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     ご使用上の注意       
 

 

  ・使用説明書をよく読んでご使用ください。 

 

  ・記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、保証しかねます。 

 

  ・患者血清及び血漿からの感染を防ぐために取扱には充分注意してください。 

 

  ・検体は血清、血漿いずれも採血後２～８℃保存で１週間以内のものを使用してく 

   ださい。 

      また検体を長期保存する場合は、－２０℃以下で凍結保存してください。 

   凍結保存で半年間保存可能です。ただし凍結・融解を繰り返すことは 

   しないでください。 

      上記の条件以外で保存された検体については、正確な判定が出来ないことがあり 

   ます。 

 

    ・本キットは２～８℃で保存してください。 
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１． 開発の経緯及び特徴 

       

  アポリポプロテインE（apoE）はリポ蛋白を構成するアポ蛋白の一種で、肝臓のapoEレ

セプター及びレムナントレセプターを介し、脂質代謝に重要な役割を果たしています。  

アポEには、遺伝的に規定された、通常３種のイソ蛋白：apoE2，apoE3，apoE4型が存在

します。apoE2は、野性型のapoE3と比較し、レセプターへの親和性が低く、その結果とし

てtriglyceride rich remnant particles への異化が減少します。apoE4は逆にレセプターへの親和

性が高いため、これらの異化が促進されますが、レセプターのdown regulationによって、こ

れらのparticlesのクリアランス が低下することが報告されています１）。 

  Ⅲ型高脂血症では、約９０％の患者が、apoE2 ホモ型であるapoE2／2の表現型を示すと

されています１）。また米国デﾕーク大学、ロージス博士らのグループでは、apoE4保有者は ７

０才 で約５０％、９０才 で約１００％ の割合でアルツハイマー症を発症するとの仮説を

発表し注目されています２）。 

  従来 apoE表現型の決定には、血清または血漿から、超遠心法でＶＬＤＬ画分を分離しエ

タノール等で脱脂した後、等電点電気泳動を用いて分離し染色する方法や、血清、血漿を

脱脂し、等電点電気泳動を行った後、イムノブロッティング法によりapoEを検出する方法

が用いられてきました３～４）。 

 しかし、この２種類の方法では検体の前処理やゲル作成等に多くの時間を要し、技術的

にも熟練を要するため、一度に多量の検体の apoE 表現型を決定する事は非常に困難でし

た。さらに、従来の方法では水に溶け難い apoE を可溶化するため、ゲル中に高濃度の尿

素を添加することが不可欠とされていました４）。このような高濃度の尿素の存在下では、

ゲルの保存中に尿素が析出するため、ゲルは用時調製が原則で、レデイメイドゲルの供給

を行うことはできませんでした。 

 片岡らの方法５～８）に基づいて開発された本キットは、従来法よりゲル中の尿素量を少な

くしたため、レデイメイドゲルでの供給が可能になり、かつ、検体の前処理を非常に簡単

にする事ができました。しかし、本法での判定は従来法と異なり、「マルチプルバンディ

ングパターン」を用いて判定を行う必要があります。この新しい判定法によりapoE2／3型、

3／3型、2／4型の判定が、従来より明確にできるようになりました。 

さらに、本キットによりアポＥ５型やＥ７型も検出できるという報告もあります。９～１１） 
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２．本質 （キットの構成）（125回） 

        〔 構成試薬 〕                                           〔数 量〕 

    ① アポＥ ＩＥＦゲル   （140×110mm）    ２５回用×５枚 

      ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞｹﾞﾙ      5.0 % 

          **両性担体    pH 2.5～8 

           尿素       3 mol/L 

                                                             

② プレパリング溶液     （13 mL）    １本 

      ｼﾞﾁｵｽﾚｲﾄｰﾙ（DTT）   0.078 % 

           ﾂｲｰﾝ20       0.5 % 

 

   ③ 転写用バッファ        （500 mL）    １本 

           ﾄﾘｽ－NaCl     pH 8.0 

 

      ④  リンスバッファ        （500 mL）    ３本 

           ﾄﾘｽ－NaCl    pH 8.0 

           ﾄﾘﾄﾝ X100    0.1％ 

 

      ⑤  ブロッキングバッファ （2 g）     ５袋 

  

