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Elucidation of the mechanism of action of a proprietary
compound on a liver cell line using 2D DIGE.

た。この混合サンプルを表 1のように6 枚のゲルに添加しました。

蛍光標識二次元ディファレンスゲル電気泳動（2D DIGE）技術を利用した新薬候補物質の肝細胞への作用機序解明

表 1. 標識サンプルおよび使用した IPG ストリップの種類
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本報では、新薬候補物質（試験物質）
の毒性機序の解明に Ettan DIGE システムを用いた研究例をご紹介します。まず、試験物質を添加した肝細胞（処

Urea、2 % Pharmalyte, pH 3.0-10.0、20 mg/ml DTT）を添加しまし

ゲル番号

Cy3 標識サンプル

Cy5 標識サンプル
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処理
コントロール
処理
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使用した IPG ストリップ

18 cm, pH 4-7
18 cm, pH 4-7
18 cm, pH 4-7
18 cm, pH 4-7
18 cm, pH 3-10 NL
18 cm, pH 3-10 NL

理細胞）
および未処理の肝細胞（コントロール細胞）
からそれぞれタンパク質サンプルを抽出し 2 種類の蛍光色素で標識し混合しました。これら 2 種の
サンプルを二次元電気泳動により同一ゲル上で分離し、DeCyder 2D Software を用いて自動解析を行いました。今回、試験物質の添加により一貫
性ある増加を示すタンパク質スポットが 1 つ検出されました。このタンパク質スポットをゲルから切り出してゲル内消化し、質量分析計による解析を
行った結果、
ガン遺伝子産物であることが確認できました。このガン遺伝子産物が試験物質の毒性過程に関与している可能性が示唆されました。

二次元電気泳動
混 合 サ ンプ ル を Immobiline DryStrip 膨 潤 バッファー（4 %
CHAPS、8M urea、1 % Pharmalyte, pH 3.0-10.0、2 mg / ml DTT）

現量に差異を示したスポットを選択してEttan Spot Pickerで切り出し、

はじめに
新薬候補物質が引き起こす副作用のメカニズム解明は、現代の新薬
開発過程においてきわめて重要な要素です。こうしたメカニズムを解明
することで、
候補物質をより安全性の高い物質に設計しなおすことも可能
になります。プロテオーム解析はこの種の解析に非常に適しています。
個々のタンパク質について薬物処理 / 非処理サンプル間の差異を検出
できるため、副作用のメカニズムを解明するうえで重大な手がかりを得る
ことができます。蛍光標識 2Dディファレンスゲル電気泳動（2D DIGE）
（1、4）では、3 種類のタンパク質サンプルをおのおの異なる蛍光色素

ゲル内酵素消化および質量分析を行いました。

で希 釈 後、Immobiline DryStripに添 加し、IPGphor IEF System
で等 電 点 電 気 泳 動を行いました。 二 次 元目の電 気 泳 動の前に、
Immobiline DryStrip を 8 M urea、100 mM Tris-HCl（pH 6.8）
（Sigma）
、30 % グリセロール（Sigma）
、1 % SDS、0.5 % DTTで10 分

サンプルの調製と標識
試験物質の毒性試験に使用する同型の肝細胞株を別々のフラスコ
内で培養し、それぞれ試験物質（処理サンプル）
もしくは溶媒（コントロー
ルサンプル）を添加しました。この後、細胞をPBS バッファーで洗浄し、
DIGE 用細胞溶解バッファー（8 M urea、4 % CHAPS、10 mM Tris
pH 8.0）
で溶解しました。

間、8 M urea、100 mM Tris-HCl（pH 6.8）
、30 % グリセロール、1 %
SDS、4.5 % iodoacetamide（Sigma）でさらに10 分間平衡化しました。
平衡化済みのIPGストリップの端を切り、
泳動バッファーに溶解した0.5 %

