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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エステラーゼ活性を有するタンパク質および核酸分解酵素活性を有するタンパク質を含
む反応液中で検体を処理する工程を包含することを特徴とする、電気泳動に供する検体の
前処理方法。
【請求項２】
エステラーゼ活性を有するタンパク質がシュードモナス（Pseudomonas）属細菌由来リ
パーゼであることを特徴とする、請求項１記載の電気泳動に供する検体の前処理方法。
【請求項３】
アルコールおよび／または界面活性剤を更に含む反応液中で検体を処理することを特徴
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とする、請求項１または２記載の電気泳動に供する検体の前処理方法。
【請求項４】
エステラーゼ活性を有するタンパク質および核酸分解酵素活性を有するタンパク質を含
む、電気泳動に供する検体の前処理用試薬組成物。
【請求項５】
エステラーゼ活性を有するタンパク質がシュードモナス（Pseudomonas）属細菌由来リ
パーゼであることを特徴とする、請求項４記載の電気泳動に供する検体の前処理用試薬組
成物。
【請求項６】
アルコールおよび／または界面活性剤を更に含む、請求項４または５記載の電気泳動に
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供する検体の前処理用試薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気泳動に供する検体の前処理方法、および前処理用試薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気泳動、とりわけドデシル硫酸ナトリウム−ポリアクリルアミドゲル電気泳動（ＳＤ
Ｓ−ＰＡＧＥ）によるタンパク質の検出は、一般的、標準的なタンパク質の分析方法とし
て広く用いられている。ポリアクリルアミドゲル電気泳動は、アクリルアミドを重合させ
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たゲル中で荷電粒子に電圧を付加し、その移動度によってそれぞれの粒子を分離できるこ
とを利用している。ポリアクリルアミドゲルは分子篩として働き、ゲル中では小さい粒子
ほど動きやすく大きな粒子ほど動きにくい。また、ゲルの濃度を変えることで、移動度を
調整できる。しかし、タンパク質はそのアミノ酸配列により、それぞれ独特な立体構造を
持ち、同じ分子量でもその移動度が異なる。またそのタンパク質を構成するアミノ酸残基
の電気特性（等電点）もそれぞれ異なり、同じ電圧でもかかる力が異なりそれが移動度に
も反映する。この問題を避けるために、ＳＤＳ−ＰＡＧＥは負電荷界面活性剤であるドデ
シル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）で検体を変性させてから行なう。ＳＤＳは水溶液中では非
極性基を内側にしてミセルを作る。この非極性基がタンパク質のアミノ酸残基間の疎水結
合を壊すので、タンパク質はほぼ直鎖状に引き伸ばされ、また、イオン性残基の電荷はミ
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セル表面の負電荷にマスクされ単位長さ当たりほぼ一定の電荷となる。これにより、タン
パク質はその個々の性質を失いその分子量のみによって分離されるようになる。
【０００３】
近年、より多くの種類のタンパク質を含む検体より個々のタンパク質を分離する方法と
して、二次元電気泳動が普及した。二次元電気泳動とは、異なる条件での電気的分離法の
２種類を組合せて分離する方法で、一次元目に等電点電気泳動を、二次元目にＳＤＳ−Ｐ
ＡＧＥを用いる方法が一般的である。この場合、等電点で分別したタンパク質をさらに分
子量の違いにより分別するため、個々のタンパク質がスポットとして分離される。
【０００４】
検体がタンパク質成分のみである場合や、タンパク質以外の成分が極めて少ない検体で
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あれば、一般に電気泳動は問題無く行なえる。しかしながら、タンパク質以外の成分を多
く含む検体を電気泳動すると、タンパク質の分離が十分でない場合が多い。特に、微生物
や動植物の細胞や組織を破砕して得られた検体の場合、タンパク質以外に核酸や脂質、低
分子化合物などの多様な成分を含むため、明瞭なタンパク質の分離を成功させることは困
難である。また、検体中の膜タンパク質を電気泳動するには、タンパク質を膜から抽出せ
ねばならない。したがって、このような検体の電気泳動に際しては、予め何らかの処理を
行なうことが必要となる。
【０００５】
検体の前処理方法としては、タンパク質成分の検体からの抽出、精製が一般的に行なわ
れる。例えば、カラムクロマトグラフィーによるタンパク質の吸着と溶出、ゲル濾過によ
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る分画、フィルターや膜による分離などは、古くから行なわれている手法で、現在も電気
泳動の前処理として常用されている。しかし、これらの方法は時間と手間がかかり、器具
や装置、消耗品を使用するためコスト面での負担も大きい。また、検体を界面活性剤で処
理する簡便な方法も採用されているが、タンパク質成分を可溶化させる点では有効である
ものの、夾雑成分の影響を回避することは難しく、電気泳動によるタンパク質の分離が十
分でない場合が多い。また、近年広く行われている、細胞や組織中で発現している全ての
タンパク質を網羅的に分析するプロテオーム解析では、検体の前処理によって分析結果が
変化することは望ましくないので、精製などによらず夾雑成分による影響の回避すること
が重要である。しかし、従来は、このような目的に使用される検体を用いて十分な分離を
達成することができない場合に分離を改善する有効な手段は知られていなかった。

