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一般研究用 in vitro 実験用 

High Pure RNA Tissue Kit 
組織からトータル RNA を分離するためのキット 

Cat. No. 12 033 674 001 

50 反応用 

Ver.1/2003.01 

保存温度 15～25℃ 

 

1. まえがき 
1.1 キットの内容 
危険性のある化学物質 
Lysis/Binding Buffer および Wash Buffer I には、刺激性の
ある塩酸グアニジンが含まれているため、取り扱いに注意し
て下さい。常に手袋を着用し、一般的な安全基準にしたがっ
て操作を行って下さい。 
 

キットの内容 
ボトル 

キャップ色 

ラベル 

 

内容および機能 

１ 

緑キャップ 

Lysis/-binding 

buffer 

25 mL 

4.5 M塩酸グアニジン、100 mM 

リン酸ナトリウム、 

pH 6.6 (25℃) 

2 

白キャップ 

DNase I 凍結乾燥、10 kU DNase I 

試料中に存在する不要な DNA

の消化用 

3 

白キャップ 

DNase 

Incubation 

Buffer 

10 mL 

1 M NaCl、20 mM Tris-HCl、10 

mM MnCl2、pH 7.0 (25℃) 

4 

黒キャップ 

Wash Buffer I 33 mL、エタノール 20 mLを加

えます。 

5 M 塩酸グアニジン、20 mM 

Tris-HCl、pH 6.6 (25℃) (エタノ

ールを加えた後の最終濃度) 

5 

青キャップ 

Wash Buffer I 10 mL、エタノール 40 mLを加

えます。 

20 mM NaCl、2 mM Tris-HCl、

pH 7.5 (25℃)  

(エタノールを加えた後の最終

濃度) 

6 

無色キャッ

プ 

Elution Buffer 30 mL 

ヌクレアーゼフリー、滅菌再蒸

留水 

 High Pure1) 

Filter Tubes 

High Pureフィルターチューブ 

50本×1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。700

μLまでの量の試料用。 

 Collection Tubes ポリプロピレン製チューブ(2 

mL用) 50本×1袋。 

 

追加で必要となる設備 
・エタノール 
・標準的な卓上型マイクロ遠心分離機（13,000×g） 
・滅菌済み 1.5 mL 用マイクロ遠心チューブ 
・乳鉢と乳棒、または電動ホモジナイザー(Ultra Turrax2 な
ど) 
 

2. はじめに 
2.1 製品の概要 
キットの原理 
完全な状態の RNA を精製することは、遺伝子発現解析に必須
の条件です。逆転写反応、ノーザンブロッティング、RNase
プロテクションアッセイなどの RNA を用いる一般的な実験に
は、分解されていない完全な状態の RNA が不可欠です。組織
サンプルを、塩酸グアニジンを含む変性バッファー中でホモ
ジナイズし、RNase を不活性化させ、完全な状態の RNA を精
製しなければなりません。エタノールを含むカオトロピック
塩(塩酸グアニジン)存在下で、RNA はグラスファイバーと結
合します。グラスファイバーに DNase I を添加して、試料中
にの不要な DNA を分解します。「洗浄とスピン」のステップを
繰り返し、不要な細胞成分を除去する間、RNA はグラスファ
イバーに結合したまま維持されます。最終的に、低塩濃度バ
ッファーにより、RNA をグラスファイバーから溶出します。
このキットの操作フローでは、エタノール沈殿や有機溶媒に
よる精製などの煩雑な操作は不要です。 
 

基本的な操作ステップ 
1. Lysis/Binding Buffer中で組織サンプル（最大 25 mg）をホ

モジナイズします。 

2. RNAをグラスファイバーに結合させます。 

3. DNase Iを用いて、サンプル中に存在する不要な DNAを
分解します。 

4. 洗浄により、塩、タンパク、およびその他の細胞性不純
物を除去ます。 

5. Elution Bufferを用いて RNAを溶出します。 
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アプリケーション 
High Pure RNA Tissue Kit は、組織サンプルからインタクト
なトータルRNAを精製するためのキットです。精製されたRNA
は、RT-PCR のテンプレートとして、またノーザンブロットに
直接使用することが可能です。 
 

