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スキャナーと画像解析ソフトを使用した

血清蛋自分画 像 解 析 の 検 討

橋本淳一ヘ林

lま じ め

セルロースアセテート膜(セア膜)蛋白電気泳動

法は，セア膜を支持体とした膜上で被検血清を荷電

し，血清蛋白の電気的性質によりアルブミン， α1.

α2・0・γグロブリン等の蛋自分画に泳動・分離

する検査法である。各分画濃度は各分画の面積比か

ら算出される。一つの分画の面積比が他分画の濃度

に影響するため半定量法とも呼ばれる。現在，セア

膜蛋白電気泳動法は簡便に血清蛋白の状態を観察

する検査法として人の医療及び獣医療分野で広く

使われている。

セア膜蛋白電気泳動法の常法は， Iセア膜への血紫・

血清塗布→電気泳動→染色→脱色→乾燥→透明化

→デンシトメーターへの設置及びスキャン→デン

シトメーターでの分画像解析」の順に実施される九

このうち「セア膜への血竣・血清塗布~脱色」につ

いてはセア膜・泳動槽・電源・染色液・脱色液を用

意すれば実施可能であり安価で、入手しやすい。しか

し，分画像処理に使用するデンシトメーターは比較

的高価なため，購入は容易でなく，多くの検査機関

で本検査法の普及が妨げられている。

そこで，市販のフラットベッドスキャナーとフ

リー画像処理ソフトを用いてデンシトメーターの

代用となる簡易法を検討することにした。

2 材料 と 方法

(1)機材および材料

セア膜の染色に使用するポンソーは 507nmの最大

吸収波長を持つ染色液で、あり，約 400~600nm 聞も

ある程度の吸収波長域を持つことが知られている。

セア膜電気泳動で使用するデンシトメーターには

一般的に 507nm偏光フィルターが装着されている。
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そこで，簡易法を検討するスキャナーには約

400~600nm の波長の白色 LED を光源として持ち，

かっ反射・透過原稿方式の両スキャン方式が利用可

能なエプソン GT-F740を採用した。なお，反射原

稿方式は光を被写体にあて，その反射光をスキャン

する方式で，透過原稿方式は光をフィノレム等の透け

ている被写体にあて，透過してきた光をスキャンす

る方式である。

スキャン後の分画像解析にはアメリカ国立衛生

研究所開発のフリー画像解析ソフト ImageJを採用

した。

その他の使用した血清・機器および電気泳動条件

等は表 1のとおりである。(表 1) 

表 l 検査材料・電気泳動条件及び使用機器

項目 内容

使
富士フィルムドフイケムコントロール

用 検討 1• II・皿 血清QP-H(ヒト標準血清，許容幅

血 3.9~4.7 g1dl， 平均値4.3 g1ω

1青 検討W 牛ホルスタイン種血清 (n=18)

総蛋白測定法 蛋白屈折計

セルロースア 富士フィルムセバラックスSPセテート膜

電
ノ〈ッファー 常光ベロナールバッファー

気 血清塗布量 0.8μl/cm 
泳
動 通電時間 0.8 mA/cm， 45分
条
件 染色液 和光純薬ポンソー3R染色液

(ポンソー)

透明化試薬 純(デ正カ化学デカヒドロナフタレン
リン)

スl
常法 常光CR-20(波長507nm) 

キ
ヤ 簡易法 エプソンGT-F740(白色LED発光，
ン 反射・透過原稿方式)

画 常法 常光CR-20(波長507nm) 

像
角手 簡易法

アメリカ国立衛生研究所開発
析 フリー画像解析ソフトimageJ 
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(2)検討方法

1)検討 1:セア膜の透明化とスキャン方式の検討

はじめに，セア膜を透明化すべきか否か，また

スキャン方式は反射 ・透過原稿方式のどちらがより

常法の結果に近くなるかを検討した。

検討は [セア膜の透明 ・非透明]x [スキャン

方式の反射 ・透過式]の組み合わせで実施。

検討条件①は[セア膜は非透明] x [スキャン

方式は反射原稿方式 (300dpi， 8 bit，グレー)]，

検討条件②は [セア膜は透明]x [スキャン方式

は反射原稿方式 (300dpi， 8 bit，グレー)]，

検討条件③は [セア膜は透明]x [スキャン方式

は透過原稿方式 (300dpi， 8 bit，グレー，ポジフィ

ルム方式)] 

