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使用目的 
RSID™-Saliva は、迅速、簡便で信頼性のある検出を目

的として作成された唾液検出用キットで、封筒、グラス、ア

ルミ缶、プラスチック製フタや染み・汚れの付着物などの法

医学実験室で扱うさまざまな検体からヒト唾液を検出しま

す。 
このテストでは、わずか 1μl のヒト唾液を検出します。テ

ストは 10 分で判定できます。 
検出プロトコールは、STR 解析を行う前の、DNA 解析の

標準的な法医学実験手順に完全に摘要できます（標準プ

ロトコール参照）。 
テスト感度は STR 分析で唾液を検出する際に十分な生

物試料が含まれるように調節されています（標準的な抽出

プロトコールが付属しています）。 
RSID™テストはヒトα-アミラーゼの一次確認試験です。

このイムノクロマトストリップテストはヒト唾液α-アミラーゼ

に特異的な 2 種類のモノクローナル抗体を使用しています。

血液、精液、尿、膣分泌液や月経血への交差反応はあり

ません。母乳との微交差がみられますが、唾液の反応性

は母乳と比べて40倍以上強く現れます（詳細はValidation 
study を参照）。 
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はじめに 
RSID™- Saliva テストはイムノクロマトストリップテストで、

ヒト唾液α-アミラーゼ（ヒト唾液に見られる酵素で、食物で

んぷんの消化を助ける生理学的役割があります）の存在

を検出する目的で作成されたものです。 
RSID™- Saliva テストはアミラーゼの検出に特異的で、今

日の酵素法と比べて感度の向上、特異性、迅速さなど、さ

まざまな利点があります。今日の酵素活性ベースのアミラ

ーゼ検出手法はヒト唾液に特異的ではなく、細菌や膵臓α

-アミラーゼと交差反応を起こし、これらはすべて陽性反応

となってしまいます。 
RSID™-SALIVA テストは 2 種類のヒト唾液アミラーゼ特異

的モノクローナル抗体を使用しており、酵素活性ではなく

唾液アミラーゼの存在を検出するものです。 
 
テスト原理 
RSID™- Saliva は 2 種類のヒト唾液α-アミラーゼ特異的

モノクローナル抗体を使用したイムノクロマトアッセイです。

２種類のうち一方のモノクローナル抗体は金コロイド標識さ

れており、カセットの検体滴下部真下の結合パッドに置か

れています。 
もう一方の抗体はカセット内部の結合パッドと接触したメ

ンブレン上の「テストライン（T）」上に置かれています。メン

ブレン上の「コントロールライン（C）」には抗マウス IgG 抗

体が置かれ、これがポジティブコントロールとなっています。

メンブレンの反対側の末端部分にはウイックがあり、これ

がテスト終了後の検体とランニングバッファーを吸収し、検

体が逆流するのを防ぎます。検体が滴下部に滴下されると

すぐに、ランニングバッファーと検体は結合パッドを通って

拡散し、金コロイド標識抗体液中に広がっていきます。もし

ヒト唾液アミラーゼが検体中に存在すれば、抗原-金コロイ

ド標識抗体の複合体が形成されます。検体と抗体（複合体

とフリー体）はランニングバッファーに乗ってテストストリップ

のメンブレン相に移動します。テストライン上に固相された

α-アミラーゼ抗体がアミラーゼ-金コロイド標識抗体の複

合体を捕らえ、「テストライン」に赤線が現れます。もしヒト

唾液アミラーゼが存在しなければ、抗原-金コロイド標識抗

体の複合体が形成されませんので、金コロイドは「テストラ

イン」上に蓄積されず、赤線は現れません。「コントロール

ライン」上の抗マウス IgG は、ライン上を通過したマウス抗

体をすべて捕らえるため、「コントロールライン」に赤線が現

れます。これにより、検体が滴下部から「テストライン」を通

過して「コントロールライン」まで移動したことを示し、ストリ

ップテストが正しく機能したことを表します。 
 
キット構成内容 
・ テストカセット 25 個 

防湿ホイルで個包装済（シリカゲル乾燥袋入り） 
・ RSID™-Saliva ランニングバッファー 5ml 
・ RSID™-Saliva 抽出バッファー（RSID™-Saliva 用、

