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RNA sample Preparation and Submission Guidelines 

for 3’ RNA-seq 

3’ RNA-seq解析サンプル調製・送付ガイドライン 

 

3’RNA-seq解析は Diagenode SA (ベルギー) で実施します。弊社にて事前に RNAサンプルの品質チェックを行いませ

んので、下記ガイドラインに沿って調製した RNAサンプルを送付してください。 

(株)ダイアジェノード連絡先：info.jp@diagenode.com 

Website: https://www.diagenode.com/en/categories/rna-seq-category 

 

1. Isolation of total RNA  

total RNAサンプル調製方法 

The quality of the RNA to be used for RNA-seq is very important, we therefore highly recommend the Qiagen 

portfolio kit for total RNA extraction and purification.  

RNA サンプルの品質は解析の成否に大きく影響します。市販の RNA 抽出キット(QIAGEN 等)を使用して total RNA を

抽出・精製してください。 

 

2. RNA quantification, quality and preparation  

RNAサンプルの必要量・品質について 
We would require total RNA matching these conditions:  

total RNAサンプルは以下の条件を満たす必要があります。 

• Volume: ≥10μL  

体積：10 μL以上 

 

• Optimal concentration: 20-100 ng /μL*  

濃度: 20-100 ng /μL* 

 

• Minimum 200 ng of total RNA if initial QC is not requested or 400 ng of total RNA if initial QC is 

requested  

 

QCを希望しない場合：必要量 200 ng以上 

QCを希望する場合：必要量 400 ng以上 

(QCをご希望の場合は、追加費用がかかります) 

 

• RIN (RNA integrity number) or DV200 values should be provided at least some RNA samples from 

every extraction batch  

RNA 抽出操作毎の品質の差を確認するため、抽出バッチ毎に少なくとも数サンプルについて RIN(RNA 

integrity number)または DV200の値が必要です。 

(値によってはサンプルの再調製・再提供についてご相談させていただく場合がございます) 

 

• DNA-free RNA (treated with DNase and purified)  

DNAフリー(DNase処理・精製を実施すること) 

  
* RNA concentration should be measured with the dye-based method (Qubit, Ribogreen) and re-assessed after 
dilution.  

*RNAサンプルの定量は蛍光試薬(Qubit, Ribogreen等)を用いた蛍光分析法にて実施し、希釈後に再評価を実施してく

ださい。 
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3.  Batch effect considerations  

バッチ間差について 
All the RNA samples intended to be used for the differential expression (DE) analysis should be included in the 

same library, bearing up to 96 samples. Due to batch effects, it might be impossible to perform DE analysis 

across the samples from independent libraries. If there is >96 samples or any other technical constraint, consider 

randomizing the samples in the different libraries (taking care of the confounders, e.g. not all male in one library 

and female in another).  

To avoid the batch effect and reduce technical variation all the RNA samples within a library should be prepared 

using the same isolation procedure or kit, ideally within the same preparation batch.  

差次的発現(DE)分析の対象となるすべての RNAサンプルは、同じライブラリーに含める必要があります(最大 96サンプ

ル)。異なるライブラリーのサンプル間では、バッチ間差により、差次的発現分析を実施できない可能性がございます。サ

ンプル数が 96 を超える場合やそのほかの技術的制約がある場合は、複数のライブラリーにまたがりサンプルをランダム

に配分することをご検討ください。（例えば、一つのライブラリーは全て男性由来サンプルのみで別のライブラリーは女性

由来サンプルのみ、などの偏りが生じないよう交絡因子にご留意ください） 

バッチ間差や技術的なばらつきを減らすため、ライブラリーに含まれる全ての RNA サンプルを同じ方法・同じキットにて、

抽出・調製してください。(すべての RNAサンプルを一度に処理することが望ましいです) 

 

4. Shipment Instructions  

サンプル送付方法 

• Prepare the samples in 96-well plates (low bind, RNase free, Eppendorf, 0030129504) and label them 

carefully.   

サンプル容器は低吸着性、RNase freeの 96ウェルプレート(Eppendorf, 0030129504等)を使用してください。 

 
上図のように列方向に順番にサンプルを 96ウェルプレートに入れてください。 

 

• Fill the sample submission form (Sample_RNA_ID excel file) with all relevant information and send it 

by email.  

弊社よりお送りした sample submission form (Sample_RNA_ID excel file)ファイルにすべての関連情報を

記入して、info.jp@diagenode.com に電子メールで送信してください。 

• Always send the samples on dry ice and make sure you supply sufficient dry ice for the whole transport 

and unexpected delays.  

サンプルを輸送する際は常に十分な量のドライアイスを同梱してください。 

• Print the sample submission form and include it in your package when shipping the samples.  

必要事項を記入した「sample submission form」を印刷して、RNAサンプルと同梱してお送りください。 
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• Please send the parcel at the beginning of the week so it gets to us before the weekend.  

土・日・祝日はサンプルの受け取りを行っておりません。休日をはさまないように平日午前着指定で下記の住所

へお送りください。 

 

サンプル送付先： 

株式会社ダイアジェノード 

エピジェネティクス受託解析サービス係 行 

〒930-0834 富山県富山市問屋町 1-8-7 富山営業所 

TEL 076-482-3110 

※サンプルは、容器破損が起こらないように梱包してください。 

※サンプル IDシートとドライアイスを同梱し、冷凍便でお送りください。 

※平日着でお送りください。発送は元払いでお願いしています。 

 