      ⑥ 第１抗体         （0.2 mL）    １本 

           抗ヒトアポEヤギ血清  

 

    ⑦  第２抗体         （0.2 mL）    １本  

           ALP標識 抗ヤギIｇGウサギ血清 

 

      ⑧ 発色試薬         （1.5 mL）    ５本 
           NTB          12.3 mg 
 

⑨ 基質緩衝液                (4 mL)    ５本 

           3-ｲﾝﾄﾞｷｼﾙﾌｫｽﾌｪｲﾄ-ｼﾞｿｼﾞｳﾑ塩   6.7 mg 

 

     ⑩ 電極液 陽極（＋） （20 mL）    １本  

           リン酸          1 mol/L 

   

   ⑪  電極液 陰極（－） （20 mL）    １本 

           水酸化ナトリウム  1 mol/L 

 

      ⑫  検体塗布用ろ紙         （3.5×10mm）           １３０枚×１本  

                                   

      ⑬  電極用ろ紙   （10×130mm ）              １２枚×１袋 

 

      ⑭  転写用ニトロセルロース膜（60×130mm ）                ５枚×１袋 

 

      ⑮  転写用ろ紙               （120 ×160mm ）                  ５枚×１袋 

 

      ⑯ 転写用ペ－パ－タオル                                     ５枚×１袋 
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３．効果・効能（使用目的） 

 血清及び血漿中のアポ蛋白Eフェノタイプの検出 

 

４．測定方法（測定原理） 

本検出法は、前処理した血清又は血漿を平板ポリアクリルアミドゲル等電点電気泳動法

で分離し、ニトロセルロース膜上に転写してアポE抗体を反応させます。次に、このアポ

E抗体を認識するＡＬＰ標識抗体を反応させます。最後に３－インドキシルフォスフェイ

ト－ジソジウム塩を基質としたホルマザン系ＡＬＰ発色試薬で、アポ蛋白Eを青紫色のバ

ンドとして検出します。 

出現したマルチプルバンディングパターンを読み、アポ蛋白E表現型を判定します。 

 

５．用法・用量（操作法） 

 １）必要な器具、機材 

 

  ・定電力電源装置 

        （定電流、定電圧であり、かつ、出力電圧２０００Ｖ以上可能なもの） １台 

 

    ・冷却式等電点泳動槽 

        （８℃まで冷却可能なもの。白金電極の幅は、約８４mmのもの）   １台 

 

    ・ローテータ                                １台 

   

  ・ピンセット  （切手用及び先細）                 各１本 

 

  ・転写バッファ用トレイ                        １個 

 

  ・転写用重し  （約２Ｋｇ）                     １個 

 

  ・ビーカー                           １個 

 

  ・転写用トレイ                     １個 

   

  ・ブロッキングバッファ用バット             １個 

 

  ・リンスバッファ用バット                                             １個 

 

  ・第１抗体反応用バット                                               １個 

 

  ・第２抗体反応用バット                                               １個 

 

  ・発色用バット                                                       １個 

 

  ・１．５mＬ蓋付きマイクロチューブ  

 

  ・マイクロピペット（１０、１００µＬ） 
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２）測定方法 

 ２－１ 検体の前処理 

 

     ① 1.5ｍＬのマイクロチューブに100µＬのプレパリング溶液を入れます。 

 

     ② 血清または血漿を 10µＬ加え、蓋をした後、よく攪拌します。 

  

      ③ １０～２５℃で１５分以上放置します。 

  

 ２－２ 泳動槽及びＩＥＦゲルシートの準備 

  （１）泳動槽の準備 

     【ＥＣＰ－１０及び白金電極ユニット（常光）を使用の場合】 

 

 

 

                           ① 白金電極ユニットの端子を泳動槽内部のコネクター

に接続します。   

 

                           ② 白金電極ユニットの白金板部を下にして、静かに泳動 

                 槽の冷却面に置き、蓋を閉じます。この時、白金板で 

                                冷却面をキズ付けないよう注意してください。 

 

               ③ 電子冷却泳動槽を８℃にセットします。８℃になった 

                 ら冷却面の中央部分に１～２ｍＬの精製水を滴下しま

す。 

 

 

   図１  泳動槽の準備 

 

