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B05 - ペプチドマップ法 1 

  2 

 3 

イントロダクション 4 

タンパク質は，大きな複雑な構造をもつものとして存在し，ある分子は不適切な会合，5 

分解または翻訳後修飾により一次構造の不均一性を示す．タンパク質はその複雑さとそ6 

の高質量によって，一つの分析手法を用いて化学的にタンパク質のまま同定することは7 

非常に困難である．検体タンパク質を，十分な質量分解能で同定可能なより小さな断片8 

とし，タンパク質の一次構造を決定することが可能である．この手順は，ペプチドマッ9 

プ法として一般に知られているタンパク質同定技術の基礎となっている． ペプチドマ10 

ップ技術には，タンパク質をアミノ残基間のアミド結合を特異的に選択的に切断し，一11 

連の予測されたペプチドを得るための酵素消化ステップが含まれる．ペプチド混合物の12 

分析クロマトグラフィーによる分離，検出及び同定により，タンパク質の同定に使用さ13 

れるタンパク質のアミノ酸配列に関する情報を明らかにできる．ペプチドマップ法は，14 

相対比較の手法である．つまり検体タンパク質より得られた結果は，同様に処理した参15 

照標準物質または参照物質の結果と比較して，検体タンパク質を同定する．この比較に16 

よる同定では，検体タンパク質の一次構造が参照タンパク質のものと一致することを確17 

認する ．ペプチドマップ法の一次構造の全体的な変化を検出する能力は，この章の目18 

的外であるが，タンパク質の品質の決定のための多くのアプリケーションにて使用され19 

る．検体タンパク質の純度は，アミノ酸誤取込み，ジスルフィド結合スクランブリング20 

のようなその他の誤集合，翻訳後修飾及び分解に関しては，定量的なペプチドマップ法21 

を用いて決定することができる． スケールアップや製造工程変更時のペプチドマップ22 

による比較は，プロセスの恒常性に関する研究を裏付けることができる．さらに，ペプ23 

チドマップ法は，糖鎖付加や意図的修飾（PEG化の程度）などのような修飾の程度と24 

特異的なアミノ酸修飾部位を決定するのに用いることができる．この章は，タンパク質25 

製剤の化学的な同定のためのペプチドマップ法の使用に焦点を当てており，特異性が分26 

析法の最重要な特性である． 27 
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ペプチドマップ確認試験手順の開発‐留意事項‐ 28 

確認試験の手順を開発する前に，アプリケーションと同一施設で製造される他の製品と29 

検体タンパク質を区別するために要求される特異性のレベルについて理解することが重30 

要である．ある例では，構造的に関連するタンパク質試料を区別するために直交的な方31 

法が必要となる．それぞれのタンパク質は固有の特徴を持つので，それをよく理解し，32 

科学的アプローチを用いることで，十分な特異性をもつバリデートされた分析手順の開33 

発が可能となる．検体タンパク質のアミノ酸配列を評価し，分析に適した長さのペプチ34 

ドとなる前処理及び切断条件を選択する．アプリケーションに依存するが，開発段階で35 

は，タンパク質の変化に関する予備的知識がほとんどないことから，ほとんど完全な配36 

列カバレッジが重要である．ペプチドマップ法の分析技術の開発中において，次の事項37 

を考慮すべきである．これらの要素はまた，図 1中にて示す． 38 
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 39 

 40 

前処理 41 

分離及び精製は，妨害となる添加剤やキャリアタンパク質を含む原薬及び製剤もしくは42 

参照標準物質または参照物質の分析に対して必要となる．残存する妨害物質は，酵素的43 

切断の効率やペプチドマップの外観に影響を与えるかもしれない．残存する物質や試料44 

精製過程の最終的なペプチドマップに及ぼす影響は，開発過程の間に評価すべきであ45 

る．タンパク質の三次構造は，切断酵素が全ての切断部位に完全に接近するのを妨げ，46 

受け入れられない配列カバレッジとなってしまうかもしれない．タンパク質のカオトロ47 

ピック試薬（例えば，グアニジン塩酸，尿素）及び界面活性剤（例えば，ドデシル硫酸48 

ナトリウム）処理が消化前にタンパク質を変性させるために使用される．変性試薬は酵49 

図 1. ペプチドマップ確認試験法と目標パフォーマンスパラメータ

in silico 消化を実施 (オプション) タンパク質配列の評価及び適切な切断試薬の選択

消化を実行

ペプチド混合物のRP-HPLC/UPLC

UV及び/またはMS検出

ピークは十分に分離し
たか？

消化条件を最適化
(e.g., 温度, 時間)

