
目的：
新型コロナウイルス抗原検査キット（JOYSBIO-covid-19AGTK:唾液専用及び鼻腔
スワブ専用）の検出感度について、あらかじめコピー数を定量したウイルス溶液
（培養上清）1E+05, 1E+06, 1E+08 copies/mLを用いて性能評価する。（各濃度5
キットずつ）

検査キット：
・JOYSBIO-covid-19-AGTK（鼻腔スワブ専用）：評価時間 15-20 min
Lysis B: 300 uL + ウイルス溶液70 uL 3 drops (20 uL x 3) = 60 uL/test

・JOYSBIO-covid-19-AGTK（唾液専用）：評価時間 15-20 min
Lysis B: 225 uL + ウイルス溶液 3 drops (25 uL x 3 = 75 uL)  3 drops (15 uL x 3)
= 45 uL/test
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1E+08
copies/mL

1E+07
copies/mL

1E+06
copies/mL

1E+05
copies/mL

TY/WK-521 7.7E+08 copies/mL 194.8 uL 150 uL 150 uL 150 uL

DMEM/10% FBS 1305.2 uL 1350 uL 1350 uL 1350 uL

計 1500 uL 1500 uL 1500 uL 1500 uL

残量 1350 uL 1350 uL 1350 uL 1350 uL

スワブ用キット使用数 5個
( 70 uL x 5)

5個
( 70 uL x 5)

5個
( 70 uL x 5)

唾液用キット使用数 5個
(75 uL x 5)

5個
(75 uL x 5)

5個
(75 uL x 5)

必要量 725 uL 725 uL 725 uL

添加ウイルス量 1.125E+06
copies/test

1. 125E+04
copies/test

1. 125E+03
copies/test

初期流行株 （TY/WK-521/2020）

1E+08
copies/mL

1E+07
copies/mL

1E+06
copies/mL

1E+05
copies/mL

TY11-927 2.1E+09 copies/mL 71.4 uL 150 uL 150 uL 150 uL

DMEM/10% FBS 1428.6 uL 1350 uL 1350 uL 1350 uL

計 1500 uL 1500 uL 1500 uL 1500 uL

残量 1350 uL 1350 uL 1350 uL 1350 uL

スワブ用キット使用数 5個
( 70 uL x 5)

5個
( 70 uL x 5)

5個
( 70 uL x 5)

唾液用キット使用数 5個
(75 uL x 5)

5個
(75 uL x 5)

5個
(75 uL x 5)

