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SWATH Acquisition解析は、複雑なサンプル中のアナライトの

同定および定量に最も適した分析法の

一つとしてその利用が急速に広まってきています。

SWATHは唯一の実用的なデータ非依存型（DIA）解析法であり、

事実上サンプル中に存在するすべての検出可能な化合物の

包括的な検出および定量(MS/MSALL）が行えます。

このSWATH Acquisition解析法には、SCIEXのパワーとスピードが必要不可欠です。

SCIEXでなければ、SWATHではありません。

“SWATHの非常に大きな利点は、
データから最大限の情報を引き出せることです。”

Dr. Ruedi Aebersold氏、スイス連邦工科大学チューリッヒ校分子システムバイオロジー研究所
およびスイスチューリッヒ大学



SWATHによるデータ取得の仕組み

SWATHでは、Q1に任意の幅に狭く設けられたWindow(例えば25Da幅)を順繰りにその選択幅を変え
ながら、その幅に見合ったターゲット物質を段階的に選択する。その後、選択された物質はセル
内で壊され、そのプロダクトイオンはTOFにおいて高分解能MS/MSが取得される。取得された
MSMSは複数のサンプルが混合するものであるが、Q1における選択に加えTOFによる高分解能によ
り、S/Nの良い高選択性のデータとなる。また、SWATHのサイクルはLC測定を通じて繰り返される
ため、全てのMSMSデータは取得できており、包括的な定性・定量が可能な手法である。

SWATHとは

• SWATHは定量と同定確認を同時に行えるようにターゲット処理メソッドと組みあわされたデータ非
依存式取得（DIA）である。

• 一回の測定で複雑なサンプルに含まれるすべての検出可能なアナライトについて高分解能で定量可
能なMS/MSデータを取得する。

• 一定のMSスキャン範囲内のすべてのペプチド（または低分子）の系統的フラグメント化を含む情
報がプレカーサーイオンの検出にかかわらず得られる。

• プロテオミクス分野で活用が始まったSWATHテクノロジーは現在では非常に広範な分野で応用され
ている。本テクニカルノート集ではその活用分野と分析例を紹介する。

Reference
Targeted data extraction of the MS/MS spectra generated by data independent acquisition: a new concept for consistent and 
accurate proteome analysis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22261725

Gillet LC, Navarro P, Tate S, Roest H, Selevsek N, Reiter L, Bonner R, Aebersold R.  Mol Cell Proteomics. 2012 Jan 18.
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プロテオミクス
SWATHは、2012年にプロテオミクス研究のための新しい定量的取得手法として生まれまし
た。 SWATHは非常に包括的で再現性があるため、プロテオミクスサンプルのように、広い
ダイナミックレンジにわたって数千以上のアナライトを含む可能性がある非常に複雑なサン
プルの研究に理想的であることが証明されました。
2019年現在でも、SWATHは、世界中のプロテオミクス研究者にとって重要なテクノロジー
であり続けています。
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SWATH™ Acquisition とシステムバイオロジーの融合により、
結核菌のプロテオーム解析法が革新的に向上
TripleTOF® 5600+システムシステムシステムシステムによるによるによるによる SWATH™ Acquisition with MS/MSALL

Samuel L. Bader, Robert L. Moritz 
Institute of Systems Biology, USA

システムバイオロジーは、生物学的ネットワークの複雑な相互
作用の解明に力を入れており、どのように生物学的表現型に影響
を与え、制御されているのかを研究しています。タンパク質の相
互作用に関する大多数の分子を定量的にモニターすることで、ネ
ットワーク内の動的変化について深い洞察が得られます。それが
ネットワーク全体を体系的に理解することにつながり、疾患状態
ではそれらがどのように混乱しているのかを解析することができ
ます。SWATH™は、非常に多数のペプチドとタンパク質の包括
的で高品質な定量情報を提供できる唯一のワークフローであるこ
とから 1、システムバイオロジー研究を具現化して評価できるツ
ールとなっています。SWATH™は既に定義された評価系を採用
することから、再現性が高く、研究対象の生物におけるプロテオ
ーム動力学について非常に詳細な知見を得ることができます。

結核はMycobacterium tuberculosis（Mtb ;結核菌）という細菌
によって引き起こされ、世界中で死亡率と罹病率の高い慢性感
染症を誘発します。この高度に蔓延した病原体によって生じる
疾患に対処するためには、診療設備が不要の診断法と新薬が是
が非でも必要であるため、Mtbが研究対象とされました。Mtb
のライフサイクル全体にわたるプロテオーム発現パターン解析
が、この菌のライフサイクル、疾患の進行状況、および治療方
法を研究するための基本情報を提供してくれます。

図図図図 1．ワーク．ワークフローのローの概略図略図 Mtbの代表的な MS/MSスペクトルを用
いた詳細なイオンライブラリが公開されています。これらを使って
SWATH™ MicroAppで SWATH™データを解析すると、複数サンプル
にわたる多くのペプチドおよびタンパク質の定量データを包括的に抽
出することができます。

Mtbのプロテオームに関する包括的なスペクトルイオンライブ
ラリ（www.srmatlas.org/mtb/swath.php）がすでに発表されて
おり、SWATH™データの解析に活用可能です 2,3。

SWATH™ Acquisitionをををを活用した活用した活用した活用したターゲットターゲットターゲットターゲットタンンタンタタン
パク質パク質パク質パク質定量の定量の定量の定量の重要な利点重要な利点重要な利点重要な利点
■ TripleTOF® 5600+システムでの SWATH™ Acquisition with 

MS/MSALL

• 検出可能なすべてのイオンのフルスキャン MS/MSを取得
しており、レトロスペクティブな解析が可能

• SWATH™ Acquisitionのメソッド開発は不要
• 検出可能なすべてのタンパク質とペプチドの同定確認をし
ながらの、包括的で高品質な定量解析

■複数サンプルにわたって、データ取得後に狙いを定めたペプ
チドとタンパク質についての再現性がある定量データを抽出
可能

• Mtbのプロテオーム解析に有用で非常に高いカバー率の
イオンライブラリが既に公開されており、SWATH Atlas 
ウェブサイト3 から入手可能
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方法法方法方方法
サンプル調製：サンプル調製：サンプル調製：サンプル調製：Mtbを BSL3実験室条件下で増殖させ、増殖曲
線の初期指数増殖期、後期指数増殖期および定常期の 3点で回
収した（図 4）。各サンプルをそれぞれ 3回分析した。

クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：サンプルの分析には、 Eksigent 

ekspert™ nanoLC 425システムと分析用カラム（75 μm x 15 cm, 
Magic C18 AQ（Michrom BioResources製）, 5 μm, 200 Å）を
使用した。ペプチドの分離には、180分で 2～35％Bのリニアグ
ラジエントを流速 300 nL/minで使用した（A : 0.1%ギ酸 2%ア
セトニトリル、B : 0.1%ギ酸 98%アセトニトリル）。

質量分析：質量分析：質量分析：質量分析：カラムからの溶出液を、TripleTOF® 5600+システム
（AB SCIEX）で Nanospray®イオンソースを使って分析した。
データ取得は SWATH™ Acquisitionにより、Q1を 400～1200 
m/zの質量範囲で 32ウィンドウに分割し、MS/MSを 100～
2000 m/zの範囲で取得した。Q1ウィンドウの幅は 25 Da とし、
それぞれ 100 msecで 32ウィンドウを使用したので総サイクル
タイムは 3.5 secであった。

図図図図 3．．．．Mtbプロテプロテオームのームの対象範囲象範囲　スペクトルライブラリにはMtb
プロテオーム内のタンパク質の 96％が含まれており、その大部分が 1
タンパク質あたり 2本以上のペプチドが含まれています（上）。この
スペクトルライブラリには、膜タンパク質の Pro-Glu （PE）および
Pro-Pro-Glu（PPE）クラスを除いて、機能性タンパク質クラスのほと
んどが含まれていて、その網羅率は良好です（下）。例外のタンパク
質クラスは高 pHで疎水性の傾向があるために分析対象とするのが難し
く、これらは 70％しかライブラリに含まれていません。

図図図図 2．．．．SWATH™データータの処理処理に使に使用する用するスペスペクトルクトルライブライブラリの構築の構築
MS/MSスペクトルは、特定の種のプロテオームを対象として作成された網
羅的な合成ペプチドに対してデータ依存式 MS/MS取得（IDA）によって作
成されます。つまり、1つのプリカーサーイオンから MS/MSスペクトルが
取得され強度と保持時間の情報が付加されます。これら情報を全てのプリカ
ーサーイオン、すなわちペプチドに対して作成します（上）。その後の
SWATHデータの処理では、このライブラリを使ってペプチドとタンパク質
の確認と定量解析が行われます（下）。

データ処理：データ処理：データ処理：データ処理：Mtbについて作成された包括的なスペクトルイオンラ
イブラリ（図 2）を使って、PeakView®ソフトウェアの SWATH 
MicroApp 2.0ベータにより SWATH™データを処理しました。統計
解析では、ペプチドとタンパク質のピーク面積を MarkerView™ソ
フトウェアにエクスポートして、主成分分析（PCA）と主成分変数
グループ化（PCVG）を使用しました。

Mtbのスペクトルライブラリのスペクトルライブラリのスペクトルライブラリのスペクトルライブラリ
SWATHデータの解析には、ペプチドのフラグメントイオンとク
ロマトグラフィーの相対保持時間に関する正確な情報が必要にな
ります。この相対保持時間は、網羅的なデータ依存式 MS/MS取
得（IDA）から得られた、高品質のペプチド MS/MSスペクトル
から入手することができます。このスペクトルイオンライブラリ
には、選別されたフラグメントイオンのフラグメント強度情報と
相対保持時間の情報が含まれており（図 2）、この情報は
SWATHデータを解析するときに用いられます。このような完全
なプロテオームスペクトルライブラリが、Mtbについても用意さ
れています 2。結論から言うと、このライブラリは、すべての機
能カテゴリーをカバーしており 3,838のタンパク質（アノテーシ
ョンされたプロテオームの 96％）に由来する 13,007の特異的な
合成ペプチドを使って作成されました（図 3）。SWATHデータ
を解析するときには通常 1ペプチドにつき 6つのフラグメントイ
オンが用いられますが、今回のケースではすべてのペプチドで 6
つ以上のフラグメントイオンがライブラリに登録されています。
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増殖曲線の各時点でのタンパク質発現の変化増殖曲線の各時点でのタンパク質発現の変化増殖曲線の各時点でのタンパク質発現の変化増殖曲線の各時点でのタンパク質発現の変化
SWATH™ Acquisitionが、ある生物系全体の定量プロファイリン
グを可能にすることを示すため、増殖曲線の 3ポイントでタン
パク質量の変化をモニターしました。初期指数増殖期、後期指
数増殖期および定常期にサンプルを収集し、溶解させてトリプ
シンで消化した後、それぞれ 3回繰り返し測定しました。
SWATHデータから、合計 2,805のタンパク質（プロテオームの
73％）をカバーする 5,100以上のペプチドについて再現性のあ
るクロマトグラムを抽出できました（図 4）。

Mtbの増殖は十分に解明されており、dosR regulonから作られ
るようなタンパク質は、定常期にその存在量が変化することが
知られています。定常期に存在量が増加することが知られてい
る転写因子 DosR（Rv3133c）由来ペプチドを確認したところ、
従来法で十分に研究されたタンパク質の量的変化を SWATH™
でも再現できることが示されました（図 5、下）。対照として、
このデータセットで量的変化が無いとされる 5種のタンパク質
（DnaK, Enolase, Glycerol-3-phosphate dehydrogenase, GroEL,  
the DNA directed RNA polymerase subunit beta）を定量解析し
ましたが、これらのタンパク質の存在量は予想どおり無変化で
した。この結果を図で説明するため、対照タンパク質 DnaKか
らのペプチド（DAGQIAGLNVLR、上）と DosRからのペプチ
ド（TQAAVFATELKR、下）の SWATHデータを図 5に示しま
した。

図図図図 4．．．増増殖曲線の異線の異なる時点る時点で定量され定量されたタンパクタンパク質 Mtbの増殖曲
線上のサンプル採取時期を図示しています（上）。スペクトルライブ
ラリには、アノテーションされたプロテオームの 96％に相当する
3838のタンパク質が含まれています。スペクトルライブラリには 1タ
ンパク質あたり平均 3.4本のペプチドが含まれていますが、ライブラ
リにあるすべてのペプチドが SWATHデータから抽出されました。定
量には FDRが 1％またはそれより良好なペプチドのみを使用していま
す。これにより、各実験条件において約 5000のペプチドと約 2400の
タンパク質が定量でき、これはターゲットプロテオームの約 63％に相
当しました。

Mtbプロテオームの増殖曲線に依存した量的変化を統計
解析して視覚化するために、SWATH MicroApp 2.0ベー
タから MarkerView™ソフトウェアへデータをエクスポー
トしました。定量用のフラグメントイオン XICピーク面
積を合算することで、ペプチドレベルとタンパク質レベ
ルの両方で量的変動解析を行うことができます。今回の
研究における一番の関心事はタンパク質発現量の網羅的
な変化であったため、ここではペプチドレベルの量的変
化から推定したタンパク質レベルでのデータを解析しま
した。