試料前処理は必要か？

試料の前処理を実行
(e.g., 脱塩, ジスルフィド結合の還元, 

アルキル化, 濃縮,または希釈) 及び
回収率の確認

いいえ

UVデータに注釈をつけ、定
量する

分離条件を最適化 (e.g., カ
ラム, 粒子サイズ, グラジエ
ントの形状, 有機溶媒)

はい

いいえ

はい

別の分析方法を検討す
る

(e.g., IEX, SEC, CE)

いいえ
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MS イオンカレント (ベースピーク クロマトグラ
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MS/UVデータは十分に及び

一意にタンパク質の配列を同
定したか?

はい
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素活性に影響を及ぼしうるので，追加の精製（例えば，透析ろ過）や希釈ステップが消50 

化前に必要になるかもしれない．酵素が切断部位に完全に作用できるように，消化前に51 

ジスルフィド結合の還元アルキル化が必要になるかもしれない．しかし，システイン-52 

システイン結合の情報はその際に失われてしまう．ジスルフィド結合の還元に一般的に53 

使用される試薬には，ジチオスレイトール及びトリス(2-カルボキシエチル)フォスフィ54 

ンのようなトリアルキルフォスフィン化合物がある．還元されたシステインをアルキル55 

化する試薬には，ヨードアセタミド，ヨード酢酸及び 4-ビニルピリジンがある．アル56 

キル化試薬の使用は，ペプチドに付加体を生じさる可能性があり，影響を受けたペプチ57 

ドのクロマトグラフィー分離に影響し，分子量を変える．ペプチドマップ法は相対比較58 

の手法であるので，検体タンパク質に行われるいかなる精製や前処理ステップも，製品59 

参照標準物質または参照物質にも行わなければならない．残存する物質，精製手順，ま60 

たはタンパク質の前処理が方法の特異性及び精度に及ぼす影響は，開発段階で精査すべ61 

きであり，分析方法バリデーションのために実施される頑健性の研究に組み入れること62 

を考慮すべきである． 63 

消化 64 

切断技術の選択は，タンパク質に依存する．酵素的及び化学的手法の両方について，い65 

くつかの汎用される切断試薬とその特異性を表１に示す．他の切断試薬の使用または方66 

法の組み合わせには，特別な理由があるかもしれない． 67 

表 1. 切断試薬の例 68 

種類 試薬 特異性 

酵素

的手

法 

トリプシン, EC 3.4.21.4 Arg及び Lys残基の C-末

端側 

 キモトリプシン, EC 3.4.21.1 疎水性残基の C-末端側(例

として，Leu, Met, Ala, 芳

香族残基) 

 ペプシン A（ペプシン）, EC 3.4.23.1 特異性の低い消化 

 リシルエンドペプチダーゼ (エンドペプチダー

ゼ), EC 3.4.21.50 

Lys残基の C-末端側 
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 グルタミルエンドペプチダーゼ (Glu-C エンドプ

ロテアーゼ V8 プロテアーゼ); (S. aureus V8株由

来), EC 3.4.21.19 

Glu及び Asp残基の C-末

端側 

 ペプチジル-Asp メタロエンドペプチダーゼ (Asp-

N エンドプロテアーゼ), EC 3.4.24.33 

Asp残基の N-末端側 

 クロストリパイン (Arg-C エンドペプチダーゼ), 

EC 3.4.22.8 

Arg残基の C-末端側 

化学

的手

法 

臭化シアン Met残基の C-末端側 

 2-ニトロ-5-チオシアノ安息香酸 Cys残基の N-末端側 

 O-ヨードソ安息香酸 Trp及び Tyr残基の C-末端

側 

 希酸 Asp及び Pro残基 

 3-ブロモ-3-メチル-2-(2-ニトロフェニルチオ-3H-

インドール (BNPS-スカトール) 

