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2D DIGE/ ウェスタンブロッティングを使用したチロシンリン酸化タンパク質の検出
standardized abundance
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本報では、チロシンリン酸化タンパク質のプロテオーム解析に二次元ウェスタンブロッティングを利用した例をご紹介します。まず、二次元電気泳動
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後のタンパク質を PVDF メンブレンに転写し、イムノブロット解析によりチロシンリン酸化タンパク質を検出しました。つづいて、このイムノブロット解
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およびタンデムマス解析
（MS/MS）
によるタンパク質同定結果と関連づけて解析しました
析の結果を、2D DIGE技術により検出された発現差異データ、
。
（図 1、2）
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Ettan DIGE システムは、内部標準を利用したプロトコールを用いることで、キトサン処理 / 未処理 Arabidopsis thaliana（シロイヌナズナ）抽出サンプ
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ルにおいて、リン酸化チロシン抗体により検出されたタンパク質スポットならびにチロシンリン酸化されていないタンパク質の発現差異を明らかにしま
standard

inactive

active

す。ウェスタンブロッティングにより検出された 87 個のタンパク質を MS/MS による質量分析のために切り出し、また、発現差異のみに基づいて 92 個
のタンパク質を選択しました。この結果、4 個のチロシンリン酸化タンパク質で発現量に有意な変動がみられました。

図 4. DeCyder Differential Analysis Software による解析結果
リンゴ酸脱水素酵素 1. NAD（水溶性）
の acidic isoform の 3Dビューとグラフビュー
A）非活性サンプル：E7070* アフィニティーカラムから溶出されたタンパク質
B）活性サンプル：E7070 アフィニティーカラムから溶出されたタンパク質
C）標準化した発現量のグラフ
inactive = 非活性サンプル ：E7070* アフィニティーカラムから溶出されたタンパク質
active = 活性サンプル ：E7070 アフィニティーカラムから溶出されたタンパク質

はじめに
タンパク質の可逆的なリン酸化は、細胞周期の進行過程や分化など

グラフビュー内の各ドットは複数のゲルから得られた結果を表しています。標準化発現量の平均値はグラフ内に + で示しています。

の細胞のシグナル伝達の調節に重要な役割を果たしています。タンパク
質リン酸化の対象は主にセリン、
スレオニンおよびチロシン残基で、
キナー

質スポットの大部分は、活性サンプルと非活性サンプルの間でスポットボ

参考文献

リュームのレシオの平均値に変化は見られませんでした。これらのタンパ

1. Alban, A. et al. Proteomics 3, 36-44（2003）.

ク質はアフィニティー担体、あるいはE7070とE7070* 分子に共通する構

2. Yan, J. X. et al. Proteomics 2, 1682-1698（2003）.

造に非特異的に結合していると考えられ、明らかになっている抗ガン作

3. Katayama, H. et al. Rapid Comm. Mass Spectrom . 15,

用には直接関与しないことが示唆されます。

まとめ
本研究では、低分子薬剤に結合するタンパク質を網羅的に解析する
新たなアプリケーションとして、
2D DIGE技術を使用したEttan DIGE シ
ステムが有効であることが明らかになりました。正確なスポットの定量化に
より、精度の高い統計学的信頼性を実現し、サンプル間の真のタンパク
質発現差異を検出することができます。今回は、Ettan DIGEシステム
を使用することで、薬剤分子に特異的に結合し、非活性アナログには結
合しないタンパク質を同定することができました。同定されたタンパク質を
今後さらに解析することで、
E7070のin vivo における作用機序について
より多くの知見を得ることが可能になるといえます。
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Cy2標識

ゼおよびホスファターゼの活性により制御されています。リン酸化の研究
の多くで、放射性物質 32Pによる標識が使用されています。この場合、
す
べてのリン酸化タンパク質が検出可能ですが、
どの残基がリン酸化され
たのかを明らかにすることは困難であるうえ、
培養細胞サンプル以外には

標識サンプルを
混合して泳動

使用できません。リン酸化残基に特異的な抗体による免疫検出法を使

画像の取込み

用すれば、有用な情報を得ることができますが、現在のところリン酸化セリ

スポットの3D表示

ンもしくはスレオニンを網羅的に検出できる抗体の入手が困難なため、抗
体を用いた網羅的な解析はリン酸化チロシンの研究のみに限られていま
す。チロシンリン酸化タンパク質の検出にはモノクローナル抗体（例えば
PY20（1）
および 4G10（2））
が使用されます。

Cy2／Cy3／Cy5
同時検出＆標準化

イムノブロット解析は電気泳動で分離したタンパク質の特性を解明す

DeCyder DIAによる画像解析

る目的で用いられます（2、3）。弊社では、検出にECL Plus Western
Blotting Detection Reagentsを使 用し、その蛍 光 波 長とオーバー

