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取扱い説明書

【はじめに】

　本製品は主に血清試料から迅速かつ簡便に核酸を抽出するキットです。血清試料以外の生物試料（末梢

血中有核細胞や培養細胞など）からの核酸抽出にもご使用になれます。精製された核酸は、Polymerase 

Chain Reaction（PCR）や逆転写反応などの各種遺伝子工学の材料として用いることができます。

　従来の生物試料からの核酸抽出法や精製法では、フェノールやクロロホルムなどの有害な有機溶媒を使

用するために、繁雑で危険な操作を必要としていました。しかも、チューブ間での検体試料の頻繁な移し

替え作業が必要であるため、コンタミネーションの発生や検体の取り間違えなどが問題となっていました。

　本製品は、フェノールやクロロホルムなどの有害な有機溶媒を使用せずに、次に示す 3段階の簡便な操

作によって、核酸抽出を 1本のチューブで行える「シングルチューブ抽出」を実現しました。「シングル

チューブ抽出」により、操作性が格段に向上するだけではなく、高収率・多検体処理が可能となります。

【原　理】

　第 1段階（血清試料の酵素処理）

血清を界面活性剤、還元剤などと共に非特異的たんぱく質分解酵素処理を行い、血清中に含まれるたん

ぱく質の分解を行います。

　第 2段階（蛋白溶解液による処理）

カオトロープ剤により更に試料中のたんぱく質を変性可溶化します。

　第 3段階（アルコールによる核酸の沈殿）

溶液中に存在する核酸を当社開発の共沈剤と共にイソプロパノールにより塩析沈殿させます。

【キットの構成】

【使用目的】

　　血清中のウイルスなどからの核酸抽出。末梢血中有核細胞や培養細胞からの核酸抽出。

【用法・用量（操作法）】

　1．血清からの核酸抽出

　　1－ 1．本製品以外に必要な試薬・機器

　　　・イソプロパノール（2－プロパノール）特級試薬

　　　・70％エタノール

　　　・1．5mL 又は 2．0mL 微量遠心チューブ　

　　　・冷却型微量高速遠心機（12，000 × g程度の gがかけられるもの）

　　　・55℃恒温器（ブロックヒーター、エアインキュベーターなど）

　　　・ボルテックスミキサー

　　　・マイクロピペット（各種）

　　　・フィルター付チップ

　　　・デシケーター、水流ポンプ、など

備　考数　量内 容 量内　容品　名コード No.