図図図図 5．．．．SWATH™デーデータの視覚の視覚化　化　ターゲットタンパク質に由来するペプチドのフ
ラグメントイオンの抽出イオンクロマトグラム（XIC）を作成して、それぞれの定
量情報を取得します。その XICのピーク面積を合算することによって、サンプル
間で比較したいタンパク質の総面積が得られるようになります。ここに示してい
るのは、ライフサイクルを通じて存在量に変化が無いことが知られているMtbの
コントロールタンパク質 DnaK（Rv0350）由来のペプチド DAGQIAGLNVLRの
XICです（上）。一方、Mtbタンパク質 DosR（Rv3133c）由来のペプチド
TQAAVFATELKRの XICは、予想どおり定常期に大きく増えることが判明しまし
た（下）。

タンパク質発現量の主成分分析（PCA）によって 3つ
の増殖時点を明確に区別することができ、同時点の各
2検体の近似性は良好な再現性を示していました（ス
コアプロットは示していません）。次に主成分変数グ
ループ化（PCVG）を使って、よく似た挙動を示すタ
ンパク質をまとめてグループ化しました（図 6、上）。
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図図図図 6．．．． Mtbのの増殖曲殖曲線と線とタンパタンパク質の定量質の定量プロファロファイリングリング
MarkerView™ソフトウェアを使って PCA分析を行い、増殖状態によ
って存在量が異なるタンパク質を特定しました。上に示しているのは
ローディングプロットです。次に PCVGを実施して挙動が似ている
タンパク質を特定し、色分けで示しました（上）。各 PCVGグルー
プから代表的タンパク質（赤丸で囲んでいる）を選択し、そのタンパ
ク質の発現量の変化を図示しました（下）。

PCVG分析によって同様のパターンが示されグループ化され
たタンパク質が、ローディングプロットに同じ色で表されてい
ます（図 6、上）。これにより、多様なタンパク質の挙動の解
析が単純化され、それぞれの色のグループから代表的なタンパ
ク質を選択することができました（下）。青グループから選択
されたタンパク質は転写因子 dosR（Rv3133c）であり、定常
期に発現量が増加されることが認められました。それに対して
緑グループのタンパク質である Glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase（Rv0046c）は、定常期に向かって発現量が減
少していくことが認められました。紫と黄のグループは互いに
反対の発現パターンを示し、黄グループは後期指数増殖期に発
現が増加した一方、紫は減少しました。

DosRレギュロンレギュロンレギュロンレギュロン
ヒトの主要な病原菌である Mtbは、免疫応答を回避して宿主内
で休眠状態になって存続することを可能にする生存メカニズム
を進化させてきました。休眠生存レギュロン（DosR regulon）
は 49遺伝子で構成され、休眠に関して主要な役割を果たすと
考えられています。DosR転写因子（Rv3133c）はこのレギュ
ロンを標的とし、潜伏結核における休眠期に関係すると考えら
れているため、トランスクリプトームレベルでの分析が進んで
います。

前述のとおり、DosR転写因子を定量し、定常期に発現量が増
えることを確認しました（青グループ、図 6）。これと非常に
よく似た発現量の上昇を示し、DosRの標的であることが知ら
れている他のタンパク質は、青グループに 14個存在していま
す（図 7）。

DosRレギュロンの 49遺伝子のうち、今回の試験では 33タン
パク質を定量できました（図 8）。予想どおり、DosR標的の
大多数は増殖曲線の他の時点に比べて定常期に高い存在量を示
しました。しかし、図 8に示しているとおり、いくつかのタン
パク質は異なる発現パターンを示すことが明らかになりました。

図図図図 7．．．．DosRレギュレギュロンロンの関連タンパク質ンパク質の発現量解析 PCVGグルー
プ（図 6の青）に属するいくつかのタンパク質のプロファイルを抽出し
ました。これらのうち転写因子 DosR（Rv3133c）の既知の標的である
14タンパク質は定常期に存在量の増加を示し、今回の試験で得られた
定量結果が確証されました。
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結論論結論結結論
データ非依存式MS/MS取得戦略である SWATH™ Acquisition 

with MS/MSALLは複雑なプロテオームの包括的分析を可能にし、
多数のペプチドおよびタンパク質の再現性のある高品質の定量
情報を提供します。

• SWATHデータの解析には、ペプチドの MS/MSスペクトル
と既知の相対保持時間を含むスペクトルイオンライブラリを
使用します。定量解析のために、ペプチドを検出し、フラグ
メントイオンの抽出イオンクロマトグラムを作成します。

• 十分に特性解析された特定種のプロテオームのスペクトルラ
イブラリを公表する文献がますます増えてきており 3、
SWATHにより生命体のネットワークを非常に深く分析する
ことが可能になっています。

• SWATHよって得られる高品質の定量情報は、特異的である
と同時に再現性にも優れており、タンパク質の存在量に関す
る確かな情報の取得と、タンパク質の制御に関する知見の拡
大を可能にしてくれます。

図図図図 8．．．．DosR標的タンパク質標的タンパク質標的タンパク質標的タンパク質 33種類類種類種種類の存在量の変化。の存在量の変化。の存在量の変化。の存在量の変化。同定された dosR
標的タンパク質の多くは、定常期に比較的高い存在量となる傾向を明確
に示している。しかし、それとは異なる発現パターンを示すタンパク質
もいくつか存在しています。視覚化するために、すべてのサンプルを通
じて最も高いシグナル強度を示したタンパク質のシグナルを 100％とし
て、各タンパク質の存在量の変化を相対的に表示しています。

参考文献参考文献参考文献参考文献
1. Gillet LC et al (2012) Mol. Cell. Prot. 11, 1-17.

2. Schubert O et al. (2013) Cell Host and Microbe, 13(5):602- 
12. 

3. Mtb Library download at SWATHAtlas website 
http://www.srmatlas.org/mtb/swath.php
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SWATH™ Acquisition with MS/MSALLを用いた
包括的な定量リン酸化プロテオミクスアプローチ
Ryo Yokoyama1, Takeshi Shibata1, Masato Aoshima1, Masaki Matsumoto2, Keiichi I. Nakayama2

1AB SCIEX; Tokyo Japan, 2Department of Molecular and Cellular Biology, Medical Institute of Bioregulation, 
Kyushu University; Fukuoka Japan

タンパク質のリン酸化は、細胞間および細胞内のシグナル伝達、
細胞周期、タンパク質の合成と分解、ならびにアポトーシスと
いった多くの生物学的プロセスにおいて極めて重要な役割を果
たしています。これらの生物学的プロセスを理解するためには、
広範なリン酸化ペプチドおよびタンパク質を同定および定量す
るための分析戦略を開発することが重要です。翻訳後修飾の研
究における難問は、修飾ペプチドの異なるアイソフォームの分
別定量です。というのも、これらは同じ修飾を異なる部位に持
っていて、共溶出し得る同一質量のペプチドとなっていること
が多いためです。これまでの非ラベル化戦略は、クロマトグラ
フィーで完全に分離できるペプチド以外は区別することができ
ないMS1ベースの定量に依存していました。

最近、データの収集と処理の包括性を高める代替戦略として
SWATH™ Acquisition with MS/MSALLが報告されました 1。
SWATH は、生物学的サンプル中の検出可能なすべての親イオ
ンとフラグメントイオンのスペクトルを 1回の測定で完全に記
録することができるデータ非依存式 MS/MS取得（DIA）です。
ここでは、個々のペプチドアイソフォームの分別定量を可能に
するMS/MSデータを使って定量を実施できます（図 1）。

今回の試験では、定量的リン酸化プロテオミクスに SWATHと
金属固定化アフィニティークロマトグラフィー（IMAC）を組み
合わせて使用しました。HeLa 細胞を EGF（上皮細胞増殖因子）
で刺激し、MAPK/ERK経路に関係する多くのシグナル伝達タン
パク質のリン酸化の変化を定量しました。

リン酸化プロテオミクスで となるSWATH™の特徴リン酸化プロテオミクスで となるSWATH™の特徴

• TripleTOF® 5600+システムでの SWATH™ Acquisition 
with MS/MSALL

• 検出可能なすべてのタンパク質とペプチドに関する包
括的で高品質な定量と同定確認が可能なデータ取得

• 検出可能なすべてのイオンのフルスキャン MS/MSが取
得されており、レトロスペクティブな解析が可能であ
る

• 同一ペプチド上の複数の翻訳後修飾部位を識別するための特
異的フラグメントイオンの抽出

• 定量解析はフラグメントイオンデータで実施するため、たと
えリン酸化ペプチドのアイソフォームが近接して溶出する場
合であっても、それらの分別定量が可能（図 1）

• データ依存式 MS/MS取得（IDA）で必要とされる同一質量
数ピークの再取得を除外する必要が無く、同一質量数ピーク
の MS/MSを何度も取得するため部位見逃しのリスクがない

図1．リン酸化ペプチドの複数のアイソフォームを解明する鍵となる図1．リン酸化ペプチドの複数のアイソフォームを解明する鍵となる
　　フラグメントイオン解析　　フラグメントイオン解析

リン酸化ペプチドのアイソフォームは親イオンの質量は同一である
ため、MS1定量に依存する戦略では異なるアイソフォームを識別する
ことができません。 SWATH™によるMS/MSデータで定量解析を実施
すると、たとえ共溶出している場合であっても、部位特異的フラグメント
イオンを使ってリン酸化ペプチドの異なるアイソフォームを選択的に
定量することができます。
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方法法方法方方法 
サンプル調製：サンプル調製：サンプル調製：サンプル調製：HeLa細胞を EGFまたは EGF + U0126（MEK
阻害物質）で刺激した後、6つのタイムポイントで Cell lysate
を調製した（図 2）。これらのサンプルの一部を、従来のデー
タ依存式 MS/MS分析（IDA）による定性的分析用にも調製した。
すべてのサンプルで還元アルキル化およびトリプシン消化を実
施し、IMACを使ってリン酸化ペプチドを濃縮した。定性的分
析用のリン酸化ペプチドは、高 pHでの逆相クロマトグラフィ
ーを用いて 12分画に分離した。

クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：クロマトグラフィー：サンプルは Eksigent ekspert™ nanoLC 
425と cHiPLC®システムで Trap and Eluteモードで分析しまし
た。初めに cHiPLCトラップカラム（200 μm x 500 μm C18-CL 
ChromXP™、3 μm、300 Å）にロードし、2 μL/分で 10分間洗
浄した。次に cHiPLC分析カラム（75 μm x 15 cm C18-CL 
ChromXP™、3 μm、300 Å）において、4分間で 2%から 4％、
71分間で 4%から 25％、15分間で 25%から 32％のアセトニト
リル（0.1％ギ酸）のグラジエント分析をした。保持時間を安定
させるため、トラップカラムと分析カラムは 40℃で維持した。

質量分析：質量分析：質量分析：質量分析：カラムからの溶出液を、NanoSpray®イオンソースを
用いて TripleTOF® 5600+システム内へとスプレーした。タンパ
ク質同定用に、400から 1000 m/zの範囲で TOF MSを取得
（accumulation time 250 msec）、選択基準に適合した上位 20
のプリカーサーについて、100から 1600 m/zでMS/MSを取得
（accumulation time 100 msec）するデータ依存式 MS/MS取得

（IDA）を実施した。定量的分析用に、TOF MS（accumulation 
time 100 msec）、Q1を 400から 1000 m/zで 50ウィンドウに
分割（各ウィンドウ 12 Da）して 100から 1600 m/zで高分解能
MS/MS（accumulation time 40 msec）を取得し、総サイクル時
間が 2.1 secとなる SWATH  Acquisitionを実施した。

データ処理：データ処理：データ処理：データ処理：タンパク質同定データを ProteinPilot™ソフトウ
ェア 4.5 ベータでサーチし、サンプル中のタンパク質とペプチ
ドのスペクトルライブラリを作成した。作成したスペクトルラ
イブラリを用いて、すべてのデータを PeakView®ソフトウェア
の SWATH™ MicroAppを使って処理した。主成分分析（PCA-
DA）を用いた統計解析のために、タンパク質とペプチドの定
量データをMarkerView™ソフトウェアにエクスポートした。

サンプル調製戦略サンプル調製戦略サンプル調製戦略サンプル調製戦略
LC/MS分析用のサンプルの調製方法の模式図を図 2に示してい
ます。EGF 添加実験および EGF と阻害物質添加実験のために、
各タイムコースでタンパク質を抽出しました。タンパク質抽出
後、すべてのサンプルのそれぞれから一部を取り出し、タンパ
ク質同定実験用として混合しました。定量的分析用として、残
りのサンプルを小規模 IMAC（それぞれ約 400 μgずつのサンプ
ル）にてリン酸化ペプチドを濃縮しました。定性的分析用の混
合サンプルには大規模 IMAC（約 1 mgのサンプル）を実施しま
した。対象範囲の深さを増すため、大規模 IMAC後のサンプル
を高 pH条件下で逆相クロマトグラフィーを用いて 12分画して
から LC/MSで分析しました。