DeCyder BVAによる
ゲル間マッチング＆
統計解析

ラップしない蛍光波長の染色物質でブロット全体を染色することでこ
の手法をさらに改善しました。この結果を2D DIGE 解析とあわせて、

Arabidopsis thaliana（シロイヌナズナ）のキトサン処理によるリン酸化タ
ンパク質および非リン酸化タンパク質の発現変動を明らかにしました（図
2）。

図 1. 2D DIGE 解析のワークフロー

A. thaliana は研究室で簡単に栽培でき、ライフサイクルが短く、他の
高等植物と比べゲノムサイズが小さい
（約130 Mb）
ため、
「モデル」生物
として頻用される植物です。A. thaliana ゲノムの全塩基配列はすでに
解読されています
（4）。
2D DIGE 技術を採用した Ettan DIGEシステムでは、二次元電
気泳動前に、分子量および電荷が等しく、蛍光波長の異なる3 種類の
CyDye DIGE Fluors（Cy2、Cy3 および Cy5）を使用してタンパク質サ
ンプルを標識し、CyDye 標識サンプルを混合してゲルに添加します。多
色蛍光標識されたサンプルを同時に泳動することでタンパク質発現変動
の検出能が大きく改善されます
（5）。
ここでは、A. thaliana の浮遊培養細胞から抽出した水溶性の全タン
パク質画分の解析を行い、チロシンリン酸化タンパク質を同定してキトサ
ン（真菌類由来の誘導因子）処理の効果を検証しました。さらに、免疫
検出の結果を2D DIGEの結果とマッチングし比較しました。
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実験方法
■ 2D DIGE 解析
サンプル調製

A. thaliana 細胞を文献 1、6にしたがって培養し、培養容器ごとに
細胞液を二分して片方を50 µg/mlキトサンで処理しました。処理から
10 分後および 24 時間後に細胞を回収し、
タンパク質抽出バッファー（10
mM Tris-HCl pH 8.8、1 mM EDTA、2 mM DTT）
でホモジナイズし
て、10,000×g で10 分間遠心しました。上清に含まれる水溶性タンパク
質を80 %アセトン中で‒20 ℃にて1時間静置して沈殿させ、
溶解バッファー
（9 M urea、2 M thiourea、4 % CHAPS、30 mM Tris-HCl pH 8.5）
に再溶解しました。Bradford 法で総タンパク質量の定量を行いました。

21

Ettan DIGE Application Booklet standard in protein differential analysis

② ゲルから
PVDFメンブレン
への転写

Cy5染色ブロット

コントロール

① 二次元電気泳動

④ ECL Plusによる
免疫検出

HRP標識
抗リン酸化
チロシン抗体

ティングしました（図 2 ①、②）。ブロッティングにはHoefer TransPhor

Softwareを使用して、解析ゲルおよびイムノブロット解析で得られたイ

M thiourea、50 mM Tris pH 8.8、30 % glycerol、10 % SDS、4.8 %

unitsを使用しました。その後メンブレンを室温で風乾し、4 ℃で保存しま

メージをマッチングしました。ピクセルデータをゲルの裏に固定した2 個の

iodoacetamide）
中で15 分間インキュベートしました。

した。

リファレンスマーカーに対するx-yデータに変換したPick List が作成さ

サー使用）を用いて作製した12.5 % 均一 SDSポリアクリルアミ
ドゲル上
にImmobiline DryStripを設置し、ブロモフェノールブルーを含む泳動
バッファー
（192 mM glycine、0.2 % [w/v] SDS、25 mM Tris）
に融解
したアガロースで封入しました。泳動にはHoefer SE 600 Standard
Vertical Electrophoresis Unitを用い、ゲル1 枚あたり25 mAで30 分

⑤ 画像の取込み

間、その後ゲル1 枚あたり40 mAまで電流を上げ、ブロモフェノールブ

⑥ Cy5／ECL Plus
同時検出

ルーがゲル底部に流れきるまで泳動を続けました。

⑦ DeCyder DIAによる画像解析

画像の取込み
ガラス板にはさまったままのゲルから、バリアブルイメージアナライザー
⑧ DeCyder BVAによる
ブロット-ゲル間マッチング

＊ 図１の2D DIGEワークフロー参照

Cy3／Cy5

ゲルイメージ＊

Cy5／ECL Plus
ブロットイメージ

図 2. チロシンリン酸化タンパク質の解析ワークフロー
チロシンリン酸化タンパク質は HRP 標識抗リン酸化チロシン抗体で検出し、また、ブロット
上の全タンパク質を Cy5 で染色しました。その後、2D DIGE 解析結果と組合わせて解析

Typhoon 9400により蛍光標識タンパク質のイメージを取込みました。検
出波長の設定は以下のとおりです。
Cy2：励起波長 488 nm、
emission ﬁlter 520 nm BP 40 nm
Cy3：励起波長 532 nm、
emission ﬁlter 580 nm BP 30 nm
Cy5：励起波長 633 nm、
emission ﬁlter 670 nm BP 30 nm
ゲルはいずれも解像度100 µmでスキャンしました。スキャンしたイメー
ジは通常のビットマップイメージのようにピクセルで構成され、各ピクセルは

