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2018年を迎えました。今年もお客様のあらゆる研究・開発の
成功に向けて、SCIEXが少しでもお役に立てますよう、社員一
同、気持ちを奮い立たせています。

SCIEXの歴史では常にお客様が主役であり、長年にわたりお
客様と数多くの関係を築いてまいりました。装置の性能向上
や迅速な問題解決のみに留まらず、お客様の高い期待に応え
ていくのが我らの使命です。SWATH® Acquisition等の革新的
な技術を通して、またはStatusScope® Remote Monitoring 
Serviceおよびフィールド・アプリケーション・スペシャリスト等
のサービスおよびサポートを通して、当社は長くお付き合い
いただいているパートナーの皆様にご満足いただけるよう努
力を続けてまいります。また、近年キャピラリー電気泳動や
LC-MSの使用が研究用から日常的なアプリケーション用へと
拡大するにつれ、これらの技術を始めて使用される新規のお
客様も増え始めています。当社では、このような流れを後押し
すべく、トレーニングおよびアプリケーション・サポートを通じ
て、課題に素早く対応でき、当社の装置を最大限に活用できる
ようお手伝いをしてまいります。

SCIEXの技術およびアプリケーションを継続的に発展させるに
は、お客様との協力が不可欠です。感度および特異性について
は、近年大幅に向上してきましたが、まだまだ改善の余地が十
分にあります。当社は、技術革新の加速を目標としており、そ
の目標を確実に達成するには、お客様の声に耳を傾けること
が極めて重要だと考えます。だからこそ、このSCIEX VISIONは
当社にとって非常に重要な成果の集大成です。お客様の成功
に敬意を表しつつ、分離および質量分析技術の革新的な開発
をご紹介します。

どうぞお楽しみください。

Inese Lowenstein
President of SCIEX 
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生物医学研究に貢献する
メタボロミクス研究
     BIOMEDICAL 
     RESEARCH

LACDRは、創薬開発のための優れた多くの専門分野にわたる研
究施設であり、メタボロミクスを重視しています。LACDRでは、
研究活動の一環として、SCIEX装置を使用したメタボロミクスの
プラットフォームを開発し、ハイスループット解析および幅広い種
類の様々な代謝物の解析を行っています。

Analy tical Biosciences部門は、創薬開発
の研究および教育の最先端機関であるオ
ランダのLeiden Academic Center for Drug 
Research（LACDR）内にあり、ここでAnalytical 
Biosciencesグループを率いるLACDR Systems 
Biomedicine and Pharmacology部門長であ
るThomas Hankemeier教授は、生体機能チッ
プを世界で初めて開発した会社（MIMETAS）
の共同創設者の一人でもあります。Analytical 
Biosciencesグループは、バイオマーカー発見の
ためのメタボロミクスに関して豊富な経験を持
ち、大規模コホート試験にも数多く参画してい
ます。Thomas Hankemeier教授は、「私たちの
グループでは、代謝物の測定を含む大規模試
験のための新しい技術と分析方法の開発に加
えて、メタボロミクスを小規模試験で評価でき
るよう取り組んでいます。これらの方法を臨床
サンプルの分析に適用すると同時に、独自の生
化学研究にも取り入れています」と述べており
ます。

さらに、「もともとは医学を学びたいと思って
いた私ですが、最終的には化学の道を選びま
した。その理由は、化学を学ぶことにより疾患
の背景にある機序を研究することができ、そ

れによってさらに有効な薬を開発できるとい
うことに気付いたからです。特に、血管障害に
関するメタボリックドライバーを理解すること
に興味を持っており、私たちのグループでは現
在、ライデン大学医療センターと協力して血管
不安定化または微小血管系の健全性消失の背
景にある科学の解明を行っています。血管の
不安定化を研究することで、初期認知症のバイ
オマーカーの発見が可能になると信じていま
す。このメタボロミクス研究は、エラスムス医
療センターで実施された大規模集団試験であ
るロッテルダム試験に貢献しており、そこで私
はトランスレーショナル疫学のMedical Delta 
ProfessorとしてCornelia van Duijn教授と密接
に連携しています。ロッテルダム試験では、数
千人の人々の健康状態を20年以上にわたって
追跡調査し、認知症およびその他の疾患の発
症と進行を調べています。私たちが研究を行っ
ているもう1つの神経変性疾患はパーキンソン
病です。パーキンソン病では、その症例の約
10%～15%がミトコンドリアの機能不全に起
因しています。私たちの目的は、この部分集団
を同定し、さらに疾患の原因を治療できる有効
な方法を開発することです」