Trp残基 

 69 

タンパク質消化の効率及び再現性に影響を与える因子には，pH，消化用緩衝液，温70 

度，時間及びタンパク質に対する酵素／試薬の比率などが含まれる．最適な消化混合液71 

の pHは， 一般に酵素または試薬により決まり，分析対象のタンパク質によらない．例72 

えば，臭化水素を切断試薬として用いる場合は，強酸性条件（例えば，pH 2，ギ酸）が73 

必要である．一方，トリプシンを切断試薬として用いる場合は，弱アルカリ条件（pH 74 

8）が適切である．適切な温度は，切断試薬に依存する．例えば，ほとんどの酵素は75 

25℃–37℃の範囲内に最適な活性を持つ．温度は，酵素の特異性をある程度規定するこ76 

とがある．このような場合，温度の調整は，ある種のタンパク質に対する消化条件の最77 

適化するために用いることができる．理想的には，消化温度は，脱アミドのようなサン78 

プル関連の化学的副反応やタンパク質凝集を最小化し，一方，切断試薬の活性を維持し79 

つつ検体タンパク質の消化に対する感受性を最大化する．消化の変動を避けるために消80 

化時間は意図した用途に充分であることを保証することが必要である．部分的消化によ81 

るペプチド断片が最小限となるよう十分な消化を保証するために簡単なタイム‐コース82 

研究を実施すべきである．消化時間は，分から日の単位で変え，単一反応の一定量を適83 

切に安定化させておき，タンパク質の完全な消化に必要な時間を決定するための分析を84 

行う．実用的な時間内（つまり，2-20 h）で望ましいレベルの消化が得られるように十85 
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分な切断試薬を使うべきであるが，一方，試薬がペプチドマップに寄与することを避け86 

るため切断試薬の量は最小限にする．酵素消化において，20：1から 200：1のタンパ87 

ク質とプロテアーゼの質量比が一般的に用いられる．切断試薬が不安定な場合，複数回88 

に分けて切断試薬を添加することにより切断効率が改善されるかもしれない．酵素は，89 

固相に結合させることで，相対的に多量のプロテアーゼを用いることができ，さらに，90 

酵素の自己消化物の混入及び酵素断片のペプチドマップへの寄与を避けることができ91 

る．化学的な切断試薬は，通常，大過剰で用いられ，消化終了時に除去する必要があ92 

る．消化中の検体タンパク質の最適な濃度は，経験的に決められる．タンパク質または93 

部分消化されたタンパク質の凝集が起きないよう濃度は低くすべきであるが，続くクロ94 

マトグラフィー分離及び選択した検出法において，すべてのペプチドが検出できるよう95 

十分でなければならない．試料の希釈または遠心フィルトレーションのような技術によ96 

る試料の濃縮が必要になるかもしれない．試料タンパク質に行われる希釈または濃縮ス97 

テップは，製品参照標準物質または参照物質にも同様に実施しなければならない．タン98 

パク質の回収率はどんな濃縮ステップにおいても評価すべきであり，希釈または濃縮の99 

分析法の特異性及び精度に及ぼす影響は，開発の間に精査すべきであり，分析法バリデ100 

ーションのために実施される頑健性研究に含めることを考慮すべきである．消化ステッ101 

プにおいて，非特異的切断，脱アミド化，ジスルフィド結合の異性化，メチオニン残基102 

の酸化，リシン残基のカルバミル化またはペプチドの N末端のグルタミンの脱アミド103 

化から生じたピログルタミン基の形成のような副反応の結果，ペプチドマップが不明瞭104 

になる可能性がある．自己消化は，タンパク質消化酵素が自分自身を消化することによ105 

り生じた無関係なピークをもたらす．自己消化ペプチドピークの強度は，基質に対する106 

酵素の比率，及び使用した酵素の修飾と品質に依存する．自己消化を避けるため，タン107 

パク質消化酵素試液は，酵素活性を抑制する pHで調製するか，試液を使用直前に調製108 

すべきである．自己消化を防ぐようにプロテアーゼを改変した修飾酵素が使用される．109 

市販のトリプシン試薬（しばしばプロテオミクスグレードと呼ばれる）は，酵素のリシ110 

ン基をメチル化またはアセチル化して自己消化部位の数を減少させたものであり，利用111 

可能である．消化アーティファクトを同定するために，検体タンパク質以外のすべての112 

試薬を用いた消化コントロールを用いて空試験を行う． 113 
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 114 

