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No. 分類1 分類2 Question Answer

1-1 基本事項 局方関連
バリデーションの間隔の規定は有りま

すか？
バリデーションの実施の頻度に規定はありません。

1-2 基本事項 局方関連
A法、B法の代替法に用いるにはどのよ

うな条件を満たす必要がありますか？

局方（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/JP17_SANKOU.pdf）で定めら

れたマイコプラズマ7菌種について、同等性試験を実施し、A法（培養法）では10 CFU/mL、B法（指標細胞を用いたDNA染色

法）では100 CFU/mLを検出可能なことを示す必要があります。

1-3 基本事項 器具設備 キット以外に必要なものは何ですか？
リアルタイムPCR装置(2波長対応)、DNA抽出キット、マイクロピペット、フィルターチップ(滅菌済、DNase・RNase

Free)、ミキサー、ヒートブロック、遠心分離機(20,000×g対応)、1.5mLマイクロチューブです。

1-4 基本事項 器具設備
クリーンベンチや安全キャビネットは

必要ですか？
環境汚染の観点から、生菌の調製や核酸抽出操作ではこれらの設備を使用することを推奨いたします。

1-5 基本事項 キット仕様
ストリップのチューブにロングタイプ

（200μL用）はありますか？

ストリップはショートタイプのみです。ご使用の機器がロングタイプのみ対応の機種の場合、ストリップA⇒ストリップB⇒ロ

ングタイプチューブのように試薬をサンプルで溶解した後、ロングチューブへ全量移して使用していただくことが可能です。

1-6 基本事項 キット仕様

リアルタイムPCR装置にセットできる

反応容器が専用のものです。どうすれ

ば良いですか？

ストリップA⇒ストリップB⇒専用容器のように試薬をサンプルで溶解した後、全量移して使用していただくことが可能です。

1-7 基本事項 キット仕様
検出結果から菌種の同定はできます

か？

本キットは多くのマイコプラズマ等に共通して存在するDNA配列を増幅し検出しているため、検出結果から菌種を区別すること

は出来ません。

1-8 基本事項 キット仕様

付属の陽性コントロールを用いて検量

線を作成し、マイコプラズマの定量は

できますか？

本キットは定性キットとして開発されているため、定量性は担保されておりません。

1-9 基本事項 キット仕様 製品開封後の使用期限はありますか？ 開封後の使用期限は保証しておりません。吸湿による性能低下が懸念されますので、出来るだけ早くお使い下さい。