図図図図 2．包括的定量．包括的定量．包括的定量．包括的定量リン酸化リン酸化リン酸化リン酸化プロテオミクスアプローチのためのワークフロー。プロテオミクスアプローチのためのワークフロー。プロテオミクスアプローチのためのワークフロー。プロテオミクスアプローチのためのワークフロー。EGF処理または EGF + U0126処
理を施した HeLa細胞におけるリン酸化タンパク質量の経時的変化の解析用のモデルを示しています。タンパク
質抽出後、これらのサンプルをタンパク質同定実験用に混合しました。この混合したサンプル 1 mgを大規模
IMACでリン酸化ペプチドを濃縮精製し、高 pH条件下の逆相クロマトグラフィーを用いて 12分画後に低 pH
のデータ依存式 MS/MS取得（IDA）をしました。定量的分析用に、それぞれのサンプル 400 μgずつを小規模
IMACにてリン酸化ペプチドを濃縮して、SWATH分析用のサンプルとしました。
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リン酸化部位の特定リン酸化部位の特定リン酸化部位の特定リン酸化部位の特定 
濃縮して分画したサンプルをナノ LC/MS/MSによって分析し、
できるだけ多くのタンパク質とペプチドを同定しました。表 1
に示しているとおり、ProteinPilot™ソフトウェアを用いて 2万
以上のペプチドから 3700 以上のタンパク質が同定されました。
リン酸化ペプチドの濃縮は良好で、検出されたペプチドの 85％
以上がリン酸化されていました。リン酸化ペプチドのさらなる
特性解析により、大多数のリン酸化部位がセリンであり、ほと
んどのリン酸化ペプチドのリン酸化部位は 1か所であることが
示されました。

表1.表1. リン酸化タンパク質およおよびペプチドの同ドの同定

数数数数

タンパク質の数（global FDR 1%）          3777 

ペプチドの数（global FDR 1%）          20530 

リン酸化ペプチドの数（global FDR 1%）        17678    

リン酸化部位の数（% Ser : Thr : Tyr）              18368 
                                                                     ( 85.4 : 14.1 : 9.1 ) 

1ペプチド中のリン酸化部位の部位数
（1部位：2部位：3部位）       ( 16929 : 740 : 9 )

SWATH™データの処理データの処理データの処理データの処理
タンパク質同定結果から約 3600のタンパク質を PeakViewソフ
トウェアの SWATH MicroAppにインポートして（図 3、左上）、
それぞれのタンパク質で同定（信頼度 95％以上）されたリン酸
化ペプチドをまとめて解析処理をしました。下図の右上のパネ
ルは 12回の SWATH Acquisitionのオーバーレイ表示であり、
トータルイオンクロマトグラム（TIC）の極めて良好な重なりは
全サンプルセットを通じて高い再現性が得られたことを示して
います。この実験では、定量品質を損なわずに定量特異度を高
めるために、小さめの Q1ウィンドウ（12 Da）を使用しました。

最後に、右下のパネルで 3 価ペプチドの親イオン m/z につい
て、イオンライブラリのスペクトル（下部ピンク色）と Q1 
m/z ウィンドウで 31.7 分に得られた MS/MS スペクトル（上
部青色）とを比較することができます。

左下のパネルは、SRRM2のリン酸化ペプチドの例を示してい
ます。ペプチド配列VSGRTpSPPLLDRに特異的なフラグメント
イオンについて、4つの抽出イオンクロマトグラム（XIC）を作成
しました。31.78分の時点で信頼度の高いピーク群が検出され、
XICのピーク面積から、複数サンプルを通じたそのペプチドに
関する相対的定量情報を求めることができます。

図図3．SWATH™SWATH™データの処理データの処理

12回分のSWATHデータを、約3600のタンパク質のイオンライブラリを用いてまとめて解析した。同定されたリン酸化ペプチドに

ついて、配列特異的なフラグメントイオンの抽出イオンクロマトグラムを作成した。



p 4

EGF刺激激刺激刺刺激後のの後の後後のリン酸化の経時的変化リン酸化の経時的変化リン酸化の経時的変化リン酸化の経時的変化
多くのタンパク質がシグナル伝達中に変化する複数のリン酸化
部位を持ち、それらの部位が同一のトリプシン消化ペプチド上
に存在する可能性があることも知られています。SWATHは
MS/MSデータを使用することから、リン酸化ペプチドのアイ
ソフォームを定量可能な強力なツールとなります。この利点は
図 1で示しましたが、2つのアイソフォームが近接して溶出し
ている場合でも配列イオンを利用することにより、それらを容
易に識別して定量することができます。図 4は、EGFRタンパ
ク質由来の複数のリン酸化部位の経時変化を示しています。
同一ペプチド上に 2つのリン酸化部位が特定および抽出されまし
たが、EGF刺激後にはそれぞれが異なる挙動を示しています。

図4．リン酸化部位が異なる同一配列ペプチドの定量図4．リン酸化部位が異なる同一配列ペプチドの定量

リン酸化ペプチドの各リン酸化部位を特異的に追跡することがで
きれば、シグナル伝達ネットワークにおける経時変化のより詳細
な制御機構を理解することができます（図 5）。EGFR上のいく
つかのリン酸化部位は、EGF刺激によって急速なリン酸化の増
大を示した後、ゆっくりと脱リン酸化しました（上の枠）。Myc
からのリン酸化ペプチドでは、それよりもずっと小さな変化しか
認められませんでした（中間の枠）。それに対して SOS1のセリ
ンリン酸化部位は、EGF刺激後に、やや遅いがより安定した
リン酸化の増大を示し、それを比較的長く保持しました。

コントロールサンプルと刺激サンプルを識別、また刺激サンプル
と阻害物質存在下の刺激サンプルを識別する特徴的なリン酸化ペ
プチドを探索するため、MarkerViewソフトウェアを用いて統計
解析を実施しました（図 6）。

図図5．EGFEGF刺激に関連する代表的シグナル伝達分子の刺激に関連する代表的シグナル伝達分子の
　　リン酸化の変化定量　　リン酸化の変化定量
EGFR由来の複数のペプチドで、急速なリン酸化の後で
ゆっくりと脱リン酸化するという同様の挙動を示していま
す（上）。
一方、SOS1タンパク質は、同じく急速なリン酸化を示す
ものの、それを長時間にわたって保持しています（下）。
Mycタンパク質由来のリン酸化ペプチドでは、小さな変
化しか認められませんでした（中）。

EGFR由来のペプチドは、データベース検索結果のとおり、GSHQISLDN-
PDpYQQDFFPKとGSHQIpSLDNPDYQQDFFPKという2つの異なる
リン酸化部位を持つことが明らかになりました（上）。SWATH™データか
ら部位特異的フラグメントイオンを用いたXICを生成したところ（下）、そ
れぞれのリン酸化部位で経時的変化が異なることが明らかになりました。



結論論結論結結論

• IMACとデータ依存式 MS/MS取得（IDA）を組み合わせるこ
とにより、多くのリン酸化タンパク質およびペプチドを同定
することができました。

• EGF刺激とMEK阻害に関係する多くのシグナル伝達タンパ
ク質のリン酸化を、SWATHを用いて定量することができま
した。

• SWATHはフルスキャンMS/MSに基づく技術であるため、
特異的フラグメントイオンを使ってペプチド上の部位特異的
リン酸化量の変化を定量することができます。

• 比較的小さな Q1分離ウィンドウを用いて容易に特異度を高
めることができます。

• PCA-DA解析により、リン酸化の定量的動向を視覚化
することができました。

参考文献参考文献参考文献参考文献
1. Gillet LC et al (2012) Mol. Cell. Prot. 11, 1-17.
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図7．EGFシグナル伝達経路図7．EGFシグナル伝達経路
赤丸は、今回のSWATH解析で定量されたリン酸化部位を持
つタンパク質を示しています。

図6．MarkerView™MarkerView™ソフトウェアを用いたソフトウェアを用いたPCA-DAPCA-DA
（上）スコアプロットで示されているとおり、PCA-DA解析により3つの
グループが特定されました。ローディングプロット（右）では、群間の相
違を特徴付ける変数を見つけることができます。ローディングプロット
から選び出された特徴は、EGF刺激後とEGF＋阻害物質添加後の両
方で同様の挙動を示すSTMN1タンパク質からのセリンリン酸化ペプ
チドを示しています。
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SWATH™を用いた包括的リン酸化ペプチドプロファイリングは、
ネットワーク生物学などの大規模ノンターゲットリン酸化研究に
とって強力なツールとなります。
この定量ツールは包括的な性質を持っているため、ここで示した
EGFシグナル伝達ネットワークの例のように（図7）、1回の測定で
シグナル伝達ネットワークの大きな部分をモニターすることがで
きます。



Host-Cell Protein(HCP)分析
もちろん、SWATHの利点を活用できるアプリケーションはプロテオミクスのみではありません。
タンパク質分析のためのSWATHの力を利用して、製薬業界はタンパク質ベースの治療薬または
生物学的製剤の研究に活用し始めました。
生物製剤製造の際には、精製中のHCPの種類と量を特定することが重要です。
この分析はこれまでELISA技術を用いて行われてきましたが、より迅速で経済的な分析法として
SWATHの活用が開始されています。



 

 

 

 

宿主細胞宿主細胞宿主細胞宿主細胞由来由来由来由来タンパク質（タンパク質（タンパク質（タンパク質（HCP）の同定）の同定）の同定）の同定及び定量及び定量及び定量及び定量ルーチンルーチンルーチンルーチン

分析用分析用分析用分析用 LC/MS/MS プラットフォームの開発プラットフォームの開発プラットフォームの開発プラットフォームの開発 

はじめにはじめにはじめにはじめに – リスクとリスクとリスクとリスクとなりうるなりうるなりうるなりうる未知の未知の未知の未知の HCP の存在の存在の存在の存在 
 

 

規制当局は、遺伝子組み換え産物の精製過程で残留する宿主細胞由来タンパク質（HCP）

を製造工程由来の不純物に分類しています。HCP は患者の中で不適切な反応を誘発す

るおそれがあることが知られているため、ガイドラインの一部でモニターしなければな

らないと明記されています。1990 年代には EMA（欧州連合）と FDA でガイドライン

が作成されて、以下のように HCP 除去の証明を義務づけており ICH 文書を反映したも

のとなっています。 

「6.2 精製法のバリデーション - …. 精製工程が宿主細胞由来タンパク質などの他の

特定汚染物質を除去できるものであること … も実証されていなければならない」 

HCP が十分に除去ができない影響は、製剤設計の変更や臨床試験の再実施が必要にな

るなど、極めて大きなリスクとなる可能性があります。2006～2008 年には、2 つの臨

床試験にエントリーした 100％の患者で抗 HCP 抗体が検出されたことから、発売間近

だった製品が精査を受けることになり[ref 2]、その企業は承認申請のための追試験を余

儀なくされ、不測のコストを被った上、

上市が遅れる事態となりました。その原

因は過剰なレベルに存在していた宿主細

胞由来タンパク質にあり、これは後に精

製工程を変更して除去することによって

解消されました[ref 1]。その医薬品が米

国で発売された際、FDA は、バイオ医薬

品の初期製造品で確認された免疫原性物

質の混入[ref 3]を疑問視する他の製薬企業

からの異議に対応せざる得なくなり、こ

れは他の国や地域での上市の遅延を強い

る可能性があるものでした。 

図図図図 1: HCP プロファイリングがどのように工程管理をプロファイリングがどのように工程管理をプロファイリングがどのように工程管理をプロファイリングがどのように工程管理を

実証することができるかを示した実証することができるかを示した実証することができるかを示した実証することができるかを示した 2012 年年年年 8 月の月の月の月の

FDA 製品諮問委員会会議からのスライド。製品諮問委員会会議からのスライド。製品諮問委員会会議からのスライド。製品諮問委員会会議からのスライド。 
[http://www.fda.gov/downloads/advisorycommittees/com  
mitteesmeetingmaterials/drugs/advisorycommitteeforphar 
maceuticalscienceandclinicalpharmacology/ucm315764.pdf] 



 

さらに悪い例として、米国のバイオテクノロジー企業がその種の医薬品として唯一上

市されていた製品の製造を停止せざるを得なくなったように[ref 4]、十分に除去でき

ていない未検出の HCP が収益に深刻な損失をもたらすおそれがあります。まず、医

薬品の供給不足が生じたことにより、患者グループがその企業に対して訴訟を起こし

ました[ref 5]。また、そのような供給不足の予防を目的の 1 つとして、特許期間満了

前に競合他社に市場を開放する法律が制定されました。これを他の企業がうまく活用

することで、それまで独占的な製品であったにもかかわらず、収益を脅かすおそれの

ある競合医薬品の早期上市を許すリスクができてしまいました [Ref 6, 7, 9]。したがっ

て、汚染物質の適切な特定とモニタリングは、バイオ医薬品を製造販売する企業にと

って、時間とお金の多大な節約になる可能性があります。 

 

