、及び、第２中空部に挿入される第２プランジャから
構成されており、前記吸収体から取り出された液状検体のうちの所定量を第１中空部から
排出させるための定量部と、
　第１中空部及び第２中空部と空間的に接続されており、第１中空部から排出された所定
量の液状検体を収容するための、第１中空部に対して着脱自在に接続されている収容部と
、を含む検体採取器具。
【請求項２】
　圧搾部の第１シリンダ又は第１プランジャに、第１中空部内の空気を排出するための空
気排出口が設けられている請求項１に記載の検体採取器具。
【請求項３】
　第１中空部は、第１プランジャが挿入される側から順に、第１チャンバ、及び、第１チ
ャンバに連結される第２チャンバを含み、
　第２チャンバの断面積は、第１チャンバの断面積より小さい請求項１又は２に記載の検
体採取器具。
【請求項４】
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　第１中空部は、第２チャンバにおける第１チャンバが連結される側とは反対側に連結さ
れる第３チャンバをさらに含み、
　第３チャンバの断面積は、第２チャンバの断面積より小さい請求項３に記載の検体採取
器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液状検体を簡便に、かつ高精度で定量採取することができる検体採取器具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　唾液、血液、尿、呼気等の生体サンプルに含まれる特定成分（バイオマーカー）を検出
又は定量して、ヒトの疾病や健康状態を診断する技術が近年注目を浴びている。中でも唾
液等の生体サンプルを用いる場合には、非侵襲で生体サンプルを採取し、診断を行えると
いう利点がある。バイオマーカーとしては例えば、ストレス関連物質である、唾液に含ま
れるコルチゾールがある。
【０００３】
　液状の生体サンプル、例えば唾液中のバイオマーカーを定量しようとする場合には、唾
液採取用のスワブを口に含み、スワブに唾液を吸収させた後、遠心分離機等を用いて唾液
を分離回収し、次いで、所定量の唾液をマイクロピペットを用いて定量し、分析装置に導
入するという、煩雑な操作を経ることが一般的であった。このような事情に鑑み、液状検
体を分析する場合において、できるだけ簡便に、また望ましくは、できるだけ安全、衛生
的に液状検体を定量採取できる器具が求められている。
【０００４】
　特開２００４－２１９３０９号公報（特許文献１）には、ピストン部分の先端部を口に
入れて該先端部に唾液を吸収させた後、ピストン部分をシリンジ部分に挿入し、圧搾する
ことにより唾液を分離採取する唾液採取回収器具が開示されている。しかしながら、この
器具は、唾液の定量的な採取が難しいという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２１９３０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、スワブ等の吸収体に吸収されている液状検体を簡便に、かつ高精度で
定量採取することができる検体採取器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下のものを含む。
　［１］　第１中空部を有する第１シリンダ、及び、第１中空部に収容される、液状検体
を吸収保持する吸収体を圧搾して、液状検体を取り出すための第１プランジャから構成さ
れる圧搾部と、
　第２中空部を有する第２シリンダ、及び、第２中空部に挿入される第２プランジャから
構成されており、前記吸収体から取り出された液状検体のうちの所定量を第１中空部から
排出させるための定量部と、
　第１中空部及び第２中空部と空間的に接続されており、第１中空部から排出された所定
量の液状検体を収容するための収容部と、
を含む検体採取器具。
【０００８】
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　［２］　収容部は、第１中空部に対して着脱自在に接続されている［１］に記載の検体
採取器具。
【０００９】
　［３］　圧搾部の第１シリンダ又は第１プランジャに、第１中空部内の空気を排出する