を行いました。

縦軸に蛍光強度に比例した値をもちます。その最大値（すなわち最も発

サンプルの標識

なるようにPMT 電圧を調整し、蛍光強度の飽和を回避しました。解析

凍 結 乾 燥 状 態の CyDye DIGE Fluor minimal dyeをそれぞれ

現量が多いと考えられるタンパク質スポットの部分）が 60,000〜80,000と
前に、ImageQuant Tools version 2.3を用いて不要な部分をトリミング

Dimethylformamide（Aldrich）
に溶解し、
終濃度を1 nmol/µlに調製

しました。

しました。このストック溶液を使用直前に5 倍に希釈し、
タンパク質抽出

画像解析

液 50 µgに対して400 pmol（希釈溶液 2 µl）ずつ加えました。表 1に
したがって標識反応を行いました。統計学的に有意なデータを得るた
め、全ての解析サンプルを等量ずつ混合した内部標準をCy2 CyDye
DIGE Fluor minimal dyeで、コントロールおよびキトサン処理サンプ
ルをそれぞれ Cy3および Cy5で標識しました。暗所で30 分間氷上で
反応後（7）
、10 mM lysine（CyDye DIGE Fluor minimal dye 400
pmolあたり1 µl）
を加え、
さらに10 分間氷上に置き、反応を停止させまし

Ettan DIGEシステ ム 専 用 の 解 析 ソフトウェア DeCyder 2D
Software を用いてゲル解析を行いました。DeCyder 2D Softwareで
は、
同一ゲルから得られる3つのイメージ
（Cy2/Cy3/Cy5イメージ）
を統合
した合成イメージを用いてスポットを検出します。全自動の同時検出ア
ルゴリズムにより、各ゲルイメージ上のスポットがすべて同時に検出されま
す。検出時の予測スポット数を3,500に設定しました。重要なタンパク質
スポットが検出から除外されないように、ホコリなどを除去するフィルタリン

た。

グ操作は最小限にとどめました。検出プロセスにはバックグラウンド補正、

二次元電気泳動

定量化、内部標準に対するノーマライゼーションが含まれます。ゲル間

標識サンプル（表 1）を等量の 2×サンプルバッファー（9 M urea、

マッチングにはDeCyder 2D SoftwareのBVAモジュール（Biological

2 M thiourea、4 % CHAPS、20 mg/ml DTT、4 % Pharmalyt pH

Variation Analysis ； 生物学的変動解析）機能を用いました。マッチ

3-10）に添加し、膨潤液を加えてタンパク質 150 µgあたりの総液量が

ングプロセスを円滑に行うために、Cy2 標識の内部標準イメージごとに

350 µlとなるように調製しました。Immobiline DryStrip Reswelling

Masterイメージに対応する「landmark」を入力しました。マッチングプ

TrayにImmobiline DryStrip pH4-7, 18 cmをセットし、標識サンプ

ロセスの終了後、サンプル間のタンパク質発現量の差異について統計

ルを添加した状態で一晩膨潤しました（ゲル内膨潤法（8））。膨潤

解析を行いました。マッチング済みスポットセットには由来する培養細胞

時は Immobiline DryStrip Cover Fluid でゲル表 面を覆いました。 を区別できるように採番してPaired Student's t-test 解析を行いました。
サンプル間に有意な変動のみられる（p 値 <0.05）
タンパク質スポットは
Multiphor II Electrophoresis Systemを用いて以下の設定で等電
点電気泳動を行いました
（20 ℃）:
ステップ 1：500 V for 1,000 Vh
ステップ 2：3,000 Vh gradient from 500 V to 3,500 V
ステップ 3：70 kVh at 3,500 V
泳動後、平衡化バッファーA（6 M urea、2 M thiourea、50 mM
Tris pH 8.8、30 % glycerol、10 % SDS、1 % DTT）でImmobiline
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機能解析

DryStripを15 分間平衡化してから、平衡化バッファーB（6 M urea、2

Dual Gel Caster および低蛍光ガラス板
（18×16 cm、
1 mm厚スペー

③ Cy5-NHSによる
ブロット染色
処理サンプル

機能解析

「proteins of interest」に指定しました。
■ ウェスタンブロット解析
二次元ゲルのウェスタンブロット解析
25 mM Tris、200 mM グリシン、20 % メタノールに浸したHybond-P
メンブレンに、非標識のコントロールまたはキトサン処理サンプル（150 µg
を添加）
を泳動した二次元目のゲルを、30 V、4 ℃で一晩エレクトロブロッ