STR フリー） 25ml 
・ プロトコール 
 
標準プロトコール（ポジティブコントロール用） 
RSID™- Saliva のポジティブコントロールは口腔スワブあ

るいは滅菌綿棒で採取したヒト唾液 50μl から作製します。

唾液あるいは口腔スワブを 1ml の RSID™-Saliva 抽出バッ

ファーあるいは PBS に浸し、室温で 1-2 時間抽出します。

この抽出液 20μl を 80μl の RSID™-Saliva ランニングバ

ッファーで希釈します（トータル容量 100μl）。100μl 全量

をカセットの検体滴下部に滴下します。これは、強い陽性

反応を示します。 
 
検体解析の標準抽出プロトコール 
証拠物件（封筒、切手、ガラス瓶、プラスチックボトル、ア

ルミ缶、コーヒーカップのフタなど）から得られた検体を



200-300μlのRSID™-Saliva抽出バッファーあるいはPBS
で 1-2 時間抽出します。この抽出液 20μl を 80μl の RSID
™-Saliva ランニングバッファーで希釈します（トータル容量

100μl）。100μl 全量をカセットの検体滴下部に滴下しま

す。残った抽出液でその後 STR 解析を行います（標準プロ

トコールを参照）。 
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ストリップテストアッセイ手順 
アッセイは室温で行ってください。 

注意：すべてのアッセイでポジティブおよびネガティブコントロール

を用意してください（標準プロトコールを参照）。 

 
1. 除湿ホイル袋からカセットを取り出します。シリカゲル

乾燥剤を捨てます。 
2. RSID™-Saliva ランニングバッファーで 100μl の検体

液を調製し、0.6ml のマイクロチューブに入れます。 
3. タイマーを 10 分にセットします。 
4. ランニングバッファーに希釈されている検体をカセット

の検体滴下部に滴下します。タイマーをスタートさせま

す。 
5. 10 分後、判定を行い、結果を記録します。 
6. カセットを処分します。カセットの繰り返し使用はできま

せん。 
 
判定法 
RSID™- Saliva は検体を滴下してから正確に 10 分後に

判定してください。下図は結果例を示しています。 
 
i) 明確な赤線がコントロール（C）のみに現れた場

合：陰性 唾液は検出されず 
ii) 明確な赤線がコントロール（C）とテスト（T）の両方

に現れた場合：陽性 ヒト唾液を検出 
iii) 明確な赤線がテスト（T）のみに現れた場合：測定

失敗 結果得られず 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
安定性と保存 
RSID™- Saliva カセットは室温で保存してください。RSID™

-Saliva抽出バッファーおよびランニングバッファーは4℃で

保存してください。印字された有効期限を過ぎたカセットは

使用しないでください。 

 
特異性 
RSID™- Saliva テストはヒト唾液α-アミラーゼに特異的に

作られています。血液、精液、尿、膣分泌液、月経血とは

交差反応がありません。母乳との微交差がみられますが、

唾液の反応性は母乳と比べて 40 倍以上強く現れます。 
交差反応試験を以下の動物やペットで試験しています。 
犬、フクロネズミ、モルモット、ウッドチャック、ホルスタイ

ン牛、飼い猫、飼いウサギ、オオヤモリ、ヤモリ、カッコウ、

マングース、カメレオン、家畜ブタ、ラマ、羊、馬、ヤギ 
 
感度 
標準プロトコールを用いた場合、RSID™- Saliva の検出限

界は 1μl です。 
 
未希釈の唾液は RSID™- Saliva には使用しないでくださ

い。唾液の粘性により正確な結果が得られなくなります。

検体はまず滅菌綿棒にとり、RSID™-Saliva 抽出バッファー

で抽出し、RSID™-Saliva ランニングバッファーで希釈してく

ださい。 
 
High Dose Hook Effect 
テストサンプル中に非常に高レベルのターゲット（この場

合はα-アミラーゼ）が存在する場合、イムノクロマトストリッ

プテストでは偽陰性の結果となり、これを High Dose Hook 
Effect と言います。高レベルのターゲット存在下では、結合

しきれなかった唾液α-アミラーゼ抗原がコロイド金標識抗

体－抗原複合体より先にテストラインに到達してしまい、偽

陰性の結果となります。 
 
RSID™- Saliva はヒト唾液抽出物の量を 50μl まで増やし

ても（たとえば、綿棒に 50μl の唾液をとり 100μl の RSID
抽出バッファーで抽出し、そのまま滴下部に加えた場合）、

偽陰性結果が出ないことを確認済みです。 
 
結論： 
標準的な実験では、High Dose Hook Effect による偽陰

性結果が起こりません。 
 
 
製造元： 
 
 

