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RNA 9000 Purity & Integrity キット 1
RNA 9000 Purity & Integrity キットは、RNA フラグメントをサイズ別に分離し、RNA 調製物に存在
しうる不均一性や不純物を定量するためのサンプル調製用の試薬と消耗品、および方法を提供し
ます。

本書では、RNA 9000 Purity & Integrity キットを用いたサンプル調製法について説明します。ま
た、BioPhase ソフトウェアを使用したデータ収集とデータ分析の手順も説明します。

このアプリケーションガイドの情報は、出発点としてご利用ください。必要に応じて、注入時間、電
圧、注入タイプ、その他のパラメータを変更し、最適な条件を探し出してください。

注: システムを安全に使用する手順については、次のドキュメントを参照: オペレータガイド。

安全性
原料と試薬の適切な取り扱いに関する情報については、sciex.com/tech-regulatory で入手可能な
安全データシート (SDS) を参照してください。標準的なラボの安全ガイドラインに常に従ってくださ
い。有害物質情報については、有害物質情報を参照してください。

使用目的
RNA 9000 Purity & Integrity は、検査室専用です。

はじめに
RNA 9000 Purity & Integrity キットは、次世代 RNA 治療に取り組むバイオ医薬品科学者向けに
設計されています。このキットは、高い分析分解能を提供し、メソッドの複雑さを軽減し、移植性を簡
素化します。このキットは、PA 800 Plus システムと BioPhase 8800 システムの両方で検証されて
います。

この方法論では、RNA サンプルを熱変性させた後、氷水浴で直ちに冷却します。これにより、核酸
は分離中に最も一貫した移動性を提供する構造に強制的に取り込まれます。

RNA サンプルは、交換可能なポリマーゲルを含むベアフューズシリカキャピラリー内でサイズによ
って分離され、同時に逆電気浸透流（EOF）を制限しながらふるい分け選択性を提供します。蛍光
標識色素 SYBR™ Green II RNA Gel Stain は 1 試薬の調製中にポリマーゲルマトリックスに添加
されます。この色素は RNA 分子に優先的に結合するため、RNA は分離中にレーザー誘起蛍光
（LIF）によって検出されます。

ワークフロー

ワークフローは以下の手順で構成されています。

1. 分析するサンプル数、複製数を決定します。

1 SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は再販不可です。
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2. BioPhase ソフトウェアを使用して、メソッドを作成または変更します。次のセクションを参照: メ
ソッド。

3. シーケンスとサンプルおよび試薬プレートのレイアウトを作成します。次のセクションを参照: シ
ーケンスの作成。

4. サンプルを調製します。次のセクションを参照: サンプルの調製。

5. サンプルと試薬のプレートレイアウトを使用して、プレートを準備します。

6. BioPhase 8800 システムにプレートをセットします。次のセクションを参照: サンプルのインレッ
トとアウトレットのプレートをセットするおよび試薬のインレットとアウトレットのプレートをセットす
るを参照してください。

7. 前面パネルからシーケンスを開始します。次のセクションを参照: サンプルを実行する。

8. シーケンスが終了したら、BioPhase Analysis ソフトウェアでデータを解析します。次のセクショ
ンを参照: データの分析。

RNA 9000 Purity & Integrity キット

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
6/62

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B



必要な機器と材料 2
注: 再注文部品番号の付いたアイテムの場合、再注文数量はキット数量と異なる場合があります。

注: RNA 9000 Purity & Integrity キット（PN C48231）内の ssRNA Ladder は、保管上の理由から
他のキットコンポーネントとは別に出荷されます。

表 2-1 : RNA 9000 Purity & Integrity キット（PN C48231）

コンポーネント 数量 部品番号の再注
文

Acid Wash/Regenerating Solution（0.1 M HCl） 100 mL 該当なし

CE Grade Water（140 mL） 2 C48034

LIF Performance Test Mixture 20 mL 726022

Nucleic Acid Extended Range Gel（140 mL） 2 該当なし

ssRNA Ladder（0.05 kb ～ 9 kb）（別に出荷） 70 μL 該当なし

SYBR™ Green II RNA Gel Stain2 （500×）（0.11 mL） 7 該当なし

表 2-2 : SCIEX の追加材料

コンポーネント 数量 部品番号

（オプション）Capillary Performance Run Buffer A 1 338426

（オプション）Sample Loading Solution 6 mL 608082

キャピラリーカートリッジクーラント（450 mL） 1 359976

フィルター、520 nm 発光フィルター 1 144.940

BioPhase 8800 ベアフューズドシリカキャピラリーカートリッ
ジ（内径 50 µm × 30 cm キャピラリー）

1 5080121

BioPhase 8800 アウトレットプレート 20 5080315

BioPhase 8800 試薬プレート 20 5080314

BioPhase 8800 サンプルプレート 20 5080313

BioPhase 8800 スタータープレートパック（サンプルプレート
× 4、試薬プレート× 4、アウトレットプレート× 8）

1 5080311

2 SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は再販不可です。
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表 2-3 : 追加の必要な試薬または材料

説明 ベンダー 部品番号

（オプション）0.45 μm の細孔径膜を持つ Acrodisc 32 mm
シリンジ フィルター

Pall 4654

（オプション）Luer-Lok チップディスポーザブルシリンジ（10
mL）

BD 309604

（オプション）ヌクレアーゼフリー水（10 × 2 mL） Integrated DNA
Technologies

11-04-02-01

RNaseZap RNase 除染液（250 mL） サーモフィッシャ
ーサイエンティフ
ィック

AM9780

X-Pierce フィルム USA Scientific 2997-0100

保管条件
• 受領後、次のものを 2 °C 〜 8 °C で保管します。

• Nucleic Acid Extended Range Gel

• LIF Performance Test Mixture

• 受領後、直ちに SYBR™ Green II RNA Gel Stain3 をアルミホイルで包んで SYBR™ Green II
RNA Gel Stain のフォトブリーチングを抑え、-35 ℃ ～ –15 °C で保管します。

• 受領後、ssRNA Ladder を -35 °C 〜 -15 °C で保管します。

• 残りのキットの内容は室温で保管してください。

顧客が用意する機器および材料
• パウダーフリー加工の手袋（ネオプレンまたはニトリル製のものを推奨）

• 安全メガネ

• ラボ用白衣

• PCR チューブ、0.2 mL flat-cap ヌクレアーゼフリー（VWR USA PN 20170-012 または VWR
EUR PN 732-0548）

• テーブルトップ小型遠心分離機

• マイクロ遠心分離機または同等品、およびヌクレアーゼフリー微小遠心分離機

• ボルテックスミキサー

• ピペットと適切なヌクレアーゼ フリーのヒント。

試薬プレートの調製には、リピーターピペットまたはそれに相当するものをお勧めします。

• 37 °C ～ 100 °C の温度に対応したウォーターバスまたはヒートブロック

3 SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は再販不可です。
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• 分析バランス

• 氷

必要な検出器
488 nm の励起光源と 520 nm の発光フィルターを搭載したレーザー誘導蛍光検出器が必要で
す。

必要なカートリッジ

注意: 結果が不正確になる可能性。カートリッジを RNA 9000 Purity & Integrity キットで使用して
いる場合、同じカートリッジを他の用途に使用しないでください。緩衝液の違いやサンプルの種類に
よって、サンプルのキャリーオーバー、非特異的結合、分離不良が起こることがあります。

BioPhase 8800 BFS キャピラリーカートリッジと内径 50 µm × 30 cm のキャピラリーが必要です。

次の表を参照: 表 2-2。

キャピラリーの調整

注意: 結果が不正確になる可能性。キャピラリーの洗浄に塩基性溶液を使用しないでください。溶
液がキャピラリー壁を負イオン化し、サンプルとの非特異的相互作用が生じ、分離不良やサンプル
の劣化を引き起こす可能性があります。

初めてカートリッジを使用する前に、コンディショニングメソッド - RNA 9000 メソッドを使用してキャ
ピラリーを調整します。

メソッドとシーケンス

BioPhase ソフトウェアを使用するシステムの場合

注: 検証済みのメソッドとシーケンスは、BioPhase ソフトウェアに付属しています。メソッドがない場
合は、手動で作成できます。次のセクションを参照: メソッド。

検証済みのメソッドとシーケンスは、SCIEX Web サイトからダウンロードできます。次のセクション
を参照: 必要なファイルをダウンロードして構成。

以下のメソッドとシーケンスが必要です。

• コンディショニングメソッド - RNA 9000：最初に使用する前にキャピラリーを調整します。

• 分離メソッド - 動電注入 - RNA 9000: サンプルの動電注入を使用してサンプルの分離を実行し
ます。

• シャットダウンメソッド - RNA 9000：保管のために、シーケンスの終了時にキャピラリーをクリー
ニングして洗浄し、ランプを消灯します。

• キャピラリーリンス - RNA 9000: 必要に応じて、シーケンス間でキャピラリーを洗浄します。

• RNA 9000 テストシーケンス - 動電サンプル注入: 動電サンプル注入を用いた分離メソッドによ
るシーケンス。

必要な機器と材料
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シーケンスの作成

注: この手順は、BioPhase ソフトウェアに精通していることを前提としています。詳細な手順につい
ては、次のドキュメントを参照: ソフトウェアヘルプシステム。

