
網羅的 PCR 検査キット

「Strip PCR」
－明日から使える簡単キット－

中野聡子（大分大学）

1. 「Strip PCR」とは
� 3色の蛍光を使い分けることで、複数の病原微生物を
簡便に同時測定できるﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾘｱﾙﾀｲﾑPCRキット。

� 最新の「Direct strip PCR」はDNA抽出操作不要。
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2. 特徴

微量

前房水 ・ 硝子体
(20-100μl)

網羅

24項目の眼感染症
主要病原微生物

簡便

試薬コーティーング
DNA抽出不要

迅速

手動操作5分
+ PCR55分

安価

24項目14,000円
1項目583円

正確
感度94.1%
特異度100%
(Pilot study)

3. 何に役立つ?
� 感染症診断

� 感染症除外診断
(ヒュミラ®など免疫抑制剤・ステロイド投与前、術前)

� 非感染性疾患の補助診断(サルコイドーシスなど)

� 混合感染の網羅的検索(易感染性宿主など)
� 稀な感染症の網羅的検索(梅毒など)

� 外来迅速・術中迅速検査

採血と同じく、採取2時間後には
結果が分かる時代に。

経験的治療から病因に基づいた治療へ。



4. うちでもできる?
必要機器 ピペット、マルチプレックスリアルタイムPCR

あると良いもの 安全キャビネット, プレートシェイカー,遠心機

動作確認済 メーカー 適否

LightCycler®480 Roche ○

LightCycler®480 System II Roche ○

コバス z480 Roche ○

LightCycler® 96 Roche ○

Mx3000P Agilent ○

GVP-9600（短期デモ機あり） SHIMADZU ○

CFX96™ Bio-Rad ○

ABI 7300 Thermo ○

ABI 7500 Thermo ○

ABI 7500 Fast Thermo ○

ABI 7900HT Fast Thermo ○

StepOnePlus Thermo ×

Thermal Cycler Dice II タカラバイオ ×

多くの施設で検査部
・学内に導入済
新規購入不要

5. 検体

前房水 20-100μL
房水ピペット30G 
(ニプロ)が便利。

硝子体 20-100μL
無灌流下採取推奨、灌流液混入検体や排液沈渣も可。

組織 DNA抽出を行う「Strip PCR」では、角膜擦過物・
水晶体嚢・網膜などの組織も検査可。

� 活動性炎症を伴う治療前検体が望ましい。
� 無菌液状検体 (前房水・硝子体)推奨。
� 眼表面疾患(角膜擦過物・涙液)は常在微生物に注意。

6. 実際の手順 簡単3ステップ!
STEP1
チューブに検体･水を混ぜる

STEP2
ストリップ(12チューブ)に入れる

STEP3
PCR装置にセット

検体

� 手動操作が少ない(5分)→未経験者可
� PCR時間55分→当日迅速検査

水

7. 結果の見方

サイクル数(Cq値)

PCR増幅曲線

蛍
光
強
度

� 定性検査であるが、Cq値による半定量が可能。

18.25 32.48

Cq値が早い
=病原体量が多い

Cq値が遅い
=病原体量が少ない



8. 症例
� 65歳男性 ARN疑いで紹介
� 前房水採取2時間後にDirectstripPCRでVZV陽性、すぐに治療開始。
� Cq値が19.32と早く高コピー数が予測された。(定量PCR1.3x108copies/mL)
� 網羅検査により微量のEBV混合感染を検出、細菌・真菌など22項目の
除外診断もでき、安心してステロイド併用、網膜剥離手術を行った。

� 先進医療は患者自己負担で、先進医療特約付医療保険で全額給付。
� 検者は初心者だが安定した結果を得られた。

HEXHEX

TBP

VZV

24.06cycles

サイクル数(Cq値)

PCR増幅曲線

蛍
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19.32 36.74

VZV
定量1.3x10copies/mL

EBV
定量3.4x10copies/mL

臨床に非常に役立ち、

欠かせない検査になった

9. 注意点

�培養で検出され難いウイルス・寄生虫・真菌がメインで、
全ての病原微生物を網羅していない。

�検出微生物全てが起炎微生物とは限らない。

�薬剤感受性は不明。（耐性遺伝子検出キットはある）

�常在微生物の影響を受けるP.acnes、細菌16S、真菌28Sは
Cut-off値設定。

10. 定量 real-time PCRとは
� 目的微生物が明らかな場合、単項目だけ検査したい
� 正確な病原体量(コピー数)を知りたい

定量real-time PCR
スタンダードDNA（濃度既知）を検体（濃度未知）と同時測定し、
検量線を用いて検体のコピー数を算出

【問題点】
手技繁雑で時間がかかり、初心者は結果が安定しない

検体

サイクル数(Cq値)

PCR増幅曲線

蛍
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スタンダード 106 104 102 copies/mL

11. 「定量strip PCR」とは
簡便・迅速に安定した結果を出せる定量real-timePCRキット

� 手動操作時間30分→10分に短縮。
� 費用は6000円/検体と同等。

� 定量real-timePCR結果と強く相関(相関係数0.999)
� 初心者も熟練者と同等の結果(相関係数0.957)

� 偽陽性対策： スタンダードに特殊配列（IC）組み込み
➡検体wellへのコンタミネーション検出

6FAM
目的微生物

PP (primer & 
probe) mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

目的微生物
PP mix

Cy5 IC PP mix IC PP mix IC PP mix IC PP mix IC PP mix IC PP mix IC PP mix IC PP mix

Standard 106 

+IC
Standard 104

+ IC
Standard 102

+ IC
Negative Sample Sample Sample Sample



12.試してみたい！Strip PCR導入フローチャート

受託 自施設導入

機器あり

先進医療申請

先端医療ｾﾝﾀｰ

２時間後に結果

導入ｻﾎﾟｰﾄ デモ機

約1週間・検査費病院負担

なし

症例数を満たす

申請ｻﾎﾟｰﾄ 症例集積ｻﾎﾟｰﾄ

不足

検査費患者負担

p4

診療費減免等
院内補助 p11

p13

p13 p4

p13

13.サポート窓口

受託検査 先端医療センター病院(理研) 杉田直
（2017/12月~神戸アイセンターに移行）

自施設導入 大分大・医歯大
日本ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
島津製作所

共通サポート窓口
大分大学 中野聡子
http://www.med.oita-
u.ac.jp/ganka/
sanakano@oita-u.ac.jp

試薬購入

PCR機器デモ

先進医療申請
大分大

症例集積研究

全国70施設が利用中

自施設導入済16施設 先進医療申請12施設(申請中含む)

「自施設で導入できる?」「費用は?」など、お気軽にお問い合わせ下さい。
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歴史・概要

検体採取

導入方法・先進医療申請

基礎データ

15.今後の予定

「StripPCR」「DirectStripPCR」多施設研究まとめ

感染性ぶどう膜炎キット（研究用試薬）発売
定量StripPCRキット（研究用試薬）発売

感染性ぶどう膜炎キット・体外診断用医薬品申請

感染性眼内炎キット（術後眼内炎・内因性眼内炎、
薬剤耐性遺伝子含む・研究用試薬）発売

感染性ぶどう膜炎キット保険診療化を目指す
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