
本品は研究用試薬です。In vitroでのみご使用下さい。 

High Pure PCR Template Preparation Kit 
PCRおよびサザンブロッティングへの使用を目的とした核酸分離用キット 

製品番号 1796828 100分離反応 

バージョン, 2005年4月 

保存温度：15～25℃ 

適切な条件で保存した場合、未開封のキットは 

ラベルに記載された期限まで安定です。 

 

 
1. まえがき 

使用回数：100 回抽出用にデザインされています。 

 

キットの内容 

総ての溶液は透明です。沈殿が生じている溶液をそのまま使用することはできません。沈殿が生じ

ている場合には、溶液を15～25℃、または37℃のウォーターバス中で加温し、沈殿を完全に溶解さ

せてから使用して下さい。 

バイアル番号/ 

キャップの色 

ラベルの表示 内容および使用方法 

1 

白色キャップ 

Tissue Lysis 

Buffer（組織溶解

バッファー） 

・20 mL 

・4M尿素、200 mM Tris、20 mM NaCl、200 mM EDTA、

pH 7.4 (25℃) 

2 

緑色キャップ 

Binding Buffer

（結合バッファ

ー） 

・20 mL 

・6Mグアニジン塩酸、10mM尿素、10 mM Tris-HCl、

20% (v/v) Triton1) X-100 (v/v)、pH 4.4 (25℃) 

3 

桃色キャップ 

プロティナーゼ 

K, リコンビナン

ト  

・凍結乾燥 

・試料の溶解および内在性DNaseの不活性化 

4a 

黒色キャップ 

Inhibitor 

Removal Buffer

（阻害物除去バッ

ファー） 

・33 mL、特級エタノールを20 mL加えます。 

・エタノールを加えた後の最終濃度: 5Mグアニジン

塩酸、20 mM Tris-HCl、pH 6.6 (25℃)、 

4 

青色キャップ 

Wash Buffer（洗浄

バッファー） 

・20 mL、特級エタノールを80 mL加えます。 

・エタノールを加えた後の最終濃度: 20 mM NaCl、2 

mM Tris-HCl、pH 7.5 (25℃) 

5 

無色キャップ 

Elution Buffer

（溶出バッファ

ー） 

・40 mL 

・10 mM Tris、pH 8.5 (25℃) 

6 High Pure filter 

tubes 

グラスファイバー製フリースを充填した2層構造に

よるポリプロピレン製チューブ。50チューブ×1袋(5

袋)。 

700μLまでの容量のサンプルに使用。 

5 Collection Tubes

（コレクションチ

ューブ） 

ポリプロピレン製チューブ(2 mL)。50チューブ×1

袋(5袋)。 

 

安定性と保存  

High Pure PCR Template Preparation Kitの構成物は、15～25℃にて保存して下さい。内容物はラ

ベルに表示される期限まで安定であることが保証されています。2～8℃（冷蔵庫）または-15～-25℃

（冷凍庫）に誤って保存すると、溶液中に沈殿が生じ、これが核酸の精製に悪影響を与えます。し

たがって、High Pure Purificationシリーズは、常に15～25℃にて出荷されます。 

 

溶解後のプロティナーゼK溶液は分注して-15～-25℃で保存します。この溶液は-15～-25℃で1年間

安定です。 

 

追加で必要となる試薬および設備 

・特級エタノール 

・特級イソプロパノール 

・13000×g の遠心力のある標準的な卓上型マイクロ遠心機(Eppendorf 5414Cまたは同等のもの) 

・滅菌済みマイクロ遠心チューブ、1.5 mL用 

哺乳類の全血やバフィーコート、培養細胞の場合 

・PBS* 

マウステイルの場合 

・針の無い使い捨て注射器（1mL） 

バクテリアや酵母の場合 

・PBS* 

・Lysozyme*（10mg/mL, 10mM Tris-HCl, pH 8.0） 

・Lyticase（0.5mh/mL） 

ホルマリン固定パラフィン組織切片 

・キシレン 

・エタノール（100%、80%、60%、40%） 

RNase 処理（オプション） 

・RNase, DNase-free 

・High Pure PCR Product Purification Kit* 

・ヒートブロックやウォーターバス 

 

