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連合予防連合管理メカニズム医療発 [2020] 352号 

 

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団新型コロナウィルス肺炎連合予防連合管理メカニズム（リー

ダーグループ、指揮部）： 

 

各地が新型コロナウィルスの一括検査活動を着実にできるようにするため、新型コロナウィルスの核酸検

査能力と効率をさらに進めるため、『四つの早期』という要求を実施し、流行の状態化予防管理させると

いうニーズを有効に満足させるために我々は『新型コロナウィルスの 10-in-1一括核酸検査技術規範』を

制定した。ここに印刷発行するので参考にされたい。 

 

国務院新型コロナウィルス肺炎流行対応部門 

連合予防連合管理医療グループ 

（代表印） 

2020年 8月 17日 

（情報公開形式： 主導的公開） 

 

新型コロナウィルスの 10-in-1一括核酸検査技術規範 
 

国務院の新型コロナウィルス肺炎流行の連合予防連合管理メカニズムの『新型コロナウィルス肺炎流行の

常態化予防管理活動に関する指導意見』（国発明電 [2020] 14号）および『迅速な新型コロナウィルス核酸

検査の実施意見』（連合予防連合管理メカニズム総発 [2020]181号）関連の要求実施のため、各地の新型

コロナウィルスの一括検査活動指導のため、更に核酸検査能力と効率のさらなる向上のため、新型コロナ

ウィルス核酸一括検査（10-in-1検査：プーリングテスト）技術（10人分のスワブ 10本を 1本の収集チュ

ーブにまとめて核酸検査するという方法）に関し本規範を制定する。 

 

一、 サンプル収集消耗品の仕様 

（一） ウィルス採取チューブ 

キャップとチューブ本体は、ポリプロピレン製で、ねじ口が密封可能で、程よく開閉できる

こと。 チューブは透明で視認性に優れていること。 チューブ外径は（14.8±0.2）mm×

（100.5±0.4）mm、キャップ外径は（15.8±0.15）mm、高さは（12.5±0.5）mmであるこ

と。容量は企業の較正する 10mlとし、グアニジン塩またはその他の効果的なウィルス不活化

剤の保存液を含むものとする。 保存液は、観察や識別が容易な色（ピンクなど）で、検体採

取を容易にするため、一定の流動性を保持する必要がある。 

（二） 検体採取スワブ 

ポリエステルやナイロンなどの綿ではないもの、非アルギン酸カルシウム綿棒の使用を推奨

する。 柄の部分は非木材製であること。 破断点はスワブ先端部から約 3cm前後で折れやす

くする。 

 

二、 採取場所の要件 

大規模な集団スクリーニングのための広々とした換気の良い場所を選択すること。もとの現場の条件

に応じて、待合ゾーン、採取ゾーン、緩衝ゾーン、一時隔離ゾーンに分けて被験者の密度を効果的に

分散させること。 バックアップ用救急機器の準備をしておくこと。 

（一） 待合ゾーン： 

歩行者用通路を設置し、1mラインを設け、待機中のスタッフ防護を確実なものにする。 気

象条件に応じ、保温や冷却、遮光設備や雨よけなどを設ける。 高齢者や子供、妊娠中の女

性、その他障害を持った人は優先採取対象とする。 

（二） 採取ゾーン： 



気候条件に応じて、医療スタッフが比較的快適な環境で作業できるように、テントや冷暖房

用扇や適切なテーブル・椅子などを準備すること。 消毒用品やスワブ、ウィルス採取チュー

ブを準備し、同時に、被験者のためのペーパータオル、嘔吐袋、マスクも準備すること。 検

体を速やかに実験室に運べない場合には、4℃の冷蔵庫或いは低温保管ボックスで一時保管す

ること。 病原微生物の拡散や感染を防止するための緊急プランを策定しておくこと。 

（三） 緩衝ゾーン： 

スペースは比較的気密性を高めて採取スタッフの個人防護装具を交換できるようにし、採取

場所の規模に応じた防護用品や採取用品、消毒用品、スワブや採取チューブ、屋外消毒設備

を配置すること。 

（四） 一時隔離ゾーン 

採取プロセス中に発見された疑似患者或いはハイリスクグループの人を暫定的に隔離するた

めに使用。 

 