必要量 725 uL 725 uL 725 uL

添加ウイルス量 1.125E+06
copies/test

1. 125E+04
copies/test

1. 125E+03
copies/test

デルタ株 （TY11-927/2021）

規定量のウイルス量液と可溶化液を混合し、10分以内にキットに滴下滴下15分後と20分後で判定・評価

ウイルス溶液の調製



元ウイルス濃度 1E+08 copies/mL 1E+06 copies/mL 1E+05 copies/mL

添加ウイルス量 1.125E+06 copies/test 1. 125E+04 copies/test 1. 125E+03 copies/test

判定時間 15分後 20分後 15分後 20分後 15分後 20分後

#1 ++ ++ + + − −

#2 ++ ++ + + − −

#3 ++ ++ + + − −

#4 ++ ++ + + − −

#5 ++ ++ + + − −
陽性キット数

（20分後の判定結果） 5/5 5/5 0/5

陽性率 100% 100% 0%

JOYSBIO-covid-19-AGTK（鼻腔スワブ専用）

結果： 初期流行株（TY/WK-521/2020）
判定： +++: コントロールバンドと同等の濃さ

++:一目で判明可能なバンドの濃さ
+:よく見ると判別可能なバンドの濃さ
−:陰性

2020年発生当時の流行ウイルス株

元ウイルス濃度 1E+08 copies/mL 1E+06 copies/mL 1E+05 copies/mL

添加ウイルス量 1.125E+06 copies/test 1. 125E+04 copies/test 1. 125E+03 copies/test

判定時間 15分後 20分後 15分後 20分後 15分後 20分後

#1 ++ ++ + + − ＋

#2 ++ ++ + + − −

#3 ++ ++ + + − ＋

#4 ++ ++ + + − −

#5 ++ ++ + + ＋ ＋
陽性キット数

（20分後の判定結果） 5/5 5/5 3/5

陽性率 100% 100% 60%

JOYSBIO-covid-19-AGTK（唾液専用）

検体添加後の発色は、スワブ専用キットの方早い（5分後程度）。
検出感度としては唾液専用キットの方が高い。キット間の違いは？（可溶化液組成？検出用抗体？）



元ウイルス濃度 1E+08 copies/mL 1E+06 copies/mL 1E+05 copies/mL

添加ウイルス量 1.125E+06 copies/test 1. 125E+04 copies/test 1. 125E+03 copies/test

判定時間 15分後 20分後 15分後 20分後 15分後 20分後

#1 ++ ++ + + − −

#2 ++ ++ + + − −

#3 ++ ++ + + − −

#4 ++ ++ + + − −

#5 ++ ++ + + − −
陽性キット数

（20分後の判定結果） 5/5 5/5 0/5

陽性率 100% 100% 0%

JOYSBIO-covid-19-AGTK（鼻腔スワブ専用）

結果： デルタ株（TY11-927/2021）
判定： +++: コントロールバンドと同等の濃さ

++:一目で判明可能なバンドの濃さ
+:よく見ると判別可能なバンドの濃さ
−:陰性

現在の流行株（日本を含め、世界的に流行）

元ウイルス濃度 1E+08 copies/mL 1E+06 copies/mL 1E+05 copies/mL

添加ウイルス量 1.125E+06 copies/test 1. 125E+04 copies/test 1. 125E+03 copies/test

判定時間 15分後 20分後 15分後 20分後 15分後 20分後

#1 ++ ++ + + − −

#2 ++ ++ − − − −

#3 ++ ++ − − − ＋

#4 ++ ++ − − − −

#5 ++ ++ + + − −
陽性キット数

（20分後の判定結果） 5/5 2/5 1/5

陽性率 100% 40% 20%

JOYSBIO-covid-19-AGTK（唾液専用）

検体添加後の発色は、スワブ専用キットの方早い（5分後程度）。
唾液専用キットは、1E+06 copies/mL (1.125E+04 copies/test)での陽性率は低いが、 1E+05 copies/mL (1.125E+03  
copies/test)で一検体陽性を検出。



結論

 JOYSBIO-covid-19-AGTK（鼻腔スワブ専用）は、初期流行株及びデルタ株と
もに1E+06 copies/mL (1.125E+04 copies/test）において、検出率100％だが、
1E+05 copies/mL (1.125E+03 copies/test）を検出できなかった。

 JOYSBIO-covid-19-AGTK（唾液専用）は、初期流行株及びデルタ株ともにス
ワブ専用キットよりも低ウイルス量を検出できる可能性があるが、キット間の
バラツキもみられる。

 JoyBio社が提供している性能結果と本検査結果はほぼ同等であると思われる。



参考: 検査20分後の写真撮影（初期流行株）

A；初期流行株、ス：スワブ用キット、ダ：唾液用キット
1E+08 copies/mL 

(1.125E+06 copies/test)
1E+06 copies/mL 

(1.125E+04 copies/test)
1E+05 copies/mL 

(1.125E+03 copies/test)



参考: 検査20分後の写真撮影（デルタ株）

B；デルタ株、ス：スワブ用キット、ダ：唾液用キット
1E+08 copies/mL 

(1.125E+06 copies/test)
1E+06 copies/mL 

(1.125E+04 copies/test)
1E+05 copies/mL 

(1.125E+03 copies/test)