ための空気排出口が設けられている［１］又は［２］に記載の検体採取器具。
【００１０】
　［４］　第１中空部は、第１プランジャが挿入される側から順に、第１チャンバ、及び
、第１チャンバに連結される第２チャンバを含み、
　第２チャンバの断面積は、第１チャンバの断面積より小さい［１］～［３］のいずれか
に記載の検体採取器具。
【００１１】
　［５］　第１中空部は、第２チャンバにおける第１チャンバが連結される側とは反対側
に連結される第３チャンバをさらに含み、
　第３チャンバの断面積は、第２チャンバの断面積より小さい［４］に記載の検体採取器
具。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、液状検体を簡便に、安全かつ衛生的に、さらには高精度で定量採取す
ることができる検体採取器具を提供することができる。本発明の検体採取器具は、構成部
品点数が少なく、低コストでの量産が可能であるため、使い捨て式の検体採取器具として
好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る検体採取器具を示す概略図である。
【図２】第１の実施形態に係る検体採取器具の使用方法を示す工程図である。
【図３】第２プランジャの別の例を示す概略図である。
【図４】シリンダの形状の他の例を示す概略図である。
【図５】予備実験の結果を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る検体採取器具の定量性の評価１の結果を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係る検体採取器具の定量性の評価２の結果を示す図である。
【図８】第２の実施形態に係る検体採取器具を示す概略断面図である。
【図９】第２の実施形態に係る検体採取器具の使用方法を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る検体採取器具を示す概略図であり、図１（ａ）がその概略断
面図、図１（ｂ）及び図１（ｃ）はそれぞれ、第１プランジャ１０１の先端部１０１ａ、
第２プランジャ２０１の先端部２０１ａの形状を示す上面図である。
【００１５】
　本実施形態に係る検体採取器具は、唾液等の液状検体を吸収保持する吸収体から、液状
検体を精度良く定量しながら採取できる器具であり、２つのピストン機構（圧搾部１００
としてのピストン機構と定量部２００としてのピストン機構）を配管（収容部３００）で
接続したような簡易な構造を有している。より具体的には、この検体採取器具は、液状検
体を吸収保持する吸収体を圧搾して、液状検体の取り出しを行うための圧搾部１００；吸
収体から取り出された液状検体のうちの所定量を定量するための定量部２００；及び、定
量された液状検体を収容するための収容部３００から構成される。
【００１６】
　圧搾部１００は、第１中空部を有する第１シリンダ１０２、及び、第１中空部に挿入さ
れる第１プランジャ１０１からなる。本発明において「シリンダ」とは、筒状体を意味し
、内部に空間（中空部）を有するものである。「プランジャ」とは、シリンダの中空部に
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挿入されるピストン棒であり、中空部に挿入した状態で往復運動自在なものである。本実
施形態において第１中空部は、第１プランジャ１０１が挿入される側から順に、第１チャ
ンバ１５１、第１チャンバ１５１に連結される第２チャンバ１５２、及び、第２チャンバ
１５２に連結される第３チャンバ１５３から構成されている。本実施形態では、第２チャ
ンバ１５２の断面積が第１チャンバ１５１の断面積より小さく、また、第３チャンバ１５
３の断面積が第２チャンバ１５２の断面積より小さくなるように設計されている。
【００１７】
　第１シリンダ１０２の第１中空部に挿入された第１プランジャ１０１を押すことにより
、液状検体を吸収保持する吸収体が圧搾され、吸収体から液状検体が取り出される。
【００１８】
　定量部２００は、第２中空部２５１を有する第２シリンダ２０２、及び、第２中空部２
