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卓上型両極性MALDI-8030を用いた合成
オリゴヌクレオチドの負イオンモード分析
S. Salivo1、山崎雄三

1KRATOS ANALYTICAL LTD.

ユーザーベネフィット

 比較的安価な卓上型MALDI-TOFMSによる負イオンモードで、オリゴヌクレオチドの塩付加体を排除して分析可能です。
 PCR後の臭化エチジウムゲル検出の代替物として、良好な質量精度を有するMALDI-TOFMSが適用可能です。
 教育研究室の学生に質量分析を紹介するのに有用な遺伝子型決定ワークフローです。

はじめに

合成オリゴヌクレオチドは、DNA配列決定およびポリメ
ラーゼ連鎖反応 (PCR) による増幅で使用されるプライマー
のように、分子生物学において様々な用途で用いられる短
いDNAまたはRNA配列です。最近、合成オリゴヌクレオチ
ドはバイオ医薬品の一つとして、いくつかの条件下で、治
療、診断目的およびDNAに基づく診断テストキットのため
に探索されています。
嚢胞性線維症はDNAレベルで発症する病態の一例です(図
1) 。これは白色人種の間で最も一般的な常染色体劣性疾患
であり、染色体領域7q31.2に位置し、 27個のエクソンを含
む嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子 (CFTR) 遺伝子の
変異に起因します1） 。CFTR遺伝子の突然変異は、塩素の輸
送およびナトリウム取り込みの阻害を介して、気道および
導管内の分泌物の水分補給の正常な維持を妨げます。これ
は主に気道上皮、汗腺、消化管 (膵臓と胆管系を含む) 、お
よび泌尿生殖器系などCFTRタンパク質が主に発現される領
域で起こります 1） 。
その臨床的関連に加え、嚢胞性線維症は教育研究室で遺
伝子型決定ワークフローを示すのに有用と考えられます。
なぜなら、複数の変異 (>1500)が同定されており 1） 、これ
らは異なる分子アッセイが必要かもしれないからです 。こ
れら典型的なアッセイとしては、Phe508del、Gly542Xおよ
び Asn1303Lys 2 ） の 突 然 変 異 に 用 い る こ と が で き る
amplification refractory mutation system (ARMS-PCR) 、ま
たは、 Arg1303Lys、Arg347Pro 1） 、およびArg334Try 3）の
突 然 変 異 に 使 用 で き る restriction fragment length
polymorphism (PCR-RFLP) 、さらにPhe508del, Ile507del,及
び1677delTAに使用できるheteroduplex analysis (HA) 3）な
どがあります。しかし、これらのアッセイではPCR増幅の
後、生成物はゲル電気泳動によって検出されるのが一般的
であり、UVボックス中の臭化エチジウム染色を用いて読み
取られます1, 3） 。この場合、ワークフローは、労力と時間
を要し、かつ高価になると思われます。
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嚢胞性線維症におけるCFTR遺伝子の最も一般的な変異
(Phe508del) の機構

MALDI-TOFMSは、オリゴヌクレオチドを分析するため
に広く使用されている確立された技術で、迅速で簡単であ
り、配列だけでなく分子的同一性に関する情報を提供でき
ます。正イオンモードによるオリゴヌクレオチド分析の課
題の1つは溶液中でのナトリウムまたはカリウム付加物の形
成であり、このため、クリーンアップ工程が行われないと、
感度およびピーク分解能の低下をもたらします。一方、負
イオンモード分析では、塩付加物はほとんど検出されませ
ん。ここでは、卓上型両極性MALDI-8030 (図2)を用いて嚢
胞性線維症 (Phe508del変異) の遺伝子型決定の適用例をご
紹介します。塩付加物の干渉を除去し、試料調製と質量ス
ペクトルの解釈を簡単にする負イオン化モードの利点を示
します。このアプローチはPCR後に行うゲル電気泳動/臭化
エチジウムの有用な代替法になると考えられます(図3) 。
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図 ３ オリゴヌクレオチド生成物の検出がゲル電気泳動、臭化エチジウム/UVボックスを用いて行われるいくつかの一般的なPCR法
A) 制限酵素断片長多型 (PCR-RFLP); B) ヘテロ二本鎖PCR法; C) amplification refractory mutation system (ARMS-PCR)
*参考文献4) 、 5) 、 6)に基づくイメージ。
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分析条件と試料

結果-嚢胞性線維症の遺伝子型判定
(合成オリゴヌクレオチド)