 

  （２）ＩＥＦゲルシートの準備 

 

① ＩＥＦゲルを袋より取りだし、ゲル枠からゲルシー 

                   トをはがします。 

 

② ゲル面を上にし、精製水を滴下した冷却面に置きま

す。この時、冷却面とゲルシートの間に空気が入ら

ないようにします。尚、泳動槽の（＋）あるいは（－）

極の方向を見るため、ゲルシートのカット部を目安

にします。図２はカット部を（－）極にした状態で

す。 

 

     

 

 

   図２ ゲルシートの準備 
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（３）電極用ろ紙のセット 

 注意   

    ①  陽極(＋)と陰極（－）の電極液を間違えると泳動はできません。 

     ②   電極液が（電極用ろ紙への浸透）不十分な場合泳動が乱れる原因に 

      なります。 

 

                                     ① 電極用ろ紙を清浄な台上に２本取りだし、一 

                                         方には陽極（＋）電極液、もう一方には陰極                    

(－)電極液をそれぞれ十分に滴下します。 

 

                   ② 電極液を含ませた電極用ろ紙を図３のよう 

に右側を（－）左側を（＋）としてゲル面に

平行に置きます。                   

 

                                      ③ 白金電極ユニットを電極用ろ紙上に静かに

置きます。置いた後、白金電極ユニットを軽

く押して密着させることにより、泳動の乱れ

を改善する事が出来ます。泳動槽の蓋を静か

に閉じます。 

     図３ 電極用ろ紙のセット 

 

   （４）電極装置の準備                                                                                                         

リミットセッティング 

    電源装置をご使用になる場合は、その取扱説明書 

  をよく読み、その操作法に従って操作を行って下 

  さい。 

 

    電源装置の出力モードを「スタンバイ」状態にし 

  てから右表の様に設定します。 

    出力コードの（＋），（－）を間違えないように 

   泳動槽に接続します。 

設定項目 設 定 値 

電   力 １０  ［w］ 

電  圧 ２０００［V］ 

電  流 ５０  ［ｍA］ 

  

  ２－３  電気泳動 

    （１）プレフォーカス 

       

    電源を通電状態にし、１５分間プレフォーカスを行います。１５分後の電圧は 

       ７００～１０００Ｖ位まで上昇します。 

 

    （２）検体塗布 

 

    ① 前処理した検体（マイクロチューブ内）に検体用ろ紙を１枚ずつ入れます。 

 

       ② プレフォーカスが終了したら、電源を通電状態から一旦「スタンバイ」にしま 

す。（電力、電圧、電流のリミットセットはそのままにしておきます。） 
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    ③ 泳動槽の蓋を開け、白金電極ユニットを持ち上げ、蓋の方に立てかけます。 

 

                                           ④ 検体用ろ紙をマイクロチューブか

ら先細ピンセットを用いて取りだし、                        

別に用意したろ紙の上で余分な検体                        

を吸い取らせます。左図のように                          

（－）側の電極用ろ紙の内側、縦   

                                                方向10mmの所から、横方向5mm 

                             の間を開け約1mm間隔でおきます。 

                        （図４）                   

 

 

 

 

 

      

            図４ 検体用ろ紙のセット 

 

  （３）イニシャルフォーカス 

       ① 白金電極ユニットを再度電極用ろ紙上にセットし、泳動槽の蓋を閉じます。 

 

       ②「スタンバイ」から通電状態にし、３０分間イニシャルフォーカスを行います。         

３０分後の電圧は１０００～１５００Ｖ位まで上昇します。 

 

    （４）検体用ろ紙の除去 

       ① イニシャルフォーカス終了後、電源を再度、「スタンバイ」にします。 

 

    ② 蓋を開け白金電極ユニットを蓋に立てかけます。 

  

    ③ 検体用ろ紙を先細ピンセットでゲルに傷を付けないように取り除きます。 

 

    （５）ファイナルフォーカス 

       ① 白金電極ユニットを再度電極用ろ紙上にセットし、蓋を閉じます。 

 

       ②「スタンバイ」から再び通電状態にし、９０分間ファイナルフォーカスを行い           

ます。９０分後の電圧は１５００～２０００Ｖになります。 

 