５１に挿入される第２プランジャ２０１からなる。第２シリンダ２０２の第２中空部２５
１に挿入された第２プランジャ２０１を引くことにより、吸収体から取り出された液状検
体のうちの所定量が第１中空部から排出され、収容部３００内に収容される。
【００１９】
　図１（ｂ）に示されるように、第１プランジャ１０１の先端部１０１ａは切り欠き部を
有しており、この切り欠き部は、第１中空部内の空気を排出するための空気排出口である
。一方、第２プランジャ２０１の先端部２０１ａは、このような空気排出口を有していな
い〔図１（ｃ）〕。
【００２０】
　収容部３００は、定量部２００を用いて定量された液状検体を収容するための部位であ
り、本実施形態では樹脂製のチューブからなる。収容部３００の一方端、他方端はそれぞ
れ、収容部３００内の空間が第３チャンバ１５３及び第２中空部２５１と空間的に接続さ
れるように、第１シリンダ１０２の端部、第２シリンダ２０２の端部に差し込まれている
。従って、収容部３００は、第１中空部及び第２中空部２５１に接続されているが、着脱
自在（収容部３００は、第１シリンダ１０２及び第２シリンダ２０２から取り外し可能）
である。
【００２１】
　本実施形態において圧搾部１００と定量部２００とは、それらの中空部が略平行となる
ように、かつ、それらの中空部におけるプランジャが挿入される側とは反対側の開口が同
じ側を向くように、隣接して配置されている。そしてこれらの開口を繋ぐように収容部３
００が配置されている。本実施形態において圧搾部１００と定量部２００とは、別々のプ
ラスチック成形部材である。この場合、圧搾部１００及び定量部２００を図示しない１つ
の支持体（例えば、２つのピストン機構を差し込む穴が開いた基板等）に固定することに
より、又は接着剤等を用いて接着することにより、圧搾部１００と定量部２００とを結合
させることができる。
【００２２】
　ただし、圧搾部１００と定量部２００とは別々の部材である必要はなく、第１シリンダ
１０２と第２シリンダ２０２とが一体的に成形された部材を用いることもできる。この場
合、検体採取器具を構成する部品点数をより少なくすることができるため、低コストでの
量産により有利である。
【００２３】
　次に、図２を参照しながら、本実施形態に係る検体採取器具の使用方法について説明す
る。以下に詳述するように、本実施形態に係る検体採取器具によれば、極めて簡便な操作
で液状検体を精度良く定量採取できる。また、手を汚すことなく、安全に、衛生的に定量
採取操作を行うことができる。
【００２４】
　なお以下では、液状検体が唾液である場合を例に挙げて検体採取器具の使用方法を説明
するが、液状検体は唾液に限定されるものではなく、血液、涙、鼻水、尿等の生体サンプ
ルを含む如何なる液状検体にも適用可能である。また、検体に限らず、液状の化学物質の
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定量にも適用することが可能である。
【００２５】
　（Ａ）圧搾工程
　まず本工程において、口に含ませることにより唾液を吸収させた唾液採取用の吸収体４
００を、第１シリンダ１０２の第１中空部、より具体的には第１チャンバ１５１に入れ、
第１プランジャ１０１を押して吸収体４００を圧搾し、吸収体４００から唾液４５０を取
り出す〔図２（ａ）〕。吸収体４００としては、唾液採取用スワブとして一般的に市販さ
れているものを用いることができ、例えば、綿、天然スポンジ、ウレタンスポンジを挙げ
ることができる。
【００２６】
　上述のように、第２チャンバ１５２の断面積は第１チャンバ１５１の断面積より小さく
なっており、これにより第１中空部には、その断面積が狭窄された第１狭窄部１６０が形
成されている。この第１狭窄部１６０上に吸収体４００が載置される。第１狭窄部１６０
上に吸収体４００が載置されるので、吸収体４００を第１プランジャ１０１で押圧しても
、吸収体４００が第２チャンバ１５２に落ち込んで、圧搾操作に不具合が生じることはな
い。換言すれば、吸収体４００としては、第２チャンバ１５２の断面積より大きく、第１
チャンバ１５１の断面積と同程度か、又はこれより若干小さめのサイズのものが用いられ
る。このように、第１チャンバ１５１の第２チャンバ１５２側端部が吸収体４００を載置