この手順では、BioPhase ソフトウェアに付属のテンプレートを使用して、シーケンスを作成する方法
を説明します。テンプレートは、最初の列に ssRNA Ladder、2 番目と 3 番目の列に 16 個のサンプ
ルを使用して設定され、ソフトウェアに付属している検証済みのメソッドを使用します。

テンプレートを使用せずにシーケンスを作成することも可能です。多くの場合、コンディショニングメ
ソッドで始まり、分離メソッド、シャットダウンメソッドという順序になります。シャットダウンメソッドをエ
ラー回復メソッドとして割り当てる必要があります。次のドキュメントを参照: Software Help
System。

1. BioPhase ソフトウェアの Home ページで、Sequence Editor をクリックします。

2. Open Sequence をクリックします。
Open a Sequence ダイアログが開きます。

3. RNA 9000 テストシーケンス - 動電サンプル注入 を検索し、選択します。

a. （オプション）Start Date と End Date を入力して検索するか、カレンダーアイコンをクリッ
クして日付を選択し、Search クリックします。
利用可能なプロジェクトフォルダが、Folder Name ペインに表示されます。

b. RNA 9000Projects フォルダをクリックします。
プロジェクトで利用可能なシーケンスは、右表のとおりです。

c. 表で RNA 9000 テストシーケンス - 動電サンプル注入 をクリックし、Open をクリックしま
す。
Open a Sequence ダイアログが閉じ、Sequence Summary タブが開きます。

4. Sequence Summary ペインの上にある Edit をクリックします。
Sample Plate Setup タブが開きます。

5. 必要に応じて、次のいずれかを行います。

• サンプルを追加または削除します。

• サンプルウェルに割り当てられたメソッドをクリアします。

• サンプルウェルに別のメソッドを割り当てます。

• Sequence Summary 表で、シーケンスのメソッドに回復メソッドを割り当てます。通常は、シ
ャットダウンメソッドを回復メソッドとして割り当てる必要があります。

詳細な手順については、次のドキュメントを参照: Software Help System。

6. 必要に応じて、Sequence Summary 表の情報を編集します。

必要な機器と材料
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図 2-1 : Sequence Summary 表 - RNA 9000 テストシーケンス - 動電サンプル注入

7. 実行の詳細を表示するには、実行の行の + をクリックします。

8. サンプルプレートと試薬プレートのレイアウトを表示するには、Plates Layout タブを開きます。
必要に応じて、試薬プレート内の試薬の位置を編集します。

9. SAVE クリックし、必要な情報を追加してシーケンスを保存します。

注: エラーが発生した場合、SAVE ボタンは有効になりません。Validation ペインのエラーをす
べて解決し、SAVE をクリックします。

10. （オプション）サンプルプレートと試薬プレートのレイアウトを印刷するには、次を実行します:

a. PRINT をクリックします。
Print Preview ダイアログが開きます。

b. Plate Layout Report をクリックし、Print をクリックします。

c. 印刷オプションを選択し、OK をクリックします。
レポートが印刷されます。

d. 右上の閉じる × をクリックします。
Print Preview ダイアログが閉じます。

必要な機器と材料

アプリケーションガイド
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サンプルの調製 3
RNA を扱うためのベストプラクティス
RNA の分析を成功させるためには、RNase 汚染の制御が重要です。ssRNA Ladder や RNA サ
ンプル分離の前に、RNA の完全性を確保するための注意が必要です。RNase はヒトの皮膚、発
汗、唾液のほか、細菌や真菌の胞子に広く存在しているため、ラボ環境に普遍的に存在していま
す。適切なラボの手順は、RNase からの RNA 分解を制御するのに役立ちます。

1. RNA サンプルを扱うときは、常に手袋を着用し頻繁に交換してください。

2. ベンチ表面、実験ラック、マイクロピペッターには、RNaseZap Rnase 除染液や MP Bio
RNase Erase 除染液などの Rnase 除染試薬を使用しながら、RNase フリーのラボエリアを
指定する。また、紫外線消毒が可能なラボ装置を使用すると、RNase 汚染の制御に役立ちま
す。

3. RNA 使用専用のピペットを使用し、クロスコンタミネーションを減らすために、ヌクレアーゼフリ
ーと認定されたフィルター付きピペット チップを使用します。

4. RNA と接触するものには、ヌクレアーゼ フリーのプラスチック製バイアルと実験器具を使用し
てください。RNA を添加する前に、空気の流れの制限領域で覆い、作業することにより、環境
汚染からプラスチック製品を保護します。

5. RNA サンプル調製時には、ヌクレアーゼフリー水などの試薬を使用してください。RNA サンプ
ル調製時に Sample Loading Solution または脱イオン ホルムアミドを使用すると、RNA を安
定化させ、RNase による RNA 分解を防ぐ環境が促進されます。

注: CE Grade Water はヌクレアーゼフリーとして認定されていません。

ssRNA Ladder を調製

注: 未知の RNA サンプルのサイズを推定するための定性的な基準として ssRNA Ladder を使用
します。定量的な基準を意図したものではありません。

1. ssRNA Ladder を調製します。

a. 最初の実行では、ssRNA Ladder のバイアルを冷凍庫から取り出し、氷上で解凍します。

b. ボルテックス ミキサーを使用して、数秒間簡単に混合してから、遠心分離機を使用してバ
イアルを数秒間回転させ、溶液をバイアルの底に移動させます。

c. 8μL ずつに分けた溶液を測定し、ヌクレアーゼ フリー PCR バイアルに入れます。

d. 1 分割量を取り分け、残りの分割量を –35 °C 〜 –15 °C で保存します。

2. ssRNA Ladder の 8 μL 分割量のうち 1 つを使用します。凍っている場合は氷上で解凍してか
ら使用してください。

3. 次の表の試薬を加えて ssRNA Ladder を希釈します。

サンプルの調製
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表 3-1 : ssRNA Ladder 希釈

試薬 1 サンプルの場合 8 サンプルまでの
場合

ssRNA Ladder 2 μL 17.5 μL

Sample Loading Solution またはヌクレアーゼフリー
水

48 μL 420 μL

4. サンプルを 70 ℃ で 5 分間加熱します。

5. 5 分後、すぐに氷水につけて 2 分以上冷やします。

注: 急冷することで、RNA は最高の分離結果が得られる構造になります。

6. ピペットを使用して、50 μL ～ 200 μL の冷却希釈 ssRNA Ladder をサンプル プレートのウェ
ルに加えます。

注: BioPhase ソフトウェアに付属のシーケンステンプレートでは、列 1 の 8 つのウェルすべて
に ssRNA Ladder が存在する必要があります。

サンプルがあるサンプルプレート上のカラムについては、サンプルアウトレットプレート上の対
応するカラムに 2.0 mL の ゲル緩衝液があることを確認します。

7. サンプルプレートをシステムにセットします。プレートコンパートメントの温度が 10 °C に設定さ
れていることを確認します。

RNA サンプルの調製
1. RNA アリコートを氷上で解凍します。

RNA が分解されるのを防ぐために、サンプルを冷却しておきます。

2. RNA サンプルを Sample Loading Solution またはヌクレアーゼ フリー水で 50 ng/mL ~
50 μg/mL 間で調製します。

RNA 濃度は、1 μg/mL ~ 5 μg/mL を推奨します。

注: より高いサンプル濃度を使用する場合は、分離メソッドの Method Settings タブで PMT
Gain を減少させます。

3. サンプルを 70 ℃ で 5 分間加熱します。

4. 5 分後、すぐに氷水につけて 2 分以上冷やします。

注: 急冷することで、RNA は最高の分離結果が得られる構造になります。

5. ピペットを使用して、50 μL ～ 200 μL をサンプルプレートウェルに加えます。

サンプルがあるサンプルプレート上のカラムについては、サンプルアウトレットプレート上の対
応するカラムに 2.0 mL の ゲル緩衝液があることを確認します。

6. サンプルプレートをシステムにセットします。プレートコンパートメントの温度が 10 °C に設定さ
れていることを確認します。

サンプルの調製
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BioPhase 8800 システム用の準備 4
このセクションの手順で、BioPhase 8800 システムのデータ取得の準備をします。

このセクションの手順は、システムがすでに適切にインストールされ、初期化されていることを前提
としています。

ヒント! 時間を節約するために、シーケンスを開始する 30 分前に光源をオンにして、ウォームアップ
しておきます。

試薬のインレットとアウトレットのプレートをセットする

注: 気泡を防ぐには、ゲル緩衝液を振ったり、激しく混ぜたりしないでください。気泡は分離不良の
原因になることがあります。

注: SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は
再販不可です。

1. 次の表に示す試薬をコニカルチューブに加え、20 回以上静かに転倒させます。

チューブを反転させながら、泡が立たないことを確認します。

注意: 結果が不正確になる可能性。ゲル緩衝液は事前に準備しないでください。ゲル緩衝液に
含まれている SYBR™ Green II RNA Gel Stain が保管中に劣化し、強度の低いピークが発
生する恐れがあります。