をもとにゲルからスポットを切り出して96ウェルマイクロプレートへ移しまし

低融点アガロース溶液（微量のブロモフェノールブルーを含む）でSDS-

た。その後切り出したタンパク質スポットをShevchencoらの方法でゲル

PAGEゲルの上部に封入しました。

内トリプシン消化処理しました
（3）。

二次元目の展開には1 mm 厚の12.5 %T ポリアクリルアミドゲルを

処理サンプルおよびコントロールサンプルを添付のマニュアルに従っ

用い、Laemmli 泳動バッファーを満たしたSE 600 Standard Vertical

これらのサンプルを混合して標準的な二次元電気泳動法により同一ゲ

て専用の蛍光色素 CyDye DIGE Fluor minimal dyesで標識しまし

Unitにより二次元目の泳動を行いました。リファレンスマーカーを接着し

ル上で分離します。その後それぞれの蛍光物質を検出することで、単

た。同一ゲルで異なるサンプルを泳動できるようにサンプルをCy3また

たBind-Silane 処理済みのガラス板にゲルを設置し、一定電流下、温度

一ゲルに展開した2 種の異なるサンプルイメージは、完全に重なった状

はCy5で標識し、
それぞれ 50 µg（ゲル1 枚あたりの添加量は計 100 µg

20 ℃の設定でブロモフェノールブルーがゲル下端に移動するまで泳動

態で得られます。DeCyder 2D Softwareによる自動画像解析後、発

となります）を混合し、等量の2×サンプルバッファー（4 % CHAPS、8 M

を行いました。

CyDye DIGE Fluors（本試験ではCy3および Cy5）で標識したうえで、

スキャニングから画像解析
コントロール
サンプル

Cy3標識

モジュールによる
画像解析ゲル内
スポットマッチング
内部標準

統計解析

スポットの3D表示

図 1. 蛍光標識二次元ディファレンスゲル電気泳動
（2D DIGE）技術の概要
複数種類のタンパク質サンプルを異なる蛍光色素で標識後混合し、二次元電気泳動で同時に分離します。ゲル中のスポットを Typhoon で視覚化し、二次元解析ソフトウェア
DeCyder 2D Software を用いて定量解析します。その後、スポットボリュームに著しい差異を示すスポットを切り出し、酵素処理し、質量分析計で解析します。
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用いて、流速 200 nl / minで4〜 50 %アセトニトリル（0.2 %のギ酸を
含む）の 30 分間のリニアグラジエントにて分離しました。LC 溶出液は

た。スプレー電圧を1.5 kV 、加熱キャピラリーを200 ℃、CID（衝突誘

ンプルに共通するタンパク質のスポット位置が完全に重なるため、自動解
析が可能です。全ての測定パラメーター中検出スポット数の予測値の
みをマニュアルで設定しました。スポット検出後（自動バックグラウンド補
正、スポットボリュームの標準化、スポットボリューム比の計算を含む）
、ゲ
パク質以外のスポットを自動的に除去し検出スポット数を再計算すること

Cy2／Cy3／Cy5
同時検出&標準化

LC column（0.075×150 mm; LC-Packings）を装着したシステムを

同一ゲル上に泳動しているため、1 回のスキャンで2 種類のサンプルのイ

ルに適したダストフィルターを指定しました。この操作により、ゲルからタン

Cy2標識

splitter（LC-Packings）を接続した送液系にPepmap C18 capillary

イオントラップ質量分析装置（ThermoQuest）にエレクトロスプレーしまし

およびCy5イメージ
（16-bit TIFFファイル）
を自動解析しました。2種のサ

DeCyder DIA

Nanospace SI-1 LC system（Shiseido） に Accurate micro-ﬂow

Master Imagerを用いてスキャンしました。Cy3/Cy5 標識サンプルを

Analysis；ゲル内変動解析）を用いて、
ソフトウェア内に取り込んだCy3

DeCyder BVAモジュール
によるゲル間マッチング&

選 択した各スポット由 来 の 消 化 処 理 済 みのペプチド溶 液 は、

PicoChip capillary needle（New Objective）
を用いてLCQ 四重極型

DeCyder 2D Software の DIA モ ジ ュ ー ル（Diﬀerential In-gel

処理
サンプル

LC / MS 解析

SDS-PAGE 後、ゲルを低蛍光ガラス板に挟んだままの状態で2920

メージを得ることができます。
標識サンプルを
混合して泳動

図 2. ゲル番号 3 の DeCyder DIA 解析スクリーンビュー
スクリーンは連動性のある 4 つのサブビューに分かれています。左上がゲルイメージで、
スポットボリュームが大きく変化したスポット（選択スポット）については強調表示されてい
ます。左下は選択スポットの三次元ビューが示されています。右上がゲル全体のスポット
ボリューム比を示すヒストグラム、右下がスポット情報の表です。
今回解析した全 6 枚のゲルで同様の解析結果が得られました。両方のイメージの選択ス
ポットの三次元ビューは左下に示されています。
（図中の赤字テキストは特定の機能を強調するために加筆したもので、通常スクリーン上
でみられるものではありません。）