する載置部となる。
【００２７】
　圧搾操作により吸収体４００から取り出された唾液４５０は、第２チャンバ１５２内に
一時的に収容される。このように、第２チャンバ１５２は、吸収体４００から取り出され
た唾液４５０を一時的に貯めておく貯蔵部（保持部）として機能する。吸収体４００から
取り出す唾液４５０の量は特に限定されず、例えば最終的に定量される唾液量の１０倍程
度であることができる。取り出すべき唾液４５０の量を明確に把握できるよう、図１（ａ
）及び図２（ａ）等において点線で示されるように、第２チャンバ１５２にマーカー（目
印となるライン）を付しておくとよい。
【００２８】
　上述のように、第３チャンバ１５３の断面積は第２チャンバ１５２の断面積より小さく
なっており、これにより第１中空部には、その断面積が狭窄された第２狭窄部１７０が形
成されている〔図２（ａ）参照〕。このような狭窄部を設けることにより、圧搾操作にお
いて第１中空部内の空気を空気排出口（第１プランジャ１０１の先端部１０１ａの切り欠
き部）から良好に排出させることができる。第３チャンバ１５３は、収容部３００を差し
込んだときに、収容部３００の端部の位置を位置決めする役割を果たすとともに（収容部
３００の端部の位置を第３チャンバ１５３の収容部３００側端部に位置決めする）、第２
チャンバ１５２内の唾液４５０が毛細管現象で収容部３００に侵入することを防止する。
【００２９】
　第２チャンバ１５２の断面積に対する第３チャンバ１５３の断面積をより小さくしたり
、第２狭窄部１７０近傍における第３チャンバ１５３の内表面の撥水性をより大きくした
りすることにより、唾液４５０が毛細管現象で収容部３００に侵入することをより効果的
に防止することができる。
【００３０】
　なお本実施形態では、第１プランジャ１０１の先端部１０１ａに空気排出口を設けてい
るが、これに限定されず、第１シリンダ１０２に、第１中空部と採取器具外部とを連通す
る開口からなる空気排出口を設けてもよい。また、第１及び第２プランジャ１０１，２０
１の形状は図１及び図２に示されるような、それらの先端部１０１ａ，２０１ａの径のみ
が第１チャンバ１５１，第２中空部２５１の径と同等である形状に限定されず、全体が第
１チャンバ１５１，第２中空部２５１の径と同等であるような柱状であってもよい。
【００３１】
　（Ｂ）定量工程
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　上記圧搾工程（Ａ）に続き、本工程では、第２プランジャ２０１を引くことによって、
第２チャンバ１５２に保持された唾液４５０のうちの所定量を第１中空部から排出させ、
収容部３００内に引き込むことにより定量を行う〔図２（ｂ）〕。収容部３００内に収容
された量が定量された量である。定量されるべき唾液４５０の量を明確に把握できるよう
、図１（ａ）及び図２（ａ）等において点線で示されるように、収容部３００にマーカー
（目印となるライン）を付しておくとよい。マーカーは、マーカーの位置まで唾液を引き
込んだときに所定量が定量される位置に付される。
【００３２】
　収容部３００内に収容され得る唾液量は、収容部３００の長さや内径によって調節する
ことができる。収容部３００の内径を小さくすれば、定量性をより向上させることができ
る。
【００３３】
　第２プランジャ２０１を引き過ぎたことにより、過剰の唾液が収容部３００に収容され
た場合には、唾液４５０がマーカーの位置に到達するまで第２プランジャ２０１を押し込
めばよい。また、収容部３００として、例えばプラスチック製のチューブ等を用いる場合
などにおいては、収容部３００へ液状検体を引き込む際に気泡などが混入することを防ぐ
ために、収容部３００の内面に、界面活性剤などを用いて親水化処理を施しておいてもよ
い。
【００３４】
　図３に示されるような第２プランジャを用いると、唾液の収容部３００への引き込み量
の微量調整がより容易となり、定量性をより向上させ得る。図３（ａ）は第２プランジャ
の別の例を示す概略側面図であり、図３（ｂ）は図３（ａ）に示される先端部分ＩＩＩを
拡大して示す概略側面図である。図３に示される第２プランジャは、その先端部分にらせ
