
10　　マイヤー処方ヘマトシリン液における組成についての一考察

1 ．はじめに

　ヘマトキシリン・エオジン染色（通称 HE 染色）は病
理検査において診断の基礎となる重要な染色である。ヘ
マトキシリン・エオジン染色は、細胞核を染めるヘマトキ
シリン液と細胞質を染めるエオジン液の重染色であるが、
中でもヘマトキシリンによる核の染色性は、悪性腫瘍の診
断の際に指標となる重要な所見である。ヘマトキシリンは
そのままでは染色性を示さず、酸化したヘマテインが媒
染剤と結合することによって染色性を示すといわれる１, ２）。
　現在、国内で用いられている一般的な処方は、ヘマト
キシリンをヨウ素酸ナトリウムなど酸化剤で酸化し、カリウム
ミョウバンなど媒染剤中の金属イオンをヘマテインにレーキ
させる方法である。金属イオンにより陽性荷電したヘマト
キシリンは、核酸中のリン酸基と静電気的に結合し、主
に核を染色するといわれる。

■　研究報告　■

　ヘマトキシリン液は 19 世紀後半から20 世紀初頭に報
告された処方を現在でも用いており、各処方の染色性や
組成に関する検討の報告例は少なく３）、経験則に基づい
て使用されているのが実情である。また、ヒト以外の組織、
特に学内実習で用いるブタ臓器に対する染色性につい
ての報告例はみられない。
　本研究では、ブタ臓器を用い、マイヤー処方のヘマト
キシリン液 ４）について、作製に用いる試薬の量やその有
無が染色性にどのように影響を及ぼすか基礎的な検討を
行い、ヘマトキシリン液作製においてどのような点に注意
すべきなのか明らかにする。また、今回の基礎的な検討
はブタ臓器に対するものであるが、ヒト臓器との組織学的
な共通点も多く、各医療施設でのヒト臓器に対するマイ
ヤー処方のヘマトキシリン液の染色性を理解する上で重
要な知見になるものと考える。
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要旨
　ヘマトキシリン･ エオジン（HE）染色で使用されるマイヤー処方のヘマトキシリンについてその選択的染色性について
解析した。方法：ブタ胃パラフィン切片を作製し以下項目について検討した。①ヨウ素酸ナトリウム（酸化剤）添加量、
②クエン酸添加量、③抱水クロラールの有無などによる性状 ･pH･ 染色性の変化である。結果：①ヘマトキシリン試薬が
古い場合、酸化剤の量を原法（0.2g）に準じると染色性の低下がみられた。②クエン酸添加では、pH が 2.46 以下で
あれば共染がみられず、pH2.3 以下であると染色性が低下することが分かった。③抱水クロラールの有無は作製 2ヶ月
後まで性状や染色性にほとんど影響しなかった。まとめ：マイヤー処方のヘマトキシリンの調整には、試薬の保管期間によっ
てヨウ素酸ナトリウムの微量な添加量の差により染色性が異なることが分かった。また、抱水クロラールは添加する必要の
ない可能性が示唆された。
キーワード：マイヤー処方のヘマトキシリン、染色性、ヨウ素酸ナトリウム、クエン酸、抱水クロラール
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2 ．材料と方法

　マイヤー処方のヘマトキシリン液の一般的な処方２,４）

は、精製水１ℓに対し、ヘマトキシリン1.0g、カリウムミョウ
バン（媒染剤、富士フイルム和光純薬、日本）50g、ヨ
ウ素酸ナトリウム（酸化剤、富士フイルム和光純薬、日
本）0.2g、抱水クロラール（富士フイルム和光純薬、日
本）50g、クエン酸（富士フイルム和光純薬、日本）
1.0g である。ヘマトキシリンは、以下の製造元及び製造
年の異なる４種のすべて未開封の試薬を使用した。A：
Hematoxylin monohydrate, Merck, 米国（以下、A）、
B：Hamatoxylin krist. Merck, 独（ 以 下、B）、C：
HEMATOXYLIN SIGMA 103C-1990, 英国（以下、C）
D：HEMATOXYLIN SIGMA 32C-3570, 英国（以下、
D）である（表１）。
　染色液の肉眼の色調は赤紫色となる。マイヤー処方
のヘマトキシリンは、クエン酸により溶液が酸性化される
ため、他の中性域のヘマトキシリンと比較し、細胞質など
背景の共染色の少ない優れた細胞核染色剤である。ま
た、抱水クロラールは安定化剤として用いられているとい
われる２）。
　染色に用いる臓器は、実習や検査でも頻繁に対象と
なるブタ胃（東京芝浦臓器より購入）を用いた。10％中
性緩衝ホルマリン水溶液で１週間固定後、一般的な方
法に準じて５）パラフィン包埋ブロックを作製し、３～４㎛の
厚さに薄切し標本とした。染色時間は、ヘマトキシリン液
15 分、流水水洗（色出し）10 分で行った。それぞれ
の検討において薄切時の厚さムラによる観察結果の相違
が無くなるよう標本を２枚ずつ作製した。

