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新華社瀋陽 8月 21日電  テーマ： 『10-in-1混合検出技術』攻略記 ウィルスより早く走れ 

新華社記者： 李 錚 

 

8月 17日、国務院の新型コロナウィルス感染肺炎の連合予防連合制御（医療救助チーム）は、『新型コロ

ナウィルスの 10-in-1（検体 10人分の一括採取による）混合検出技術規範』を正式に発布した。 

 

大連の流行に対する実際の戦いの中で緊急に開発されたこの新技術は、検査効率を大幅に向上させた。

緊急対応において、非重点地区に対するスクリーニングや早期確定診断が、生産生活の秩序を早期に回復

するうえで重要な役割を果たしてきた。 

 

『新型コロナウィルスの 10 人一括プール方式検査技術』の主要開発者であり、規範の執筆者である中国

医科大学付属盛京医院の検査試験科主任の劉勇実教授は、『新技術の最大の特長は高効率性』であり、感染

症の予防管理においては、時間の節約が非常に重要であり、一分でも早く患者を発見し、一分でも早く隔

離をすることで、感染拡大を抑えて大量の社会コストを節約することができるのです。』と語る。 

 

7月 22日、大連で流行が発生。 遼寧省の核酸検査医療隊 16チームのリーダとして、劉龍教授は夜を日

に継いで大連の支援を急いだ。 

 

人口 700 万人の大連で、短時間のうちに全市のスクリーニングを達成し、検査効率の向上を図るという

難題が劉勇チームに引き継がれた。 

 

大連での流行発生前は、5-in-1（5人分一括採取）方式のプーリングテスト法が既に存在し、陽性となっ

た際にはその 5 人を一人ずつ再検査の上確診していた。 紹介によれば、5-in-1 から 10-in-1 方式にするた

めには、収集チューブに収められるように咽頭スワブ数を増量するだけではなく、収集チューブの仕様や

材質、ウィルス保存液の成分やスワブの材料など多方面で詳細な設計が必要になるが、それにより初めて

検査結果の精度が確保されるとのことだ。 

 

劉勇教授は『弱陽性の新型コロナウィルスでも検出できるかが新技術成功失敗のキーでした。』という。 
 

7 月 24 日未明に R&D 作業計画が確定され； 24、25 日の両日連夜を通じて生産メーカとの遠隔映像に

よる検体収集チューブと拭い綿棒のパラメータが設計修正され； 7月 26日 5時 50分に収集チューブと咽

頭スワブサンプルが大連に到着； 26日、26日にそれぞれ 24検体と 300検体の疑似サンプルの性能テスト

が実施された。 

 

理想的な予備検証データの取得後、劉勇教授は、一方で 5 つの病院が模擬の弱陽性検体の外部品質評価

に参加するように手配をし、他方で検体の採取ポイントと核酸検査室を設置し、検体の採集や拭い棒の破

損、収集チューブ蓋の開閉、サンプル添加のスムーズさやサンプル識別など、さまざまな側面からの快適

性体験を進めていた。 

 

7 月 30 日、5 病院での核酸検査室の検査室間品質評価において、25 検体の結果は 100％正確であり、弱

陽性サンプルに対する 10-in-1 方式の検出技術に何らの影響も与えなかったことが確認された。 

 

大連医科大学付属第二医院検査試験科の羅迪医師は： 『10-in-1検査方法は、巧みな設計思想により、使

いやすさや十分な液体量、目立つ色彩を備えているため、収集と検出の効率を大幅に向上させました。』と

語る。 

臨床プロジェクト研究の最終ステージは臨床試験（宮本注： 中国語では『臨床検証』です）だ。 臨床検

証の最初のステップは、陽性検体のシングルコレクションチューブと 10-in-1混合コレクションチューブの



ラボ内フィッティングテスト、続いて、確診患者と高リスク地区の人々の検体が収集され、シングルチュ

ーブと混合コレクションチューブの臨床試験が行われた。 

 

8月初旬の大連は猛暑に見舞われていた。 臨床試験の期間中、60歳の劉勇教授は、何度もレベル３の防

護具を装着し、新型コロナウィルスの核酸検査室に入り、ボランティア 8 名と大連湾検体採取チームを結

成、高リスク地区での検体採取にあたった。 

 

8月 3日 14時、何日もの労働過多により現場で気を失った。 静かに横になって数分、体力が回復してか

ら劉勇教授は作業を続け、『10-in-1検査法による検体採取という実戦のキーとなる瞬間を迎え、全国普及の

ため成功裏に早急で検証された。』 

 

8月 8日、改善と検証が繰り返されて新型コロナウィルスの 10-in-1検査技術の各項パラメータが正常に

検証された。 

 

