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■ 本製品は、アメリカ疾病予防管理センター（CDC）発行

「2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)  

Real-time rRT-PCR Panel Primers and Probes」

(Effective: 6 Jun 2020)に記載されたプライマー・プロ

ーブ配列を採用しています。 

■ 検体処理試薬(DirSOL.Bｇ-CoV2)に検体（鼻咽頭拭い

液・唾液等）を加え、5～10分間の熱処理を行うだけの簡

単な操作でReverse Transcription(RT)-PCRに用いるこ

とができます。また、One-stepリアルタイムRT-PCRを

採用することで、SARS-CoV-2を簡便かつ高感度に検出

できます。 

■ SARS-CoV-2遺伝子領域の２カ所（N1, N2）を同じ蛍

光色素（FAM）で標識されたプローブで検出するため、高

感度検出が期待できます。 

■ 偽陰性対策としてターゲットとは異なる蛍光色素（ROX）

で標識された内部コントロール(IC)検出用プローブを内包

しています。 

■ リアルタイムRT-PCRの鋳型として検体からのRNAの分

離・精製なしに直接、5μLの検体中に存在する5copies相

当以上のSARS-CoV-2RNAが検出できると推定してい

ます。 

■ 自動分注器の作業など、作業の効率化を図る目的で、検体

処理試薬は必要量の倍量が入っています。 

■ 前処理から検出まで1.5時間程度と、迅速な検出が可能で

す。 

 

【全般的な注意】 

1. 本製品は研究用試薬です。医薬品医療機器法に基づく体外

診断用医薬品としての承認を受けておりません。ただし、

「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV

遺伝子検査法について」(厚生労働省健康局結核感染症課 

国立感染症研究所 2020年10月13日版)に記載され、公

開されております。 

2. 検体中のウイルス量や夾雑物の多寡などによっては

SARS-CoV-2遺伝子が検出されない場合があります。 

3. 検体の取り扱いについては必要なバイオハザード対策を

実施した上で行って下さい。 

4. 検出に使用する機器の添付文書又は取扱説明書をよく読

んでから使用して下さい。また機器の使用に関する詳細は

機器メーカーにお問い合わせ下さい。 

 

【形状・構造等（キットの構成）100テスト分】 

No.    試薬名称       Cap色  内容量  

-------------------------------------------------------- 

①  検体処理試薬：       赤色 1000μL 

DirSOL.Bg-CoV2 

-------------------------------------------------------- 

②   RT-PCR用試薬：  緑色 1300μL 

DirAMPg-CoV2 

-------------------------------------------------------- 

③   Primer/Probe混液：  茶色 100μL 

2cPPg-CoV2 (M) 

-------------------------------------------------------- 

④   Enzyme Mix：   紫色 100μL 

Enzyme２g-CoV2 

-------------------------------------------------------- 

 

【その他、準備が必要なもの】 
装置、器具 

・リアルタイムPCR装置（FAM, ROX色素対応）  1台 

・ヒートブロック     1台 

・小型遠心機（スピンダウン用）    1台 

・チューブミキサー     1台 

・マイクロピペット 10, 20, 100, 200, 1000μL 各1本 

・冷却用アルミブロック（PCR・マイクロチューブ用） 

     各1台 

・クラッシュアイスや保冷剤などの冷媒 

消耗品※1 

・反応液調製用マイクロチューブ（1.5mL or 2mL）   

・PCRチューブ（PCR装置に合ったチューブ）とキャップ※2 

・フィルター付チップ 
※1：消耗品は反応数に応じて、適切な数量を用意して下さい。 

※2：コンタミネーション防止のため、検体処理後はキャップを取り替えることを 

お勧めします。 

 

【使用目的】 

SARS-CoV-2遺伝子の検出 

 

【操作方法】 

１．検体の採取と保存 

1)「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体 

検査の指針」（厚生労働省）最新版をご参照ください。 

   2) 検体によっては、検体中に固形物や多くの細胞が含 

まれているもの（特に唾液）があります。その場合に

は、検体処理前に、小型遠心機などで2～3秒間スピ

ンダウンを行い、その上清をご使用ください。 

  