２－４ 転写 

    （１）転写 

    ① 転写バッファ用トレイに転写用バッファ約１００ｍＬを入れます。 

 

    ② 泳動槽よりゲルシートを取り出します。ゲル面を上にして完全にゲルが浸るま          

で転写用バッファ内で軽くゆすります。 

 

    ③ ②で転写用バッファに浸したゲルを取り出し、ガラス板にゲル面を上にして置           

き、電極用ろ紙を完全に取り除きます。これを転写用トレイに置きます。 
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    ④ ニトロセルロース膜を１枚取り出し膜の角を約３mm切りとり転写用バッフ      

ァに浸します。 

 

   注意    

     一度置いたニトロセルロース膜を置き直すと、パターンが乱れる場合が 

    あります。 

 

                                         ⑤ バッファライズしたニトロセルロース 

                                            膜の、カット部を（－）側にし、検体 

                                       用ろ紙跡に重なるよう置いてください。                                

                                 （図５） 

                                            もし空気が入った場合はニトロセルー                                               

ス膜に傷が付かないように軽く押し出                       

してください。 

 

                                          ⑥ 転写用ろ紙を１枚取り出し、転写用バ 

                                             ッファに浸し、ゲル全体を覆うように 

                                            重層します。もし空気が入った場合は 

                       ろ紙を破らないように軽く押し出して 

                       ください。 

 

                                         ⑦ 転写用ペーパータオルを取り出し、転 

                       写用ろ紙の上に置き、その上にガラス 

                       板を載せます。 

             図５ 

                     ⑧ 最後に重しを載せ、１時間放置します。                      

（図６） 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                図６ 
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 ２－５ ブロッキング 

    （１）ブロッキングバッファの調製 

    ① ビーカーに５０ｍＬの精製水を入れます。 

 

    ② ブロッキングバッファ（粉末）１袋（２g）を入れ、スターラで攪拌し完全に          

溶解させます。完全に溶解するまでには約２０分かかります。 

 

   （２）ブロッキング操作 

    ① 転写が終了したら、重し、ガラス板、転写用ペーパータオルを取り外します。 

  

    ② 転写用ろ紙上に精製水を５～６ｍＬ滴下し、切手用ピンセットで転写用ろ紙を           

ゆっくりとはがし、完全に取り除きます。 

 

    ③ 次にニトロセルロース膜上に精製水を５～６ｍＬ滴下し、切手用ピンセットを        

用いてゲルからゆっくりはがします。ゲルがニトロセルロース膜に付着してく 

          るようであれば、ニトロセルロース膜を持ち上げながら膜とゲル間に洗浄ビン 

          等で精製水をやや強く流し込み、ニトロセルロース膜上にゲルが付着しないよ 

          うにしてください。 

 

       ④ 洗浄用バットにリンスバッファを約１５ｍＬ入れ、ニトロセルロース膜をその           

中に浸し、軽く数回揺すって洗浄します。 

                                             

    ⑤ ブロッキング用バットに調製したブロッキングバッファを全量入れ、洗浄した       

ニトロセルロース膜を浸し、４℃で１時間～１晩放置します。 

 

 ２－６ 抗体との反応 

   （１）第１抗体との反応 

       ① 洗浄用バットにリンスバッファを約１５ｍＬ入れ、ブロッキングが終了したニ           

トロセルロース膜を浸し、ローテータの上で１０分間３回、リンスバッファを           

交換しながら洗浄します。 

 

    ② リンスバッファ２０ｍＬを第１抗体反応用バットに採り、第１抗体３０µＬを 

加え、良く攪拌します。この第１抗体反応用バットに洗浄したニトロセルロー

 ス膜を浸し、３７℃で１時間または４℃で１晩インキュベーションします。 

 

       ③ インキュベーション終了後、第１抗体反応用バット内の液を捨て、リンスバッ 

    ファ約１５ｍＬを入れ、ローテータ上で１０分間３回、リンスバッファを交換 

    しながら洗浄します。 

 

    （２）第２抗体との反応 

       ① リンスバッファ２０ｍＬを第２抗体反応用バットに採り、第２抗体３０µＬを

    加え、良く攪拌します。洗浄したニトロセルロース膜を浸し３７℃で３０分間 

    インキュベーションします。 

 