アプリケーション 

標準的なPCR、ロングテンプレート(Expand2))PCRに直接使用できる高分子量（30～50 kb）の核酸試

料の精製や、またはサザンブロットにおける制限酵素処理後の核酸試料の精製を行います。 

 

操作時間 

 全血および培養細胞 組織 

操作全般にようする時間 約 20分間 約 2時間 

実際の操作時間 約 12分間 約 30分間 

 

2. 製品の使い方 

2.1 操作を始める前に 

Ⅰ)操作に必要な物 

・次の段階に進む前に PCR ワークフローの各ステップのものを揃えます。例えば、PCR のセットア

ップを始める前に、PCR サンプルの準備を終えて下さい。サンプル準備、PCR セットアップ、PCR

ランニングは別々の場所で行います。 

・異なるロットの試薬を混ぜません。 

・使用期限の過ぎた試薬は使用しません。 

・Binding Buffer（ボトル 2）は、刺激物質であるグアニジン塩酸と Triton X-100 を含みます。

Removal Buffer（ボトル 4a）と Wash Buffer（ボトル 4）は刺激物質であるグアニジン塩酸を含み

ます。これらのバッファーが皮膚や目、粘膜に触れないようにします。もし直に触れた場合はすぐ

に多量の水で洗い流します。これらのバッファーを溢した場合、拭き取る前に水で希釈します。 

Ⅱ）研究室での操作方法 

・全てのサンプルは感染性のあるものとして、研究室の安全対策に沿って取り扱います。サンプル

中の潜在的な病原性やその感受性は変わるので、取り扱う方は病原性の不活性化を最大限に行い、

安全基底に沿って適切な作業を行います。 

・研究室の作業区域での飲食や喫煙は避けます。 

・口でのピペット操作は避けます。 

・試薬やサンプルを扱う際には、使い捨ての防護手袋と白衣、ゴーグルを装着します。 

・バクテリアやウイルス、リボヌクレアーゼで試薬をコンタミネーションさせません。試薬ボトル

から試薬を分注する際は、使い捨てピペットとヌクレアーゼフリーチップを使用します。 

・試薬やサンプルを使用した後は、手を良く洗います。 

Ⅲ）廃棄作業 

・未使用の試薬と廃棄物は、国や地方の法規に従って廃棄します。 

・製品安全データシート（MSDS）はウェブサイトからご覧下さい。 

 

試料物質 

- 200～300μL ヒト全血、抗凝固剤を含む 

- 200μL バフィーコート 

- 104～108哺乳類培養細胞 

- 25～50 mg 哺乳類固形組織 

- 0.2～0.5 cm マウステイル (25～50 mg) 

- 108酵母細胞 

- 109細菌細胞(グラム陽性またはグラム陰性) 

- パラフィン包埋固定組織切片 

 

溶液の調製 

キットで供給されるready-to-useの溶液類以外に、以下の溶液の調製が必要です。 

組成 溶液の調製方法 保存と安定性 

 

用途 

プロティナーゼK 

3 

白色キャップ 

プロティナーゼKを4.5 

mL再蒸留水に溶解しま

す。この溶液を分注し

ます。 

-15～-25℃にて保

存します。溶液は12

ヶ月安定です。 

細胞溶解 

ステップ1 

阻害剤除去バッフ

ァー 

4a 

黒色キャップ 

阻害剤除去バッファー

に20 mL特級エタノー

ルを加えます。 

ノート: 特級エタノー

ルを加えた日付をボト

ルに記して下さい。 

15～25℃にて保存

します。キットのラ

ベルに表示される

期限まで安定です。

阻害剤の除去 

ステップ6 

洗浄バッファー 

4 

青色キャップ 

洗浄バッファーに80 

mLの特級エタノールを

加えます。 

ノート: 特級エタノー

ルを加えた日付をボト

ルに記して下さい。 

15～25℃にて保存

します。キットのラ

ベルに表示される

期限まで安定です。

テンプレートDNAを

不純物から精製し

ます。ステップ7お

よび8 

 

2.2 実験の 概要  

 200μL 全血  200μLの結合バッファーお

よび40μLのプロティナーゼ

Kを加えます。速やかに混合

し、72℃にて10分間インキュ

ベートします。 

 ↓   

 100μLのイソプロパノールを加

えてよく混合し、この混合液を

High Pureフィルターチューブに

加えます。8000×gにて1分間遠心

します。 

  