三、 採集場所の要件 

（一） 標識と情報の登録 

1. 登録のプロセス。 スタッフは、採取前に被験者を 10人一グループとして割りあてる。 被験

者の関連情報（生命、性別、身分証ナンバー、連絡先電話番号、採取地点、採取日時など）

を事前に収集登録し、グループごとに採取チューブナンバーを付与する。  

2. 登録要件。 ID カード（身分証）リーダーや QRコードなど、情報技術を利用し、被験者情

報を関連付けし、情報の読み取り効率と精度向上を図ることが推奨される。 情報化要件が無

い場合、事前に『新型コロナウィルスの 10-in-1一括核酸検査登録表（別添参照、 以下『登

録表』）』に事前登録をしておくこと。紙の登録フォームは、検体が検査に送られる前に、採

取ポイントが配備されている社区（コミュニティ）においてバックアップ及びアーカイブし

ておき、被験者を即座に追跡できるようにしておかねばならない。 

（二） 採取方法 

被験者の頭部を少し傾けて、その口を大きく開けて『あ～』という声を出させて両側の偏桃

体を露出させ、採取スタッフは、スワブを被験者の舌上に置き両側の偏桃体を僅かな力で 3

回以上前後に拭った後に、後咽頭壁を上下に 3回以上拭う。拭い作業終了後、スワブヘッド

をチューブに挿入し、チューブの口にスワブの破断点を当て、軽い力を加えてスワブヘッド

を採取チューブ内の液体に落下させ、破断後のスワブ持ち手部分を廃棄した後にチューブの

蓋をきっちりと閉めてから採取チューブを安定したラックに置く。 採取者は、一人を採取す

る都度に手の消毒をせねばならない。 

（三） スワブの混合 

上述の採取方法に従い、残りのスワブ 9個も順番に採取する。 エアロゾル発生を回避するた

めに穏やかな動きで採取したスワブを同じ採取チューブに入れる。スワブ 10本を連続して採

取後に、こぼれないようにチューブのキャップを確実に閉めること。採取チューブ内のスワ

ブが 10本に満たない場合、特別なマークを付けて記録する必要がある。 

 

四、 検体の発送 

（一） 情報の確認 

採取チューブのラベルと混合採取登録表の情報をチェックし、正確性と番号の一致を確認す

る。 

（二） 検体の収納要件 

チェックした採取チューブを透明な密封ビニル袋（一次容器）にいれ、蓋をしっかりと密封

し、密封袋外面に 75％のエタノールをスプレーする。密封した袋をさらに二次容器（適量の

吸湿剤の入った包装箱または二重にした医療用ゴミ袋）にいれ、密封後に消毒のため 75％の

エタノールをスプレーする。二次容器の『バイオハザード』標識のある検体搬送ボックス

（『安全な好機による危険物の輸送に関する技術細則』の A類物品運輸 UN2814 規格適合の搬

送ボックスの仕様を勧める）にいれ、二次容器と搬送ボックスの間に冷却用の保冷ジェル剤

をセットする。 検体を直立に保つために、二次容器は搬送ボックスに固定すること。 搬送

ボックス密封後、75％のエタノールをスプレーして消毒し、搬送ボックスの表面を清潔で汚

染が無いようにする。 

（三） 検体移送の要件 



検体の搬送ボックスは、専門の検体搬送要員により行なわれること。検体は、採取後 2～4時

間以内に試験室に送付すること。 一括核酸検査登録表は、独立した密封ビニル袋に入れて、

搬送ボックスと同時に送付すること。 直ちに検査に回せない場合、専用冷蔵庫或いは冷凍箱

に保管し、同時に検体の受け取り・保管登録をすること。 検体は採取後 24時間 4℃で保存す

ること。 

 

五、 実験室の受け入れ 

（一） 検体受領の署名 

検体受領に当たっては輸送担当者および受入担当者双方が署名するものとする。受け入れ担

当者は、登録表への記入が完全か否か、被験者情報はトレース可能か否か、搬送ボックスや

二次容器の損傷有無を確認するものとする。 

（二） 検体の開梱 

二次容器は、バイオセーフティレベル 2実験室のコアエリアで取り出すものとする。 

バイオセーフティボックスの中で二次容器を開封し、75％のエタノールをスプレーまたはワ

イプして、消毒し、密封ビニル袋を取り出した後、（再度）75％のエタノール試薬をスプレー

またはワイプすると同時に、密封が完全であるか否かを確認するものとする。 

（三） 検体の検査 

採取チューブのラベルと登録表の情報と一致しているかを確認すること。 採取チューブを取

り出して、検査チューブ壁に破損がないか、ノズルの漏れや破損の有無等を確認し、75％の

エタノールをスプレー或いは拭い消毒する。破損や漏れがあった場合、直ちに作業を停止

し、吸水紙で覆った後、0.55％の塩素系消毒剤で消毒し、不合格の登録をして廃棄するものと

する。 

（四） 検体の保存 

速やかに検査を実施できない検体は専用冷蔵庫に保管するものとする。 24時間以内に検査す

る検体は 4℃で保管する。 24時間以内に検査できない検体は、-70℃以下で保存すること。 -

70℃以下での保存ができない場合、-20℃で一時保管するものとする。 検体の冷凍と解凍の

繰り返しは避けること。 検体を保存するための専用倉庫或いは専用ラックを設置し、二人一

組での二重チェック管理をすること。 

（五） 搬送容器の取り出し 

使用後の二次容器の内壁と外壁を 75％エタノールで消毒後バイオセーフティラックから取り

出し、検査終了後に紫外線照射による消毒をすること。 

 