50

(3)

JP 4195039 B2 2008.12.10

【０００６】
したがって、タンパク質以外の成分を多く含む検体の電気泳動における、簡便で低コス
ト、かつ効果が十分な検体の前処理方法、そのための試薬が望まれていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、タンパク質の電気泳動に供する検体の前処理において、従来は困難であった
簡便で低コスト、かつ効果が十分な方法および試薬組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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本発明者らは、上記課題を解決するために種々の検討を行なった。より具体的には、検
体を前処理用の溶液にて処理し電気泳動に供する簡便で低コストな方法を想定し、前処理
溶液の組成を種々検討することにより、電気泳動でのタンパク質の分離に対し劇的な効果
のある溶液組成を見出すことに成功し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
すなわち、本発明は以下の通りである。
（１）エステラーゼ活性を有するタンパク質および核酸分解酵素活性を有するタンパク質
を含む反応液中で検体を処理する工程を包含することを特徴とする、電気泳動に供する検
体の前処理方法。
（２）エステラーゼ活性を有するタンパク質がシュードモナス（Pseudomonas）属細菌由
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来リパーゼであることを特徴とする、（１）記載の電気泳動に供する検体の前処理方法。
（３）アルコールおよび／または界面活性剤を更に含む反応液中で検体を処理することを
特徴とする、（１）または（２）記載の電気泳動に供する検体の前処理方法。
（４）エステラーゼ活性を有するタンパク質および核酸分解酵素活性を有するタンパク質
を含む、電気泳動に供する検体の前処理用試薬組成物。
（５）エステラーゼ活性を有するタンパク質がシュードモナス（Pseudomonas）属細菌由
来リパーゼであることを特徴とする、（４）記載の電気泳動に供する検体の前処理用試薬
組成物。
（６）アルコールおよび／または界面活性剤を更に含む、（４）または（５）記載の電気
泳動に供する検体の前処理用試薬組成物。
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【発明の効果】
【００１０】
本発明により電気泳動に供する検体の前処理方法、および前処理用試薬組成物が提供さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明の電気泳動に供する検体の前処理方法は、エステラーゼ活性を有するタンパク質
および核酸分解酵素活性を有するタンパク質を含む反応液中で検体を処理する工程を包含
することを特徴とする。また、本発明の検体の前処理用試薬組成物は、エステラーゼ活性
を有するタンパク質および核酸分解酵素活性を有するタンパク質を含むことを特徴とする
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。
【００１２】
本発明の前処理方法および前処理用試薬組成物に用いるエステラーゼ活性を有するタン
パク質としては、微生物や動植物に由来するエステラーゼ活性を有するタンパク質などを
制限無く使用できる。
【００１３】
本明細書において「エステラーゼ活性」とは、エステルを加水分解する活性をいう。ま
た、本明細書において「リパーゼ活性」とは、グリセロールエステルを加水分解して脂肪
酸を遊離する活性をいう。リパーゼ活性を有するタンパク質の例としては、トリグリセリ
ド反応性リパーゼが挙げられる。また、トリグリセリド反応性リパーゼの例としては、リ