 
 
販売元： 
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可能であれば、衣類などの簡単に裁断できる物質に付

着した染み・汚れは、再試験ができるように付着物の最低

でも半分を保存しておきます。付着物が付いた物質の裁断

に使用するハサミやメスは、ハサミの中心軸部分を特に注

意しながら、使用する前につど 95%エタノール、蒸留水で

洗浄し、清潔なキムワイプで水分を拭き取ってください。ハ

サミとメスは使用するごとに 95%エタノールと蒸留水に

順々に浸すことを推奨します。それぞれの検体に、つど新

しい清潔な切断面を使用するようにしてください。 
 グラスや金属などの裁断できない物質に付着した付着物

は、滅菌脱イオン水で湿らせた清潔で新しい綿棒でサンプ

リングします。スポンジに浸み込ませるような要領で付着

物を湿らせた綿棒へ移します（滑らかな表面に対しては、

力加減を中程度に調節します。荒い表面に対しては、より

弱い力加減で綿棒を使用し、綿棒の先が崩れないように

注意してください）。綿棒は適切な環境下で空気乾燥させ、

遮光して室温で保存します。 
 メスあるいはハサミを用いて綿棒と軸の間で切り取り、綿

棒の軸を取り除きます。ハサミを用いて軸の部分から綿球

の頭の部分を切り取ります（綿棒をマイクロチューブに入

れ、綿球を軸のできるだけ近い部分で切断し、綿球の頭の

部分はチューブ内に残します）。切断したらすぐに、軸の部

分は実験室の規定に従い保存あるいは廃棄してください。 
 必要な器具：0.6ml あるいは 1.5ml の使い捨てマイクロチ

ューブ（DNase、RNase、pyrogen、RNA/DNA フリー、あ

るいは同等品）、フィルターチップ（row retention タイプ）、

使い捨てピペット、キムワイプ 
 必要な試薬：PBS（Sigma 社 P-4417 あるいは同等品）、

ddH2O、95%エタノール 
 
抽出プロトコール －付着物検出と STR 解析の連続操作

プロトコール－ 
 このプロトコールは綿棒から証拠となる物質を抽出するた

めに設計されていて、付着物の検出とDNA-STR解析を一

つのチューブフォーマットの同じサンプルから行うことがで

きます。 
 
プロトコール 
１） 裁断：裁断物を、0.6ml あるいは 1.5ml のマイクロチュ

ーブに清潔な方法で入れます。 

綿棒：綿球の頭の部分あるいは綿球を 0.6ml あるいは

1.5ml のマイクロチューブに清潔な方法で入れます。 
２） マイクロチューブに 200-300μl の RSID™-Saliva 抽

出バッファーを加えます。バッファーは PBS、TE ある

いは ddH2O から DNA の抽出方法により選択し使用し

ます（下記参照）。チューブのフタをします。 
３） チューブを勢いよくボルテックスして綿棒あるいは裁断

物を完全に湿らせます。 
４） 室温で 1-2 時間抽出します。 
５） 20-40μl の抽出液を付着物検出試験用にとります。こ

の抽出液を 80-60μl の RSID™-Saliva ランニングバ

ッファーに加え、トータル容量 100μl に 0.6ml マイクロ

チューブ内で調製します。タイマーを 10 分にセットしま

す。 
６） ５）のランニングバッファーに希釈された抽出液を、

RSID™-SALIVA カセットの検体滴下部に滴下します。

タイマーをスタートさせます。 
７） 10 分後、判定を行い、結果を記録します（Technical 

Information Sheet の図を参照）。 
８） 残りの抽出液で DNA 抽出を開始します。 

(a)Chelex（キレックス）抽出：キレックスビーズ溶液を

直接綿棒あるいは裁断物に滴下し、キレックス抽出プ

ロトコールに従い操作します。 
(b)フェノール/クロロホルム抽出：裁断物あるいは綿棒

をチューブから除きます。DNA 抽出を通常の操作方

法に従って行います。 
(c)他の抽出方法：裁断物あるいは綿棒をチューブから

除き、DNA 抽出を付属のプロトコールに従って行いま

す。 
 
抽出プロトコール- 付着物検出のポジティブコントロール

用 
 RSID™-Saliva のポジティブコントロールは口腔スワブあ

るいは滅菌綿棒で採取したヒト唾液 50μl から作製しま

す。 
 
プロトコール 
１） 少なくとも 50μl の唾液で滅菌済み綿棒を湿らせま

す。 
２） 綿棒を 1ml の RSID™-Saliva 抽出バッファーに浸し

