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TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN 
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[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617 [ ] Phone : +81-3-5632-9610 
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本品本品本品本品はははは、、、、体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品体外診断用医薬品ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

【【【【キットキットキットキットのののの特徴特徴特徴特徴】】】】
本品は、遺伝子組み換え L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞを用いた
L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸の測定ｷｯﾄであり、L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸脱炭酸酵素や
L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸脱水素酵素を用いる従来の方法に比べ、極
めて簡単な操作でL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸が定量できます(参考文献
：1)。

短時間でのL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸定量が可能であり、各種食品工場
での製造管理および品質管理におけるL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸のﾙｰﾁ
ﾝ分析に有用です。

また、生化学分野における試料中のL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸定量はも
ちろん、L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸が関与する種々の酵素の活性測定に
応用することができます。例えば、ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ、ﾍﾟﾌﾟﾁﾀﾞｰ
ｾﾞ、ｸﾞﾙﾀﾐﾅｰｾﾞなどの酵素活性測定が可能です（参考文
献：2,3）。

【【【【キットキットキットキットのののの構成構成構成構成】】】】

1. 緩衝液 1ﾊﾞｲｱﾙ (60mL)

2. 酵素試薬 1ﾊﾞｲｱﾙ (凍結乾燥品)

3. L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸標準液(100mg/L)   1ﾊﾞｲｱﾙ (1.5mL)

【【【【測定原理測定原理測定原理測定原理】】】】

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞの酸化反応でL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸より産生
された過酸化水素と、4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ（4-AA）及びDAOSに
ﾊﾟｰｵｷｼﾀﾞｰｾﾞを反応させることにより、青色色素を生成さ
せます。ついで、この色素量を比色定量することにより、L-
ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸量を求めます。

①L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞの酸化反応

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸＋H2O＋O2

α-ｹﾄｸﾞﾙﾀﾙ酸＋NH3＋H2O2

②ﾊﾟｰｵｷｼﾀﾞｰｾﾞによる青色色素形成

. H2O2+DAOS+ 4-AA                青色色素(600nm)

【【【【操作方法操作方法操作方法操作方法】】】】

1. 1. 1. 1. 発色試薬発色試薬発色試薬発色試薬のののの調製調製調製調製
酵素試薬（凍結乾燥品）を緩衝液で溶解させます。約1mL
の緩衝液を酵素試薬ﾊﾞｲｱﾙに入れて凍結乾燥品をよく溶
かし、これを元の緩衝液ﾊﾞｲｱﾙに戻して混和して下さい。
なお、このようにして調製した発色試薬溶液は必ず2～
8℃で遮光して保存して下さい。調製後、約１ヶ月間使用
できます。

2. 2. 2. 2. 試料試料試料試料のののの調製調製調製調製
①醤油のような液状食品は、精製水でL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸が

100mg/L程度の濃度になるように希釈して下さい。
醤油の場合、200倍から250倍希釈が適当です。

②ﾁｰｽﾞ、ｿｰｾｰｼﾞなどの固形食品は細断して、10倍か
ら20倍量の精製水またはﾘﾝ酸緩衝液を加えﾐｷｻｰ
にかけます。冷却してろ過を行い、ろ液を2倍から
5倍に精製水で希釈して試料とします。なお濁りが
ひどい場合には、遠心分離や再度のろ過を行って
下さい。除蛋白操作の必要はありません。

3. 3. 3. 3. 測定操作方法測定操作方法測定操作方法測定操作方法
（1）発色試薬溶液を900μLずつ、試料数に2本加えた

数の試験管に分注します。
（2）試料60μLを（1）の発色試薬1本に加えます。

（A）
（3）標準液60μLを（1）の発色試薬１本に加えます。

（S）
（4）発色試薬盲検は精製水60μLを（1）の発色試薬

１本に加えます。 （R）
（5）検体試料の盲検が必要な場合は、試料60μLを

精製水900μLの入った試験管に加えます。
（B）

（6）各試験管をよく振って、常温で20分間放置後、精
製水を対照にして600ｎmの吸光度を測定します。

4. L4. L4. L4. L----ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙﾀﾐﾝﾙﾀﾐﾝﾙﾀﾐﾝﾙﾀﾐﾝ酸濃度酸濃度酸濃度酸濃度のののの算出算出算出算出

試料中のL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸の濃度は下記の計算式により求
めます。

L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸(mg/L)=(A-B-R)÷(S-R)×100×希釈倍率