    ② インキュベーション終了後、第２抗体反応用バット内の液を捨て、リンスバッ 

    ファ約１５ｍＬを入れ、ローテータ上で１０分間４回、リンスバッファを交換 

    しながら洗浄します。 
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２－７ 発色 

    （１）発色試薬の調製 

       ① 発色試薬に精製水１．５ｍＬを加え、良く振って完全に溶解します。     

 

       ② この発色試薬の１ｍＬを採り、発色試薬用バッファに加え良く攪拌します。 

 

      ③ 精製水２５ｍＬを発色用バットに採り、②の発色試薬調製液全量を加え良く 

      混合します。 

 

       ④ ③で準備した発色試薬希釈調製液の中に洗浄を終えたニトロセルロース膜を 

    浸し、時々揺すりながら正確に２分間反応させます。 

 

       ⑤ その後精製水で１５分間２回洗浄します。  

 

 ２－８ 乾燥 

       洗浄後のニトロセルロース膜をろ紙等の上に置き、自然乾燥します。 

       ドライヤー等での急な乾燥はさけてください。 

 

６．操作上の留意事項 

       ① 血清、血漿いずれも採血後２～８℃保存で１週間以内のものを使用してくださ  

い。検体を長期保存する場合は－２０℃以下で凍結保存してください。凍結保  

存で半年間保存可能です。ただし凍結・融解を繰り返すことはしないでくださ   

い。 

 

       ② 電極用ろ紙への電極液の滴下は、ムラの無いようにして下さい。 

 

       ③ ゲル上に電極用ろ紙を置く時、ろ紙の（＋）と（－）が互いにズレ無いよう 

    且つ平行に置くよう注意して下さい。 

 

       ④ 電源装置と電極用ろ紙の（＋）、（－）を間違えないよう 注意して下さい。 

 

       ⑤ プレフォーカス後の検体塗布、イニシャルフォーカス後の検体用ろ紙の除去 

      及びファイナルフォーカス完了後の操作を行う時は、必ず電源装置の通電を止       

めた後（スタンバイ状態にする）、操作して下さい。 

 

       ⑥ ブロッキング用、洗浄用、第１抗体反応用、第２抗体反応用、発色用のバット 

          は各々専用として使用するようにして下さい。 

 

    ⑦ 第１抗体及び第２抗体を希釈する操作では、反応ムラを抑える為撹拌を十分に  

行って下さい。   

 

    ⑧ 発色操作時、各試薬の混合や希釈は反応ムラを抑える為撹拌を十分に行って 

    下さい。   
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７．測定結果の判定法 

   測定結果は、下記の「マルチプルバンディングパターン」によりアポＥフェノタイピン

グの判定を行います。 

判定方法は、各バンドの相互の位置関係を見て判定します 

 

陰極（－）側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽極（＋）側 

 

 【注】６．①の条件以外で保存された検体については、上記パターン以外にバンド      

が出現し正確に判定ができないことがあります。 

 

 

８．使用上又は取扱い上の注意 

・記載された使用方法及び使用目的以外には使用しないで下さい。 

・使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。 

      ・直射日光を避け、２～８℃で保存して下さい。 

     ・感染防止上、検体の取り扱いには十分注意して下さい。 

      ・測定後は、関係法規に準じて廃棄して下さい。 

      ・測定結果に基づく判定は、他の検査結果と併せて総合的に判断して下さい。 

 

９．貯法・有効期間 

     貯  法    ２～８℃ 

     有効期間    １９ケ月（使用期限は外装に記載） 

 

１０．包装単位 

    １２５回用    商品コード Ｊ１３００１ 
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１２．周辺機器 

    

 

    商品コード           品名 

  Ｊ０３１１１   定電力電源装置      ＰＡＶ３５００Ｓ 

   Ｊ０２３５０   電子冷却電気泳動装置   ＥＣＰ－１０       

   Ｊ１３０１１   ＩＥＦ白金電極ユニット                     

   

 
※お問い合わせ先 

 

     静岡県菊川市西方１５４ 

      株式会社 常光 菊川工場  

       医薬品薬事品質保証課 

    （ＴＥＬ）０５３７－３６－１６４４ 

    （ＦＡＸ）０５３７－３６－２１８５ 
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