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マルチプレックス ビーズ アッセイ（フロービーズアレイ）を用いた 
冠状動脈性心臓病患者血清のサイトカイン発現解析 
 

  

はじめに  

癌、自己免疫、感染、及び心血管疾患を含むさまざまな疾

患の研究において、バイオマーカーの発現の評価は様々な

情報を与え、癌を含む多くの免疫介在疾患は、無調節なサト

カイン産生を示します。近年のマルチプレックス ビーズ アッ

セイ（フロービーズアレイ）を用いたバイオマーカー分析によ

り、迅速かつ効果的に、サイトカイン発現の異常を検出できま

す。FlowCytomix フロービーズアレイキットはサンドイッチ法イ

ムノアッセイです。キャプチャー抗体を粒子に結合させ、複数

のバイオマーカーを個別に、定量的に、同時検出することが

できます。 

フロービーズアレイ FlowCytomix キットは、INF-γ、IL-1β、

IL-2 、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α、TNF-β、

sCD40L、MCP-1、sP-selectin、sPECAM-1、t-PA、sVCAM-1

などの複数のバイオマーカーをフローサイトメーターで検出

できるキットです。培養上清、血清、血漿、全血及び他の体液

などをサンプルとして測定することができます。ここでは、本

キットのフローサイトメーターを用いたアッセイ手順と、冠状動

脈性心臓病患者血清のサイトカイン発現解析例を示します。

（FlowCytomix フロービーズアレイキットは研究用試薬です。

診断には使用できません。） 
 

材 料 

•  ヒト Cardiovascular キット 7plex 
• 特異性：sCD40L, IL-6, IL-8, MCP-1, sP-selectin, 

t-PA, sVCAM-1 
•  8 チャンネル可変ピペット、可変ピペット、チップ 
•  FLOW-CHECK（製品番号 6605359） 
•  マルチスクリーンバキュームマニホールド 96 ウエル 
•  FlowCytomix Pro Software 

 

手順 

1. ヒト Cardiovascular キット 7plex の製品マニュアルを参

照し、解析するサンプル数に必要な試薬量を調製し

てください。 

2. 製品マニュアルに従って、サンプルの希釈列及び必

要な二重測定用サンプル、スタンダードを調製してく

ださい。 

3. 目視可能な沈殿物を含む血清は事前に沈殿を除去

してください。このようなサンプルは、主として高脂質

で、脂質はビーズの凝集を引き起こす可能性があり

ます。このようなサンプルは最大回転数で 5 分間の

遠心を行うことをお奨めします。遠心により脂質は上

清に層になります。ピペットのチップが脂質層を通過

していることを確認し、透明なサンプルを分離します。

ピペットでペレットを取らないよう注意してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 製品マニュアルのプレートまたはチューブ用サンプ

ル調製方法に従ってください。 
a) プレート用サンプル調製方法は、洗浄操作は容

易ですが、バキュームマニホールドが必要です。 
b) チューブ用サンプル調製方法は、洗浄操作を遠

心操作で行い、時間がかかる場合があります。 

5. プレート用サンプル調製時のヒント： 
c) バキュームマニホールドでバキューム後、ウエル

が透明あることを確認してください。 
d) バキュームマニホールドでバキューム後、フィルタ

プレートの底にペレットがあることを確認してくださ

い。 
e) 使用していないウエルは、プロテクトフィルム（キッ

トに含まれてます）でカバーするか、バキュームマ

ニホールドを使用する間、アッセイバッファを満た

しておくようにしてください。 
f) 血清成分によるフィルタの詰まりによりウエルが透

明にならない場合、ウエルの排出口を注意して滅

菌済みの針で刺すことをお奨めします。プレートを

バキュームマニホールドに戻しウエルが透明にな

ることを確認してください。 
g) FC 500 MPL または Quanta SC MPL で測定する

場合、最後にアッセイバッファで懸濁する際、各ウ

エルのサンプルをピペットでよく混和しください。 
h) テストチューブで測定する場合、各ウエルをよく攪

拌し、ラベルした 12×75mm テストチューブに移し

てください。アッセイバッファを 300μL 添加してく

ださい。 

6. Flow-Check を用いて機器のアライメントを確認してく

ださい。  
 
 

FlowCytomix マルチプレックスビーズ アッセイ プロトコル 

1. 散乱光の設定：キットのセットアップビーズで前方散

乱光（FS）と側方散乱光（SS）の機器設定を適切に

行ってください（図 2）。 
 

 
図 2  

a) FC 500 及び XL シリーズをご使用の場合は、2 つ

のビーズ（4.4μm と 5.5μm）の最も良い分離のた

め、Filed Stop low angle light collection 設定を

1-8°の位置に設定してください（図 3）。XL シリー

ズでは、1-8°の前方散乱光を取得するため Low 
Angle Collection Kit（製品番号 772298）が必要

です。 
 

図 3 

 