対象サンプル 
固形組織(マウス肝臓、脾臓、肺、心臓など) 
1～10 mg (乳鉢/乳棒による破砕) または 
1～25 mg (電動式ホモジナイザー) 
 

操作時間 
操作全般にかかる時間: 電動式ホモジナイザーを用いた場合
は約 30 分間。 
 

反応回数 
50 回 
 

品質管理 
・Lysis/Binding Buffer 中で組織をホモジナイズした後、キ
ットの説明書に従い RNA を精製します。 
・260 nm の吸光度測定により、RNA 収量を決定します。 
・変性アガロースゲル電気泳動でリボゾーム RNA のバンドパ
ターンを観察し、インタクトであることを確認します。 
・精製した 10μLの RNA をテンプレートとして、M-MuLV 逆転
写酵素および p(dT)15 をプライマーとして用いたファースト
ストランド cDNA 合成を行います。Expand3) High Fidelity PCR 
System およびグリセルアルデヒド-3-リン酸(GAPDH)をプラ
イマーとして用いて PCR 反応を行い、983 bp のアンプリコン
が得られることを確認します。 
・RT 反応無しで PCR を行い、アンプリコンが得られないこと
から、DNA のコンタミネーションが無いことを確認します。 
 

キットの安定性 
本キットは 15～25℃で保存して下さい。キットの構成品は、
15～25℃でラベルに表示される期限まで安定です。 
DNase I 凍結乾燥を Elution Buffer に溶解した後、この DNase
溶液を小分け分注して-15～-25℃で保存します。約 12 ヶ月間
安定です。 
 

2.2 製品の特長 
予想される収量 
組織のタイプに応じて、組織 1mg 当たり 0.3～3μg のトータ
ル RNA。 
 

利点 
・有害な物質を使用しません。CsCl 密度勾配遠心分離や、有
機溶媒は不要です。 
・精製した RNA をそのまま次の実験に使用することができま
す。アルコール沈殿は不要です。 
 

3. 操作および操作に必要な設備 
3.1 実験を始める前に 
注意点 
RNase のコンタミネーションを防ぐため、滅菌済みディスポ
ーザブルのポリプロピレン製チューブおよびチップを使用す
ることをお勧めします。アッセイを行う間、手袋を着用して
下さい。 
 

3.2 溶液の調製 
溶液の調製 
バイアル
番号キャ
ップの色 

主な組成 調製方法 保存と安
定性 

用途 

バイアル
2 
白色 

DNase I 凍結乾燥品の
DNaseI を 550μL 
の Elution Buffer
で溶解します。 

-15～
-25℃で
保存。12
ヶ月間安
定。 

組織中に
含まれる
ゲノムDNA
を消化除
去します。 

バイアル
4 
黒色 

Wash 
BufferⅠ 

エタノール 20 mL
を加えます。 
ノート: エタノー
ルを加えた日付を
ボトルに明記しま
す。 

15～25℃
で保存。 

不純物を
洗浄除去
します。 

バイアル
5 
青色 

Wash 
BufferⅡ 

エタノール 40 mL
を加えます。 
ノート: エタノー
ルを加えた日付を
ボトルに明記しま
す。 

15～25℃
で保存。 

不純物を
洗浄除去
します。 

 

3.3 試料物質の取り扱いと保存 
RNAの安定性 
組織サンプル中の RNA は、内在性 RNase による分解のリスク
があります。したがって、組織サンプルは液体窒素中で速や
かに凍結させ-60℃以下で保存するか、採取後できるだけ早く
処理を行わなければなりません。凍結組織は操作中(計量な
ど)に融解させないようにします。試料をホモジネナイズした
後、Lysis/Binding Buffer 中で-60℃以下の温度で保存する
ことも可能です。また保存の期間や条件に応じて収量が変わ
る場合があります。 
 