 

今日、HCP 分析には、ELISA、ゲル、ウェスタンブロット、および HPLC など、多く

の分析方法が用いられています。その中にはアッセイ開発に費用がかかるものもあり

ます。例えば ELISA では、抗体作成のために最大 8 か月間という期間と、実験動物の

倫理的な管理が必要になります。また、ウサギなどの動物で作製した抗体が人体にお

ける免疫システムを十分に反映していないおそれがあり、そのような動物モデルが果

たして適切かという疑問も残ります。ゲルやブロットのような生化学的技術は主観的

な方法であり、汚染タンパク質に関する予備知識も

おそらく必要になります。これらの技術の多くはバ

イオテクノロジー産業の発達とともに確立されてき

たものであり、その当時の分析技術を反映していま

す。先見的な科学者が、HCP 分析への AB SCIEX 

QTof の利用可能性に気づいたのは数年前のことで

す。2008 年に英国の Laboratory of the Government

Chemis （LGC）は、ソマトロピン成長ホルモン 

の不純物としての宿主細胞由来タンパク質の定量に 

iTRAQ™を使用した定量技術を適用しました[Ref 8]。

次世代の分析機器と SWATH™の利用により、AB 

SCIEX はこの分野をさらに進歩させ続けています。 



 

 

HCP 分析の難問分析の難問分析の難問分析の難問 
 

 

HCP の分析には次のような難問があります： 

- 複雑さ複雑さ複雑さ複雑さ：バイオ医薬品の HCP 成分は極めて複雑であり、宿主生物が発現し産

生するあらゆるタンパク質またはその修飾型が含まれている可能性があります。HCP

の組成は生産手順や精製手順が異なると変化する可能性があります。そのため、分析

技術は何らかの仮定の上に成立するものであってはならず、予測不能な複雑さに対処

できるものでなければなりません。 

- ダイナミックレンジダイナミックレンジダイナミックレンジダイナミックレンジ：ほとんどの HCP は極めて低レベルで存在しています。

そのモニタリングは、少なくとも ppm の範囲（1～100 ppm）で行うべきであることが

示唆されています。つまり、適切な分析技術であるためには、大容量を占める医薬品

タンパク質存在下においても対応可能な広いダイナミックレンジが必要になります。 

- 同定同定同定同定：初期の技術（例えば ELISA）は汚染タンパク質に関する予備知

識を必要としましたが、予備知識に頼らない偏りのない分析技術であれば、ウ

イルス性汚染物質のようにターゲットにされていなかったタンパク質も発見で

きる可能性があります。 

- 時間時間時間時間/コストコストコストコスト：メソッド開発には費用と時間がかかりがちです－そのため、

あらゆる目的に適用可能な汎用メソッドであれば、コスト、時間、および HCP の

プロファイリングに必要な専門的な知識を大幅に削減することができます。 

 

これまでの LCMS 分析の中心は、複雑な分析メソッドすなわち

プロテオミクスのために開発されたワークフローであり、その

中には二次元 LC を含んでいるものもありました。これらの方

法は多くのタンパク質を発見することが可能であった一方、デ

ータ取得完了までに数週間を要したり、専門家によるシステム

の注意深い管理が必要であったりしました。このテクニカルノ

ートでは、ペプチドマッピングやインタクトマス分析などの基

本的技術だけでなく、HCP 分析にも利用できる分析を紹介しま

す。 

 
 



 

この分析とは、1 つの作業にシステムを何週間も占有することがなく、必要なときにい

つでもシステムを使用できることを意味しています。ワークフローの単純化はシステム

を堅牢にしてトラブルシューティングの必要性を最小化するとともに、専門家による管

理の必要性も減らすことができます。 

 

結果結果結果結果 

この分析では、TripleTOF® 5600 と Eksigent 425 LC を使って一連のサンプルのペプチ

ドマッピングを実施し、非常に幅広い対象物質を測定できることを実証しています。実

際の精製後のバイオ医薬品中に存在する微量の HCP に状況を似せるため、高濃度（10 

ug）の精製 IgG サンプルに 6 種の無関係のタンパク質を添加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図 1a：：：：製品製品製品製品中の中の中の中の複雑な複雑な複雑な複雑なマトリックス中でもマトリックス中でもマトリックス中でもマトリックス中でも広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジがあるがあるがあるがある段階希釈段階希釈段階希釈段階希釈された添加された添加された添加された添加タンパク質タンパク質タンパク質タンパク質。。。。

エラーバーはエラーバーはエラーバーはエラーバーは 5 段階の希釈を通じて再現性が優れていることを示しています段階の希釈を通じて再現性が優れていることを示しています段階の希釈を通じて再現性が優れていることを示しています段階の希釈を通じて再現性が優れていることを示しています。。。。 
 

 

 

10ug の抗体中に添加した PPM レベルのタンパク質（20ul/min, 30min の測定）： 
  血清    ラクトペル  炭酸        グルタミン酸     アルファ      ラクト  
 アルブミン  オキシダーゼ 脱水素酵素  脱水素酵素         カゼイン   グロブリン

 
Level 1 415 485 182        350 148 114 

Level 2 207 242 91 175  74             57 

Level 3 104 121 46  88  37             29 

Level 4 52 61 23  44  18             14 

Level 5 26 30 11  22  9            7 

表表表表 1：：：：製品製品製品製品中の中の中の中の複雑な複雑な複雑な複雑なマトリックス中でもマトリックス中でもマトリックス中でもマトリックス中でも広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジ広いダイナミックレンジがあるがあるがあるがある段階希釈段階希釈段階希釈段階希釈された添加された添加された添加された添加タンパク質タンパク質タンパク質タンパク質。。。。 



 

この分析法が定量的であるだけでなくタンパク質の同定確認にも適していることを示

すため、実際の HCP 測定を模倣して非常に広い範囲の濃度でタンパク質を添加させ

て分析を行いました（表 1）。図 1 は、バイオ医薬品と比較して極めて微量のタンパ

ク質があった場合にも、そのタンパク質同定がいかに堅牢で再現可能なものであるか

を示しています。特に意識しなければならないことは、これが複雑なクロマトグラフ

ィーのメソッドを組むこと無しに達成されたこと、およびバイオ医薬品タンパク質そ

のもののペプチドマッピングの品質が損なわれなかったことです。また、バイオ医薬

品のピークを標準化の基準値として正規化した場合、繰り返し分析によって同定され

た汚染物質は繰り返し検出され、定量再現性に関しても安定した CV 値が得られまし

た。このことを図 2 に示しており、修飾の有無を識別して多様なペプチドの同定と定

量を同時に実施することができています。以上のように、SWATH を利用した HCP の

モニタリングの強化は業務全体の効率化につながり、組織全体に大きく貢献します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図 2：：：：高い高い高い高い再現性と再現性と再現性と再現性と広い広い広い広いダイナミックレンジが、ダイナミックレンジが、ダイナミックレンジが、ダイナミックレンジが、標準的な標準的な標準的な標準的なペプチドマッピングペプチドマッピングペプチドマッピングペプチドマッピングで微量な特異的ペプチドで微量な特異的ペプチドで微量な特異的ペプチドで微量な特異的ペプチド

と修飾の有無を識別してと修飾の有無を識別してと修飾の有無を識別してと修飾の有無を識別して定量できること定量できること定量できること定量できることをををを実証実証実証実証していますしていますしていますしています。このグラフでは、広範なペプチド。このグラフでは、広範なペプチド。このグラフでは、広範なペプチド。このグラフでは、広範なペプチドと各修飾と各修飾と各修飾と各修飾

ペプチドペプチドペプチドペプチドについてについてについてについて、、、、定量値定量値定量値定量値のののの CV 値がすべて値がすべて値がすべて値がすべて 10％未満となってい％未満となってい％未満となってい％未満となっていますますますます。。。。 

 

 

SWATH™では、分析しているペプチドの配列情報が得られるため、タンパク質の同定

結果をより明確化することができます。SWATH は分析の最初から終わりまで繰り返

し MS/MS スペクトルを取得し続けるように開発されており、サンプルに関するユー

ザーの予備知識を要求しません。つまり、技術的要求を低くするだけではなく、スル

ープットを高める必要に迫られているすべてのラボに対して、自動分析技術も提供す

ることができます。 
 

結論結論結論結論 
 

 

企業は、バイオ医薬品開発のあらゆる段階で宿主細胞由来タンパク質（HCP）をモニ

ターするための分析戦略を向上させることにより、多大な額の資金を節約することが

できます。AB SCIEX TOF 型質量分析装置が、個々のタンパク質を同定および定量し

て、詳細な混入タンパク質カタログを提供することができる技術であることは従来か

ら示されています（ref 2006）。 



 

 

 今回の新たな取り組みでは、単純で使いやすいプラットフォームを提供する包括的な

分析メソッドである SWATH が活用されています。サンプル中の HCP の検出と定量

を同時に実施できることは、バイオ医薬品の安全性を高めるのに役立ち、HCP 分析に

かかる時間とコストを大きく削減できる可能性があります。 

 

 

 

付録：機器の条件付録：機器の条件付録：機器の条件付録：機器の条件 

� Turbo V™
イオンソース搭載の TripleTOF ® 5600 システム 

– 内径 65 µm の ESI プローブ 

� Eksigent ekspert™ 425 システム 

– ダイレクトインジェクションモード 

– 5～50 µl送液用フローモジュール 

� カラム：0.5 mm X 100 mm, ChromXP™ C-18, 3 µm, 120Å 

– 流速：15 µL/min；カラムオーブン：40 ºC 

� 溶媒 A：2% ACN 0.1% FA 

� 溶媒 B：98% ACN 0.1% FA 

� TripleTOF パラメータ： 

– SWATH Acquisition 

– MS スキャン (Accumulation Time 0.16 sec) 

– MS/MS スキャン(Accumulation Time 0.08 sec) 

– Q1 ウィンドウ数 30、ウィンドウ幅 20 m/z 

– Cycle Time 2.56 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献: 

1) Vol. 2 November 2010 The British Journal of Clinical Pharmacy 2010 summary study – high 

levels of HCPs in the powder form; 

    http://www.clinicalpharmac .org.uk/volume1_2/2010/november/p298-301_drugappraisal_web.pdf 

2) Omnitrope discussions EMA; http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_- 

      Scientific_Discussion/human/000607/WC500043692.pdf 

3) Pfizer objection to Omnitrope in a letter to the FDA;  

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/04P0231/04P-0231-pdn0001.pdf 

4) Xconomy. Com: Production Halt for Genzyme 2009;  

http://www.xconomy.com/boston/2009/06/16/genzyme-halts-production-at-allston-drug-plant- 

after-virus-appears/ 

5) Fierce Biotech: Genzyme/ Sanofi litigation 2012;  

http://www.fiercepharmamanufacturing.com/story/litigation-sanofi-genzyme-negligently-allowed- 

virus-contamination-manufactu/2012-03-12 

6) http://en.wikipedia.org/wiki/Genzyme 
7) Fierce Pharma – As Shire Gives up on Replagal; http://www.fiercepharma.com/story/shire-gives- 

replagal-us-sanofi-stands-gain/2012-03-1 

8) Monitoring HCPs on a QStar instrument:  

http://www.nmschembio.org.uk/PublicationArticle.aspx?m=288&amid=4642 

9) Bayh-Dole Act: http://en.wikipedia.org/wiki/Bayh%E2%80%93Dole_Act 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究用にのみ使用できます。診断手順には使用できません。研究用にのみ使用できます。診断手順には使用できません。研究用にのみ使用できます。診断手順には使用できません。研究用にのみ使用できます。診断手順には使用できません。 
 

© 2014 AB SCIEX. ここに記載されている商標は、AB Sciex Pte. Ltd.またはそれぞれの所有者の財産です。 AB SCIEX™は許諾を受けて使用されています。 
 

出版物番号: 7460213-01 

 

 



メタボロミクス/リピドミクス
包括的なデータ取得に優れたSWATHは、プロテオミクスに限らず、オミクスといわれるよう
な網羅的解析を伴う分野でももちろん活躍しています。オミクス的なアプローチは現在食品、
製薬、パーソナルケアなど様々な分野に広がりを見せており、日々新しい活用方法が生まれ
ています。
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Isotope Ratio Outlier Analysis (IROA) and Variable Window 
SWATH® Acquisition allows for Unambiguous Metabolite 
Identification 
A Unique Labeling Technology (IROA) combined with TripleTOF® 6600 System for Untargeted 
Metabolomics 

Chris Beecher1, 2 & Felice A. de Jong2 and Baljit K. Ubhi3 
1IROA Technologies, Boston, MA, USA, 2University Florida, Gainesville, FL, USA and 3SCIEX, Redwood City, 
CA, USA 
 

Metabolomics focuses on the chemical processes central to 
cellular metabolism. Mass spectrometry and specifically data 
dependent workflows tend to be the choice for the measurement 
of these metabolites. IROA® is an isotopic methodology in which 
all biological molecules are uniformly and randomly labeled to 
create informative isotopic patterns that are readily discriminated 
from artifacts (Figure 1). The IROA protocol generates an IROA 
Internal Standard providing specific molecular information so that 
the small biochemical molecules within biological samples may 
be easily and more accurately identified (Figure 2). Because of 
the uniform nature of the labeling, these patterns are revealed 
not only in the MS, but also in all fragments in any subsequent 
MS/MS. SWATH® acquisition, a data independent acquisition 
(DIA) workflow is well adopted in quantitative discovery 
proteomics, but still not commonly used in discovery 
metabolomics.  