回収用チューブ

へ流れ出た溶液

をチューブごと

捨てます。 

↓  500μLの阻害剤除去バッフ

ァーを加えます。 

 8000×gにて1分間遠心します。   

回収用チューブ

へ流れ出た溶液

をチューブごと

捨てます。 

↓  500μLの洗浄バッファーを

加えます。 

 8000×gにて1分間遠心します。   

回収用チューブ

へ流れ出た溶液

をチューブごと

捨てます。 

↓  500μLの洗浄バッファーを

加えます。 

 8000×gにて1分間遠心します。   

流れ出た溶液を

捨てます 

↓   

 8000×gにて10秒間遠心します。   

回収用チューブ

を捨てます。 

↓  新しいチューブを設置し、

200μLの溶出バッファーを

加えます(70℃)。 

 8000×gにて1分間遠心します。   

 ↓↓   

 精製されたテンプレートDNA   



 

サンプル容量の調整 

サンプル容量が 200μl 以下の場合、PBS を加えて 200μl にします。 

試料物質 操作 

培養細胞 細胞を含む培養液を遠心し、細胞ペレットを 200μL の PBS 中に再

懸濁します。 

全血 試料物質の容量 

操作方法 

＜200μL 

PBS を用いて容量を 200μL に増量します。 

＞200μL 

最大 300μL まで 

総ての容量を相対的に増加します。 

 

2.3 哺乳類全血・バフィーコート・培養細胞サンプルの溶解と DNA 結合 

・200μl 哺乳類血液 

・200μl バフィーコート 

・104～106培養哺乳類細胞 

精製作業を始める前に、Elution Buffer を 70℃に温めておきます。 

ステップ 操作 

1 ヌクレオチドフリー1.5 ml マイクロ遠心チューブに次の組成を加えます。 

・200μl サンプル 

・200μlBinding Buffer 

・40μlProteinase K（再懸濁済み） 

すぐに混和して 70℃で 10 分間インキュベートします。 

2 100μl のイソプロパノールを加えて良く混和します。 

3 ・High Pure フィルターチューブを Collection チューブに差し込みます。 

・フィルターチューブにサンプルを加えます。 

・組み立てたチューブのまま、遠心分離機にセットします。 

・8000×g で 1 分間遠心します。 

4 セクション 2.8 に進みます。 

 

2.4 哺乳類組織サンプルの溶解と DNA 結合 

・25～50mg 組織 

精製作業を始める前に、Elution Buffer を 70℃に温めておきます。 

ステップ 操作 

1 ヌクレオチドフリー1.5 ml マイクロ遠心チューブに次の組成を加えます。 

・25～50mg サンプル 

・200μlTissue Lysis Buffer 

・40μlProteinase K（再懸濁済み） 

すぐに混和して 55℃で 1 時間、または組織が分解するまでインキュベートしま

す。 

インキュベーション前に、ナイフで組織を細かく切断する事で核酸の収量を増加

させられます。 

2 ・200μlBinding Buffer を加えます。 

・すぐに混和して 70℃で 10 分間インキュベートします。 

3 ・100μl のイソプロパノールを加えて良く混和します。 

・1ml 使い捨てチップでサンプルを吸います。 

不溶性サンプルをチップ内に吸い、チップの内壁にブロックします。 

・内壁に不溶性のサンプルを含むピペットチップを捨てます。 

4 ・High Pure フィルターチューブを Collection チューブに差し込みます。 

・フィルターチューブにサンプルを加えます。 

・組み立てたチューブのまま、遠心分離機にセットします。 

・8000×g で 1 分間遠心します。 

5 セクション 2.8 に進みます。 

 

