
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物製剤解析キャピラリー電気泳動システム 

PA 800 Plus 
 

キャピラリー等電点電気泳動 
アプリケーションガイド 
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キャピラリー等電点電気泳動に必要なキャピラリーおよび試薬                               

 

   下記のキャピラリーおよび試薬は Sciex より購入可能です。 

キャピラリー・試薬 容量 製品番号 

ニュートラルキャピラリー、 
50μm x 有効⻑ 50cm ウィンドウ付き（1 本） 1 477441 

cIEF ゲル 100mL 477497 

等電点ペプチドマーカーキット（pI4.1, 5.5, 7.0, 9.5, 10.0) 各 240μL A58481 

SLS サンプルローディングソリューション 6mL 6mL 608082 
 

      ペプチドマーカーは pI10.0, 9.5, 7.0, 5.5, 4.1 が別々のチューブに入って 1 セットになっています。 

 

    Sciex より購入可能なその他の消耗品 

消耗品 個数 製品番号 

ユニバーサルバイアル 100 A62251 

ユニバーサルバイアルキャップ 100 A62250 

0.2mL サンプルバイアル 100 144709 

280nm フィルタ 波⻑選択式ディテクタ⽤ 1 144439 

 

 

 

NOTE：このキットは UV ディテクタ、280nm のフィルターが必要です。 
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 その他必要な試薬 

 
 

 

 

 

  試薬の保存方法 

      ニュートラルキャピラリー、cIEF Gel、ペプチドマーカーは２〜8℃で保存してください。 

      SLS は-35〜-15℃で保存してください。 

      ペプチドマーカーと SLS は使⽤時には２〜8℃（氷上）で使⽤してください。 

      その他必要な試薬についてはそれぞれの保管条件に従ってください。 

  キャピラリー等電点電気泳動に必要な試薬の調製 

      キット構成品以外に調製が必要な試薬は下記のとおりです。  

      ・アノライト（200mM リン酸） 

      ・カソライト（300mM 水酸化ナトリウム） 

      ・ケミカルモビライザ（350mM 酢酸） 

      ・カソディックスタビライザ（500mM アルギニン） 

      ・アノディックスタビライザ（200mM イミノ 2 酢酸） 

      ・3.75M 尿素-cIEF Gel  
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アノライト（200mM リン酸）の調製 

1. 50mL のメスフラスコに純水 30mL を加えてください。 

2. 1.に 685μL の 85%リン酸を加えてください。 

3. 2.に純水を加え 50mL にしてください。 

4. メスフラスコを振って撹拌してください。 

5. このアノライト溶液を 50ｍL のプラスチックチューブに移してください。 

6. チューブにアノライトと記載し調製した日時を記載してください。 

7. アノライトは冷蔵（2〜８℃）保存で 14 日間使⽤可能です。（再現性を特に高める場合には⽤事調

製してください。) 

 

カソライト(300mM 水酸化ナトリウム) 

    １．50mL のメスフラスコに純水 30mL を加えてください。 

    ２．1.に 15mL の 1M 水酸化ナトリウムを加えてください。 

    ３．2.に純水を加え 50mL にしてください。 

    ４．メスフラスコを振って撹拌してください。 

    ５．このカソライト溶液を 50ｍL のプラスチックチューブに移してください。 

    ６．チューブにカソライトと記載し調製した日時を記載してください。 

    ７．カソライトは冷蔵（2〜8℃）保存で、14 日間使⽤可能です。 

 

     ケミカルモビライザ（350mM 酢酸） 

1. 50mL のメスフラスコに純水 30ｍL を加えてください。 

2. 1.に 1.0mL の氷酢酸を加えてください。 

3. 2.に純水を加え 50mL にしてください。 

4. メスフラスコを振って撹拌してください。 

5. この酢酸溶液を 50mL のプラスチックチューブに移してください。 
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6. チューブにケミカルモビライザと記載し調製した日時を記載してください。 

7. ケミカルモビライザは冷蔵（2〜8℃）保存で、14 日間使⽤可能です。（再現性を特に高める場合に

は⽤事調製してください。） 

 