透明キャップ１　本1550μL酵 素 溶 液�　液ＥＸ－ 01

透明キャップ１　本0０49mL検体希釈液�　液ＥＸ－ 02

青 キ ャ ップ１　本0041mL蛋白溶解液�　液ＥＸ－ 03

黄 キ ャ ップ１　本0550μL共沈剤溶液�　液ＥＸ－ 04

　　１－２．操作法（１．５mL微量遠心チューブ仕様）

①清浄な１．５mL微量遠心チューブに、酵素溶液（�液）１５μL、検体希

釈液（�液）３８０μL、共沈剤溶液（�液）５μLを分注します。※１）

※１）あらかじめ必要量の�液、�液、

�液を混合し、これを分注しても

さしつかえありません。 



②血清検体１０～１００μLを、上記の混合液が分注されたチューブに加え

ます。※２）

③ボルテックスミキサーで混和後、５５℃、３０分間、インキュベートし

ます。※３）

④上記チューブに、蛋白溶解液（�液）２５０μ Lを加え、混和後、５５℃、

１５分間、インキュベートします。

⑤上記チューブに、イソプロパノール６００μLを添加し、良く転倒混和

した後、４℃又は氷上で１５分間以上冷却します。※４）

⑥１２，０００× g、４℃、１０分間、遠心します。上清をアスピレーター又

はピペットで除去します。※５）

⑦７０％エタノール５００μ Lを加え、軽く混和後、１２，０００× g、４℃、３

分間、遠心します。上清を同様に除去します。この洗浄操作を再度

（計２回）行います。※６）

⑧得られた白色の沈殿（ペレット）を減圧乾燥（５～１０分間）又は風

乾（１５分間程度）します。※７）

⑨次の実験に見合ったバッファーや水（DNase/RNase フリー）に沈殿

（ペレット）を再溶解します。

※２）検体容器やチューブの開閉の際

には、検体などの飛散に注意して

下さい。また、ピペットのチップ

はフィルター付のものを使用して

下さい。

※３）③以後、インキュベート操作の

前後やチューブの蓋を開ける前に

は軽く遠心操作を行い、検体など

の飛散防止に注意して下さい。

※４）イソプロパノール添加の際は、

特に室温に戻す必要はありません。

※５）この時、沈殿（ペレット）はま

だ半透明状ですので、沈殿を吸い

取らないように注意して上清を除

去して下さい。

※６）７０％エタノールを加えると沈殿

（ペレット）は明確な白色粒状にな

ります。２回目の洗浄後の上清の

除去はできるだけ完全に行って下

さい。

※７）　風乾の場合には、クリーンベ

ンチなど空気の流れが一定の場所

で行って下さい。

　　１－３．操作法（２．０mL微量遠心チューブ仕様）

　通常の血清検体であれば上記の方法で抽出精製が行えますが、検体血清のたんぱく質の量が多いと

考えられる場合には、試薬の使用量を次のように変更し、２．０mLの微量遠心チューブを使用して抽出

精製することをお薦めします。

　なお、インキュベート温度、時間、遠心操作、７０％エタノール量などには変更点はありません。

　２．末梢血中有核細胞や培養細胞からの核酸抽出（ゲノム DNAの抽出）

　　２－１．本製品以外に必要な試薬・機器

　　　（※上述の１－１項記載の他に次のものが必要になります）

　　　・冷却遠心機（２，０００× g程度の gがかけられるもの）

　　　・Red Cell Lysis Buffer（RCLB）

　　　　　組成：０．３２M Sucrose, 1 vol% Triton X-１００, 5mM MgCl ２ ,１２mM Tris-HCl（pH７.５）

　　　　　（５倍（５×）濃度で調製し、４℃に保存しておくと便利です）

　　　（※ RCLB は別売もしております。スマイテスト５× RCLB 溶液：製品コードGS－ J０１０２）

　　　酵素溶液（�液）　：０１５μＬ　　蛋白溶解液（�液）：４００μＬ

　　　検体希釈液（�液）：４８０μＬ　　イソプロパノール ：８００μＬ

　　　共沈剤溶液（�液）：００５μＬ

（※本製品は、この２．０ｍＬの系で抽出操作を行うのにじゅうぶんな量の試薬が含まれています）

   　２－２．操作法

① EDTA採血した末梢血１～３mLを２，０００× g、４℃、１０分間、遠

心します。※１）

②赤血球層に触れないように、血漿成分を除去します。

③１．０mLの RCLB を分注した２．０mLの微量遠心チューブにバッ

フィーコート（血球層の上層部分、０．５～１．０mL程度）を移し取

ります。

④ボルテックスミキサーなどで良く混和します。

⑤１２，０００× g、４℃、１０分間、遠心し、上清を除去します。

⑥もう一度 1mL の RCLB を加え混和した後、同様に遠心し、上清を

除去します。※２）

⑦上記チューブに、検体希釈液４８０μ L、酵素溶液１５μ Lを分注しま

す。※３）

⑧ボルテックスミキサーで混和後、５５℃、３０分間、インキュベート

します。※４）※５）

※１）有核細胞の集め方は「バッフィー

コートを集める方法」「フィコー

ルなどを用いる方法」など、い

ずれの方法でも可能です。ここ

では簡単な「バッフィーコート

を集める方法」について説明し

ます。

※２）有核細胞の白色沈殿（ペレット）

が得られます。

※３）共沈剤は精製される核酸が微量

（数μg未満）と想定される場合

に使用して下さい。

※４）長鎖のDNAが必要な場合は、⑧

以降の操作において、激しい混

和をしないで下さい。

※５）沈殿の溶解を促進するために、

５５℃ インキュベート中には、

時々混和して下さい。 



⑨上記チューブに、蛋白溶解液（�液）４００μLを加え、混和後、５５℃、

１５分間、インキュベートします。

⑩イソプロパノール８００μLを添加し、よく転倒混和します。※６）