分離 115 

消化ステップより得られたペプチド混合物のクロマトグラフィー分離は，その複雑さを116 

解明し，データの適切な解釈が有意義で再現性のあるものとなるようにしなければなら117 

ない．ペプチドマップの複雑さにより，最終的に，最適なクロマトグラフィー条件，カ118 

ラム及び移動相の組み合わせが求められる．分析法の最適化実験は，最高品質の再現性119 

のあるクロマトグラムを得るために必要となる．検体タンパク質の分子量もまた，マッ120 

プの複雑さと最適な分離に影響を及ぼす．多くの技術（例えば，イオン交換高性能液体121 

クロマトグラフィー[HPLC；超高圧液体クロマトグラフィーもまた適切である．122 

UHPLCは HPLCの部分集合であり，この章全体を通して，HPLCと言い換え可能であ123 

る]，疎水性相互作用 HPLC，及びキャピラリー電気泳動）はペプチドマップ分析に対124 

してペプチドを分離するために用いられてきた．しかし，逆相 HPLC（RP-HPLC）はペ125 

プチドマップ法の分離ステップにおいて最も一般的な方法であり，この章の焦点であ126 

る．クロマトグラフィーカラムの選択は，それぞれのタンパク質に対して経験的に決め127 

られる．シリカ，ポリマーまたはハイブリッド担体を基にした異なった細孔サイズ128 

（80-1000Å）を持つまたは無細孔のカラムは，十分な分離与えることが示されてき129 

た．粒子径が 2μm未満のカラムが利用でき，3-5μmの粒子径のカラムよりも一般的130 

に分離効率がよい．一般に，オクチルまたはオクタデシル基を結合させた固定相がペプ131 

チドには最適である．300Åまたはそれより小さな細孔を持つオクタデシルシラン132 

（C18）がペプチドマップ分離ステップで最もよく利用される結合相である．ペプチド133 

の RP-HPLC分離に最も一般的な移動相は，有機溶媒としてアセトニトリルを含む水で134 

ある．しかし，メタノール，イソプロピルアルコール，または n-プロピルアルコール135 

などの他の有機溶媒も利用される．移動相にプロピルアルコールなどのような溶媒は，136 

多数の疎水性の高いペプチドを含む試料の分離に有用である．しかし，親水性または短137 

いペプチドはボイド容量に溶出する可能性があることに留意する．酸，塩基，緩衝塩及138 

びイオンペア試薬のような移動相添加剤は，一般に，ペプチドの良好なクロマトグラフ139 

ィー分離のために必要である．最も一般的な移動相の添加剤はトリフルオロ酢酸140 
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（TFA）で典型的な濃度である 0.05-0.2%で用いられる．添加剤としてリン酸の使用は141 