六、 検体の検査と品質管理 

（一） 検体検査 

実験室は、検体受領後速やかに検査を行わねばならない。 検査前に十分な振とうと溶出を行

ってから、核酸の抽出と増幅実験を行なうものとする。 新型コロナウィルスのオープンリー

ディングフレーム 1ab（open reading frame 1ab，ORF1ab）及びヌクレオカプシド・タンパク

質（nucleocapsid protein, N）遺伝子領域を含む試薬の使用を勧める。 核酸抽出器を使用する

場合は、核酸抽出試薬を核酸抽出器と組み合わせて使用する必要がある。 増幅キットは、国

家薬品監督管理局により承認された登録番号を有するものでなければならない。 低検出限

界、高感度の検出キットの選択を推奨する。 

（二） 品質管理試験 

各バッチの検査では、少なくとも弱陽性品質管理品（サードパーティの品質管理品、通常検

出限界の約 3倍）1個、陰性品質管理品（陰性品質管理品を保有している検査キット）2個、

及びブランクの対照品（生理食塩水或いはピロ炭酸ジエチル処理水）1個が必要である。 ブ

ランクの参照物質は、蓋を開けて、抽出装置または操作テーブル上に一晩置いて環境汚染評

価をする必要がある。品質管理材料は、臨床検体に無作為に配置され、抽出から増幅までの

全プロセスに関与すること。 

（三） 品質管理結果 

弱陽性の品質管理品は検査陽性とされ、陰性品質管理品は全て検査陰性とされ、管理されて

いるものと看做される。さもなければ、制御不能となり、検査報告が出せず、直ちに原因分

析をせねばならない。 必要な場合には検体の再試験をせねばならない。 

 



七、 検査結果の処理 

新型コロナウィルスの核酸定性テスト報告には検査結果（検出/陽性、や非検出/陰性）や、方法論、

検出限度等が含まれるものとする。 

（一） 結果の判断： 

使用する増幅試薬の指示に従い、検査結果は非検出/陰性または検出/陽性と判定する。 も

し、結果がグレイゾーンにあった場合、陽性一括検査結果として再確認することを勧める。 

（二） 陽性結果のレビュー 

1. 陽性一括検査の結果が陽性、グレイゾーン、或いは単一ターゲット陽性となった場合、関連

部門に対して、一括検査チューブの被験者 10 人を一時的に隔離し、単管スワブにサンプルを

再度採取するよう通知するものとする。  

2. 単管での核酸検査が陰性となった場合、陰性の結果に基づき報告されるものとする。一時的

に隔離された人は、隔離を解除される； 検査結果が陽性となったものは、手順に基づき上部

に報告されるものとする。 

 

八、 検査後の検体処理 

検査された検体は、その場で可能な限り迅速に廃棄すべきで、高温蒸気殺菌の品質監視と消毒、廃棄

を確実にすること。 

 

九、 技術担当者の基本要件 

検体採取担当者と検査担当者の要件は、『医療機関における新型コロナウィルス核酸検査試験マニュ

アル（試行）』の要件を満たす必要がある。 

 

十、 バイオセーフティプロテクション 

（一） 検体の収集及び搬送要員： 

低リスク地区での検体採取者には、ディスポーザルキャップ、医療用保護マスク（N95）、手

袋（必要に応じて二重着用）、ゴーグル/フェイスシールド、隔離ガウン、靴カバー（必要に応

じて）を含む第二級のバイオセーフティプロテクションを講じること。 検体の搬送スタッフ

は、医療用サージカルマスクやラテックスグローブ、作業服、医療用保護キャップ等、第一

級のバイオセーフティプロテクションを行うこと。 

（二） 検体の受け取り及び検査要員： 

検体受領者は、核酸検査室のバイオセーフティ講習を受けた指定要員でなければならず、第

二級以上のバイオセーフティプロテクションを講じるものとする。 バイオセーフティプロテ

クション基準は実施される作業の危険性に応じて区分されるものとする。 試薬や核酸増幅の

準備に当たるスタッフは、第二級プロテクションを講じるものとする。 検体処理にあたるも

のは、医療用防護マスク或いは N95や単層または二層のラテックスグローブ（条件に応じて

色を変える）、フェイスシールド、ゴーグル、作業服外面に着用する防護服、単層或いは二層

の防護キャップ着用を含む手指衛生等、第三級の保護基準を厳格に順守するものとする。 必

要に応じ、二層マスク（外面は医療用保護マスク、内面は N95）を着用。 

 

附件： 新型コロナウィルスの 10-in-1一括核酸検査登録表 

 

附件 

 

新型コロナウィルスの 10-in-1一括核酸検査登録表 
 

採取地：  採取日時：  

検体発送者： 検体発送者の電話番号：  

検体送付時刻： 受領者：  受領時刻： 

 

採取チ

ューブ
No. 

No. 姓名 性别 
年

令 
身分証

No. 