1-10 基本事項 キット仕様
内包されている吸湿剤の再利用はでき

ますか？
再利用に因る吸湿剤の性能保証しておりません。お客様の判断でご使用下さい。

1-11 基本事項 キット仕様

内包されている吸湿剤のビーズの色が

ピンクに変わってしましたが、何が起

きたのですか？

吸湿剤に含まれるシリカゲルビーズの中には、インジケータとして色付きのビースが入っています。吸湿すると青色からピンク

色に変化いたします。初回開封時にピンク色だった場合には弊社担当窓口までお問い合わせ下さい。

1-12 基本事項 キット仕様 製品の凍結保存は可能ですか？ できません。製品は冷蔵保存して下さい。

1-13 基本事項 その他
QIAGEN社のキットの安定性や期限、

価格（ランニングコスト）は？

室温保存で1年間安定、25度以上であれば同梱されているProteinase Kは冷蔵保存の方が望ましいです。2020年10月現在、

QIAGEN社サイトでは50サンプル用が\42,000 (\840/サンプル)です。

1-14 基本事項 その他
QIAGEN社の試薬調製に使用するエタ

ノールのグレードは何ですか？
特級グレード以上の試薬を推奨いたします。

2-1 操作 試験方法
施設バリデーション、細胞毎のバリ

デーションは何をすればいいですか？

施設、細胞ごとに局方（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-

Iyakushokuhinkyoku/JP17_SANKOU.pdf）に記載された7菌種のマイコプラズマ10 CFU/mLを確実に再現性よく検出できる

ことを確認する必要があります。

2-2 操作 試験方法
使用者がバリデーションを行う場合、

試験の規定回数はありますか？

局方（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/JP17_SANKOU.pdf）では具体

的な試験実施数の規定はありませんが、使用目的に十分かなっていること、目的の性能が得られることを確認して下さい。

2-3 操作 試験方法 内部対照はありますか？ 細胞種由来のハウスキーピング遺伝子を用いた内部対照は設定されておりません。

2-4 操作 試験方法
抽出ステップの評価はどうしたらいい

ですか？

マイコプラズマ参照品を陰性検体に添加し、抽出ステップの評価をして下さい。簡易的に評価する場合は、本製品の陽性コント

ロールをDNA抽出前の検体(200μL)に添加し、その検体の抽出・測定を実施することで評価することが可能です。陽性コント

ロールはマイコプラズマ遺伝子配列以外に陽性コントロール特異的な配列を含み、FAMとROX(もしくはHEX)の２種の蛍光が検

出されます。

2-5 操作 試験方法
マイコプラズマ菌株はどこから入手で

きますか？

第17改正日本薬局方（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-

Iyakushokuhinkyoku/JP17_SANKOU.pdf）の検出対象7種の菌株はNBRCやATCC等から購入が可能です。

2-6 操作 検体
試験に用いる細胞数の上限はいくつで

すか？

キットバリデーションではCHO細胞DG44株１×106個/mLから抽出されたDNAをサンプルとして試験を実施しています。抽出

によって得られるDNA量は細胞種によって異なるため、ご使用になる細胞に応じて最適な細胞数の検討が必要です。

2-7 操作 検体
培養上清を用いた試験の実施は可能で

すか？

マイコプラズマは培養細胞に感染するため、培養上清中には汚染全体の数%しか存在しません。よって培養上清を検体とした場

合には十分な感度が得られない恐れがあります。培養上清を使用する場合には遠心分離による濃縮等の十分な感度が得られるよ

うな条件検討が必要になると考えます。なお、弊社では上清に存在するマイコプラズマを効率的に回収する試薬

（MycoCollect）も販売しております。詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

2-8 操作 検体 検体の濃縮条件を教えてください。
細胞懸濁液中のマイコプラズマ菌体を落とすために、15,000rpm(20,000×g)、10分間の遠心分離を推奨いたします。濃縮後