1.5ml マイクロチューブ内で 1-2 時間、室温で抽出しま

す。 
３） 20μl の抽出液を 80μl の RSID™-Saliva ランニング

バッファーと混合し、トータル容量 100μl に調製しま

す。 
４） 100μl 全量をカセットの検体滴下部に滴下します。 
５） 10 分後、結果を記録します。 
 



作成：平成 19 年 7 月 3 日 

抽出プロトコール- 付着物検出のネガティブコントロール

用 
 RSID™-Saliva のネガティブコントロールは滅菌済み綿棒

から作製します。 
 
プロトコール 
１） 滅菌済み綿棒を ddH2O で湿らせます。 
２） 綿棒を 1ml の RSID™-Saliva 抽出バッファーに浸し

1.5ml マイクロチューブ内で 1-2 時間、室温で抽出しま

す。 
３） 20μl の抽出液を 80μl の RSID™-Saliva ランニング

バッファーと混合し、トータル容量 100μl に調製しま

す。 
４） 100μl 全量をカセットの検体滴下部に滴下します。 
５） 10 分後、結果を記録します。 
 
抽出プロトコール －付着物検出のみの単独操作プロトコ

ール－ 
 多くの実験室では、DNA 解析を綿球の残りの部分を使っ

て検討する前に、綿球から切り取った小さな裁断物を試験

することで証拠物件の解析を行います。この技術には

RSID™-Saliva 試験を簡単に適用することができます。 
 
プロトコール 
１） 清潔な方法で綿球から断片（裁断物）を必要な数だけ

切り分けます。裁断する数や裁断方法については、実

験室の標準作業手順に従ってください。 
２） 裁断物の各々を 0.6ml マイクロチューブ中で 50μl の

RSID™-Saliva 抽出バッファーに浸し、1 時間、室温で

抽出します。 
３） 軽く遠心して、裁断物を沈殿させます。 
４） 液 体 全 量 （ ~40 μ l ） を 新 し い チ ュ ー ブ に 移 し 、

RSID™-Saliva ランニングバッファー（~60μl）を加え

て容量を 100μl に調製します。タイマーを 10 分にセッ

トします。 
５） ４）のランニングバッファーに希釈された抽出液（100μ

l）を RSID™-SALIVA カセットの検体滴下部に滴下しま

す。タイマーをスタートさせます。 
６） 10 分後、結果を記録します。 
 
検証プロトコール- 付属文書説明 
 この文書は利便性のために準備されていて、RSID™

-Saliva の検証と試験のガイドになりますが、実験室ではみ

な各々の検証・試験プロトコールに従ってください。実験室

のプロトコールと適合する場合は、 
 
検証の概要 “Validation Summary” 
１） 試験検体の数（”Number of sample types tested”）を

記録します。試験検体には法医学的なケースワークで

一般に遭遇する検体を含むようにしてください。 
２） 試験検体のトータル数（”Number of samples run”）を

記録します。多くの実験室の報告書では通常最低 5 検

体が必要とされます。 
３） 試験結果を記録します。”Precision and Sensitivity”

と”Accuracy and Reproducibility”の結果を丸で囲み

ます。当てはまる結果（”Result”）のチェックボックスに

チェックを入れ、試験を行った実験担当者のイニシャ

ル、日付を記録します。 
４） 実験室の責任者の承認を記録します。 
５） 試験結果の公開日を記録します。この日付は実験検

証を合格した日付で、検体とケースワークに採用され

ます。 
 
 
 
 

製造元： 
 



 
 
 
 
 
 

 
INTENDED USE 

The new Rapid Stain Identification (RSID™) Test for 
saliva is designed for fast, easy, and reliable detection of 
human saliva from a variety of samples encountered by 
forensic laboratories including envelopes, glass bottles, 
aluminum cans, plastic lids and swabs of possibly 
contaminated surfaces. 