50

(4)

JP 4195039 B2 2008.12.10

ポプロテインリパーゼが挙げられる。
【００１４】
本発明において、エステラーゼ活性を有するタンパク質としては、産業用酵素として一
般に利用されている微生物や動物由来のトリグリセリド反応性リパーゼを使用することが
、コスト低減のために好ましい。このような酵素として、例えばシュードモナス（Pseudo
monas）属細菌由来リパーゼ、カンジダ（Candida属）酵母由来リパーゼ、またはリゾプス
（Rizopus属）カビ由来リパーゼおよびこれらの混合物を用いることが好適である。本発
明の実施例には、シュードモナス・アエルギノサ（Pseudomonas aeruginosa）由来リポプ
ロテインリパーゼを使用した。この酵素は、コレステロールやその他のステロール、各種
ラクトン類などに対するエステラーゼ活性を有している。本酵素は、既に臨床検査薬用酵
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素として産業利用されている。例えば、東洋紡績株式会社から市販されているリポプロテ
インリパーゼとしてである。尚、本酵素活性は１分間に１マイクロモルのGlycerol（１／
２マイクロモルのQuinoneimine色素）を生成する酵素量を１単位（Ｕ）として表される（
東洋紡績株式会社ウェブサイト参照、http://www.toyobo.co.jp/e/seihin/xr/enzyme/pdf
/205LPL‑311.pdf）。
【００１５】
本発明におけるエステラーゼ活性を有するタンパク質の使用量は、前処理反応液中終濃
度で０．００１〜１０Ｕ／ｍｌであるのが好ましく、０．０２〜２Ｕ／ｍｌであるのがよ
り好ましい。ここで「Ｕ」は国際単位を表す。上記エステラーゼ活性を有するタンパク質
の量が０．００１Ｕ／ｍｌ未満であると、夾雑脂質成分の分解が不十分で電気泳動による