ん状の溝が刻まれている。このような溝を設けると、第２プランジャを回転させることに
より引き上げることが可能になるので、回転量の調節により、第２プランジャの引き上げ
長さ、ひいては唾液の収容部３００への引き込み量をより精密に調節することができる。
また、溝ではなく、らせん状突起を設けるようにしても、上記と同様の効果を得ることが
できる。
【００３５】
　図３に示される第２プランジャを使用する場合、第２プランジャの溝（又は突起）に対
応するらせん状の突起（又は溝）を第２中空部２５１の内壁に設けてもよいが、このよう
な突起を設けなくても、第２プランジャと第２シリンダとの摩擦力によって、第２プラン
ジャの回転による引き上げ動作を十分に行うことができる。
【００３６】
　ここで上述のように、収容部３００は、第１シリンダ１０２及び第２シリンダ２０２の
末端に設けられ、それぞれ第１収容部（第３チャンバ１５３）及び第２収容部２５１と連
通する凹部に差し込むことにより、圧搾部１００及び定量部２００と接続することができ
る。これらの凹部は、図１に示されるように、収容部３００の径と同等の径を有する一定
径の凹部であってもよいが、例えば図４に示されるように、該凹部（凹部２０５）の第１
収容部や第２収容部側の端部において凹部２０５の径が大きくなるように空間部２０５ａ
が設けられた凹部であってもよい。これにより、収容部３００を凹部２０５の奥まで容易
に差し込むことができるようになるため、収容部３００が凹部の奥まで差し込まれず、デ
ッドスペースが生じて、液状検体定量に誤差が生じることを効果的に防止することができ
る。なお図４は、第２シリンダ２０２を例に挙げた図であるが、第１シリンダ１０２につ
いても同様である。
【００３７】
　（Ｃ）取り出し工程
　最後に、本工程において、収容部３００と第１シリンダ１０２とを切り離し、定量工程
（Ｂ）において引き上げた第２プランジャ２０１を最後まで押して、定量された唾液を収
容部３００から取り出す〔図２（ｃ）〕。取り出しの一形態では、収容部３００の先端か
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ら、唾液分析を行う分析チップ（バイオチップ）や分析装置の検体注入口に直接滴下する
。
【００３８】
　なお、本実施形態において収容部３００は、第２シリンダ２０２からも取り外し可能と
なっているが、少なくとも第１シリンダ１０２から取り外し可能であればよく、収容部３
００と第２シリンダ２０２との接続は固定的であってもよい。
【００３９】
　以下に示す手順で本実施形態の検体採取器具の定量性を評価した。第１、第２、第３チ
ャンバ、第２中空部（第２プランジャの挿入部分）の断面形状はいずれも円であり、それ
らの直径はそれぞれ、５ｍｍ、２ｍｍ、１．５ｍｍ、５ｍｍとした。収容部３００には、
内面が界面活性剤により親水化処理された内径０．８ｍｍのシリコーン製チューブを用い
た。
【００４０】
　（ａ）予備実験
　下記（ｂ）及び（ｃ）に示すように、検体採取器具による検体の定量性を、定量した検
体の体積ではなく質量に基づき評価するため、その妥当性について事前に検討した。まず
、表示値が１０μｌ、１５μｌ、３０μｌ、５０μｌであるマイクロピペットをそれぞれ
用いて、マイクロチューブに純水を分注した。これら５種類の純水入りマイクロチューブ
を１つのロットとし、合計５ロット（それぞれ、第１～第５ロットとする）を用意した。
純水分注前に、各マイクロチューブの質量を電子天秤（Ａ＆Ｄ社製　ＧＲ－２０２）を用
いて予め測定しておいた。
【００４１】
　次に、上記と同じ電子天秤を用いて、
　第１ロット　１０μｌ→１５μｌ→３０μｌ→５０μｌ
　　↓
　第２ロット　１０μｌ→１５μｌ→３０μｌ→５０μｌ
　　↓
　　↓
　第５ロット　１０μｌ→１５μｌ→３０μｌ→５０μｌ
の順で純水入りマイクロチューブの質量を測定し、予め測定しておいたマイクロチューブ
の質量との差分から各マイクロチューブ内の純水の質量を求めた。１０μｌ、１５μｌ、
３０μｌ、５０μｌの純水量毎に、第１～第５ロットについて求められた純水質量の変動
係数を算出した。以上の一連の測定をｎ＝５で４回繰り返した。図５にその結果を示す。
【００４２】