２．検体の前処理（核酸の簡易抽出） 

1)PCRチューブに検体処理試薬（DirSOL.Bg-CoV2)を

5μLずつ分注します。 

2)上記のPCRチューブに検体※３（鼻咽頭拭い液、唾液等）

を5μL添加し、キャップをした後、チューブミキサー

での混合とスピンダウンを各1～2秒行います。 

3)PCR装置で85℃、5分間（ヒートブロック使用の場合

は8～１０分間）保温を行った後直ちに冷却します。反

応液添加前にスピンダウンを1～2秒行い、キャップを

開封し、反応液添加までの間氷冷下で保存します。 

 
※３： Positive Controlやスピンカラムで精製したRNAを使用する場合は、2)の

検体の代わりにRNAを添加し、85℃の保温は行わず、３(1)の操作へ進んでく

ださい。 

 

３．One-stepリアルタイムRT-PCRでの増幅・検出 

⚠以下の(1)～(4)の反応液調製は必ず氷冷下で行って下

さい。 

(1) 1.5mLもしくは2mLのマイクロチューブに、下記の

反応液組成を元に必要とする検体分のリアルタイム

RT-PCR反応液を調製します（必要とする検体分の1

割増の量を調製することをお勧めします）。調製後、

チューブミキサーで中等強度での1～2秒間の混合2

回/スピンダウン1回を2度行うなどで、十分に混合し

ます。 
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研究用試薬 

この使用説明書をよく読んでからご使用下さい 



 

 

マルチプレックス検出用リアルタイムRT-PCR反応液組成 

（1反応分） 

②DirAMPg-CoV2         ：   13.0μL 

③2cPPg-CoV2 (M)  ：    1.0μL 

④Enzyme２g-CoV2 ：    1.0μL 

---------------------------------------------- 

Total  ：  15.0μL 

 

(2) 2.で用意した前処理済みのサンプルに、上記で調製し

たリアルタイムRT-PCR反応液を15μLずつ添加し、

キャップをします。 

(3) RT-PCR反応を効率的に行うために反応液とサンプ

ルを十分混和する必要がありますので、反応液を調製

した時と同様に、チューブミキサーで中等強度での1

～2秒間の混合2回/スピンダウン1回を2度行うなど

で、十分に混合します。 

(4) 反応開始まで、氷冷下に静置しておきます。 

 

４．リアルタイムRT-PCRによる増幅と測光 

リアルタイムPCR装置を使用して、RT-PCRによる遺伝

子増幅を行うと同時に蛍光プローブを分解することで、検

体中のSARS-CoV-2遺伝子を検出します。 

リアルタイム PCR装置※４ (CFX96 Touch™  Deep 

Well : BIO-RAD)での増幅および測光を行う際の設定条

件は以下のとおりです。 

 

RT-PCR条件 47℃ 10min 

 ↓ 

PCR増幅条件 95℃ 10min 

 ↓ 

 95℃ 3sec 

 58.5℃ 30sec 

 
※４お使いのリアルタイムPCR装置によっては上記設定では、検出効率が悪い場合が

あります。その際は【お問い合わせ先】にご相談下さい。 

※５このステージで測光を行います。検出はFAM、ROXに設定します。 

 

５．判定・結果の評価 

FAMでのCt値および蛍光グラフからSARS-CoV-2遺伝子

の存在を判定します。 

ROXでのCt値および蛍光グラフから、反応系全体の増幅効率

の推定を行います。FAM、ROXいずれの蛍光増幅も見られな

い場合、反応が正しく行われていないと判断し、再検査を行

います。 

検出対象 検出チャネル 

SARS-CoV-2遺伝子 

：N1, N2セット領域 
FAM 

内部コントロール(IC) 遺伝子 ROX 

 