2.5 マウステールサンプル溶解と DNA 結合 

・0.2～0.5cm（25～35mg マウステール） 

精製作業を始める前に、Elution Buffer を 70℃に温めておきます。 

ステップ 操作 

1 ヌクレオチドフリー1.5 ml マイクロ遠心チューブに次の組成を加えます。 

・0.2～0.5cm（25～35mg マウステール） 

・200μlTissue Lysis Buffer 

・40μlProteinase K（再懸濁済み） 

すぐに混和して 55℃で 3 時間、またはマウステールが分解するまでインキュベ

ートします。 

2 針を外した 1ml の使い捨てシリンジを使用して剪断します。 

・サンプルを吸い出しを 2回繰り返します。 

3 ・200μlBinding Buffer を加えます。 

・100μl のイソプロパノールを加えて良く混和します。 

・13000×g で 5 分間遠心します。 

4 ・High Pure フィルターチューブを Collection チューブに差し込みます。 

・フィルターチューブにサンプルを加えます。 

・組み立てたチューブのまま、遠心分離機にセットします。 

・8000×g で 1 分間遠心します。 

5 セクション 2.8 に進みます。 

 

2.6 バクテリアや酵母サンプル溶解と DNA 結合 

一般的に酵母細胞の溶解はリチカーゼでインキュベーションしますが、一部の酵母ではライソザイ

ム処理で溶解できます。 

・Saccharomyces cerevisiae 
・Aspergillus fumigayus 
・Candida albicans 
109バクテリア、もしくは 108酵母からの抽出プロトコールです。 

精製作業を始める前に、Elution Buffer を 70℃に温めておきます。 

ステップ 操作 

1 ヌクレオチドフリー1.5 ml マイクロ遠心チューブに、200μl バクテリア、もし

くは酵母サンプルを加えます。 

・3000×g で 5 分間遠心します。 

・細胞ペレットを 200μlPBS で再懸濁します。 

2 バクテリアの場合：5μlライソザイム（10mg/ml 10 mM Tris-HCl, pH8.0）を加

え、37℃で 15 分インキュベートします。 

酵母の場合：10μl ライソザイム（0.5mg/ml）を加え、37℃で 30 分インキュベ

ートします。 

3 ・200μlBinding Buffer を加えます。 

・40μlProteinase K（再懸濁済み）を加えます。 

・すぐに混和し、70℃で 10 分間インキュベートします。 

4 100μl イソプロパノールを加え、混和します。 

5 ・High Pure フィルターチューブを Collection チューブに差し込みます。 

・フィルターチューブにサンプルを加えます。 

・組み立てたチューブのまま、遠心分離機にセットします。 

・8000×g で 1 分間遠心します。 

5 セクション 2.8 に進みます。 

 

2.7 ホルマリン固定パラフィン包埋組織切片からの核酸抽出 

このプロトコールは、T. Fixmer, University of Homburg-Saar, Germany よりご提供頂きました。 

サンプルの溶解と DNA 結合 

25～50mg のホルマリン固定パラフィン包埋組織切片用のプロトコール 

精製作業を始める前に、Elution Buffer を 70℃に温めておきます。 

ステップ 操作 

1 キシレン中で組織の脱パラフィン処理を約 30 分間行います。 

・インキュベーション時間は切片の厚みに依存します。 

2 濃度勾配エタノール系列に、各 10 秒づつインキュベーションします。 

エタノールに移した後、切片は白く変色します。 

・100%エタノール（脱水）→80%エタノール→60%エタノール→40%エタノール→

再蒸留水（再水和） 

3 ・顕微鏡下で、メスを用い再水和した組織から目的の組織範囲を切り出します。

・予め重量を測定した 1.5ml マイクロ遠心チューブにサンプルを移します。 

・サンプルの重量を測定します。 

4 組織サンプルに次の組成を加えます。 

・25～50mg サンプル 

・200μlTissue Lysis Buffer 

・40μlProteinase K（再懸濁済み） 

すぐに混和して 37℃でオーバーナイトでインキュベートします。 

5 ・20μlProteinase K（再懸濁済み）を加えます。 

・55℃で 1～2時間インキュベートします。 

粗組織がなくなるまでインキュベートします。 

6 ・200μlBinding Buffer を加えます。 

・すぐに混和して 70℃で 10 分間インキュベートします。 

7 ・100μl のイソプロパノールを加えて良く混和します。 

・1ml 使い捨てチップでサンプルを吸います。 

不溶性サンプルをチップ内に吸い、チップの内壁にブロックします。 

・内壁に不溶性のサンプルを含むピペットチップを捨てます。 

8 ・High Pure フィルターチューブを Collection チューブに差し込みます。 

・フィルターチューブにサンプルを加えます。 

・組み立てたチューブのまま、遠心分離機にセットし、8000×g で 1 分間遠心し

ます。 

9 セクション 2.8 に進みます。 

 