　純水質量の変動係数は最大でも１．３３％であり、バラツキは小さかった。従って、測
定中の蒸発等に起因する質量の変動は実質的に無視できると判断した。また、電子天秤の
ドリフトが１ｍｇ／ｈ程度と極めて小さいことにも鑑み、採取した検体の質量に基づいて
、問題なく検体の定量性を評価できると判断した。
【００４３】
　（ｂ）検体の定量性の評価１
　ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）を一定濃度溶解して粘性を持たせた疑似唾液を用いて、
検体採取器具の定量性を評価した。まず、疑似唾液として５質量％ＢＳＡ溶液を調製し、
その１００μｌを唾液採取用のスワブに含ませた。このスワブを第１シリンダ１０２に入
れ、第１プランジャ１０１で圧搾して、疑似唾液を第２チャンバ１５２に排出させた。次
いで、第２プランジャ２０１を引き、収容部３００に予め付しておいた検体量４０μｌの
ライン（図１に示される点線ライン）まで疑似唾液を引き込み、疑似唾液を定量した。次
に、収容部３００と第１シリンダ１０２とを切り離した後、第２プランジャ２０１を最後
まで押し込み、収容部３００内の疑似唾液全量を、予め質量を測定したマイクロチューブ
へ滴下した。疑似唾液入りマイクロチューブの質量を測定し、予め測定しておいたマイク
ロチューブの質量との差分からマイクロチューブ内の疑似唾液の質量を求めた。
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【００４４】
　以上の測定を１０回繰り返し、平均値及び変動係数を求めた。結果を図６に示す。また
、疑似唾液として、０質量％、０．５質量％、１質量％及び３質量％ＢＳＡ溶液を調製し
、同様にして、定量された疑似唾液の質量の平均値及び変動係数を求めた。結果を併せて
図６に示す。疑似唾液の質量の変動係数は最大でも２．７５％であり、バラツキは極めて
小さかった。
【００４５】
　（ｃ）検体の定量性の評価２
　ヒト唾液を用いて検体採取器具の定量性を評価した。この際、収容部３００の長さ（予
め付しておいたラインまでの長さ）を１０ｃｍ、９ｃｍ、８ｃｍ、７ｃｍの４種類とし、
それぞれについて定量性を評価した。評価方法は上記（ｂ）と同じであり、測定を１０回
繰り返し、平均値及び変動係数を求めた。結果を図７に示す。
【００４６】
　図７に示されるように、収容部３００の長さに比例したヒト唾液を定量採取することが
できた。また、ヒト唾液の質量の変動係数は最大でも８．２２％であり、バラツキは十分
に小さかった。
【００４７】
　＜第２の実施形態＞
　図８は、本実施形態に係る検体採取器具を示す概略断面図である。本実施形態に係る検
体採取器具もまた、第１の実施形態と同様、液状検体を吸収保持する吸収体から、液状検
体を精度良く定量しながら採取できる器具であり、２つのピストン機構（圧搾部７００と
してのピストン機構と定量部８００としてのピストン機構）を収容部９００で接続したよ
うな簡易な構造を有している。
【００４８】
　本実施形態に係る検体採取器具と第１の実施形態に係る検体採取器具との間の構造上の
主な相違点は、本実施形態では、圧搾部７００と定量部８００の中空部におけるプランジ
ャが挿入される側とは反対側の開口が同じ側を向くのではなく、互いに対向するように、
圧搾部７００と定量部８００を上下に配置している点である。定量部８００のシリンダ（
第２シリンダ８０２）の一部は、圧搾部７００のシリンダ（第１シリンダ７０２）に差し
込まれている。
【００４９】
　圧搾部７００は、第１中空部を有する第１シリンダ７０２、及び、第１中空部に挿入さ
れる第１プランジャ７０１からなる。本実施形態において第１中空部は、第１プランジャ
７０１が挿入される側から順に、第１チャンバ７５１、及び、第１チャンバ７５１に連結
経路７０２ａを介して連結される第２チャンバ７５２から構成されており、第３チャンバ
を有しない。例えば、台の上に置かれた第１プランジャ７０１に対し、第１シリンダ７０
２を押し込むことにより、液状検体を吸収保持する吸収体が圧搾され、吸収体から液状検
体が取り出される。第１プランジャ７０１の周縁部には、押し込まれた第１シリンダ７０
２を挿入するための凹部が形成されている。
【００５０】