3.4 試料物質の破砕とホモジネート 
試料の破砕とホモジネート 
組織サンプルを効率よくホモジネナイズすることは、組織内
の RNA を分離する上で非常に重要です。サンプル中に含まれ
る RNA をすべて遊離させるためには、細胞やオルガネラの細
胞壁および原形質膜を完全に破砕するしなければなりません。
破砕が不完全な場合、結果として収量が大幅に減少します。
ホモジネナイズは、破砕した細胞ライセート(溶解液)の粘性
を低下させるために必要です。ホモジネナイズにより高分子
DNA やその他の高分子細胞物質が切断され、均一なライセー
トになります。ホモジネナイズが不完全であると、結果とし
て収量が大幅に減少します。破砕と同時にサンプルをホモジ
ネナイズする方法や、破砕の後にホモジネナイズを別のステ
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ップで行う方法があります。 
 

電動ホモジナイザー(Rotor-Stator Homogenizer)を使用した細
胞の破砕とホモジネナイズ 
Lysis Buffer 中で、電動ホモジナイザーを用いて 5秒から 90
秒で組織を強力に破砕し、同時にホモジネナイズします。所
要時間は組織のホモジネナイズのしやすさに応じて異なりま
す。ランダムな撹拌と機械的な切断との組み合わせにより、
組織が破砕されホモジネートされます。ホモジナイザーの先
端が常に溶解液中に浸っているよう、またこの先端がチュー
ブの片側に固定されるよう注意し、試料の泡立ちを最小限に
抑えることが必要です。 
 

乳鉢と乳棒を使用した細胞の破砕 
ノート: この操作ステップは細胞の破砕のみです。ホモジネ
ートは別のステップで行って下さい。 
液体窒素中で組織を速やかに凍結し、液体窒素上に設置した
乳鉢と乳棒を用いて組織を細かな粉末状になるまで粉砕しま
す。この凍結組織粉末を、350μL の Lysis/Binding Buffer
を含むチューブ内に移します。可能な限り速やかにホモジネ
ナイズのステップに移ります。 
 

シリンジと注射針を使用したホモジネート 
破砕後の組織ライセートを、シリンジと注射針を用いてホモ
ジネートすることができます。ライセートを 20 ゲージの注射
針を装着した滅菌済みプラスチック製シリンジ内に吸出し、
押し出す操作により、高分子 DNA が切断されます。ライセー
トを少なくとも 5～10 回、あるいは均一なライセートになる
まで注射針で吸い上げ、押し出します。 
 

3.5 分離操作 
基本的な反応 
1. 組織の破砕およびホモジネート法により、ヌクレアーゼ

フリー 1.5 mLマイクロ遠心チューブに以下のいずれか
の組成を加えます。 

・400μLの Lysis/Binding Bufferおよび適量の凍結組織
（最大 25 mg）を加えます。電動式ホモジナイザー（Ultra 

Turraxなど）を使用して組織を破砕、ホモジネートしま
す（操作を容易にし、ロスを最小限にするため、Lysis 

Bufferを増量する必要がある場合があります）。  

あるいは 
・400μLの Lysis/Binding Bufferおよび適量の凍結組織
粉末（乳鉢と乳棒を用いて粉砕）を加え、このライセー
トをシリンジに装着した 20ゲージ注射針に 5～10回通
します。収量を最適にするために、使用する組織の重量
が 10 mgを上回らないようにします。 

2. マイクロ遠心分離機内で、ライセートを最大スピードで
2分間遠心分離し、回収された上清のみを次のステップ
に使用します（極めて微量の不溶性物質の存在により、
ペレットを見えない場合があります）。 

3. ライセートの上清に、200μL（0.5 倍量）のエタノール

を加え、よく混合します（ホモジネナイズの途中でライ
セートのロスが生じた際には、これに応じて加えるエタ
ノールの容量を減らします）。 

4. 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（最大 700μLまで）。 

5. 標準的な卓上型遠心分離機内で、最大スピードで 30 秒
間遠心分離します。 

ノート: この遠心分離のステップの後、グラスファイバ
ー製フリースは乾燥していなければなりません。フリー
スが乾燥していないように見える場合には、遠心分離の
時間を長くする必要があります。 

