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YK100 Human/Rat NO Synthase-I EIA キッ ト  

 

Ⅰ.  はじめに 

 

NO Synthase-I は神経組織のみならず、 腎緻密細胞、 膵β細胞、 骨格筋など多彩な組織に存在し 、 NO の

産生に関与する酵素として知られています。  

矢内原研究所では、脳 NO Synthase (NOS-I)に対する部位特異抗体を作製し 、ついで組織中の免疫活性様

NOS-１ の含有量を直接測定しう る EIA を確立しました。 これにより 組織中の NOS-1 の分布や、 NOS-1 の

NO 産生活性との相関などを検討する上で、 有効なツールとして活用できるものであり ます。  

 

YK100 Human/Rat NO Synthase-I  EIA キッ ト  
 

 ▼ ヒ ト およびラッ ト 組織抽出物中の NOS-I 測定用です。  
 ▼ 0.133～32.4pmol/mL の範囲で測定できます。  

▼ 41 検体を duplicate でアッ セイできます。  
▼ 測定は 18～20 時間(室温)と 1.5 時間で終了します。  
▼ 検体量は 50μL です。  

 ▼ プレート は一列（ 8 ウエル） ずつ取り 外しがで  
   きますので、 キッ ト の分割使用が可能です。  
 

▼ 同時再現性 Ｃ Ｖ (%) 4.0～5.3 
▼ 日差再現性 Ｃ Ｖ (%) 4.7～8.0 

  
 
保存性と安定性 

 
  2～8℃で保存してく ださい。 製造日より  
  24 ヶ月は安定です。  

内容 
 
1） 測定プレート  
2） 標準品 
3） 標識体 
4） 特異抗体 
5） SA-HRP 溶液 
6） 酵素基質液 
7） 酵素反応停止液 
8） 濃縮洗浄液 
9） 緩衝液 
10) プレート 密閉用シール 
 
 

 

 

Ⅱ.  特徴 

 

 今までの NO Synthase 測定キッ ト は、 NO の生成量を測定することによる NO Synthase の活性を定量する

キッ ト です。 本キッ ト はラッ ト およびヒ ト 組織の抽出物もし く は細胞培養液に含まれる免疫活性様 NOS-1

を直接的且つ特異的に定量するためのキッ ト です。 操作は簡便でしかも特異性・ 定量性に優れ、 共存する

他の生理活性物質や体液成分の影響を受けにく いなど多く の利点があり ます。 なお、 添付の標準品 human 

NOS-1 (998-1024)は高純度合成品（ 純度 99％以上） であり 、表示の重量は絶対量を示しており ます。また、

ビオチン化 human NOS-1 は、 HPLC により 精製した biotinylated glycylglycyl-human NOS-1 (998-1024) を使

用しています。  
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＜特異性＞ 

 本 EIA キッ ト はヒ ト およびラッ ト  NOS-1 を認識します。  

 

＜測定原理＞ 

本 EIA は特異性の高い NOS-1 の IgG 精製抗体を用いた競合反応にビオチンとスト レプト アビジンの非

常に高い親和性を利用した測定法です。  

96 穴プレート の各ウエルには、 ヤギ抗ウサギ IgG が固定されています。 この各ウエルに標識抗原溶液、

ついで標準品または検体および特異抗体溶液を順次加えて、 競合反応さ せます。 こ れに horseradish 

peroxidase 結合 streptavidin（ SA-HRP） を加えると 、ウエルに SA-HRP-ビオチン化抗原-抗体複合体が形成さ

れます。最後にこの複合体中の酵素 (HRP)活性を測定することにより 、検体中の免疫活性様 NOS-1 濃度を

求めることができます。  

 

Ⅲ.  キッ ト の構成 

 
試薬 形状 規格 内容物 

① Antibody Coated Plate  
(測定プレート ) 

 96 穴プレート 1 枚 ヤギ抗ウサギ IgG 抗体固定化プレート  

② Standard 
(標準品) 

凍結乾燥品 32.4 pmol、   1 本 合成ヒ ト  NOS-1 (998-1024)  

③ Labeled Antigen 
(標識体) 

凍結乾燥品 バイアル    1 本 ビオチン化ヒ ト NOS-1 (998-1024）  

④ Specific Antibody 
(特異抗体) 

液状 6mL      1 本 ウサギ抗ヒ ト  NOS-1 (998-1024) IgG 

⑤ SA-HRP Solution (SA-HRP 溶液) 液状 12mL     1 本 HRP に結合し たスト レプト アビジン  

⑥  TMB Substrate   
(酵素基質液) 