　本実施形態では、第１プランジャ７０１ではなく、第１シリンダ７０２に、第１中空部
と採取器具外部とを連通する開口からなる、第１中空部内の空気を排出するための空気排
出口７０２ｂを設けている。
【００５１】
　定量部８００は、第２中空部８５１を有する第２シリンダ８０２、及び、第２中空部８
５１に挿入される第２プランジャ８０１からなる。第２シリンダ８０２には、その先端に
、第２中空部８５１の狭部８５２を形成する針部が設けられており、これに収容部９００
が取り付けられる。第２シリンダ８０２の第２中空部８５１に挿入された第２プランジャ
８０１を引くことにより、吸収体から取り出された液状検体のうちの所定量が第１中空部
（より具体的には第２チャンバ７５２）から収容部９００内に導入される。
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　収容部９００は、第２シリンダ８０２の針部に取り付けられることにより、第２シリン
ダ８０２の第２中空部８５１と空間的に接続されている。また、収容部９００は、第１シ
リンダ７０２の第２チャンバ７５２内に配置されているので、第１中空部（第２チャンバ
７５２）とも空間的に接続されている。本実施形態において収容部９００は、ピペットチ
ップ等のプラスチック部材である。
【００５３】
　次に、図９を参照しながら、本実施形態に係る検体採取器具の使用方法について説明す
る。本実施形態に係る検体採取器具によれば、第１の実施形態と同様、極めて簡便な操作
で液状検体を精度良く、また、安全に、衛生的に定量採取できる。なお以下では、液状検
体が唾液である場合を例に挙げて検体採取器具の使用方法を説明するが、液状検体は唾液
に限定されるものではない。
【００５４】
　（Ａ）圧搾工程
　まず本工程において、口に含ませることにより唾液を吸収させた唾液採取用の吸収体４
００を、第１シリンダ７０２の第１チャンバ７５１に入れ〔図９（ａ）〕、台の上に置か
れた第１プランジャ７０１に対し、第１シリンダ７０２を押し込むことにより、吸収体４
００を圧搾し、吸収体４００から唾液４５０を取り出す〔図９（ｂ）〕。取り出すべき唾
液４５０の量を明確に把握できるよう、第１の実施形態と同様、第２チャンバ７５２にマ
ーカー（目印となるライン）を付しておくとよい。第２チャンバ７５２への唾液４５０の
導入に伴い、第１中空部内の空気は、空気排出口７０２ｂから排出される。
【００５５】
　（Ｂ）定量工程
　上記圧搾工程（Ａ）に続き、本工程では、第２プランジャ８０１を引くことによって、
第２チャンバ７５２に保持された唾液４５０のうちの所定量を第１中空部から排出させ、
収容部９００内に引き込むことにより定量を行う〔図９（ｃ）〕。定量されるべき唾液４
５０の量を明確に把握できるよう、収容部９００にマーカー（目印となるライン）を付し
ておくとよい。収容部９００内に収容され得る唾液量は、収容部９００の内容積によって
調節することができる。本実施形態においても同様に、図３に示されるような第２プラン
ジャを用いることができる。
【００５６】
　（Ｃ）取り出し工程
　最後に、本工程において、定量部８００及び収容部９００を圧搾部７００から取り外し
〔図９（ｄ）〕、第２プランジャ８０１を最後まで押して、定量された唾液を収容部９０
０から取り出す〔図９（ｅ）〕。例えば、収容部９００の先端から、唾液分析を行う分析
チップ（バイオチップ）や分析装置の検体注入口に直接滴下する。
【符号の説明】
【００５７】
　１００，８００　圧搾部、１０１，７０１　第１プランジャ、１０１ａ　第１プランジ
ャの先端部、１０２，７０２　第１シリンダ、１５１，７５１　第１チャンバ、１５２，
７５２　第２チャンバ、１５３　第３チャンバ、１６０　第１狭窄部、１７０　第２狭窄
部、２００，８００　定量部、２０１，８０１　第２プランジャ、２０１ａ　第２プラン
ジャの先端部、２０２，８０２　第２シリンダ、２０５　凹部、２０５ａ　空間部、２５
１，８５１　第２中空部、８５２　狭部、３００，９００　収容部、４００　吸収体、４
５０　唾液、７０２ａ　連結経路、７０２ｂ　空気排出口。
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