LACDR、Systems Biomedicine and  
Pharmacology部門長

Thomas Hankemeier教授
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「現在実施しているあらゆるプロジェクトのサンプル数は、
試験デザインによりますが、数十または数百から最高数
千の範囲にあります。試験コホートが多様化すればするほ
ど、意味のある結果を入手するためにより多くのサンプル
を分析する必要があります。最終的には、ハイスループット
の臨床メタボロミクスおよびリピドミクスを提供したいと
考えており、質量分析が重要な役割を果たしております。
LC、GC、またCEを用いた質量分析が、私たちの主なプラッ
トフォームとなります」

「10年以上も前のことになりますが、私はSCIEX質量分析
計を使用したことがあり、そのおかげでSCIEXという会社
とその装置は既によく知っていました。
およそ3～4年前に、当時私たちが所有し
ていた質量分析計を完璧に補完できる、
SCIEXのTripleTOFシステムとQTRAPシ
ステムに興味を持ちました。そこで2台の
TripleTOF装置および2台のQTRAP装置を
購入し、SCIEXの協力を得て、メソッド開
発を行い、さらに、SCIEXのCE-MSを用い
新たな技術を開発中です」

「細胞の代謝は2D培養と3D培養で異なるのですが、このこ
とで、関連性がより高く代謝的に良好なin vitroモデルを提
供することができる、生体機能チップの開発に対して興味
がわきました。この分野でのトランスレーショナルリサー
チに取り組んでおり、我々の分析を最小化するきっかけと
なりました。QTRAPは優れた感度を提供するため、生体機
能チップモデルを使用して産生される低量の代謝物同定の
ためのターゲット法に理想的です」

「TripleTOFシステムは私たちのプロジェクトの多くに使
用されており、優れた性能を提供しています。TripleTOFシ
ステムは、ダイナミックレンジが広く非常に安定しており、
ラージスケールでの優れた代謝物定量を可能としていま
す。これは私たちの研究において非常に重要であり、ノン
ターゲットメタボロミクスのワークフローの開発、および
複雑でかつ多様なサンプルマトリックスの解析を行い、
SWATHデータ収集の可能性の検討を計画しています。ま
た現在、SCIEXのLipidyzer Platformの評価を行っており、
SCIEXと協力してこれらのアプリケーションをさらに発展
させることに興味を持っています」

「装置購入後のサービスおよびサポートは、装置の性能、
安定性および信頼性と同様に重要です。私たちが必要とす
るすべてのテクニカルサポートをSCIEXが提供しており、
様々なプロジェクトに向けた新しいプロトコールの迅速な
確立に非常に役立っています。私は、SCIEXとの協業に非
常に満足しています」とThomas Hankemeier教授は締めく
くっています。

「QTRAPは優れた感度を有し、生体機能チップモ
デルより産生された代微量の代謝物を同定する
ターゲット分析に理想的です」

LACDRに関するさらに詳しい情報は、  
www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-
researchをご参照ください。

SCIEX TripleTOF®システムに関するさらに詳しい情報は、 
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtof-systems/tripletof-systemsをご参照ください。

http://www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-research
http://www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-research
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems
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医療大麻
の規制

医療大麻は、カリフォルニア州において1990年代には合法化されていましたが、当時の規則は単に薬
物の使用を許可するだけのもので、その栽培、製造、輸送または品質保証についての規制はありませ
んでした。以後、法律が改正され品質保証試験が含まれるようになったため、現在ではCW Analytical 
Laboratories等の企業がSCIEXの装置を頼りに、この代替医薬品の安全性確保に努めています。

CW Analytical Laboratories
共同創設者
Robert Martin博士

今世紀への変わり目の直前に、カリフォル
ニア州は医療大麻の使用を許可する法律
を導入しました。しかし、この法律は単に
医薬品としての大麻の使用を許可するだ
けのもので、大麻の栽培は違法のままで
した。医療大麻市場から収益性の高い税
収を得て、かつ安全性を確保するために、
カリフォルニア州は、法の改正に乗り出し
ました。新しい法案は2015年に承認され、
2018年には施行される予定で、市販大麻
および大麻製品のための「トラック・アンド・
トレース」システム、ならびにその製造、表
示、梱包および品質保証の基準が確立さ
れます。