The test will detect as little as 1 µl of human saliva.  Test 
results are complete within 10 minutes.   

The detection protocol can be completely integrated into 
standard forensic laboratory procedures for DNA analysis, 
prior to STR analysis (see Provided Protocols). 

The test sensitivity has been adjusted so that when 
saliva is detected, sufficient biological material should be 
present to generate an STR profile (see Provided Protocols).   

The immunochromatographic strip test uses a dual 
monoclonal antibodies specific for human salivary α-
amylase.  No cross-reaction has been observed with blood, 
semen, urine, vaginal secretions, or menstrual blood.  Low 
level detection of breast milk is observed:  reactivity of 
saliva is ≈40 times stronger than breast milk (see Validation 
Study for details).  

 
 

Introduction 
The Rapid Stain Identification Test for saliva is a lateral 

flow immunochromatographic strip test designed to detect 
the presence of human salivary α-amylase, an enzyme 
found in human saliva; the enzyme’s physiological role is to 
aid in the digestion of dietary starches.  

The RSID™ Test for saliva is specific and has numerous 
advantages over current enzymatic methods for amylase 
detection, including increased sensitivity, specificity, and 
speed. Current enzyme activity-based methods for saliva 
detection are not specific for human saliva and cross react 
with bacterial, fungal and pancreatic α-amylase, which all 
score positive when enzymatic assays for amylase activity 
are used for saliva detection. 

The RSID™ Test for saliva uses two anti-human salivary  
amylase, monoclonal antibodies, in a lateral flow format,  
that detects the presence of salivary amylase, rather than the 
activity of the enzyme (see Specificity below). 
 
 

Principle of the Test 
The Rapid Stain Identification test for saliva is an 

immunochromatographic assay that uses two mouse 
monoclonal antibodies specific for human salivary α-
amylase.  One of these antibodies is conjugated to colloidal  
gold and is deposited on a conjugate pad beneath the 
sample window.   

 

The other antibody is striped onto the “Test line” on a 
membrane attached to the conjugate pad.  The “Control 
line” on the membrane consists of anti-mouse IgG antibody 
and is used as a positive control.  Attached to the other end 
of the membrane is the wick, which absorbs the tested fluid 
and running buffer at the completion of the test thus 
preventing back-flow of the sample.  Once the tested fluid is 
added to the sample window, the running buffer and 
sample diffuse through the conjugate pad, re-dissolving the 
gold-conjugated antibodies.  If human salivary amylase is 
present in the sample an antigen-antibody conjugated to 
colloidal gold complex will form.  Sample and antibodies 
(complexed and free) are transported by bulk fluid flow to 
the membrane phase of the strip test.  The immobilized anti-
α-amylase antibodies on the test line capture the amylase-
antibody-gold complexes, producing a red line at the Test 
position.  If no human salivary amylase is present in the 
sample, then gold-conjugated antibody-antigen complexes 
cannot form, and colloidal gold will not be accumulated at 
the Test line.  The anti-mouse IgG on the control line 
captures any mouse antibodies flowing past the test line, 
producing a red line at the Control position and ensuring 
that the sample fluid was transported through the length of 
the test and that the components of the strip test are 
working correctly. 
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Reagents and Material Provided 
i) Test cassettes: 25 cassettes, individually wrapped and 
sealed in moisture-proof foil (a silica gel desiccant pouch 
has been added for increased shelf life.)  
ii)  5 ml of RSID™-Saliva Running Buffer 
iii) 25 ml of RSID™-Saliva Extraction Buffer (formulated for 
use with RSID™-Saliva, certified STR free) 
iv) Suggested laboratory protocols. 
 