電話

番号 

採取

時刻 

高リスク

地区か否

か？ 

発熱

の 

有無 

実験室

番号 

検査 

結果 

  1                     



2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 

注：検査送付時刻や受領時刻は、 XX 月 XX日 XX 時、採取時刻は XX時とし； 検査結果は ORF1ab 或

いは N 遺伝子のみの結果が陽性時は詳細に記述する必要がある。 
 

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202008/fa5057afe4314ef8a9172edd6c65380e.shtml 

 

 

Notice on Issuing the Technical Specifications for 10 in 1 Mixed Collection and 

Detection of Novel Coronavirus Nucleic Acid 
Medical Administration and Hospital Authority www.nhc.gov.cn 2020-08-19  Source: Medical 

Administration and Hospital Authority 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Joint Prevention and Control Mechanism Medical Issue (2020) No. 352  

 

All provinces, autonomous regions, municipalities directly under the Central Government and the Xinjiang 

Production and Construction Corps respond to the novel coronavirus pneumonia epidemic joint prevention and 

control mechanism (leading group, command office): 

 

In order to guide all localities to do a good job in the detection of novel coronaviruses, further improve the ability 

and efficiency of nucleic acid detection of novel coronaviruses, implement the "four early" requirements, and 

effectively meet the needs of normalized epidemic prevention and control, our organization developed "Technical 

Specification for 10-in-1 Mixed Collection and Detection of New Coronavirus Nucleic Acid." It is now issued to you 

for reference. 

 

The State Council responds to the novel coronavirus pneumonia epidemic 

Joint Prevention and Control Mechanism Medical Treatment Team 

(representative stamp) 

August 17, 2020 

 

(Information disclosure form: Active disclosure) 

 

 

Technical Specification for 10-in-1 Mixed Collection and Detection of Novel Coronavirus Nucleic Acid 
 

To implement the "Guiding Opinions on Doing a Good Job in the Normalization of the Prevention and Control of 

the Novel Coronavirus Pneumonia Epidemic" (Guo Fa Dian [2020] No. 14) and the "Regarding Accelerating the 

Implementation of Novel Coronavirus Nucleic Acid Testing" Opinions" (Combined Prevention and Control Mechanism 

Comprehensive Development (2020) No. 181), to guide the mixed collection and detection of novel coronaviruses in 

various places to further improve the ability and efficiency of nucleic acid detection, for the novel coronavirus nucleic 

acid 10-in-1 test (10-in-1 test) technology (refers to the collection of 10 swabs collected from 10 people) Method of 

nucleic acid detection in 1 collection tube), we develop this specification.  

 

1. Specifications of sample collection consumables 
(1) Virus collection tube 

http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202008/fa5057afe4314ef8a9172edd6c65380e.shtml


The cap and the tube itself should be made of polypropylene, the screw mouth can be sealed, and the 

tightness is moderate. The tube should be transparent and has good visibility. The outer diameter of the 

test tube should b (14.8±0.2) mm × (100.5±0.4) mm, the outer diameter of the cap should be (15.8±0.15) 

mm, and the height should be (12.5±0.5) mm. The capacity enterprise calibrate should be 10 ml, and 

contains 6 ml guanidine salt or other effective virus inactivating agent preservation solution. The 

preservation solution should have a color that is easy to observe and identify (such as pink) and maintain 

a certain level of fluidity to facilitate sampling. 

(2) Collection swab 

It is advisable to use non-cotton, c swabs such as polyester and nylon, and the handle should be made of 

non-wood materials. The breaking point is about 3cm from the top of the swab head, which is easy to 

break. 

 

2. Requirements for collection zone 
Choose an open and well-ventilated site as a concentrative collection site for large-scale screening. According 

to the original site conditions, it should be divided into a waiting area, a collection area, a buffer zone and a 

temporary isolation area to effectively disperse the density of people to be inspected. First aid equipment should 

be provided for backup. 
(1) Waiting area 

Set up pedestrian passages, and set up 1m-line to ensure the protection of waiting staff. According to the 

weather conditions, it is equipped with heat preservation, cooling, shading and rain protection facilities. 

The elderly, children, pregnant women and other people with disabilities are prioritized for collection. 

(2) Collection area 

According to climatic conditions, tents, cooling/warming fans, and appropriate tables and chairs should 

be prepared to ensure that medical staff work in a relatively comfortable environment. Disinfection 

supplies, swabs, and virus collection tubes for collection, and paper towels, vomit bags and masks should 

be prepared for the examinees. If the specimen cannot be transported to the laboratory in time, prepare a 

4℃ refrigerator or low-temperature storage box for temporary storage. Emergency plans to prevent the 

spread and infection of pathogenic microorganisms should be formulated. 

(3) Buffer zone 

The space should be relatively airtight, allowing collection personnel to replace personal protective 

equipment, placing protective equipment that matches the scale of the sampling site, disinfection supplies 

for collection, swabs and collection tubes, and outdoor disinfection equipment. 

(4) Temporary isolation area 

Used to temporarily isolate suspected patients or high-risk groups found during the collection process. 

 
3. Collection process 

(1) Logo and information registration.  

1. Registration Process. The staff assigns 10 subjects as a group before collection. Before collection, 

collect and register relevant information of the subject (including name, gender, ID number, contact 

number, location, collection date and time of collection), and perform collection management 

numbers according to groups. 