表 4-1 : ゲル緩衝液（SYBR™ Green II RNA Gel Stain を使用した Nucleic Acid Extended
Range Gel）

試薬 1 ～ 48 サンプルの
場合

49 ～ 96 サンプル
の場合

Nucleic Acid Extended Range Gel 40 mL 60 mL

SYBR™ Green II RNA Gel Stain 80 μL 120 μL

注: ゲル緩衝液と色素の混合物を本書では「ゲル緩衝液」と呼びます。

ヒント! 準備したゲル緩衝液の入ったバイアルをアルミホイルで包み、SYBR™ Green II RNA
Gel Stain のフォトブリーチングを抑えます。

2. （オプション）0.45 μm Acrodisc シリンジ フィルターと Luer-Lok シリンジを使用して、ゲル緩衝
液をフィルター処理します。

分離中に余分なピークが観察された場合は、緩衝液をフィルター処理します。

BioPhase 8800 システム用の準備
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3. 試薬プレートレイアウトに従って、試薬インレットおよびアウトレットのプレートに試薬を加えま
す。次の図を参照: 図 C-4。

次の表の量を使用します。

注: アウトレットプレートの場合は、面取りされた角が右上にあることを確認してから、プレート
の左側のウェルのみを充填します。右側のウェルはオーバーフロー用であり、空である必要が
あります。

表 4-2 : 試薬インレットプレートと試薬アウトレットプレートの試薬

プレート 試薬

インレットプレート ウェルあたり 800 µL

アウトレットプレー
ト

• 分離または待機のための試薬ウェルあたり 2.8 mL

• 廃棄位置の CE Grade Water のウェルあたり 1.5 mL

4. プレートにフィルムカバーを付けます。

注意: ダメージを与える恐れ。加熱プレートシーラーを使用してシールを貼らないでください。熱
でプレートが破損する恐れがあります。

注: USA Scientific の X-Pierce フィルムのみが検証されています。別のフィルムを使用する場
合は、使用前にテストする必要があります。

5. プレートをスイングバケットローターにセットし、30 g で 4 分間回転させます。バケットのバラン
スが良いことを確認します。

注意: 結果が不正確になる可能性。必ずプレートを回転させて気泡を取り除いてからシステム
にセットしてください。気泡があると、分離に失敗することがあります。

6. プレートに気泡がないか点検します。気泡がある場合は、相対遠心力（RCF）を大きくして再度
プレートを回転させます。

試薬プレートの場合、最大 RCF は 1,000 g です。サンプルプレートの場合、最大 RCF は
375 g です。

7. 前面パネルで Eject Reagent をタッチします。

図 4-1 : Eject Reagent ボタン

プレートコンパートメントが開きます。

8. プレートからフィルムカバーを取り外します。

BioPhase 8800 システム用の準備

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
15/62



注意: ダメージを与える恐れ。フィルムカバーを取り外す前に、プレートをシステムにロードしな
いでください。運転中にフィルムカバーが存在すると、キャピラリーチップが損傷する可能性が
あります。

9. プレートコンパートメントにすでに試薬プレートがある場合は、試薬プレートを取り外してくださ
い。

10. 試薬インレットプレートのノッチがタブと合うように向けて、プレートをプレートキャリアにセットし
ます。

11. 試薬アウトレットプレートの面取りされた隅が左上になるように向けて、プレートキャリアの奥に
プレートをセットします。

12. Load Reagent をタッチします。

図 4-2 : Load Reagent ボタン

プレートコンパートメントが閉じます。

サンプルのインレットとアウトレットのプレートをセットす
る
1. サンプルプレートレイアウトに従って、サンプルをサンプルインレットプレートに加えます。次の

図を参照: 図 C-3。
サンプル量は 100 µL を推奨します。

最小サンプル量は 50 µL です。 最大サンプル量は 200 µL です。

2. サンプルレイアウトに従って、試薬をサンプルアウトレットプレートに加えます。次の図を参照:
図 C-3。

次の表の量を使用します。

サンプルがあるサンプルプレート上のカラムについては、アウトレットプレート上の対応するカラ
ムに 2.0 mL の HR-NCHO Glycan Separation Gel があることを確認します。

注: アウトレットプレートの場合は、面取りされた角が右上にあることを確認してから、プレート
の左側のウェルのみを充填します。右側のウェルはオーバーフロー用であり、空である必要が
あります。

表 4-3 : サンプルアウトレットプレートの試薬

プレート 試薬

アウトレットプレー
ト

• ウェルあたり 2.0 mL のゲル緩衝液

BioPhase 8800 システム用の準備
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3. プレートにフィルムカバーを付けます。

注意: ダメージを与える恐れ。加熱プレートシーラーを使用してシールを貼らないでください。熱
でプレートが破損する恐れがあります。

注: USA Scientific の X-Pierce フィルムのみが検証されています。別のフィルムを使用する場
合は、使用前にテストする必要があります。

4. プレートをスイングバケットローターにセットし、30 g で 4 分間回転させます。バケットのバラン
スが良いことを確認します。

注意: 結果が不正確になる可能性。必ずプレートを回転させて気泡を取り除いてからシステム
にセットしてください。気泡があると、分離に失敗することがあります。

5. プレートに気泡がないか点検します。気泡がある場合は、相対遠心力（RCF）を大きくして再度
プレートを回転させます。

試薬プレートの場合、最大 RCF は 1,000 g です。サンプルプレートの場合、最大 RCF は
375 g です。

6. 前面パネルで Eject Sample をタッチします。

図 4-3 : Eject Sample ボタン

プレートコンパートメントが開きます。

7. プレートからフィルムカバーを取り外します。

注意: ダメージを与える恐れ。フィルムカバーを取り外す前に、プレートをシステムにロードしな
いでください。運転中にフィルムカバーが存在すると、キャピラリーチップが損傷する可能性が
あります。

8. プレートコンパートメントにすでにサンプルプレートがある場合は、サンプルプレートを取り外し
てください。

9. サンプルプレートのアライメントノッチがタブと合うように向けて、プレートをプレートキャリアにセ
ットします。

10. サンプルアウトレットプレートの面取りされた隅が左上になるように向けて、プレートキャリアの
奥にプレートをセットします。

11. Load Sample をタッチします。
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図 4-4 : Load Sample ボタン

プレートコンパートメントが閉じます。

キャピラリーカートリッジの点検

警告! 尖った部分により怪我をする危険。カートリッジの取り扱いは慎重に行ってください。
キャピラリー先端は非常に尖っています。

注意: ダメージを与える恐れ。電極、キャピラリーの端、カートリッジシール、またはカートリッジ本体
でゲル緩衝液またはその他の試薬を結晶化させないでください。電解質の塩の結晶または沈殿物
は、キャピラリーの詰まり、不適切な圧力シール、サンプル注入時のエラー、アーク放電、または漏
電を引き起こす可能性があります。

1. 使用前に、電極、キャピラリーチップ、カートリッジシール、カートリッジ本体のインターフェース
を点検してください。

2. カートリッジの外側にゲルや液体が付着している場合は、湿らせた糸くずの出ないラボ用の布
でカートリッジをクリーニングします。クリーニング後は、必ずカートリッジを乾燥させます。

注: カートリッジのクリーニングに石鹸や洗剤は使用しないでください。

3. キャピラリーチップが塞がっている場合は、次の手順を行います。

a. CE Grade Water を使用して、キャピラリーのインレットを洗浄します。

b. 糸くずの出ないラボ用の布を使って、キャピラリーのインレットを外側に向けて丁寧に拭き
ます。

4. 拡大鏡を使って、キャピラリーウィンドウの両側を点検してください。糸くずなどが付着している
場合は、電子機器用の圧縮空気を短時間噴射して除去します。キャピラリーウィンドウのクリー
ニングには、水またはその他の液体を使用しないでください。

注意: ダメージを与える恐れ。キャピラリーウィンドウのクリーニングに、メタノール、アセトンな
どの有機溶剤を使用しないでください。有機溶剤は接着剤を溶かしてしまい、キャピラリーウィ
ンドウに残留物が残り、検出器に干渉する可能性があります。

5. 糸くずの出ないラボ用の布または綿棒をエタノールまたはイソプロピルアルコールで湿らせ、チ
ップの表面を拭きます。チップを空気乾燥させてからカートリッジを取り付けます。

カートリッジの取り付け

警告! 尖った部分により怪我をする危険。カートリッジの取り扱いは慎重に行ってください。
キャピラリー先端は非常に尖っています。
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警告! 挟み込みの危険。前面パネルを開けるときは、前面パネルの左側に指を入れないよ
うに注意してください。