あまり一般的ではないが有用である．揮発性の酸や塩は，質量分析計による検出との親142 

和性を改善するために移動相に使用される．TFAはペプチド分離の質に有益な影響を143 

及ぼすが，質量分析計による検出の感度は，イオンサプレッション効果により悪影響を144 

受ける．ギ酸，酢酸または TFAとこれらの組み合わせは，イオンサプレッションを抑145 

制することにより質量分析計の感度を上げることができる．クロマトグラフィーカラム146 

の温度調節は，良好な再現性を達成するために必要である．逆相カラムにおいて分離は147 

一般に温度とともに上昇するので，カラム温度は，ペプチド分離の最適化やある種のペ148 

プチドの保持や溶出を改善するために最適化される． 149 

 150 

検出 151 

RP-HPLCは，確認試験としてのペプチドマップ法で用いられる最も一般的な分離方法152 

であり，最も一般的な検出方法は，214nmでの紫外（UV）光吸収である．タンパク質153 

の消化により生じたペプチドは，より高波長（例えば 280nm）の光を吸収する芳香族154 

側鎖を持つアミノ酸を含まない場合があるので，214nm（つまり，ペプチド結合が吸収155 

する光の波長）での検出が，移動相によるバックグラウンドを最小化し，タンパク質の156 

配列カバレッジを確保するには不可欠である．その他の検出方法もまた適切である．157 

UV検出の限界は，ペプチドの構造に関する情報を与えないということである．質量分158 

析は，ペプチドが同時に溶出した場合の選択性だけでなく，ペプチドの同定に役立つ質159 

量情報を提供する有用な検出方法である．ほとんどのアプリケーションにおいて，RP-160 

HPLC流出液は，移動相が質量分析計と親和性を有する場合には，直接質量分析計に導161 

入することができる．特別な移動相の留意事項は，選択したイオン化方法による．エレ162 

クトロスプレーイオン化法（ESI）は，タンパク質やペプチドを質量分析計に導入する163 

最も一般的な方法であり，揮発性の水溶媒混合液は最大のイオン化効率を与える．溶媒164 

存在下の ESIによるイオン化効率は，溶媒よりも塩基性の高い分子に限られるので，一165 

般にギ酸や酢酸が移動相に添加される．緩衝液や塩は，シグナルを減少させること及び166 

不揮発性の塩はイオン源に付着するので，最小限にすべきである．前に言及したよう167 
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に，TFAは，イオンサプレッション，一種のマトリックスによる阻害を引き起こし，168 

特に ESIを用いた場合にある種のペプチドのシグナルを抑制するかもしれないので，避169 

けるべきである．イオンサプレッションはまた，糖ペプチドのイオン化効率を抑制し，170 

感度を下げる．それで，UVとMSの両方に最適な結果を得るには，適切な組み合わせ171 

を検証することが重要である． 172 

データ解析 173 

ペプチドマップ法は相対比較の手法である．検体タンパク質が望ましい対象のタンパク174 

質であるかを確認するために，検体タンパク質のペプチドマップを，参照標準物質また175 

は参照物質を同様な前処理，分離及び検出方法を用いて得られたペプチドマップと比較176 

しなければならない．保持時間，ピークレスポンス（ピーク面積またはピーク高さ），177 

ピーク数及び全体的な溶出パターンの視覚的な比較は，手順の最初のステップである．178 

重要なピークのピークレスポンス比及びピークの保持時間について，さらに客観的解析179 

を行うことが最良の方法である．もし検体タンパク質消化物及び参照標準物質または参180 

照物質の消化物のすべての重要なピークが同じ保持時間及びピークレスポンス比を示し181 

たなら，検体の同一性が確認される．例えば，モノクローナル抗体試料に対するペプチ182 

ドマップ試験は，しばしば参照ピークとして使用される共通の Fcペプチドを含んでい183 

る．この参照ペプチドは，試料消化物にスパイクし，ピークレスポンス比と保持時間を184 

あらかじめ設定しておいた参照ピークの判定基準と比較して検証される．選択される比185 

較方法は，得られるペプチドマップの複雑さと個々の確認試験のアプリケーションに求186 

められる特異性に依存する（例えば，同じ施設で製造される別のタンパク質製品との区187 

別や同じタンパク質製品の変異体の区別）．高い特異性が求められる場合，質量分析は188 

ルーチン分析で用いられ，ペプチドの修飾，切断，切断ミス，不純物及び分離されない189 

一つのピークとして共溶出されたピークについて洞察を与える． 190 

バリデーション前の留意事項 191 

ペプチドマップ法の手順の開発の間に，システム適合性の基準の選択及び分析方法バリ192 

デーションの判定基準につながる知識及び経験が得られる．バリデーション前の手順の193 

最終レビューは，手順がバリデーションの準備ができていること，基準を満たさないリ194 
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スクを減少させることを担保する．一般的な手順として，ペプチドマップ法は，広範な195 

