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使用目的 
抗酸化能測定TASキットは、血漿・血清・ワイン・ビー

ル・フルーツジュースなどの抗酸化能を測定する研究用試

薬です。 
 
製品品番並びに包装内容（粉末の場合は調整後の容量） 
NX 2332    1. Buffer  1 x 100 ml 
5 x 10 ml 2. Chromogen  5 x 10 ml 
5 x 10 t 3. Substrate  2 x 5 ml 
  Standard  5 x 1 ml 
 
測定原理 
酸化触媒酵素ペルオキシダーゼ（メトミオグロビン）と過

酸化水素H2O2によって、ABTS®試薬[2,2'-アジノビス(3-エチ

ルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)]がラジカル化され

ABTS・+®が生成されます。このラジカルABTS・+®は、安定的で

青緑色をしており、600nmの吸光度で測定することが出来ま

す。検体中に抗酸化物質が含まれると、この青緑色のABTS・

+®の生成を阻害します。抗酸化物質の濃度に比例してこの青

緑色の物質の生成が阻害されます。 
 
HX-FeIII + H2O2 X - [FeIV = 0] + H2O 
 
ABTS® + .X - [FeIV = 0] ABTS®*+ + HX - FeIII

 
HX-FeIII = メトミオグロビン 
X - [FeIV= 0] = フェリルミオグロビン 
ABTS® = 2,2'-アジノビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-

スルホン酸) 
ABTS® は、Boehringer Mannheim社の登録商標です。 
 
検体サンプル  
ワイン・ビール・フルーツジュース・化粧品・化粧品原料

などの溶液サンプルを測定することが出来ます。赤ワイン

は３倍に希釈してください。フルーツジュースは、0.45μ
のフィルターで濾して下さい。各サンプルの前処理方法

は、TASキットQ&Aを御参照下さい。また、非凝固血漿・

血清などのサンプルを測定することができます。溶血した

サンプルは使用を避けてください。血漿・血清サンプル

は、一般的に36 時間（+2 ～+8°C）で保存が可能です。ま

た血漿・血清サンプルは、14日間凍結保存が可能です（反

復溶解は避けてください。）。 
 
試薬組成 
 
内 容 濃 度（調整後）  
 
1. Buffer 
 Phosphate Buffered Saline 80 mmol/l, pH 7.4 
2. Chromogen 
 Metmyoglobin 6.1 μmol/l 
 ABTS® 610 μmol/l 
3. Substrate 
 Hydrogen peroxide (in stabilised form) 250 μmol/l 
 Standard 
 トロロックス 
 （6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman  キット付属文書  
  -2-carboxylic acid）          に記載 
 
 
安全にご使用頂く為の注意 
TASキットは研究用試薬です。経口吸引ピペットは使用し

ないで下さい。研究試薬取扱い上の安全基準に従ってくだ

さい。試薬の廃棄は、ガイドラインに従ってください。

このキットは適切な実験室で、実験操作の訓練を受けた方

のみがご使用下さい。 

試薬調整並びに安定性 
 
1. Buffer 
 そのまま使用します。試薬は+2 ～+8°Cで保管された場

合、有効期限まで使用することが出来ます。 
2. Chromogen 
 chromogen バイアルに10 mlのBuffer を添加します。そ

の混合液を使用します。この混合液は+2 ～+8°C では

２日間安定で、+15～+25°Cでは８時間安定です。 
3. Substrate 
 1 mlのsubstrateを1.5 mlのBufferで希釈します。この混

合液を使用します。この混合液は、+2～+8°C で保管さ

れた場合24 hours安定です。 混合されていない

substrateは+2 ～+8°Cで保管された場合、有効期限まで

使用することが出来ます。 
 Standard 
 Standardバイアルに1 mlの脱イオン水を添加します。

この混合液は+2 ～+8°Cで保管された場合２日

間、-20°Cで保管された場合は1ヶ月安定です。 
 
注: TASキットをオートメーションシステムで使用する

場合はお問い合わせ下さい。一般的なオートメーシ

ョンシステムの手順を用意しています。 
 
本キットで供給されている物 
Buffer 
Chromogen 
Substrate 
Standard 
 
本キットで提供されていない物 
Randox Total Antioxidant コントロール (品質確認用).
 
測定一般注意 
反応時間の管理は出来る限り厳格に行ってください。も

し、試薬量、反応時間、温度が正確でない場合は、結果に

影響を与えることが考えられます。より正確な測定には、

温度コントロールできるスペクトロメーターをご使用する

ことをお勧めします。  
 
測定手順 
 
波長: 600 nm 
吸収セル: 光路長1cm 
測定温度: 37°C 
ブランクセル: 空セル 
セル内溶液容量: 1.22ml 
＊少量溶液用のセミマクロセルの御使用をお奨めします。 
 
ピペットワーク: 
 
 ブランク試薬 スタンダード サンプル 
  
脱イオン水 20 μl - - 
Standard - 20 μl - 
Sample - - 20 μl 
Chromogen 1 ml 1 ml 1 ml 
 
よく混合し、適温にインキュベートします。初期吸光度

absorbance (A1)を測定します。  
添加:  
 
Substrate 200 μl 200 μl 200 μl 
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Substrateを添加します。よく混合し、同時にタイマーをス

タートさせます。吸光度absorbance(A2)を正確に３分後測

定します。 
 
A2 - A1 = ⊿A （ブランク/スタンダード/サンプル） 
 
算出方法 
抗酸化能: 
 

     スタンダード（トロロックス）濃度 
Factor =  

 
    (⊿A ブランク - ⊿A スタンダード) 

mmol/l = Factor ×(⊿A ブランク - ⊿A サンプル) 
 
品質管理 
抗酸化能測定TASキットを御使用になる場合には、Randox 
Total Antioxidantコントロールを使用し、１日１回の品質確

認をお勧めします。このコントロールを使用して得られた

測定値が、一定範囲の値になっていることを確認します。

もし、品質確認検査で連続して範囲外の値が得られた場合

は下記の事項を御確認願います。 
 
1.  測定機の設定と光源をチェックしてください。 
2.  測定機並びに御使用のガラス器具に汚れがないか確認し 
 てください。 
3.  使用した脱イオン水のコンタミネーションがないか確認

して下さい。（例 微生物汚染など） 
4.  反応温度を確認して下さい。 
5.  キットの有効期限と試薬の調整方法を確認して下さい。 
 
参考値 
範囲: 1.30 - 1.77 mmol/l  血漿 （トロロックス等量） 
 
この値は、働いているヨーロッパ人を母集団として得られ
た値です。各ラボラトリーは年齢、性別、体重、母集団の
地理的位置などを反映した独自の参考値を確立してくださ
い。
 
直線性 
測定値が2.5 mmol/l より大きい場合には、0.9% 食塩水でサ

ンプル検体を希釈し再測定することをお勧めします。この

希釈によって、最大20%の値の増加が得られることもあり

ます。  測定値が2.5 mmol/l以下の殆どの検体では希釈は必

要ありません。 
 
参考文献 
1. Miller, N.J., Rice-Evans, C., Davies,  

M.J., Gopinathan, V. and Milner, A., Clinical Science 
(1993) 84, 407-412. 

2. Data on file at Randox. 
 
製造元 
英国Randox Laboratories Ltd., 
 
輸入発売元(問い合わせ先) 
三洋貿易株式会社 科学機器事業部 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-2-5 
トライエッジ御茶ノ水ビル 
TEL03-5296-9577 FAX03-3252-2882 
www.sanyo-si.com 
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