 

 

SWATH acquisition allows a user to collect MS and MS/MS of 
every detectable metabolite in their sample, thus creating a 
digital map of the metabolome.  

Variable Window SWATH acquisition (an enhanced way of 
collecting MS/MS, using targeted mass windows in denser 
regions of the MS spectrum) allows for targeted specificity 
(Figure 4).  The use of IROA with a SWATH variable window 
acquisition has allowed us to collect extremely advanced 
information for the biological components of a mixture, with 
significantly enhanced accurate identification and quantitation, 
clearly differentiating MS/MS IROA-SWATH peaks from artifacts. 
The MS/MS IROA pattern can be observed by varying the mass 
window overlap during SWATH acquisition which is unique for 
any data independent acquisition (DIA) approach. IROA can 
correctly assign formulae to all IROA peaks in both the MS and 
MS/MS scans. This is the first example whereby the correct 
formula is routinely found not only for the parent peak but also all 
fragments.  Quantitation of any compound may be done at either 
the MS or MS/MS level.   

 

 
Figure 1: The Unique IROA Signature. The IROA peaks shown in this 
figure are for the 6-carbon molecule arginine.  There are both the peaks 
from the experimental samples (shown in green) at 5% U-13C, and the 
Internal Standard or control samples (shown in blue) at 95% U-13C.  Note 
the spacing of peaks is exactly a neutron mass apart, and the peaks are 
symmetrical. IROA peaks are discriminated from natural abundant 
artifactual peaks (shown in black).  This system represents a triply 
redundant information system; the number of carbons is verified by the 
relative heights of the M+1 and M-1 and the distance between the 
monoisotopic peaks. The formula for the molecule is constrained by the 
number of carbons.  
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Key Benefits of the IROA Technologies and 
SCIEX SWATH Acquisition Workflow 

 Efficiently collect MS and MS/MS data in a single 
injection using the TripleTOF® System 

 Unambiguously identify and accurately quantitate all 
detectable compounds of biological origin in every 
sample using the unique IROA pre-labeled Internal 
Standard Workflow Kit. 

 Enhancement of data quality through data reduction by 
removal of background/noise  

 Reduction of false discovery rate by excluding all non-
biological peaks 

 Ensures a high level of QA/QC for both ID and 
quantitation by monitoring a complete set of known 
metabolites every analysis 

 Costs less than procuring individual metabolomics 
internal standards for every compound for use in every 
sample 

 Automated software for data analysis using  IROA 
Technologies ClusterFinder Software 

Materials and Methods 

The IROA Workflow Kit includes two (2) pre-labeled Standards. 
A 95% U-13C-labeled biochemically complex Internal Standard 
(IS) which contains 100’s of biochemicals, each with an IROA 
isotopic pattern, was added to samples to accurately identify and 
quantitate complex mixtures without the need for baseline 
separation, and to overcome both sample-to-sample variances 
and ion suppression.  A QA/QC Standard (Matrix) which contains 
both the IS and its perfectly balanced IROA 5% U-13C 
equivalent, was used to build a reference library of compounds 
and analyzed every 10 samples to create a Retention Index (RI) 
which provided an internal calibration for every sample and 
instrument. The identification of all IROA compounds and their 
fragments by ultra-high-resolution mass measurement made it 
possible to determine the empirical formula for all fragments. 
Data were collected from a TripleTOF® 6600 System in 
SWATH® acquisition using a variable window strategy in which 
defined windows of varying mass ranges were applied in areas 
of the chromatogram where there were many co-eluting ions. 
SWATH acquisition fragmentation of the IROA peaks completely 
differentiated fragments, and artifacts. 

Chromatography: The reverse phase HPLC separation was 
performed using a Shimadzu LC System, operating at a flow rate  

 
 
Figure 2: The IROA Workflow Protocol. The experimental samples are of natural abundance and the Internal Standard (IS) is labeled at 95% 13C. The 
IS contains hundreds of primary and secondary metabolites that may be used to quantitate and prove the identity of isotopomeric natural abundance 
compounds in the experimental samples. The heights and distances between IROA peaks are all mathematically calculable and IROA ClusterFinder 
Software employs algorithms to remove irrelevant data, identify and quantitate molecules of interest.  The kit-supplied Matrix Standards are QA/QC 
samples that not only provide for cleaner faster identification, but also provide day-to-day QA/QC and inter-day conversion to compensate for 
instrumentation variance.  SWATH acquisition provides unambiguous identity and the ability to assuredly quantitate at either the MS or MS/MS level. 
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of 350 µL/min. The column used was an Ace Excel C18-PFP 
column (100 x 1mm, 2 µm) from ACE, maintained at 30 ºC.  A 
standard reverse phase gradient was used employing mobile 
phase A as 0.1% formic acid in water and mobile phase B as 
acetonitrile. The injection volume was 3 µL in positive ion mode 
and 5 µL in negative ion mode. 

Mass Spectrometry: The data was collected using SWATH® 

acquisition on the TripleTOF® 6600 System. Using optimized 
source conditions, the MS mass range analyzed was 50-1000 
m/z and the MS/MS was acquired with a mass range of 40-1000 
m/z with a 25 msec accumulation time. The mass window 
overlap was set across the mass range to reflect the diversity of 
labeled metabolites.  The collision energy was set to 35 V with a 
15 V collision energy spread. 

Data Processing: The IROA ClusterFinder software was 
adapted to automatically handle the SWATH® acquisition data by 
1) finding the appropriate SWATH acquisition windows for every 
IROA peak, 2) examining the appropriate scans for their IROA 
fragments, 3) interpreting the IROA information for both MS and 
SWATH scans, and 4) determining the relationships between all 
IROA peaks. In order to assure that all IROA peaks would be 
captured, a specific SWATH acquisition window protocol was 
applied (See Figure 3). This windowing protocol assured that, 
unlike other MS/MS selection protocols, for every IROA peak 
there was an optimal fragmentation scan. Once ClusterFinder 
identifies an IROA peak it automatically retrieves the correct 
SWATH acquisition scan. This is an extremely efficient and 
accurate workflow. If all IROA fragments are sorted by 
descending mass, since they all have formulae, the full 
fragmentation history of the molecule is realized.  This 
information is available for all molecules. It may be used support 
the identification of unknowns, adducts, fragments, polymeric 
species, etc.  

 

 

Figure 3: SWATH® Acquisition Variable Window example. 
Highlighting the window size in red arrows and the mass window overlap 
in green arrows 
 

Uniquely IROA Labeled MS/MS Spectra 

Applying a variable window SWATH acquisition strategy to the 
data analysis of an IROA Internal Standard (IS) spiked-sample 
made it possible to unambiguously identify and accurately 
quantify hundreds of detectable metabolites in a single unbiased 
metabolomics analysis using ClusterFinder Software. The IS 
contains 500+ well characterized metabolites, which migrated in 
an HPLC separation with their natural abundance isotopomers, 
and enabled both identification and standard quantitation for 
accurate measurement even in a non-baseline, “unbiased” 
metabolomics separation. Using traditional DIA, all compounds 
with the same retention time are fragmented without selection, 
minimal benefit is gained and the process is manually work-
intensive.  

SWATH acquisition subjects all ions within a precisely selected 
m/z window (see Figure 3) to fragmentation allowing specific 
precursor ions to be selected, making it easier to analyze 
fragmentation spectra. A corresponding spectral library of 
metabolites is however required for accurate identification. As is 
shown in Figure 4 variable window SWATH acquisition is a 
variant of SWATH acquisition in which the centers and widths of 
the SWATH acquisition windows are defined according to the 
minimum and maximum number of carbons in any metabolite 
that may appear in a given window. 

 

 

 
Figure 4: Investigating Variable Q1 Window Widths for SWATH 
Acquisition. During SWATH acquisition, wider width Q1 windows are 
stepped across the mass range, and high resolution MS/MS is acquired 
for a specific accumulation time (top). To achieve better specificity in 
complex matrices, smaller Q1 windows are desirable especially in the 
m/z dense regions where many peptide precursors are measured. The 
m/z density histograms constructed from the TOF MS data for the 
metabolome of interest (bottom, blue line) can be used to construct 
variable sized windows, where the density of precursors in each of the 
isolation windows is equalized across the m/z range. 
 

Uniquely-labeled IROA metabolites are captured within a 
variable SWATH acquisition window are subjected to 
fragmentation (see Figure 5).  IROA fragments and adducts will 
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also show IROA patterning and therefore the number of residual 
carbon atoms and the formulae for all fragments will be known 
All artefactual (stray non-IROA) peaks captured from within the 
SWATH acquisition window will be identified as irrelevant and 
ignored. If two or more IROA peaks are captured within the 
window the ratios of the parent monoisotopomers will be 
inherited by all fragments allowing them to be easily sorted. The 
data may be quantitated based on MS or MS/MS peaks. Identity 
of the peaks is assured by the IROA patterns in both the parent, 
and fragments. In short, the combination of IROA and variable 
window SWATH acquisition provides a workflow in which a basic 
metabolomic-style system may be used for the accurate 
quantitation of several hundred metabolites in a single sample 
without the need for a baseline separation. 

 

Data Reduction 

Because biologically derived molecules (metabolites) and 
artifacts (non-biological contaminants) are completely 
distinguishable by their isotopic patterns the ability to remove 
non-biological data from further statistical analysis is assured; 
better data yields better results.  It was recently demonstrated 
from a typical metabolomics dataset that 25,000 peaks were 
extracted and that the actual sample contained less than 1000 
isotopically labeled (IROA) metabolites3.  These additional non-
biological peaks constitute false data which may become the 
basis for non-reproducible results.  The IROA Technologies and 
SCIEX SWATH acquisition workflow assures that only biological 
data is considered. 

 
 
Figure 5: The IROA Technologies and SCIEX SWATH Acquisition Spectral Data. The fragmentation of phenylalanine is seen in the central SWATH 
acquisition scan (A). ClusterFinder detected all of the IROA peaks in this scan (B & C). Software was developed to automatically find, quantitate and 
identify all natural abundance peaks in experimental biological samples that corresponded to their known IROA isotopomers in the IROA-IS.   The 
identification of compounds of unknown identity is simplified because all fragments are identified by their complete formula making the mode of 
fragmentation of the parent compound clear.   
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Figure 6: Remove non-biological Artifacts from your Data. Peak-
picking yielded peaks of biological (Orange), and non-biological (Blue) 
origin.  In this study, only 24% of the peaks found came from the 
biological sample being analyzed.  The remainder was natural 
abundance and artifacts. 

 

Use as a Daily QA/QC Check 

The Matrix Standard is both used to support the identification,  

quantitation, and interpretation of the experimental samples.  As 
a Standard sample that is analyzed on a daily basis, any 
instrumental deviations may be understood, and appropriate 
corrections applied to normalize, and thereby integrate any 
collection of datasets. The Matrix is a Standard point of 
reference that can provide absolute identifiers for signal intensity 
and quality.   

 

Cost Savings 

It can be challenging when quantitating metabolites from an 
untargeted perspective. To apply absolute quantitation an 
internal standard for every metabolite would be needed, 
preferably heavy 13C –labeled, which has proved to be costly.  

 

 
 
Figure 6: Data Review in ClusterFinder Software. The fragmentation of phenylalanine is seen in the central SWATH acquisition scan (A). 
ClusterFinder detected all of the IROA peaks in this scan (B & C). Note that for each peak the number of carbons in the fragment can be determined, 
and therefore the formula for the fragment is known (D). ClusterFinder Represents them both as (D) & (E).  The actual fragmentation path (F) is easily 
determined from (E). 
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Even simple metabolite standard mixtures are far and few in 
between with many of them again being quite costly. In fact, 
available currently to date there are mainly amino acid standard 
mixtures which are heavy labeled and these can cost around 5 
cents per metabolite for analysis, but only allowing quantitation 
of around 20 metabolites.  

The IROA Internal Standard is comprised of over 500 uniformly-
labeled metabolites in a mixture enabling reproducible accurate 
quantitation. The Workflow Kit costs less than 0.4 cents per 
metabolite for analysis which is over ten times less expensive 
than current standard mixtures available and offers more 
comprehensive quantitation. 

 

Conclusions  

The IROA Technologies and SCIEX SWATH acquisition 
workflow presented here is a powerful toolset for the assured 
identification of any detectable metabolite, the determination of 
its structure, via fully identified fragmentation, and the complete 
quantification of all of the components of a complex biological 
mixture. Because of the nature of the IROA and SWATH 
acquisition routines, these processes are readily automated and 
highly reproducible. This workflow allows a user to efficiently 
collect MS and MS/MS data in a single injection using the 
TripleTOF® System. 