液状 12mL     1 本 3,3’5,5’-テト ラメ チルベンジジン（ TMB）  

⑦ Reaction Stopping Solution 
(酵素反応停止液) 

液状 12mL      1 本 1M 硫酸溶液 

⑧ Concentrated Wash Solution   
(濃縮洗浄液) 

液状 25mL     1 本 １ % Tween 20 を含む濃縮生理食塩液 

⑨ Buffer Solution 
(緩衝液) 

液状 25mL     1 本 非特異反応除去剤を含むリ ン酸緩衝液 

⑩ Adhesive Foil 
(プレート 密閉用シール) 

 3 枚  

 

Ⅳ.  操作法 

 

＜必要な器具および装置＞ 

1. マイクロピペッ ト およびチッ プ（ 50μL～1 mL）； 8 連または 12 連マルチチャンネルピペッ ト の使用を

お薦めします。  

2. マイクロプレート 用吸光度計（ 測定波長 450 nm で、 吸光度 2.5 まで測定できる装置）。  

3. 標準液の調製に使用するポリ プロピレン製の試験管 

4. マイクロプレート 洗浄装置、 用手法の場合は連続分注器、 ニード ルディ スペンサー、 アスピレーター
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または真空ポンプの使用を薦めます。  

5. メ スシリ ンダー（ 500 mL）。  

6. 蒸留水または脱イオン水。  

＜試薬の調製＞  注意： 標準品および標識抗原は、 溶解後に 1 時間以内使用してく ださい。  

1. 洗浄液の調製法： 25 mL (全量)を蒸留水または脱イオン水 475 mL にて希釈し使用する。  

2. 標準液の調製法： 標準品の容器に緩衝液 1 mL を加え、 32.4 pmol/mL の標準液（ Std-1） を調製する。

調製した STd-1 から 0.2 mLを取り 、0.4 mL緩衝液で希釈し 、10.8 pmol/mLの標準液(Std-2)を調製する。

以下同様の希釈操作を繰り 返し 、 さらに 3.6 (STd-3)、 1.2 (Std-4)、 0.4 (Std-5)、 0.133 (Std-6) pmol/mL の

各標準液を調製する。 Ｂ o (0 pmol/mL)は緩衝液をそのまま使用する。  

3. 標識体溶液の調製法：標識抗原の容器に緩衝液12 mLを加え、内容物を充分溶解させてから使用する。  

4. その他の試薬はそのまま＜測定操作＞に従って使用する。  

 

＜測定操作＞ 

1. キッ ト 内容を室温に戻す。 標準液、 標識体溶液および洗浄液を調製法に従って希釈調製する。  

2. プレート の各ウエルに 350μL の洗浄液を満たした後、アスピレーターにより 吸引するか、あるいは液

を捨てる。 この操作を合計 3 回繰り 返します。 最後に紙タオルなどにやや強く 叩き付けるよう にして

完全に液を除く 。  

3. 各ウエルに標識体溶液 100μL を加える。次いで標準品溶液または検体 50μL を加え、さらに抗体溶液

50μL を加える。  

4. 測定プレート をプレート 密閉用シールで密閉し 、 室温で 18～20 時間静置して、 反応を行う 。  

5. 各ウエル中の液を除き、 2.と同様の洗浄操作を 3 回行う 。  

6. 各ウエルに SA-HRP 溶液 100μL を加える。  

7. プレート をプレート 密閉用シールで密閉し 、 室温で 1 時間静置する。  

8. 各ウエル中の液を除き、 2.と同様の洗浄操作を 5 回行う 。  

9. 各ウエルに酵素基質液 100μL を加え、プレート をプレート 密閉用シールで密閉し 、遮光の状態で室温

で静置して、 30 分間反応させる。  

10. 各ウエルに酵素反応停止液 100μL を加える。  

11. マイクロプレート 吸光度計にて 450 nm の吸光度を測定する。  

12. 市販のソフト ウェ アを用い、 4（ or 5） －Parameter、 もし く は Log-Logit の回帰式を使用し 、 標準

液の各濃度（ ６ ポイント ） の測定値から標準曲線を作成してから、 検体の濃度を求める。 片対数方眼

紙を用いる場合は、 横軸（ Log 側） に標準液の濃度を、 縦軸 (linear 側)に標準液各濃度の吸光度をプ

ロッ ト し 、 標準曲線を作成し 、 検体の吸光度を標準曲線に当てはめ、 検体の濃度を読み取る。 相対結

合率で計算する場合、まず各標準液濃度および検体の吸光度の 0ng/mL 濃度標準液の吸光度に対する
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相対結合率（ B/Bo%） を計算し 、 横軸（ Log 側） に標準液の濃度を、 縦軸 (linear 側)に標準液各濃