<陽性判定> 

N1& N2(FAM) IC(ROX) 判定 

≦40 検出または不検出 陽性 

 

<検出限界以下判定> 

N1&N2(FAM) IC(ROX) 判定 

＞40または不検出 検出 検出限界以下 

 

<判定不能> 

N1&N2 (FAM) IC(ROX) 判定 

＞40または不検出 不検出 判定不能補足3) 

補足：結果判定に際しての留意点 

1)判定の際は、Ct値と共に蛍光グラフも確認下さい。 

2)ICとしてcontrol DNAが入っていますので、偽陰性の

可能性を低減できます。 

3)TargetのCt値が得られず、かつICのCt値が得られな

い場合や通常より大幅に遅れる場合は、試薬調製不良

や検体など由来のRT-PCR反応阻害の可能性があり

ます。その場合は、操作方法2.（1）から再検査もし

くは検体からRNAを分離・精製してからご使用下さい。 

 

【使用上又は取扱い上の注意】 

1. 取扱い上（危険防止）の注意 

(1) 本製品を取扱う場合には、必ず白衣、マスク、保護メ

ガネ、手袋等を着用して下さい。 

(2) 国立感染症研究所マニュアル「病原体検出マニュアル

2019-nCoV」や「新型コロナウイルス感染症に対

する感染管理」の最新版も参照し、必要なバイオハザ

ード対策をとって下さい。 

(3) 検体熱処理のための保温時には、チューブの内圧が上

がり、キャップが開いて内容物が飛散する恐れがあり

ますので、注意して下さい。また、開封時は十分冷め

てから開封して下さい。 

 

2. 使用上の注意 

(1) 本製品は冷凍（-20℃）で保存して下さい。 

(2) 4種の構成試薬の内、「Enzyme2g-CoV2」は使用

時以外できるだけ冷凍（-20℃）で保持して下さい。 

それ以外の各試薬は室温にて解凍後、チューブミキサ

ー等でしっかり混和後スピンダウンし、使用時まで氷

冷下で保持して下さい。また全ての試薬は使用後、冷

凍（-20℃）に戻して下さい。 

(3) 操作中にチューブ内で液が飛び散った場合は、スピン

ダウンしてから使用して下さい。 

(4) RNase/DNaseフリーのチューブ類、ピペットチップ

等を使用して下さい。 

(5) 有効期限を過ぎたキットは使用しないで下さい。 

(6) 本製品と他の試薬を組み合わせて使用しないで下さ

い。 

(7) 異なるロットのキットを組み合わせて使用しないで

下さい。 

(8) 破損や異物など、外観や内容物に異常が認められたも

のは使用しないで下さい。 

 

3. 廃棄上の注意 

(1) 使用後の試薬や器具、検査に使用した検体等は感染の

危険があるため、以下のいずれかの処理を行って下さ

い。 

a) 2%グルタルアルデヒド溶液に1時間以上浸漬

する。 

b) 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素濃度

1,000ppm以上）に1時間以上浸漬する。 

c) オートクレーブで121℃、20分以上高圧蒸気滅

菌する。 

但し、PCR反応の生成物は、使用施設内でオートクレ

ーブ処理しないで下さい。増幅産物が使用施設内で飛

散し、以後の検出結果に影響がでる場合があります。 

(2) 処理を行った試薬や器具等を廃棄する場合は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規

制に従って廃棄して下さい。 

 

【貯蔵方法・有効期間】 

貯蔵方法：冷凍(-20℃) 

有効期間：24ヶ月 

 

【包装単位】 

コードNo. 品名 包装 

69560 
SARS -CoV-2 

遺伝子検出キット 極東 Ver.2  
100テスト用 

 

 

 

 

×45cycles※５ 



 

 

【お問い合わせ先】 

極東製薬工業株式会社 営業学術部 

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8 

  電話 03-5645-5664 

  FAX 03-5645-5703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本キットは、神戸常盤大学・保健科学部との共同研究

成果に基づきます。 

 


