
【全般的な注意】
1．本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には
使用しないでください。

2．診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づい
て総合的な所見から、最終的には医師により判断
されるべきものです。

3．添付文書に記載された使用方法以外で得られた結果
については保証いたしません。

【形状・構造等（キットの構成）】
アッセンブリーキット

 ● 金コロイド標識抗ベロトキシン 1・ベロトキシン 2マウス
モノクローナル抗体

 ● メンブレンに固定化した抗ベロトキシン 1 マウスモノク
ローナル抗体

 ● メンブレンに固定化した抗ベロトキシン 2 マウスモノク
ローナル抗体

 ● メンブレンに固定化した抗マウス ヤギポリクローナル抗体

 ● 緩衝剤

 ● ブロッキング剤

【使用目的】
大腸菌のベロトキシンの検出

【測定原理】
本品は、金コロイド標識抗ベロトキシン 1・ベロトキ
シン 2 マウスモノクローナル抗体をコンジュゲート
パッドに吸収し、メンブレンに抗ベロトキシン 1 マ
ウスモノクローナル抗体と抗ベロトキシン 2マウスモ
ノクローナル抗体を固定化させたテストストリップを
アッセンブリーキットにセットしたものです。

試料をアッセンブリーキット上の試料滴下部に滴下し
ますと、金コロイド標識抗ベロトキシン 1・ベロトキシ
ン 2マウスモノクローナル抗体が、試料中のベロトキ
シン 1あるいはベロトキシン 2と複合体を形成します。 
この複合体は、メンブレン上を移動し、メンブレン上
に固定されているメンブレンに抗ベロトキシン 1マウ
スモノクローナル抗体あるいは抗ベロトキシン 2マウ
スモノクローナル抗体に捕捉され判定ゾーン [VT1] あ
るいは [VT2] に金コロイドによる赤色のラインを形成
します。本キットは、この赤色のラインを目視で確認
し、試料中のベロトキシンの存在の有無を確認します。 
また、余剰の金コロイド標識抗ベロトキシン1・ベロト
キシン 2マウスモノクローナル抗体は、メンブレン上
を移動し、ベロトキシン有無に関わらず、コントロール
ライン [C] に固定された抗マウス IgG抗体に捕捉され、 
赤色のラインが形成されます。これは、アッセンブリー
キットが正常に機能したことを示します。

【用法・用量（操作法）】
1．試薬の調製方法

 アッセンブリーキットはそのまま使用します。

2．準備する器具および試薬
 ● デュオパス・ベロトキシン

 ● 160 µL 用マイクロピペット、マーキングペン

 ● CAYE 培地注 1   * メルク製品番号 100060（試験管に 1 mL の
培地を入れたものを準備）

 ● CAYE ブイヨン添加剤注 2   * メルク製品番号 100051

 ● SMAC 寒天注 3  * メルク製品番号 109207 または *CT サプ
リメント注 4メルク製品番号 109202 添加 SMAC 寒天注 3メ
ルク製品番号 109207 または *BHI 寒天注 5メルク製品番号 
113825