範囲の実験デザイン，アプリケーション及びパフォーマンスに関する要求を含んでい196 

る．結果として，一般的な文書にて，特異的なシステム適合性やバリデーション基準を197 

規定することは不可能である．バリデーション開始前に次の要素について評価すること198 

が推奨される．この文書の範囲には，ルーチンでの質量分析を基にしたペプチドマップ199 

アプリケーションを含んでいないことに留意すべきである．一方，ペプチドマップ法の200 

方法開発においてペプチドの構造の同定に質量分析を適用することは最良の方法であ201 

る．質量分析による検出は次のパフォーマンスパラメータを評価するため利用される． 202 

カバレッジ 203 

カバレッジは，ペプチドマップにて回収され，別々の分離されたピークとして同定され204 

た目的のタンパク質配列のパーセントのことである．すべてのアプリケーションに確認205 

された特異的な数字はないが，95％近いカバレッジがペプチドマップの手順に対する許206 

容できるパフォーマンス目標であると思われる． 207 

 208 

特異的な結合切断 209 

選択した酵素または化学的消化手順により切断される特異的結合は，同定しリスト化す210 

べきである 211 

 212 

メジャーピーク 213 

特異的な結合切断により回収されたメジャーペプチドは同定されリスト化すべきであ214 

る． 215 

 216 

部分的切断 217 

部分的または不完全な切断となりやすいペプチド結合とその関連するクロマトグラム上218 

のピークまたはシグナルは同定すべきである． 219 

 220 
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マイナー／非特異的切断 221 

非特異的な結合の切断の程度は同定し制限されるべきである． 222 

 223 

プロテアーゼ由来ピーク 224 

もし，プロテアーゼが検体タンパク質の消化に用いられる場合は，プロテアーゼ由来の225 

バックグラウンドのピークを同定し，適切に制限されるべきである． 226 

 227 

未消化の“コア”タンパク質 228 

未消化または部分的に消化されたタンパク質（しばしば“コア”と呼ばれる）は同定し229 

て，制限されるべきである． 230 

 231 

平均ペプチド長 232 

選択したプロテアーゼ及びまたは化学的切断試薬と検体タンパク質の組み合わせにより233 

生成する一連のペプチドセットを記述する．より小さなペプチドは，ペプチドマップ法234 

において高いレベルの構造選択性を示すが，より多くのピークを示すより複雑なマップ235 

となる．より長いペプチドは構造変異体を分離する能力は低くなるがより単純なマップ236 

となる．すべてのアプリケーションに適切な特異的なペプチド長というものはないが，237 

10-20残基の平均ペプチド長はおおよそ適切と考えられる． 238 

 239 

分解能 240 

分解能は，プロテアーゼまたは化学的な切断試薬により生成した一連のペプチドセット241 

を分離する分離システムの能力のことをいう．例えば，ある消化物は，30ペプチドを242 

生じるが共溶出または非回収により 20ピークしか生じないかもしれない．問題のある243 

分離を同定し，適切なクロマトグラフィー手順により解決されなければならない．そし244 

て必要であれば，ペプチド参照標準物質または参照物質，もしくはシステムのパフォー245 

マンス基準により管理する． 246 



仮 訳                          001-1709PDG_kariyaku.pdf 

12 

 247 

システム適合性基準の選択 248 

システム適合性の基準は，タンパク質消化，分離及び検出の手順の要素が，アプリケー249 

ションに求められる明確さのレベルで検体タンパク質の構造の同定ができることを担保250 

するように設定すべきである．確認試験としてルーチン分析で評価されるシステム適合251 