        カソディックスタビライザ（500mM アルギニン） 

    １．0.87g のアルギニンを秤量してください。 

    ２．1.を 10mL のメスフラスコに移してください。 

    ３．2.に純水 8mL を加えてください。 

    ４．メスフラスコを振ってアルギニンを完全に溶解してください。 

    ５．純水を加え 10mL 水溶液にしてください。 

    ６．この溶液を 0.2μｍのフィルタに通し、10mL のプラスチックチューブに移してください。 

    ７．チューブにカソディックスタビライザと記載し調製日時を記載してください。 

    ８．カソディックスタビライザは冷蔵（2〜8℃）保存で、14 日間使⽤可能です。 

 

     アノディックスタビライザ（200mM イミノ２酢酸） 

    １．0.27g のイミノ 2 酢酸を秤量してください。 

    ２．1.を 10mL のメスフラスコに移してください。 

    ３．2.に純水８mL を加えてください。 

    ４．メスフラスコを振ってイミノ２酢酸を完全に溶解してください。 

    ５．純水を加え 10mL 水溶液にしてください。 

    ６．この溶液を 0.2μｍのフィルタに通し、10mL のプラスチックチューブに移してください。 

    ７．チューブにアノディックスタビライザと記載し調製日時を記載してください。 

    ８．アノディックスタビライザは室温で 30 日間使⽤可能です。 
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3.75 M 尿素-cIEF Gel 

        １．2.252g の尿素を秤量し、10mL のメスフラスコに移してください。 

    ２．1.に 7mL の cIEF-Gel を加えてください。 

    ３．尿素が完全に溶解するまで少なくとも 15 分間ボルテックスしてください。 

    ４．2.に cIEF-Gel を加え 10mL にしてください。 

    ５．フラスコを 3 回反転させ撹拌し、均質にしててください。 

    ６．この溶液を 10mL のディスポーザブルのシリンジを⽤いて 5μm のフィルタを通し 

      10mL のプラスチックチューブに移してください。 

    ７．チューブに 3.75 M 尿素-cIEF Gel と記載し調製日時を記載してください。 

    ８．3.75M 尿素-cIEF Gel は冷蔵保存（2〜8℃）で 7 日間使⽤可能です。 
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    バッファトレイの準備 

１． ユニバーサルバイアルに 1.5mL の各試薬を入れ、ブルーキャップをして、図１のとおりに 

 バイアルをセットしてください。 

 NOTE 図１のとおりにセットされたバイアルは連続 10 サンプルの分析に使⽤できます。 
    ５行目と６行目は Conditioning と Shutdown に使⽤される試薬バイアルです。 
    分離に使⽤される試薬バイアルは１行目で 10 サンプル分です。サンプル数が 11〜 
    20 本の場合には、２行目に 1 行目と同じ試薬バイアルをセットしてください。 

 

 図１バッファトレイマップ 10 サンプル分 

      BI （インレットバッファ トレイ）        BO （アウトレットバッファ トレイ） 

 
 

２． 廃液バイアル（図１の Waste）には 1mL の純水を入れてください。 

３． インレット、アウトレットトレイを本体にセットしてください。 

４． サンプル調製が完了したら、サンプル溶液の入ったバイアルはインレットサンプルトレイに 

 セットしてください。 
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         UV ランプ 

            UV Lamp は点灯してから少なくとも 30 分間はウオーミングアップしてください。 

     キャピラリーインターフェイスブロックの清掃 

      インスツルメントマニュアルのメンテナンス方法の章、または PA800plus 日本語チュートリアルマ 

      ニュアルの記載に従って、電極とインターフェイスブロックを注意して清掃してください。このメ 

      ンテナンスは使⽤開始時に行ってください。 

 キャピラリーのカートリッジへの取り付け 

１． ニュートラルキャピラリー（50μm I.D, 全⻑ 30.2cm 有効⻑ 20cm）をカートリッジに 

 キャピラリーカートリッジ作成キットを使⽤して取り付けてください。 

２． 200μm アパーチャを使⽤してください。（アパーチャには 2 と記されています。） 

３． キャピラリーのカートリッジへの取り付けが完了したら PA800plus 本体にセットし 

 フロントパネルを閉めてください。 

       NOTE ニュートラルキャピラリーの先端は 5 分以上空気にさらさないでください。5 分以上 
           空気にさらすと、キャピラリーの内壁のコーティングに再生不能なダメージを与えます。 
           キャピラリーを使⽤しない時は、純水が入ったバイアルにキャピラリーの両端を浸けて 
           保存してください。 