劉勇教授は、この技術により従来の検体採取及び検査数の少なさというボトルネックが打破され、 検査

結果の正確性保証という前提のもと、核酸の検査速度が 2 倍になり、検査コストが削減された。 これは、

大規模な低リスクグループの迅速なスクリーニング、感染者の発見、可能性のある感染症拡大の遮断を短

時間でするのに適していると語る。 現在、大連市ではこの技術を応用し、200万人以上の検査をしている。 

 

『私は今年で 60 歳ですが、これが私の職業人生最後の戦いとなります。 国や社会にとって、有意義な

実用的新技術活動に取り組めたことを非常に誇りに思っています。』と劉勇教授は語った。 

 

http://m.xinhuanet.com/ln/2020-08/21/c_1126396865.htm 
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Xinhua News Agency, Shenyang, August 21st 

Must run faster than the virus "Novel Coronavirus Nucleic Acid 10-in-1 Mixed Acquisition Detection Technology" 

Xinhua News Agency reporter Li Zheng 

 

On August 17, the State Council's Joint Prevention and Control Mechanism (Medical Rescue Team) to respond to 

the novel coronavirus infection and pneumonia epidemic officially issued the "Novel Coronavirus Nucleic Acid 10 in 

1 Mixed Collection and Testing Technical Specifications." 

 

This new technology, which was urgently developed in the actual combat against the epidemic in Dalian, has greatly 

improved the detection efficiency. In emergency response, screening and early diagnosis of non-key areas have played 

an important role, and the order of production and life can be restored as soon as possible. 

 

Professor Liu Yong, the main developer and specification writer of the "10-in-1 mixed detection technology for novel 

coronavirus nucleic acid", and director of the Department of Laboratory Medicine, Shengjing Hospital, China Medical 

University, said: "The greatest feature of the new technology is high efficiency. Time saving is extremely important in 

epidemic prevention and control. Finding patients one minute earlier and quarantining them one minute earlier will 

reduce transmission and save a lot of social costs.” 

 

On July 22, an epidemic occurred in Dalian. As the leader of the 16 nucleic acid testing medical teams in Liaoning 

Province, Professor Liu Yong rushed to help Dalian. 

 

In a city with a population of 7 million, the difficult tasks of achieving full screening coverage and improvement of 

detection efficiency were handed over to Liu Yong's team. 

 

Before the outbreak in Dalian, the 5-in-1 mixed collection method had been used in many places. Five specimens 

were tested at a time. Once they were found to be positive, five people were tested and confirmed again one by one. 

According to introductions, From 5 in 1 to 10 in 1, it is not simply to increase the number of throat swabs collected in 

the collection tube, but to accurately design the collection tube specification, material, virus preservation solution 

http://m.xinhuanet.com/ln/2020-08/21/c_1126396865.htm


composition and content, and throat swab material to ensure the accuracy of the test results. 

 

"It is necessary to detect the weakly positive Novel Coronavirus in the specimen is the key to the success of the new 

technology." Liu Yong said. 

 

In the early morning of July 24, determine the R&D work plan; With two days/nights of July 24 and 25, remotely 

video design and modify the parameters of the specimen collection tube and throat swab with the manufacturer; At 5:50 

on July 26, the collection tube and throat swab samples arrived in Dalian; On July 26 and 27, 24 simulated specimens 

and 300 simulated specimens were tested respectively for performance. 

 

After obtaining the ideal preliminary verification data, Professor Liu Yong arranged for 5 hospitals to participate in 

the external quality evaluation of simulated weak positive specimens, on the other hand, arrange specimen collection 

points and nucleic acid testing laboratories to experience comfort from various aspects such as specimen collection, 

swab breaking, opening and closing of the collection tube cover, fluency of sample addition, and sample identification. 

 

On July 30, the results of 25 specimens in the inter-office quality evaluation of 5 hospitals’ nucleic acid laboratories 

were 100% correct, confirming that the 10-in-1 mixed detection technology had no effect on the detection of weakly 

positive specimens. 

 

Luo Di, a laboratory physician at the Second Affiliated Hospital of Dalian Medical University, said: "The 10 in 1 

mixed mining detection technology has a clever design idea, easy to use, sufficient liquid volume and eye-catching 

color, which greatly improves the efficiency of collection and detection." 

 

The first step for clinical validation was in-lab fitting test of positive specimen single collection tube and 10 in 1 

mixed collection tube, afterwards, then, specimens from diagnosed patients and peoples in high-risk areas are collected 

for clinical verification of single collection tubes and mixed collection tubes. 

 

Dalian in early August was scorching hot. During the clinical verification period, 60-year-old Liu Yong put on level-

3 protective equipment and entered the novel coronavirus nucleic acid testing laboratory many times, and formed a 

Dalian Bay collection team with 8 volunteers to collect specimens in high-risk areas. 