の3条件を検討した。

セア膜は松浪硝子工業スライドガラス(水縁磨

t1. 3) 2枚で挟みこみスキャナーガラス上へ設置し，

スキャン画像の数学的加工処理は行わず，手JI慎1に

従い分画比をもとめ，蛋白値を算出した。検討結果と

常法との比較は標準血清説明書に記載があるアノレ

ブミン値で、行った(手JI慎1) 2， 3)。

手JI慎1 Image Jのプロット手順

IFile>openJ 

→分画函像を選択
→ツールパー上の長方形ツール (Rectangular)でアノレ

ブミンから γグロプリンを含むように選択

→ I Analyze>Gels>Select first laneJ 

→ I Analyz巴>Gels>GelAnalyzer options> Invert peaks に

チェックを入れる」
→「加aJyze>Gels>PlotlanesJ→ツールパー上の直線ツーノレ

(Straight)を使いピーク曲線 ・直線 ・底面で各分画が
固まれるように線をひく

→ツールパー上の杖ツール(Wand)を使いアルブミン，
臼・3・γグロプリンのl頓に囲った分画内をクリッ
クしていく

→Resultsウインドウに各分画の areaが表示されている
のを確認

→ I Analyze>Gels>Label peaksJで各分画の面積比算出
→面積比に従い血清総蛋白値から各分画の蛋白値算出

2)検討 11:セア膜のスキャナーガラス上への

設置方法の検討

スキャナーガラス上へ透明化セア膜をどの様に

置くと結果が常法に近くなるかを検討した。スキャ

ン方式は透過原稿方式 (300dpi， 8 bit，グレー，ポジ

フィノレム方式)とし，スキャン後は検討 Iと同様に

手JI慎1に従い蛋白値を算出し常法と比較した。

検討条件①は [スライ ドガラス2枚で透明化セア

膜をサンドイツチしてスキャナーガラス上に設置1

検討条件②は [スライドガラス l枚の上に透明化セ

ア膜を置いてスキャナーガラス上に設置1検討条

件③は[透明化セア膜をスキャナーガラス上に直接

設置]の 3条件を検討した。

3)検討皿:スキャン画像の OD値化処理

スキャン画像を ImageJで数学的加工処理 (OD

値処理)してから蛋白値を算出した結果と常法の結

果を比較検討した。スライドガラス 2枚でサンド

イツチした透明化セア膜を透過原稿方式 (300dpi，8

bit，グレー， ポジフィルム方式)でスキャン した画像

を ImageJ上で OD値式 (OD値=-[og(透過値): 

*透過値 =T/TO ，T=計測値 ，TO=最大透過値

(Image Jでは 255)) に従い，手順 2のとおり OD

値処理を行った。処理後の画像は手順 1に従い蛋白

値を算出し常法と比較検討した(手順 2)。
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手順 2 Image Jにおける OD値化処理

fFile>openJ→分画像を選択
→ flmage>Type>32bitJ (8bit画像を 32bit化することで

計算誤差を無くす)

→ fProcess> Math> Divide>255 J 

→ fProcess> Math> log (自然対数に変換)J

→ fProcess>Math>Divide>2.3035 (自然対数を常用対数
に変換)J

→fProcess>Math>Multiply>2. 2 (エプソン GT-F740が行
うディスプレイガンマ補正を戻す。ただし，スキャ
ナ一例!の設定でディスプレイガンマ補正を行わな
い場合は計算しない。)J

→ fProcess>Math>Multiply>-l (反転)J 

→ flmage>adj ust> Brightness/ Contrast> Auto J 

→B&Cダイアログの Maximumスライダーを分画像が
きれいに見えるまで左に動かす

でz... 

亡令 。

4)検討N:野外牛血清を用いた簡易法と常法の

比較検討

検討 I~IIIをふまえ， 実際にホノレスタイン種搾乳

牛血清を用いて常法と比較検討した。泳動したセア

膜を透明化後，スライドガラス 2枚でサンドイツチ，

透過原稿方式でスキャン， OD値化処理，蛋白値を

算出し常法の結果と 比較した。比較はアルブ、ミン，

α ・3・γグロプ リンの各分画値で、行った。

3 結 果

(1)検討 I

常法アノレブミン値を 100% とした時，検討条件①

図 l セア膜の透明化とスキャン方式の検討結果

(3)検討E

常法のアノレブPミン値を 100%(n=17)とした時， OD

値処理後の値は99.1:t 1. 2% (n=17)と処理前の88.0 

:t 2. 7% (n=10)に比較して向上した(図 2)。
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図 2 OD値化処理結果

また，常法(n=17)とOD値処理(n=17)のアルブ、ミン

値はし、ずれもコントロール血清QP-Hの許容幅(3.9~ 

4.7 g/dl)内に入った。またコントローノレ血清の平均値

4.3g/dl前後の 4.1以上 4.5g/dl未満の範囲に常法 15

個， OD値処理 14個が入りその分布に大きな差は見ら

れなかった(図 3)。

12 

10 

が 67.3:t2. 1 % (n=川，②が 74.9:t7.4%(凶 0)， I 6 

方法③が 88.0:t2. 7% (n=10)となった(図1)。

(2)検討E

常法アルブ、ミン値を 100%とした時，検討条件①が

87.5土2.4%(n=3) ，検討条件②が 88.0:t0. 7% (n=3) ， 

検討条件③が 87.6:t 1. 5% (n=3)であった。

3.9~4.1 4. 1~4.3 4.3~4.5 

.Ib値也/dl)

図 3 常法と OD値化処理結果のアルブ、ミン値の分布
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図 4 牛血清結果

(4)検討N

常法の各分画値を 100%とした時，アルブ、ミン値

は100.2::t3. 3%，αグロブリン値は 105.1::t4. 3%， 

Sグロプリン値は 100.4::t5. 5%，γグロプリン値は

98. 4::t 3. 8%で・あった。 (図 4)

4 考察

今回の結果から，スライドガラス 2枚でサンド

イツチした透明化セア膜を透過原稿方式 (300dpi， 

8bit，グレー， ポジフィルム方式)でスキャンし， OD

値処理後に分画値を算出すると常法に非常に近い

結果が得られることがわかった。ただし，白色 LED

スキャナーは常法と異なりポンソーの最大吸収波長

507nmを照射していないため，完全に透明ではない

セア膜のスキャンでは，やや正確性に欠ける結果に

なると予想された。また， image Jの処理において，

分画像のプロット手順における範囲選択で分画比

が微妙に変化する こと から，範囲選択の際は画像上

のノイ ズを選択 しないように細心の注意を払う

必要がある。

以上の点を踏まえて，本簡易法を使用する場合に

は常法以上にきれいなセア膜の作成が求められる

と考えられた。

本簡易法は上述したように幾つかの注意点はあ

るが，常法に比較してセア膜蛋白電気泳動法を非常

に安価な機器で実施できる利点を持つ。また，本法

の平均検査時間は常法 79.3分に対して82.9分と大

きく変わらず，各分画の結果についても常法に非常

に近似である ことから家畜疾病の診断に利用でき

ると考えられた。
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