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SpotRightTM - Trial 
二次元電気泳動法は、 タンパク質の網羅的解析法の一つとして欠かせない技術となっています。 しかしながら、 膜タ

ンパク質に代表される疎水性タンパク質は、 その溶解性の低さから二次元電気泳動での解析が困難とされています。

SpotRightTM は、これらのタンパク質の溶解性能を向上させたタンパク質溶解剤です。 タンパク質の溶解に必要な変性剤・

界面活性剤 ・ 還元剤はプレミックスされ、 溶解液の調製は、 製品に含まれるバッファーを加えるだけです。 SpotRightTM

を用いて溶解したタンパク質のサンプル溶液は、 等電点電気泳動および二次元電気泳動に使用できます。 SpotRightTM-
Trial は界面活性剤の種類が異なる４つの試薬とバッファーで構成され、 Reagent-I には電気泳動用のタンパク質溶解剤

に汎用されている CHAPS、 Reagent-II, -III, -IV にはタンパク質の溶解性能を向上した非イオン性の界面活性剤が含ま

れます。

はじめに

使用上の注意

1. Reagent （凍結乾燥品） に Reconstitution Buffer 0.56 ml を加える。

2. 容器を傾け穏やかに回転させて Reagent を溶解する。 *1

3. 2. で調製した SpotRightTM 溶解液をタンパク質の溶解に使用する。 余剰分は、 必要量ずつ小分して、 - 20℃以

下で保存する。 *2　*3

保存方法

SpotRightTM 溶解液の調製

Technical Manual

キット内容

キット以外に必要な
器具 ・ 試薬

電気泳動用サンプル溶液の調製

1. TCA/ アセトン沈殿操作を行なったタンパク質沈殿物に SpotRightTM 溶解液を添加する。 *4

2. ボルテックスまたは超音波によりタンパク質を溶解して、 15,000 ｘ g、 10 分間遠心する。 *5　

3. この上清を一次元電気泳動用のサンプルとして用いる。

0 ～ 5℃で保存してください。 未開封で 6 カ月間安定です。

- マイクロピペット  - 遠心チューブ   - ソニケーター
- 遠心機   - キャリアアンフォライト （両性担体） - ボルテックスミキサー

使用方法

*1 界面活性剤により泡立ち易いため、 容器を振ったり転倒混和を避けてください。 溶け残りがある場合、 手で温めるか、 25℃前後で加温

溶解してください。 Reagent を溶解すると、 1.1 ml となります。

*2 一次元電気泳動の膨潤溶液としてゲルサイズに応じた量を使用できます。 電気泳動条件に応じた種類 ・ 量のキャリアアンフォライト を
添加してください。

*3 -20℃で保存する場合は、キャリアアンフォライトやブロモフェノールブルーを添加しない状態で保存してください。キャリアアンフォライトは、

一次元電気泳動を行なう際に添加してください。 また、 -20℃で保存した溶解液は凍結融解を繰り返さないでください。

*4 タンパク質および SpotRightTM 溶解液は、 実験条件 （ゲルサイズ、 染色方法 等） に応じた量に調節してください。

*5 超音波を行なう場合、 30℃以下で行なってください。

- Reagent-I x 1
- Reagent-II x 1
- Reagent-III x 1
- Reagent-IV x 1
- Reconstitution Buffer 5 ml x 1 

- 一次元目の等電点電気泳動を阻害する物質は、 事前にサンプルから除去してください。

TCA ( トリクロロ酢酸 )/ アセトン沈殿は、 二次元電気泳動のサンプル調製でよく用いられる除去方法です。

＜ TCA/ アセトン沈殿 : 一般的な操作方法＞
1.  タンパク質を含む抽出液や分画液に TCA を終濃度 10% となるように加え、 ボルテックスでよく混合する。
2. -20℃で１時間静置する。
3. 15,000x g, 4℃で 10 分間遠心して、 上清を取り除く。
4. 冷却したアセトンを加えて、 ボルテックスで混合する。
5. -20℃で１時間静置する。
6. 15,000x g, 4℃で 10 分間遠心して、 上清を取り除く。
7. 沈殿物を約 5 分間風乾してアセトンを除去する。

- 本キットにはガラス製容器を使用いたしております。 小社におきまして検品などを実施して万全を期しておりますが、
お取り扱いに際しては、 保護手袋などをご着用いただくなどご注意くださいますようお願い申し上げます。

*   各 Reagent には、 尿素、 チオ尿素、 ＤＴＴ、 及び界面活性剤が含まれております。



使用例 市販ミクロゾームを用いた二次元電気泳動 

市販のラット肝臓ミクロゾーム （タンパク量 : 200 μg） にアセトン 1 ml を加えて混合し、 遠心 （15,000×g、 4℃、 10
分間） 後に上清を除去した。 遠心後の沈殿物に予めキャリアアンフォライトを加えた SpotRight 溶解液 200μl を添加
して、 ボルテックス後、 超音波にて溶解した。 この溶解液を遠心した後、 上清を二次元電気泳動用サンプルとして泳動
後、 CBB 染色した。 Reagent-I (CHAPS) と比較して、 Reagent-II ,-III では塩基性タンパク質が多く検出され、 また、
Reagent-IV では Reagent-I, -II, -III で確認されないスポットが検出された （図中矢印）。
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図 1　市販ミクロゾームを SpotRight を用いて溶解した二次元電気泳動

図 2　MS 解析によるタンパク質同定 （SpotRight-II）
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MS 解析によるタンパク質の同定（市販ミクロゾーム使用）
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