 ●  * ポリミキシン B  メルク製品番号 109875 または同等品

 ●  * 精製水

 ● 恒温水槽（37℃）、培養器（37℃）

 ● 白金耳、ポリエステルスワブ

注 1：CAYE(Casamino Acid Yeast Extract) 培地の組成
カザミノ酸 20.0 g

酵母エキス 6.0 g

ブドウ糖 2.5 g

塩化ナトリウム 2.5 g

硫酸マグネシウム 0.05 g

塩化マンガン 0.005 g

リン酸水素二カリウム  8.71 g

精製水 1,000 mL

pH8.5 ± 0.2（25℃）

注 2：CAYE ブイヨン添加剤の組成
ベロトキシン誘発剤 10 µg/ バイアル

注 3：SMAC(Sorbitol MacConkey) 寒天の組成
ペプトン 20.0 g

ソルビトール 10.0 g

胆汁酸塩No.3 1.5 g

クリスタルバイオレット 0.001 g

塩化ナトリウム 5.0 g

ニュートラルレッド 0.03 g

寒天 15.0 g

精製水 1,000 mL

pH7.1 ± 0.2（25℃）

注 4：CT サプリメント　メルク製品番号 109202
セフィキシム 0.025 mg/ バイアル

亜テルル酸カリウム 1.25 mg/ バイアル

注 5：BHI 寒天 　メルク製品番号 113825
混合栄養物（脳エキス、心臓エキス、ペプトン） 27.5 g

D(+) グルコース 2.0 g

塩化ナトリウム 5.0 g

リン酸水素 2ナトリウム 2.5 g

寒天 15.0 g

精製水 1,000 mL

pH7.4 ± 0.2（25℃）

3．検体

患者の検査材料から分離され、厚生省監修微生物検査必携等の方法に
従って大腸菌と同定された菌株を検体としてください。

4．試料の調製方法

ア） SMAC 寒天、CT-SMAC 寒天、または BHI 寒天培地にて培養を行っ
た被検大腸菌からコロニー（ *1 mm 径）の 1 つ * または相当
量を採取し注 6、添加剤を含む CAYE 培地（CAYE ブイヨン添加剤
10 µg を滅菌蒸留水 1 mL に溶解し、加圧滅菌後、室温まで冷
却した CAYE 培地 200 mL に加えて調製）1 mL に接種し、37℃
で 6 ～ 24 時間培養します。その培養液 360 µL をとり、 *50,000 
units/mL のポリミキシン B 液（ *50,000 units のポリミキシン
B を 1 mL の精製水に溶解）を 40 µL 添加し 37℃で 10 分間反応
させた溶液を試料とします。

イ） 寒天培地より採取した被検大腸菌のコロニーの 1つを、SMAC 寒
天培地上に接種し、37℃にて 19 ～ 24 時間培養します。培養後、
SMAC 寒天培地上のコロニー（1 mm径）の 5つまたは相当量を
ポリエステルスワブ（コットン綿棒は使用しないでください）に
て採取注 6し、 *5,000 units /mL のポリミキシン B溶液 ( ポリミキ
シン Bの *50,000 units を 1 mL の精製水に溶解、その 100 µL を
900 µL の精製水で希釈 ) の 0.5 mL に懸濁した後、37℃で 30 分
間反応させた溶液を試料とします。

 * 注 6： 被検大腸菌のコロニーを採取する際には、ムコイド状のコロ
ニーを避けて採取してください。ムコイド状のコロニーは、メ
ンブレン上での試料の移動を妨げる可能性があります。

5．操作方法
 * ① 本品でテストする前に、培養後の試料と必要な数のアルミ袋に

入ったアッセンブリーキットを室温（15 ～ 25℃）に戻しておき
ます。

     ② アッセンブリーキットを平坦で水平な場所におき、マイクロピ
ペットを用いて試料滴下部に試料を 160 µL 滴下します。  
 

 * ③ 試料を滴下後、室温に放置します。20 分後、テストストリップ
の判定ゾーン [VT1] および [VT2]、[C] に生じたラインにより目
視判定します。

【操作上の注意】
  1)  被検大腸菌のコロニーを採取する際には、ムコイド状のコロニー

を避けて採取してください。ムコイド上のコロニーは、メンブ
レン上での試料の移動を妨げる可能性があります。

 *2)  試料滴下用のマイクロピペットのチップは、次の試料の検査結
果に影響を与える可能性がありますので、試料毎に新しいもの
と交換してください。

大腸菌ベロ毒素キット

デュオパス・ベロトキシン

**2015 年 1 月改訂（新様式第 3版）
*2010 年 1 月改訂（新様式第 2版）

この添付文書をよく読んでからご使用下さい。

承認番号 21500AMY00087000

体外診断用医薬品

▼ テストストリップでの構造と反応
▼ アッセンブリーキット

判定ゾーン [VT1] および [VT2]

コントロールライン [C]

試料滴下部

  *

  *

  *

  *

  *

（** 写真を改訂）



VT2 の検出
対照品（逆受身ラテックス凝集反応法）
陽性 陰性 計

本品
陽性 27 0 27
陰性 0 32 32
計 27 32 59

陽性一致率：100%、陰性一致率：100%、一致率：100%

2） 腸管出血性大腸菌（EHEC）の臨床分離株 55 株、ベロ毒素非産生
大腸菌の臨床分離株 2株および保存標準菌株（ATCC 株）2株の
計 59 株を用いた結果、対照品（イムノクロマト法）との相関は
以下のとおりです。2)

試験結果：
VT1 または
VT2 の検出

対照品（イムノクロマト法）
陽性 陰性 計

本品
陽性 54 2 56
陰性 0 3 3
計 54 5 59

陽性一致率：96.4%、陰性一致率：60.0%、一致率：96.6%

【使用上または取扱上の注意】
1．使用上の注意

    1) 本品は体外診断用にのみ使用してください。

 *2) E.coli O157（H7 を含む）は、非常に少ない経口摂取量（50 バク
テリア以下）で感染することが報告されています。本品の使用者
は、E.coli O157（H7 を含む）などの感染性微生物の分離・同定
のための適切な無菌操作技術に精通しているべきです。使用する
検体、試料、培地およびアッセンブリーキットの取り扱いには十
分に注意してください。