2.8 洗浄と溶出のプロトコール 

ステップ 操作 

1 遠心後、 

・フィルターチューブを外し、コレクションチューブへ流れ出た溶液をコレク

ションチューブごと捨てます。 

・新しいコレクションチューブにフィルターチューブを差し込みます。 

・500μlInhibitor Removal バッファー (黒色キャップ)をフィルターチューブ

上側溶液受けに加えます。 

・8000×g で１分間遠心します。 

2 遠心後、 

・フィルターチューブを外し、コレクションチューブへ流れ出た溶液をコレク

ションチューブごと捨てます。 

・新しいコレクションチューブにフィルターチューブを差し込みます。 

・500μlWash バッファー (青色キャップ)をフィルターチューブ上側溶液受けに

加えます。 

・8000×g で１分間遠心します。 

3 遠心後、 

・フィルターチューブを外し、コレクションチューブへ流れ出た溶液をコレク

ションチューブごと捨てます。 

・新しいコレクションチューブにフィルターチューブを差し込みます。 

・500μlWash バッファー (青色キャップ)をフィルターチューブ上側溶液受けに

加えます。 

・8000×g で１分間遠心します。 

4 

 

回収用チューブへ流れ出た溶液を捨て、 

・同じ回収用チューブにフィルターチューブを差し込み、最大スピードで 10 秒

間遠心します。 

・コレクションチューブを捨てます。 

追加の遠心により洗浄バッファーの残りを完全に除去します。 

5 DNA を溶出するために 

・新しい清潔な 1.5 mL 反応チューブにフィルターチューブを差し込みます。 

・あらかじめ 70℃に温めておいた 200μl Elution バッファーをフィルターチュ

ーブに加えます。 

/ 

8000×g で 1 分間遠心します。 

6 マイクロ遠心チューブには溶出 DNA が溶出されています。 

精製した DNA は、直接使用できますし、+2～+8℃または-15～-25℃で保存出来

ます。 

RNase 処理を行う場合は、操作 2.9 をご覧下さい。 

 

2.9 関連操作 

RNase 処理 

PCR の前にテンプレートの RNA を除去したい場合； 

ステップ 操作 

1 溶出した核酸に RNase を加えてインキュベートします（下表を参照）。 

2 インキュベーションの後、RNase は High Pure PCR Product Purification Kit*

で除去できます。 

 

培養哺乳類細胞数 RNase 量 インキュベーション時間 

106 0.5μl 15 分、15～25℃、37℃ 

 

LightCycler® PCR サンプル調製 

試料物質 

High Pure PCR Template Preparation Kitは、全血および培養細胞を試料物質としたLightCycler PCR

試料調製の評価に使用されています。SYBR Greenおよびハイブリダイゼーションプローブ

(Hybridization Probes)を検出フォーマットとした、LightCyclerのキャピラリー内での増幅が行

われています。LightCyclerにのせる試料の容量、試料調製操作の変更、および予想される結果に

ついて下表に示します。 



試料 容量または量の範

囲 

代表的な濃度

範囲 

LightCycler PCRに用いる溶出核

酸量(μL) 

ヒト全血 1～50μL a) 0.5～25 1～5 (0.5 ng～125 ng) 

K562培養細胞 100～105細胞 0.01～10 1～5 (0.01～50 ng) 
a) 検体間で白血球数が異なるため、検体間の収量には違いがあります。 

 

試料調製操作の変更 

標準的な全血および培養細胞の調製操作により、LightCycler®用試料調製が行われますが、微量の

試料における核酸濃度を増加させるため、核酸溶出の容量のみ50μlに変更します。試料の容量が

多い場合には、標準的な核酸溶出の容量である200μLを採用することが可能です。 

Sybr Green HybProbes パラメータ 試料物質 

最小 最大 最小 最大 

Cyclophilin A 血液 0.005μL 
b) 