The enhancement of data quality is enabled through data 
reduction by removal of background/noise. Metabolites and their 
fragments may not be confused with artifacts, or noisy peaks. 
The fragmentation path attributable from the combination of 
IROA labeling and variable window SWATH acquisition 
reinforces the identity of the molecule and data quality.   

The IROA Internal Standard ensures a high level of QA/QC for 
both identification and quantitation by monitoring a complete set 
of known metabolites every analysis. 

This approach costs less than procuring individual metabolomics 
internal standards for every compound for use in every sample. 
And finally the data processing is automated using ClusterFinder 

Software allowing the user to efficiently move from data to 
results more swiftly. 

We see additional opportunity for improvement but already 
believe this system, in terms of assured quantitation and 
compound identification, will produce higher quality data that any 
other mass spectrometer-based system, and should be a useful 
adjunct in metabolomics and eventually clinical measurements. 
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IROA Workflow Kit, Part Number:  IROA-WORKFLOW. The 
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analysis of 90 experimental samples, unique fully-labeled yeast 
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 3 vials of lyophilized IROA-Matrix 
 ClusterFinder software 
 User manual 
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バラおよびヒマワリの葉抽出物に潜在する
マーカーの同定と確認
精密質量代謝物スペクトルライブラリとTripleTOF® 6600システムを使用

Jeffrey D. Miller1, Cyrus Papan2, Iris Klaiber3, Baljit K. Ubhi1 and Jens Pfannstiel3

1SCIEX, MA, USA, 2SCIEX, Germany, 3Universität Hohenheim, Serviceeinheit des LSC, 
August von Hartmann Str. 3, 70599 Stuttgart, Germany

バラやヒマワリなどの植物の葉や花弁は、世界中で古くから
医薬目的および美容目的で利用されてきました。最近、フェ
ノール系抗酸化物質、特に濃色（深紅または藤色）のバラの
花弁抽出物に存在するそのレベルが、多くの代謝性疾患で重要
な役割を果たす酸化ストレスの低減に貢献する可能性がある
ことを複数の研究者が発見し、これにより伝統医学におけるそ
の利用が正当化されました1。また、ヒマワリ葉茶は伝統医学で
高熱の解熱に利用されていて、収れん性を示すことも認められ
ています。ヒマワリ葉湿布はヘビや昆虫による咬傷に対して使
用されることがあります。その葉には、種子と同じく利尿およ
び去痰作用があるため、その活性に寄与している化合物とそれ
らが属する代謝経路の特定に多くの科学者が関心を寄せてい
ます。高分解能の精密質量分析システムは、ユニット質量分析
システムよりも高度な選択性を発揮できるため、全世界のメタ
ボロミクスアプリケーションで第一に選択される質量分析装置
となっています。TripleTOF®システムでの偏りのないターゲッ
トプロファイリングでは、単回注入ワークフローでMSおよび
MS/MSデータを収集することが可能です。この探索的データ
を、多くの化学物質クラス、経路および種にわたるターゲット代
謝物リストに照らして検索することができます。高分解能の精
密質量MS/MSライブラリを使った代謝物同定では、探索的
データからの未知物質の帰属と純度スコアの信頼度が確実に
高まります。このプロセスを促す代謝物ライブラリが最近開発
されました2。

今回は、バラ葉抽出物3種およびヒマワリ葉抽出物のプロファ
イルを比較して差異を調べ、その差異に関連していて、さらに調
査するべき代謝経路におそらくつながっている化合物を特定
するための試験を実施しました。データ処理と代謝物同定を
推進するこれらの技術とソフトウェアの威力を如実に示した結
果をご報告します。

ワークフローの重要な特徴
● 単回注入ワークフローでMSおよびMS/MSデータの収集を
可能にするTripleTOF®システムを使った偏りのないプロ
ファイリング

● XCMSPlusソフトウェアを使った差別的特性の抽出
● 探索的データからの未知物質の帰属と純度スコアの信頼度
を確実に高める精密質量代謝物スペクトルライブラリ
（AMMSL）を使った代謝物の同定と確認
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図1. TripleTOF®システムを使った代謝物プロファイリングのワークフ
ロー．TripleTOF 6600システムから得られたデータをXCMSPlusソフ
トウェアで処理し、特性を発見します。関心対象代謝物を取り出し、
それらをMasterView™ソフトウェアの精密質量代謝物ライブラリに
通すことにより、代謝物の同定が確認されます。



図2. 重ねられたネガティブイオンモード植物データのトータルイオン
クロマトグラム（TIC）．重なったTICは、バッチを通じて注入間再現性
が優れていることを強調しています。保持時間の再現性はCVが
1.6％未満でした。

図3. XCMSPlusソフトウェアでの主成分分析

ロットが異なる植物は、その代謝物プロファイルによって識別されま
す。このPCAプロットは、私たちのデータセットの差異の49％が第一
主成分で説明が付くことを強調しています。私たちのデータの差異
の別の17％はPC2で説明が付きます。事実、このことは、最大の差異
が左と右に分かれたヒマワリとバラの抽出物間に見られることから
も明らかです。2番目に大きな差異はバラの異なる3ロット間に生じ
ています。

材料および方法
サンプル調製： ドイツ、シュトゥットガルトのホーエンハイム
大学から、異なる3ロットのバラ花弁抽出物およびヒマワリ葉
抽出物をご提供頂きました。品質管理（QC）の対照とするため、
すべての抽出物から一部ずつ取り集めた「プール」ロットも
別に作製しました。分析では、この5種類のサンプル群（バラ
3種、ヒマワリ1種およびプールQC）をそれぞれ3回ずつ注入し
ました。

LC-MSデータ取得： TripleTOF® 6600システム（SCIEX）
でSWATH®ワークフローとIDA（Information Dependent 
Acquisition）を使ったポジティブ/ネガティブ両方のイオン
モードでデータを取得し、スペクトルのMS/MS品質を比較し
ました。使用したHPLCはAgilent 1290（ポンプ、40℃のカ
ラムオーブン、オートサンプラー）でした。カラムは
Phenomenex Kinetex XB-C18カ ラ ム（2.6µm、2.1 x 
100mm）を使用し、流速は300 µL/minでした。注入量は
5 µLとしました。移動相A（5mM NH4OAc含有H2O）およ
びB（5mM NH4OAc含有アセトニトリル）を使って線形グラ
ジエントを形成しました。

ワークフロー戦略
1. 単回注入測定におけるMSおよびMS/MSデータの収集
2. 注入間の再現性と完全性を確保するためのサンプルバッ
チの測定

3. XCMSPlusソフトウェアの多変量統計解析を使った、ロット
によって異なる特性の検出

4. XCMSPlusソフトウェアからの、最も有意な差、すなわち最
低のp値および最高の対数倍数変化を示している候補物
質を集めたノンターゲット「関心対象」リストの作成

5. 既知代謝物の存在を調べるMasterView™ソフトウェア
の精密質量代謝物スペクトルライブラリを使った
XCMSPlusからの差別的特性の確認（本試験では、標準物質
（フロリジンおよびフロレチン）を購入し、これらの特定植
物代謝物を確認できるように既存AMMSLライブラリに追
加した）。

結果
PeakView®ソフトウェアでデータファイルを開き、注入間の
再現性と完全性についてクロマトグラムを検証しました（図2）。 
このように、処理を開始する前にデータの品質管理を行ってサ
ンプル採取中に生じたかもしれない問題を突き止めようとす
ることは、常に優れた実践法になるとされています。

次にXCMSPlusソフトウェア3を使って、データを多変量統計解
析で処理しました。ピークが取り出されて並べられ、p値の有
意性に基づいて差別的特性が報告されます。

図3は主成分分析からのスコアプロットで、バラ3ロットおよび
ヒマワリの抽出物ならびにプールQCの間の差を示しています。
「プール」QCサンプルは全サンプルの複合物であるため、予想
どおりスコアプロットの中心に示されています。各群の重複
注入が良好に集合していることも、この試験で高品質のデー
タが収集されたことをよく示しています。
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図4. XCMSPlusソフトウェアからの結果表．この結果表は、ポジティブイオンモードIDAデータからp値が最低の上位19候補を挙げています。各行は
データから抽出された特性です。例えば#3の行（灰色の強調表示）を選択すると、すべてのサンプルからのXICが表示され、視覚的に比較できるよう
になります。示された淡青色のトレースはヒマワリ抽出物、濃青色は「プール」サンプルのものです。

表1. ヒマワリおよびバラ抽出物間の化合物の差異の一覧

代謝物名 化学式 M+H M-H RT(min)
面積
バラ1

面積
バラ2

面積
バラ3

面積
ヒマワリ  

クエン酸 C6H8O7 193.0343 191.0197 0.7 24050 17200 6300 1100

L-グルタミン
酸 C5H9NO4 148.0604 146.0459 0.72 (+) 246170 464400 401424 8180

L-フェニルア
ラニン C9H11NO2 166.0863 164.0717 1.46 (+) 25460 41900 48000 NA

カテキン C15H14O6 291.0863 289.0718 2.7 404440 125500 33000 NA

ゲニステイン C15H10O5 271.0601 269.0456 6.16 NA NA NA 306980

ケンペロール C15H10O5 287.0551 285.0405 4.85 (+) 2490000 5000000 9000000 10000

フロリジン C21H24010 437.1442 435.1297 4.6 179000 265700 426000 NA

ケルセチン C15H10O7 303.0499 301.0354 4.45 (+) 3304000 224300 2200000 NA

クエルシトリ
ン/アストラ
ガリン

C21H20O11 449.1078  447.0933 4.4 1005000 420000 1003000 NA  

XCMSPlusの特性表には、p値およびまたはq値
（FDR補正p値）によってすべての差別的特性が
列挙されます。このソフトウェアの特性表のいず
れかの行をクリックすると、右手側にイオンクロ
マトグラムが抽出されます（図4）。双方向性機能
を使って結果を詳細に探索することができます。

ターゲットリストのMS/MS確認
プロファイリングデータを探索した後は、同一
ファイル内に収集された高分解能MS/MSデー
タを使って各代謝物の同一性が確認されます。
差別的特性リストはXCMSPlusソフトウェアから
エ ク ス ポ ー ト す る こ と が 可 能 で、
MasterView™ソフトウェアにインポートして、
精密質量代謝物スペクトルライブラリを使って同
定を確認することができます。

MS/MSで確認するということは、代謝物帰属の信
頼度が高まることを意味します。図5の上段の枠
は、強調表示されたカテキンの行のXICを示して
います。中段の枠には報告情報と化学式が含まれ、
下段の2つの枠はMSおよびMS/MSスペクトルの
ライブラリマッチを示しています。このように、
ターゲットリストから化合物の相対定量値を簡単

p3

に調べたりまとめたりすることができます。表1は、バラの抽出物が高レベルの
ケンペロール、ケルセチン、カテキン、グルタミン酸およびL-フェニルアラニンを
含有することを示しています。フロリジン（リンゴとサクランボに存在すること
が知られているフラボノイド）は内部標準として使用し、数種類の濃度でバラ葉
抽出物に添加しました。ヒマワリ抽出物にはフロリジンを添加しなかったため、
このサンプルではこれは同定されませんでした。ヒマワリ抽出物はポジティブ
モードで高レベルのゲニステインを示しましたが、バラ抽出物はそれより低レベ
ルでした。図5には、いくつかの内因性有機酸の存在および相対量も示しています。



図5. 検出された差別的特性の同一性を確認するための精密質量代謝物スペクトルライブラリ（ASSML）を備えたMasterView™ソフトウェア．表
の中の項目（カテキン）をクリックすると、詳しい結果が表示されて探索できるようになります。左下の枠には同位体パターンと精密質量が、理論的
同位体パターン（灰色）に重ねて青色（測定値）で表示されます。右下の枠が示しているのはライブラリとマッチしたMS/MSスペクトルです（青色が
測定スペクトル、灰色の反転がライブラリスペクトル）。上の枠はカテキンの抽出イオンクロマトグラム（XIC）MSデータを示しています。

結論
XCMSplusと精密質量代謝物スペクトルライブラリの併用は、バ
ラとヒマワリの葉抽出物に存在するいくつかの抗酸化物質お
よび内因性代謝物の確認に有益でした。
SWATHワークフローはすべてのプリカーサーのMS/MSを収
集することができるため、従来のIDAワークフローのように
データの欠測を起こすことがありません。
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薬毒物･環境･農薬

スクリーニング
オミクスアプローチやHCP分析以外にも、SWATH Acquisitionはスクリーニングにも活用されて
います。スクリーニング用途では、サンプル中のアナライトへの予備知識がないことが多々
あります。こういった場合、アナライトの網羅的なデータ取得が可能なSWATHは第一の選択
肢となりえます。
SWATHは、危険ドラッグといった薬毒物、環境中の汚染物質、食品中の混入物質などの分析
にも活躍しています。



Comparison of HPLC - QTOF MS/MS Analysis to a Routine EMIT, HPLC, 
GC/NPD and GC/MS Workflow for Forensic Drug Screening 

Curtis Hedman1, Xiang He2, Daniel McManaway1, Ryan Pieters1, Amy Miles1, Josh Plath2 and 
Adrian Taylor2  

1University of Wisconsin-Madison/Wisconsin State Laboratory of Hygiene, 2601 Agriculture Drive, Madison, WI 53718 
2SCIEX, 1201 Radio Road, Redwood City, CA 94065 

INTRODUCTION 

The Wisconsin State Laboratory of Hygiene (WSLH) 
Toxicology Section currently uses multiple EMIT, HPLC 
(with wavelength detection) and GC based screening 
methods to analyze for more than  300 forensically 
related drug compounds in over 18,000 medical 
examiner and operating while intoxicated samples 
each year. These workflows are time and labor 
intensive.  In addition, the particular drugs used in 
newer drug classes, such as synthetic cannabinoids 
and  other novel psychoactive substances can vary 
widely, making their identification and confirmation 
difficult.  The WSLH would like to investigate the use 
of HPLC coupled to QTOF detection for both targeted 
and unknown identification of drugs in forensic 
screening workflows.  The newest iterations of HPLC 
and QTOF instruments are sufficiently sensitive and 
reliable to achieve these goals (Figure 1). 