    3) 検体には感染性微生物の存在が考えられますので、全ての操作は
感染性があるものとして充分注意して扱ってください。

 *4) 冷蔵（2-8℃）保存していたアッセンブリーキットは室温に戻し
てから使用してください。

    5) アルミ袋から取り出したアッセンブリーキットは 2時間以内に 
使用してください。

 *6) 開封して 2時間以上経ったアッセンブリーキットや破れたアルミ
袋に入ったアッセンブリーキットは使用しないでください。

 *7) 検体によっては、稀に検体中の目的成分以外との反応や妨害反応
を生じる事があります。測定結果に疑問がある場合は、再検査し
てください。

 *8) 本品で陰性と判定されても、腸管出血性大腸菌感染症を否定する
ものではありません。本品で陰性の結果が得られても、他の検査
手法や臨床症状に基づき総合的に判断してください。

   9) 有効期限切れのアッセンブリーキットは使用しないでください。

2．廃棄上の注意
 * 使用した培地、使用済みの容器および検査に使用した全ての器具類は、          

121℃、20 分高圧滅菌後、廃棄物の規定に従って廃棄してください。

3．妨害物質

 *1) 本品は、メルクの CAYE 培地を用いて開発されております。他の
タイプの CAYE 培地や他社製の CAYE 培地による妨害を除外する
ことはできません。特に赤褐色の液体培地の使用は、判定ゾーン
(VT1 または / および VT2) のバックグラウンドを赤褐色に帯色さ
せるため、弱い陽性のシグナルを隠してしまう可能性があります。

 *2) 本品は、メルクのポリミキシン B添加剤を用いて開発されており
ます。他社製のポリミキシン B は、メルク製と異なる力価（units/
mg）を持っている場合があります。

4．本品の測定の限界

 *1) 本品は、分離培養菌株由来の志賀毒素の存在を検出します。毒素の
レベルは、疾病の存在や重篤性との関連を示すものではありません。

 *2) 本品で陽性の結果が得られても、大腸菌以外の感染性の菌の存在
を否定するものではありません。

 *3) 便由来の正常細菌叢が過剰に発育して、ソルビトール陰性の 
コロニーを隠す場合があります。

 *4) 毒素産生性は継代培養で失われる場合があります。コロニーを 
スワブで採取するとベロトキシン（志賀毒素）産生の菌の検出が
増えることがあります。

 *5) ソルビトールマッコンキー（SMAC）寒天以外の腸内細菌用の寒
天培地は、本品と共に使用する培地として検証されておりません。

【貯蔵方法・有効期間】
（1）貯蔵方法 2～ 8℃で保存

（2）有効期間 1年間

使用期限は、外装に記載してあります。

【包装単位】
製品名 包装

デュオパス・ベロトキシン 25テスト× 1箱
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【測定結果の判定法】

1．測定結果の判定法

 * 試料滴下後 20 分に、コントロールゾーンに明瞭な赤色のラインが確
認できれば、テストが正常であることが確認できます。

 * 試料滴下後 20 分に、コントロールゾーンに明瞭な赤色のラインが確
認でき、判定ゾーン (VT1 または / および VT2) に明瞭な赤色またはピ
ンク色のラインが確認できれば陽性と判定します。陽性と判定するに
は、判定ゾーン (VT1 または / および VT2) のラインが明瞭な赤色また
はピンク色でなければなりません。

 * 試料滴下後 20 分に、コントロールゾーンに明瞭な赤色のラインが確
認でき、判定ゾーン (VT1 または / および VT2) に明瞭な赤色またはピ
ンク色のラインが無い場合は、陰性と判定します。また、判定ゾーン
に明瞭な赤色またはピンク色以外の色のラインが確認された場合や判
定ゾーンに漠然とした変色が確認されても、ラインを形成していない
場合は陰性と判定します。

 * 陽性の結果は、試料中の大腸菌由来のベロトキシン 1（志賀毒素 1）
または /およびベロトキシン 2（志賀毒素 2）が検出されたことを示し
ます。陰性の結果は、試料中の大腸菌由来のベロトキシン1（志賀毒素1）
およびベロトキシン2（志賀毒素2）が検出されなかったことを示します。

