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新型コロナウイルスとインフルエンザウイルス A/B 型を同時に検出する
ロシュの cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B 遺伝子検査薬 が
FDA の緊急使用許可を取得
●

一つの検体から新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）、インフルエンザウイルス A 型および B 型を検
出し、鑑別することが可能です。完全自動化されたハイスループットシステム向けで初の商業用検査薬
となります。

●

症状による識別が困難な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とインフルエンザ感染症を鑑別す
ることができるため、医師の最適な治療方針の判断をサポートします。

●

抽出から増幅検出まですべての工程が自動化された遺伝子検査装置コバス 6800/8800 システムを
プラットフォームとした検査薬です。

●

本検査薬は EU(欧州連合)などの CE マーク準拠の各国でも使用可能です。

バーゼル、2020 年 9 月 4 日 - ロシュ（SIX：RO、ROG、OTCQX：RHHBY）は本日、cobas® 6800/8800 シス
テム（以下コバス 6800/8800 システム）で使用する cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test が、米国食品
医薬品局（FDA）から緊急使用許可（EUA）を取得したことを発表しました。本検査薬は、医療従事者により
COVID-19 と一致する呼吸器ウイルス感染症が疑われる患者に対し、SARS-CoV-2、インフルエンザウイルス A 型
および B 型の同時検出および鑑別を行うことを目的としています。さらに、CE マークに準拠している国においても使
用可能です。
ロシュ・ダイアグノスティックス CEO トーマス・シネッカーは以下のように述べています。
「SARS-CoV-2 とインフルエンザウイルスは症状だけで鑑別することが難しいため、インフルエンザシーズンの到来に伴
い、この新しい検査薬が特に重要な意味をもっています。二つの感染症を一度の検査で見分けることは、医師にと

って最も効果的な治療方針を判断するための大きなサポートとなります。診断ソリューションを提供するリーダーとし
て、今回の発売は、正確で信頼性が高く、効率的な検査オプションを提供し、重篤な感染症の蔓延を食い止める
という当社の継続的な取り組みを示すものであると考えています。」
本検査薬のプラットフォームであるコバス 6800/8800 システムは、完全自動化された PCR 装置です。ウォークアウェ
イタイム（機器操作・作業を必要としない時間）が長いハイスループットの機器であり、大量の検体を効率的に且
つスピーディに処理することが可能です。このシステムでは一回の測定にかかる時間は約 3 時間で、最大 96 テスト
を同時に処理可能です。複数のユニットを連結していることから、二回目の検体取り込み以降は抽出と増幅検出
を並行して行うため、8 時間で測定できる数はコバス 6800 システムでは 384 テスト、コバス 8800 システムでは 960
テストとなります。ロシュは供給可能な範囲内でできるだけ多くの検査薬を提供することに全力を尽くします。
本検査薬はロシュの包括的な診断ポートフォリオの一つとして重要な役割をもって追加されました。遺伝子検査、
免疫検査、デジタルソリューションによって、感染初期、回復期、治癒後の診断に貢献することで、医療従事者が
COVID-19 と闘い、診療を最適化することを支援します。
cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test について
cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test は、マルチプレックスの逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（RT-PCR）によ
る検査によって、呼吸器感染が疑われる人から採取した鼻腔（鼻前庭）または鼻咽頭スワブ検体中の SARSCoV-2、インフルエンザウイルス A 型および B 型の同時検出および鑑別を目的としたものであり、インフルエンザウイ
ルス C 型は対象外です。FDA の緊急使用許可において、本検査は医療従事者が COVID-19 の感染を疑う患
者に対して行うことができます。コバス 6800/8800 システムで使用され、精度管理をする上で重要な陰性コントロー
ル、陽性コントロール、内部コントロールを備えています。最大 96 テストを同時に処理することができるため、検査の
効率が上がり、リソースを節約することができます。
本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2 やインフルエンザウイルスの感染を否定するものではなく、治療や他の
患者管理を判断する上で唯一の根拠として使用すべきではありません。陰性の結果は、臨床観察、患者の病
歴、疫学的情報と組み合わせて判断する必要があります。
cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test は、関連する検査技術の訓練を受けた臨床検査技師が使用するこ
とを目的としています。米国では、コバス 6800/8800 システムで使用する cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B
Test は、FDA の緊急使用許可の下でのみ使用することができます。
緊急使用許可について
cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test は体外診断用医薬品としては FDA の認可を受けていません。この検
査は、中等度および高度の複雑な検査を実施するために、1988 年臨床検査改善法改正（CLIA）、42
U.S.C.§263a の下で認定された検査室による使用のために、EUA の下で FDA によって認可されています。この検査
は、SARS-CoV-2 ウイルス、インフルエンザウイルス A 型および B 型からの RNA の検出のみに認可されており、他
のウイルスまたは病原体の検出は認められていません。21 U.S.C. § 360bbb- 3(b)(1)の第 564 条(b)(1)の下で、
SARS-CoV-2 ウイルス、インフルエンザウイルス A 型/B 型の検出および鑑別のための体外診断法の緊急使用の認
可を正当化する状況が宣言されている間のみ認可されています。
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2 ）について
コロナウイルス（CoV）は、呼吸器疾患を引き起こすウイルスの大きなグループの一つで、一般的な風邪から中東