6. 回収用チューブに排出された液を捨て、同じ回収用チュ
ーブを再びフィルターチューブと組み立てます。 

7. 各分離反応当たり 90μLの DNase Incubation Buffer（白
色キャップ）を、滅菌済み 1.5 mL反応チューブにピペ
ットで加え、これにそれぞれ 10μLの DNase I希釈溶液
を加えて混合します。この溶液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移し、室温で 15 分間
インキュベートします。 

8. 500μLの調製済みのWash Buffer I（黒色キャップ）を
フィルターチューブ上部のバッファー受けに加え、
10,000 rpm (8,000×g)で 15秒間遠心分離します。 

排出液を捨て、再び同じ回収用チューブをフィルターチ
ューブと組み立てます。 

9. 500μLの調製済みのWash Buffer II（青色キャップ）を
フィルターチューブ上部のバッファー受けに加え、
8,000×gで 15秒間遠心分離します。 

排出液を捨て、再び同じ回収用チューブをフィルターチ
ューブと組み立てます。 

10. 300μLの調製済みのWash Buffer II（青色キャップ）を
フィルターチューブ上部のバッファー受けに加え、最大
スピード(約 13,000×g)で 2分間遠心分離し、チューブ内
に残った洗浄バッファーを取り除きます。 

11. 回収用チューブから慎重にカラム（フィルターチューブ）
を取り出すことにより、カラムと排出液との接触による
エタノールのキャリーオーバーを防ぎます。エタノール
がカラム内に残存すると、回収した RNA産物を使用す
る反応の妨げになる場合があります。 

12. 100μL の Elution Buffer（無色キャップ）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。 

8,000×gで 1分間遠心分離します。 

13. マイクロ遠心チューブ（反応チューブ）中に、RNA が
溶出されます。 

 

3.6 試料の保存 
下表を参照下さい。 
 使用または保存方法 

すぐに使用する場合 精製したRNA は直接RT-PCRに使用できます。 

保存する場合 精製した RNA を-80℃で保存します。 
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4. 代表的な結果 
収量 
分離された RNA の濃度および精製度を、分光光度計を用いた
260 nm および 280 nm の吸光度測定により決定することがで
きます。260 nm における吸光度 1ユニットは、RNA 40μL/mL
に相当します。260 nm および 280 nm の吸光度値の比は RNA
の精製度の概算値になり、この値が 2.0 であることが必要で
す(20 mM Tris-HCl、pH 7.5 中に希釈した RNA の場合)。 
トータル RNA の収量は試料物質によって異なり、また使用す
る組織の量や組織の破砕方法などにより変わります。マウス
筋肉組織では、収量を分光光度測定で決定することができま
せんが、分離されたRNAをテンプレートとしたRT-PCRの結果、
特異的なシグナルが得られました。 
 

組織タイプ（マウス） 収量 

肝臓 0.5～2.8μg/mg 

腎臓 0.5～1.0μg/mg 

脾臓 0.5～3.0μg/mg 

肺 0.3～0.5μg/mg 

心臓 0.3μg/mg 

筋肉 ND 

 

純度と完全性 
精製された RNAは、DNAやヌクレアーゼなどの RT-PCRの
妨げになる成分を一切含みません。 

逆転写反応を行わずに PCR を実行し増幅産物が得られない
ことから、DNAのコンタミネーションが無いことが確認され
ています。 

High Pure RNA Tissue Kitで精製されたトータル RNAがイン
タクトな状態にあることは、変性アガロースゲル電気泳動と
エチジウムブロマイド染色により確認されています。染色ゲ
ル上で、リボゾームRNAの各バンドが明瞭に確認されます。
28Sリボゾーム RNAのバンドは、18S RNAのバンドのおよ
そ 2倍量として確認されます（マウス組織の場合）。 

