
 
 

    使用説明書  

INDICAID® COVID-19 迅速抗原テスト 

 

使用目的 

INDICAID® COVID-19迅速抗原テストは、鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2 

由来の抗原を定性的に検出することを目的とした製品です。 

本製品は、SARS-CoV-2 抗原の有無を調べるための研究用試薬としての

使用に限られます。検査結果を診断には使用しないでください。 

 

測定原理 

本製品は高感度の抗体を用いて、鼻腔用綿棒によって採取された検体から

SARS-CoV-2抗原を検出するイム ノクロマ トグ ラフ ィ ー法です 。

SARS-CoV-2特異的抗体とコントロール抗体は2つの異なるラインとしてニト

ロセルロース膜担体に固定化されています。テストライン（T）領域には抗

SARS-CoV-2モノクローナル抗体が、コントロールライン（C）領域にはコント

ロール抗体が固相化されています。 

SARS-CoV-2抗原の検出には、金コロイド赤色粒子をコンジュゲート(結合)

させた抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体が用いられます。 

検体の綿棒を緩衝液バイアルに入れます。その緩衝液をテストデバイスの

サンプルウェルに滴下します。SARS-CoV-2抗原が存在する場合は金コロ

イドコンジュゲート抗体と結合して免疫複合体を形成します。その後、免疫

複合体は毛細管現象によりニトロセルロース膜上を移動し、テストライン（T）

で  SARS-CoV-2抗体と結合し、目に見える赤色ラインを形成します。

SARS-CoV-2抗原が存在しない場合はテストライン（T）に赤色ラインが形成

されません。 

検査結果は緩衝液をテストデバイスに滴下してから20分後に判定してくださ

い。25分以降の結果は判定しないでください。 

コントロールラインは検査が適切に実行されていることを確認するためにあ

り、検査結果にかかわらず赤色ラインが形成されます。 

 

キットの構成 

1. テストデバイス（個包装）      1個 

2. 緩衝液バイアル             1個 

3. 綿棒（個包装、滅菌済）       1本 

4. 製品使用説明書          1部 

 

キットに含まれないが必要なもの 

タイマー 

 

保管と取り扱い 

本製品は 2～30ºC（36～86ºF）での涼しく乾燥した場所に保管してください。

直射日光や湿気を避けて保管してください。凍結させないでください。 

本製品は 15～30ºC（59～86ºF）の温度で使用してください。 

使用期限を過ぎた本製品は使用しないでください。 

指定された条件以外の温度下では、正確な結果が得られないことがあります。 

 

 

注意事項 

 陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではなく、感染管理を

含む治療や患者管理の唯一の根拠とすべきではありません。陰性の結

果は患者の最近の曝露状況や病歴、COVID-19 と一致する臨床症状の

存在と照らし合わせて検討する必要があります。 

 陽性の場合はウイルス抗原の存在を示します。医療機関等に連絡し、適

切な診療を受けてください。陽性の場合、SARS-CoV など、SARS-CoV-2 

以外のコロナウイルス株に感染している可能性があります。 

 本製品を再利用しないでください。 

 本製品は鼻腔用の綿棒で採取した検体にのみ使用できます。他の検体

を使用すると、正確な結果が得られない場合があります。 

 検査結果は緩衝液をテストデバイスに滴下してから20分後に判定してく

ださい。25分以降の結果は判定しないでください。 

 検査の際は使用説明書に従ってください。 

 試薬が目や皮膚に触れないようにしてください。 

 試薬がこぼれた場合は、水で十分に洗い流してください。 

 使用したテストデバイス、綿棒、緩衝液バイアルはバイオハザードを考慮

し、適切に廃棄してください。 

 検査後は手を十分に洗ってください。 

 本製品は研究用試薬です。 

 

操作手順 

医療関係者等、他者が検体を採取し、検査を行う場合、手袋など適切な保

護具を着用してください 

 