はPBS (-)などに再懸濁し、プロトコールに従ってDNAの抽出を行って下さい。

2-9 操作 検体
皮膚組織などは検体として使用できま

すか？

使用可能ですが、DNA抽出方法が適さない場合があります。キアゲン社キットを用いる場合は、組織からのDNA抽出の項目を

参照してください。その他の方法を用いる場合には別途添付の説明書やプロトコールを参照してください。

2-10 操作 抽出
DNA抽出工程は他の方法でも良いです

か？

一般的なDNA抽出法や他社キットを用いてもDNA抽出は可能ですが、弊社ではキアゲン社のQIAamp UCP DNA Micro Kitを推

奨いたします。

2-11 操作 抽出
キアゲン社のプロトコールと異なるの

はなぜですか？

MycoFinder専用に弊社でアレンジしたプロトコールになります。プロトコール記載内容に関するご質問は、弊社担当窓口まで

お問い合わせ下さい。

2-12 操作 抽出
使用している抽出キットのプロトコールを再確認してください。使用した試薬の析出が無いこと、エタノール等を添加してから

使用する試薬などは、必要量が添加されていることを確認してください。

2-13 操作 抽出
培養液中に含まれる成分が抽出効率に影響している可能性が考えられます。細胞懸濁液を遠心分離し、培地をPBSへ置き換えて

いただくと改善する場合があります。

2-14 操作 抽出 検体中の細胞量が過剰な場合、抽出効率が著しく低下いたします。適切な細胞量を用いて抽出を実施してください。

2-15 操作 測定
ストリップへのサンプル添加の順番は

逆になっても大丈夫ですか？

ストリップはご使用の機器に合わせて選択していただけるようになっており、サンプルをA⇒Bと添加しても、B⇒Aと添加して

も正しい結果が得られます。PCR装置に合わせてどちらかの方法を選択してください。

抽出が正しく出来ません。または、収

量が著しく少ないです。
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2-16 操作 測定

リアルタイムPCR装置にセットする際

には、どこにストリップをセットすれ

ば良いでしょうか？

古くは端と中央で温度制御にバラツキが生じると言われておりましたが、近年のリアルタイムPCR装置ではウェル間の差異はご

ざいません。きちんと精度管理のなされているリアルタイムPCR装置であれば、どこでも構いません。ただし、1ストリップの

みでPCR装置にセットするとバランスが取れず、ストリップの変形や破損に繋がります。また、温度のかかり方に影響し、PCR

反応が正しく行われない恐れがあります。試験用のストリップとは別にバランス用のストリップも同時にセットして均等に力が

かかるようにして下さい。

2-17 操作 測定
ストリップは切断して使用することは

可能ですか？

切断して使用することは可能ですが推奨はしておりません。やむを得ず切断して使用する場合は、PCR装置に供する際にバラン

スが取れるよう、必ず空いた部分に空のPCRチューブをセットしてください。バランスが取れないと、ストリップの変形や破損

に繋がります。また、温度のかかり方に影響し、PCR反応が正しく行われない恐れがあります。

2-18 操作 検出

使用している機械では3秒や1秒の設定

ができません。どうしたらよいです

か？

使用機器で設定できる最小の時間に設定してください。一部機器については参考プログラムを弊社ホームページ

https://cosmokai.com/img/products/myco/MycoFinderSample4.pdf

にて紹介しております。

2-19 操作 検出

実施例に載っていないPCR装置を使用

したいのですが、参考となるPCRプロ

グラムはありますか？

95℃；10秒、（98℃；3秒、60℃；15秒）x 45サイクルで試して下さい。60℃の工程は装置によっては15秒が設定できない

場合がありますので、その場合は設定できる最短時間でPCRを行って下さい。60℃の工程でシグナルを取得するように設定して

ください。

2-20 操作 検出
１反応当たりのDNAの最大量は何µgで

すか？
弊社の検討では2µg／反応まではPCR反応阻害がない事を確認しています。

2-21 操作 検出
①溶出された核酸溶液に抽出試薬が混入している場合、PCR反応を阻害する可能性があります。溶出操作の前にカラム内に試薬

の残留がないかを良く確認し、残留がある場合には空遠心やピペットでの除去などを行ってください。

2-22 操作 検出
②PCRへ持ち込まれるDNA量が多すぎる場合、PCR反応が阻害されている可能性があります。DNA量を減らし、PCRを実施して

ください。

2-23 操作 検出
③PCRのプログラム、蛍光検出の設定を再確認してください。また、解析画面の増幅曲線のy軸のスケールが大きすぎる場合、

検出下限付近の増幅曲線が目視で確認できない可能性があります。Ｙ軸のスケールを適宜変更してください。

2-24 操作 検出
陽性コントロールはどのくらい入れれ

ば良いですか？

本キットの陽性コントロールの濃度は2 x 10^3 copies /μLです。DWや陰性検体24μＬに１μL添加、または、適宜希釈して使