れ、Ettan Spot Pickerにエクスポートされました。ゲルスポットは直径 2

ブロットの染色
monofunctional Cy5を0.1 % Tween 20（ICI Americas Inc.）を
含むPBS バッファー
（10 mM リン酸ナトリウム, pH 7.4 ; 以下 PBS-Tとす
る）
に溶解し、
ブロットを室温で1 時間インキュベートして全タンパク質の染
色を行いました。PBS-Tですすいだ後、100 %メタノールによる10 分間
の洗浄を3 回繰り返しました。蒸留水ですすぎ、
ブロットを風乾しました。
低蛍光ガラス板の下にブロット面を下にしてメンブレンを設置して
Typhoon 9400でスキャンしました（励起波長 633 nm、emission ﬁlter
670 BP 30 nm）
（図 2 ③）。

mmで切り出され（ゲルプラグ）
、96ウェルマイクロタイタープレートに回収
されました。
文献（9、10、11）
を参考にしてロボット式の消化システムInvestigator
ProGest（Genomic Solutions）
のプロトコールを至適化し、
トリプシンによ
るゲル内消化を行いました（12）。切り出したゲルプラグを50 mM 炭酸
水素アンモニウムバッファーで洗浄し、
アセトニトリルで脱水しました。シス
テイン残基をDTTで還元しヨードアセトアミ
ドでアルキル化しました。トリ
プシン
（Promega；25 mM 炭酸水素アンモニウムバッファーで作製した
6.5 ng/µl 溶液 10 µlを使用）を添加する前に、再度炭酸水素アンモニ

抗リン酸化チロシン抗体による免疫検出
全タンパク質の染色後、メンブレンをTBS-T（10 mM Tris-HCl pH
7.5、100 mM NaCl、0.1 % Tween 20）150 ml に溶解した3 % BSA
に室温で1 時間または4 ℃で一晩インキュベートしてブロッキングを行
い、TBS-T で軽く洗 浄しました。その後、3 % BSA を含む TBS-T
で 1,000 倍 希 釈した HRP 標 識 PY20（ 抗リン酸チロシン抗 体 ;ECL
Phosphorylation module）にメンブレンを浸し室温で1 時間インキュ
ベートしました。ECL Plus Western Blotting Detection Reagentsを
用いて、抗体が結合したタンパク質を検出しました（それぞれ試薬添付
のマニュアルを参照）。メンブレンを乾燥させ、Typhoon 9400でスキャ
ンしてCy5とECL Plusを検出しました（ECL Plus 検出には 457 nm
excitation wavelength、520 BP 40 emission ﬁlterを使用）。Cy5イ

ウムバッファーでゲルプラグを洗浄してアセトニトリルで脱水し60 ℃で乾
燥しました。消化反応は37 ℃で1 時間行い、25 mM 炭酸水素アンモ
ニウムバッファー/5 % ギ酸 /アセトニトリルを順に用いて抽出、
回収しまし
た。抽出物をプールして凍結乾燥し、質量分析前に0.1 %ギ酸水溶液
に溶解しました。
Micromass CapLC capillary chromatograph に 接 続 さ れ た
Q-ToF ハイブリッド型飛行時間質量分析計（Micromass）を用いて、
MS/MSスペクトルを測定しました。サンプルを0.1 %ギ酸水溶液に溶解
し、6 µlをPepMap C18 column（300 µm × 0.5 cm ; LC Packings）
に注入し、0.1 %ギ酸水溶液で3 分間溶出しました（このとき、流路選択
バルブを切り替えてカラムからの溶出液が廃液ボトルに流れるようにセッ

ト）。その後流速を1 µl/minまで下げ、流路選択バルブをデータ測定
メージとECL Plusイメージは、それぞれ至適化した設定条件で各ブロッ （data acquisition）位置に切り替えました（カラムからの溶出液は質量
トを連続してスキャンして取り込みました
（図 2 ④、
⑤、
⑥）。
分析計へ流れる）。0.1 %ギ酸水溶液に溶解したアセトニトリルを5〜70
%のグラジエントで20 分間にわたって送液し、
ペプチドを溶出させました。

イムノブロットの画像解析
メンブレンイメージを解析して先の DeCyder 解析結果とマッチング

キャピラリー電圧を3,500 Vに、測定質量範囲を540 〜 1,000に設定

を行いました。ECL Plusによって検出されたスポットは「protein of

し、電荷が 2、3、
または4 価となったペプチドイオンピークについて、Data-

interest」に指定しました
（図 2 ⑦、
⑧）。

dependent acquisitionによるMS/MS 測定を行いました。既知のトリプ
シン自己消化物およびケラチン由来のイオンピークは自動的に除外されま

■ 質量分析とタンパク質同定
解析に使用した全 A. thaliana サンプル（総量 500 µg）を用いてス
ポット切り出し用ゲルを作製しました。サンプルはゲル内膨潤法にて
Immobiline DryStripに添加しました。タンパク質の添加量が増えたた
め、
等電点電気泳動の時間を最大 140 kVhまで延長しました。2Dゲル
をキャスティングする前に、PlusOne Bind-Silaneで処理したガラス板に
2 個の Reference markerを設置しました。切り出し用ゲルをSYPRO
Ruby（Invitrogen）
で染色し、製造元の推奨プロトコールに従って10 %
エタノール/6 % 酢酸で固定しました。
Typhoon 9400でSYPRO Ruby 染色したゲルをスキャンしました（励
起波長 532 nm、emission ﬁlter 610 nm BP 30 nm）。DeCyder 2D