当初、カリフォルニア州における大麻試験
は大部分が有効性の同定を中心とするも
のであり、残留農薬の量はほとんど考慮
されていませんでした。そのことがきっか
けとなり、医療大麻製品の安全性を確保
するために、Robert Martin博士とJohn 
Oram博士は共同で、ISO認定大麻試験施
設であるCW Analytical Laboratoriesを
2009年に設立しました。Robert Martin
博士は、「私が医療大麻に興味を持つよ
うになったのは、癌や心臓障害等の重篤

な健康問題を抱える友人たちから、市販
されている大麻の品質に関して私が知っ
ていることを教えてほしいと尋ねられる
ようになったからです。微生物学者であ
る私は、医療大麻市場に関してあまり知
識を持っていなかったため、北カリフォル
ニアの薬局を何軒か回り、医療大麻の品
質について質問しました。返ってきた答え
の数々に私は不安を覚えました。という
のも、強調されていたのは品質ではなく、
もっぱら有効性のみだったからです。特
に、医療大麻が免疫障害を持つ患者に使
用される可能性が高いことを考えると、こ
のことは極めて深刻な問題であると考え、
CW Analytical Laboratoriesの設立に
至ったのです」と述べております。

さらに、「大麻市場は過去に規制されてい
なかったため、栽培者のための農薬使用
に関するガイダンスは存在しません。CW 
Analytical Laboratoriesは、リストされて
いる70種類の農薬のスクリーニングを行
わなくてはならず、高度な装置を利用でき
ない施設では、分析に必要とされる感度
が問題となる可能性があります。
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当社では2年ほど前にSCIEX Triple Quad装置（6500+およ
び3500）を使用し始めましたが、これらの装置のおかげで
あっという間に業界ナンバーワンの会社となることができ
ました。SCIEX装置の頑健性は素晴らしく、メンテナンスを
必要とせずに他のシステムよりも2～3倍長く稼働させるこ
とができ、品質および感度は市販されているどの装置より
も優れています。SCIEX装置の感度は、私たちが以前に使
用していたシステムよりも極めて高いため、以前気付けな
かった多数の夾雑物を新たに発見することができました。
その結果、検査室に持ち込まれる製品の約50%に何らか
の残留農薬が混在していることが分かり、本当に驚きまし
た！」

「現在当社では、任意検査として1ヵ月に約5,000サンプル
の検査を行っており、新しい法律が施行されるとその数が
著しく増加するものと期待されます。また同時に、検査の
ためのサンプリング、輸送、請求および保存の責任は栽培
者ではなく検査室が負うことになります。このため装置メー

カーとの良好な関係は必須であり、SCIEXには称賛以外の
言葉が見つかりません。SCIEXが提供するメソッドおよび
テクニカルサポートはとにかく素晴らしく、世界最高レベル
の科学者および装置を擁し、そのサービスは他の追従を許
さない素晴らしいものです。驚くほど迅速に専門家を派遣
してくれることも、当社の検査室の成功に大きく貢献して
います」とRobert Martin博士は締めくくっています。

CW Analytical Laboratoriesに関するさらに詳しい情報
は、www.cwanalytical.comをご参照ください。

SCIEX Triple Quad™ 6500+システムに関するさらに詳しい 
情報は、https://sciex.jp/products/mass-
spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-
6500-systemをご参照ください。

「頑健性は素晴らしく．．．品質および感度は市販されている 
どの装置よりも優れています」

http://www.cwanalytical.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
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感染および免疫に
新たな知見を提供する 
プロテオミクス

世界的に有名なオーストラリアのMonash Biomedicine Discovery Instituteでは、アレルギー、薬剤
過敏症および感染症に取り組む研究を続けるために、ヒトの免疫反応を理解することを重要視して
おります。同施設ではプロテオミクスデータを用い、免疫反応ターゲットの同定および抗原特異的な
治療薬の開発を行っており、ディスカバリーベースの研究およびそれに続くターゲット分析の両方に
おいて質量分析が活用されています。