        キャピラリーの保管 

       シークエンスランの終了時 
       ・短期間の保管（24 時間以内）：キャピラリーカートリッジは本体にセットしたままにしてくだ 
         さい。キャピラリーカートリッジを本体から取り外して保管する際は、ユニバーサルバイアル 
        2 本に 1.5mL の純水を入れ、専⽤の保管ボックスにセットし、キャピラリーの両先端をこの 
        バイアルに浸けて保管してください。 
              ・⻑期間の保管（24 時間以上）：ユニバーサルバイアル 2 本に cIEF ゲルを入れ、専⽤の保管ボッ 
        クスにセットし、キャピラリーの両先端をこのバイアルに浸けて次回使⽤するまで最低 18 時 
        間、保管ボックスを立てて冷蔵庫（2〜8℃）の中で保管してください。 
        この保管方法以外で保管した場合には、キャピラリーの寿命を大幅に減少させることになりま 
        す。キャピラリーの先端を乾燥させないでください。先端が乾燥すると、キャピラリーに 
        つまりや再生不能のダメージを与えます。 
        次のキャピラリー等電点電気泳動の実施時には、cIEF Conditioning-PA800 Plus V2 を実施し 
                てください。 
        

NOTE キャピラリーは cIEF 専⽤とし、他のアプリケーションには使⽤しないでください。 
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    サンプルの調製 

      NOTE  サンプルのタンパク溶液の塩濃度は 50mM 以下にしてください。 Appendix A に 
          cIEF サンプルの脱塩方法が記載されています。pI 検量線の直線性とサンプルのタンパク 
          のｐI を確認するには、サンプル中のタンパクの pI と近接した 3 種の pI マーカを混合  
          して泳動することを推奨します。 
 
         1 サンプルだけを調製する場合は以下を 0.5mL のチューブに入れ次のページの 2. 以降に従ってくだ 
    さい。 

       ・200μL の 3.75 M 尿素-cIEF Gel 

              ・12.0μL のファルマライト 3-10 キャリアアンフォライト 

       ・20.0μL のカソディックスタビライザ 

       ・2.0μL のアノディックスタビライザ 

       ・2.0μL の各 pI マーカ 

 

      複数のサンプルを分析する時は、マスターミックスの調製を推奨します。表１にマスターミック 

      スの内訳を示します。マスターミックスはサンプル調製を容易にするだけでなく、ピペットエラー 

      を最小限にします。表１はファルマライト 3-10 キャリアアンフォライトを使⽤して複数のサンプ 

      ルを分析する際に必要な試薬の量を示します。表中にサンプル数（3 以上）を記入し必要な試薬を 

      準備してください。試薬はサンプル数プラス１の容量を 1.5mL のチューブに入れてください。 

      必要に応じて pI マーカを加えたり、取り除いたりしてください。 
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 表１ マスターミックス調製時の各試薬の必要量  

 

 

１． 各試薬を 1.5mL のチューブに入れてください。 

２． ボルテックミキサーを⽤いて完全に各試薬が混ざるまで 15 秒間撹拌し、スピンダウンして  

  ください。マスターミックスは氷上（2-8℃）で保存し、サンプル調製後、余ったマスターミ 

  ックスは廃棄してください。 

３． cIEF に⽤いるタンパクサンプル溶液は、マスターミックスと５0〜100μg のタンパク質を   

            混合しトータル 240μL にしてください。タンパク溶液は 10μL を超えないようにしてくだ  

         さい。 

４． cIEF サンプル（マスターミックスとタンパクの混合物）をボルテックスを⽤いて 30 秒間撹 

  拌してください。 

５． 200μL の cIEF サンプルをマイクロバイアルに入れ、20 秒間低速で遠心し、気泡を取り除  

  いてください。 

６． このマイクロバイアルをユニバーサルバイアルにセットし⻘⾊のキャップをしてください。 

７． このサンプルバイアルを本体のインレットサンプルトレイにセットしてください。 
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メソッドの実行 