度の相対結合率をプロッ ト し 、 標準曲線を作成する。 検体の相対結合率を標準曲線に当てはめ、 検体

の濃度を読み取る。  

 

Ⅴ.  操作上の注意 

 

1. 組織は摘出後 10 mM のリ ン酸緩衝液(pH7.4)で 10-20 倍の量で抽出してく ださい。必要に応じ抽出用緩

衝液に酵素抑制剤（ PMSF、 aprotinin） などを加えてから抽出してく ださい。 抽出液は pH が中性の場

合、 そのまま測定に供することができますが、 大きく 変わっていた場合は pH を 7.0-7.4 に調整してか

ら測定してく ださい。 抽出された検体の NOS-1 濃度が低いと予測される場合、 濃縮か、 抽出液を凍結

乾燥したのち、 キッ ト 緩衝液で再溶解してから測定してく ださい。 再溶解した検体の凍結融解の繰り

返しは避けてく ださい。  

2. 各試薬（ 検体を含む） は、 用時調製（ 希釈） を原則としてく ださい。  

3. 試薬調製時には、 必ず各試薬（ 検体） ごとにチッ プを交換してく ださい。 標準液を希釈するとき、 移

す度にかならず新しいチッ プを使ってく ださい。  

4. 洗浄時にウエルに残液が残らないよう に反転したプレート をやや強く たたきつけるよう にして紙タオ

ルなどの上に充分叩いて残液が残らないよう に注意してく ださい。  

5. キッ ト は分割使用が可能です。 溶解（ 調製） した試薬（ 標準液および標識抗原） の残液は-30℃以下に

て保存してく ださい。  

6. 2 キッ ト （ 2 プレート ） 以上を操作する場合も、 各プレート ごとに標準曲線を作成して下さい。 なお、

異なるロッ ト のキッ ト を組み合わせて使用しないでく ださい。  

7. 標準品、 検体ともに二重測定で行ってく ださい。  

8. 高濃度が予想されるよう な検体の場合は、 キッ ト 緩衝液で数段階希釈してから測定（ 再測定） してく

ださい。  

9. 発色反応はかならずプレート を遮光して行ってく ださい。  

10. 酵素-基質反応停止後は、 すみやかに吸光度の測定を行ってく ださい。  

11. 洗浄原液は保存中に沈殿を生ずることがあり ますが、 この沈殿は希釈調製時に溶解します。  

12. 酵素基質の発色レベルは、 反応温度、 時間、 プレート の振盪の程度などでわずかながら影響を受ける

ことがあり ますので、 必ず測定毎に検量線を作成してく ださい。  
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Ⅵ.  基本性能 

 

＜標準曲線＞ 

標準曲線
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＜再現性＞ 

   

  同時再現性 CV(%)    4.0～5.3 

  日差再現性  CV(%)      4.7～8.0 

 

＜添加回収試験＞ 

Sample Human NOS 1 Observed Expected  Recovery 

 added (pmol/mL) (pmol/mL) (pmol/mL) (%) 

 0.00 0.30  - 

 0.51 0.97 0.81 120.1 

Rat cerebellum 2.03 2.29 2.33 98.5 

 8.11 8.65 8.41 102.8 
 0.00 0.73  - 
 0.51 1.24 1.24 100.0 

Rat colon No. 1 2.03 2.74 2.76 98.8 
 8.11 8.04 8.84 90.9 
 0.00 3.47  - 
 0.51 4.76 3.98 119.8 

Rat colon No. 2 2.03 6.35 5.50 115.5 
 8.11 13.09 11.58 113.0 
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＜希釈試験＞    

Dilution Undiluted 1/2 1/4 
Rat cerebellum A 21.25 20.62 20.80 

Rat cerebellum B 21.77 20.90 21.73 

Rat colon A 20.26 19.26 20.57 

Rat colon B 24.60 22.42 23.37 

 

Ⅶ.  貯蔵法および有効期間 

 

＜貯蔵＞ 

遮光し 、 2～8℃にて保存してく ださい。  

 

＜有効期間＞ 

製造日より 24 ヶ月（ 使用期限は外箱に表示）  

 

＜包装＞ 

1 キッ ト 96 テスト 分（ 標準曲線作成用を含む）  
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