メルボルンにあるオーストラリア最大のモナシュ大学
Biochemistry and Molecular Biology学部では、独立した
53名の研究室長と400名のスタッフおよび学生が活躍して
います。同学部は、癌、心臓病、発達と幹細胞、感染と免
疫、代謝性疾患と肥満および神経科学の6つのディスカバ
リー・プログラムで先駆的な研究を展開している、Monash 
Biomedicine Discovery Instituteの一部門です。感染と免
疫に携わるチームでは質量分析を大いに活用しており、免
疫プロテオミクス研究室長であるTony Purcell氏は次のよ
うに述べております。「本研究所における私の役割の1つ
は、プロテオミクスおよび低分子分析の両方において質量
分析を活用し研究を進めることです。私たちの研究グルー
プでは、質量分析装置を使用して、4つの主要研究分野に
おける多様なヒト疾患症例に関する免疫反応ターゲットの
同定を行っています」

「薬剤に対する致命的な免疫反応の背景にある機序を解
明すると同時に、関節リウマチおよび1型糖尿病のための
抗原特異的な治療薬を開発できればと考えています。ま
た、免疫腫瘍学の分野においてはネオエピトープの同定を
行う多数のプロジェクトを進めており、さらに免疫反応に
おける認識の重要なルールを理解しようとするための定
量プロテオミクスおよびペプチドミクスを使用した別の分
野の研究も行っています。多数の異なる専門分野の研究を
行うことで、様々な疾患に関する洞察を得ることができま
す。例えば、自己免疫に関する研究で得た知見が癌に直接
関連する可能性もあります」

「モナシュ大学に来て5年になりますが、このラボを立ち上
げる中で、現在2台のTripleTOF 6600システムおよび1台
のQTRAP 6500+システムを保有し稼働しています。すべて
の装置がほぼ24時間フル稼働しており、ディスカバリー研
究では、ナノフローを用い90分のグラジエントで、最大13
サンプルまで測定しています。私たちは、細胞培養、組織
生検サンプル、体液および組織等、あらゆる種類のサンプ
ルを扱っています。ディスカバリー研究で得られた知見と
疾患の関連を理解し、検出および測定されたものが特定
の疾患に関連していることを検証することが重要です。そ
のためには、TripleTOFによる高分解能MS/MSを使用する
ディスカバリーベースのワークフローからQTRAPによるさ
らに高感度分析に移行することがしばしば必要となりま
す。MRMは未だに定量分析におけるゴールドスタンダー
ドであり、私はQ3でのリニアイオントラップでフルスキャン
のMS/MSを行い、非常に高感度なMRM測定を行う方法
を常に愛用しており、この方法により正しいものを定量し
ているという絶対的な確信を得ております。最適化された
MRMを備えたQTRAPは、存在量の少ないペプチドの定量
方法として最も高感度で信頼性が高い方法です。おそらく
このプラットフォームに移行したことで、検出限界を1桁改
善できているのではないかと思います」

「私たちはProteinPilotのようなプログラムを使用して、de 
novoシーケンシングとスタンダードシーケンシングを組み
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Monash Biomedicine Discovery Institute
免疫プロテオミクス研究室長
Tony Purcell氏

「最適化されたMRMを備えたQTRAPは、微量なペプ
チドの定量方法として最も高感度で信頼性が高い方法
です．．．」

「私たちはProteinPilotのようなプログラムを使用して、de 
novoシーケンシングとスタンダードシーケンシングを組み
合わせる場合が多く、それによって正確に多数の異なるア
ミノ酸置換等の修飾を検索することを実現しております。
私たちは翻訳後修飾された抗原に強い関心を持っており、
特定の疾患状態において、これらの修飾のいくつかが発生
する可能性が高いということが分かっています。また、ソフ
トウェアを使用することで、より関連性の高い検索データ
を得ることができます。ProteinPilotはヌクレオチドの多型
を考慮に入れており、免疫
腫瘍学アプリケーションの
ための最もパワフルなア
ルゴリズムの1つです。腫
瘍ネオエピトープの検索で
は、深度の高いRNAシーク
エンスデータを必要とせ
ずに検索し、従来法と同等
のプロテオゲノミクス研究
を行っております。」

「私たちは、免疫ペプチドの研究にSWATH® Acquisitionを
利用した先駆的研究室の1つでもあり、極めて関連性の高
い多数のヒト白血球抗原アレルに関する免疫ペプチドの定
量法についての論文1を発表しています。私たちの研究室
で最良のMRMアッセイを使用しても3,000のペプチドの
良好な定量を行うことは困難であるため、SWATHは本当
に有用です。さらにSWATHを使用して病原体相互作用の
研究も行っており、データを深掘し、極めて反応性の高い
因子の解明およびウイルスや抗原の発現研究を行っていま
す2。ウイスルが初期免疫反応を妨害するメカニズムを理
解するためにSWATHが役立っています」

