
㈱吉田生物研究所 バイオ情報研究部門 

２．標準型の操作 （06プレラン） 

06060606    プレランプレランプレランプレラン    （（（（ゲルゲルゲルゲルのののの浄化浄化浄化浄化、、、、フリーラジカルフリーラジカルフリーラジカルフリーラジカルのののの除去除去除去除去、、、、還元化還元化還元化還元化））））    

どのどのどのどの次元次元次元次元のののの電極電極電極電極もももも上上上上ををををプラスプラスプラスプラス、、、、下下下下ををををマイナスマイナスマイナスマイナスにににに繋繋繋繋ぎぎぎぎ、、、、プレランプレランプレランプレランするするするする。。。。    

プレランプレランプレランプレランによってによってによってによって、、、、TEMEDTEMEDTEMEDTEMED、、、、APSAPSAPSAPS やややや acrylamide, BIS, ureaacrylamide, BIS, ureaacrylamide, BIS, ureaacrylamide, BIS, urea などになどになどになどに含含含含まれるまれるまれるまれるイオンイオンイオンイオン性性性性のののの不不不不

純物純物純物純物がががが除去除去除去除去されるされるされるされる。。。。またまたまたまたラジカルラジカルラジカルラジカル・・・・スカベンジャースカベンジャースカベンジャースカベンジャーとしてとしてとしてとして加加加加えられるえられるえられるえられる MEAMEAMEAMEA のののの泳動泳動泳動泳動によっによっによっによっ

ててててフリーラジカルフリーラジカルフリーラジカルフリーラジカルがががが消去消去消去消去されるがされるがされるがされるが、、、、それだけでなくそれだけでなくそれだけでなくそれだけでなく MEAMEAMEAMEA がががが還元剤還元剤還元剤還元剤としてとしてとしてとして働働働働きききき、、、、ゲルゲルゲルゲル中中中中のののの

環境環境環境環境をををを還元的還元的還元的還元的にするにするにするにする。。。。    

    

≪≪≪≪    ００００DDDD プレランプレランプレランプレラン    ≫≫≫≫    

手順手順手順手順１１１１    

0D 50x gel buffer 2 ml, 2mercapto0D 50x gel buffer 2 ml, 2mercapto0D 50x gel buffer 2 ml, 2mercapto0D 50x gel buffer 2 ml, 2mercaptoethylamineHCl (MEA) 1 g, 10M urea 70 ml /final ethylamineHCl (MEA) 1 g, 10M urea 70 ml /final ethylamineHCl (MEA) 1 g, 10M urea 70 ml /final ethylamineHCl (MEA) 1 g, 10M urea 70 ml /final     

100 ml100 ml100 ml100 ml をををを作成作成作成作成しししし、、、、上部上部上部上部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに加加加加えるえるえるえる。。。。0D 50x gel buffer 2 ml / final100 ml0D 50x gel buffer 2 ml / final100 ml0D 50x gel buffer 2 ml / final100 ml0D 50x gel buffer 2 ml / final100 ml をををを    

作成作成作成作成しししし、、、、下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに加加加加えるえるえるえる。。。。    

    

手順手順手順手順２２２２    

100VCV 1 hr100VCV 1 hr100VCV 1 hr100VCV 1 hr    室温室温室温室温でででで泳動泳動泳動泳動するするするする。。。。TEMED TEMED TEMED TEMED がががが抜抜抜抜けけけけ、、、、ゲルゲルゲルゲル中中中中のののの pHpHpHpH がががが 5.55.55.55.5 になるになるになるになる。。。。    

    

≪≪≪≪    １１１１DDDD プレランプレランプレランプレラン    ≫≫≫≫    

手順手順手順手順１１１１    

1D 4x buffer 50 ml, 2mercaptoethanol (ME)1 ml, 10M urea 140 ml1D 4x buffer 50 ml, 2mercaptoethanol (ME)1 ml, 10M urea 140 ml1D 4x buffer 50 ml, 2mercaptoethanol (ME)1 ml, 10M urea 140 ml1D 4x buffer 50 ml, 2mercaptoethanol (ME)1 ml, 10M urea 140 ml / final 200 ml / final 200 ml / final 200 ml / final 200 ml をををを作作作作    

成成成成しししし、、、、100 ml100 ml100 ml100 ml をををを下部下部下部下部バッファーバッファーバッファーバッファー槽槽槽槽にににに加加加加えるえるえるえる。。。。残残残残りりりり 100 ml100 ml100 ml100 ml にににに MEA 1 gMEA 1 gMEA 1 gMEA 1 g をををを溶溶溶溶かしかしかしかし、、、、上部上部上部上部ババババ    

ッファーッファーッファーッファー槽槽槽槽にににに加加加加えるえるえるえる。。。。    

    

手順手順手順手順２２２２    

100VCV 6 hr100VCV 6 hr100VCV 6 hr100VCV 6 hr    室温室温室温室温でででで泳動泳動泳動泳動するするするする。。。。    

    

≪≪≪≪    ２２２２DDDD プレランプレランプレランプレラン    ≫≫≫≫    

手順手順手順手順１１１１    

2D gel 10x buffer 40 ml, MEA 2 g, 10M urea 280 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml, MEA 2 g, 10M urea 280 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml, MEA 2 g, 10M urea 280 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml, MEA 2 g, 10M urea 280 ml / final 400 ml をををを作成作成作成作成しししし、、、、上部上部上部上部バッバッバッバッ    

ファーファーファーファー槽槽槽槽にににに加加加加えてえてえてえて、、、、ふたをするふたをするふたをするふたをする。。。。    

2D gel 10x buffer 40 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml / final 400 ml2D gel 10x buffer 40 ml / final 400 ml をををを作成作成作成作成しししし、、、、下部下部下部下部バッバッバッバッファーファーファーファー槽槽槽槽にににに加加加加えてえてえてえて、、、、細長細長細長細長いふいふいふいふ    

たをするたをするたをするたをする。。。。    

    



㈱吉田生物研究所 バイオ情報研究部門 

２．標準型の操作 （06プレラン） 

手順手順手順手順２２２２    

小型小型小型小型ファンファンファンファンででででゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナゲルコンテナ間間間間のののの隙間隙間隙間隙間にににに向向向向かってかってかってかって送風送風送風送風するするするする。。。。このこのこのこの送風送風送風送風をををを怠怠怠怠るとるとるとるとジュールジュールジュールジュール熱熱熱熱    

ででででゲルゲルゲルゲルにににに亀裂亀裂亀裂亀裂がががが生生生生ずるずるずるずる。。。。    

    

手順手順手順手順３３３３    

100VCV 15 hr100VCV 15 hr100VCV 15 hr100VCV 15 hr    室温室温室温室温でででで泳動泳動泳動泳動するするするする。。。。出発時出発時出発時出発時 200 mA200 mA200 mA200 mA 超超超超だがだがだがだが、、、、徐徐徐徐々々々々にににに下下下下がっていきがっていきがっていきがっていき 15 hr15 hr15 hr15 hr 後後後後    

にはにはにはには 100 mA100 mA100 mA100 mA 以下以下以下以下になるになるになるになる。。。。15 hr15 hr15 hr15 hr 未満未満未満未満でもでもでもでも 100 mA100 mA100 mA100 mA 以下以下以下以下になればになればになればになれば終了終了終了終了してよいしてよいしてよいしてよい。。。。    

 


