風疹ウイルス抗体キット

ランピア ラテックス RUBELLA （自動分析用）

使用手引書
製造販売元 (お問い合わせ先)
東京都中央区日本橋小舟町 7-8
TEL 03-5645-5664（営業学術部）
http://www.kyokutoseiyaku.co.jp

[使用目的]
血清中の風疹ウイルス抗体の測定（風疹ウイルス感染の診断の補助）
< 体外診断用医薬品 承認番号 20900AMY00255000 >
[測定原理]
検体に、風疹ウイルス抗原を吸着させたラテックス試液を加えると、検体中の風疹ウイルス抗体とラ
テックス粒子に吸着させた抗原が抗原抗体反応を起こし、ラテックス粒子が凝集します。この凝集反
応は、抗体価に依存しますので、この濁度を吸光度として測定することにより、検体中の抗体価を求
めます。（ラテックス免疫比濁法）
注）本製品での測定には、生化学、免疫血清検査等に使用される「汎用自動分析装置」が必要です。
[キットの構成]
製品コード No.551-58780-7（58780）
１．溶解液
20mL×1
２．ラテックス試薬（風疹ウイルス抗原感作ラテックス）

8mL 用×4

注）本製品は、ラテックス試液を第２試薬として調製するのみの構成品です。
別途に生理食塩水を第１試薬としてそのまま使用しますので、ご用意ください。
■別売品：風疹ウイルス抗体標準血清（製品コード No.551-48550-9（48550））
風疹ウイルス抗体陽性コントロール（製品コード No.551-48551-6（48551））
[貯蔵方法・有効期間]
１． 貯蔵方法 ２~８℃で保管
※調製したラテックス試液は、冷暗所（２~８℃）保存で、４週間安定です。
２．有効期間 １年６ケ月
[操作方法]
１． 試薬の調製（ラテックス試液）
使用する分析装置専用の試薬空ボトルをご用意ください。
（第１試薬、第２試薬用）
（１）ラテックス試薬（８mL 用）に溶解液４mL と精製水４mL を加えます。
注）精製水は本キットに付属していませんので、滅菌精製水をご使用ください。
（２）２~８℃で３０分放置した後、よく転倒混和して「ラテックス試液」を調製します。
（３）調製したラテックス試液を「第２試薬」として汎用自動分析装置に設置してください。
（４）「第１試薬」として、別途に生理食塩水を用意して装置に設置してください。
注１）溶解液はラテックス試薬の調製用ですので、第１試薬として使用しないでください。
注２）ラテックス試液の調製には、生理食塩水を使用しないでください。
注３）ロット番号の異なる試薬を組み合わせて使用しないでください。
また、同一ロット番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことは行わないで下さい。

２． 測定法
汎用自動分析装置にて測定する際には、弊社指定の各種装置用の測定条件（パラメータ）を設定
してください。
（１）別売品の専用標準血清に生理食塩水（第１試薬）を加え、更に調製したラテックス試液（第
２試薬）を加え吸光度を測定し、検量線を作成します。
（２）上記同様に検体（血清）および別売品の陽性コントロールについても各試薬を加えて、吸光
度を測定します。
（３）（１）
、
（２）で得た検量線と吸光度より濃度を算出します。
例：日立７１８０形自動分析装置での測定条件（パラメータ）
分析方式：２ポイントエンド
検体量 ：１５μL
反応時間：１０分
第１試薬：１００μL（生理食塩水）
測定波長（副／主）：８００／５７０nm
第２試薬：１５０μL（ラテックス試液）