 
 

Protocol for Positive Control (typical) 
Positive controls for RSID™-Saliva can be produced 

from an oral swab or 50 µl of human saliva deposited on a 
sterile cotton swab.  The saliva or oral swab should be 
extracted in 1 ml of RSID™-Saliva Extraction Buffer for 1-2 
hours at room temperature; 20 µl of this extract should be 
diluted in 80 µl of RSID™-Saliva Running Buffer (total 
volume 100 µl).  Load all 100 µl into the sample well; this 
will give a strong positive signal. 
 
 

Suggested Extraction Protocol for Sample Analysis 
Forensic samples obtained from swabbing exhibits (e.g., 

envelope flaps, stamps, glass or plastic bottles, aluminum 
cans, coffee lids, etc.) should be extracted in 200-300 µl of 
RSID™-Saliva Extraction Buffer for 1-2 hours.  A 20 µl 
volume of this extract is added to 80 µl of RSID™-Saliva 
Running Buffer for a total final volume of 100 µl. Load all 
100 µl into the sample well on the cassette.  The remainder 
of the extract can then be processed for STR analysis using 
one of the recommended protocols (see Provided Protocols). 
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Strip Test Assay Procedure 
Assays should be performed at room temperature. 
 
Note: We recommend that positive and negative control be 
included with every assay (see Provided Protocols). 
 
1. Remove cassette from the foil pouch. Discard silica gel 

desiccant. 
2. Bring sample to a final volume of 100 µl with supplied 

RSID™-Saliva Running Buffer, typically in a disposable 
0.6 ml microfuge tube. 

3. Set a timer for 10 minutes. 
4. Add sample in running buffer to sample window. Start 

timer. 
5. At 10 minutes, score and record results as shown in the 

diagram. 
6. Discard cassette.  Each cassette can only be used once. 
 
 
 
Scoring Results 

RSID™-Saliva should be evaluated exactly 10 minutes 
after the addition of sample.  Fig. 1 illustrates expected 
results:  

i)   A visible red line at the Control (C)  
      position only, indicates a negative result. 
      No alpha-amylase detected. 
ii)  Visible red lines at both the Control (C) and Test  
      (T) positions, indicate a positive result.  
     Alpha-amylase detected.   
iii) A visible red line at the Test (T) position only,  
      indicates a failed test.   
     Test failure, no conclusion possible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stability and Storage 
The RSID™ -Saliva cassettes should be stored at room 

temperature.  RSID™-Saliva Extraction and Running Buffers 
should be stored 4oC.  Do not use buffer or cassettes after 
the printed expiration date. 

 
 
 

Specificity 
The RSID™-Saliva test is specific for human salivary α-

amylase.  No cross-reaction has been observed with blood, 
semen, urine, vaginal secretions, or menstrual blood.  Low 
level detection of breast milk and human fecal samples are 
observed:  reactivity of saliva is ≈40 times stronger than 
breast milk (see validation study for details). 

 
No cross reactivity has been observed with saliva from 

the following animals and pets: dog, opossum, guinea pig, 
woodchuck, cow, domestic cat, domestic rabbit, tokay 
gecko, cuckoo, mongoose, chameleon, domestic pig, llama, 
sheep, horse, goat, grey gull, ferret, hedgehog, skunk, lion, 
tiger, rhinoceros, marsh snake, Sykes monkey, Capuchin 
monkey, tamarin, and marmoset. A positive signal was 
obtained from the saliva of gorilla. 

 
 
 

Test Sensitivity 
The detection limit for RSID™-Saliva, used with the 

Suggested Protocol, is 1 µl of human saliva.  
 

Undiluted saliva should not be used with RSID™-Saliva, 
as the viscosity of the sample prevents proper release of the 
conjugate from the conjugate pad.  The tested sample 
should first be deposited on a sterile cotton swab, extracted 
in RSID™-Saliva Extraction Buffer, and diluted as needed in 
RSID™-Saliva Running Buffer before analysis with the 
RSID™-Saliva test kit. 
 
 
 
High Dose Hook Effect 

A high dose Hook effect refers to the false negative result 
seen with immunochromatographic strip tests when very 
high levels of target are present in the tested sample. Under 
these conditions, unbound salivary α-amylase antigen can 
reach the test line before the colloidal gold-labeled antibody-
bound antigen, resulting in a false negative result.   
 

