
 

 

 

Proteomics Sample Preparation Kit for Cultured Cell 2G (#FMR-003) 

 
プロテオミクス解析試料調製キット 2Gは，質量分析に

よるプロテオミクス解析の際に必要な前処理を行うこと

ができるキットです。特に mTRAQ*1標識による MRM法

を用いた複数タンパク質の同時定量解析に最適化されて

います。 

※ 本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。 

※ 凍結融解の繰り返しは避けて下さい。 

※ 本キットは九州大学生体防御医学研究所分子医科学分野

中山敬一教授の研究成果を元に製品化されました。 

*1  mTRAQ は AB SCIEX 社の製品です。 

 

キットの構成（10回分） 

 

 ① Tris HCl（700 µl）*2 

 ② SDS（3 ml）*2 

 ③ 尿素（4.24 g）*2 

 ④ Protease（2 vial）*3 

 ⑤ 試薬 A（10 vials）*4 

 ⑥ 試薬 B（10 vials）*4 

 ⑦ 保管用チューブ（20 本） 

 

*2：使用直前に③に超純水 4 mlを加え，① 670 µl → ② 2 ml

の順に加えて混和し，完全に溶解してください（細胞溶解バ

ッファー，10 ml）。 

*3：各バイアルに 10mM HCl 24 µlを使用直前に加えて再構成し

てください。未使用分は 4℃で保存し，1 週間以内に使い切

って下さい。 

*4：各バイアルに超純水 100 µlを使用直前に加えて再構成して

下さい。  

 

保存温度 

 

①～③，⑤，⑥：4 ℃，④：－20 ℃，⑦：室温 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用方法 

 

A. タンパク質抽出 

 

[キット以外にご用意いただくもの] 

 

 リン酸バッファー（PBS） 

 トリプシン溶液 

 10％FBS含有 DMEM培地 

 コールターカウンター 

 プローブ式ソニケーター*5 

 

*5：超音波発生機 Bioruptor UCD-250（#UCD250）（ビーエム機器

株式会社）の使用をお勧めします。 

 

[標準プロトコル] 

 

(1) 細胞（10 cm ディッシュ）をインキュベーターから

取り出す。 

(2) ディッシュを PBSで洗浄（10 ml）。 

(3) トリプシン溶液を 1 ml 添加し，37℃で 2 分間イン

キュベートする。 

(4) (3)に 10％FBS 含有 DMEM 培地を 10 ml 添加する。 

(5) (4)を 15 ml チューブに移す。 

(6) 遠心し，上清を除く。 

(7) PBS（10 ml）で洗浄，遠心を 2回繰り返す。 

(8) PBS（2～4 ml）に再懸濁する。 

※(1)～(8)はご使用の細胞により条件を最適化し 

 てください。 

(9)  (8)の懸濁液を PBSで 10倍希釈し，75 µlを用いて

細胞数と細胞サイズを測定する。 

※細胞数は 105 cells / mlオーダーに調製してください。 

(10) 約 2×106の細胞を 1.5 ml チューブに移し，遠心して

細胞を回収する(上清を除く)。 

(11) 細胞溶解バッファーを 200 µl添加する。 

(12) ソニケーションを 30 秒× 3 ～ 6回行う。 

(13) 55 ～ 60℃で 10分間インキュベートする。 

※尿素を使用できない場合，細胞溶解バッファーから尿素

を除いたものを準備し 90℃10 分間インキュベートしてく

ださい。 

(14) 超純水にて 2倍希釈を行う。 

(15) ソニケーションを 30 秒× 3 ～ 6回行う。 

(16) 粘性が高い場合はさらにソニケーションを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(200116JP) 



B. タンパク質定量（BCA assay） 

 

[キット以外にご用意いただくもの] 

 

 BSA スタンダード溶液 (BSA std., 20 mg/ml) 

 BCA assay kit 

 

[プロトコル] 

 