検体：１５μL + 第１試薬：１００μL

第２試薬：１５０μL
Reading time

0

5

(反応温度３７℃）
λ1/λ2=570/800nm

10 (Time min.）

注）各種の汎用自動分析装置により測定条件（パラメータ）が異なりますので、弊社までお問い
合わせください。
[測定範囲]
本製品の測定範囲は、5～160 IU/mL です。測定範囲以上の濃度の検体につきましては、生理食塩水で
適宜希釈後、再測定を実施して下さい。
[測定結果の判定方法]
６IU/mL ＞ 陰性
６IU/mL ≦ 弱陽性 ＜ １０IU/mL
１０IU/mL ≦ 陽性
※本製品は、WHO リファレンス法にて定めた国際単位（IU/ｍL）を採用しています。
一次校正物質：THE INTERNATIONAL STANDARD for ANTI-RUBELLA SERUM (WHO)
[判定上の注意]
１．本製品でのペア血清による評価は避けてください。
２．本製品で弱陽性又は陽性と判定され、感染が疑われる場合は、IgM 抗体の検出、病原体の遺伝子
検査等の確認試験を行ってください。
３． 診断においては、本製品の成績のほか、臨床症状及び他の検査結果を加味して、総合的に判断し
てください。妊婦の場合は、特に慎重に判断してください。
【その他注意点】
測定検体の取り扱いや本製品の使用上の注意点および廃棄上の注意点などについて、本製品の添付文
書に記載されている内容をよく読んでからご使用ください。（添付）
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ௐƕࢽǒǕƳƍƜƱƕƋǓǇƢƷưŴ̅ဇƠƳƍ
ưɦƞƍŵ
 ܾ֥ƷᄊƕᛐǊǒǕƨǋƷŴǇƨƸܾ֥ϋƴီ
ཋƕᛐǊǒǕƨئӳƸ̅ဇƠƳƍưɦƞƍŵ
 ஊјᨂǛᢅƗƨᚾᕤƸ̅ဇƠƳƍưɦƞƍŵ
 ǭȃȈϋƷᚾᕤƸദᄩƳӒࣖƕࢽǒǕǔǑƏƴ
ኵǈӳǘƤƯƋǓǇƢƷưŴȭȃȈဪӭƷီƳǔ
ᚾᕤǛኵǈӳǘƤƯ̅ဇƠƳƍưɦƞƍŵǇƨŴ
ӷɟȭȃȈဪӭƷᚾᕤưƋƬƯǋᚾᕤǛදƗឱ
ƢƜƱƸᘍǘƳƍưɦƞƍŵ
 ஜǭȃȈƷܾ֥Ŵ˄ޓԼƸ˂ƷႸႎƴ᠃ဇƠƳƍ
ưɦƞƍŵ
 ࡑూɥƷදॖ
 ᚾᕤӏƼ౨௹ƴ̅ဇƠƨ౨˳Ǎ֥φሁƸŴज़௨Ʒ
үᨖƕƋǓǇƢƷưˌɦƷƍƣǕƔƷϼྸǛᘍƬ
Ưɦƞƍŵ
C ǰȫǿȫǢȫȇȒȉ๋෩ƴ  ᧓ˌɥේ
Ƣǔŵ
D ᲟഏʣطእᣠȊȈȪǦȠ๋෩ƴ  ᧓ˌɥ
ේƢǔŵ
E ǪȸȈǯȬȸȖư éŴ Ўˌɥ᭗ןᔕൢ
๒ᓏƢǔŵ
 ๋ᚐ෩ŴӏƼȩȆȃǯǹᚾᕤƸԃஊƢǔǢǸ҄ȊȈ
ȪǦȠƕޓƱӒࣖƠƯ༪ႆࣱƷǢǸ҄ޓŴᣠƱ
ӒࣖƠƯஊƔƭ༪ႆࣱƷǢǸ҄൦እᣠǛဃƢ
ǔƜƱƕƋǓǇƢƷưࡑూƷᨥƸٻƷ൦ư්Ơ
Ưɦƞƍŵ
 ᚾᕤӏƼ֥φሁǛࡑూƢǔئӳƴƸŴࡑూཋƷϼྸ
ӏƼฌੈƴ᧙ƢǔඥࢷŴ൦ឋ൲ບ᧸ഥඥሁƷᙹСƴ
ࢼƬƯϼྸƠƯɦƞƍŵ
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