プロダクトフォーカス

Self-UriSponge™

HPVおよび性感染症検査用
尿検体の自己採取

Self-UriSponge™
Respiratory
infections

Copan Self-UriSponge™は、尿検体の採取、輸送および保存を目的とし、細菌、
クラミジア、膣トリコモナス、マイコプラズマ、性感染症
（STI）の原因となるヒトパピローマウイルス（HPV）などのウイルスのDNA増幅に適しています。
尿検体を採取後、
このチューブを用いて採取場所から臨床ラボまで輸送することができます。
ラボでは、分子生物学的な手法で検体を
分析することができます。

利便性が高い
ラボではリスクを伴うチューブへの移し替
え作業を行う必要はありません。

ワークフローの標準化
Self-UriSponge™は、最大3mlの尿を、主要な
分子プラットフォームの手順に合わせて、適切

Self-UriSponge™をそのまま使用すること

化された高機能かつすぐに検査できる状態に

ができます。

します。

安全

効果的

コンパクトで漏れにくい設計が、安全で費用対
効果の高い輸送を可能にします。UN3373に準
拠するSelf-UriSponge™は遠隔地からの検体
輸送に適しています。

国際的なガイドラインで推奨されているSTI
およびHPV検査に適した尿検体をスポンジ
が瞬時に適量吸収します。

保存

必要とされる性能を提供
アプリケータースポンジの防腐剤により、Self-UriSponge™
はウイルス、細菌、
クラミジア、膣トリコモナス、マイコプラズ
マのDNAを室温（20〜25℃）
で1週間まで、冷蔵（2〜8℃）
で
3週間まで輸送および保存することが可能です。
Self-UriSponge™は、HPVウイルスDNAを採取し、保存する
ことができ、検体採取時点と安定時点との間に良好な相関
関係があることが確認されています。

適応分野

プレアナリティクス（分析前処理）を特別なものに

性感染症 1,2,3,4,5,6

検体の取り扱いと処理
コンパクトな設計のため、Self-UriSponge™は移し替えを必
要とせす、直接ラボ設備に搭載することができ、危険な液漏れ
を防ぐことができます。DNA増幅のためにラボに到着した検
体は、室温（20〜25℃）
で保管する場合は採取から1週間以内
に、冷蔵（2〜8℃）
で保管する場合は3週間以内に、マニュアル
または自動化処理によって処理を行います。
下記の表に示すように、
さまざまな抽出・増幅方法を用いて、
Self-UriSponge™に保存されている核酸の安定性が評価し
されています。

微生物

DNA増幅法

DNA抽出法

処理検体量

Mycoplasma genitalium
(ATCC® 3353)

Microlab Nimbus
(Hamilton)

Seegene Allplex STI Essential Assay
(Seegene)

200 µL

Trichomonas vaginalis
(ATCC® 30001)

Microlab Nimbus
(Hamilton)

Seegene Allplex STI Essential Assay
(Seegene)

200 µL

Neisseria gonorrhoeae
(ATCC® 43069)

Xpert® CT/NG
(Cepheid)

Xpert® CT/NG
(Cepheid)

1 mL

Chlamydia trachomatis
(ATCC® VR-880)

Xpert® CT/NG
(Cepheid)

Xpert® CT/NG
(Cepheid)

1 mL

Human Papillomavirus
(HPV, clinical samples)

NucliSENS easyMAG
(bioMérieux)

Anyplex II HPV28 Detection
(Seegene)

1 mL

学術文献によると、性感染症を評価する多くの後工程の分析プロセスで利用される検体がUriSponge™を用いて採取されていること
が報告されています。

Cobas® 4800 CT/NG Test (Roche)1,5
VERSANT CT/NG DNA 1.0 assay kit (Siemens)4
BD ProbeTec ET CT/NG Amplified DNA Assay (BD Biosciences)5
Artus CT Plus RG PCR kit (Qiagen)5

UniVerse®

分子診断用の検体試料調製における
柔軟性の高いソリューション
UniVerse®は、チューブの蓋を開閉し、攪拌、
スワブのハンドリング

、バーコードによる識別機能を持ち、異なるチューブやアッセイプ

レートへの液体の移送など、分子検査用の検体調製におけるプロ
セスを自動化します。
また、異なるチューブサイズや異なるシャフ

トタイプでも、
スワブをチューブから取り外すことなく、
自在に扱う

ことができます。UniVerse®は4つの動作モードを搭載し、双方向の
LIS接続によってラボのワークフローに完璧に統合することができ

ます。

Self-Urisponge™

注文情報

Cat. N.

製品

数量

使用方法*

Self-UriSponge™ in tube

8E031S100

500 pieces
(5 boxes of 100 pieces)

Urine
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