性基準は，一般的に，参照タンパク質消化物のクロマトグラムの評価を含み，次のよう252 

なパフォーマンスの特徴を含む． 253 

 参照クロマトグラムとの定性的な類似性 254 

 消化の程度 255 

 部分的な切断 256 

 非特異的切断 257 

 ピーク高さ／シグナルとノイズの比 258 

 ピーク形状 259 

 ピーク保持時間 260 

 特異的なピークの分解能 261 

試料の分離，精製または濃縮を必要とする試験方法の手順に対しては，試料の回収率の262 

基準を設定すべきであり，システム適合性の評価の一部として含められるべきである．263 

消化アーティファクトが認められる場合には，ブランク消化コントロールの評価が妨害264 

のないことを実証するために必要となる． 265 

バリデーション 266 

ペプチドマップ法の手順をバリデートする前に，手順は最終版として設定されシステム267 

適合性の基準とともに文書化すべきである．手順が実行されるたびに，結果はシステム268 

適合性基準に対して評価され，手順が以前の試験例と一致する再現性のある結果を与え269 

るかどうかを決定する．承認前の判定基準は，しばしば手順のシステム適合性基準をも270 

とに変化するだろう．分析バリデーションプロトコールの要素は次のとおりである． 271 

特異性 272 
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分析パフォーマンスの要件は，確認試験のアプリケーションにより異なり，リスクアセ273 

スメントを行い，同じ施設で製造される製品から検体タンパク質を区別するのにどの程274 

度の特異性が必要かについて理解することが求められる．ペプチドマップは，検体の一275 

次構造が参照タンパク質と一致することを確認する相対比較の手法である．特異性は適276 

切な参照標準物質または参照物質のペプチドマップと構造の類似したタンパク質試料の277 

ペプチドマップを比較することにより確認される．比較試料の選択は，同じ施設で製造278 

される他の製品のリスクアセスメントに基づき選択されるべきであり，バリデーション279 

プロトコールに文書化されるべきである．試験の本質的なばらつきを最小化するため280 

に，手順は同一の試験時に参照標準物質または参照物質及び検体タンパク質に対して実281 

施する．検体タンパク質消化物，参照標準物質または参照物質消化物，及び検体及び参282 

照標準物質または参照物質の消化物の 1:1（v/v）の共混合物を分析するペプチドマップ283 

法の試験デザインは，有用な特異性バリデーション実験である．ときどき，検体タンパ284 

ク質のペプチドマップに参照標準物質または参照物質のペプチドマップの対応するピー285 

クとわずかに異なった保持時間に溶出するピークが現れ，分析者がピークは同一ではな286 

いと判断するかもしれない．特異性のバリデーション実験において共混合物試料を試験287 

することにより，それらが共混合物ペプチドマップで共溶出すれば二つのピークが同一288 

であることを実証でき，同一性を確認することができる．化学的に修飾された参照標準289 

物質または参照物質は，pH，温度または一次構造に変化を起こすことが知られる化学290 

試薬の条件に暴露することにより作成される．これらの変化には一般に，アスパラギン291 

及びグルタミンの脱アミド化，メチオニン，ヒスチジンまたはトリプトファン残基の酸292 

化，並びに酸触媒によるペプチド結合の切断などが含まれる．化学的に修飾された参照293 

標準物質または参照物質及び参照標準物質または参照物質のペプチドマップは，あらか294 

じめ決めておいた判定基準に基づいて比較し，ペプチドマップ法の手順の特異性がアミ295 

ノ酸側鎖修飾に影響されることが立証される． 296 

 297 

精度 298 
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ペプチドマップ法の手順の精度（併行精度，室内再現精度）の決定を容易にするため299 