 

On August 8, after repeated improvements and verifications, the parameters of the novel coronavirus nucleic acid 

10-in-1 mixed detection technology were successfully verified. Liu Yong said, the technology breaks through the 

bottleneck of conventional sampling and detection, under the premise of ensuring the accuracy of the test results, double 

the speed of nucleic acid testing and reduce the cost of testing. It is suitable for rapid screening of large-scale low-risk 

populations, finding infected persons and blocking possible epidemic transmission in a short time. At present, Dalian 

City has applied this technology to detect more than 2 million people. 

 

"I am 60 years old this year. This is the last battle of my career. I am extremely proud to be able to undertake such a 

practical new technology work that is meaningful to the country and society." Liu Yong said. 
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新华社沈阳 8 月 21 日电题：就要比病毒跑得快——“新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测技术”攻克记 

新华社记者李铮 

8 月 17 日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制（医疗救治组）正式发布了《新冠病毒核

酸 10 合 1 混采检测技术规范》。这项在抗击大连疫情实战中紧急研发的新技术，大幅提高了检测效率。在应

急处置中对非重点地区多筛查、早确诊，尽快恢复生产生活秩序，发挥了重要作用。 

 

“新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测技术”的主要研发者和规范撰写者、中国医科大学附属盛京医院检验科主

任刘勇教授说：“新技术的最大特点是高效率。节省时间在疫情防控中极其重要，早一分钟发现病人，早一分

钟隔离，就会减少传播，节约大量社会成本。” 

 

7 月 22 日，大连发生疫情。作为辽宁省 16 支核酸检测医疗队的总领队，刘勇教授星夜驰援大连。 

 



一座 700 万人口的城市，短时间实现筛查全覆盖，提高检测效率的硬骨头交给了刘勇团队。 

 

在大连疫情之前，已有多地使用过 5 合 1 混采方法，5 个标本一次检测，一旦发现阳性，5 人重新逐一检测、

确诊。据介绍，从 5 合 1 到 10 合 1，并不是简单在采集管中增加采集的咽拭子数量，而是要从采集管规格、

材质，病毒保存液成分、含量，咽拭子的材质等多方面进行精准设计，才能保证检测结果的准确。 

 

“必须检测出标本中的弱阳性新冠病毒是新技术成功与否的关键。”刘勇说。 

 

7 月 24 日凌晨，确定研发工作计划；24 日、25 日两天两夜，与生产厂家远程视频设计、修改标本采集管和

咽拭子的参数；7 月 26 日 5 时 50 分，采集管和咽拭子样品运抵大连；26 日、27 日分别进行了 24 个和 300 个

模拟标本的性能验证。 

 

得到理想的初步验证数据后，刘勇教授一方面安排有 5 家医院参与的模拟弱阳性标本的室间质量评价。另

一方面，安排标本采集点和核酸检测实验室，分别从标本采集、拭子折断、采集管开关盖、加样流畅度和加样

辨识等多方面进行舒适度体验。 

 

7 月 30 日，5 家医院核酸实验室室间质评的 25 个标本的结果百分之百正确，证实 10 合 1 混采检测技术对

于弱阳性标本的检出没有任何影响。 

 

大连医科大学附属第二医院检验科医生罗迪说：“10 合 1 混采检测技术设计思路巧妙，使用方便，液体量充

足且颜色醒目，大大提高了采集和检测的效率。” 

 

临床项目研发最后的环节是临床验证。临床验证首先进行的是阳性标本单采管与 10 合 1 混采管的实验室内

拟合试验，之后采集确诊患者和高风险地区人群的标本，进行单采管与混采管的临床验证。 

 

8 月初的大连，烈日炎炎。临床验证期间，60 岁的刘勇多次穿上三级防护装备进入新冠病毒核酸检测实验

室，和 8 名采样志愿者组成大连湾采集战队，赴高风险区采集标本。 

 

8 月 3 日 14 时，因多日超负荷体力支出，刘勇晕倒在现场。安静平躺了几分钟，体力好转后，刘勇就起来

继续工作，“10 合 1 混采检测技术到了实战采集的关键时刻，尽快验证成功了好向全国推广”。 

 

8 月 8 日，经过反复改进和验证，新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测技术的各项参数验证成功。刘勇说，技术

突破了常规采样检测通量小的瓶颈，在保证检测结果准确的前提下，加倍提升核酸检测速度，降低检测成本，

适用于快速筛查大规模低风险人群，找到感染者进而在短时间内阻断可能的疫情传播。目前，大连市已经应

用该项技术检测 200 余万人次。 

 

“我今年 60 岁了，这是职业生涯最后一战，能够承担这样一个对国家、对社会有意义的实用型新技术工作，

感到无比自豪。”刘勇说。 
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