100μL 0.005μL b) 100μL 

または、β-グロビン 細胞 1 b) 104 1 b) 105 
b)使用される溶出核酸量は、これらの換算値に対応します。 

上の表は、全血および培養細胞を試料物質としてLightCycler PCRに使用したことのある試料量の

最小および最大値を表しています。ヒトcyclophilin Aおよびβ-グロビンをパラメータとして実験

を行いました。 

表示される値は総て、50μLの溶出核酸全量中の5μLを使用した、20μL LightCycler PCR 1反応用

として換算されています。 

 

3 結果 

精製度 

精製された核酸は、細胞組成や DNA ポリメラーゼ阻害物を含みません。 

RNase 分解により精製核酸から RNA を除去できます。 

 

予想される収量 

サンプルタイプに依存します。下表は実験結果です。 

サンプル 量 収量（μg）全核酸 

ヒト全血 200μl1) 3～6 

バフィーコート 200μl1) 20 

培養細胞 K562 106細胞 2) 15～20 

ウシ胸腺 25mg 5～10 

マウステール 0.2～0.5cm（25～50mg） 5～10 

バクテリア細胞 109 1～3 

酵母 108 10～13 
1)標準的容量は 200μl で、最多 300μl です。白血球数により血液提供者により収量が異なります。 
2)最多細胞数は 1×106個ですが、既に収量は減っています。細胞数を 105から 106に変更したとして

も DNA 収量は 10 倍になりません。 

 