起解離）を35 %に設定したData-dependent scanモードで各断片ペ
プチドのMS / MSスペクトルが得られました
（データ未掲載）。

結果と考察
2 種のサンプル間のスポットボリュームにみられる差異のうち、
どの程度
の違いを有意なものとするのかを決定するための検討も行いました（デー
タ未掲載）。スポットボリュームの比を検討するため、同一のサンプルを
専用蛍光色素 CyDye DIGE Fluors の Cy3とCy5 で標識しました。
複数のゲルを解析した結果、検出されたスポットのうち95 %は2 種のサ
ンプル間の差異（増加または減少）が 1.2 倍以内にとどまることが示され

ができます。

ました（データ未掲載）。このデータをもとに、スポットボリュームの比が 1.5

スポットピッキングおよびゲル内トリプシン消化処理

した。2D DIGE 技術を用いている他のグループも同様の結果を得てい

倍以上となるものに関しては、
細胞の薬剤処理による発現差異とみなしま

2 種のサンプル間で発現差のあるタンパク質スポットはソフトウェアの機

ます（5）。今回解析した6 枚のどのゲルについても、図 2で強調表示さ

能により認識され、かつ視覚的にも確認できました。その後、当該スポット

れているスポットで試験物質の処理後にシグナル強度の大幅な増加が

はゲル切り出しのためにソフトウェアで選別され、
ピッキングリストが作成さ

みられました。平均すると、処理サンプルのスポットボリュームはコントロー

れました。ピッキングリストをEttan Spot Picker（2）に転送し、
このリスト

ルサンプルの2.17（±0.62）倍増加しました。
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このようにしてスポットの選択を行い、
Ettan Spot Picker で切り出して
ゲル内トリプシン消化を行いました。質量分析の結果、試験物質の処理
によりシグナル強度が大きく変化したタンパク質を同定することができま
した。
今回の比較試験では DeCyder 2D Software の DIA モジュール
のみを用いています が、DIA のほかに BVA（biological variation
analysis；生物学的変動 ）モジュールもあります。BVAモジュールを用
いれば、複数の2D DIGEゲル間マッチング、スポットボリュームの比の平
均値決定、
スポットごとの統計学的解析までを完全に自動化することがで
きます。BVAモジュールを使用することで、実験結果の自動統計解析
およびグラフ化をともなう、
より複雑な実験デザインが可能になります。

おわりに
本報では革新的な二次元電気泳動技術である2D DIGEのアプリ
ケーションおよび特定の毒性試験への応用例をご紹介しました。こうし
た毒性試験は疾病に有効かつ副作用の少ない効果的な新薬の開発
に不可欠です。2D DIGE 技術を用いることで、今回ご紹介したような
薬剤処理サンプルとコントロールの単純比較のみならず、時間経過や
連続投薬処理などを加味した、
より複雑な検討も可能です。さらに、2D
DIGE 技術は、
新薬候補物質の発見および有効性の確認、
あるいはリー
ド物質の有効性試験など新薬開発のさまざまな段階へ応用することが
できる次世代プロテオーム解析技術であるといえます。
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The use of the Ettan DIGE in the analysis of the 2-D Clean-Up Kit
サンプル調製キット 2-D Clean-Up Kit による Ettan DIGE 解析精度の向上
Catherine Evans, Sarah Driver and Timothy Stone
Amersham Biosciences UK limited, Amersham Place, Little Chalfont Buckinghamshire, HP7 9NA, UK

Ettan DIGE システムは、2D DIGE 技術を利用して、タンパク質の発現差異を解析する目的で開発されたシステムです。このシステムの利点を生かすた
めには、蛍光標識条件を考慮した上でタンパク質の抽出試薬や可溶化剤を適宜選択する必要があります。本報では、異なる方法で調製したタンパク
質サンプルを用いて2D DIGE 解析を行い、調製法の違いによる効果を比較しました。この結果、2-D Clean-Up Kit を用いて調製したサンプル群では、
アセトン沈殿法を用いたサンプル群よりも標識効率が向上し、微量発現のタンパク質の検出も可能であることがわかりました。

