
もくじ

新型コロナウイルス　唾液PCR検査

取扱説明書
この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、検査キットを正しくお使いください。

検査の前に
 1．検査準備
 ２．採取前に口内を清潔にしてください
検査の流れ
 １．検査への同意
 ２．検体の採取
 3．検体の提出
 4．結果通知
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使用上の注意 ご使用の前に必ずお読みください
①
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保存液 － グアニジンチオシアン酸塩を含みます： 刺激物

こちらから参照してください。

検体の採取～検体の
提出に関する動画

唾液（だ液）を採取する際、痰（たん）や口の中に残っている食べ物などの固形物を入れないでく
ださい。
本キットを車内などの高温になる場所に置かないでください。キャップ内の保存液が漏れ出す場
合があります。
必ず唾液（だ液）を採取した当日に提出してください。なお、保存液の安定化のため、提出前に、
採取容器を60分間静置してください。
本キットを唾液（だ液）検体採取以外の用途に使用しないでください。
唾液（だ液）採取前に、水で口をゆすぎ、その後最低でも10分から30分時間を空けてから唾液
（だ液）を採取してください。カフェイン、ニコチン、血液、うがい薬などが含まれると正しく解析
できない場合があります。
唾液（だ液）採取キットの外側部分や袋類（パウチ袋、チャック付き袋、クッション袋）に、唾液（だ液）、
痰（たん）、咳（せき）、くしゃみなどをかけないでください。
保存液が衣類についた場合は当該衣類をすべて脱ぎ、皮膚や髪についた場合は流水で洗い流す
とともに、直ちに医師の手当を受けてください。
保存液が目に入った場合は、水で数分間洗ったうえで、直ちに医師の手当を受けてください。（コ
ンタクトレンズを使用している場合は、容易に外せるようでしたら外したうえで洗浄してください。）
保存液を誤って飲んだ場合は、口を洗浄し大量の水を飲んだうえで、直ちに医師の手当を受けてく
ださい。
保存液は漂白剤や、酢や洗剤などの酸性の液体とは混ぜないでください。（有毒ガスが発生しま
す。）
万が一体調が悪化した場合などは、検査結果を待たず地域の保健所にご相談ください。
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採取前に、水で口をゆすぐまたは歯磨きをして
その後10分から30分時間を空けてから
唾液（だ液）を採取してください。
カフェイン、ニコチン、血液、うがい薬などが含まれると、
ウイルスの検出に影響を与え、正しく解析できない場合があります。

箱を開けて、キットの内容が揃っているかご確認ください。

返信用封筒

1 検査準備

2 採取前に口内を清潔にしてください

取扱説明書

※開封後、袋は破棄してください。

検査の前に

唾液（だ液）採取容器 パウチ袋消毒シート
（1枚）

チャック付き袋 クッション袋

同意書（１枚）

注: 太線内をご記入ください

新型コロナウイルス　唾液PCR検査

同意書

＜検査を受ける方の記入欄＞ 年西暦

都 道
府 県

市 区
町 村

姓 名

月 日記入日

電話番号

署名（必須）

法定代理人
署名

現住所（必須）

姓 名 ※検査を受けられる本人が２０歳未満である
場合、法定代理人の署名が必要になります。
法定代理人の署名がない場合は検査を受け
ることはできませんのでご了承ください。

S A M P L E

新型コロナウイルス　唾液PCR検査

取扱説明書

ご利用の流れ

新型コロナウイルス　唾液PCR検査

ご利用の流れ
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Webまたは紙のいずれかでご対応ください。

1 検査への同意

検査の流れ

＜注意事項＞
●受検者情報の登録および、個人情報の取扱いにご同意いただけない場合、検査結果を
通知することができませんのでご注意ください。
●未成年または、疾病等により本人の入力が著しく困難である方は、Webはご利用いただ
　けません。検査を受ける場合は、同封されている紙の同意書をご提出ください。