(1) スタンダードの調製：BSA スタンダード溶液 (20 

mg/ml)を 2 倍希釈した細胞溶解バッファーで 2 倍希

釈。これを用いて 0, 0.3125, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10 

mg/mlの希釈系列を調製する。 

※希釈には 2倍希釈の細胞溶解バッファーを用います。 

(2) 2倍希釈した試料および上記で調製した BSA std.を 2 

µlずつプレートに分注。 

(3) BCA solution を各試料，BSA std.に 200 µl加える。 

(4) 37℃で 30分インキュベートする。 

(5) 570 nmの吸光度を測定する。 

 

C. ペプチド試料調製 

 

[キット以外にご用意いただくもの] 

 

 アセトン 

 mTRAQ 試薬（AB SCIEX 社，#4374771など） 

 イソプロパノール 

 1M グアニジン塩酸塩溶液 

 100 mM 重炭酸トリエチルアンモニウム溶液（TEAB） 

 100 mM 重炭酸アンモニウム溶液 

 

[プロトコル] 

 

プロテアーゼ消化 

(1) BCA assayの結果を元に，タンパク質量で 200 µg分

を保管用チューブに移す。超純水で 2倍希釈した細胞

溶解バッファーを用いて，トータル 200 µl にする。

解析まで-20 ℃で保存する。 

※総液量が 200 µlを超えないよう，ご注意ください。 

※本工程後，凍結乾燥して保存することも可能です。 

(2) 試薬 Aを 5 µl加える。 

(3) 37 ℃で 30分間インキュベートする。 

(4) 試薬 Bを 5 µl加える。 

(5) 室温で 30分間インキュベートする。 

(6) アセトンを 600 µl加えボルテックスする。 

(7) －30℃で 2 ～ 4時間インキュベートする。 

(8) 19,000×g，4℃で 20分間遠心する。 

(9) 上層を除く。 

(10) 90%アセトンを 1 ml加えボルテックスする。 

(11) 2,000×g，4℃で 15分間遠心する。 

※本ステップはスイングローターで遠心してください。 

(12) 19,000×g，4℃で 20分間遠心する。 

(13) 上層を除く。 

(14) 以下のいずれかの処理を行う。 

a. mTRAQ 試薬によるラベリングを行う場合 

100 mM TEAB溶液を 100 µl添加。 

b. ノンラベルの場合 

100 mM 重炭酸アンモニウム溶液を 100 µl 添

加。 

(15) ソニケーションを 30 秒× 3 ～ 6回行う。 

(16) Proteaseを 2 µl加える。 

(17) 37 ℃で 3 時間インキュベートする。 

(18) Proteaseを 2 µl加える。 

(19) 37 ℃で 6 ～ 12時間インキュベートする。 

(20) －65 ℃で凍結乾燥する。 

 

mTRAQ試薬によるラべリング 

(1) 1M グアニジン塩酸塩溶液を 20 µl加える。 

(2) タッピングして混合する。 

(3) pHが 8付近であることを確認する。 

(4) イソプロパノールを 75 µl加え，ボルテックスする。 

(5) mTRAQ ⊿0 (1.5 U) を 30 µl加え，ボルテックス後，

スピンダウンする。 

(6) 室温で 90分間インキュベートする。 

(7) 超純水を 150 µl 加え，室温で 30 分間インキュベー

トする。 

(8) －80 ℃で 1時間インキュベートする。 

(9) －65 ℃で凍結乾燥を数時間行う。 

(10) －80 ℃で保存する。 

(11) 測定前に超純水 500 µlに再溶解し 0.2 µg/µlとする。 

※Nano ESI使用時の濃度です。Conventional ESIの場合は

超純水 100 µlに再溶解し 1.0 µg/µgとしてください。

 

 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2丁目 9番 7号 

http://www.funakoshi.co.jp/  e-mail : info@funakoshi.co.jp 

試薬に関して : Tel. 03-5684-1620, Fax 03-5684-1775, e-mail : reagent@funakoshi.co.jp 
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