プロトコル設定 

2. 蛍光と蛍光補正（コンペンセーション）の設定 

各ビーズ識別には FL4 の蛍光を使用します。各解析

項目は FL2 の蛍光を使用します。図 4 にプロトコル設定

の例を示します。以下はサイトメーターの設定の概略で

す。詳細は、製品マニュアルを参照してください。 
a) セットアップビーズを Setup Mode で測定し、下記

のように設定します。 
i） 前方散乱光（FS）と側方散乱光（SS）の Voltage

と Gain の調整と確認を行います。 
ii） 2 つのビーズ集団を囲むようリージョンを作成す

るか、集団を囲むようリージョンを調整します。 
iii） アッセイに必要なストップカウントを設定します

（1 項目ビーズを最低 300 個カウントすることをお

奨めします。例 Cardiovascular Multipex キットの

場合、大きなビーズ集団（リージョン A）全体で

1,500 個、小さなビーズ集団（リージョン B）全体

で 600 個） 
iv） FL4 の Voltage を調整し確認します。最も蛍光の

強いビーズが少なくとも 4 ディケードの真ん中に

くるようにします。 
v） FL2 の Voltage を調整し確認します。ビーズが 4

ディケードの上限内に見えるよう調整します（図

4）。 
b) 事前にセットアップ用に 2 つ用意した Standard1 を

使用し、下記の設定を行います。 
i） ビーズの集団がスケールアウトしない程度に、な

るべく右にくるよう FL2 の Voltage を調整します

（図 5b）。 
注意：設定を行った後は、Standard1 を 2 つ作

る必要はありません。アッセイを行う際に簡単

に確認することができます。 
ii） コンペンセーションの調整を行います。FL4-FL2

の値を上げ、FL2 の FL4 への蛍光波長のオー

バーラップを差し引きます。図 5a－c は、コンペ

ンセーションが足りない場合（a）、正しいコンペ

ンセーション（b）、コンペンセーションのかけ過

ぎ（c）を示します。 
 

 

図 4 

 

 

 

図 5a、b、c 

 

 

 



3. アッセイの測定 

図 4 のプロトコル例（または施設で設定したプロトコル）

でデータを測定します。リストモード名を同じ文字列＋連

番にすると、解析をより容易に行うことができます。例え

ば 、 sample name 001.lmd 、 sample name 002.lmd 、

sample name 003.lmd などです。 
 
FC 500 MPL で 96 ウエルプレートを使用する場合は、

Plate Wizard で下記のように設定します。 
a) Plate parameter の mix 回数を 5 に設定します。 
b) サンプル吸引量を 100µL に設定し、フローレート

を Med または High にします。 
c) フィルタボトムプレートから直接サンプリングする場

合は、プローブの吸引高さの位置が低すぎないよ

うに注意してください（必要ならプレートのキャリブ

レーションを行ってください）。 
d) サンプル調製後、すぐにサンプル測定を行わない

場合、サンプルがフィルタから漏れ出てしまわない

よう、サンプルをフィルタのついていない 96 ウエル

プレートに移すことをお奨めします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. データ解析 

サ ン プ ル 測 定 し リ ス ト モ ー ド デ ー タ を 保 存 し 、

FlowCytomix Pro ソフトウエアを用いて、スタンダード

カーブの作成、サンプルの各項目の濃度の自動解析を

容易に行うことができます。 
a) FlowCtomix Pro ソフトウエアを起動し、ソフトウエ

アのマニュアルに従って、スタンダード、アッセイ

キットの選択、パラメータの設定などを行います。 
b) 散乱光のゲート位置と Standard リージョン（1－8）

を確認し、各項目のスタンダードカーブを解析す

るため“Commit Standard Values”タブを選択しま

す（図 6）。 
c) スタンダードカーブには Point-to-Point または 5P 

Logic fit モデルの 2 つのモデルが設定できます。 
d) サンプルの各項目の濃度をスタンダードカーブに

基づいて計算します。 
e) レポートが作成され、出力フォーマットには、保存、

印字、エクスポート（csv、pdf）などがあります。図 7
は concentration matrix の出力例です。 

 

 

図 6 

図 7 



考察 

炎症性サイトカインは心血管疾患、リウマチ様関節炎、

高血圧、及び糖尿病を含む多くの疾病のマーカーとして

研究されています。 疾病に関連した様々なサイトカイン

(IL-2、IL-4、IL-6 など)、タンパク質(CD40L、MCP-1)と接

着分子(VCAM-1、P-selectin)に関する研究から、ある種

の疾病のリスクファクタが高さと内皮細胞の炎症による炎

症性マーカーの異常なレベルと間に密接な関係がある

可能性が示されています2。さらに、体液中のサイトカイン

レベルとその変化が疾病の状況、ステージ段階、重症度

及び予後に有効かつ役立つマーカーであるとの多く報

告があります3、4、5、6。 複数のバイオマーカーを 1 回のテ

ストで検査することは、効率の向上のみならず疾病と関

連性のある複雑な生物学的相互作用の全体像を示しま

す。 

ヒト Cardiovascular 7-plex FlowCytomix の検出した

データから、高い組織プラスミノゲン活性化因子(tPA、

4625.44pg/mL 、 図 8a) と 可 溶 性 CD40 リ ガ ン ド 
(702.76pg/mL、図 8b)が示されています。 

これらの血清のサンプルは急性心筋梗塞の症状を示

したER患者のものです。同時に測定されたトロポニンレ

ベルは同じ 4.49ng/mLでした。 可溶性CD40 リガンドとト

ロポニンのレベルが高い患者は、両マーカーが最も低い

レベルの患者と比べて、著しく死亡の危険性または、心

筋梗塞のリスクが増加することを示すと報告されています
7。 

新しい技術と機器により、多くの情報をより速く知ること

ができるようになります。図 9 は、標準的 ELISA 法による

1 つのサイトカイン測定の結果と FlowCytomix Multiplex
を用いた同じサイトカインの測定結果の比較を示します。

フロービーズアレイでは、1 回のアッセイで複数のサイト

カインの測定結果を得ることができ、更に生産性とスルー

プットを上げ、ELISA 法と相関のあるデータを得ることが

できます。 

 

 

図 8a 

 

図 8b 

 

図 9 
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