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インビトロ診断用

ヒトDNAの支援採取用
www.dnagenotek.com

遺伝子分析用の優れたDNAを採取

血液検査が不可能、あるいはそれに同意しない患者か

ら非侵襲的にDNA採取できる方法をお探しですか? 
DNAジノテックは、吸収性のあるスポンジで採取した

唾液から大量の優れたDNAを採取することを可能にし

た製品を開発しました。唾液からのDNA採取、

安定化、運送を全て取り組んだ方法です。

• 簡単な採取法、運送法、処理法

• 無痛で非侵襲的に大量の優れたDNAの採取

• DNAは常温で数年安定化

• 二次検査にも適応性が実証済み

• 自動処理用に標準化されたフォーマット

Oragene®•DNAは頬線綿棒よりも優れています。

• より高いDNA産出中央値および品質

• 複雑なアレイを含む二次検査に適応

• 低細菌量

• サンプルは常温で長期間の安定および保存可能



内側から頬のふくらんだ部
分にスポンジを当て、歯茎
と頬の内側の間でできるだ
け大量の唾液が染み込むよ

うにします。

スポンジを漏斗のVノッチ
に入れ、Vノッチの内側の
壁に対して唾液を絞り出し
ます。唾液がチューブに流

れていきます。

Vノッチ

同じ手順で唾液が線を満
たすまで採取します。

線まで満たす

大きくカチッと音がする
まで漏斗のふたを押しな
がらチューブをしっかり

密封します。

小さなキャップでチューブ
をしっかり密封し、5秒間振

ります。

簡単な採取法

U.S.特許No. 8,221,381 および 
7,482,116;
欧州特許No. 1 513 952 および 
1 956 969; 出願中特許
カナダ・デザイン番号127470; 
132896; 132897
U.S. D631,554 SおよびD640,795 Sコ
ミュニティ・デザイン番号 
001095186-0001; -0002; -0003

インビトロ診断用

優れたサンプル • 実証済みパフォーマンス
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Oragene®•DNAはアメリカ合衆国での販売はされていません。

DNA Genotek製品の一部は全ての地域で購入可能とは限りません。 
®OrageneはDNA Genotek, Inc.により登録されている商標です。その他の商品名が記載されているものは他社の所有物となっています。

製品明細事項
使用前、パッケージ付き:
容積: 14.0 x 8.0 x 2.8 cm
サンプル量: 同封のスポンジを
使用し0.75 mL 
内容量: 39 g
保存期間: 30ヶ月

サンプル採取後明細事項
標準上げ底チューブ:
チューブの直径: 16 mm
チューブの長さ（キャップ
を除く）:  93 mm
サンプル安定期間: 数年

パッケージ

採取用器具
スポンジ

チューブ
キャップ

説明書

メリット

• 非侵襲的で信頼できるサンプル採取、コスト削減

• 刺絡費の削減および通院不要

• 唾液から採取されたDNAサンプルは血液から採取されたDNAと同様二次使用にも適応

• 唾を吐けない小児や患者に理想的

• サンプルの安定性は常温で数年維持されるため、運送費や保存費を削減

• サンプルは標準の郵便制度で郵送可能

• 大量処理に対応したフォーマットにより効率を上げサンプル処理時のエラーを削減

採取方法の比較

血液採取法 経口採取法

属性 静脈血 マウスウォッシュ 口腔スワブ Oragene•DNA
(OG-575)

非侵襲的な採取法    
常温での試料の安定
維持

数日 数週間 数日 数年

低細菌量
 †

（60%以内の細菌量）

†

（90%以内の細菌量）


（中央値6.8%の細菌量）

産出されたDNA中央値 30 µg 35 µg 2 µg 17.3 µg ‡

サンプルサイズ 1 mL 10 mL** スワグ1本 0.75 mL

分子量 >23 kb > 23 kb < 23 kb >23 kb ‡

常温での郵送    
非協力的な提供者に
理想的    

†  Birnboim, H.C., Iwasiow, R.M. および James, C.M.P. (2008). Human genomic DNA content of saliva samples collected with the Oragene self-collection kit. 
DNA Genotek. PD-WP-011.

‡  Niles, J.O., Rabuka, S. および Iwasiow, R.M. (2010). Non-invasive, assisted collection of high quantity and quality genomic DNA from saliva of young children. 
DNA Genotek. PD-WP-018.

** サンプル採取に使用するマウスウォッシュの量。

キット内容物