受検者情報登録ページにアクセスし、ご利用の流れに記載されている
検査IDと認証コードを用いて、ログインしてください。

ご自身が所属する団体がWebサービス利用を申し込まれている場合ご利用いただけます。
ご利用に必要な案件IDは、所属先の担当者様にご確認ください。

1

受検者情報登録ページの流れに従い、個人情報の取扱いに関する同意および、
検査を受けられる方の情報を登録ください。2

https://r10.to/hzMFVk

受検者情報登録ページはこちらのURLまたはQRコードから：

■Webの場合

＜注意事項＞
●同意書が同封されていない、もしくは同意書に不備がある場合、検査結果を通知すること
　ができませんのでご注意ください。
●未成年または、疾病等により本人の入力が著しく困難である方が検査を受ける場合は、
　同封されている紙の同意書をご提出ください。

キットに同封されている同意書をよく読み、必要事項を記入してください。
（Webで同意をいただけた場合、紙の同意書の提出は不要です。）

■紙の場合
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キャップについている
フィルムを傷つけない
よう注意ください！

2 検体の採取

キャップ

※キャップ内には保存液が入って
　います。唾液（だ液）を入れる前
　にキャップをしないでください。

せっけんでよく手洗いをしてください。

採取容器を取り出してください。

1

2

検査の流れ

唾液（だ液）が出にくい人、口の中が乾燥している人は、
唾液（だ液）採取前に以下の運動をすると、唾液が出やすくなります。<舌の体操>

①舌を前に出します。（３回） ②出した舌を左右に
動かします。（各３回）

③舌でくちびるを
ゆっくりなめます。（３回）

※開封後の袋は捨ててください。



必ず凸ラインの位置に合うように
唾液（だ液）を入れてください！

※凸ラインを超えた場合は、唾液（だ液）を捨てて凸ラインに
　合わせるように調整してください。
※泡が混ざった場合は、泡を除いた量を確認してください。

唾液量が凸ラインより多い場合または少ない場合ともに
検査できませんのでご注意ください。

唾液（だ液）を垂らすようにして、採取容器の中に入れてください。3

4

この位置
まで入れる

唾液（だ液）のみ
入れてください。

＜注意事項＞

●唾液（だ液）を入れる前にキャップをしめないでください。
唾液（だ液）を入れる前にキャップをしめてしまうと、保存液が先に採取容器に入ってしまうため
ご注意ください。（唾液（だ液）を安全に採取できるよう、保存液を採取後に加えられるような
キャップの設計になっています。） 

●容器の中に、唾液（だ液）のみを入れてください。
痰（たん）や口の中に残っている食べ物などの固形物は絶対に入れないでください。 

※ろう斗は捨ててください。

１０秒間
３０回程度

しっかり10秒間30回程度
上下に振り混ぜてください。5

ろう斗を取り外し、キットを垂直に持ち、必ずキャップ部分の
突起がストッパーにぶつかるまでしめてください。4

※必ず採取容器を振る前にキャップが完全に
しまっているか確認してください。
※キャップには触れず採取容器本体を持ちなが
　ら上下に振り混ぜてください。

泡を除いた量
を確認。

キャップ内の保存液が下に落ち
るのを確認してください。

９０°ナナメにしないでください

キャップ

1キットを垂直に
持ってください。

途中でキャップがしまったと感じた場
合でも、突起がストッパーにぶつかる
までグッとしめてください。

保存液

※キャップが完全にしまってないと液体が漏れます。
　液体が漏れると検査ができません。

ステップ１ ステップ２

キャップ部分の突起が必ずストッパーにぶ
つかっているか確認してください！

突起

ストッパー

要確認！
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消毒シートを取りだして、
以下の順序でよく拭いてください。1