 

5. 付録 
5.1 トラブルシューティング 

問題点 原因として考えら
れること 

対処方法 

RNA の収量および
精製度が低い 

キットの保存条件
が最適でなかっ
た。 

15～25℃で保存し
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。 

バッファーは15～
25℃で保存しま
す。 
・使用後の試薬ボ
トルはしっかりと
キャップを閉めて
保存します 
・凍結乾燥試薬は、

再懸濁した後に小
分け分注し、-15
～-25℃で保存し
ます。 

 Wash Buffer にエ
タノールを加えな
かった。 

洗浄バッファーに
はエタノールを
加えます。 
エタノールを加え
た後、よく混合
し、15～25℃で保
存します。 

 試薬と試料とが完
全に混合されてい
なかった。 

資料に試薬を加え
た後は、よく混合
します。 

 組織の保存および
取り扱いの条件が
適切でなかった。 

新鮮な組織を用
い、直ちに破砕す
るか、組織を急速
凍結して-60℃以
下で保存します。
凍結した組織は、
Lysis/Binding 
Buffer中で破砕す
る前の操作で絶対
に融解させないよ
うにします。 

 ステップ 3 でライ
セートにエタノー
ルを加えなかっ
た。 

ライセートに 0.5
倍量のエタノール
を加えるステップ
は、RNA のグラス
ファイバーへの結
合を促進するため
に必要です。 

 RNase 活性レベル
が高い。 

RNase フリーの操
作環境になるよ
う、注意します。 
試料を速やかに処
理するか、処理す
るまで-60℃で保
存します。 
精製した RNA をす
ぐに実験に使用す
るか、-80℃で保存
します。 

組織のホモジネー
トに粘性があり、
ピペットで採取し
にくいため、RNA
収量が低い。 

組織の破砕やホモ
ジネートの方法が
適切でない。 

溶解/結合バッフ
ァ ー
(Lysis/Binding 
Buffer) 350μL を
加え、ホモジネー
トのステップを再
度繰り返し、粘性
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を減少させます。 
 試料物質の量が多

すぎる。 
試料物質の量を減
らし、あるいは溶
解/結合バッファ
ーの量を増やしま
す。 

フィルターチュー
ブが詰まる。 

組織の破砕やホモ
ジネートの方法が
適切でない。 

電動式ホモジナイ
ザーによる破砕の
時間を長くする
か、シリンジ/注射
針に通す回数を増
やすなど。 

DNA のコンタミネ
ーション 

グラスファイバー
製フリースから溶
解/結合バッファ
ーが完全に取り除
かれていない。 

ステップ 4 の遠心
分離の時間を長く
します。 

精製 RNA 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。 

1.溶出された精製
RNA を含むチュー
ブから High Pure
フィルターチュー
ブを取り出し、精
製 RNA を含むチュ
ーブを最大スピー
ドで 1 分間スピン
します。 
2.上清を新しいチ
ューブに移しま
す。この際にもと
のチューブの底に
沈んでいるグラス
ファイバーを取り
出さないよう注意
します。 

精製 RNA 試料が、
アガロースゲルの
ウェルから浮き出
る。 

溶出した RNA 中に
エタノールが含ま
れる(洗浄バッフ
ァーからのキャリ
ーオーバー) 

1.洗浄ステップの
後、High Pure フ
ィルターチュー
ブの底が排出液
に接触したまま
にしないように
注意します。 
2.回収用チューブ
から排出液を完

全に除去して捨
てた後、フィルタ
ーチューブを再
度この回収用チ
ューブに挿入し
て、30 秒間遠心分
離します。 
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5.3 関連製品 
キット 

製品名 包装単位 製品番号 
High Pure RNA Isolation Kit 50 回 11828665001 
High Pure PCR Product 
Purification Kit 

50 回 
250 回 

11732668001 
11732676001 

High Pure PCR Template 
Preparation Kit 

100 回 11796828001 

HIGH PURE は Roche の商標です。 
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