2．判定上の注意

 *1) 明瞭な赤色のコントロールライン [C] が確認されない場合は、 
再検査してください。

 *2) 試料を滴下後、20 分を超えて放置したアッセンブリーキットは、
判定に使用しないでください。

 *3) 明瞭な赤色のコントロールライン [C] が確認され、判定ゾーン [VT1]
または /および [VT2] に判定の困難な非特異反応が現れる場合や判
定の困難なラインが確認される場合がありますので注意してくだ
さい。非特異反応が疑われる場合や判定の困難なラインが確認さ
れる場合は、他の手法による検査を実施して確認してください。

 *4) 本品は、VT2 の subvariant である VT2d および VT2e とは反応し
ません。VT2c に対しても陰性の結果が得られることがあります。

【性能】
1．感度
 精製ベロトキシン管理用試料 VT1 は、0.1 µg/mL、VT2 は 0.05 

µg/mL を試料として測定するとき、VT1 ライン、VT2 ラインが 
検出され陽性と判定されます。

2．正確性
• CAYE 培地を試料としたとき、VT1 ラインおよび VT2 ラインが 

検出されず陰性と判定されます。

• VT1 の濃度を 0.1 µg/mL に調製した精製ベロトキシン管理用試料
を試料としたとき、VT1 ラインが検出され陽性と判定されます。

• VT2 の濃度を 0.1 µg/mL に調製した精製ベロトキシン管理用試料
を試料としたとき、VT2 ラインが検出され陽性と判定されます。

• VT1 および VT2 の濃度をそれぞれ 0.1 µg/mL に調製した精製ベロ
トキシン管理用試料を試料としたとき、VT1 ラインおよび VT2 ラ
インが検出され陽性と判定されます。

3．同時再現性
 上記 2の正確性試験を 5回同時に測定するとき同様の結果が得ら

れます。

4．最小検出感度
 本品の検出感度は、ベロトキシン 1 については 0.1 µg/mL、 

ベロトキシン 2については 0.05 µg/mL です。

5．反応特異性
• ベロトキシン 1産生株 12 例、ベロトキシン 1およびベロトキシ

ン 2産生株 14 例の合計 26 株について試験したとき、すべて VT1
ラインが検出され陽性を示しました。

• ベロトキシン 2産生株 13 例、ベロトキシン 1およびベロトキシ
ン 2産生株 14 例の合計 27 株について試験したとき、すべて VT2
ラインが検出され陽性を示しました。

• ベロトキシン 1およびベロトキシン 2産生株 14 株について試験
したとき、すべて VT1 および VT2 ラインが検出され陽性を示し
ました。

• ベロトキシン 1およびベロトキシン 2非産生株 20 株について試
験したとき、すべて VT1 および VT2 ラインが検出されず陰性を
示しました。

6．近縁または類似物質との交叉反応性

 以下のベロ毒素非産生菌株を用いた結果、近縁または類似物質と

の交叉反応性は確認されませんでした。

結果：
菌名 ATCC VT1 VT2 Control

Escherichia coli 25922 － － ＋
Escherichia coli 11775 － － ＋
Aeromonas hydrophila 7966 － － ＋
Citrobactor freundii 8090 － － ＋
Enterobacter cloacae 13047 － － ＋
Escherichia hermannii － － ＋
Proteus mirabilis 14153 － － ＋
Hafnia alvei 29926 － － ＋
Salmonella Typhimurium 14028 － － ＋
Shigella sonnei 11060 － － ＋
Enterococcus faecalis 29212 － － ＋

7．相関性試験成績
1） 大腸菌の臨床分離株 59 株を用いた結果、対照品（逆受身ラテッ

クス凝集反応法）との相関は以下のとおりです。

試験結果：

VT1 の検出
対照品（逆受身ラテックス凝集反応法）
陽性 陰性 計

本品
陽性 26 0 26
陰性 0 33 33
計 26 33 59

陽性一致率：100%、陰性一致率：100%、一致率：100%

製造販売元

製造販売元：　
東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー
Tel: 03-5434-4945

発売元：極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町 7-8

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
Tel: 03-5645-5664 / Fax: 03-5645-5703

お問い合せ先

VT1(+), VT2(+)：
 陽性

VT1(-), VT2(+)： 
陽性

VT1(+), VT2(-)： 
陽性

VT1(-), VT2(-)： 
陰性

要再検査（赤色のコントロールライン [C] が出ていない場合）