注意: ダメージを与える恐れ。カートリッジを取り付ける前に、試薬プレートがシステムに取り付けら
れていることを確認してください。取り付けていないとカートリッジが損傷する恐れがあります。

1. カートリッジが冷蔵庫に保管されていた場合は、システム内の結露を防ぐために、カートリッジ
を室温に平衡化させます（約 30 分）。

2. ウェットトレイからカートリッジを取り外します。

3. アーク放電を防ぐために、使い捨てのラボ用の布を使用してカートリッジ本体を乾燥させます。

4. カートリッジの底面を上に向けます。

5. 糸くずの出ないラボ用の使い捨ての布を使用して、キャピラリーと電極がカートリッジから出て
いる部分をやさしく拭きます。シールを損傷しないように注意してください。

図 4-5 : カートリッジの底部

項目 説明

1 アウトレットプレートシール

BioPhase 8800 システム用の準備
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項目 説明

2 インレットプレートシール

6. 試薬プレートがシステムに装着されていない場合は、装着します。次のセクションを参照: 試薬
のインレットとアウトレットのプレートをセットする。

7. 前面パネルを開いて、カートリッジをシステムにセットします。

8. 前面パネルを閉じ、EJECTED をタッチしてカートリッジをロックします。

図 4-6 : イジェクトボタン

カートリッジの寿命を超えた場合は、警告メッセージが前面パネルのログに追加されます。警

告メッセージを表示するには、フロント パネルのステータス領域で  をタッチします。カートリ
ッジはそのまま使用することも、新しいカートリッジを取り付けることもできます。

9. システムは、キャピラリーがカラム 1 の上に位置するように試薬プレートを移動し、プレートを上
昇させて、キャピラリーの両端が CE Grade Water に浸るようにします。

10. 前面パネルのクーラントレベルを点検します。必要に応じて、システムの注入口にクーラントを
追加します。

オペレータガイドで、「キャピラリーカートリッジクーラントの追加」を参照してください。
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サンプルを実行する 5
最良の結果を得るためのヒント
SCIEX は、ssRNA Ladder の分離性能とその他の特性をさまざまな温度でテストしました。30 ℃
は、全体として最も良い結果が得られたため、分離方法に使用しました。

特定の特性を最大化したい場合は、他の温度を使用することも可能です。表 5-1 を参照してくださ
い。

表 5-1 : キャピラリー温度設定のガイダンス

キャピラリー温度
（°C）

キャピラリー実行寿
命

9 kb ピーク移動時
間（分）

RNA の長さによる最適な分解
能

3 kb ～ 5 kb ≥ 5 kb

25 最高 ~21

30 高 ~20

35 中 ~19

40 低い ~17

注: キャピラリー実行寿命（注入可能回数）は、サンプルと分離メソッドによって異なります。前の表
は、キャピラリーの温度によって性能がどのように変化するかを示しています。一般に、温度が低い
ほどキャピラリー実行寿命が長くなります。

リンスメソッドを使用

リンスメソッドは、キットの他のメソッドと一緒に提供されます。

キャピラリー調整後の時間を節約するために、シーケンスの コンディショニングメソッド - RNA 9000
メソッドを キャピラリーリンス - RNA 9000 メソッドに置き換えます。リンスメソッドはコンディショニン
グメソッドに比べ、約 30 分の短縮が可能です。

前面パネルからシーケンスを開始
1. 必要に応じて、カートリッジ、試薬プレート、およびサンプルプレートをセットします。

2. 前面パネルで RUN SEQUENCE をタッチします。
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図 5-1 : RUN SEQUENCE ボタン

3. Projects ペインで RNA 9000 をタッチします。

4. Available Sequences ペインのリストで RNA 9000 テストシーケンス - 動電サンプル注入 をタ
ッチします。

5. （オプション）メソッド、サンプルプレート、試薬プレートの詳細を表示するには、Method カラム
の任意の場所をタッチします。
詳細を非表示にするには、カラムまたはボックスをもう一度タッチします。

6. Run Sequence をタッチします。

図 5-2 : Run Sequence ボタン

Run Sequence は、システム構成と互換性のないメソッドがシーケンスに含まれている場合、
有効になりません。

データファイルは、シーケンスで指定した場所に保存されます。

実行中にエラーが発生し、エラー回復方法がシーケンスに存在する場合、BioPhase 8800 シ
ステムはエラー回復方法を開始します。

7. 実行中、さまざまなアクションが可能です。実行のモニタリングを参照してください。
実行が完了すると、Run Completed ダイアログが開きます。

図 5-3 : Run Completed ダイアログ

8. OK をタッチして、Run Completed ダイアログを閉じます。

9. 必要に応じて、カートリッジを保管します。 実行後にカートリッジを保管するを参照してくださ
い。

サンプルを実行する

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
22/62

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B



実行のモニタリング
シーケンスの進行状況を確認し、必要に応じてシーケンスの一時停止や停止を行う手順は、以下の
とおりです。

注: 以下の図に示すシーケンスは、説明のためのものです。RNA 9000 Purity & Integrity キットで
使用するためのシーケンスを示すものではありません。

1. 検出器と電流のトレースをモニタリングし、シーケンスが実行されていることを確認します。

2. 問題が検出された場合は、  をタッチして実行を停止し、Warning ダイアログで次のいずれ
かをタッチします。

• エラー回復方法が割り当てられている場合は、Yes をタッチしてエラー回復方法を開始しま
す。

• エラー回復方法が割り当てられていない場合は、No をタッチします。

注: 実行を停止すると、サンプルや試薬の損失、カートリッジの損傷につながる恐れがあり
ます。

• 実行を続行するには、Cancel をタッチします。

図 5-4 : 警告ダイアログ

注意: ダメージを与える恐れ。分析を再開する前に、試薬のオーバーフローや装置の損傷を防
ぐために、必ずアウトレットプレートを空にするか交換してください。

注意: 結果が不正確になる可能性。運転を再開する前に、新しい試薬プレートを準備します。
運転が停止した場合は、運転の完了に利用できる試薬が十分でない可能性があります。

注意: 結果が不正確になる可能性。システム内に 24 時間以上置いていたサンプルは、運転を
再開する前に廃棄してください。劣化している可能性があります。

3. エラーが発生した場合は、表示されるエラーダイアログの OK をタッチしてください。
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図 5-5 : シーケンスの実行エラー

注:  は、Rinse アクションでのエラーを示したものです。Rinse アクションの上の行のグ
レーの網かけは、そのアクションが進行中または完了したことを示します。

4.  をタッチすると、前面パネルのログの Events タブにエラーが表示されます。

a. システムを再初期化し、システム状態をアイドルに変更するには、Initialize System をタ
ッチします。
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図 5-6 : シーケンスエラーイベントログ

5. 必要に応じて、Pause Run をタッチして実行を一時停止します。
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図 5-7 : 進行中のシーケンス実行

6. 実行を続行するには、Cancel Pause をタッチします。
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図 5-8 : シーケンス実行の再開

7. 取得中のデータを表示するには、リボンの  をタッチします。

注: 以下の図のデータは、説明のためのものです。RNA 9000 Purity & Integrity キットで準備
したサンプルの結果を示すものではありません。
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図 5-9 : キャピラリービュー

8. （オプション）データの表示を拡大するには、以下を実行します。

a. Overlay をタッチします。

b. エレクトロフェログラムの表示を 2 本の指で拡大・縮小します。

c. 手のアイコンを使ってエレクトロフェログラムを動かします。

注: ズーム機能は、検出器と電流のオーバーレイ表示でのみ機能します。

サンプルを実行する
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図 5-10 : 拡大・縮小

9. 実行完了時に Sequence run Completed Successfully というメッセージが表示され

ることを確認します。ダイアログで OK をタッチします。

図 5-11 : 実行完了
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廃棄物処理

警告! 生物学的危険、有害化学物質の危険。化学物質の、カートリッジ、試薬プレート、
サンプルプレート、および調製済みサンプルの残りを処分する際は、必要に応じて、地
域の指令に従います。これらには、規制化合物や生物学的危険のある物質が含まれて
いることがあります。

実行後にカートリッジを保管する

警告! 尖った部分により怪我をする危険。カートリッジの取り扱いは慎重に行ってください。
キャピラリー先端は非常に尖っています。

カートリッジを 3 日間未満保管する

1. シーケンスにシャットダウンメソッドが含まれていない場合は、シャットダウンメソッドを使用して
キャピラリーをクリーニングします。

2. キャピラリーの両端を CE Grade Water に浸した状態で、カートリッジをシステムに最大 3 日
間保管します。

カートリッジを 3 日間以上保管する

1. シーケンスにシャットダウンメソッドが含まれていない場合は、シャットダウンメソッドを使用して
キャピラリーをクリーニングします。

2. システムからカートリッジを取り外し、キャピラリーの両端を CE Grade Water に浸した状態で
カートリッジボックスに真っすぐ立てて、2 ℃ ～ 8 ℃ で保管します。