した。collision gasはアルゴン、collision voltageは電荷と質量に応じ
て18〜 45 Vと可変させました。得られた各ペプチドのプロダクトイオン
はMS/MS 用デコンボリューションソフトウェア
（MaxEnt 3, Micromass）
と公共データベース
（SwissProt/TrEMBL）
を使用し、
タンパク質同定を
行いました。タンパク質の検索では、
消化酵素のmiss cleavagesを1ペ
プチドあたり1ヶ所まで認め、initial mass tolerance を50 ppmとしまし
た。システインはカルバミ
ドメチル化したと仮定しましたが、他の修飾の可
能性については初回検索では考慮しませんでした。この検索で同定で
きなかったサンプルは、MS/MSスペクトルからマニュアルでアミノ酸配列
を推定し、NCBIのデータベース（nr）を用いたBLAST サーチを行いま
した
（13）。

表 1. 2D DIGE による BVA 解析の実験デザイン
ゲル番号

Cy2 CyDye DIGE Fluor minimal dye

1
2
3
4
5
6
7

内部標準
内部標準
内部標準
内部標準
内部標準
内部標準
内部標準

Cy3 CyDye DIGE Fluor minimal dye
10 min control ARA 59＊
10 min control ARA 57
10 min control ARA 57B
10 min control ARA 69
24 h control ARA 1
24 h control ARA 3
24 h control ARA 65

Cy5 CyDye DIGE Fluor minimal dye
10 min treated ARA 59
10 min treated ARA 57
10 min treated ARA 57B
10 min treated ARA 69
24 h treated ARA 1
24 h treated ARA 3
24 h treated ARA 65

＊ ARA の番号は、異なるプレート由来のA. thaliana 培養細胞が使用されたことを示します。
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機能解析
前に、30 mM リン酸化チロシン溶液にHRP 標識 PY20 抗体をプレイン

結果と考察
本研究に適用した実験デザイン
（表 1）
により、異なるサンプル間にみら

A）

キュベートし、バックグラウンド以外にシグナルが検出されないネガティブコ
ントロールブロットを作製しました（データ未掲載）。処理から10 分後の

れるばらつきを考慮したタンパク質発現差異の正確な統計学的解析が

8 サンプルについて、ブロットの全タンパク質染色とイムノブロット解析をそ

可能となります。解析に使用する全サンプルの等量混合液（Cy2で標識

れぞれ行いました。図 4に、全タンパク質染色とイムノブロット解析の典

し全ゲルで泳動）は内部標準として利用されます。理論上、各サンプル

型的なブロットイメージ、それらのイメージを重ねたものを示します。ECL

に含まれる全タンパク質がすべてのゲルで泳動され検出されます。Cy3

Plusで検出したスポットのいくつかは総タンパク質イメージと完全に重なら

またはCy5で標識した各サンプルは、同一ゲル上の内部標準と比較さ

ないことがこの図からわかります。つまり、ECL Plus 検出はシグナルを増

れ、内部標準に対する相対的な発現量が測定されるため、通常ゲル間

幅するため、エピトープ（抗原決定基）が存在すれば検出できるものの、

にみられるばらつきを抑え統計学的な信頼性を高めます。

発現量が低かったりブロット染色がうまくいっていないなどの理由で相当

DeCyder 2D Softwareを用いて2D DIGE 解析ゲルから平均 3,132

する全タンパク質シグナルが検出できない場合、この手法には限界があ

スポット/ゲルを検出しました。泳動後にSYPRO Ruby 染色した切り出

るという可能性が示唆されます。

し用ゲル
（タンパク質 500 µgをゲルに添加）
を3 枚作製し、
このうち最もス
ポット数の多かった（3,315スポット）ゲルをMasterゲルに指定しました。
一般的には切り出し用ゲルをMasterに指定することはありませんが、今

8枚のブロットについて、
平均3,420スポットが検出され、
平均1,799スポッ
B）

トをMasterゲルとマッチングしました。
同時検出された全タンパク質のCy5染色イメージをMasterゲルにマッ

回のケースでは切り出し用ゲルをMasterゲルに選択した方が続いて行

チングすることで、ブロット上のリン酸化チロシン特異的なシグナルの位置

う2D DIGEの解析用ゲルとウェスタンブロッティングの検出結果をマッチ

から、チロシンリン酸化部位を含むタンパク質の同定が可能になりました。

ングがしやすいことが示されました。7 枚の解析ゲルとMasterゲル間で

要であることがわかります。図 6に、キトサン処理から10 分後のサンプル

意差（p < 0.05）を示す94スポットを明らかにすることができました。この

とコントロールについて得たリン酸化チロシンのイムノブロットイメージの比

うち、厳密にマッチングの確認を行い、アーチファクトを除去した信頼性
（赤）
と Cy5 標識処
図 3. A. 処理から 10 分後の Cy3 標識非処理コントロール
理サンプル
（青）
のイメージを重ね合わせたもの。B. DeCyder BVA画面。
図 A 左に、発現が抑制されているスポット
（スポットが赤に近い）
を拡大表示しました。拡
大図中で点線で囲んだスポットの統計結果を B に示しました。