METHODS 

Ten blinded whole blood samples with protein 
precipitation which were previously analyzed by the EMIT, 
HPLC, GC/NPD and GC/MS workflows at the WSLH were 
shipped to SCIEX (Redwood City, California) and analyzed 
by a Shimadzu Prominence HPLC coupled to a SCIEX 
TripleTOF® 5600+ LC-MS/MS system with both TOF-IDA-
MS/MS and MS/MSAll with SWATH® acquisition modes in 
non-targeted fashion (Figure 3).  For HPLC separation, a 
10μL aliquot was injected onto a reversed-phase 50×2.1 
mm column held at 30°C and separated at 500 
mL/minute by a binary mobile phase gradient. Figure 2 
summarizes the sample preparation process used and 
Figures 4 and 5 list pertinent SCIEX TripleTOF® 5600+ LC-
MS/MS instrument parameters for TOF-IDA-MS/MS and 
MS/MSAll with SWATH® acquisition modes. 

Sample Preparation at WI State Lab: 
1. Pipette standards and internal standards into tubes.
2. Pipette quality control materials and subject samples.
3. Fill all tubes to 1 mL with blank blood.
4. Allow to rest at room temp for 30 minutes (Note: 

these were left overnight in the hood). 
5. Slowly add 2 ml cold acetonitrile (dropwise while 

vortexing). 
6. Vortex on multi-tube vortexer for 1 minute. 
7. Centrifuge for 15 minutes at 4750 rpm.
8. Transfer supernatant to clean centrifuge tube.
9. Dry down at 15 psi and 50° for 40 minutes, 20 psi and 

60° for 10 minutes. 
10. Reconstitute with 100 uL 20% MeOH in H20. 
11. Vortex, cap and multi-vortex for 1 minute.
12. Centrifuge for 5 minutes at 4750 rpm.
13. Transfer supernatant to labeled autosampler vials with 

inserts. 
14. Cap and vortex vials. 

Additional Sample Processing at SCIEX: 
1. Transfer to microcentrifuge tubes. 
2. Centrifuge at 16,000 x g for 5 minutes.
3. Dilute 20 πL clear solution with 180 πL 20% MeOH 

in water in autosampler vial. 
4. Cap and vortex vials.

Figure 2: Sample preparation method used for HPLC-QTOF 
MS/MS samples. 

• MS Detection
• DuoSpray™ ion source

• Source/gas parameters 
• ISVF:   2500 V (-2500 V for negative mode)
• Cur:     35 psi
• TEM:   600″C (500″C for negative mode)
• GS1:    60
• GS2:    60

• TOF-MS
• 100 to 1000 m/z; 100 ms scan time; CE: 10; DP: 

90 
• IDA-MS/MS

• 40 TO 1000 m/z; DP: 90 
• IDA: 12 candidate ions scan, each at 30 ms using 

CE spread (20 to 50 V) 
• Dynamic Background Subtraction™ algorithm

Figure 4: SCIEX TripleTOF® 5600+ LC-MS/MS system parameters. 

RESULTS 

The results of the targeted screening by HPLC-QTOF 
MS/MS versus the EMIT, HPLC and GC workflow is 
summarized in Figure 6.  There were 112 compounds 
detected using both methods.  Seven compounds 
reported by the EMIT, HPLC, GC/NPD and GC/MS 
workflow were not reported in the blinded HPLC-QTOF 
MS/MS analysis.  This is likely due to the difference in 
sample preparation procedures used.  The WSLH 
method extraction procedure uses a double solvent 
extraction/cleanup and the samples for the HPLC-QTOF 
MS/MS analysis were prepared by a simple protein 
precipitation procedure and were further diluted 1:10 
prior to analysis.  Moreover, the HPLC-QTOF MS/MS 
analysis also detected five compounds in higher 
confidence with MS/MS matching that were not 
detected in the original WSLH screening analysis 
methods. 

Figure 7 shows an example of how MS/MSALL with 
SWATH® acquisition compared to targeted screening by 
HPLC-QTOF MS/MS acquisition for compound detection 
in one of the submitted blinded samples.  Both TOF-IDA-
MS/MS and TOF-MS/MSAll with SWATH® data 
acquisition will provide MS/MS information for 
unknown targets. While IDA-MS/MS offers more 
selective precursor isolation for MS/MS data 
acquisition, the SWATH® acquisition approach makes 
sure the MS/MS information will be recorded for 
everything all the time.  This is of key importance for 
surveillance of novel psychoactive substances, such as 
synthetic cannabinoids, as new variations of these 
compounds are being introduced frequently. 

Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5
THC-COOH Primidone Venlafaxine Trazodone Carisoprodol
Nicotine Phenytoin O-Desmethylvenlafaxine Tramadol MDPV
THC Amobarbital/pento Doxylamine Citalopram Cocaine
11-OH-THC Butalbital Chlorpheniramine Amitriptyline Zolpidem

Phenobarbital Cyclobenzaprine Mirtazapine Methadone
Phenytoin Fluoxetine MDMA Diazepam
Secobarbital Sertraline Desmethylcitalopram Meprobamate

Amphetamine Nortriptyline Alprazolam
Sample 7 Norsertraline Dextromethorphan Nordiazepam
Zolpidem Bupropion Mephedrone
Alprazolam Sample 8 MDA Benzoylecgonine
Diazepam Naloxone Paroxetine N-Ethylcathinone
Midazolam Buprenorphine Phentermine Acetaminophen
Triazolam Acetaminophen Methamphetamine

Sample 6 Estazolam Levetiracetam Sample 9 EDDP
Hydrocodone Clobazam Norbuprenorphine Trazodone BZP
Codeine Flunitrazepam Nicotine Quetiapine Ibuprofen
Oxycodone Alpha-hydroxymidazolam Ibuprofen Alprazolam Meperidine
Morphine Prazepam Salicyclic acid Gabapentin Lidocaine
Hydromorphone 2-Hydroxyethylflurazepam Quetiapine metabolite (+2O, -2H)
6-MAM Chlordiazepoxide Morphine Sample 10
Oxymorphone 7-Aminoflunitrazepam Quetiapine metabolite (-88) Carbamazepine
Acetaminophen Temazepam Acetominophen Zolpidem

Alpha-Hydroxyalprazolam Ibuprofen Carisoprodol
Alpha-Hydroxytriazolam THC Chlordiazepoxide
Nordiazepam THC-COOH Fentanyl
Nitrazepam Metaxalone
7-Aminoclonazepam Meprobamate
Clonazepam Demoxepam
Phenazepam Promethazine
Oxazepam Olanzapine
Lorazepam

Key:
Italicized font  = Compounds reported by the WSLH ELISA and GC/MS screen that were not detected by targeted HPLC Q-TOF MS/MS
(NOTE: some compounds were detected in QTOF mode, but without MSMS info, such as 11-OHTHC and olanzapine).
Underlined font = Compounds that were not on WSLH list but with good MSMS matching.
Bolded font = Compounds that were detected in negative ion mode.

Figure 6: Results of the targeted screening by HPLC-QTOF 
MS/MS versus the EMIT, GC/NPD, HPLC and GC/MS workflows. 
. 

CONCLUSION 

In summary, the use of HPLC-QTOF MS/MS shows 
great promise for streamlining routine forensic drug 
screening workflows, and has the added benefit of 
being able to also detect and identify true unknowns 
making this a very powerful analysis technique for a 
forensic toxicology laboratory. 

Injection of diluted sample extracts or direct injection of samples into  
SCIEX TripleTOF® LC-MS/MS system 

Non - targeted data acquisition 

Targeted processing Non-targeted processing 
Screening, quantitation, and identification of 
targeted compounds based on RT and 
accurate mass MS data and MS/MS library 
searching 

Sample-control-comparison 
Identification of unknowns using accurate 
mass MS, isotope pattern, adducts, and 
MS/MS data using formula finding, 
automatic ChemSpider™ search and 
Fragmentation Prediction  

Figure 1: Proposed HPLC QTOF sample workflow. 

Figure 5: MS/MSALL with SWATH® acquisition settings  

Figure 7: Comparison of IDA-MS/MS to MS/MSALL with SWATH® 
acquisition. 

Figure 3: SCIEX TripleTOF® 5600+ LC-MS/MS 
system. 
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X500R QTOFシステムを用いた
自動同定・定量データベース（AIQS-LC）及び
ターゲットスクリーニング法開発
Yuji Aita1 , Kiwao Kadokami2     1. SCIEX Japan, 2. University of Kitakyushu

【概要】
X500 QTOFシステム（LC-Q/TOF-MS）を用いた、化学物質
の自動同定・定量データベース（AIQS-LC）及び、ターゲットス
クリーニング法の開発が行われており、その開発状況を報告す
る。AIQS-LCには約500化合物の検量線、MS/MSスペクトル
が収録されている。

【はじめに】
私たちの身の回りには化学物質があふれており、国内で工業的
生産されているものだけでも数万種に及ぶといわれ、化学物質
なしでは現在の生活を到底維持できないものになっている。一
方、POPsをはじめとしてその生産・使用・廃棄の仕方によって人
の健康や生態系に影響を及ぼす可能性がある。これら環境リス
クを未然に防ぐ観点からも化学物質の残留状況のモニタリング
を実施・継続していくことが必要と考えられる。また、突発的な
事故等の場合において対策を講じるためにも、原因物質の把握
が迅速に行われる必要がある。測定の際には、都度検量線を作
成し、保持時間等から同定・定量を行うプロセスが通常である。
この方法では標準品を調製する必要が生じ、標準品を保持する
コストは勿論のこと、調製にかかる時間も考慮しなくてはなら
ない。今回、標準品を測定せずに化合物の同定・定量が可能な
AIQS-LCを開発したので紹介する。

【装置・メソッド】
L C ： SCIEX ExionLC™ AC システム
MS ： SCIEX X500R QTOF システム

Software：SCIEX OS software

図1. 日常的に使用できる高分解能MS：SCIEX X500R QTOF システム

図2. SCIEX OS software HOME画面

表1. LC条件

測定モード：SWATH®（1度の測定で全イオン（Precurser ions, Fragment ions）の
データを一括取得）

カラム Inertsil ODS-4 HP 3um, 2.1x150mm 
（GL Science）

移動相 ：A
：B

5mM酢酸アンモニウムを含む精製水
5mM酢酸アンモニウムを含むメタノール

グラジエント条件

Time ［min.］ 0 30 40 40.01 50

A ［%］ 95 5 5 95 95

B ［%］ 5 95 95 5 5

カラム温度 ［℃ ］ 40

注入 ［uL］ 2

図3. SWATH®概念図
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【結果】
AIQS-LCとして、IDA測定を用いて保持時間、Precurser ion　
そしてFragment ion（2種）の確認、及びMS/MSスペクトルの
ライブラリーへの登録を実施した。現在の化合物数を下記（表
2）に示す。

【まとめ】
X500 QTOFシステムを用いて、AIQS-LCを開発した。このシ
ステムを使用することで、標準品を使用せずに試料中にppt以
下で存在する500種の極性化合物を確実に同定・定量できる。
タンデムSPEと組み合わせ、水試料のターゲットスクリーニング法
を開発した。これにより従来は不可能であった汚染の全体像を短
時間かつ低コストで把握することが出来る。今後は併行精度、室
内再現精度及び室間再現精度の確認を進めていく予定である。
このシステムは、環境中の汚染実態把握だけではなく、事故や
災害時の環境安全性評価、食品・飲料水の安全性評価、危険ド
ラッグ・ドーピング検査そして代謝物の分析など幅広い分野で
の活用が考えられる。

【参考文献】
門上ら、第27回環境化学討論会、極性化学物質用のLC/QTOF-MS 自
動同定・定量データベースの開発
門上ら、第27回環境化学討論会、LC/QTOF-MS を用いた水中の極性
化学物質500 種のターゲットスクリーニング法開発

Class Number Example

Pesticides 298 Insecticide, Herbicide, etc.