「私は16年来のSCIEXカスタマーですが、SCIEXチームとの
良好な関係が大変役立っています。以前SCIEXのラボを訪
ねる機会があり、新しく発売される装置の性能評価を行っ
ているところを見ました。各装置により達成される同定数

の増加および作成されるデータの品質にはいつも感心して
います。今後も、OneOmics分野でSCIEXと協力することを
楽しみにしています。クラウドをベースとした最近のソフト
開発からすると、数年後にはその利用が爆発的に増加する
ものと考えています」

Monash Biomedicine Discovery Instituteに関するさ
らに詳しい情報は、www.monash.edu/discovery-
instituteをご参照ください。

SCIEX QTRAP® 6500+に関するさらに詳しい情報は、
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtrap_systems/qtrap-6500-systemをご参照くださ
い。

1. Schittenhelm, RB et al. Human Leukocyte Antigen (HLA) 
B27 Allotype-Specific Binding and Candidate Arthritogenic 
Peptides Revealed through Heuristic Clustering of Data-
independent Acquisition Mass Spectrometry (DIA-MS) Data. 
Mol Cell Proteomics, 2016, 15(6), 1867-1876.
2. Croft, NP et al. Simultaneous Quantification of Viral 
Antigen Expression Kinetics Using Data-Independent (DIA) 
Mass Spectrometry. Mol Cell Proteomics, 2015, 14(5), 1361-
1372.

http://www.monash.edu/discovery-institute
http://www.monash.edu/discovery-institute
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/qtrap-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/qtrap-6500-system
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クリニカルバイオアナリシスにおける

新しい知見
LC-MSは長い間、低分子バイオアナリシスの第一選択肢
として臨床試験をサポートしてきましたが、現在では、従
来のELISA法よりも多くの情報を提供できることから、バ
イオ医薬品の開発においてもその使用が広がりつつあり
ます。オランダにあるPRA Health Sciencesの欧州施設
では、信頼性の高いSCIEX装置を使用した幅広い臨床試
験のためのLC-MS法を開発しています。

PRA Health Sciencesは、臨床薬開発のあらゆるス
テージに豊富な経験を有する、世界トップクラスのグ
ローバルCROです。臨床試験を安全に成功させるた
めには、ラボの効果的なサポートが極めて重要であ
り、同社は第1相試験および第2相試験をサポートす
るための包括的な分析サービスを提供しています。
迅速で効率的かつ再現性の高い分析法の開発がこ
のサービスでは最も重要であるため、多くのアプリ
ケーションにおいてLC-MSが第一選択肢となってい
ます。オランダのアッセンにある同社のBioanalytical 
Laboratory、LC-MS Science部門に所属する博士課
程学生であるPeter Bults氏は、PRAのメソッド開発に
ついて次のように述べております。「新しいプロジェ
クトごとに、測定対象物質として候補薬物を受け取
り、場合によっては前臨床研究からのアッセイ法も同
時に受け取ります。化合物の化学的特性をすべて把
握した上で、クロマトグラフィーのプロトコール開発
およびMSメソッドの設定を開始します。その後、タン
パク質沈殿、液液抽出および固相抽出等のサンプル
調製法の選択を検討し、安定性および選択性試験を
いくつか実行して、安定化剤または抗酸化剤の添加
等、特別なサンプルの前処理を必要とする問題が存
在するかを確認します。FDAおよび／またはEMEAガ
イダンスに従った基準を達成し、かつ事前検証を実
施した後、結果について顧客と協議を行います。すべ
ての条件を満たした後、私たちのラボで開発したメ
ソッドを通常のバイオアナリシスチームに移管し、測
定のための検証を再度行います。」

