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RSID™-SEMEN Field Kit 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精液検出用キットで、事件現

場で遭遇する付着物からヒト唾液を検出します。RSID™

-SEMEN Field Kit 試験は、どのサンプルが DNA プロファ

イルを取得するために最も適した検体かを決める際に調

査官を手助けします。5 検体の付着物解析を行うために必

要なものがすべてこのキットで供給されます。キット構成物

は使い捨てで、個々に包装されていますので、検体のコン

タミネーションの可能性がありません。 
 
 
RSID™-SEMEN Field Kit の構成内容 
- 綿棒を湿らすための滅菌水（10ml）： 
- 透明プラスチックバッグ（5 セット）：それぞれのバッグに

は、付着物をサンプリングするために必要な下記のものが

入っています：RSID™-SEMEN カセット、ハサミ、ピペット、

綿棒。 
- シールタイプの封筒（5 枚）：結果の保管、使用済みカセ

ットの輸送用 
- サンプルチューブ（5 本）：それぞれのチューブには、抽出

/ランニングバッファー1ml が入っています。 
- チューブラック（1 個）：抽出中にチューブを立てておくた

めのラックです。 
 
サンプルの採取 

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、すべて使用せず DNA 解析用に残し

ておきます。 
 RSID™-SEMEN Field Kit で試験するためには、約

10-20mm2 の大きさに裁断するとよいでしょう。下図は推奨

する切断サイズを示しています。 
 
 
 

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、付属の滅菌水で湿らせた綿棒を使用し付着物をス

ポンジで吸い取るようにサンプリングします。水に綿棒をす

ばやく浸けることで、綿棒を湿らすことができます。解析す

る染み（付着物）が大きい場合は、染みの一部を DNA 解

析用に残しておきます。 

解析する染み（付着物）が小さい場合は、湿らせた綿棒

で付着物全体をスポンジで吸い取るようにサンプリングし、

綿球の一部を付属のハサミで切り取って残しておきます。

残 し て お い た 綿 球 は 、 別 の 解 析 （ RSID™-SALIVA 、

RSID™-BLOOD あるいは DNA 解析など）のために保存し

ておきます。 
 
プロトコール 
１） 茶封筒から使い捨てのキット内容物が入っているプラ

スチックバッグを取り出します。 
２） ハサミで付着物あるいは綿棒を裁断し、裁断物を抽出

チューブ（50μl の抽出バッファー入り）に入れます。 
３） 抽出チューブのフタをし、激しく振ります。 
４） 50 分間、室温で抽出バッファーに浸っている検体をイ

ンキュベーションします。 
５） 50 分後、RSID™-SEMEN カセットを密封ホイル袋か

ら取り出します。 
６） 抽出チューブを激しく振り、付属のピペットを用いて抽

出液 3 滴をカセットの検体滴下部（カセットの S と書か

れた丸い穴の部分）に滴下します。時間を記録しま

す。 
７） 10 分後、テスト位置の赤線の有無により、陽性/陰性

を判定します（下記の「結果の解釈」の図を参照）。 
８） 付属の茶封筒の記録フォームに検体情報と結果を記

録します。封筒に使用済みカセットを保存する前に、写

真撮影による記録を推奨します。 
 
結果の解釈 
 RSID™-SEMEN 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。結果の解釈としては： 
１． 赤線が 1 本コントロール（C）の部位に現れた場合、 

「精液は検出されなかった」ことを示しています。 
２． 赤線がコントロール（C）とテスト（T）の両方に現れ

た場合、「ヒト精液が検出された」ことを示していま

す。 
３． 赤線が 1 本テスト（T）の部位に現れた場合、「測

定が失敗で結果得られなかった」ことを示していま

す。 
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General Guidelines 

The RSID™-Semen Field Kit is designed for fast, 
easy, and reliable detection of human semen from 
stains encountered at crime scenes.  RSID™-Semen 
Field Kit testing will assist investigators in 
determining which samples are the most likely to 
yield DNA profiles.  All of the materials needed to 
perform stain analysis on 5 individual samples in the 
field are provided.  Single use, individually packaged 
components eliminate the possibility of sample 
contamination.  
 
Components of the RSID™-Semen Field Kit 
- Swab wetting water- bottle containing 10 ml of 
sterile water.   
- Five clear plastic bags - each bag contains the 
components needed to sample an individual stain:  
RSID™-Semen cassette, scissors, plastic transfer 
pipette, and cotton swabs.   Bag components are 
intended for single use only.   
- Five sealable envelopes - for documentation of 
results and transportation of used cassettes.   
- Five sample tubes- each with pre measured (1 ml) 
extraction /running buffer.   
- Sample tube rack- holds tubes during extraction.  
 
Sample Collection 

When possible, stains deposited on fabric or other 
substrates that can be easily cut, should be dissected to 
preserve a portion of the stain for DNA analysis.   

The recommended cutting size for the RSID™-
Semen Field Kit is approximately 10-20 mm2.  The 
following figures demonstrate the recommended 
cutting size: 

 
 
 

Stains deposited on substrates that cannot be 
easily cut (e.g., glass, metal) should be sampled by 
sponging the stain with a swab moistened in the 
provided water.  The swab can be moistened by 
quickly dipping the swab into the water.  When 
analyzing a large stain, reserve a portion of the stain 
for possible DNA analysis.   

 
 
 

 
When testing a small stain, sponge the entire 

stain with a moistened swab and test a portion of the 
swab batting by removing a cutting of the swab with 
the provided scissors.  The remainder of the swab 
should be preserved for additional analysis (e.g., 
RSID™-Saliva, RSID™-Blood, DNA analysis, etc.)   
 
Protocol 
1.  Remove plastic bag containing single use 
components from the manila envelope. 
2.  Take cutting (from stain or swab) with scissors 
and place it into the extraction tube (see Sample 
Collection, above). 
3.  Close extraction tube and shake vigorously.   
4.  Incubate sample in extraction buffer for 50 
minutes at room temperature. 
5.  After 50 minutes, remove RSID™-Semen cassette 
from sealed foil pouch. 
6.  Vigorously shake extraction tube and using 
provided transfer pipette, place 3 drops of extraction 
solution into the sample well of the cassette (circular 
well indicated by “S” on the cassette).   Note time. 
7.  After 10 minutes, score cassette as positive or 
negative based on the presence or absence of a red 
line at the test position.   See “Scoring Results” 
below.  
8.  Document the results and information regarding 
the sample on the provided manila envelope form.  
We recommend photo documentation prior to 
storing used cassette in envelope.  
 
Result Interpretation 

RSID™-Semen should be evaluated exactly 10 
minutes after sample addition.  Possible results are: 
1.  A single red line at the Control (C) position 
indicates that no semen was detected. 
2.  Two red lines (at both the Control, C, and Test, T, 
positions) indicate that human semen was detected.  
3.  A single red line at the Test (T) Position indicates 
a failed test, no conclusion possible.       
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