3 検体の提出

検査の流れ

消毒シート

①手 ②採取容器 ③パウチ袋 ④チャック付き袋 ⑤クッション袋

唾液（だ液）が漏れていないことを確認し、以下の順序で袋に入れてください。2

唾液（だ液）が採取容器の外側に付着していないかご確認ください。

①パウチ袋に
　採取容器を入れます。

【袋に入れる順序】

【消毒シートで拭く順序】

②チャック付き袋に
　①を入れます。

③クッション袋に②を
　折りたたんで入れます。

※チャックは閉めてください。
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提出前の確認事項をご確認のうえ、採取容器を梱包したクッション袋と
同意書（紙で提出の場合のみ）を返送用封筒に入れてください。

3

【提出前の確認事項】 

 採取容器のキャップ部分の突起がストッパーにぶつかるまでしめました。

 採取した検体を、パウチ袋、チャック付き袋、クッション袋の順で梱包しました。

 紙の同意書を同封またはWebで同意をしました。

※キャップがしっかりしまっていないと液体が漏れ、検査ができない場合があります。

封筒に入れたら、テープを
はがして封をしてください。

返信用封筒

採取容器入り
クッション袋同意書

※二つ折りにする。
※Webで同意いた
　だいた場合は不要。
※必要事項が記載
　されているか確認
　してください。

入れる

＜注意事項＞
●保存液の安定化のため、唾液採取後、採取容器を60分間静置してから提出してください
●必ず（だ液）を採取した当日に提出してください。
●提出方法については事前に法人または施設の担当者にご確認ください。団体申し込み
　の場合、指定された以外の方法では送らないでください。
●Webで検査への同意が完了していない場合もしくは、紙で同意書をご提出いただけない
　場合（同意書不備の場合も含みます）、検査結果を通知することができませんのでご了
　承ください。

。

突起ストッパー 要確認！



検査概要
本検査は、返送された唾液（だ液）検査試料をリアルタイムPCR法に基づき検査し、新型コロナウイルスに特徴
的なRNA配列が含まれているかどうかを検出するものです。
事前に、あなたやあなたが所属する団体が選択した医療機関が検査を実施し、結果を通知いたします。検査の
結果によっては、診察および追加検査のご案内をいたします。
また検査結果によって、感染症法および、政府当局の指示または、要請に基づき届出および、報告を行う場合
があります。その場合、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項および第14
条第2項や政令の定めに基づき届け出を行います。
本キットを使用しなかった場合は法人または施設担当者に返却をお願いいたします。

検査サービスに関する転載・複写について
本書および本製品について、無断転載や複写などの2次利用は固くお断りいたします。

7

お問い合わせ先： 
楽天株式会社

当社における個人情報の取扱いについてご意見やご不明な点がある場合、また、開示・訂正・削除等の
請求を行われる場合は、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

よくある質問Webサイト

Webまたは電話でのお問い合わせ
https://r10.to/hznj8Q

 (営業時間：平日9時～17時30分/土日祝を除く)

【Web】 https://r10.to/hyIZoZ 　【電話番号】: 050-5491-5013

検体到着後、最短即日から2～3営業日以内（土日祝除く）に結果を通
知しますが、検査機関の検査処理状況によって検査結果通知が遅れ
る場合があります。結果通知の受取方法について、法人または施設担
当者にご確認ください。
なお、検査結果にかかわらず、引き続き政府・自治体からの要請等に従っていただくと
ともに、予防をこころがけてください。

4 結果通知

検査の流れ

任意の調査となりますが、社会的なコロナ対策充実を目的とした受検者の背景調査を実施
しています。調査は全てインターネット、スマートフォンサイトで行います。新型コロナ感染症
は新しい感染症であることから不明な点が多く、国や医療機関は多くの情報を必要として
います。今回ご参加いただいた皆様の背景情報は個人情報非開示のまま集計され、疫学デ
ータとしてコロナ感染抑止に従事される機関、団体へ提供され、今後の感染予防対策に役
立てていただきます。社会全体として感染予防対策のデータ収集の必要性と意義をご理解
いただき積極的なご参加をお願いいたします。

受検者背景調査参加のお願い

https://r10.to/hlqogp

QRコードまたはURLからアクセス:

※この調査で取られるデータは個人情報保護法に従い、厳重に管理され、調査の目的以外に使用されることはありません。
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