20

タンパク質の分離能が低くなってしまう可能性があり、また上記エステラーゼ活性を有す
るタンパク質の量が１０Ｕ／ｍｌを超えると、このタンパク質自体が電気泳動で他のタン
パク質の分離に悪影響を及ぼし、タンパク質の検出効率が低下する可能性がある。当業者
は、処理の有効性、分離への影響などを考慮して適切に使用量を決定することができる。
【００１６】
本発明に係る核酸分解酵素活性を有するタンパク質としては、市販のＤＮＡ分解酵素、
ＲＮＡ分解酵素などを制限無く使用できるが、両酵素（ＤＮＡ分解酵素とＲＮＡ分解酵素
）を組み合わせて使用することが効果的である。例えば、基質となる核酸（ＤＮＡ、ＲＮ
Ａ）の形態（一本鎖、二本鎖）にかかわらずランダムに分解するエキソ型の酵素を好適に
用いることができる。このような酵素として、例えばウシ膵臓由来ＤＮａｓｅＩやその他
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の動物由来ＤＮａｓｅ、ウシ膵臓ＲＮａｓｅＡやその他の動物由来ＲＮａｓｅ、およびこ
れらの混合物を用いることが好適である。
【００１７】
本発明における核酸分解酵素活性を有するタンパク質の使用量は、前処理反応液中終濃
度で０．００１〜１０Ｕ／ｍｌであるのが好ましく、０．０４〜４Ｕ／ｍｌであるのがよ
り好ましい。ここで、ＤＮａｓｅの一例であるＤＮａｓｅＩの１単位（Ｕ）は、ｐｏｌｙ
（ｄＡ−ｄＴ）をテンプレートプライマーとして用いて、３７℃で３０分間に全体として
１０ｎｍｏｌのデオキシリボヌクレオチドを酸沈殿画分に取り込ませる酵素量として定義
され、ＲＮａｓｅの一例であるＲＮａｓｅＡの１単位（Ｕ）は、Ｋｕｎｉｔｚの方法に従
ってＲＮＡを基質として２５℃で測定した場合に、１分間に吸光度Ａ（終末の吸光度）を
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Ｂまで減少（ＡからＢへの減少は全減少量に相当する）させるのに必要な酵素活性として
定義される。上記核酸分解酵素活性を有するタンパク質の量が０．００１Ｕ／ｍｌ未満で
あると、夾雑核酸成分の分解が不十分で電気泳動によるタンパク質の分離能が低くなって
しまう可能性があり、また上記核酸分解酵素活性を有するタンパク質の量が１０Ｕ／ｍｌ
を超えると、電気泳動で他のタンパク質の分離に悪影響を及ぼし、タンパク質の検出効率
が低下する可能性がある。当業者は、処理の有効性、分離への影響などを考慮して適切に
使用量を決定することができる。
【００１８】
１つの実施態様において、本発明の検体の前処理方法は、アルコールおよび／または界
面活性剤を更に含む溶液中で検体を処理することを特徴とする。
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【００１９】
本発明に係るアルコールとしては、特に制限されないが、コスト面からメタノール、エ
タノール、イソプロパノールなどの安価なアルコールが好適である。
【００２０】
本発明におけるアルコールの使用量は、前処理反応液中終濃度で１〜２０重量％である
のが好ましく、２〜１０重量％であるのがより好ましい。
【００２１】
本発明に係る界面活性剤としては、ＴｒｉｔｏｎＸ−１００、ＴｒｉｔｏｎＸ−２００
、ＴｒｉｔｏｎＸ−４００、Ｔｗｅｅｎ２０、Ｔｗｅｅｎ８０、ＣＨＡＰＳなどの非イオ
ン系または両性イオン系の界面活性剤が好適である。
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【００２２】
本発明における界面活性剤の使用量は、前処理反応液中終濃度で０．０１〜１２重量％
であるのが好ましく、０．０２〜１．７重量％であるのがより好ましい。
【００２３】
本明細書において「検体」とは、それに含まれるタンパク質を分析しようとする検体を
いう。本発明の前処理方法および前処理用試薬組成物は、電気泳動において十分な分離が
達成されない場合に有効に使用される。従って、対象となる検体としては、電気泳動の際
に分離に悪影響を及ぼすタンパク質以外の成分を多く含む検体、例えばタンパク質以外に
核酸や脂質、低分子化合物などの多様な成分を含む検体などが挙げられる。具体的には、
微生物や動植物の細胞あるいは組織を破砕して得られた検体、細胞の膜画分などが挙げら
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れる。例えば、上記のように、細胞や組織中で発現している全てのタンパク質を網羅的に
分析するプロテオーム解析では、検体の前処理によって分析結果が変化することは望まし
くないので、精製などによらず夾雑成分による影響の回避することができる本発明の前処
理方法および前処理試薬組成物は、プロテオーム解析に供する検体の前処理に有用である
。
【００２４】
本発明を活用して電気泳動し得るタンパク質（目的タンパク質）としては、特に限定さ
れない。細胞質や各種オルガネラの可溶性タンパク質、細胞外分泌タンパク質、膜タンパ
ク質、不溶性タンパク質や凝集体、および糖やリン酸などで修飾を受けたタンパク質など
が対象として挙げられる。なお、ここで取り上げられるタンパク質は低分子ペプチドも含
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む広義のものである。
【００２５】
本発明の前処理方法における各条件は、用いる溶液の組成や検体の種類、電気泳動の手
法や条件によって適宜選択でき、特に限定されるものではない。以下、検体としてタンパ
ク質以外の成分を多く含む酵母（Saccharomyces cerevisiae）や大腸菌（Escherichia co
li）の破砕物を用い、前処理試薬組成物として０．００１〜１Ｕ／ｍｌのシュードモナス
（Pseudomonas）属細菌由来リパーゼ、０．００１〜１Ｕ／ｍｌのＤＮａｓｅ（ＤＮＡ分
解酵素）、０．００１〜１Ｕ／ｍｌのＲＮａｓｅ（ＲＮＡ分解酵素）、０．０１〜０．１
％のＴｒｉｔｏｎＸ−１００、１〜５％のメタノールを含む５０ｍＭリン酸カリウム（ｐ
Ｈ７．０）緩衝液を用い、前処理後に二次元電気泳動を行なう場合を例に挙げて、具体的
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に説明する。
【００２６】
検体として細胞や組織を用い、細胞内タンパク質や膜タンパク質を分析する場合、予め
検体を破砕する必要がある。破砕方法としては、ソニック破砕、ビーズ破砕やフレンチプ
レス破砕などの物理的な破砕方法、酵素による細胞壁溶解と浸透圧による破砕など、通常
の方法を利用することができる。また、タンパク質の分解や構造変化を防ぐために、細胞
や組織をプロテアーゼ阻害剤や有機溶媒などを含む溶解バッファーに懸濁することや、更
に物理的破砕を加えるなどの方法も有効である。
【００２７】
これらの方法で検体を処理した後、本発明の前処理試薬組成物と混合して反応を行なう
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。前処理試薬組成物と検体との混合比率は、検体の種類、濃度などにより異なるため一概
に言えないが、前処理試薬組成物を検体に対し１／２０〜２倍容量加えることが好ましく
、一般的には１／５〜等量加えると好適である。
【００２８】
前処理の反応条件も、検体の種類、濃度などにより異なるため一概に言えないが、使用
する酵素活性を有するタンパク質の作用に適切な条件が選択される。例えば、反応温度に
関しては１０℃以上の反応温度で１０〜１００分間反応させるのが好ましい。本発明の実
施例では、室温（２０〜３０℃）にて３０分間反応させている。さらに、適切な反応ｐＨ
となるように、反応液中にリン酸緩衝液などの緩衝液を含めることが好ましい。
10