注: トレイ内の微生物増殖を防ぐため、トレイ内の CE Grade Water は定期的に交換します。

保管後のカートリッジを準備する

• カートリッジを 1 日以上使用していないか、長期間保管していた場合は、コンディショニングメソッ
ド - RNA 9000 メソッドを使用してキャピラリーを調整します。

注: カートリッジをシステムに取り付ける前に、アーク放電を防ぐために、電極とカートリッジ本体の
周りについた水分を丁寧に拭き取ります。

サンプルを実行する
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データの分析 6
分析パラメータファイルによるデータの分析
次の手順では、分析パラメータファイルを使用してデータを分析する方法を説明します。分析パラメ
ータファイルには、データ中のピークの積算やピークの同定に必要な情報がすべて含まれていま
す。

注: この手順は、BioPhase ソフトウェアに精通していることを前提としています。詳細な手順につい
ては、次のドキュメントを参照: ソフトウェアヘルプシステム。

注: 本手順の分析パラメータファイルは例です。すべてのデータファイルに対して最適なパラメータ
であるとは限りません。

1. BioPhase ソフトウェアの Home ページで、Data Analysis をクリックします。
BioPhase Analysis ソフトウェアのメインウィンドウが開きます。

2. File > Open をクリックし、分析するデータファイルを選択し、Open をクリックします。

3. Project ツールバーで  をクリックし、分析パラメータファイルに移動し、Open をクリックしま
す。

2 つの分析パラメータファイルが利用できます。該当するファイルをクリックします。

• 50B を IST としたデータ解析: RNA ラダー サンプルを分析します。

• 50b ポイントツーポイントによるデータ分析: 未知の RNA サンプルのサイズを推定します。

4.  を右クリックして Apply & Analyze (all) を選択します。

ソフトウェアは、Integration、Library、Post Analysis タブ内のすべてのパラメータをすべての
データファイルに適用し、結果を表示します。

Files ペインでは、データの分析が済んだことを示すために、ファイル名が赤で表示されます。
同定されたピークの数は、Peaks カラムに表示されます。

Data ペインでは、グラフ下の表に分析結果が表示されます。表の上部には、RMS Noise、P-
P Noise、Drift が表示されます。グラフでは、ベースラインを赤で、しきい値をグレーの水平線
で示しています。分析で確認されたピークには、ピーク開始に青、ピーク頂点に赤、ピーク終点
に緑のマーカーが表示されます。

グラフのピークは以下のように網かけされています。

• 緑：ピークは Library タブの Marker Table にあるピークに対応します。

• 青：ピークは Library タブの Peak Table にあるピークに対応します。

• 赤：名前のないピークです。

次のセクションを参照: 結果の確認。
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5. グラフにピーク名を表示します。

a.  を右クリックします。
Information Setup ダイアログが開きます。

b. Name と、MT など、グラフに表示するその他の情報を選択し、OK をクリックします。

c. をクリックします。

ピーク名がグラフに表示されます。次のセクションを参照: 結果の確認。

名前は分析パラメータファイルの一部です。別の名前を使用する場合は、次のドキュメントの
「ピークの識別」セクションを参照: Software Help System。

6. ファイルリストの下にある Files ペインをクリックし、Up と Down の矢印キーを押すと、各ファイ
ルのデータが Data ペインに表示されます。

必要に応じて、グラフ上の領域をドラッグしてズームインすると、その領域で同定されたピーク
の詳細を確認することができます。

ヒント! データファイルごとにズームインしなくて済むようにするには、  をクリックして、すべて
のデータファイルに同じズーム設定を適用します。

7. 統合が良好かどうかを点検します。積分パラメータを調整し、必要に応じて再度データを分析し
ます。

8. Marker Table と Peak Table のピークをエレクトロフェログラムで点検します。

a. Marker Table と Peak Table の各ピークについて、グラフに正しいピークが表示されてい
ることを確認します。

b. 必要に応じて、Marker Table の MT と Peak Table の MT（または Cal MT）を調整しま
す。

c. 必要に応じて、Tol と Crit を調整し、  をクリックします。

• Tol は、グラフのピークと Marker Table または Peak Table のピークを一致させる際の
許容範囲です。許容範囲にパーセンテージを使用する場合は、% と入力します。

• Crit は一致させるピーク特性です。

• Ctr: 範囲の中央に最も近いピークが一致します。

• Ht: 範囲内の最高のピークが一致します。

• Area: 範囲内の最大のピークが一致します。

d. ピークの割り当てに問題がなければ、  を右クリックし、Apply & Analyze (all) を選択
します。

ソフトウェアは、すべてのデータファイルに変更を適用します。

9. （オプション）Project ツールバーで、  をクリックし、名前を入力し、場所を選択し、OK をクリ
ックします。
分析パラメータはファイルに保存され、後で使用できます。

データの分析

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
32/62

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B



10. （オプション）File ツールバーで、  を右クリックし、Print (all) を選択します。
Data ペインの内容は、最新のレポートテンプレートを使用して印刷されます。レポート テンプレ
ートを作成する手順については、次のドキュメントの「レポートの設定」セクションを参照: オペレ
ータガイド

11. File ツールバーで、  を右クリックし、Save (all) を選択します。
分析パラメータを含む結果の変更は、すべてデータファイルに保存されます。

12. File ツールバーで、  を右クリックし、Close (all) を選択します。
すべてのデータファイルが閉じます。

結果の確認

図 6-1 : ssRNA Ladder

Overlay タブの Results を確認する
Overlay タブには、選択したデータファイルのグラフが表示されます。このタブには、選択したデータ
ファイルの統計情報と、システム適合性レポートが含まれています。

注: このセクションでは、システム適合性機能については説明しません。システムの適合性について
は、次のドキュメントを参照: オペレータガイド。

1. データファイルと適切な分析パラメータファイルのセットを開き、データを分析します。必要に応
じて、満足のいく結果が得られるまで分析パラメータを調整します。

2. Files ペインで  をクリックし、Overlay タブをクリックします。
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図 6-2 : Overlay タブ

グラフのトレースの色は、Files ペインのファイル名の横にある丸の色に対応しています。

太い線は、Files ペインで選択したファイルに対応するトレースです。

3. グラフ右側のスライダーを上下に動かして、トレースを調整します。

注: トレースを一連のタイル状のグラフとして表示するには、スライダーを一番上まで動かしま
す。
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図 6-3 : タイル表示の結果

4. Overlay タブのすべてのファイルについて結果を計算します。
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図 6-4 : Results Table

項目 説明

1 参照ファイル

2 分析の種類

3 結果をコンマ区切りファイルに保存する

a. Results Table ヘッダーの右側にあるリストをクリックし、分析の種類を選択します。

これらのオプションが利用できます。

• Reference - All: Results Table では、参照ファイルに含まれるすべてのピークのう
ち、他のすべてのデータファイルに存在するピークの統計情報を表示します。

• Reference - Peak Table: Results Table では、参照ファイルに含まれるすべての名
前付きピークのうち、他のすべてのデータファイルに存在するピークの統計情報を表示
します。

• Named Peaks: Results Table では、いずれかのデータファイルに含まれるすべての
名前付きピークの統計情報を表示します。

• All Data (not displayed): すべてのデータファイルのすべてのピークの統計情報を計
算しますが、表示しません。

• System Suitability: データの解析中にシステムの適合性が有効だった場合、システ
ムの適合性レポートを表示します。

データファイルのピークと参照ファイルのピークは、ピーク頂点の移動時間が 5% 以内で
一致していれば、一致しているとみなします。

b. 左のリストをクリックし、参照ファイルを選択します。

参照ファイルは、他のすべてのファイルと比較されるファイルです。

参照ファイルを使用するのは、Reference - All 分析と Reference - Peak Table 分析の
みです。

Results Table が更新され、選択した分析またはシステム適合性レポートが表示されます。
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All Data (not displayed) を選択している場合、Results Table は空です。結果を表示するに
は、Save をクリックして結果をコンマ区切りファイルに保存し、そのファイルを別のプログラム
で開きます。

5. （オプション）異なる参照ファイルを使用したり、異なるタイプの分析を表示したりする場合は、ス
テップ 4 を繰り返します。

6. （オプション）Save をクリックします。
Results Table は、コンマ区切りテキストファイルに保存されます。表中に表示されているカラム
のみ保存されます。

注: システム適合性の結果を保存するには、File > Save Report をクリックします。結果は
PDF で保存されます。

7. （オプション）File > Print をクリックします。
Overlay タブの内容は、最新のレポートテンプレートを使用して印刷されます。

8. （オプション）File ツールバーで、  を右クリックし、Save (all) を選択します。
結果と分析パラメータの変更は、すべてデータファイルに保存されます。