に，経験的な方法であるピークレスポンス（ピーク面積またはピーク高さ）の定量化及300 

びピーク保持係数は，手順の一部とすべきである．一つのアプローチとしては，ピーク301 

レスポンス及びピーク保持時間を，同一のクロマトグラム内の再現性の高い参照ピーク302 

との相対値で比較する．分析手順のバリデーションで得られた精度の結果は，報告さ303 

れ，バリデーションの判定基準を満たすべきである．精度の結果が判定基準を満たさな304 

かった場合，分析者は手順中の消化及び／または分離ステップの再評価をする．  305 

頑健性 306 

移動相の組成，プロテアーゼの品質または化学試薬の純度，カラムのばらつき及び劣307 

化，消化温度並びに消化物の安定性は全体的な試験のパフォーマンスと再現性に影響を308 

及ぼすだろう．それぞれのキーパラメータの許容範囲を評価し，試験がルーチンのロッ309 

トリリースの目的に使用される場合の基準値を定める．タンパク試料の精製，前処理，310 

希釈または濃縮手順のわずかな変動が回収率に及ぼす影響を方法開発において同定し，311 

管理すべきである．試料調製後の残存する物質の分析法の特異性及び精度に及ぼす影響312 

を考慮すべきである．開発の際に特定された重要パラメータは，分析バリデーションの313 

ために実施される頑健性研究に含められるべきである．多くのタンパク質断片化方法で314 

は，タンパク質切断酵素が用いられる．結果としてペプチドマップ手順の消化部分は本315 

質的に試験パラメータのわずかな変動に影響を受けやすい．これらのパラメータは，次316 

のすべてまたは一部を含む．消化 pH，緩衝液，緩衝液濃度，イオン強度，消化温度，317 

消化の反応速度，検体タンパク質濃度，プロテアーゼの量，プロテアーゼの品質及び消318 

化物の安定性．実験計画法アプローチを用いて，同定された重要パラメータは，その分319 

析方法のばらつきに及ぼす影響を理解するために体系的に検討される．わずかな変動が320 

ペプチドマップ手順の精度に影響を与えることが示された消化パラメータは，これらの321 

検討で確立されバリデートされた操作範囲を用いる試験手順内に注意深く管理すべきで322 

ある．プロテアーゼの品質または化学試薬の純度を評価するため，参照標準物質または323 

参照物質の試料を準備し，異なったロットの切断試薬で消化する．それぞれの消化物に324 

対するクロマトグラムは，ピーク面積，ピーク形状及びピーク数の観点から比較する．325 
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同じ手順は，他の重要な化学物質や，還元及び S-カルボキシメチル化試薬などの試料326 

調製に用いられる前処理手順にも適用することができる． 分離ステップに進む前に消327 

化物を保管しておくことのできる時間及び，消化物を分離前に保管する条件も評価す328 

る．単一の消化物からいくつか一定分量を異なった保存条件で保管し，クロマトグラフ329 

ィー法で分離する．これらのマップに有意な違いがないか評価する．分離ステップにお330 

いて，カラム間のばらつきは，単一のカラムロット内でさえもペプチドマップ法の手順331 

のパフォーマンスに影響を与える．カラムロット差を評価するため，対象タンパク質の332 

参照標準物質または参照物質を消化し，消化物を単一の製造業者からの異なったカラム333 

ロットを用いて分析する．得られたペプチドマップは，全体的な溶出プロファイル，保334 

持時間及び分解能の観点からあらかじめ決めておいた判定基準に従い評価する．頑健性335 

の観点からカラムの寿命を評価するため，参照標準物質または参照物質の単一の消化物336 

を注入回数歴（例えば，カラム当たり 10注入から 250注入）の異なるカラムをペプチ337 

ドマップ法の手順を用いて分析する．得られたペプチドマップはピークの広がりや全体338 

的な分離に有意な違いがないか比較される．カラムが劣化するにつれ，背圧の増加が観339 

察され，ペプチドマップに影響を与えるかもしれない．システム適合性や試験の妥当性340 

の基準は，カラムの劣化やその他のペプチドマップ試験の結果に影響を与える事象の診341 

断に用いられる． 342 

まとめ 343 

ペプチドマップ手順は，タンパク質の分離，変性，必要に応じて化学的修飾（例えば，344 

スルフヒドリル基のブロッキング），タンパク質消化，ペプチドの分離及び検出，並び345 

にデータ解析を含む複数のステップからなる．それぞれのステップは開発中に最適化さ346 

れ，ペプチドマップ確認試験法として十分に適格と判定された分析手順を作成する．適347 

切な参照標準物質または参照物質の使用と組み合わせ，システム適合性基準は，手順中348 

のすべてのステップが適切に働き，分析手順のバリデーションと一致するペプチドマッ349 

プが得られるかどうかを評価するように選択すべきである．ペプチドマップの分析手順350 

が適切に開発，バリデーション及び実施されていれば，製品の重要品質特性である検体351 

タンパク質の同一性の確認に用いられるだろう． 352 