1）ヨウ素酸ナトリウム添加量による染色性の変化につ
いて
　ヨウ素酸ナトリウムの添加量を0.1g ～ 0.3g（0.2g が通
常量）の間で 0.05g ずつ変化させ、他の組成に関して
は一般的な処方に準じヘマトキシリン作製を行った。また、

ヘマトキシリン粉末試薬を４種類用意し、それぞれについ
てヨウ素酸ナトリウムの量を変化させヘマトキシリン液を作
製した。A のみ消費期限内で B-D は 15 ～ 20 年以上
前の製品である。それぞれについて染色液の色や染色
性を評価した（表１）。

2）クエン酸添加量による染色性の変化について
　クエン酸の添加量を０、0.5、1.0（通常量）、2.0gと
変化させ、ヨウ素酸ナトリウムの検討で用いた A のヘマ
トキシリンを用い、他の組成に関しては一般的な処方に
準じてヘマトキシリン液を作製した。当日および１週間、
１ヶ月のヘマトキシリン液の染色性の評価とpH 値の測
定を行った。比較のため、酸を添加しない処方であるカ
ラッチ処方のヘマトキシリンの染色性評価とpH 値の測
定も行った。カラッチ処方のヘマトキシリン２）は、精製水
800ml に対し、ヘマトキシリン（A ヘマトキシリン）1.0g、
カリウムミョウバン（媒染剤、富士フイルム和光純薬、日本）
50g、ヨウ素酸ナトリウム（酸化剤、富士フイルム和光純
薬、日本）0.2g、グリセリン（富士フイルム和光純薬、日
本）200ml

3）抱水クロラールの有無による染色性の変化について
　A のヘマトキシリンを用い、抱水クロラールを添加しな
いヘマトキシリン液を作製し、密閉プラスチック瓶に入れ
暗所で、室温（９～ 10 月頃実施）または冷蔵で保管し、
通常処方のマイヤーのヘマトキシリン液と比較した。染色
性や液の性状について当日、１週間、１ヶ月、２ヶ月で評
価した。

4）染色性の評価について
　評価対象はブタ胃底腺とし、異なる２枚の標本につい
て、評価者２名が独立して３ヶ所の同部位を５段階で
評価後、数値を平均化し結果とした（表２）。また、背
景の共染色（本来染まるべきではない部位が染まること）
については別に評価した。

 

 

 品名 製造会社 消費期限または製造年 

試薬A Hematoxylin monohydrate Merck 2027年5月、未開封 

試薬B Hamatoxylin krist. Merck 20年以上前、未開封、室温暗所保存 

試薬C HEMATOXYLIN 103C-1990 SIGMA 15年以上前、未開封、室温暗所保存 

試薬D HEMATOXYLIN 32C-3570 SIGMA 15年以上前、未開封、室温暗所保存 

表１　使用したヘマトキシリン試薬
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5）倫理的配慮について
　本研究では、市販のブタ臓器を用いた。倫理的配慮
が必要とされるヒトや実験動物から採取された臓器は用
いていない。

3 ．結果

1）ヨウ素酸ナトリウム添加量による染色性の変化につ
いて
　標準的なマイヤー処方のヘマトキシリン液でヨウ素酸ナ
トリウム添加量を変化させた場合の染色性を製造会社や
製造年の異なる４種類のヘマトキシリン粉末 A ～ Dを用
いた場合で比較した。Aは0.2g、0.25gで、B～Dは0.15g
で最も良好な染色性だった。また、C, D では 0.3g でほ