2. Registration requirements. It is recommended to use ID card readers, QR codes and other 

information methods to associate the information of the examinee to improve the efficiency and 

accuracy of information reading. If you do not have the conditions for informatization, you should 

register in advance the "New Coronavirus Nucleic Acid 10 in 1 Mixed Acquisition and Detection 

Registration Form" (see the attachment, hereinafter referred to as the mixed acquisition registration 

form). The paper registration form should be backed up and archived in the community where the 

collection point is located before the specimen is sent for inspection, so that the examinee can be 

traced back in time. 

(2) Collection method 

The head of the collected person was slightly tilted, his mouth opened wide, and he made an "ah" sound, 

exposing the pharyngeal tonsils on both sides. The collector puts the swab across the tongue of the person 

to be collected, wipes the tonsils back and forth slightly on both sides for at least 3 times, and then wipes 

up and down the posterior pharyngeal wall at least 3 times. After the operation is completed, put the swab 

head into the tube, place the breaking point of the swab at the mouth of the tube, break it slightly to make 

the swab head fall into the liquid in the collection tube, discard the broken swab rod, and tighten the tube 

Cover and place the collection tube on a stable shelf. Collectors should disinfect their hands after each 

case. 

(3) Mixed swab 

Collect the remaining 9 swabs in sequence according to the above collection method, and put the 



collected swabs into the same collection tube with gentle movements to avoid aerosol generation. After 

collecting 10 swabs continuously, screw the cap of the tube tightly to prevent spillage. If there are less 

than 10 swabs in the collection tube, special marks should be made and recorded. 

 

4. Submission of specimen 
(1) Check the information 

Check the collection tube label and the information in the mixed mining registration form to ensure that 

it is accurate, complete, and numbered consistent. 

(2) Specimen placement requirements 

Put the checked collection tube into a transparent plastic sealed bag (one-layer container) and seal the 

mouth of the bag tightly, spray the outside of the sealed bag with 75% ethanol. Put the sealed bag into a 

second-layer container (optional packaging box with appropriate amount of moisture-absorbing material 

or double-layer medical garbage bag), and spray with 75% ethanol for disinfection after sealing. Put the 

second-layer container into a special specimen transfer box with the “biological hazard” mark (it is 

recommended to use a transfer box that meets the UN2814 standard for the transportation of category A 

articles in the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air). Place a cooling 

gel ice pack. The second layer container should be fixed in the transfer box to keep the specimen upright. 

After sealing the transfer box, use 75% ethanol to spray and disinfect, the surface of the transfer box is 

clean and pollution-free. 

(3) Requirements for specimen transfer 

Standard transfer boxes should be transported by special specimen transport personnel. The specimen 

should be sent to the laboratory within 2-4 hours after collection. The mixed mining registration form is 

placed in an independent sealed bag and transferred together with the transfer box. If it cannot be 

submitted for inspection immediately, it shall be equipped with a special refrigerator or freezer for storage, 

and the specimen reception and storage registration shall be done. The specimen can be stored at 4°C 

within 24 hours after collection. 

 

5. Laboratory acceptance 
(1) Sign for specimen receipt 

The transportation and receiving personnel shall double sign for the specimen. The receiving personnel 

check whether the mixed mining registration form is completely filled, whether the information of the 

subject is traceable, and whether the transfer box and the second-layer container are damaged. 

(2) Retrieval of Sample(s) 

The transfer box should be opened in the core area of the second-level biosafety laboratory and the 

second-layer container should be taken out. Open the second-layer container in the biological safety 

cabinet, spray or wipe with 75% ethanol for disinfection, take out the sealed bag, spray or wipe with 75% 

ethanol reagent for disinfection, and check whether the seal is intact. 

(3) Inspection of specimen 

Check whether the collection tube label is consistent with the information in the mixed collection 

registration form. Take out the collection tube, check whether there is any damage to the tube wall, 

leaking of the nozzle, etc., confirm that there is no damage or leakage, and spray or wipe with 75% 

ethanol for disinfection. If there is any damage or leakage, the operation should be stopped immediately, 

covered with absorbent paper and disinfected with 0.55% chlorine-containing disinfectant, and destroyed 

after the unqualified registration. 

(4) Preservation of specimens 

Specimens that cannot be detected in time are stored in a dedicated refrigerator. Specimens tested within 

24 hours can be stored at 4°C. Specimens that cannot be detected within 24 hours should be stored at -

70°C or below. If there is no storage condition at -70℃, temporarily store at -20℃. Avoid repeated 

freezing and thawing of specimens. Set up a special library or special counter to save specimens, two-

person-double-lock management. 

(5) Removal of the transfer container 

After use, the inner and outer walls of the second-layer container should be wiped and disinfected with 

75% ethanol, and then removed from the biological safety cabinet. After the experiment, it should be 

disinfected with ultraviolet light. 

 

6. Specimen testing and quality control 
(1) Specimen testing 

After receiving the specimen, laboratory(s) should test specimen immediately. Perform sufficient shaking 

and elution before detection, and then perform nucleic acid extraction and amplification experiments. It 

is recommended to use reagents that contain the open reading frame 1ab (ORF1ab) and nucleocapsid 



protein (N) gene regions of the novel coronavirus. If a nucleic acid extractor is used, nucleic acid 

extraction reagents should be used in conjunction with the nucleic acid extractor. The amplification kit 

should be a kit with a registration number approved by the State Drug Administration. It is recommended 

to choose a detection kit with low detection limit and high sensitivity. 