と24 時間後のコントロールとの間に（unpaired ; p < 0.05）統計的に有

ト

較を示します。このように、複数のスポットが変動していると考えられ、
リン

g. 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine
methyltransferase
h. Tubulin beta-4 chain
i. Adenosine kinase
1-methyltetrahydropteroyltriglutamatehomocysteine
methyltransferase

酸化プロテオームの比較解析への2D DIGE技術の適用が効果的であ
ることが強く示唆されます。図中g、h、iで示されたタンパク質スポットはい
ずれも、2D DIGE 解析でもコントロール/ 処理サンプル間で有意なタンパ

キトサン処理

ク質発現差異を示しました。2 枚のブロット間で最も明らかな差異を示し

意な発現差異があった25スポットについても、興味深い変動があったも
A）

たスポットの一つが図中fで表示されたスポットです。MS/MS 配列解析

B）

による同定の結果、
このスポットには複数のタンパク質が含まれることがわ

図 3Aに、
疑似カラーで彩色したCy3 標識コントロール
（赤）
および Cy5

かりました。したがって、
このデータのみに基づいて、
このスポットでみられ

標識キトサン処理サンプル（青）イメージを重ね合わせた例を示します。

た明らかな発現差異を単一のタンパク質によるものとは言い切れません。

圧倒的に赤色が強いスポットはキトサン処理後に発現が抑制されたタン

つまり、複雑なサンプルを扱う際のタンパク質の分離能はデータの生物学

パク質を含んでいます。図 3Aの拡大図（右）において点線で囲んだス

的説明を行ううえで非常に重要であることが示唆されました。

ポットについて行った統計解析結果を図 3Bでハイライト表示しています。

発現差異とチロシンリン酸化の程度に基づいて切り出し用ゲルから合

全タンパク質をCy5-NHS esterで染色した後で、
モノクローナルHRP
標識 PY20 抗体を使用してチロシンリン酸化の検出を行いました。検出

D）

C）

図 4.
A）全タンパク質の Cy5 染色の疑似カラーイメージ
キトサン処理から 10 分後のサンプルのウェスタンブロッティングを Cy5 で染色しました。
B）ECL Plus シグナルの疑似カラーイメージ
A のウェスタンブロッティングでリン酸化チロシンの検出を行った後に
ECL Plus を検出しました。
C）全タンパク質染色とイムノブロットイメージの重ね合わせたもの
D）C の一部を拡大したもの

計 179ゲルプラグを選択し、
トリプシン消化を行いました（表 2）。Q-ToF
MS/MSによりトリプシン消化したペプチドを解析して、
ペプチド配列データ
ベースの検索を行ってタンパク質を同定しました。イムノブロット解析結

図 6. キトサン処理から 10 分後のコントロール / サンプルの ECL Plus ウェスタ
ンブロットの検出

表 3. DeCyder BVA により得られた典型的なタンパク質同定結果およびその統計解析データ
タンパク質名

5-methyltetrahydropteroyl-triglutamate-homocysteine methyltransferase
Putative thioredoxin（probable protein disulﬁde isomerase 2）
Tubulin beta-4 chain

表 2. コントロール / 処理サンプル間の発現差異
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a. Glutamine synthetase、
cytosolic isozyme
b. Serine acetyltransferase
c. Thioredoxin reductase 2
d. Glutathione S-transferase
ERD13
e. Putative epimerase /
dehydratase
f. 複数のタンパク質を含むスポッ

示してあり、
マッチングを実行するうえでの全タンパク質染色パターンが重

行ったところ、10 分後のサンプルとコントロールの間で発現に明らかな有

のとして選択しました。これらの結果を表 2に示します。

タンパク質の同定例 :

ゲルイメージを示します。それぞれ相応するスポットのプロファイルを下に

（24-h control/treated）のデータについてPaired Student's t-testを

0.05）
のある39スポットが切り出されました。さらに、
10 分後のコントロール

コントロール

ロット解析、および DeCyder BVAモジュールにより検出されたMaster

キトサン処理から10分後（10-min control/treated）
および24時間後

間後のサンプルについては、コントロールとの間に有意な発現差異（p <

されたリン酸化チロシンのマッチングを行いました。

図5に、
Cy5染色タンパク質、
ECL Plusによるリン酸化チロシンのイムノブ

平均 1,937スポットがマッチングされました。

の高い52スポットを切り出し用に選択しました。キトサン処理から24 時

図 5. Master ゲルと免疫検出されたリン酸化チロシンのマッチング
Cy5 による全タンパク質染色イメージを重ね合わせることによりMaster ゲルと免疫検出