呼吸器症候群（MERS-CoV）や重症急性呼吸器症候群（SARS-CoV）などのより深刻な疾患までを含みま
す。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は、これまでヒトでは確認されていなかった新しいウイルスです。1
感染の兆候には、咳、息切れ、呼吸困難、発熱などの呼吸器症状が含まれます。より重症の場合、肺炎、重症
の急性呼吸器症候群、腎不全が発生し、死に至る可能性があります。
感染の拡大を抑えるために、世界保健機関（WHO）では、定期的な手洗い、咳やくしゃみをするときは口や鼻を
覆うこと、呼吸器疾患の症状を示す人との接触を避けることを推奨しています。
COVID-19 パンデミックに対するロシュの対応について
COVID-19 パンデミックは、国ごとに異なる展開を見せながら世界的に進化を続けており、ロシュは、患者が必要な
検査、治療、ケアを確実に受けられるよう、医療提供者、検査機関、当局、組織と協力しています。この新しい検
査は、ロシュの COVID-19 パンデミックとの闘いにおける新たな一歩となります。これまでにロシュは以下のような取り
組みを実施してきました。
•

現在 COVID-19 に感染しているかを診断する検査薬、およびウイルスに感染した患者の抗体を検出する
検査薬を上市しました。

•

COVID-19 に罹患した患者に対する治療の可能性をより良く理解するために、既存のポートフォリオから治
療方法を研究しています。

•

COVID-19 治療薬を含めた広い範囲のポートフォリオ全体の製品需要を満たすために、製造とサプライチェ
ーンの能力を高めています。

•

この例外的な状況下にあっても、世界中の患者に既存の医薬品と診断薬を継続的に供給しています。

医療システムがこのパンデミックを克服するためには、信頼性の高い、高品質な検査が不可欠です。3 月 13 日、ロ
シュは、COVID-19 の原因ウイルスである SARS-CoV-2 を検出するためのハイスループットな遺伝子検査ソリューシ
ョンについて、FDA 緊急使用許可を取得しました。5 月 3 日には、血液中の抗体の存在を検出することを目的とし
た COVID-19 抗体検査が FDA の緊急使用許可を取得し、CE マークに準拠する市場で使用可能になったことを
発表しました。また、6 月には、COVID-19 が確認された患者の重度の炎症反応を特定するための Elecsys® IL-6
検査薬について FDA の EUA を取得しました。7 月に SD Biosensor を販売パートナーとして、COVID-19 に対する
抗体の検出が可能な迅速抗体検査をポートフォリオに追加しました。9 月 1 日には、CE マークに準拠する市場向
けに SARS-CoV-2 迅速抗原検査薬を 9 月下旬に発売することを発表しました。今後、FDA に EUA を申請する
予定です。SARS-CoV-2 迅速抗原検査は、症状のある人と無症状の人の両方を対象としたポイント・オブ・ケアの
場での使用を想定しています。 ロシュは、世界中の政府や保健当局と緊密に連携しており、全世界で検査が利
用可能となるように、生産量を大幅に増やしています。
既存ポートフォリオ活用の可能性について積極的に検討し、将来の選択肢を研究しています。ロシュは、COVID19 関連肺炎における Actemra©/RoActemra©（トシリズマブ）の役割を評価する臨床試験を実施中です。7
月 29 日、COVACTA 試験では、COVID-19 関連肺炎患者の臨床状態の改善という主要評価項目、および主
要な副次評価項目である患者の死亡率の低下を達成できなかったことを発表しました。本試験は、この状況下で
Actemra/RoActemra を試験した初めての世界的な無作為化二重盲検プラセボ対照第 III 相試験でした。ロシュ
は、今後も COVID-19 における Actemra/RoActemra の臨床試験プログラムを継続して実施し、さらに研究してい
きます。