4 トラブルシューティング 

問題 考えられる原因 解決方法 

キットの保存条件が

適切でない。 

未開封のキットは、常に15℃から25℃にて保存し

ます。 

バッファー類やその

他の試薬類が、効率を

低下させるような条

件下に置かれている。 

・総てのバッファーを、15～25℃にて保存します。

・pHや安定性を保持し、かつコンタミネーションを

防ぐため、総ての試薬ボトルを使用後にしっかり

と密栓します。 

・凍結乾燥試薬はいずれも溶解後に分注し、分注を

(使用説明書の指示に従い)2～8℃または-15～

-25℃にて保存します。 

洗浄バッファーおよ

び阻害剤除去バッフ

ァーにエタノールを

加えていない。 

1.使用前の洗浄バッファーに特級エタノールを加

えます。 

2.エタノールを加えた後、洗浄バッファーをよく混

合して15～25℃にて保存します。 

3.洗浄バッファーのボトルに、エタノールを加えた

ことを常に書き記すようにします。 

DNAの収量また

は精製度が低

い 

試薬とPCR反応サンプ

ルとが、完全に混合さ

れていない。 

試薬を加えるごとに、常にサンプルのチューブを

よく混合します。 

溶出後の核酸

回収率が低い 

溶出に使用する試薬

が適切でない。最適な

溶出反応には、アルカ

リ性のpHが必要。 

・フィルターチューブから核酸を溶出させる際、水

を使用しないで下さい。 

・キット中の溶出バッファーを使用します。 

産物の制限酵

素消化が不完

全、または全く

反応がみられ

ない 

核酸とともに溶出さ

れる可能性のあるグ

ラスファイバーが、酵

素反応を阻害する場

合がある。 

1.溶出のステップを完了した後、溶出試料を含むチ

ューブからHigh Pureフィルターを取り外し、試

料を含むチューブを最高スピードで1分間遠心し

ます。 

2.上清を新しいチューブに移します。この際もとの

チューブ底にあるグラスファイバーを同時に吸

い上げないよう注意します。 

分離精製され

たDNAの吸光度

(A260)が高すぎ

る 

グラスファイバーが

DNAとともに溶出され、

光透過に影響してい

る。 

「産物の制限酵素消化が不完全、または全く反応

がみられない」の解決方法を参照下さい。 

分離精製され

たDNAをアガロ

ースゲルのウ

ェルにロード

するのが困難

で、ウェルから

出てしまう 

分離精製されたDNAを

含む溶出物中に、洗浄

バッファー中のエタノ

ールが混入している。 

1.最終の洗浄ステップの後、回収用チューブ内の

洗浄バッファーを含む流出液が、High Pureフィ

ルターチューブに接触していないことを確認し

ます。 

2.上記の接触が生じていた場合、回収用チューブ

の内容物を捨て、エタノールが混入したと思われ

るフィルターチューブを設置し直して、30秒間再

度遠心分離します。 

精製DNAについ

て高い収量が

得られない 

プロティナーゼKが完

全に可溶化していな

い。 

凍結乾燥プロティナーゼKを完全に可溶化させる

ために、次の操作を行います。 

1.4.5 mLの再蒸留水を、凍結乾燥プロティナーゼ

Kを含むガラス製バイアルにピペットで加えま

す。 

2.バイアルを密栓し、凍結乾燥物が完全に溶解す

るまでバイアルを上下に倒置させて内容物を混

合します(密栓に付着した凍結乾燥物も完全に溶

解させます)。 

3.この溶解酵素溶液を分注し、溶解の日付を記入

した後-15～-25℃にて保存します。 

ノート: 溶解したプロティナーゼK溶液は適切な

保存条件下で12ヶ月安定です。 

溶出が不十分である。 ・試料にプロティナーゼKを加えた後、速やかに

混合します。 

・High Pureフィルターチューブにのせる前に、

常に溶解液をイソプロパノールとよく混合し

ます。 

組織から高い

収量が得られ

ない 

プロティナーゼK消化

が不十分である。 

・酵素消化および溶解する前に、組織を細かく切

り分けます。 

・以下の2通りのいずれかの方法により、プロテ

ィナーゼKのインキュベーション時間を延長し

ます。 

1.プロティナーゼKを用いて、組織をオーバーナ

イトでインキュベートします。 

2.プロティナーゼKを用いて、組織を3～4時間イ

ンキュベートした後、新しいプロティナーゼK

分注を加えて、再び1～2時間インキュベートし

ます。 

注意: (試料および酵素の)容量増加に対応させ

て、操作3.3のステップ1における結合バッファー

の容量を200μLから230μLに増加させます。 

細菌または酵

母から高い収

量が得られな

い 

細胞がlysozyme(細菌)

またはlyticase(酵母)

により十分に溶解され

ていない。 

・試料である細胞が、lysozymeまたはlyticase

により溶解可能であることを確認します。 

・この使用説明書に推奨される細胞系列がいくつ

かリストされています(これらは上記の酵素に

より溶解されることが知られています)。 

・機械的な破砕、グラスビーズを用いたボルテッ

クス、煮沸、または凍結融解の繰り返しなど、

別の細胞溶解を法採用します。 

組織試料から

得られるDNAに

分解が生じる

溶解前の組織中にヌク

レアーゼ活性がある。

・採取から溶解操作を開始するまでの期間、組織

を必ず凍結(-15℃から-25℃)させます。 

・少量の組織のみ(20～40 mg)をホモジネート操

作に使用します。 

血液試料から

の溶出液がか

すかに色味を

帯びている 

洗浄が不十分である。 1.回収用チューブに流れ出る溶液が透明になる

までフィルターチューブを洗浄します。 

2.1回目の精製操作で得られる200μLの溶出液を

使用して、再度精製操作を繰り返します。200

μLの結合バッファーを加えてよく混合し、100

μLのイソプロパノールを加えます。 

3.試料をHigh Pureフィルターチューブにのせ

(ステップ3)、指示に従って順次操作を続けま

す。 

注意: 2回目の精製操作では、プロティナーゼK

消化と70℃インキュベーションは行いません。

 

6.2 参考になるヒント 

遠心分離 

標準的な卓上型マイクロ遠心分離機(Eppendorf 5415C など)を使用して実験する際に、選択する回

転数(rpm)とそれに対応する遠心力(g)の一覧表として以下に示します。 

1 分当たりの回転数 

rpm 

遠心力 

×g 

14000 13000 

12000 10000 

10000 7000 

8000 4500 

5500 2200 

5000 2000 

 

6.3 リファレンス 

1 Vogelstein, B. & Gillespie, D. (1979) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 615-619. 

 

6.4 関連製品 

キット 

製品名 包装単位 製品番号 

Expand Long Template PCR 

System 

100 U 

500 U 

10× 250 U 

1681834 

1681842 

1759060 

Expand 20kbPlus PCR System 100 U 1811002 

PCR Core Kit 1 キット (100 PCR 反応) 1578553 

PCR Core KitPlus 1 キット (100PCR および UNG 反応) 1585541 

LightCycler-DNA Master SYBR4) 

Green I 

1 キット (96 反応) 