(2) Testing quality control 

Each batch of testing should have at least 1 weak positive quality control product (third-party quality 

control product, usually about 3 times the detection limit), 2 negative control products (the kit comes 

with negative control products) and 1 blank Reference substance (normal saline or diethyl pyrocarbonate 

treated water). The blank reference substance should be opened and placed on the extractor or operation 

table overnight for environmental pollution assessment. The quality control materials are to be randomly 

placed in clinical specimens and participate in the whole process from extraction to amplification. 

(3) Quality control results 

Weakly positive quality control products are determined to be positive, and negative quality control 

products are all determined to be negative, and they are deemed to be in control. Otherwise, it is out of 

control and a test report cannot be issued. The cause should be analyzed immediately, and the specimen 

should be tested again if necessary. 

 

7. Specimen testing and quality control 
The new coronavirus nucleic acid qualitative test report should include the test results (detected/positive, 

undetected/negative), methodology, detection limit, etc. 
(1) Judgment of results 

According to the instructions of the amplification reagents used, the test result shall be judged as 

undetected/negative or detected/positive. If the result is in the gray zone, it is recommended to review it 

as a positive mixed sampling result. 

(2) Reviewing positive results 

1. If the result of the mixed sampling test is positive, gray zone or single target positive, notify the 

relevant department to temporarily isolate the 10 subjects of the mixed sampling tube and re-collect 

a single-tube swab for review. 

2. If the single-tube nucleic acid test turned to be negative, the report will be based on the negative 

result. People who are temporarily quarantined will be released from quarantine; if the test result is 

positive, they will be reported according to the procedure. 

 
8. Sample processing after testing 

The tested specimens should be destroyed on the spot as soon as possible, and the quality monitoring of 

autoclaving and records of disinfection and destruction should be made. 

 

9. Basic requirements for technical personnel 
The requirements of sampling personnel and testing personnel should meet the requirements of the "Workbook 

for New Coronavirus Nucleic Acid Testing in Medical Institutions (Trial)". 

 

10. Biosafety protection 
(1) Specimen collection and transportation personnel 

For collectors who collect people in low-risk areas, secondary biosafety protection is adopted. Including: 

disposable hat, medical protective mask (N95), gloves (double layer if necessary), goggles/face screen, 

isolation gown, shoe cover (if necessary). Specimen transporters adopt first-level biological safety 

protection, including: medical surgical masks, latex gloves, work clothes, and medical protective caps. 

(2) Specimen receiving and testing personnel 

The person receiving the specimen shall be the designated person of the nucleic acid testing laboratory 

who has been trained in biological safety protection, and shall adopt biological safety protection of level 

2 or higher. Biosafety protection standards can be distinguished according to the hazards of the work 

performed. The staff who prepare reagents and nucleic acid amplification adopt secondary protection. 

Personnel handling specimens must strictly comply with three levels of protection standards, including: 

medical protective mask or N95, single or double layer latex gloves (according to conditions, prepare 

different colors), face screen, goggles, protective clothing outside work clothes, single or double layer 

Medical protective cap, hand hygiene. If necessary, put double-layer mask (outer medical protective 

mask, inner N95) on. 

 

Attachment: Registration Form for 10-in-1 Mixed Collection Detection of Novel Coronavirus Nucleic Acid 

 

Attachment 



 

Registration Form for 10-in-1 Mixed Collection Detection of Novel Coronavirus Nucleic Acid 
 

Collection location:  Time of Collection:  

Sender name: Sender’s contact phone: 

Time of shipment: Name of recipient:  Time of Receipt: 

 

 

Number of 

Collection 

tube 
No. Name Gender Age 

ID 

No. 
phone 

Collect

ion 

time 

Hi-risk 

zone or 

not 

Fever 
No. of 

Lab. 
Result 

  

1                 

    

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 
Note: The inspection time, the receiving time should be filled as XX month XX day XX hour, and the collection time 

should be XX hour; If the test result is positive for ORF1ab or N gene alone, it needs to be listed in detail.... 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

关于印发新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测技术规范的通知 
医政医管局 www.nhc.gov.cn 2020-08-19  来源： 医政医管局 
-------------------------------------------------------------------------------- 

联防联控机制医疗发〔2020〕352 号 

 

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团应对新冠肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）： 

为指导各地做好新冠病毒混采检测工作，进一步提升新冠病毒核酸检测能力和效率，落实“四早”要求，有

效满足疫情常态化防控需求，我们组织制定了《新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测技术规范》。现印发给你们，

供参考使用。 

 

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情 

联防联控机制医疗救治组 

（代章） 

2020 年 8 月 17 日          

（信息公开形式：主动公开） 

 

新冠病毒核酸 10合 1混采检测技术规范 
 

为落实国务院应对新冠病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意

见》（国发明电〔2020〕14 号）以及《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发﹝2020﹞