Actemra/RoActemra は、抗ウイルス剤との併用を含む他の治療場面での使用を想定しています。COVACTA に
加えて、ロシュは、COVID-19 に関連する肺炎患者の治療薬として Actemra/RoActemra をさらに検討するための
いくつかの試験を開始しており、二つの第 III 相臨床試験である REMDACTA と EMPACTA、および第 II 相
MARIPOSA 試験が含まれます。ロシュは、COVID-19 の医薬品開発に焦点を当てた社内での早期研究プログラ
ムを追加で立ち上げた一方で、複数の外部研究機関とも協働しています。8 月 19 日には、レジェネロン社の治験
薬である抗ウイルス抗体「REGN-COV2」を世界中の人々に提供することを目指して、開発・製造・販売におけるレ
ジェネロン社との提携を発表しました。
この特別な時期にあって、ロシュは政府、医療従事者、そしてパンデミックの克服に取り組むすべての人々と団結し
闘っています。
インフルエンザ A 型 B 型について
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することで起こる急性呼吸器疾患です。米国においては、インフルエ
ンザ A/H1N1 型、A/H3N2 型、B 型が主な季節性ウイルスです。インフルエンザウイルス A 型 および B 型は呼吸
器感染症の主要な原因の 1 つであり、世界中で毎年成人の 5～10％、小児の 20～30％が感染していると推定
されています。インフルエンザは主に、インフルエンザに感染した人がくしゃみ、咳、会話をしたときに出るウイルスを含
む飛沫を吸い込むことで感染します。症状としては、発熱、咳、頭痛、倦怠感、筋肉痛、喉の痛み、鼻水などがあ
ります。高齢者、幼児、免疫システムが弱っている人や慢性的な疾患ある人は、重症化するリスクが高いとされて
います。毎年、約 300 万人から 500 万人が重症化し、29 万人から 65 万人がインフルエンザで死亡しています 2。
コバス 6800/8800 システムについて
コバス 6800 システムおよび 8800 システムは核酸抽出から増幅測定までの工程が完全に自動化されており、効率
的に多検体を処理することができます。また、新型コロナウイルスのみならず、HCV、HBV や HIV、HPV、CT/NG、
CMV、MTB/MAI など主要な遺伝子検査項目が一台のプラットフォームで測定可能となっているため、持続可能
性が高く、柔軟で幅広い運用を構築することができます。
詳細はこちらをご覧ください。(日本向け)
cobas® 6800 システム | ロシュ・ダイアグノスティックス
cobas® 8800 システム | ロシュ・ダイアグノスティックス

ロシュについて
ロシュは人々の生活の向上を目指し先進科学にフォーカスする、医薬品と診断薬・機器の世界的なパイオニアで
す。医薬品と診断薬事業を傘下に置くという複合的な強みをもつロシュは、個々の患者の治療を可能な限り最適
化するという戦略を持つ個別化医療の最大手です。
ロシュは、腫瘍学、免疫学、感染症、眼科、中枢神経系の疾患において真に差別化された医薬品を提供する世
界最大のバイオテクノロジー企業です。ロシュは、体外診断および組織ベースのがん診断の世界的リーダーであり、
糖尿病管理の第一人者でもあります。
1896 年に設立されたロシュは、病気を予防、診断、治療し、社会に持続可能な貢献をするためのより良い方法を
模索し続けています。関連するすべての利害関係者と協力することにより、医療革新への患者のアクセスを改善す
ることを目指しています。命を救う抗生物質、抗マラリア薬、抗がん剤など、ロシュが開発した 30 種類以上の医薬
品が、世界保健機関の必須医薬品モデルリストに含まれています。また、ロシュは 11 年連続でダウ・ジョーンズ・サ
ステナビリティ・インデックス（DJSI）により、製薬業界で最も持続可能な企業の一つとして認められています。

スイスのバーゼルに本社を置くロシュグループは 100 か国以上で事業を展開し、2019 年には全世界で約 98,000
人の社員を擁しています。2019 年の売上は 615 億スイスフラン、また 117 億スイスフランを研究開発に投資しまし
た。米国のジェネンテック社は、ロシュグループの完全子会社です。ロシュはまた、日本の中外製薬の主要株主で
す。詳細については、www.roche.com をご覧ください。
このリリースで使用または言及されているすべての商標は法律で保護されています。

参考 [1] https://www.who.int/health-topics/coronavirus 2020 年 1 月 23 日アクセス
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