【００２９】
本発明の検体の前処理方法および本発明の検体の前処理試薬組成物は任意の電気泳動に
有効であり、例えば、ゲルを用いるタンパク質の分析のための電気泳動に適用することが
できる。特に、等電点電気泳動、ＳＤＳ−ＰＡＧＥ、およびその組み合わせである二次元
電気泳動に適用することが好ましい。例えば、二次元電気泳動の場合、前処理反応後、常
法にしたがい検体をまず等電点電気泳動に供し、ついで二次元目のＳＤＳ−ＰＡＧＥを行
なうことにより、タンパク質が十分に分離し、明瞭な二次元電気泳動結果を得ることがで
きる。
【実施例】
【００３０】
以下、実施例及び比較例によって更に本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらによ
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って何等限定されるものでない。尚、以下の実施例等に於いて、二次元電気泳動の一次元
目の等電点電気泳動はｐＩが３．５〜７の範囲となるよう調製したゲルを使い、ディスク
電気泳動装置（日本エイドー製）を用いて実施した。また二次元目のＳＤＳ−ＰＡＧＥは
、１７％ゲルを使い、恒温式２連スラブ電気泳動装置（日本エイドー製）を用いて実施し
た。一次元目の等電点電気泳動のゲルと二次元目のＳＤＳ−ＰＡＧＥのゲルとは、アガロ
ースゲル（ナカライテスク製）を用いて接着した。二次元電気泳動試薬やその他の必要な
試薬はナカライテスクより購入し、メーカーのプロトコールにしたがい実施した。
【００３１】
（実施例１）酵母ミクロソーム画分（膜画分）の二次元電気泳動
（１）前処理試薬組成物の調製
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以下の組成の前処理試薬組成物を調製し、実験に供した。
５０ｍＭリン酸カリウム緩衝液（ｐＨ７．０）
１Ｕ／ｍｌ

