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こんなお客様に最適
ウェスタンブロッティングを用いた定量解析では、ハウスキーピングタンパク質（以下：HKP）を用いた
ウェル間のデータ補正が一般的に行われてきました。しかしながら、近年、HKPの定量性や発現量の安定
性が問題視され、その代替法としてメンブレン上の総タンパク質を用いた補正が推奨されるようになり、
論文での使用実績も増加しています。メンブレン上の総タンパク質を検出する方法はいくつかありますが、
バイオ・ラッドではStain-Freeテクノロジーを用いた方法を推奨しております。
Stain-Freeテクノロジーを採用したゲル（Stain-Free TGXゲル）はUV光を照射することで総タンパク質を
簡便に可視化することが可能です。この特性を応用することで、転写後のメンブレン上の総タンパク質を
簡便に検出し、補正することが可能です。本方法を用いた総タンパク質補正は、HKPと比べ、正確、かつ
迅速、低コスト化が可能です。

Stain-Free テクノロジーを用いたメンブレン上の総タンパク質検出の概要

HKPと総タンパク質（Stain-Free）を用いたデータ補正の違い

HKPではタンパク質の濃度を数値化することが困難であるのに
対し、総タンパク質（Stain-Free）はタンパク質濃度を反映した
定量結果が得られることが示されています。特にHKPの多くは
過剰発現していることが多く、今回の結果のように本来のタン
パク質量を反映した数値結果を得ることが難しいことがよくあ
ります。

● HKPと総タンパク質の定量性比較例 ● HKPと総タンパク質のデータ補正比較例

MEK、Akt、Erk、HKP（β-actin）および
総タンパク質（Stain-Free）の検出画像

MEK、Akt、ErkをHKPおよび総タンパク質によりデータ補正した結果
（10 μg/ウェルの補正値を1とした場合の40μg/ウェルにおける補正値の比較）

HKPと総タンパク質の数値比較例
（10 μg/ウェルの強度を1とした場合の各濃度における強度の比率）

ウェスタンブロッティングを

用いた定量解析を行っている

ハウスキーピングタンパク質の

発現量が安定しない

ランニングコストを削減したい

通常通りサンプル調製し、Stain-Freeゲル
を用い電気泳動

泳動後のゲルにUV照射し、電気泳動パ
ターンの確認

転写後のメンブレンにUVを当て、転写状
態の確認

レーン中のバンド強度の総和を求め、補正
用データとして利用

左のウェスタンブロッティングの結果をもとに、実際にHKP（β-actin）、
および総タンパク質（Stain-Free）を用いターゲットタンパク質（MEK, 
Akt, Erk）のデータ補正を行った一例です。データ補正を行った結果、
10μg/ウェルを1とした場合、HKPでは40μg/ウェルにおいて期待
値（- - - Expected Value）の2倍ほど高い値が示されました。それに対
し、総タンパク質では期待値に近い値で算出され、より適切に補正さ
れていることが示されました。
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より確実なウェスタンブロッティングのためのソリューション

総タンパク質を用いたデータ補正
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Stain-Freeゲル サンプル申し込み受付中！ お申し込みはこちらから https://info.bio-rad.com/wb-sample-request.html
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Hot News
バイオ・ラッドでは、ウェスタンブロッティングをより良く行うための様々な情報を

提供させていただいております。

今回はWebinar形式でご提供している情報ソースをご紹介します。

こちらはシリーズ化が予定されており、現在、閲覧可能なトピックスは以下となります。

“Western Blot Normalization Methods”

Applications, Collaborations, and New Technology Manager, 

Bio-Rad Protein Quantitation Marketing Group

Technical Tips for Western Blotting

表1

実験工程 結果に影響する操作ミス

ゲルへのサンプル添加

ゲル、メンブレン平衡化

メンブレンへの転写

ピペットワークのミスによる添加量の変動

不均一な平衡化処理による結合性の低下

不適切な転写バッファー量による通電ムラ
温度の不均一による転写ムラ（タンク式）

表2

泳動～転写のトラブルが結果に影響する例

メンブレンの各種染色方法

染色方法 感度

Ponceau S

CBB
Amido Black

SYPRO Ruby
（蛍光染色）

Stain-Free
（蛍光染色）

低い

高い

最も高い

高い
（CBBと同等以上）

脱色が容易
抗原抗体反応への影響が少ない

完全な脱色は困難
抗原抗体反応に影響するリスク

抗原抗体反応への影響が少ない
染色、脱色等の操作により検出
高コスト

抗原抗体反応への影響が少ない
染色・脱色操作が不要
低コスト

特長

定量ウェスタンブロッティングを行うためのデータ補正に焦点をあて、

これらの方法を用いる上での重要な検討事項について紹介されています。

■プレゼンター

Kenneth J. Oh, PhD, 

ウェスタンブロッティングでは、各ウェルにアプライしたサンプル量（タンパク量）が一定であること、ゲルからメンブレンへの転写が均一にできている

ことが比較の大前提となります。しかし、表1のようなちょっとした実験の操作ミスにより、この大前提が揺らいでしまい、実験の信頼性や定量性に影響

してしまうことがあります。

このようなウェスタンブロッティングの大前提が確かであること

を担保するデータとして、ハウスキーピングタンパク質（HKP）の

検出も同時に行うことがよくあります。さらに定量的なウェスタン

ブロッティングでは、シグナル強度のデータ補正（ターゲットのバ

ンド強度を、レーン間のHKPのバンド強度比で割り算）にHKPの

検出結果が用いられることもあります。しかし、近年ではHKPのよ

うな一つのタンパク質の変動をチェックするよりも、総タンパク質

としての変動を確認できるメンブレン染色が有用だと言われて

います。今回のTechnical Tipsでは様々なメンブレンの染色方法

について、それぞれの特長をまとめてみました（表2）。

まず、Ponceau S 染色は可逆的であり、抗原抗体反応に影響する

心配が少ないため、転写パターンのチェックに適しています。し

かし、バンドの検出感度が低いため、泳動したタンパク量によっ

ては検出に適さないことがあります。

CBBやAmido Black染色はPonceau Sより感度が高く、バンドの

検出には有用ですが、完全な脱色が難しいため、抗原抗体反応

前のメンブレンの染色には適しません。

SYPRO Rubyは、高感度な蛍光染色剤である上に、抗原抗体反応

にほとんど影響しません。転写後の効率チェックに適しています

が、専用の染色剤は高価であるため、ルーチンのウェスタンブ

ロッティングではあまり用いられていないようです。

同じ蛍光染色方法の一種ですが、Stain-Free ゲルは染色・脱色

等の実験操作は不要で、バイオ・ラッドのChemiDoc/GelDocシ

リーズのイメージャーで簡単にバンドを可視化することができます。また検出感度もCBBと同等以上であり、ランニングコストも低いため、ルーチンの

ウェスタンブロッティングのチェックやデータ補正に最適な検出方法だと言えます。

演題

URL : https://info.bio-rad.com/ww-PQDwebinars.html

～様々なメンブレン染色方法とStain-Free ～