⑪１２，０００× g、４℃で１０分間、遠心します。上清をアスピレーター

又はピペットで除去します。

⑫７０％エタノール５００μ Lを加え、軽く混和後、１２，０００× g、４℃、

３分間、遠心します。上清を同様に除去します。この洗浄操作を

再度（計２回）行います。

⑬得られた沈殿（ペレット）を減圧乾燥（５～１０分間）又は風乾

（１５分間程度）します。※７）

⑭次の実験に見合ったバッファーや水（DNase ／ RNase フリー）

に沈殿（ペレット）を再溶解します。※８）

※６）抽出DNA量が多い場合は、イソ

プロパノール沈殿の際、DNA

が糸状に析出してきます。

※７）過度な減圧乾燥は、抽出 DNAの

再溶解を困難にします。

※８）長鎖DNAは再溶解が困難な場合

があります。このような場合は

５５℃ 程度に加温して再溶解を

促進させて下さい。

※培養細胞からの抽出は次の操作を行います。①１０４～１０６個の培養細胞を生理食塩水などで洗浄しま

す。②検体希釈液４８０μL、酵素溶液１５μLを分注し、２－２項⑧からの操作を行って下さい。なお、

細胞種・細胞数によっては、各試薬の使用量の検討など、事前に予備検討が必要となる場合があり

ます。

【参考及び注意】

�底面が角張った微量遠心チューブは、沈殿が見えにくい上に沈殿が分散したり剥がれやすくなるため、

丸底のチューブの使用をお薦めします。

�凍結融解を何度も繰り返した検体や、たんぱく質を高濃度に含んでいる検体、塩濃度が非常に高い若し

くは低い検体などからの抽出は困難になる場合があります。

�抽出操作を途中で中断しないで下さい。

�本製品は２～８℃で保存して下さい。特に、酵素溶液は失活を防止するため必ず２～８℃で保管し、長

時間室温で放置しないで下さい。

�検体希釈液は、２～８℃で長時間放置すると白い粘性のある液体になりますが異常ではありません。室

温に戻せば容易に透明な液体になります。透明な状態にしてから使用して下さい。

�蛋白溶解液は、４℃ 以下で長時間放置すると結晶が析出してくる場合がありますが異常ではありませ

ん。このような場合は、５５℃程度で加温し良く混和すると透明な液体となります。結晶を完全に溶かし

てから使用して下さい。

【取扱い上の注意事項】

�本キットには劇物などは含まれておりませんが、たんぱく分解、たんぱく変性能を持つ試薬が含まれて

おりますので、皮膚、粘膜、目、衣服などへの試薬の付着にはじゅうぶん注意して下さい。操作時には

手袋、防護眼鏡などを着用して下さい。もし、本試薬が付着した場合は大量の水で洗浄し、必要であれ

ば医師の手当を受けて下さい。

� DNase ／ RNase による汚染を防止するために、操作中は手袋を着用し、使用後の試薬容器の蓋はしっ

かりと閉めるなどの注意を払って下さい。また、PCR 増幅産物による汚染を防止するため、PCR 増幅産

物を取り扱う器具（ピペット、遠心機など）と抽出操作に用いる器具は必ず区別して下さい。

�検体間のクロスコンタミネーションを防止するため、抽出操作に用いるピペットチップは必ずフィル

ター付のものを使用して下さい。

�本製品は有効期限内に使用して下さい。また製造ロットの異なる試薬を混ぜて使用しないで下さい。

【貯蔵方法】　２～８℃

【有効期限】　外箱に記載

【包　　装】　１００テスト

　　　　　　（製品コード：GS－ J0201）

＊【文献請求先】

　・株式会社医学生物学研究所　学術部

　　　＊＊〒３９６－０００２　長野県伊那市手良沢岡１０６３－１０３

TEL０２６５－７６－１７７７　FAX０２６５－７６－５８２７



操作方法フローチャート 

血清からの核酸抽出 

【1.5mLチューブ仕様】 
　酵素溶液　　 15μL（ 15μL） 
　検体希釈液　380μL（480μL） 
　共沈剤溶液　 5μL（ 5μL） 

末梢血有核細胞・培養細胞 
からの核酸（ゲノムＤＮＡ）抽出 

血清検体　10～100μL

試薬混合液 

（）内は２．０ｍＬ微量 
遠心チューブ使用 
時の試薬量 

末梢血　１～３mL 培養細胞　104～106個 

バッフィーコート採取 生理食塩水などで洗浄 

RCLB処理 

【2.0mLチューブ仕様】 
　酵素溶液 15μL 
　検体希釈液 480μL

細胞又は 
核成分 

抽出核酸量が微量と想定される 
場合は、共沈剤溶液５μL添加 

混和 

混和 

混和 

混和 

55℃、30分間 

55℃、15分間 

55℃、30分間 

55℃、15分間 

蛋白溶解液　250μL（400μL） 

混和 

４℃又は氷上で、15分間以上冷却 

蛋白溶解液　400μL

混和 

イソプロパノール　600μL（800μL） イソプロパノール　800μL

12,000×ｇ、４℃、10分間 

分離除去 

上清 
沈殿 （半透明） 

混和 

70％エタノール　500μL

12,000×ｇ、４℃、３分間 

分離除去 

上清 
（白色粒状※） 沈殿 

混和 

70％エタノール　500μL

12,000×ｇ、４℃、３分間 

分離除去 

上清 
沈殿 （白色粒状） 減圧乾燥（５～10分間）又は風乾（15分間） 

（※注意） 

共沈剤添加時に沈殿は 

白色粒状となります。 

　【技術提携】 

　Ｇ＆Ｇサイエンス株式会社 
　〒960－1242 福島県福島市松川町美郷４丁目１番地の１ 

【製造元／販売元】 

　株式会社医学生物学研究所 
　＊＊〒396－0002 長野県伊那市手良沢岡1063－103
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