
一般研究用 in vitro 実験用 

High Pure Viral Nucleic Acid Kit 
PCR または RT-PCR を目的としたウイルス核酸分離用キット 
製品番号 1858874 100 回分離用 

バージョン 6 2003 年 1 月 
保存温度 15～25℃ 

 
1. キットの内容 
危険性のある化学物質 
結合バッファーおよび阻害剤除去用バッファーには、塩酸グアニジンが含まれています。この化
学物質は、皮膚への接触や、吸入、飲み込んだ場合に有害です。常に人間や動物用の食物から離
れた場所で、これらのバッファーの使用および保存を行ってください。常に手袋を着用し、標準
的な安全上の注意点を守って操作を行ってください。 
 
キットの内容 
全ての溶液は無色透明です。沈殿が形成されている場合にはそのまま使用しないでください。溶
液を 15℃～25℃に加温したり、37℃ウォーターバス中で温めることにより、沈殿を溶解させる
ことが可能です。 
ボトル/
キャップ 

ラベルの表示 内容 

1 
緑色 

Binding Buffer 
(結合バッファー) 

・25 ml×2 
・6M 塩酸グアニジン、10 mM 尿素、10 mM 
Tris-HCl、20% Triton X-100 (v/v)、pH 4.4 
(25℃) 

2 Poly [A] 
ポリ[A] 

・凍結乾燥、2 mg poly[A]キャリアーRNA 
・RNA の結合用 

3 Proteinase K 
(プロティナーゼ K) 

・凍結乾燥、100mg 
・タンパク消化用 

4a 
黒色 

Inhibitor Removal 
Buffer 
(阻害剤除去用バッファ
ー) 

・阻害剤除去用バッファー 33 ml 
・5M 塩酸グアニジン、20 mM Tris-HCl、pH 
6.6 (25℃) (20 ml エタノールを加えた後の最
終濃度) 

4 
青色 

Wash Buffer 
(洗浄バッファー) 

・10 ml×2 
・20 mM NaCl、2 mM Tris-HCl、pH 7.5 (25℃) 
(40 ml エタノールを加えた後の最終濃度) 

5 
無色 

Elution Buffer 
(溶出バッファー) 

・30 ml 
・ヌクレアーゼフリー、滅菌再蒸留水 

5 High Pure Filter Tubes 
(フィルターチューブ) 

High Pure フィルターチューブ 50 本×2袋。
グラスファイバー製フリースを 2層充填したポ
リプロピレン製チューブ。700μlまでの量の
試料用。 

6 Collection Tubes 
(回収用チューブ) 

回収用チューブ(2 ml 用) 8 袋 

 
追加で必要となる設備 
・無水エタノール 
・標準的な卓上型マイクロ遠心分離機、13000×gの遠心力を持つもの 
・滅菌済み 1.5 ml 用マイクロ遠心チューブ 
 
2. はじめに 
2.1 製品の概要 
キットの原理 
ウイルス核酸をポリメラーゼチェーンリアクション(PCR)や RT-PCR により解析する際の前提条件
として、血清、血漿、または全血から解析の対象であるウイルス核酸を分離することが必要です。 
試料を特製の溶解/結合バッファー中で、プロティナーゼ K存在下でインキュベートすることに
より、試料中のウイルスが溶解されます。続いて、カオトロピック塩存在下で、核酸がグラスフ
ァイバーの表面に特異的に結合します(1)。この結合反応は、水分子の規則正しい配列構造が壊
れ、核酸がグラスファイバー製フリースの表面と相互作用することにより、わずか数秒の間に起
こります。その結果グラスファイバー製フリースに核酸が吸着しやすくなります。この結合反応
は核酸に特異的であるため、核酸と結合したフリースを洗浄することにより、塩、タンパク、お
よびその他の不純物が取り除かれ、核酸が精製されます。低塩濃度バッファーまたは水を用いて
核酸を溶出します。 
 