ぼ染まらなくなったが、A、B では染色性の低下がみられ
るものの核などの識別は可能であった（図１、２）。肉眼
でのヘマトキシリン液の色調は、C, Dの0.3gで燈色となり、
他は通常の処方に類似した紫色であった。

2）クエン酸添加量による染色性の変化について
　マイヤー処方のヘマトキシリンでクエン酸添加量による
染色性や pH の変化を検討した。作製当日では、0.5g、
1.0g は良好な染色性を示し、2.0g では染色性が低下し、
0g では染色が濃く、背景の共染がみられた。１週間後
では、1.0g、2.0g で作製当日より少し染色性が強くなった
が共染はみられず、0.5g は共染がみられ、0g ではさら
に共染が強くなった。１ヶ月後では、0.5g で共染が強くな
り、1.0g、2.0g では共染はみられなかった（表３、図３）。

 

 

染色性 評価 

染まっていない 0 

核だけが薄く染色 1 

核と胃底腺主細胞の細胞質＊が薄く染色 2 

核と胃底腺主細胞の細胞質＊が染色 3 

核と胃底腺主細胞の細胞質＊が濃く染色 4 

 
 

 

表２　染色性の評価について（胃底腺）

＊ヘマトキシリン液は核酸のリン酸基と結合するといわれ、蛋白合成が盛んな細胞では細胞質も染色されることがある。 
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図１　ヨウ素酸ナトリウム添加量と染色性の変化
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添加量によるpH 値は、それぞれ当日から１ヶ月後まで安
定しており、0g で 2.75 ～ 2.79、0.5g で 2.46 ～ 2.50、1.0g
で 2.32 ～ 2.36。2.0g で 2.15 ～ 2.20、カラッチ処方のヘ
マトキシリンは 2.63 ～ 2.74となった（表３）。

3）抱水クロラールの有無による染色性の変化について
　抱水クロラールの有無による染色性や pH の変化があ
るのか、保存温度や保存期間において比較検討した。
室温、冷蔵共に作製２ヶ月後まで沈殿はみられず、染色
液の色調に変化はみられなかった。抱水クロラールの有
無におけるpH の変化は、当日作製でクロラール有り・無
し共にほぼ同じ値となり、クロラール無しで１週間、１ヶ月
後と約 0.1 高くなったが、２ヶ月後ではほぼ同値となった

（表４）。
　室温で抱水クロラールの有無に関係なく染色性は良く、
１ヶ月後より共染し、２ヶ月後ではより強く共染した。冷蔵
では２ヶ月後まで共染がみられないが、核の染色性がわ
ずかに低下した（表４）。

4 . 考察

　ヘマトキシリンは酸化しヘマテインとなり、金属イオンと
レーキすることで染色性を示すようになるが、その後空気
中の酸素などにより過酸化され、オキシヘマテインとなると
染色性が低下するといわれる１,２）。図１より、ヘマトキシリ
ンの古さやメーカーにより最適な酸化剤の量や過剰な酸

 

 

 

 

 

 

 

 
ヘマトキシリンA では、0.2g、0.25gと比較し、0.1g や 0.3g で染色性が若干低下している。ヘマトキシリンC では、0.15g で最も染
色性がよく、0.25g、0.3g で明らかな染色性の低下がみられる。

図 ２　ヘマトキシリン A、C におけるヨウ素酸ナトリウム添加量による染色性の変化

 

  当日 1週間 1ヶ月 

クエン酸添加量 染色性（共染） pH 染色性（共染） pH 染色性（共染） pH 

0ｇ 4.0（＋） 2.79 4.0（＋） 2.75 4.0（＋） 2.77 

0.5ｇ 3.7（－） 2.46 3.7（＋） 2.50 3.8（＋） 2.49 

1.0ｇ 3.5（－） 2.36 3.7（－） 2.32 3.7（－） 2.33 

2.0ｇ 2.7（－） 2.16 2.8（－） 2.15 2.8（－） 2.20 

カラッチの 

ヘマトキシリン 
3.8（＋） 2.74 3.5（＋） 2.67 3.5（＋） 2.63 

 