Adenosine kinase 1

ゲルの種類

統計解析結果

総数

増加

減少

10-min control/treated
24-h control/treated
10-min control/24-h control
Phosphorylated

Paired < 0.05
Paired < 0.05
Unpaired < 0.05
N/A

52
39
25
87

29
11
12

23
28
13

─

─

Translationally controlled tumor protein-like protein
Heat shock protein 81-2

BVA で検出された変動
10-min control/treated
1.26 倍増加
24-h control/treated
1.20 倍増加
10-min control/treated
1/1.40 倍増加
10-min control/treated
1/ 1.16 倍増加
control 10-min/control 24-h
1.6 倍増加
10-min control/treated
1.28 倍増加
control 10-min/control 24-h
4.57 倍増加

p値

チロシンリン酸化の有無

0.0049

有＊

0.0047

無

0.02

有＊

0.0067
有＊

0.039
1.20×10-5

無

0.0028

有＊

＊ 図 6 参照。
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果に基づいて切り出された87スポットのうち、60スポットからタンパク質が
同定でき、
22スポットには複数のタンパク質が含まれることがわかり、
残る5
スポットは同定できませんでした。2D DIGEの発現差異解析結果にもと
づいて切り出された92スポットのうち、31スポットからタンパク質が同定で
き、
12スポットには複数のタンパク質が含まれることがわかり、
残る49スポッ
トは同定できませんでした。表 3に最も顕著なタンパク質同定結果とそ
の統計解析結果を示します。

まとめ
ECL Plus Western Blotting Detection reagentsを使 用したチ
ロシンリン酸化タンパク質のイムノブロット検出と併用可能な蛍光色素
（Cy5）を用いて全タンパク質の染色を行いました。多色検出が可能な
Typhoon 9400を用いて、Cy5による全タンパク質染色で得られた画像
とイムノブロット解析により得られた画像を重ねた画像を得ました。この
画像は、DeCyder 2D Softwareによる画像解析とマッチングに使用可
能です。DeCyder 2D Softwareでは、Cy5 染色イメージを用いること
によりブロットイメージ、すなわちイムノブロット検出されたタンパク質と2D
DIGE 解析結果のマッチングが可能になります。この結果、興味あるタ
ンパク質の発現差異が明らかになり、同定のための自動切り出しが可能
になりました。Ettan DIGEシステムによる解析結果とイムノブロット解析
の結果を合わせることで、ブロット間に転写効率の差がある場合や、
タン
パク質発現量とイムノブロット検出されたシグナルの関係が非線形である
可能性がある場合にイムノブロット解析だけでは得られにくい興味あるタ
ンパク質に関する定量的な情報も明らかにすることができます。この手
法のより一般的なイムノブロット解析への応用が期待されます。たとえば、
キナーゼ抗体、ホスファターゼ抗体、
またはカスパーゼ（アポトーシス関連
酵素）抗体などを使用したタンパク質特異的もしくは群特異的な免疫検
出は、MSによるタンパク質同定結果を確認する手法として利用すること
ができると考えられます。

機能解析
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Difference analysis of rat liver S9 fraction
using Ettan DIGE and Ettan MALDI-ToF Pro
Ettan DIGE システムおよび Ettan MALDI-ToF Pro を使用した
ラット肝 S9 フラクションサンプルのタンパク質発現解析
プロテオーム解析の分野で注目されている 2D-MS 解析法を用いて、ガン原性芳香族炭化水素の一つとして知られる 3-methylcholanthrene で処理
したラットと未処理ラットのタンパク質発現の変動を解析しました。Ettan DIGE システムにて発現に差異の見られたスポットを検出・選択し、MALDI-

ToF Pro 質量分析計にてタンパク質の同定を行いました。従来、2D イメージ解析、質量分析は操作が煩雑で使いこなすためには専門的な知識・技術
が必須でした。しかしながら、Ettan DIGE システムおよび Ettan MALDI-ToF Pro は多くの機能の自動化によりシンプルな操作性と再現性の向上を
実現しており、一人の研究者がサンプル調製、標識、二次元電気泳動から質量分析まで通して実施することも十分可能であることが示されました。

はじめに
医薬品や生体異物（xenobiotics）等の毒性予測が、
転写レベルの発
現プロファイルに基づいて行われるようになってきています。そうした流れ
のなか、毒性評価のためにプロテオーム解析技術を用いた網羅的なタン
パク質発現プロファイリングや、代用マーカー（surrogate marker）探索
が試みられています
（1）。
本 稿では、蛍 光 標 識 二 次 元ディファレンスゲル電 気 泳 動システ
ム Ettan DIGEシ ス テ ム および Ettan MALDI-ToF Pro 質 量 分
析計を用いたラット肝 S9フラクションの 2D-MS 解析例をご紹介しま
す。モデル化合物としてはガン原性芳香族炭化水素の一つである
3-methylcholanthrene（3-MC）
を選択しました。この化合物は薬物代
謝酵素 Cytochrome P450 CYP1A1および 1A2を誘導することが知ら
れています。