基本的な操作ステップ 
 

ステップ 操作の説明 
1 結合バッファーとプロティナーゼ Kを用いてインキュベートし、血清、血

漿、または全血を溶解します。 
2 High Pure フィルターチューブに充填されたグラスファイバーに核酸が結合

します。 
3 グラスファイバーに結合した核酸を、特製の阻害剤除去用バッファーを用い

て洗浄し、PCR を阻害する不要物を除去します。100U/ml より高濃度のヘパ
リンを含む試料物質についても、このバッファーを用いた不純物除去が可能
です。 

4 グラスファイバーに結合した核酸を洗浄し、塩、タンパク、およびその他の
細胞性不純物を除去し、核酸を精製します。 

5 4 で精製された核酸を、溶出バッファーを用いて回収します。 
 
アプリケーション 
High Pure Viral Nucleic Acid Kit は、血清、血漿、または全血からウイルス核酸を精製する
ことを目的としてデザインされています。 
全血試料から、ウイルス核酸を含むトータル核酸が精製されます。精製された核酸をヌクレアー
ゼフリーの水で溶出した後、直接 PCR または RT-PCR に使用します。この精製方法では、有機溶
媒を用いた抽出や核酸の沈殿などを必要とする従来法に比べ、操作時間が節約されます。 
キット中のバッファーを使用することにより、このキットを用いて分離した核酸をテンプレート
とした PCR または RT-PCR の精度が向上します。特に、ヘパリン処理された血液や臨床用プール
血清を試料として、増幅反応の感度および再現性が向上することが知られています。 
 
 

試料物質 
以下の試料物質 200μl からウイルス核酸を精製します。 
・血清 
・血漿 
・全血 
ノート: 試料中に沈殿が見られる場合、精製の前に遠心分離を行ってください。 
 
調製時間 
操作全般にかかる時間: 20 分間 
実際に手で操作を行う時間: 10 分未満 
 
精製回数 
200μl の試料物質から、PCR または RT-PCR 用のウイルス DNA を 100 回精製することが可能です。 
 
品質管理 
MS2 RNA の希釈系列を調製し、キットのプロトコールに従ってフィルターチューブにのせ、洗浄
した後に溶出します。この溶出液から 3.5μl をとり、RT-PCR による解析を行います。 
増幅産物をアガロースゲル上で検出します。200μlの試料当たり、少なくとも 2×105RNA 分子が
保証されています。代表的な実験により、PCR 反応当たり約 350 RNA 分子レベルの感度が得られ
ることが確認されています。 
 
キットの保存と安定性 
キットの内容物は、15℃～25℃にてラベルに表示される期限まで安定です。 
ノート: キットは 15℃～25℃にて配送されます。 
 

溶液 保存および安定性 
再懸濁したプロティナーゼ K溶液 分注した後-15℃から-25℃にて 12ヶ月間安

定。 
再懸濁したポリ(A)キャリアーRNA 溶液 分注した後-15℃から-25℃にて 12ヶ月間安

定。 
 
3. 操作および操作に必要な設備 
3.1 フローチャート 
  血清、血漿、または全血

200μl 
 

     
  速やかに混合し、72℃で

10 分間インキュベートし
ます。さらに試料に結合バ
ッファー 100μlを加えま
す。 

  

     
  High Pure フィルターチュ

ーブと回収用チューブとを
組み立て、試料をフィルタ
ーチューブ上部のバッファ
ー受けにピペットで加えま
す。 

  

     
  8000×gにて 1分間遠心分

離します。 
  

回収用チューブと排出
液を捨てます。 

   阻害剤除去用バッファ
ー 500μlを加えま
す。 

  8000×gにて 1分間遠心分
離します。 

  

回収用チューブと排出
液を捨てます。 

   洗浄バッファー 450μl
を加えます。 

  8000×gにて 1分間遠心分
離します。 

  

回収用チューブと排出
液を捨てます。 

   洗浄バッファー 450μl
を加えます。 

  8000×gにて 1分間遠心分
離します。 

  

     
  最大スピード(13000×g)に

て 10 秒間遠心分離しま
す。 

  

回収用チューブと排出
液を捨てます。 

   溶出バッファー 50μl 
(全血を試料とする場
合、予め温めたもの)を
加えます。 

  8000×gにて 1分間遠心分
離します。 

  

     
  精製されたウイルス核酸   
 

ポリ(A)を含む結合
バッファー 200μlおよび
プロティナーゼK 50μlを
加えます。



3.2 溶液の調製 
追加で必要となる設備 
・無水エタノール 
・標準的な卓上型遠心分離機、13,000×gの遠心力を有するもの 
・滅菌済み 1.5 ml マイクロ遠心チューブ 
 