181 号）有关要求，指导各地新冠病毒混采检测工作，进一步提升核酸检测能力和效率，针对新冠病毒核酸 10

合 1 混采检测（10-in-1 test）技术（指将采集自 10 人的 10 支拭子集合于 1 个采集管中进行核酸检测的方法），



制定本规范。 

 

一、样本采集耗材规格 

（一）病毒采集管。 

管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。试管外径（14.8±0.2）mm×

（100.5±0.4）mm, 管帽外径（15.8±0.15）mm,高度（12.5±0.5）mm。容量企业定标 10 ml，内含 6ml 胍盐或其

他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方

便取样。 

（二）采集拭子。 

宜选用聚酯、尼龙等非棉质、非藻酸钙材质的拭子，且柄部为非木质材料。折断点位于距拭子头顶端 3cm

左右，易于折断。 

 

二、采集地点要求 

选择空旷、通风良好的场地作为大规模人群筛查集中采集地点。根据原有场地条件，划分为等候区、采集

区、缓冲区和临时隔离区，有效分散待检人员密度。应当设置急救设备备用。 

（一）等候区。 

设置人行通道，同时设置一米线保证等候人员的防护安全。根据天气条件配备保温、降温，遮阳、遮雨等设

施。老年人、儿童、孕妇和其他行动不便者优先采集。 

（二）采集区。 

根据气候条件，配备帐篷、冷/暖风扇、适量桌椅，保证医护人员在相对舒适环境下工作。配备采集用消毒

用品、拭子、病毒采集管，并应当为受检人员准备纸巾、呕吐袋和口罩备用。标本如无法及时运送至实验室，

需准备 4℃冰箱或低温保存箱暂存。应当制定防止病原微生物扩散和感染的应急预案。 

（三）缓冲区。 

空间应当相对密闭，可供采集人员更换个人防护装备，放置与采样点规模相匹配的防护用品、采集用消毒

用品、拭子和采集管，户外消杀设备。 

（四）临时隔离区。 

用于暂时隔离在采集过程中发现的疑似患者或高危人群。 

 

三、采集流程 

（一）标识及信息登记。 

1.登记流程。工作人员在采集前分配 10 个受检者为一组，采集前收集并登记受检者相关信息（包括姓名、

性别、身份证号、联系电话、采集地点、采集日期和时间），按照组别进行采集管编号。 

2.登记要求。推荐使用身份证读卡器、二维码条码等信息化手段关联受检者信息，提高信息读取效率和准确

性。如不具备信息化条件，应当提前登记《新冠病毒核酸 10 合 1 混采检测登记表》（见附件，以下简称混采

登记表）。纸质登记表随标本送检前应当备份存档于采集点所在社区，便于及时追溯受检者。 

（二）采集方法。 

被采集人员头部微仰，嘴张大，发“啊”音，露出两侧咽扁桃体，采集人员将拭子越过被采集人员舌根，在

两侧咽扁桃体稍微用力来回擦拭至少 3 次，然后在咽后壁上下擦拭至少 3 次。操作完毕后，将拭子头置入管

中、拭子折断点置于管口处，稍用力折断使拭子头落入采集管的液体中，弃去折断后的拭子杆，旋紧管盖，将

采集管置于稳定的置物架上。每例采集后采集人员均应进行手消毒。 

（三）混合拭子。 

依照上述采集方法依次采集其余 9 支拭子，将完成采集的拭子放入同一采集管中，动作轻柔，避免气溶胶

产生。连续采集 10 支拭子以后，旋紧管盖，防止溢洒。如采集管内拭子不足 10 支，应做好特殊标记并记录。 

 

四、标本送检 

（一）核对信息。 

核对采集管标签与混采登记表信息，确保准确完整，编号一致。 

（二）标本放置要求。 

将核对后的采集管放入透明塑料密封袋（一层容器）中并封严袋口，用 75%乙醇喷洒密封袋外部。将密封

袋放入二层容器（可选内配适量吸湿材料的包装盒或双层医用垃圾袋），密封后用 75%乙醇喷洒消毒。将二层

容器放入具有“生物危害”标识的专用标本转运箱（推荐使用符合《危险品航空安全运输技术细则》A 类物品

运输UN2814标准的转运箱），二层容器和转运箱之间应当放置降温凝胶冰袋。二层容器应当固定在转运箱中，

保持标本直立。密封转运箱后，使用 75%乙醇喷洒消毒，转运箱表面洁净无污染。 



（三）标本转运要求。 

标准转运箱应当由专门标本运送人员负责运送。标本应当在采集后 2—4 小时内送至实验室。混采登记表放

入独立密封袋，随转运箱一同转运。不能立即送检的，应当配备专门的冰箱或冷藏箱保存，并做好标本接收、

保存登记。标本采集后 24 小时内可置于 4℃保存。 

 