サンプル調製
処理サンプルとして3-MCを投与したオスの Sprague-Dawleyラット
（Human Biologics International、RS 804）およびコントロールとし
て未処理ラットの肝 S9フラクション（Human Biologics International、
RS 804）を使用しました。 各々のサンプルに4 倍 量の Lysis buﬀer
（7 M urea、2 M thiourea、4 % CHAPS、5 mM magnesium
acetate、0.1 mg / ml Pefabloc SCおよび Protector reagent（Roche
Diagnostics）
、30 mM Tris-HCl, pH 8.5）を添加し、60 分間氷上に静
置してタンパク質を可溶化しました。その後約 10,000×gで遠心した上
清を蛍光標識二次元ディファレンスゲル電気泳動（2D DIGE）用のサン
プルとしました。
コントロール、3-MC 処理群、
さらに各サンプルを等量ずつ混合した内

溶液中で還元アルキル化しました。二次元目はEttan DALTtwelve
Large Electrophoresis Systemにて1 mm 厚の 12.5 % ポリアクリル
アミドゲルで展開しました。泳動は、ゲル1 枚あたり2 Wの一定電力
で一晩行いました。Typhoon 9400によるスキャンで3 サンプルそれぞ
れのゲルイメージを取得し、DeCyder 2D Softwareを用いて3-MC 処
理によるタンパク質発現のディファレンス解析を行いました。DeCyder
2D Software の Diﬀerence In-gel Analysis（DIA）お よ び Batch
Processorモジュールによりスポット検出、定量解析を行い、最終的に
Biological Variation Analysisモジュール（BVA）を用いて内部標準
サンプルを介したゲル間のスポットマッチングおよび定量値の標準化、
Student's T-testによる有意差検定を行いました。
解析した全てのゲル間でマッチングされ、危険率（p 値）が p<0.01の
スポットについてDeCyder 2D Softwareを用いた定量解析を行いまし
た。その結果、1.5 倍以上の増加を示したスポットは15 個、2 倍以上では
4 個、そして最も増加したスポットは2.28 倍を示しました。一方、減少を示
したスポットは1/1.5倍以下で9個、
1/2倍以下で3個、
最も減少したスポッ
トは1/2.17 倍を示しました
（図 1）。

PMF 解析によるタンパク質同定
DeCyder 2D Softwareによる解析の結果から、3 枚のゲル間全てで
マッチングされ 1.5 倍以上の増加または1/1.5 倍以下の減少、p<0.01を
示したスポットのうち18スポットを選択して質量分析サンプルとしました。
スポットの切り出し用には解析に用いたゲルのうち1 枚を利用し、SYPRO
Ruby（Invitrogen）染色した後、
Ettan Spot Pickerを用いて目的スポッ
トの自動切り出しを行いました。トリプシン消化、抽出、脱塩および濃縮は
マニュアル操作にて行いました。

Ettan MALDI-ToF Proを用いたPeptide Mass Fingerprinting
部標準をそれぞれ 150 µg 用意しました。各サンプルは表 1に示すよう （PMF）解析後、内蔵のデータベースProFound＊1を使用して同定を行
に1,200 pmolのCyDye DIGE Fluor minimal dyes Cy2、Cy3または いました
（図 2、
表 2）。
Cy5 ）
で標識しました。DTTおよび IPG buﬀer pH 4-7を添加後、全て

のサンプルを混合し（総タンパク量 450 µg）
、n=3で2D DIGE 解析を行
いました
（表 1）。

2D DIGE 解析
サンプルは膨潤液と混合し450 µlに調整後、Immobiline DryStrip
pH 4-7, 24 cmの膨潤時に添加しました
（20 ℃、12 時間）。一次元目泳
動にはEttan IPGphor Isoelectric Focusing Unitを用い、500 V（60
分）→ 1,000 V（60 分）→ 8,000 V（〜12 時間）のプログラムで、60,000
Vhrsに達した時点で泳動を終了して、Immobiline DryStripを平衡化
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同 定 さ れ た タ ン パ ク 質 の う ち、Formyltetrahydrofolate
dehydrogenaseはギ酸 代 謝に（2）
、Fructose-1,6-bisphosphataseは
糖新生に関与している酵素として、Calreticulinは小胞体内腔に局
在する代表的な分子シャペロンとして知られています。Cytochrome
b5は CYP1A1、CYP1A2を含むいくつかの Cytochrome P450 が関
＊ 1 ProFound につきましては、一部インターネット上に公開されているものも使用して検索を行いま
した
（http://129.85.19.192/profound_bin/WebProFound.exe）。

表 1. CyDye DIGE Fluors 標識サンプルの組合せ
ゲル番号

1, 2, 3

Cy2 標識サンプル
Cy3 標識サンプル
Cy5 標識サンプル
内部標準（150 µg） コントロール
（150 µg） 3-MC 処理群（150 µg）
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