パッケージから綿棒とテストデバイスを取り 

出します。テストデバイスを清潔な水平な面に 

置き、検査を行います。 

鼻腔ぬぐい液採取法： 
患者の頭を後ろに傾けます。綿棒を片方の 
鼻孔に約2.5cmゆっくり差し入れます 

（わずかな抵抗を感じるまで）。 
綿棒を鼻孔の壁に沿って大きな輪を描くよう 
に5回こすります。同じ綿棒を使用して、もう 

一方の鼻孔で繰り返します。 

緩衝液バイアルのキャップは 2つのパーツ 
（紫と白）で構成されています。キャップ全体 

を取り外します。綿棒を緩衝液に浸し、前後 
に 20回ほど回しながら緩衝液をかき混ぜま 
す。綿棒の綿球部分が緩衝液に完全に浸 

っていることを確認します。 
綿棒の綿球部分を緩衝液バイアルの内壁に 
強く当てて転がし、綿棒から液体（緩衝液な 

ど）を絞り出してから、綿棒を廃棄します。 

 
 
 

 
緩衝液バイアルのキャップ全体をしっかりと閉 

じてください。すぐにステップ05-07を行ってくだ 

さい。 

 

 

緩衝液バイアルの紫色のキャップの上半分を 

外し、スポイトの先端を露出させます。 

 

 

 

 

緩衝液バイアルをサンプルウェルの上に垂直に 

持ちます。緩衝液をゆっくりと絞り、テストデバイ 

スのサンプルウェル（S）に 3滴滴下します。 

 

 

 

テストライン（T）とコントロールライン（C） 

の結果を 20 分後に速やかに判定し、 

検査が適切に行われたことを確認してください。 

25 分以降の結果は使用（判定）しないでください。 

 

検査結果の判定 

1. 陽性：コントロールライン（C）とテストライン（T）共、赤色が確認できた

場合はSARS-CoV-2抗原の存在を示しています。 

この結果は現在のSARS-CoV-2感染を示唆しています。抗原量が少

ない検体では、かすかなテストラインが出ることがあります。 

確認できるテストラインがあれば、陽性と判定されます。 

 

2. 陰性：コントロールライン（C）の赤色が確認でき、テストラインの赤色

が確認されない場合は陰性の結果を示します。SARS-CoV-2抗原は

検出されませんでした。 

 

3. 無効：コントロールライン（C）の赤色が確認されない場合は検査結果

を判定しないでください。テストラインの出現に関わらず、判定は無効

となります。新しい鼻腔用綿棒で検体を採取し、新しい本製品で測定

を繰り返します。 
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性能 

 

※検出限界 

本製品の検出限界（LoD）は陰性と推定されるドナーのヒト鼻腔マトリックス

をプールし、不活化したSARS-CoV-2ウイルスの限界希釈液を検査すること

で決定されました。各検査濃度は本製品の綿棒に接種し、操作手順に従っ

て測定しました。LoD は分析した20回の反復測定で 95%が陽性となる

SARS-CoV-2の検出可能な最低濃度を確認することで決定しました。鼻腔

マトリックス中の本製品の LoDは綿棒1本あたり140TCID50であることが確認

されました。 

本製品の検出限界 

 
 

※分析特異性（交差反応性） 

一般的な呼吸器系病原体を対象に、本製品との交差反応性および微生物

による干渉を調べました。表示されている濃度で評価した以下の細菌、ウイ

ルス、酵母に対して、交差反応性や微生物の干渉は認められませんでした。

百日咳菌 A639 、クラミジア肺炎病原体、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニ

ューモフィラ、マイコプラズマ・ニューモニア、肺炎レンサ球菌、 

化膿レンサ球菌、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌 については 1.0x106 

CFU/mL；ヒトコロナウイルス 229E 、ヒトコロナウイルス OC43 、ヒトコロナ

ウイルス NL63 、アデノウイルス、インフルエンザ A および B 、ライノウイ

ルス、パラインフルエンザウイルス1～4型、エンテロウイルス68型、RSウイ

ルスAおよびB型、MERS-コロナウイルスを1.0x105 TCID
50

/mL；ヒトメタニュ

ーモウイルスは 1.6x104 TCID50/mL；SARS-コロナウイルスは RT-PCR Ct

値 25-28、カンジダ・アルビカンスは 1.0x 106CFU/mLでした。  

 