9. File ツールバーで、  を右クリックし、Close (all) を選択します。
すべてのデータファイルが閉じます。

合格基準作成のためのガイダンス
SOP またはその他の目的でこのキットを使用するために作成された合格基準は、相対的な移行時
間に基づいている必要があります。ゲルとキャピラリーのロットの違いや装置の違いにより、絶対移
動時間の変動が予想以上に大きくなる可能性があります。

ssRNA Ladder の場合、9 kb と 0.5 kb のピークの移動時間の比は、ゲル内の核酸の見かけの大
きさをより正確に反映し、分離ゲルの分解能や分離の一貫性を特定するために使用することができ
ます。合格基準を設定するために絶対的な移行時間を使用することは強くお勧めしません。

データの分析
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トラブルシューティング 7
各修正アクションが完了した後、症状が是正されたことを確認するために、再度分析を行うことをお
勧めします。

注: SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は
再販不可です。

症状 考えられる原因 修正アクション

カートリッジ不検出エ
ラー

1. カートリッジの ID チップが汚
れています。

2. システムの接続ピンが汚れて
います。

1. 糸くずの出ないラボ用の布また
は綿棒をエタノールまたはイソプ
ロピルアルコールで湿らせ、ID
チップの表面を拭きます。ID チッ
プを空気乾燥させてからカートリ
ッジを取り付けます。

2. 糸くずの出ないラボ用の布また
は綿棒をエタノールまたはイソプ
ロピルアルコールで湿らせ、接続
ピンを拭きます。ピンを空気乾燥
させてからカートリッジを取り付
けます。

実行開始時にエラー
が発生

1. カートリッジのウィンドウが結
露したため、実行開始時光学
スキャンに失敗しました。

1. シャットダウン方式では、結露を
防ぐため、Sample Storage の
温度を 20 °C まで上げてくださ
い。
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症状 考えられる原因 修正アクション

ピークのブロード化、
分解能の低下

1. キャピラリーの端が損傷してい
る。

2. サンプル濃度が高すぎる。

3. キャピラリーが詰まっている。

4. キャピラリーの内面が汚れて
いる。

1. キャピラリーの端の状態を評価
するには、以下の手順に従いま
す。

• 拡大レンズで点検します。

• 糸くずの出ないラボ用の布を
使って、キャピラリーのインレ
ットを外側に向けて丁寧に拭
きます。

• キャピラリーの端が金のカニ
ューレ電極から約 2 mm 出て
いることを確認します。

• キャピラリーの端が縦切りに
なっていることを確認します。
キャピラリーが使用できない
場合は、次のセクションを参
照: キャピラリーが詰まった、
または損傷した場合のオプシ
ョン。

2. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドの Inject アクショ
ンの Duration を減らして、注
入するサンプルを減らします。
満足のいく結果が得られない
場合は、Pressure または
Voltage を下げます。

• サンプルをサンプル希釈液で
再び希釈します。

3. 次のセクションを参照: キャピラリ
ーが詰まった、または損傷した場
合のオプション。

4. シーケンスを編集して汚染された
キャピラリーを省略するか、カー
トリッジを交換します。
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症状 考えられる原因 修正アクション

ピークのブロード化、
分解能の低下（続
き）

1. カートリッジの寿命を超えた。

2. ゲル緩衝液の SYBR™ Green
II RNA Gel Stain 濃度が高す
ぎる。

3. Nucleic Acid Extended
Range Gel を室温に長く放置
しすぎた。

4. キャピラリーカートリッジを室温
で 1 週間以上放置した。

1. ssRNA Ladder のテスト分離を
行います。ピーク幅が常に以前
の測定より一貫して広い場合
は、カートリッジを交換してくださ
い。

2. ゲル緩衝液で SYBR™ Green II
RNA Gel Stain が 100 倍 ～
1000 倍に希釈されていることを
確認します。 次のセクションを参
照: 試薬のインレットとアウトレッ
トのプレートをセットする

3. 新しい Nucleic Acid Extended
Range Gel を用意し、必ず 2 °C
から 8 °C の間で保存します。ゲ
ルを室温に置く時間を最小限に
抑えます。

4. カートリッジを交換します。

キャリーオーバー 1. サンプル濃度が高すぎる。

2. 試薬プレートがサンプルで汚
れている。

1. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドの Inject アクショ
ンの Duration を減らして、注
入するサンプルを減らします。
満足のいく結果が得られない
場合は、Pressure または
Voltage を下げます。

• サンプルをサンプル希釈液で
再び希釈します。

2. 分離メソッドでは、サンプル注入
後に 1 つ以上の水浸ステップを
追加します。編集したメソッドで:

a. この分離メソッドを使用する
新しいシーケンスを作成しま
す。

b. 新しいシーケンスに対応し
た新しい試薬プレートを準備
します。次のセクションを参
照: 試薬のインレットとアウト
レットのプレートをセットす
る。
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症状 考えられる原因 修正アクション

余分なピーク 1. サンプル中の非核酸成分と
SYBR™ Green II RNA Gel
Stain の間に相互作用が発生
した。

2. サンプル調製時に使用したプ
ラスチック器具、またはサンプ
ルプレートに SYBR™ Green II
RNA Gel Stain と相互作用す
る物質が混入しています。

3. ゲル緩衝液で 1μm 以上の微
粒子による光散乱。

1. サンプルを再度調製し、純度に
問題がないことを確認します。

2. 清潔なプラスチック器具と清潔な
サンプルプレートを使用して、サ
ンプルを再度調製します。

3. ゲル緩衝液はシリンジフィルター
でろ過してから、試薬プレートに
入れてください。

高電流 1. ゲル緩衝液が汚れている。

2. 試薬プレートの試薬の位置が
シーケンス内のプレートレイア
ウトと一致していない。

3. Nucleic Acid Extended
Range Gel を室温に長く放置
しすぎた。

1. ゲル緩衝液を交換するため、再
度インレット試薬プレートとアウト
レット試薬プレートを準備します。

2. 試薬プレート内の試薬の位置
が、プレートレイアウトと一致して
いることを確認します。位置が正
しくない場合は、プレートレイアウ
トに従ってプレートを再度準備し
ます。 次のセクションを参照: プ
レートのレイアウト。

3. 新しい Nucleic Acid Extended
Range Gel を用意し、必ず 2 °C
から 8 °C の間で保存します。ゲ
ルを室温に置く時間を最小限に
抑えます。
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症状 考えられる原因 修正アクション

低シグナル 1. キャピラリーチップの端が汚れ
ているか、詰まっている。

2. サンプル量が少なすぎる。

3. サンプルの塩濃度が高すぎ
る。

4. 初期核酸の濃度が低すぎる。

5. サンプルの核酸は、RNAse ま
たは他のヌクレアーゼの存在
により分解されています。

1. キャピラリーを調整します。 次の
セクションを参照: キャピラリーの
調整。ブランク分離を行い、キャ
ピラリー内表面を平衡化させま
す。

2. サンプルウェルに少なくとも
50 µL のサンプルがあることを確
認してください。

3. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドで動電注入を使
用している場合は、代わりに
圧力注入を使用します。

• 低いイオン強度でサンプルを
再度調製します。

4. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドの Inject アクショ
ン の Duration を 15 秒まで
上げて、サンプルの注入量を
増やします。満足のいく結果
が得られない場合は、
Pressure または Voltage を
上げます。

• サンプルを推奨濃度で再び調
製します。 推奨濃度は
50 ng/mL ～ 50 μg/mL で
す。

5. RNase に曝さないようにして、再
度試料を調製します。次のセクシ
ョンを参照: RNA を扱うためのベ
ストプラクティス。
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症状 考えられる原因 修正アクション

低電流 1. キャピラリーが詰まっている。

2. 試薬プレートのゲル緩衝液の
位置がシーケンスと一致して
いない。

1. 次のセクションを参照: キャピラリ
ー内の詰まりを取り除く。

2. 電圧分離ステップでのゲル緩衝
液の位置が正しいことを確認しま
す。位置が正しくない場合は、プ
レートレイアウトに従ってプレート
を再度準備します。 次のセクショ
ンを参照: 試薬のインレットとアウ
トレットのプレートをセットする。

低電流または不安
定な低電流

1. キャピラリーの端が詰まってい
るか、汚染されている。

2. ゲル緩衝液に気泡がある。

1. 次のセクションを参照: キャピラリ
ー内の詰まりを取り除く。電流が
少ない、または安定していない場
合は、カートリッジを交換します。

2. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 遠心分離機を使用して、プレ
ートを 30 g で 5 分間回転さ
せ、気泡を取り除きます。

• 5 インチ Hg から
15 インチ Hg の真空で
5 分間 5 インチ Hg から
15 インチ Hg の真空で
5 分間、ゲル緩衝液を脱気し
ます。
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症状 考えられる原因 修正アクション

分離時に電流がな
い

1. キャピラリーが損傷している。

2. 電極が破損しているか、曲が
っている。

3. キャピラリーの端が詰まってい
るか、汚染されている。

4. 試薬プレートの試薬の位置が
シーケンス内のプレートレイア
ウトと一致していない。

5. キャピラリーが気泡で満ちてい
る。

1. 次のセクションを参照: キャピラリ
ーが詰まった、または損傷した場
合のオプション。

2. カートリッジを交換します。

3. 次のセクションを参照: キャピラリ
ー内の詰まりを取り除く。

4. プレート内のサンプルや試薬の
位置が、プレートレイアウトと一
致していることを確認します。 位
置が正しくない場合は、プレート
レイアウトに従ってプレートを再
度準備します。 次のセクションを
参照: プレートのレイアウト。

5. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• サンプルプレートと試薬プレ
ートのウェルに十分な溶液が
あることを確認します。

• 試薬プレート内の試薬の位置
が、プレートレイアウトと一致
していることを確認します。 位
置が正しくない場合は、プレ
ートレイアウトに従ってプレー
トを再度準備します。 次のセ
クションを参照: プレートのレ
イアウト。

• 遠心分離機を使用して、プレ
ートを 30 g で 5 分間回転さ
せ、気泡を取り除きます。
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症状 考えられる原因 修正アクション

ピークなし 1. レーザー誘導蛍光検出器レー
ザーの寿命を超えた。

2. 発光フィルターの波長が正しく
ありません。

3. メソッドパラメータが正しくな
い。

4. サンプルプレートのウェルに気
泡があり、サンプル注入ができ
ない。

5. キャピラリーウィンドウがブロッ
クされている。

6. キャピラリーが詰まっていて、
電流が低い。

7. サンプル量が少なすぎる。

8. キャピラリーを 0.1 N NaOH
などの塩基性溶液で洗浄し
た。

1. SCIEX テクニカルサポート
（sciex.com/request-support）ま
でお問い合わせください。

2. 発光フィルターの波長が 520 nm
であることを確認します。

3. 次を実行します。

• ソフトウェアで分離メソッドを
開き、メソッドが正しいことを
確認します。次のセクションを
参照: 動電注入による分離メ
ソッド。

• プレート内のサンプルや試薬
の位置が、プレートレイアウト
と一致していることを確認しま
す。 位置が正しくない場合
は、プレートレイアウトに従っ
てプレートを再度準備します。
次のセクションを参照: プレー
トのレイアウト。

4. 遠心分離機を使用して、プレート
を 30 g で 5 分間回転させ、気泡
を取り除きます。

5. キャピラリーウィンドウを点検しま
す。ウィンドウがきれいで、パス
が明確であることを確認します。
次のセクションを参照: キャピラリ
ーカートリッジの点検を参照して
ください。

6. 次のセクションを参照: キャピラリ
ーが詰まった、または損傷した場
合のオプション。

7. サンプルウェルに 100 μL のサ
ンプルが入っていることを確認し
ます。

8. カートリッジを交換します。
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症状 考えられる原因 修正アクション

ピークなし（続き） 1. サンプルウェルにサンプルが
入っていない、またはサンプル
プレートのサンプルの位置が
シーケンス内のプレートレイア
ウトと一致していない。

2. サンプル調製時にピペッティン
グエラーが発生した。

3. サンプルの塩濃度が高すぎ
る。

1. サンプルプレート内のサンプル
の位置が、プレートレイアウトと
一致していることを確認します。
位置が正しくない場合は、プレー
トレイアウトに従ってプレートを再
度準備します。次のセクションを
参照: プレートのレイアウト。

2. 新しいサンプルを調製します。

3. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドで動電注入を使
用している場合は、代わりに
圧力注入を使用します。

• 低いイオン強度でサンプルを
再度調製します。

同時低電流の有無
にかかわらず、移動
時間を短縮

1. キャピラリーの端が詰まってい
るか、汚染されている。

1. 次のセクションを参照: キャピラリ
ー内の詰まりを取り除く。

同日の実行間にお
ける移動時間の劇
的な変化

1. キャピラリーの調整が十分で
ない。

2. ゲル緩衝液が蒸発した。

1. キャピラリーを調整します。 次の
セクションを参照: キャピラリーの
調整。ブランク分離を行い、キャ
ピラリー内表面を平衡化させま
す。

2. 新しい試薬プレートと新しいゲル
緩衝液を準備します。新しい試
薬プレートをセットしてからサンプ
ルを実行するまでの間隔を短縮
し、試薬プレートの装置内滞留時
間を最短に抑えます。
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症状 考えられる原因 修正アクション

エレクトロフェログラ
ムのスパイク

1. ゲル緩衝液に気泡がある。 1. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 遠心分離機を使用して、プレ
ートを 30 g で 5 分間回転さ
せ、気泡を取り除きます。

• 5 インチ Hg から
15 インチ Hg の真空で
5 分間 5 インチ Hg から
15 インチ Hg の真空で
5 分間、ゲル緩衝液を脱気し
ます。

気泡が残っている場合は、新し
いゲル緩衝液を用意します。ボ
ルテックスで混合せず、チューブ
を 20 回以上静かに転倒させま
す。

ピークが広い、また
は分割されている

1. 変性後も、核酸には二次構造
が残っている。

2. 変性後の冷却ステップが遅す
ぎた。

3. ゲル緩衝液の SYBR™ Green
II RNA Gel Stain 濃度が高す
ぎる。

4. カートリッジの寿命を超えた。

1. ヌクレアーゼフリー水の代わりに
Sample Loading Solution で希
釈します。

2. 二次構造の形成を防ぐため、サ
ンプルは直ちに冷却します。

3. ゲル緩衝液で SYBR™ Green II
RNA Gel Stain が 100 倍 ～
1000 倍に希釈されていることを
確認します。 次のセクションを参
照: 試薬のインレットとアウトレッ
トのプレートをセットする。

4. ssRNA Ladder のテスト分離を
行います。ピーク幅が常に以前
の測定より一貫して広い場合
は、カートリッジを交換してくださ
い。
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症状 考えられる原因 修正アクション

ピークが飽和状態 1. 分離メソッドの Method
Settings では、PMT Gain が
高すぎる。

2. サンプル濃度が高すぎる。

1. PMT Gain の値を小さくします。

2. 次のいずれかまたはすべてを行
ってください。

• 分離メソッドの Inject アクショ
ンの Duration を減らして、注
入するサンプルを減らします。
満足のいく結果が得られない
場合は、Pressure または
Voltage を下げます。

• サンプルをサンプル希釈液で
再び希釈します。

ベースラインが不安
定

1. インレット試薬プレートの色素
濃度は、アウトレット試薬プレ
ートの濃度と同じではない。

1. インレット緩衝液プレートとアウト
レット緩衝液プレートの両方に対
して十分なゲル緩衝液を作りま
す。

キャピラリー内の詰まりを取り除く
1. キャピラリーを CE Grade Water で 75 psi で 10 分間すすぎます。

2. CE Grade Water を使用して、キャピラリーのインレットを洗浄します。

3. 糸くずの出ないラボ用の布を使って、キャピラリーのインレットを外側に向けて丁寧に拭きま
す。

4. 詰まりが取れない場合は、シーケンスを編集して破損したキャピラリーを省略するか、またはカ
ートリッジを交換します。

キャピラリーが詰まった、または損傷した場合のオプシ
ョン
キャピラリーの詰まりが除去できない場合やキャピラリーが損傷している場合は、シーケンスを編集
して詰まりや損傷のあるキャピラリーを省きます。次のセクションを参照：シーケンスの作成。

キャピラリーの調整

注意: 結果が不正確になる可能性。キャピラリーの洗浄に塩基性溶液を使用しないでください。溶
液がキャピラリー壁を負イオン化し、サンプルとの非特異的相互作用が生じ、分離不良やサンプル
の劣化を引き起こす可能性があります。

初めてカートリッジを使用する前に、コンディショニングメソッド - RNA 9000 メソッドを使用してキャ
ピラリーを調整します。

トラブルシューティング

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
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有害物質情報 A
以下の情報に注意し、関連する安全対策を講じる必要があります。詳細な情報については、それぞ
れの安全データシートを参照してください。安全データシートは、ご要望に応じて提供していますが、
当社のウェブサイト sciex.com/tech-regulatory からダウンロードすることもできます。

HCS 2012 による危険物分類。

酸洗浄/再生液（0.1 M HCl）

危険! 重度のやけどおよび目の損傷を引き起こします。

SYBR™ Green II RNA Gel Stain4

警告! 可燃性の液体。皮膚炎を引き起こします。

その他の試薬

これらのコンポーネントは有害物質として分類されていません。

• CE Grade Water

• LIF Performance Test Mixture

• Nucleic Acid Extended Range Gel

他のベンダーの試薬については、使用前にベンダーの安全性データシートをお読みください。

4 SYBR™ は、Life Technologies Corporation の商標です。SYBR™ Green II RNA Gel Stain は再販不可です。

有害物質情報

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
49/62

https://sciex.com/tech-regulatory


必要なファイルをダウンロードして構成 B
RNA 9000 Purity & Integrity キットのメソッド、シーケンス、試薬、および分析パラメータを含むファ
イルは、SCIEX Web サイトで入手できます。次の手順に従ってファイルをダウンロードし、適切な場
所にコピーします。