シュードモナス・アエルギノサ（Pseudomonas aeruginosa）由来リポプロテ

インリパーゼ（東洋紡製）
１Ｕ／ｍｌ

ＤＮａｓｅＩ（シグマ製）

１Ｕ／ｍｌ

ＲＮａｓｅＡ（ナカライテスク製）

０．１％

ＴｒｉｔｏｎＸ−１００

５％メタノール
【００３２】
（２）検体（酵母ミクロソーム画分）の調製
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サッカロミセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae）Ｓ２８８Ｃ株（独立行政法
人・製品評価技術基盤機構より入手）の菌体を細胞壁分解酵素Zymolyase 100T（生化学工
業製）で処理後、遠心分離により酵母細胞のスフェロプラストを回収した。等張液に再懸
濁し、テフロンホモジナイザーを用いて細胞を破壊した。細胞破砕液を常法に従って、遠
心分離によって細胞内オルガネラを分離し、ミクロソーム画分を得、検体として用いた。
【００３３】
（３）前処理反応
（２）で調製した検体に等量の（１）で調製した前処理試薬組成物を加え、室温（２０
〜３０℃）で３０分間静置して前処理反応を実施した。その後、そのサンプルを実験に供
した。
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【００３４】
前処理後の検体を、通常通りの方法にて二次元電気泳動に供し染色した。結果を図１に
示す。タンパク質が十分に分離し、明瞭な二次元電気泳動結果が得られていることが分か
る。
【００３５】
（実施例２）大腸菌可溶性画分の二次元電気泳動
（１）前処理試薬組成物の調製
実施例１と同じ組成の前処理試薬組成物を調製し、実験に供した。
【００３６】
10

（２）検体（大腸菌可溶性画分）の調製
大腸菌（Escherichia coli）Ｋ１２
菌体を以下の組成のＬｙｓｉｓ

ＭＧ１６５５株（国立遺伝学研究所より入手）の

Ｂｕｆｆｅｒに懸濁し、超音波処理により細胞を破戒し

た。菌破砕液を遠心分離し、不溶性画分と未破壊細胞を除去した。得られた上清を検体と
して用いた。
尿素（ナカライテスク製）

８Ｍ

ＮＰ−４０（シグマ製）

２％

２−メルカプトエタノール（ナカライテスク製）

５％

【００３７】
（３）前処理反応
（２）で調製した検体と（１）で調製した実施例１と同じ組成の前処理試薬組成物とを
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、検体：前処理溶液＝５：１の容量比で混合し、室温（２０〜３０℃）で３０分間静置し
て前処理反応を実施した。その後、そのサンプルを実験に供した。
【００３８】
前処理後の検体を、通常通りの方法にて二次元電気泳動に供し染色した。結果を図２に
示す。タンパク質が十分に分離し、明瞭な二次元電気泳動結果が得られていることが分か
る。
【００３９】
（比較例１）酵母ミクロソーム画分（膜画分）の二次元電気泳動
本発明の前処理を実施しない他は、実施例１と同様の操作にて実験を行なった。結果を
図３に示す。タンパク質の分離が不十分で、明瞭な二次元電気泳動結果が得られていない
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。
【００４０】
（比較例２）大腸菌可溶性画分の二次元電気泳動
本発明の前処理を実施しない他は、実施例２と同様の操作にて実験を行なった。結果を
図４に示す。タンパク質の分離が不十分で、明瞭な二次元電気泳動結果が得られていない
。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
本発明は、電気泳動に供する検体の簡便で低コストな前処理方法及びそのための試薬組
成物を提供するものであり、本発明の方法、試薬組成物を用いれば、従来法に於ける、時
間と手間がかかりコスト面での負担が大きいという問題を生じさせることなく、電気泳動
により高分解能でタンパク質を分離し得るという効果を奏するので、タンパク質の研究、
開発、分析等に貢献するところ極めて大なる発明である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実施例１における電気泳動分析結果を示す図である。
【図２】実施例２における電気泳動分析結果を示す図である。
【図３】比較例１における電気泳動分析結果を示す図である。
【図４】比較例２における電気泳動分析結果を示す図である。
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【図２】

【図４】
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