BRSA吸光度

各試験管をよく振って反応を開始します。常温で20分間

放置後精製水を対照として、600nmの吸光度を測定しま

す。検体盲検は、試料によってはほとんど0になり、必要

ない場合があります。
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【【【【測定範囲測定範囲測定範囲測定範囲】】】】
本ｷｯﾄでは、10mg～500mg/Lの範囲のL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸の測
定可能ですが（検量線例参照）、なるべく試料を50mg～
100mg/Lになるように希釈したうえで、測定して下さい。
試料の希釈倍率を高めることにより、ﾋﾞﾀﾐﾝCなどの発
色阻害物質の影響を受けにくくなります。

【【【【使用上又使用上又使用上又使用上又はははは取扱上取扱上取扱上取扱上のののの注意注意注意注意】】】】**
①青色色素の発色は、L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸標準液を検体とした

場合、約10分間でﾋﾟｰｸに達した後、経時的な微弱減少
が見られます。検体試料および標準液の反応時間、な
らびに吸光度測定までの時間に極端な差異が生じな
いように留意して下さい。

②酵素試薬を緩衝液に溶解した発色試薬溶液は、必ず
2～8℃で遮光して保存して下さい。調製後、約1ヶ月
間使用できます。

③L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸標準液は、開栓後は2～8℃で遮光して保
存して下さい。約1ヶ月間使用できます。

④最終的に希釈した試料（L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸として、100mg/L
程度）に、ﾋﾞﾀﾐﾝCが4mg/L以上存在すると、発色が阻
害を受けます。したがって、ﾋﾞﾀﾐﾝCが多量に入ってい
る試料は、適当な前処理をする必要があります。

⑤本ｷｯﾄは生体内への注射又は服用はしないで下さい。
⑥添付文書に記載された使用方法に従って使用して下

さい。
⑦試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に

洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の
手当等を受けて下さい。

⑧使用期限を過ぎたｷｯﾄは、使用しないで下さい。
⑨異なるｷｯﾄの構成試薬を組み合わせて使用しないで

下さい。
⑩ｷｯﾄ中の容器を他の目的に転用しないで下さい。

【【【【ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ﾀﾐﾝﾀﾐﾝﾀﾐﾝﾀﾐﾝCCCCのののの影響除去影響除去影響除去影響除去についてについてについてについて】】】】

本ｷｯﾄでは、検体に大量のﾋﾞﾀﾐﾝCが存在すると、発色反
応が阻害されます。したがって、ﾋﾞﾀﾐﾝCが多量に入って
いる試料は、適当な前処理をする必要があります。ﾋﾞﾀﾐﾝ
Cによる発色阻害を除く方法として、ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ
による酵素処理の方法、NaOHによる化学処理の方法が
あります。いずれの方法でも試料に適当量のL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸
を添加したものを同時に測定し、その回収率に問題のな
いことを確認することを、おすすめします。

[ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞによる酵素処理]
①試料30μL（L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸として200mg/L）に、30μL

のｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ溶液(50mM HEPES緩衝液
(pH7.1)で5U/mLに調製）を混合することにより、試料
を2倍に希釈する。

②5分間室温で静置する。

これを試料として測定すれば、元の試料中にﾋﾞﾀﾐﾝCが
200mg/L入っていてもL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸定量には影響ありま
せん（下図参照）。

[NaOHによる化学処理]

①適当に希釈した試料25mL（L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸として
100mg～200mg/L程度の濃度）に1MのNaOHを5mL
と精製水10mLを加え、沸騰水中で1時間処理します。

②熱処理後、冷却して6MのHClでpHを中性付近に戻し、
全量を精製水で正確に50mLにします。

これを試料として測定すれば、元の希釈した試料中に
ﾋﾞ ﾀﾐﾝCが100mg/L程度入っていてもL-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸定量
には影響ありません。

【【【【貯蔵方法貯蔵方法貯蔵方法貯蔵方法・・・・有効期有効期有効期有効期間間間間】】】】 *
貯蔵方法： 2～8℃で遮光して保存
有効期間： 製造日から12ヶ月

【【【【製品製品製品製品コードコードコードコード】】】】 80057

【【【【参考文献参考文献参考文献参考文献】】】】

1. Arima J et al., J Biochem 134, 805-812, 2003 

2. 山内 寛ら、日本醤油研究所雑誌 13, 8-12, 1987
3. Kusakabe H et al., Agric. Biol. Chem., 48, 181-184, 1984 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】

ヤマサ醤油株式会社 診断薬部
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-23-8  
TEL 03(3668)8558      FAX 03(3668)8407

【【【【製造販売製造販売製造販売製造販売】】】】**
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