We have tested RSID™-Saliva with human saliva 
extracts containing up to 50 µl of human saliva (i.e., 50 µl of 
saliva on a cotton swab, extracted with 100 µl RSID 
Extraction Buffer, and the entire extract added to the sample 
window) with no false negative results.   
 
Conclusion: 

Under standard laboratory testing, users will not 
observe false negative results due to high dose Hook effects.  
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-------------------------------------------- 
[Laboratory Name] 

---------------------------------------------------- 
[Laboratory Address] 

 
 
Test Evaluated:    RSID®-Saliva 
 
Validation for:    Detection of Human Saliva 
 
Number of sample types tested:  ____ 

 
Number of samples run:   ____   [minimum 5 samples] 
 
 
Technique summary: Buccal swabs; saliva; swabs from cans; swabs from 
bottles; steamed envelopes; _____________; ___________ [circle and/or add as 
required] were extracted and tested as per protocol (see RSID® -Saliva, 
Suggested Protocols).    
 
Precision and Sensitivity:  Pass / Fail  [circle one] 
 
Accuracy and Reproducibility: Pass / Fail [circle one] 
 
Result:  Technique passes.    Results within acceptable limits. 
  Analyst Initials____________   Date:___/____/____ 
 
 
Approved by:_____________________________     Date:_____________ 
  QA/QC Supervisor 

 
Reviewed by:______________________________     Date:______________ 
  Technical Leader 
 
Date of Release: _____________________ 
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VALIDATION DESCRIPTION 

RSID®-Saliva, Human Saliva Detection 

 
Introduction 

 Validation is the process of testing and documenting procedures and reagents to verify that 
laboratory protocols used for sample analysis will provide results that are precise, accurate and 
reproducible. 

 
Rationale 
The presence of human saliva on forensic exhibits can be probative for both legal and scientific 
reasons and thus test results used to identify saliva must be scientifically robust and legally 
admissible. 
 
Material, Reagents and Equipment 

 ___________________ [Laboratory Name] used ______ [insert number] samples for RSID®-Saliva 
validation studies.  The samples used included swabs /extracts from buccal swabs, saliva, swabs 
from bottles, cans, envelopes, skin, __________, ____________[circle and/or add as required].  
RSID®-Saliva was used to detect human saliva from these samples.   
 
 
Procedure 
The presence of human saliva on questioned stains and exhibits can be tested in order to 
determine if sufficient biological material is present for DNA-STR analysis.  The method uses 
sampling of exhibits (using a moistened swab or similar) to test for the presence of human 
salivary α-amylase.  The assay is capable of detecting as little as 1 μl human saliva from an 
aqueous extract.  Salivary α-amylase is assayed using a dual monoclonal 
immunochromatographic lateral flow strip test.  Test results are simple to interpret (is there one 
or two visible lines) and uses a minimal amount of material.  The testing procedure can be 
integrated into DNA-STR analysis or can be used as a ‘stand-alone’ assay for human saliva.  The 
basis of the assay, serological detection in a lateral flow format, is well established in forensic 
practice - the laboratory can demonstrate that the assay results conform to known standards and 
subsequently use the test for all questioned samples.   
 
Validation Criteria 
The ability of the test to detect saliva from the types of samples commonly encountered in the 
forensic laboratory, (e.g., swabs from cans, bottles, straws, envelopes, stamps, coffee lids) is tested 
and confirmed, as is the background signal from samples without human saliva.  The test should 
perform to 100% accuracy (i.e., no false positives) and to the threshold of detection acceptable to 
the laboratory.  
 
Validation Results 
The RSID®-Saliva test can readily measure at least 1 μl of human saliva from a variety of surfaces 
and samples.  No interference from human blood, semen or urine was detected.   
 
Discussion 
This validation study demonstrates that RSID®-Saliva can be used to determine the presence of 
human saliva from samples routinely encountered in case work.  The method is reproducible and 
accurate and sufficiently sensitive to meet laboratory standards and for the results to be 
incorporated into case work and reported.  RSID®-Saliva testing can be used as an adjunct to 
triaging samples and exhibits for DNA-STR analysis at the discretion of the laboratory.   
 

  