はじめに

1D 解析̶シグナル強度の比較

2D DIGE 技術は、等電点および分子量の違いでタンパク質を分離

未処理（コントロール）
、アセトン処理および 2-D Clean-Up Kit 処理し

後、異なるサンプル群間にみられるタンパク質発現量の差異を定量的に

た3 種類のライセートを等量ずつCy5で標識後、それぞれを12.5 %ゲル

解析できる強力な研究ツールです。この技術を利用したタンパク質発現

に添加してSDS-PAGEを行いました。Typhoonを用いて泳動パターン

差異解析システムEttan DIGEでは、分子量および電荷が等しく、異な

を確認してから、SYPRO Rubyで染色し再度スキャンしてゲル上のタン

る蛍光波長をもつ3 種類の専用蛍光試薬 CyDye DIGE Fluorsを用い

パク質の総量を定量しました。定量結果を標準化して、シグナル強度の

てサンプルの標識を行うため、最大 3 種類の異なるサンプルを同一ゲル

相対値を計算しました。

上で同時に泳動できるという利点があります。
タンパク質サンプルの調製は、Ettan DIGEにおける標識反応や二
次元電気泳動の分離能、差異解析の結果を左右する重要なステップで
す。一般にタンパク質サンプルに一級アミンなどの夾雑物が含まれてい
ると、CyDyeのカップリング反応が阻害され標識効率が低下します。ま
た、
タンパク質の泳動パターンに悪影響を与える問題は多くの場合、細胞
からの抽出時に混入するタンパク質以外の夾雑物に起因するという知
見が得られています
（1）。
2-D Clean-Up Kitの使用により、可溶化および蛍光標識反応の双方
に最適な反応条件を実現することができます。このキットによりサンプル
中のタンパク質を沈殿・再溶解することで、
タンパク質抽出の過程で混入
する脂質、核酸、その他の低分子を除去することが可能です。アミノ酸
モノマー等の一級アミンの除去により標識効率が改善され、
また、SDSな
どイオン性の可溶化剤を除去することでよりクリアな泳動結果を得ること
ができます。夾雑物の結合が原因で特定タンパク質が溶解しにくい場
合、その物質を除去すれば可溶化の問題も改善されると考えられていま
す。2-D Clean-Up Kitを用いて調製したサンプル群では、アセトン沈殿
サンプルと比較して標識効率の向上し、多くのタンパク質スポットがクリア

2-D Clean-Up Kit 処理ライセートのシグナル強度は422 %で、コント
ロールの約 4.2 倍、アセトン処理サンプルの約 1.5 倍でした（図 1）。また、
操作前後のサンプルロスは、アセトン処理では30 %に達したのに対し、
2-D Clean-Up Kit 使用時は5 % 程度でした
（データ未掲載）。

Ettan DIGE 解析
内部標準としてコントロールおよび 2-D Clean-Up Kit 処理ライセート
を等量ずつ混和した溶液を用意し、Cy2で標識しました。内部標準と
は、各サンプルに含まれる全てのタンパク質を等量ずつ含むもので、ゲル
間の泳動パターンをマッチングする際に非常に有用です。コントロールと
2-D Clean-Up Kit処理ライセートはそれぞれCy3またはCy5で標識しま
した
（表 1）。
標識したサンプルを混合し、Immobiline DryStrip pH3-7 NL,
24 cmに添 加し等 電 点 電 気 泳 動を行いました。 二 次 元目の SDSPAGEでは10 %のSDS-ポリアクリルアミ
ドゲルを用いました。
泳動後、
Typhoonを用いてCy2、
Cy3およびCy5についてそれぞれス
キャンしました。3 種類の標識サンプルを同一ゲル上に泳動しているた
め、1 回のスキャンで3 枚のゲルイメージを得ることができます。DeCyder

に検出されました。検出されたタンパク質のうち2 種類についてアミノ酸
配列を解析した結果、通常の二次元電気泳動法では分離が難しいとさ
れる膜タンパク質のイソ型であることがわかりました
（2）。

サンプルの調製
大腸菌 1,647 株をLB 培地でOD420 値が 0.5に達するまで培養し、細
胞溶解バッファー（7 M urea、2 M thiourea、30 mM Tris HCl、4 %
CHAPS, pH8.5）に溶解しました。このライセートを三等分して、そのうち
1つを未処理サンプルとし、残りをそれぞれ 2-D Clean-Up Kitあるいは
アセトン沈殿法で処理しました。タンパク質量は、色素結合法にて定量
しました。
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図 1. 標識効率の違い
タンパク質サンプルを、2-D Clean-Up Kit またはアセトン沈殿法により処理を行い、
コント
ロール（未処理サンプル）と比較しました。サンプルを Cy5 で標識して泳動後染色したゲ
ルを解析した結果、2-D Clean-Up Kit 処理サンプルが非常に高い効率で標識されたこと
がわかりました。
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