1 キット (480 反応) 

2015099 

2158817 

LightCycler-DNA Master 

Hybridization Probes 

1 キット (96 反応) 

1 キット (480 反応) 

2015102 

2158825 

LightCycler-Control Kit DNA 1 キット (50 反応) 2158833 

High Pure PCR Product 

Purification Kit 

50 精製反応 

250 精製反応 

1732668 

1732676 

 

単品試薬 

製品名 包装単位 製品番号 

Lysozyme 5 g 

10 g 

1243004 

837059 

Buffers in a Box Premixed PBS 

buffer (10×) 

4 L 1666789 

RNase, DNase-free 500μg (1 mL) 1119915 

Taq DNA Polymerase 5U/μL 

 

 

 

 

Taq DNA Polymerase 1U/μL 

100 U 

500 U 

4×250 U 

10×250 U 

20×250 U 

250 U 

4×250 U 

1146165 

1146173 

1418432 

1596594 

1435094 

1647679 

1647687 

Uracil-DNA Glycosirase, 

 heat-labile 

100 U 

500 U 

1775367 

1775375 
1) Tritonは、Rohm and Haas Company, Philadelphia, PA, USAの商標です。 
2) Expandは、Roche Groupのメンバーの商標です。 
3) LightCyclerは、Idaho Technology Inc., Idaho Falls, ID, USAの商標です。 
4) SYBRは、Molecular Probes Inc., Eugene, OR, USAの商標です。 



7. 操作のクイックリファレンス 

操作 

200μL 血液、200μL バフィーコート、または 104～105哺乳類培養細胞に対する 

ステップ 操作 容量 時間/×gまたは時間/温度

1 ・200μL の試料物質に、以下の組成を

加えます。 

 結合バッファー(緑色キャップ) 

 プロティナーゼ K (溶解ずみ) 

速やかに混合し、インキュベートしま

す。 

 

 

200μL 

 

40μL 

 

 

 

 

72℃にて 10 分間 

2 イソプロパノールを加え、よく混合し

ます。 

100μL  

3 High Pure フィルターチューブを回収

用チューブに差し込みます。フィルタ

ーチューブの上側溶液受けに、試料を

ピペットで加えます。 

  

4 標準的な卓上遠心器を用いて遠心し

ます。 

 8000×g にて 1分間 

5 ・回収用チューブへ流れ出た溶液をチ

ューブごと捨てます。 

・新しい回収用チューブにフィルター

チューブを差し込みます。 

・阻害剤除去バッファー (黒色キャッ

プ)をフィルターチューブ上側溶液

受けに加えます。 

・遠心します。 

 

 

 

 

500μL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000×g にて 1分間 

6 ・回収用チューブへ流れ出た溶液をチ

ューブごと捨てます。 

・新しい回収用チューブにフィルター

チューブを差し込みます。 

・洗浄バッファー(青色キャップ)をフ

ィルターチューブ上側溶液受けに

加えます。 

・遠心します。 

 

 

 

 

500μL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000×g にて 1分間 

7 ・回収用チューブへ流れ出た溶液をチ

ューブごと捨てます。 

・新しい回収用チューブにフィルター

チューブを差し込みます。 

・洗浄バッファー(青色キャップ)をフ

ィルターチューブ上側溶液受けに

加えます。 

・遠心します。 

 

 

 

 

500μL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000×g にて 1分間 

8 ・回収用チューブへ流れ出た溶液を捨

てます。 

・同じ回収用チューブにフィルターチ

ューブを差し込みます。 

・遠心し、洗浄バッファーの残渣を取

り除きます。 

  

 

 

 

最大スピード(13000×g)に
て 10 秒間 

9 ・回収用チューブを捨てます。 

・新しい清潔な 1.5 mL 反応チューブ

にフィルターチューブを差し込み

ます。 

  

10 ・あらかじめ 70℃に温めておいた溶出

バッファーをフィルターチューブ

に加えます。 

・遠心します。 

200μL  

 

 

8000×g にて 1分間 

11 最終的に、1.5 mLμ遠心チューブ内に

DNA が溶出されます。 
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本製品能書（英語版）は下記 URL よりご覧頂けます。 

http://www.roche-applied-science.com/pack-insert/1732828a.pdf 

 

 