各種溶液の調製 
キットに含まれる調製済みの溶液以外に、以下の溶液を調製してください。 
下表を参照ください。 
溶液の名称 溶液の再懸濁または調製 溶液の保存および安

全性 
用途 

プロティナーゼ
K 

プロティナーゼ Kを溶出バ
ッファー5 ml 中に溶解し、
よく混合します。 

-15℃から-25℃にて
12 ヶ月間安定。 

ステップ 1
の細胞溶解 

ポリ(A)キャリア
ーRNA 

溶出バッファー0.5 ml 中に
ポリ(A)キャリアーRNA を溶
解します。50μlに分注しま
す。 

-15℃から-25℃ 希釈溶液の
調製 

希釈溶液: ポリ(A)キャリア
ーRNA の 50μl分注溶液を融
解し、結合バッファー(バイ
アル 1) 2.5 ml 中によく混
合します。 

常に用時調製しま
す。保存はできませ
ん。 

ステップ 1 

阻害剤除去用バ
ッファー 

阻害剤除去用バッファー(バ
イアル 4a)に無水エタノール
20 ml を加え、よく混合しま
す。 

15℃～25℃にて、キ
ットのラベルに表示
される期限まで安
定。 

ステップ 4
の阻害物質
の除去 

洗浄バッファー 各洗浄バッファー(バイアル
4)にエタノール 40 ml を加
え、よく混合します。 

15℃～25℃にて、キ
ットのラベルに表示
される期限まで安
定。 

ステップ
5、7の残存
する不純物
からの除去 

 
3.3 ウイルス核酸の精製 
注意 
結合バッファーおよび阻害剤除去用バッファーには、刺激性のある塩酸グアニジンが含まれてい
ます。手袋を着用し、一般的な安全上の注意事項にしたがって操作を行ってください。 
 
操作 
200μlの血清、血漿、または全血試料から核酸を調製します。 
ノート: 全血から核酸を分離する場合、溶出バッファーを予め温めておきます(70℃)。 
ステップ 操作 
1 ヌクレアーゼフリーの 1.5 ml マイクロ遠心チューブに以下の組成を加え、

速やかに混合します。 
・血清、血漿、または全血 200μl 
・新たに調製した希釈溶液(キャリアーRNA を加えた結合バッファー) 200
μl 
・プロティナーゼ K溶液 50μl 
 
・72℃にて 10分間インキュベートします。 
ノート: より量の多い試料を用いる場合、血清または血漿では 300μlを
用いることができます。この場合、全ての組成を同じ割合で増量し、何回
かに分けてフィルターチューブにのせます。 

2 結合バッファー 100μlを加え、混合します。 
3 ・High Pure フィルターチューブを回収用チューブに挿入します。 

・試料の全量を、フィルターチューブ上部のバッファー受けにピペットで
加えます。 

4 ・High Pure フィルターチューブを回収用チューブに挿入したまま、標準
的な卓上型マイクロ遠心分離機内に設置します。 
・標準的な卓上型遠心分離機を用いて、約 8000×gにて 1分間遠心分離し
ます。 

5 ・フィルターチューブを回収用チューブから取り出し、回収用チューブと
排出液を捨てます。 
・フィルターチューブを、新しい回収用チューブに挿入します。 

6 ・阻害剤除去用バッファー(バイアル 4a、黒色) 500μlを、フィルターチ
ューブ上部のバッファー受けに加えます。 
・8000×gにて 1分間遠心分離します。 

7 ・フィルターチューブを回収用チューブから取り出し、回収用チューブと
排出液を捨てます。 
・フィルターチューブを、新しい回収用チューブに挿入します。 

8 ・洗浄バッファー(バイアル 4、青色) 450μlを、フィルターチューブ上部
のバッファー受けに加えます。 
・8000×gにて 1分間遠心分離します。 
・この洗浄操作を再度繰り返します。 
・最大スピード(約 13000×g)にて 10 秒間遠心スピンし、洗浄バッファー
を完全に取り除きます。 

9 ・回収用チューブと排出液を捨てます。 
・フィルターチューブを、ヌクレアーゼフリーの 1.5 ml 反応チューブに挿
入します。 

10 ・溶出バッファー(バイアル 5、無色) 50μl を、フィルターチューブ上部
のバッファー受けに加えます。 
注意: 全血を試料とする場合、この溶出バッファーを予め 70℃に温めてか
らフィルターチューブにのせます。 
・フィルターチューブを反応チューブに挿入したまま、8000×gにて 1分
間遠心分離します。 