    cIEF の実行には次のメソッドを使⽤します。 

     ・cIEF Conditioning-PA800 Plus V2 − 各日の開始時に行うキャピラリーのコンディショニング 

          ・cIEF Separation-PA800 Plus V2  − ファルマライト 3-10 使⽤しての cIEF の実施 

     ・cIEF Shutdown-PA800 Plus V2 − キャピラリー保管のためのリンスと UV ランプの消灯 

    3 つのメソッドは全て同じイニシャルコンディション（イニシャルコンディションを参照して   

    ください。）UV ディテクタ（UV ディテクタ イニシャルコンディションを参照してください。）の設 

    定になっています。 

        それぞれのメソッドは異なったタイムプログラムになっています。（ cIEF Conditioning-PA800 Plus  

        V2, cIEF Separation-PA800 Plus V2, cIEF Shutdown-PA800 Plus V2 のタイムプログラムを参照して 

    ください。） 

    これら 3 つのメソッドは 32Karat ソフトウェアのコンフィグレーション cIEF システムを使⽤すること 

    により実行できます。 
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イニシャルコンディション 

     
イニシャルコンディション(cIEF Conditioning-PA800 Plus V2, cIEF Separation-PA800 Plus V2,  

cIEF Shutdown-PA800 Plus V2 共通) 
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 UV ディテクタ イニシャルコンディション 

      

 

 

cIEF UV ディテクタ イニシャルコンディション(cIEF Conditioning-PA800 Plus V2, cIEF Separation-PA800 

Plus V2, cIEF Shutdown-PA800 Plus V2 共通) 
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cIEF Conditioning-PA800 Plus V2 メソッドのタイムプログラム 

 

  

 
 
cIEF Separation-PA800 Plus V2 メソッドのタイムプログラム  
 

 
 

 

cIEF Shutdown-PA800 Plus V2 メソッドのタイムプログラム 
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ファルマライト 3-10 によるペプチドマーカの分離のチェック 

   PA 800plus のパフォーマンスは 5 種類のペプチドマーカの分離をチェックすることにより可能です。 

   図２に示されたエレクトロフェログラムと比較してください。電流値のプロファイルも同様に図３と 

   比較してください。 

 

   図２ファルマライト 3-10 による 5 種のペプチドマーカの分離 

 
   NOTE エレクトロフェログラム中のカソディックピークは、各タンパクのフォーカシング中に起こる 
       サンプルとアンフォライトの双方向の移動によるものです。カソディックピークが存在しない時 
       は、はフォーカシングが不完全な場合があります。 
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    図３ファルマライト 3-10 による 5 種のペプチドマーカの分離中の電流プロファイル 
   

 
   図２と図３における垂直の点線は、前半のフォーカシングステップ、後半のモビライゼーションステップ  
   の境界です。フォーカシングステップのデータは cIEF の分離におけるトラブルシューティングに非常に 
   役立ちます。フォーカシング初期の電流値変化が上図と異なる場合はピペッティングや cIEF の試薬、サ 
   ンプル調製に問題が生じた可能性があります。 
   しかしフォーカシング中のデータ（15 分以前）を解析する必要はありません。cIEF の分離結果はケミカ 
   ルモビライゼーションステップに示されるからです。 
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 インテグレーションパラメータ 

     各々サンプルの解析ついて解析パラメータ（インテグレーションパラメータ）を最適化することが 

     必要です。初期設定の各々のパラメータは下記のように設定されています。これらのパラメータ 

     はペプチド pI マーカ⽤に設定されたものです。 

      

 

        推奨パラメータと初期設定 

 
 

      Width はベースラインの変化に関してピーク検出感度を設定します。 

      Threshold はピークとして認識されないのベースラインよりピークがどれほど高くなければ 
      ならないかを設定します。 

      Integration off はインテグレーション（積分計算）しない時間帯を設定します。 

      Shoulder Sensitivity は大きなピークにおけるショルダーピークの検出を可能にするためのパラ 
            メータです。ピークを分割する際のスロープ（勾配）を指定します。 
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   pI 値の計算 

      サンプルの pI 値を計算するには 32 Karat ソフトウェアの Qualitative Analysis を使⽤します。 

1. Method > Qualitative Analysis を選択し、Qualitative Analysis ウインドウを開けてくださ
い。 

2. Qualitative Analysis テーブルでマーカの pI 値とモビライゼーションステップで得られた 

  Migration Time を入力してください。 

3. File > Method > Save を選択して Method に保存してください。 

4. Analysis > Analyze を選択すると pI 値が計算されます。 

 

  pI 値を計算するための Qualitative Analysis ウィンドウ 
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5. cIEF で得られたエレクトロフェログラムに計算された pI 値を表示させるには、エレクトロ     
 フェログラム上でマウスの右クリックし Annotation を選択してください。Available    
 Annotation ウィンドウの中の Quality を選択し次に Add を選択してください。下図を参照し  
 てください。この解析では Quality は計算された pI 値を示します。 

