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アッセイ方法（概略）
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被験物質 （DMSO溶液）

+ 50 mM RNO+ imidazole (SO測定用) 
+ 50 mM NBT （SA測定用）

吸光度測定（サンプル）：OD440（吸光度減少） & OD560（吸光度増加）

光照射（１時間）

SO value
= [サンプルOD440（照射前－照射後）－ブランクOD440（照射前－照射後）]×1000
SA value
= [サンプルOD560（照射後－照射前）－ブランクOD560（照射後－照射前）]×1000

≪計算式≫

吸光度測定（ブランク）：OD440 & OD560

+ 20 mM NaPB (pH7.4)

RNO: p-Nitrosodimethylaniline NBT: Nitroblue tetrazolium chloride
PC: Quinine hydrochloride NC: Sulisobenzone



照射装置および照射条件

照射装置
• UVB～可視光を照射できる機器（UVCカット
フィルター付）を使用する

UVA強度
• 陽性及び陰性対照物質を用いて実験を行い，

ROS生成量が試験成立条件の基準値となる強
度を設定する

照射時温度
• 許容範囲：20 - 29℃

• 温度コントロールユニット（設定値25℃）ま
たはファンを使用する
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推奨擬似太陽光照射装置
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推奨機種

Atlas社製Suntest CPS/CPS+ Seric社製SXL-2500V2 

UVカットフィルター
（<290 nm）

UVA：6.5 - 7.9 J/cm2

(1.8 – 2.2 mW/cm2, 1 hr)

UVカットフィルター
（<300 nm）

UVA：11 - 18 J/cm2

(3.0 – 5.0 mW/cm2, 1 hr)



被験物質
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 最終濃度
• 200 µM（析出等がみられた場合は20 µM）

 溶媒
• DMSO：第一優先
• 20 mM リン酸緩衝液（NaPB，pH 7.4）：DMSOに不

溶の場合
• BSAや他の溶媒：レファレンス化合物を用いて適切

な実験条件を設定すれば使用可能だが，申請目的
の試験には使用できない

 陽性対照物質（PC）
• Quinine hydrochloride：最終濃度200 µM

 陰性対照物質（NC）
• Sulisobenzone：最終濃度200 µM



クオーツ製容器
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 96ウエルのプラスチック蓋による照射量の減弱と反応液
の蒸発を避けるために使用する

 特注品（オザワ科学）または同等品を推奨
 その他の容器やシールを使用する場合には，UV透過性

の高いものを選択し，レファレンス化合物を用いて適切な
照射量を設定する



アッセイ方法
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Mix (Vortex and Sonication for 5 - 10 min)

Add 200 μL of mixture to each well (n=3) 

Check solubility using a microscope (x100) and coloration 

Pre-read A440 and A560 after shaking for 5 sec

Read A440 and A560 after shaking for 1 min and coloration

NaPB 855 μL
NBT                  125 μL
Chemical           20 μL

NaPB 480 μL
Imidazole         250 μL
RNO               250 μL
Chemical          20 μL

SO SA

Light exposure for 1 hr



計算式

 SO
Decrease of A440 ×103 =[A440(-) – A440(+) – (a – b)] ×1000

A440(-) : Absorbance before light exposure at 440 nm
A440(+) : Absorbance after light exposure at 440 nm

a: Blank before light exposure (mean)
b: Blank before after exposure (mean)

 SA
Increase of A440 ×103 =[A560(+) – A560(-) – (b – a)] ×1000

A560(-) : Absorbance before light exposure at 560 nm
A560(+) : Absorbance after light exposure at 560 nm

a: Blank before light exposure (mean)
b: Blank before after exposure (mean)
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データの信頼性

申請に用いる場合は信頼性保証下また
はGLP下で実施

「試験法の実際と留意点」にて詳述
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試験成立条件および判定基準



判定基準
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1. 1回の実験で判定可能．
2. 20 M及び200 Mの両方で析出や着色等の

影響が認められた場合は判定不能．
3. 200 Mで析出や着色がみられた場合，20 M

の結果が利用可能．ただし，申請目的の場合，
陰性と判定するためには反応液中の光安定性
確認が必要．

4. 析出や着色等



試験方法の詳細

下記URLに記述

◦ Technical equipment：P.2から3

◦ Reagents：P.4から5

◦ Test procedure：P.6から8
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ご清聴ありがとうございました．
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