表３　クエン酸添加量と染色性、pH の変化
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化剤に対する反応性が異なることがわかる。今回の結果
より、長期間保管されたヘマトキシリンでは、通常量より
少ないヨウ素酸ナトリウム（酸化剤）によって染色性が最
も良くなることから、何らかの原因で酸化されたヘマテイ
ンが含まれることが示唆され２）、染色液作製の際、通常
量の酸化剤より少ない量で染色性が飽和するだけでなく、
過剰の酸化剤で過酸化（染色性の低下）が起きやす
い状態にあると推測された。未開封であっても保管期間
の長いヘマトキシリンでは酸化剤の量に注意が必要であ
る。
　ヘマトキシリン液は、プラスに荷電した金属イオン- ヘ
マトキシリン複合体が、マイナス荷電した核酸のリン酸基
に結合するといわれる１,２）。マイヤー処方のヘマトキシリン
は、クエン酸添加により染色液をより酸性化し核を選択的
に染色するといわれ、塩酸アルコールなどでの分別が不
要な、背景の共染色のみられない有用な染色法である。
マイヤー処方のヘマトキシリンの pH は通常 2.4 ～ 2.5と
いわれるが２）、今回の結果では、pH が 2.32 ～ 2.46（ク
エン酸が１～ 0.5g）の範囲にあれば共染がみられず、2.49

 

0g において上皮間の結合組織もヘマトキシリンで染色されている。2.0g では明らかな染色性の低下がみられる。
図３　作製当日におけるクエン酸添加量による染色性の変化

 

  

抱水クロラール有り 抱水クロラール無し 

室温 冷蔵 室温 冷蔵 

染色性（共染） pH 染色性（共染） pH 染色性（共染） pH 染色性（共染） pH 

当日 3.2（－） 2.36 ―＊ 3.5（－） 2.35 ―＊ 

1週間 4.0（－） 2.32 3.7（－） 2.35 4.0（－） 2.41 4.0（－） 2.43 

1ヶ月 3.7（＋） 2.33 3.3（－） 2.37 4.0（＋） 2.41 4.0（－） 2.46 

2ヶ月 4.0（＋） 2.27 3.3（－） 2.27 4.0（＋） 2.27 3.3（－） 2.29 

 

表４　抱水クロラールの有無における染色性、pH の変化

＊作製当日のため冷蔵保存の測定はない。

以上では共染がみられ、2.3 以下では共染はみられない
ものの、明らかに染色性が低下していた。カラッチ処方
のヘマトキシリンを作製し同様に染色したところ、クエン酸
添加量が 0ｇの場合と同様に共染が見られ、クエン酸添
加によるpH の低下が選択的染色性に多大な影響を及
ぼしていることが確認された。しかし、抱水クロラールの
有無における検討において、抱水クロラールの有無に関
わらず、室温１～２ヶ月後において pH が 2.3 ～ 2.4 付近
で共染した。１～２ヶ月後のヘマトキシリンの共染色には、
pH による影響だけではないメカニズムがある可能性が示
唆された。また、冷蔵の場合、抱水クロラールの有無を
問わず共染が出現しなかったことから冷蔵が有効な保管
法であると考えられた。
　抱水クロラールは、安定化剤としてヘマトキシリンの溶
解性を高め、過酸化の防止作用などもあるといわれる１,２）。
しかし、今回の検討では、抱水クロラールの有無に依存
する沈殿形成や染色性への影響は経時的な観察におい
てもみられなかった。抱水クロラールは、人体に対し鎮静
作用を示すが、中枢神経系、循環器系に影響を与え、
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意識低下や機能障害を生じるとされ、抱水クロラールの
取扱いには十分な注意が必要である。今回の結果から
は、抱水クロラールを積極的に使用する根拠はみられず、
抱水クロラールを使用しないヘマトキシリン液作製の可能
性が示唆された。
　ヘマトキシリン液作製における各処方は、決められた
試薬組成を守るだけでなく、その染色性を注意深く観察
することが重要である。
　本研究では、マイヤー処方のヘマトキシリンについて
使用される試薬の意義を再確認し、より簡易で安全な処
方を見いだした。今後は pH の影響以外にも背景の共
染色のメカニズムはあるのか、他の処方についても検討
することで多角的に検証し、さらに実用的なヘマトキシリ
ン液の開発を目指したい。

5 . 利益相反

　本研究における利益相反は存在しない。
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