11 安定化されたウイルス核酸が、マイクロ遠心チューブ内に溶出されます。 
 
 

試料の保存 
下表を参照ください。 
ウイルス核酸試料
の使用または保存 

使用または保存方法 

直接使用する場合 
 
 
 
 
 

溶出された核酸の分注を用い、直接 PCR または RT-PCR を行いま
す。 
RT-PCR PCR 
ウイルス RNA 溶出液 3.5
μlを使用します。 

ウイルス DNA 溶出液 10～20μl
を使用します。 

 

直接使用せず、保
存する場合 
 
 

使用時まで溶出された核酸を保存します。 
ウイルス RNA ウイルス DNA 
-80℃にて保存 2～8℃、または-15～-25℃にて保存 

 

 
4. 操作および必要となる設備 
実験結果 
DNA ウイルス(HBV、CMV)および RNA ウイルス(HCV、HGV、HIV)陽性試料を用いて High Pure Viral 
Nucleic Acid Kit の性能が確認され、RT-PCR による解析で、特異性および感度について良好な
結果が示されています。 
 
代表的な結果 
各調製試料を PCR(DNA)または RT-PCR(RNA)のテンプレートとして使用しました。これら全てのテ
ンプレートから、特異性の高い PCR 産物が高収量で得られました。 
 
5. 付録 
5.1 トラブルシューティング 
トラブルシューティング表 

問題点 原因として考えられること 対処方法 
核酸の収量および
精製度が低い 

バッファーの保存条件が適
切でなかった。 

キットを受け取ったら、直ちに 15℃
から 25℃にて保存します。 

バッファーまたはその他の
試薬が劣化する条件下に置
かれた。 

・全てのバッファーを 15℃から 25℃
保存します。 
・全ての試薬ボトルについて、それ
ぞれ使用後に栓をしっかりと閉め、
pH、安定性、およびコンタミネーシ
ョンフリーの状態を保ちます。 
・凍結乾燥試薬はいずれも、再懸濁
した後に分注し、2℃から 8℃または
-15℃から-25℃にて保存します(操作
マニュアルの指示通り)。 

洗浄バッファーまたは阻害
剤除去用バッファーにエタ
ノールを加えなかった。 

1.これらのバッファーの使用前に、
無水エタノールを加えます。 
2.エタノールを加えた後、バッファ
ーをよく混合し、15℃から 25℃にて
保存します。 
3.バッファーの容器に、エタノール
添加の有無について常に記入するよ
うにします。 

試薬と試料とが完全に混合
されていなかった。 

各試薬を加えた後、必ず試料チュー
ブをよく混合します。 

核酸が水にほとん
ど溶出されない。 

水の pHが適切でなかっ
た。 

キットで供給される以外の水やバッ
ファーを使用してフィルターチュー
ブから核酸を溶出する場合、それら
の pHがキットに含まれる溶出バッフ
ァーと同等であることを確認しま
す。 

精製核酸の吸光度
(A260nm)の値が高す
ぎる。 

グラスファイバーが核酸と
ともに溶出され、吸光度測
定の妨げになっている。 

試料を最大スピードで 1分間スピン
します。 
もとのチューブの底のグラスファイ
バーを取り出さないように注意しな
がら、上清を新しいチューブに移し
ます。 

RNA の収量が低い RNase 活性レベルが高い。 ・RNase フリーの操作環境になるよ
う、注意を払います。 
・試料を直ちに処理するか、あるい
は使用時まで-80℃にて保存します。 
・溶出した RNA を RT-PCR などの試料
として直接使用するか、あるいは速
やかに-80℃にて保存します。 

キャリアーRNA が完全に溶
解されていない。 

溶液の調製(3.2)に概説される指示に
したがい、キャリアーRNA を加えた
溶解/結合バッファー溶液を調整しま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