用することが出来ます。希釈時はチューブ等への吸着に注意してください。

2-25 操作 検出
試薬にはPassive Referenceは含まれ

ていますか？
本製品には含まれておりません。

2-26 操作 検出

リアルタイムPCR装置の設定はどのよ

うにすればよいですか？使い方を教え

ていただけますか？

装置毎に設定は異なりますので、装置の取扱説明書をよく読み設定して下さい。通常モードとFASTモードが選択できる場合は

FASTモードを選択して下さい。

2-27 操作 検出

HPに記載されている実施例に基づき

PCRを行いましたが検出出来ませんで

した。なぜですか？

HPに記載されているPCRプログラムはあくまで参考PCRプログラムです。細胞の種類、核酸収量、精製度などによりPCRプログ

ラムを最適化する必要がある場合があります。

2-28 操作 検出

陽性、陰性の判定はどうするのです

か？カットオフ値の設定があります

か？

判定は各機器の解析ソフトを用いて自動で行うことを推奨いたします。

（ご使用のソフトの解析画面でRegression法、Background subtracted Curve Fitモードや2nd Derivative Maximum法、二

次微分最大値解析などが設定できる場合にはこちらの解析方法を選択してください。）

2-29 操作 検出

Single Threshold法やCossing Point法

でしか解析ができません。他のソフト

ウェアで他の解析方法を試すことはで

きますか？

これらの方法でも解析可能です。その際、Thresholdの設定等を手動で行った場合は、データ再現のため適宜設定値を記録する

ことを推奨します。幾つかの論文ではリアルタイムPCR装置の結果を再解析するプログラムが発表されていますが、これらのプ

ログラムの精度については保証しかねます。

2-30 操作 検出 Thresholdの目安はありますか？

Thresholdの設定値や設定法は、装置ごとに異なりますので装置の取り扱い説明書に従って実施してください。幾つかの論文で

はリアルタイムPCR装置の結果を再解析するプログラムが発表されていますが、これらのプログラムの精度については保証しか

ねます。

2-31 操作 検出

自動解析で明らかに増幅していないに

も拘らず陰性検体が陽性判定となりま

した。どうすれば良いですか？

自動解析によってThresholdが低い位置に引かれたことや、ベースラインの設定が不適当な範囲になっていることが原因と考え

られます。手動で調整するか、陽性検体のみ先に解析し、Thresholdを決めて解析して下さい。

2-32 操作 検出

明らかに増幅しているにも拘らず陰性

判定となりました。どうすれば良いで

すか？

自動解析によってThresholdが低い位置に引かれたことや、ベースラインの設定が不適当な範囲になっていることが原因と考え

られます。手動で調整するか、陽性検体のみ先に解析し、Thresholdを決めて解析して下さい。

2-33 操作 検出
サイクル初期のノイズが高く、上手く

判定ができません。

リアルタイムPCR装置によっては最初のサイクルを解析対象から外すことが可能です。増幅が生じていない最初の5～10サイク

ル程度を解析対象から外して再解析してみて下さい。

2-34 操作 検出

サイクル初期からりダラダラと検出さ

れているシグナルがあります。原因は

何ですか？

試薬の溶解不足によりダラダラと上昇するシグナルが生じる場合があります。また、反応液中の核酸量が多くても生じる場合あ

がります。適切なサンプル量、使用方法にて再度検査をして下さい。

2-35 操作 検出
自動解析の結果は常に正しい結果です

か？

自動解析の方法によっては、ノイズを拾っていたり、増幅されていないシグナルを増幅が生じたと誤判定して解析する場合があ

ります。PCR後は自動解析のみに頼るのではなく、必ず生データを参照し、サンプル毎に増幅曲線を確認して結果の真偽を判断

して下さい。

3-1 その他 全般

リアルタイムPCRを行ったことがあり

ません。操作の諸注意を含め、製品の

デモなどは行っていただけいますか？

初回導入時にデモを実施することは可能です。詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

3-2 その他 全般
得られたデータの解釈が正しいかどう

か判断していただけますか？

弊社でも生データが開ける場合に限り、ランの設定や解析方法が正しいかどうかを確認し再解析することは可能です。詳しくは

営業担当にお問い合わせ下さい。

3-3 その他 全般
技術的サポートを行っていただけます

か？
サポートの内容によっては有償となる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせ下さい。

細胞に陽性コントロールを添加して抽

出・検出ステップを評価しましたが、

PCRがかかりませんでした。原因は何

ですか？
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