注: 次の手順は、BioPhase ソフトウェア バージョン 1.1 を使用する場合にのみ必要です。RNA
9000 Purity & Integrity キットに必要なファイルは、BioPhase ソフトウェア バージョン 1.2 以降の
一部として含まれています。

1. sciex.com/software-support/software-downloads にアクセスし、More software downloads
セクションで BioPhase Resources をクリックします。

2. BioPhase 1.2 をクリックします。

3. File Explorer で BioPhase 1.2.zip ファイルを右クリックし、Extract All をクリックして、イ

ンストールパッケージを展開します。

4. 場所に移動し、Select Folder をクリックしてから、Extract をクリックします。
展開したファイルは、選択したファイル パスにコピーされます。

5. 展開したファイルを正しい場所に配置します。次を実行します。

注: 次の手順では、BioPhase ソフトウェア プロジェクト フォルダがデフォルトの場所にあること
を前提としています: C:\Biophaseプロジェクト フォルダが別の場所にある場合は、展開した

ファイルをその場所に配置します。

a. BioPhase 1.2\Projects\RNA 9000 フォルダ全体を C:\BioPhase\Projects
にドラッグします。

b. BioPhase 1.2\Reagents\RNA 9000 フォルダ全体を C:\BioPhase\Reagents
にドラッグします。

c. BioPhase 1.2\RNA 9000 Analysis フォルダ全体を

C:\Biophase\Data Analysis にドラッグします。

必要なファイルをダウンロードして構成
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試薬、プレートのレイアウト、メソッド C
試薬セット
試薬が利用できない場合は、以下を使用して新しい試薬セットを作成します。次の図を参照: 図 C-1
および 図 C-2。

図 C-1 : RNA 9000 Purity & Integrity キットインレット試薬

図 C-2 : RNA 9000 Purity & Integrity キット アウトレット試薬

プレートのレイアウト

注: 以下の図は、ソフトウェアに付属のシーケンスに対応するプレートのレイアウトです。 サンプル
の追加や試薬の位置の編集を行った場合、以下のレイアウトは正しくありません。

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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サンプルプレート

注: 一番上の行は、サンプル出口プレートのレイアウトを示します。下のセクションは、サンプルイン
レットプレートのレイアウトを示します。

図 C-3 : サンプルインレットプレートとサンプルアウトレットプレートのレイアウト

一番上の行は、試薬アウトレットプレートのレイアウトを示します。

注: 一番上の行は、試薬アウトレットプレートのレイアウトを示します。下のセクションは、試薬インレ
ットプレートのレイアウトを示します。

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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図 C-4 : 試薬インレットプレートと試薬アウトレットプレートのレイアウト

試薬、プレートのレイアウト、メソッド

アプリケーションガイド
RUO-IDV-05-13438-JA-B

RNA 9000 Purity & Integrity キット BioPhase 8800 シス
テム用
53/62



メソッド
メソッドの作成方法については、次のドキュメントを参照: BioPhase Software Help System。

コンディショニングメソッド

図 C-5 : コンディショニングメソッドのメソッド設定

図 C-6 : コンディショニングメソッドのプログラムペインでのアクション

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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図 C-7 : コンディショニングメソッドのアクションの概要

動電注入による分離メソッド

図 C-8 : 動電注入による分離メソッドのメソッド設定

図 C-9 : 動電注入による分離メソッドのプログラム ペインでのアクション

試薬、プレートのレイアウト、メソッド

アプリケーションガイド
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図 C-10 : 動電注入による分離メソッドのアクションの概要

シャットダウンメソッド

図 C-11 : シャットダウンメソッドの設定

図 C-12 : シャットダウンメソッドのプログラムペインでのアクション

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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図 C-13 : シャットダウンメソッドにおけるアクションの概要

キャピラリーリンスメソッド

図 C-14 : キャピラリーリンスメソッドのメソッド設定

図 C-15 : キャピラリーリンスメソッドのプログラムペインでのアクション

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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図 C-16 : キャピラリーリンスメソッドでのアクションの概要

試薬、プレートのレイアウト、メソッド
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レーザー誘導蛍光検出器のキャリブレー
ション D
注: この機能はレガシー目的でのみ提供されています。SCIEX は、BioPhase 8800 システムでこ
の手順を使用することを推奨していません。

レーザー誘起蛍光（LIF）検出システムは、別のカートリッジを取り付けたり、別のシステムで分離を
実行するなど、光路に変更を加えると、異なる反応を示すことがあります。そのため、レーザー誘導
蛍光検出器の結果は、ルーメンなどの測定単位ではなく、相対蛍光単位（RFU）で表示されます。

BioPhase 8800 の前面パネルから、レーザー誘導蛍光検出器のキャリブレーション機能が利用で
きます。キャリブレーションでは、SCIEX が提供するキャリブレーション溶液を使ってこれらの影響を
補正します。

必要な資材

• LIF Performance Test Mixture

• Capillary Performance Run Buffer A

1. バイアルに LIF Performance Test Mixture を 1 mL、Capillary Performance Run Buffer A
を 1 mL 加え、2 mL の溶液を調製します。

2. ピペットを使用して、以下の表に示すように、試薬 200 μL をサンプルインレットプレートに添加
します。

表 D-1 : サンプルインレットプレート内のキャリブレーション試薬

カラム 試薬

1 （空にしておく）

2 Capillary Performance Run Buffer A

3 Capillary Performance Run Buffer A

4 希釈した LIF Performance Test Mixture

5 ～ 12 （空にしておく）

3. ピペットを使用して、Capillary Performance Run Buffer A をサンプルアウトレットプレートのカ
ラム 2 ～ 4 のウェルに 1.5mL 添加します。

カラム 1、カラム 5 ～ 12 のウェルには何も添加しません。

4. サンプルプレートをシステムにセットします。

5. 前面パネルで Calibration をタッチします。

レーザー誘導蛍光検出器のキャリブレーション

アプリケーションガイド
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図 D-1 : キャリブレーションボタン

6. Target RFU フィールドに 40 と入力し、Start Calibration をタッチします。

注: PA 800 Plus システムの結果と一致するようにレーザー誘導蛍光検出器の応答をキャリブ
レートするには、PA 800 Plus コントローラで 32 Karat ソフトウェアの LIF Calibration Wizard
に入力した Target RFU value を使用します。

シーケンス実行画面が表示されます。キャリブレーションの所要時間は約 12 分です。キャリブ
レーションが完了すると、メッセージが表示されます。

7. OK をタッチします。
シーケンス実行ウィンドウが開きます。

8. 結果を確認します。

a. 前面パネルで Calibration をタッチします。

b. New Factors カラムの値を確認します。

値は 0.5 ～ 2.0 となっている必要があります。

c. Save Calibration をタッチします。

値が範囲外である場合、ユーザーは新しい係数を受け入れるか、またはキャリブレーショ
ンを繰り返すことができます。

キャリブレーションを繰り返す場合は、新しいサンプルプレートを使用します。

レーザー誘導蛍光検出器のキャリブレーション
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お問い合わせ先

お客様のトレーニング
• 北米：NA.CustomerTraining@sciex.com

• ヨーロッパ：Europe.CustomerTraining@sciex.com

• ヨーロッパおよび北米以外：sciex.com/education

オンライン学習センター
• SCIEX Now Learning Hub

消耗品と試薬の購入
SCIEX の消耗品と試薬は store.sciex.com からオンラインでご注文いただけます。ご注文の場合
は見積書、注文確認書、または発送書類に記載されているアカウント番号をお使いください。現在
は、米国、英国、ドイツのお客様がオンラインストアにアクセスできますが、今後、他の国にもアクセ
スを拡大する予定です。米国、英国、ドイツ以外のお客様は、地域の SCIEX サービス担当者まで
ご連絡ください。

SCIEX サポート
SCIEX およびその代理店は、十分に訓練を受けた保守/技術専門要員を世界中に配置していま
す。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報について
は、SCIEX web サイト (sciex.com) を参照するか、以下の連絡先までお問い合わせください。

• sciex.com/contact-us

• sciex.com/request-support

サイバーセキュリティ
SCIEX 製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、sciex.com/
productsecurity を参照してください。

ドキュメント
このバージョンのドキュメントは、以前のすべてのバージョンのドキュメントに優先します。

このドキュメントを電子的に閲覧するには Adobe Acrobat Reader が必要です。最新バージョンを
ダウンロードするには、https://get.adobe.com/reader にアクセスしてください。

ソフトウェア製品のドキュメントについては、ソフトウェアに付属のリリースノートまたはソフトウェアイ
ンストールガイドを参照してください。

お問い合わせ先

アプリケーションガイド
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ハードウェア製品のドキュメントを検索するには、システムまたはコンポーネントのドキュメント DVD
を参照してください。

ドキュメントの最新版は SCIEX の web サイト（sciex.com/customer-documents）で入手できま
す。

注: このドキュメントの無料の印刷版を請求するには、sciex.com/contact-us までお問い合わせくだ
さい。

お問い合わせ先
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