※測定に影響を与える物質  

呼吸器検体に含まれる可能性のある市販薬を含む 14 物質について、本製

品への干渉の可能性を評価しました。表示されている濃度で評価した以下

の物質には干渉が認められませんでした。 

 

 

 

※変異株との反応性 

英国（B.1.1.7）、南アフリカ（B.1.351）、米国（B.1.2）ブラジル（B.1.1.28）、インド

（B.1.617.2）南アフリカ（B.1.1.529）の各変異種の組換え N タンパク質を検査

したところ、本製品で検出可能であることが判明しました。 

※臨床成績 

COVID-19の感染が疑われ、5歳以上の患者が米国の2つのポイントオブケ

ア施設で多施設前向き研究に登録され、検査を実施しました。検査オペレー

ターは本製品のトレーニングを受けていない非検査室の医療従事者です。

各患者から鼻腔用綿棒 2本が採取され、 1つは本製品、もう1つは

SARS-CoV-2の検出のための比較法としてFDA緊急使用認可RT-PCRアッ

セイで分析されました。また、臨床性能の評価を補完するために、

SARS-CoV-2感染が判明している後ろ向き臨床検体も検査しました。 

 

※臨床試験結果 

 

INDICAID® COVID-19 

迅速抗原検査 

コンパレータ法（RT-PCR） 

陽性 陰性 合計 

陽性 91 12 103 

陰性 9 278 287 

合計 100 290 390 

陽性一致率 91.0% (95% Cl: 83.8% - 95.2%) 

陰性一致率 95.9% (95% Cl: 92.9% - 97.6%) 

全体の一致率 94.6% (95% Cl: 91.9% - 96.5%) 

 

品質管理 

本製品の各ロットは 、製造元のPHASE Scientific の品質管理システムに

従い、定められた仕様に対して一貫した製品品質を保証する試験が行われ

ています。 

 

本製品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用としては使用

しないように、十分ご注意ください。 

 

当社は、製品の性能とデザインを向上させるために、予告なく製品の変更、

または修正することがあります。 

 

輸入販売元:   ビーアイシーグループ株式会社  

ビーアイシーメディカル事業部 

問い合わせ先: 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル4階 

TEL： 03-6269-9580 

Eメール： contact@bicmedical.com 

HP： https://bicmedical.com 

 

 

本製品に表示されている記号とその意味 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 

 

濃度

（TCID50/綿棒）
陽性者数 / 全体 % 検出された

140 20 / 20 100%

物資 濃度 物資 濃度

全血 4% v/v ジカム 5% v/v

ムチン 0.5% w/v ホメオパシー（アルカロール） 1:10 dilution

クロラセプティック（メントール／ベンゾカイン） 1.5 mg/mL 喉の痛みフェノールスプレー 15% v/v

ナソジェル（ニールメッド） 5% v/v トブラマイシン 4 μg/mL

CVS点鼻薬（フェニレフリン） 15% v/v ムピロシン 10 mg/mL

アフリン（オキシメタゾリン） 15% v/v プロピオン酸フルチカゾン（フロナーゼ） 5% v/v

CVS点鼻スプレー（クロモリン） 15% v/v タミフル（リン酸オセルタミビル） 5 mg/mL

 

保存温度 

 

使用期限 

 
ロット番号 

 
カタログ番号 

 
再使用不可 

 
使用説明書参照のこと 

 
内容量（テスト回数〈ｎ〉分） 

 
直射日光を避ける 

 

湿気を避ける 

 
製造元 

PI-2110200-1/Ver.d/20220207 

 

https://bicmedical.com/