五、实验室接收 

（一）标本签收。 

运送和接收人员应当对标本进行双签收。接收人员检查混采登记表是否填写完整，被检者信息是否可追溯，

转运箱、二层容器有无破损。 

（二）标本打开。 

应当在生物安全二级实验室核心区打开转运箱，取出二层容器。在生物安全柜中打开二层容器，用 75%乙

醇喷洒或擦拭消毒后，取出密封袋，用 75%乙醇试剂喷洒或擦拭消毒，并检查是否密封完好。 

（三）标本检查。 

核对采集管标签与混采登记表信息是否一致。取出采集管，检查管壁是否有破损、管口渗漏等，确认无破

损、渗漏后用 75%乙醇喷洒或擦拭消毒。如有破损、渗漏，应当立即停止操作，用吸水纸覆盖后使用 0.55%含

氯消毒剂进行消毒处理，做好不合格登记后销毁。 

（四）标本保存。 

不能及时检测的标本放入专用冰箱保存。24 小时内检测的标本可置于 4℃保存。24 小时内无法检测的标本

应当置于-70℃或以下温度保存。如无-70℃保存条件，则于-20℃暂存。避免标本反复冻融。设立专库或专柜

保存标本，双人双锁管理。 

（五）转运容器移出。 

使用后的二层容器内外壁经 75%乙醇擦拭消毒后移出生物安全柜，实验结束后使用紫外灯照射消毒。 

 

六、标本检测与质量控制 

（一）标本检测。 

实验室接收标本后，应当立即进行检测。检测前进行充分震荡洗脱，之后进行核酸提取及扩增实验。推荐

选用包含针对新冠病毒开放读码框 1ab（open reading frame 1ab，ORF1ab）和核壳蛋白（nucleocapsid protein，

N）基因区域的试剂。若使用核酸提取仪，核酸提取试剂应与核酸提取仪配套使用。扩增试剂盒应当选用国家

药品监督管理局批准带有注册文号的试剂盒。建议选择检测限低、灵敏度高的检测试剂盒。 

（二）检测质控。 

每批检测至少有 1 份弱阳性质控品（第三方质控品，通常为检出限的 3 倍左右）、2 份阴性质控品（试剂盒

自带阴性质控品）和 1 份空白对照品（生理盐水或焦碳酸二乙酯处理水）。空白对照品应当开盖放置在提取仪

或操作台面上过夜，用于环境污染评估。质控品随机放在临床标本中，参与从提取到扩增的全过程。 

（三）质控结果。 

弱阳性质控品测定为阳性，阴性质控品全部测定为阴性，视为在控。反之，则为失控，不可出具检测报告，

应立即分析原因，必要时重新检测标本。 

 

七、检验结果处理 

新冠病毒核酸定性检测报告应当包括检测结果（检出/阳性、未检出/阴性）、方法学、检出限等。 

（一）结果判断。 

依据所用扩增试剂说明书，判断检测结果为未检出/阴性或者检出/阳性。若结果处于灰区，建议作为混采阳

性结果进行复核。 

（二）阳性结果复核。 

1.混采检测结果为阳性、灰区或单个靶标阳性，通知相关部门对该混采管的 10 个受试者暂时单独隔离，并

重新采集单管拭子进行复核。 

2.复核单管核酸检测如均为阴性，则按照阴性结果回报。暂时隔离人员即解除隔离；如检测结果阳性，按程

序上报。 

 

八、检测后样本处理 

检测后的标本应当尽快就地销毁，做好高压灭菌质量监控和消毒、销毁记录。 

 

九、技术人员基本要求 

采样人员和检测人员要求应满足《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册（试行）》要求。 

 



十、生物安全防护 

（一）标本采集和运送人员。 

对于采集低风险区域人群的采集者，采用二级生物安全防护。包括：一次性帽子、医用防护口罩（N95）、

手套（必要时双层）、护目镜/面屏、隔离衣，鞋套（必要时）。标本运送人员采用一级生物安全防护，包括：

医用外科口罩、乳胶手套、工作服，可戴医用防护帽。 

（二）标本接收和检测人员。 

标本接收人员应当为核酸检测实验室经生物安全防护培训的指定人员，采用二级以上生物安全防护。生物

安全防护标准可根据所从事工作的危险性进行区分。进行试剂准备和核酸扩增的工作人员采用二级防护。处

理标本的人员必须严格遵照三级防护标准，包括：医用防护口罩或 N95、单或双层乳胶手套（条件许可，可以

不同颜色）、面屏、护目镜、工作服外防护服、单或双层医用防护帽，手卫生。必要时双层口罩（外医用防护

口罩，内 N95）。 
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附件 

  

新冠病毒核酸 10合 1 混采检测登记表 
 

采集地点：                            采集日期：                  

送样人：                              送样人联系电话： 

送检时间：             接收人：              接收时间：  

 

采集管

编号 
序号 姓名 性别 年龄 

身份

证号 

联系

电话 

采集

时间 

是否去

过高风

险地区 

是否

发热 

实验室

编号 

检测结

果 

  

1                 

    

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 

注：送检时间，接收时间格式为 XX月 XX日 XX时，采集时间格式为 XX时；检测结果如为 ORF1ab或 N基因

单独阳性，需详细列出。 
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