 
            ６. OK を選択し Trace Annotation Property のダイアログボックスを変更してください。 

 
 
  Trace Annotation ダイアログボックス  
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トラブルシューティング 

問題点 考えられる原因 対処法 
フォーカシングステップのス
タート時の電流値が Run 毎に
変化する。 

サンプルが完全に混合されていない。 新しいサンプルを準備し泳動してく
ださい。 

キャピラリーコーティングが劣化し、
電気浸透流が発生している。 

キャピラリーを交換してください。 

ピークが検出されない。 メソッドの電極の極性が正しく設定さ
れていない。 

ノーマルポラリティ（Normal 
Porality、アウトレット側が陰極）
に設定してください。 

サンプルバイアルがないか、位置を間
違えてセットしている。 

サンプルバイアルポジションをチェ
ックしてください。 

ランプが点灯していない。 ランプを点灯してください。 
バッファバイアルを間違った位置にセ
ットしている。 

バイアルポジションが正しい位置に
セットされているかチェックしてく
ださい。 

サンプル溶液が高塩濃度である。 バッファ置換をして塩濃度を
50mM 以下にしてください。 

キャピラリーウィンドウがアパーチャ
の中央に位置していない。 

キャピラリーウィンドウの位置を再
調整してください。光がアパーチャ
の両面から透過していることを確認
してください。 

UV 検出器のファイバーオプティック
が緩んでいる。 

ファイバーオプティックをセットし
なおしてください。 

電流が流れない。 キャピラリーが破損している。 キャピラリーを交換してください。 
電極が破損しているか曲がっている。 電極を交換してください。 
キャピラリーが詰まっている。 キャピラリーを交換してください。 
バッファバイアルの位置が正しくな
い。 

メソッドとバイアルポジションをチ
ェックしてください。 

キャピラリーに空気が入っている。 サンプルバイアルには 200μL の
cIEF サンプルを入れてください。
バッファバイアルには廃液バイアル
を除き 1.5mL の試薬を入れてくだ
さい。 

分離能がわるい。 タンパクのピークが 1 つのブロードピ
ークとして検出される。 

タンパクが沈殿しているかアグリゲ
ーションを起こしている。cIEF サ
ンプルの尿素の濃度を上げてくださ
い。 

分離能が喪失する。 尿素-cIEF Gel が劣化している。 新しく尿素-cIEF Gel を調製してく
ださい。この溶液は温度による劣化
を防ぐために 2〜8℃で保存してく
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ださい。 

ピークの消失 サンプルあるいはマスターミックス調
製時にピペットエラーを起こしてい
る。 

cIEF サンプルあるいはマスターミ
ックスを再調製してください。 

ピークのプロファイルが連続
分析において再現性がない。 

フォーカシングが完了していない。 フォーカシング時間を延⻑してくだ
さい。 

タンパクが沈殿しているかアグリゲー
ションを起こしている。 

サンプルの尿素の濃度を上げるか、
フォーカシングの時間を⻑くしてく
ださい。 

タンパクが変性している。 尿素を含まないゲルで cIEF サンプ
ルを調製してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

APPENDIX A 

Buffer Exchange 
 

バッファ置換の概要 

        キャピラリー等電点電気泳動を実施するにあたって、サンプル中に 50mM 以上の塩濃度は 

    pH 勾配の圧縮、フォーカシングの乱れ、キャピラリーの内壁コーティングの損傷を引き起こします。 

    この影響を少なくするには、サンプル溶液のバッファ置換を行うことを推奨します。 

 

バッファ置換の方法 

    バッファ置換するタンパク（5 – 10mg/mL）溶液 500μL を Microcon Ultracell YM10 (PN A11530,  

    Millipore, Billerica, MA)に入れてください。12,000g で 5 分間遠心してください。450μL の 

    20mM トリスバッファ pH 8.0 を加え同様に遠心してください。この操作を 2 回繰り返し、 

    フィルタを逆さまにし、遠心してタンパクの 20mM トリスバッファ pH 8.0 の溶液を回収してくださ 

    い。この溶液（約 50μL）は -20℃以下で冷凍保存してください。 

20ｍM トリスバッファの調製方法 

    4mL の eCAP 50mM トリスバッファ pH 8.0 ( PN 477427 )を６mL の純水で希釈してください。 
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