PPCPs 162 Antibiotic, Analgesic, UV 
filter, etc.

Others 29

Internal 
standards 6 Deuterated pesticides

Total 495

Coefficient of 
determination （r2） Number of compounds

≥0.99 187 （38%）

0.98≤ <0.99 85 （17%）

0.97≤ < 0.98 63 （13%）

0.96≤ < 0.97 38 （8%）

0.95≤ < 0.96 35 （7%）

<0.95 81 （16%）

Dynamic range Number of compounds

1×10 22 (4%)

1×102 82 (17%)

1×103 242 (49%)

1×104 143 (29%)

IDL*, pg Number DL**, ppt Number

<0.1 25 <0.1 25
0.1≤ <1 214 0.1≤ <1 214
1≤ <10 192 1≤ <10 192

10≤ <100 45 10≤ <100 45
≥100 13 ≥100 13

表2. AIQS-LC登録化合物数

図4. 解析画面一例

表3. 検量線の直線性

表4. 検量線のダイナミックレンジ

表5. 装置検出限界（IDL）と検出限界（DL）

SWATH®測定により、混合標準液（0.1ppb ～1000ppb）を測
定・検量線作成を行い、直線性、ダイナミックレンジ及び検出限
界の確認を行った（表3,4,5）。

PPCPs: Pharmaceutical and Personal Care Products

* Amount that shows a peak of S/N=10.

** DL is estimated from IDL and a concentration ratio (500 times, 
250mL to 0.5mL) of a sample.

80%

88%
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X500R QTOF System with SWATH® Acquisition for 
Pesticide Residue Screening in Fruits and Vegetables 
Xiaojing Sun, Haiyan Cheng, Lijun Li, Wenhai Jin 
SCIEX, Asia Pacific Application Support Center (Shanghai), China 

Introduction 
It is widely accepted that modern Chinese agriculture has a long 
history of excessive chemical fertilizer, pesticide, and herbicide 
use, and this has not only resulted in reduced nutrient content in 
food, but also in a variety of chemical residues that have harmed 
human health. It has been confirmed that pesticide residues may 
interfere with the body's endocrine effects on the immune system 
and hematopoietic system, and can even cause in-vivo fetal 
visceral hypoplasia or deformity in pregnant women. Weighed 
against the benefits of consuming more fruits and vegetables, 
people have recently become more heavily concerned about the 
widespread existence of pesticide residues and the excessive 
damage they can cause to the human body. 

With the continued development and popularization of liquid 
chromatography / mass spectrometry, more and more pesticide 
residue detection technologies are being developed based on 
the LC-MS/MS system. The most commonly used pesticide 
residue screening method includes the MRM-IDA-EPI system, 
which is based on QTRAP® system and high resolution TOF-
IDA-MSMS technology. While the SWATH technology is based 
on high-resolution systems, it also combines the advantages of 
IDA and MRM by dividing the mass range of the parent ion into 
multiple mass windows and allowing all ions in each window to 
collide with each other and fragment, resulting in fragmentation 
information for all ions in the entire mass range. SWATH® 
technology’s measurement of second-order fragmentation differs 
from the IDA, in which only the selected ions are triggered, 
ensuring the continuity of all ion debris and achieving SWATH’s 
second degree of quantification. By customizing the unique 
variable window settings, the size of the mass window is 
automatically adjusted according to the quantity of ions, ensuring 
the collection of high-quality data. 

The SCIEX High Resolution Mass Spectrometry X500R QTOF 
system provides high resolution, high accuracy, high sensitivity 
and high linearity range scan speeds, making SCIEX SWATH 
technology not only popular for protein macromolecules but also 
for small molecule pesticide residue screening. The X500R 
QTOF system uses newly designed SCIEX OS software to 
achieve an all-in-one whole process analysis with instrument 
control, data acquisition and data  

 

 

processing. The software has the built-in SWATH method of 

setup and powerful automatic deconvolution capabilities. This 

simple and convenient design meets food safety field use 

requirements. 

Experimental considerations: 

1. Collect and process samples of fruits and vegetables, and 
measure the actual SWATH data 

2. Prepare Standard Curve, Test 190 Pesticide Standard 
SWATH data 

3. Screening of Pesticide Residues in Vegetables and Fruits 

4. The pesticide residue was quantified at two levels 

 

Sample treatment: 

 

The QuEChERS method was used to pretreat received samples:  
1 leek, 2 cauliflower, 3 bean, 4 jujube (after washing), 5 jujube 
(not cleaned), 6 pear. 

 

 

 

1
• Weigh10g of mashed sample into a clean tube

2
• Add 10mL of Acetonitrile with 1%  acetic acid, 
votex for 1min

3
• Add 1.5g of NaAC, 6g of MgSO4, votex, then 
Centrifuge for 5 mins

4
• Precipitate 8mL of supernatant with Agela clean 
package

5
• Centrifuge for 5 mins, transfer supernatant for 
analysis
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Chromatographic Methods 
Chromatography column: Phenomenex Kinetex C18, 100*2.1 
mm, 2.6µm 

Mobile phase: A: Contains 5mM ammonium acetate in water; B: 
Contains 5mM ammonium acetate in methanol gradient elution 

Flow rate: 0.4mL/min 

Column temperature: 40℃ 

Input volume: 10µL  

Time (min) B% 

0 3 

1 3 

2 45 

19 95 

22 95 

22.1 5 

25 5 

  

Mass Spectrometry Method 
Scanning method: SWATH® Acquisition methods  

Ion source: ESI+source CDS automatic calibration 

 

Table 1: Ion source parameters 

IS Voltage: 5500V Air curtain gas CUR: 35psi 

Atomizing gas GS1: 55 psi Auxiliary gas GS2: 55 psi 

Source Temperature TEM: 550°C Collision Gas CAD: 7 

Collision energy CE ± CES: 35 ±15V Air curtain gas CUR: 35psi 

  

Data acquisition and SWATH setup process  

IDA (Information Dependent Acquisition) uses TOF/MS Survey 
Scan to pre-scan.  When a peak ion is successfully triggered and 
detected, the scan mode is switched to Q1 and the parent ion is 
selected to acquire a high sensitivity MS/MS secondary 
spectrum of the target ion. SWATH distributes all the ions into 
successive windows, and all the ions in each window are 
transferred to the collision chamber and broken into second-
order MS/MS debris and then traced back to the parent ion 
through the software’s powerful de-convolution function. Thus all 

of the second-order fragments of all abundant ions can be 
obtained through this technique, which ensures that the 
secondary information of the low-content target is included, 
allowing the trace residue screening to become more complete 
and accurate. 

Unique intelligent variable windows, according to the distribution 
of ions in the sample, set narrow windows in the high density 
distribution areas and set up wider windows in the regions with 
fewer ions to ensure high-quality secondary mass spectra are 
collected for all ions. 

 

Figure 1 Left IDA schema; Right SWATH schema 

 

Figure 2 SWATH method settings 

In the SCIEX OS Software, choose “Experiment” and then pick 
the SWATH Acquisition mode. The software then automatically 
lists the required parameters for the SWATH mode. Mass Table 
is for the Q1 window. 

The Variable Window Calculator can be based on TOF/MS‘s 
parent ion to automatically calculate the SWATH smart variable 
window. The mode can be established by copying and pasting to 
the Mass Table, which is a method that is simple, rapid, and 
easy to use. 

             
Figure 3 TOF/MS’s parent ion 
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Figure 4 Variable Window Calculator 

  

Establish SWATH® Acquisition method and initial test of 190 
varieties of standard pesticide products. 

 

 

Figure 5 Chromatogram of 190 varieties of pesticide residue standard 
products collected by SWATH.  

Data Analysis 
1. Qualitative screening 

Test SWATH data of 1 (leek), 2(cauliflower), 3 (kidney beans), 4 
(jujube, washed), 5 (winter jujube, unwashed), and 6 (pear).  Use 
X500R SCIEX OS Software to perform data analysis by passing 
four confidence conditions: mass accuracy, retention time, 

isotope distribution and secondary library matching to screen 
pesticide residues in the 6 samples. 

1. Select the standard product data to establish screening 
methods; import the screening list 

 

2. Set the quantitative integration parameters  

 

3. Set the library search criteria 

 

4. Set the screening confidence conditions 

 

Q1	Window	

Copy	to	Mass	Table		
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5. One time import of all standard product and samples’ 
SWATH® data to perform screening  

 

6. Filter results through the Mass error, RT, Isotope, Library  

	
 
7. Obtain he results of screening for each sample 

 

	
2. SWATH  second degree quantification 

Using TOF/MS’s first degree quantitative data in complex matrix 
samples has disadvantages such as high baseline noise and a 
narrow linear range, etc. The SCIEX OS Software in the X500R 
QTOF  system can be used to directly copy and paste the ion 
pairs of compounds when a quantitative method is established, 
obtaining the results of the second quantification by using the 
MRMHR method to process SWATH data. 

Preparation of 190 kinds of pesticide on the standard 
curve1ng/mL~100ng/mL established the second degree 
quantitative SWATH® method to obtain second degree 
quantitative linear relationships, see Fig. 6. 

 

Figure 6 Quantitative linearity using pyridaben as an example 

 

For use of the high sensitivity and high selectivity SWATH  
second degree quantitative method to quantify the pesticide 
residues contained in leek, cauliflower, kidney bean, winter 
jujube (washed), winter jujube (unwashed), and pear, please see 
the table below for the pesticide residues contained in the above 
samples. 

Detected pesticides (unit: ng / mL) 

 Leek Cauliflower 
Kidney 
Bean 

Winter 
Jujube 
(washed) 

Winter 
Jujube 
(unwashed) Pear 

Carbendazim 8.7  1  1.4  

Insecticide 4.5      

Methylpyrimidine 3.5      

Prometryn 33      

Pyrimethanil 23  270    

Thiophanate-methyl 2.1      

Imidacloprid  1.2   580 3.4 

Propoxur  50 13.7    

Tebuconazole  1.1 4.5   3.4 

Acetamiprid   3.7  5.1 86 

Kresoxim   8.2 15 22  

Streptozotocin   35 18 74  

Buprofezin     160  

Fenpyroximate     61  

Paclobutrazol     140  

Triadimefon         23   

       

Summary  
The experiment used the SCIEX X500R QTOF system’s SWATH 
technology to screen pesticide residues in six varieties of 
vegetables and fruits, among which leeks, kidney beans and 

Chromatogram	isotope	pattern MS/MS	FIT 

Pyridaben 
r=0.99942	
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jujube contained 6 or more types of pesticide residue.  In 
particular, in the jujube, the imidacloprid content reached 580 
ppb, far exceeding the limits of pesticide residue standards; 
buprofezin and paclobutrazol content also exceeded100ppb. 
Through the analysis of the washed jujube samples we found 
that although the pesticide residue is extremely high, it is 
fortunately possible to be washed off with detergent. Even so, 
the washed jujube still contains more than 10ppb of kresoxim-
methyl and pyraclostrobin.  

This experiment established the SWATH® screening and 
quantitative methods for residues of the190 most commonly 
used types of pesticides for the Ministry of Agriculture risk 
assessment. SWATH technology obtained the primary and 
secondary data of all pesticide residues by entering the samples 
only a single time. The highly sensitive secondary spectra were 
still able to identify each compound in the spectral library and 
obtained the secondary spectra even when the pesticide content 
in the sample was very low, using four confidence conditions: 
mass accuracy, isotope distribution, retention time, and 
secondary library matching to corroborate. 

Any ion’s continuous chromatographic peak data in the SWATH 
secondary spectrum can be used as the basis for quantitative 
data analysis.  When the sample in the first class 
chromatographic peak has matrix interference, SWATH second 
degree quantification can effectively reduce the background 
noise and eliminate interfering ions so that the quantitative 
results are more accurate and reliable. 190 kinds of standard 
curve pesticide residues were profiled, and qualitative and 
quantitative analysis of the 6 samples was performed. 

Setting up the SWATH method is very easy.  One can directly 
establish methods by going to SCIEX OS software’s built-in 
SWATH options, and through the Variable Windows, the settings 
allow the user to intelligently partition the ions’ Q1 mass window, 
to ensure that each ion can receive high quality SWATH data, in 
order to meet the qualitative and quantitative needs. 
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e SWATHの活用方法はどんどん増えています。

PubMedをサーチして、最新の情報を入手しましょう！

Quick SEARCH on PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SWATH+AND+MS

Matches for SWATH AND MS:
SWATH-MS as a tool for biomarker discovery: From basic research to 
clinical applications.
Anjo SI et al. Proteomics. (2017)

Inference and quantification of peptidoforms in large sample cohorts 
by SWATH-MS.
Rosenberger G et al. Nat Biotechnol. (2017)

Multi-laboratory assessment of reproducibility, qualitative and 
quantitative performance of SWATH-mass spectrometry.
Collins BC et al. Nat Commun. (2017)
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