一連の実験はPCR後にオリゴヌクレオチドが生成された
シナリオとしてシミュレートされました。この例では、嚢
胞性線維症の対立遺伝子に基づいて実行されました。嚢胞
性線維症を引き起こす突然変異が起こるCFTR遺伝子に対応
する以下の合成オリゴヌクレオチドの試料は、メルクライ
フサイエンスから購入しました。
ATCTTTGGTTT (野生型/正常CFTR遺伝子)
ATTGGTGT (Phe508del CFTR変異遺伝子)
クエン酸アンモニウム（二塩基性）、Dowex イオン交換
樹脂および3-Hydroxypicolinic acid (3-HPA) もメルクライフ
サイエンス社から購入しました。オリゴヌクレオチドを
UHQ-水により100μMで調製しました。クエン酸アンモニ
ウムを70:30のアセトニトリル/水により5 mg/mLに調製し、
これを用いて3-HPAマトリックス (45 mg/mL) を調製しまし
た。
正イオンモードで測定する場合、試料の脱塩はDowex陽
イオン交換樹脂により行いました。負イオンモード測定で
は脱塩は実施しませんでした。サンプルはMALDIターゲッ
ト上にスポットする前に、マトリックス と予め1:2の比率で
混合しました。
MALDI分析は、脱塩及び非脱塩試料を用いてそれぞれ正
及び負イオンモードでMALDI‐8030により実施しました。

嚢胞性線維症の種々の遺伝子型を代表するオリゴヌクレ
オチドの負イオンモードスペクトルを示します（図４）。
それぞれ、被験体が両親から正常なCFTR遺伝子を受け継い
でいる野生型（図４A)）、両親から変異型Phe508del CFTR
遺伝子を受け継いでいるホモ接合体（図４B) ）、1つの正常
CFTR遺伝子と1つのPhe508del CFTR変異遺伝子 (ヘテロ接合
体) を受け継いでいる（図４C)）、を想定したデータです 。
正確なm/z値は[M-H]-のaverage massとして以下の様に計
算しました。
・ 正常CFTR遺伝子
ATCTTTGGTGT： m/z 3656.43
・Phe508del, CFTR変異遺伝子
ATTGGTGTT ：m/z 2758.85
図４に示されるように、すべてのオリゴヌクレオチド種
を良好な質量精度で検出しました。
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図 ４(次ページに続く) 嚢胞性線維症の3つの異なる遺伝子型を表すオリゴヌクレオチドの負イオンモードのマススペクトル
A) 正常CFTR遺伝子のみ (野生型) 、B) Phe508 del CFTR変異遺伝子のみ (ホモ接合体)
＊挿入図は、正イオンモード分析で得られたオリゴヌクレオチドピークを示す。
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図 ４(前ページからの続き) 嚢胞性線維症の3つの異なる遺伝子型を表すオリゴヌクレオチドの負イオンモードのマススペクトル
C) 1つの正常なCFTR遺伝子と1つのPhe508del CFTR変異遺伝子 から成るヘテロ接合体（疾患のキャリアを示す）

図４のA)およびB)の挿入図は、正イオンモード分析で得
られたオリゴヌクレオチドピークを示します。これらスペ
クトル中に見られるように、脱塩 (陽イオン交換) を行って
も、少量のナトリウムおよびカリウム付加体が検出されま
す。これに対して、負イオンモードで得られたスペクトル
は、塩付加物を含まず分子関連イオンが明瞭に認識できる
ことから、脱塩は必要ないと考えられます 。
また、図４ A)~C)の強いシグナルで見られるように、オ
リゴヌクレオチドの検出がMALDI-TOFMSを用いて良好に行
われたことを示しています。本実験に用いた装置の性能は
正常なCFTRオリゴヌクレオチドとヘテロ接合体における
Phe508del CFTR変異オリゴヌクレオチドの分離を可能にし
(図４C)) 、したがって野生型、ホモ接合体およびヘテロ接
合体に由来する3種類の産生物から全ての遺伝子型決定が容
易に可能です。

まとめ

本アプリケーションは、卓上型両極性装置、MALDI-8030
が合成オリゴヌクレオチドを容易に検出し、かつ質量分離
する能力を示しました。
オリゴヌクレオチドの分析において試料の脱塩というク
リーンアップ段階を排除するための負イオンモード検出の
利点を、良好なシグナル強度と共に示しました。
ここに示した全体的な分析ワークフローは単純であり、
ゲル電気泳動を介して実行する場合よりも高速と考えられ
ます。したがって、この技術は、PCR増幅後の教育実習
セッションにおいて学生を訓練するのに有用である可能性
があり、また、遺伝子型決定のためのよりルーチンな実習
室においても有用と思われます。
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