プロティナーゼ K消化が完
全でなかった。 

以下の方法により、凍結乾燥プロテ
ィナーゼ Kが完全に溶解したことを
確認します。 
1.溶出バッファー 5ml を、凍結乾燥
プロティナーゼ Kを含むガラス容器
にピペットで加えます。 
2.容器に栓をし、凍結乾燥物が全て
溶解するまで(容器のふたに付いたも
のも含む)容器を手で上下逆さにして
混合します。 
3.この酵素再懸濁液を分注し、各分
注に再懸濁の日付を記入し、-15℃か
ら-25℃にて保存します。 
ノート: 再懸濁したプロティナーゼ
Kは、適切は保存条件下で 12ヶ月間
安定です。 

 
5.2 操作に役立つヒント 
遠心分離 
標準的な卓上型マイクロ遠心分離機(Eppendorf 5415C など)を使用する際の、回転数 (rpm)と遠
心力(g)との対照表として、下表をご利用ください。 

回転数(rpm) 遠心力(×g) 
14000 13000 
12000 10000 
10000 7000 
8000 4500 
5500 2200 
5000 2000 

 
リファレンス 
1 Vogelstein, B. & Gillepie, D. (1979) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, 615-619 
 
関連製品 

製品名 包装単位 製品番号 
High Pure PCR Product Purification Kit 50 精製反応 

250 精製反応 
1 732 668 
1 732 676 

High Pure PCR Template Preparation Kit 100 精製反応 1 796 828 
High Pure Viral Nucleic Acid Kit 100 精製反応 1 858 874 
High Pure RNA Isolation Kit 50 精製反応 1 828 665 
High Pure Viral RNA Kit 100 精製反応 1 858 882 
 
6. 操作のクイックリファレンス 
ステップ 操作 容量 rpm と時間 

温度と時間 
1 ヌクレアーゼフリーの 1.5 ml マイクロ遠心チ

ューブに、以下の組成を加え、速やかに混合
します。 
・血清、血漿、または全血 
・キャリアーRNA の希釈溶液(キャリアーRNA
を加えた結合バッファー) 
・プロティナーゼ K溶液 
・インキュベートします。 

 
 
200μl 
200μl 
 
50μl 

 
 
 
 
 
 
72℃にて 10
分間 

2 結合バッファーを加えて混合します。 100μl  
3 ・High Pure フィルターチューブを、回収用

チューブに挿入します。 
・試料全量をフィルターチューブ上部のバッ
ファー受けにピペットで加えます。 

  

4 ・High Pure フィルターチューブを回収用チ
ューブに挿入したまま、標準的な卓上型遠心
分離機内に設置します。 
・標準的な卓上型遠心分離機を用いて、遠心
分離します。 

  
 
 
8000×gにて
1分間 

5 ・フィルターチューブを回収用チューブから
取り出し、回収用チューブと排出液を捨てま
す。 
・フィルターチューブを、新しい回収用チュ
ーブに挿入します。 

  

6 ・フィルターチューブ上部のバッファー受け
に、阻害剤除去用バッファー(バイアル 4a、
黒色)を加えます。 
・遠心分離します。 

500μl  
 
8000×gにて
1分間 

7 ・フィルターチューブを回収用チューブから
取り出し、回収用チューブと排出液を捨てま
す。 
・フィルターチューブを、新しい回収用チュ
ーブに挿入します。 

  

8 ・フィルターチューブ上部のバッファー受け
に、洗浄バッファー(バイアル 4、青色)を加
えます。 
・遠心分離します。 
・この洗浄操作を再度繰り返します。 
・さらに遠心分離とスピンを行い、洗浄バッ
ファーを完全に取り除きます。 

450μl  
 
8000×gにて
1分間 
最大スピード
(約 13,000×
g)にて 10 秒
間 

9 ・回収用チューブと排出液を捨てます。 
・フィルターチューブを、ヌクレアーゼフリ
ーの 1.5ml 反応チューブに挿入します。 

  

10 ・フィルターチューブ上部のバッファー受け
に、溶出バッファー(バイアル 5、無色)を加
えます。 
注意: 全血を試料とする場合には、この溶出
バッファーを予め 70℃に温めてからフィルタ
ーチューブに加えます。 
・フィルターチューブを反応チューブに挿入
したまま、遠心分離します。 

50μl  
 
 
 
 
8000×gにて
1分間 

11 反応チューブ(マイクロ遠心チューブ)に、安
定なウイルス核酸が溶出されます。 
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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/1858874a.pdf 
 

 