「メソッド開発においては、臨床試験のデザインを考
慮に入れることも重要です。大量のサンプル出検が
予想される場合には、測定時間を最短にすることを
目標としますが、小規模の試験またはサンプルが少
ない場合には、測定時間の短縮はあまり重要ではあ
りません。ただ、試験のサイズに関わらず測定時間が
比較的短くなるようにしており、通常1回のインジェ
クションで2分～6分としていますが、私たちのラボ
が年間数百から数千のサンプル分析を依頼されてい
るためです。臨床試験が行われている医療機関で採
集された血漿、尿および血清サンプルを主として取
り扱い、日中に通常サンプル調製を行い、オーバーナ
イトで分析を実行して、翌朝に結果を処理するとい
うサイクルを繰り返しています。このようにオーバー
ナイトの分析を可能にするためには、信頼性および
安定性の高いMS装置が必要となるため、この分析
にはSCIEX Triple Quadシステムを独占的に使用して
います。当社はAPI 4000、Triple Quad 5000、Triple 
Quad 5500およびTriple Quad 6500を所有してお
り、これらの装置を熟知しています。システムの頑健
性は驚くほど素晴らしく、操作も簡単で、多忙な環
境において重視すべき特長がいずれも備わっている
と言えます。SCIEXとの有効な関係は、当社のスルー
プットを考えると極めて重要です」

PRA Health Sciences
LC-MS Science部門
Peter Bults氏
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「私たちは元来、低分子医薬品を分析対象としてきました
が、この10年の間にバイオ製剤の分析依頼が大きく増加し
てきたため、4～5年前からはタンパク質定量にMSを基盤
としたサービスも提供し始めました。多くの試験では未だ
にELISAが第一選択肢とされることが多いですが、代替ま
たは確認試験用としてMSを用いることが増加してきてお
り、ある一定期間における体内でのタンパク質の寿命に関
するより多くの構造的情報を提供しています。この情報は
医薬品のバイオアベイラビリティの同定または代謝の理解
に役立つ可能性があるため、近年、高分解能MSを用いた
新たな可能性を検討し始めました」

「これは私の博士課程研究の一環であり、近くのGroningen
大学にSCIEXから貸与されているTripleTOF 6600システム
を使用しています。トリプル四重極システムの方がわずかに
高い絶対感度を提供することが知られていますが、この高
分解能システムではエクストラクションウィンドウを、見た
い質量に合わせて
より具体的に設定
することが可能で
す。このためバック
グラウンドのノイズ
および妨害物質を
除去することがで
き、シグナル強度お
よび感度を向上さ
せることに役立ち
ます。現在、この手法を用い、あるタンパク質に由来する3
種類のペプチドを分析し、かつTriple TOFシステムの感度を
PRAのトリプル四重極システムの感度と比較しています。」

「高分解能MSがメソッド開発として有用な方法とされる、
もう1つの特長は、各インジェクションにおいてすべての
MRMトランジションから全データを取得できることです。
このため、仮にQ3トランジションに何らかの問題（例えば、
極めて高いバックグラウンドノイズや妨害）が生じたとして
も、単にデータに戻って異なるトランジションを見るだけで
問題が解決します。トリプル四重極システムにおいて妨害
が生じた場合は、ほとんど最初に戻って異なるMRMトラン
ジションを選択し、実験を再実行しなければならない可能
性があることを考えると、これはメソッド開発の大幅な時
間短縮になる可能性があります。このことは非常に興味深
い点であり、PRAにおけるメソッド開発サービスの一環とし
て高分解能MSを導入することを現在検討中です」

PRA Health Sciencesに関するさらに詳しい情報は、
www.prahs.comをご参照ください。

SCIEX Triple TOF® 6600に関するさらに詳しい情報は、
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-
systemをご参照ください。

「システムの頑健性は驚くほど素晴らしく、操作
も簡単で、多忙な環境において重視すべき特長が
いずれも備わっていると言えます」

http://www.prahs.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
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質量分析を利用した

汚染との
闘い

環境汚染や食の安全といった、健康リスクに関する問題は世界的に喫緊の課題であり、現在世界中の
多くの研究課題の基盤となっています。公立鳥取環境大学の環境学部では、様々なのプロジェクトに
SCIEXの質量分析計を使用し、環境および食品サンプル中の物質の検出および定量を行っています。

鳥取市にある公立鳥取環境大学は、「環境」という語を名
前に含む日本で唯一の公立大学です。同大学は、その教育
概念である「自然環境と共生する社会の構築に貢献できる
人材の育成」を目指し、教育および研究活動を行っていま
す。環境学部では、山本敦史先生が質量分析を日常的に使
用して環境汚染および食品汚染に関する分析を行っていま
す。

「日本では20～30年前に環境ホルモンが深刻な問題とな
り、私が環境汚染に関する研究を始めたのはその頃のこ

とです」と山本先生は説明しています。「当初、環境汚染の
事例の多くは、大規模工場等で、その汚染源が明確であっ
たため、原因を同定し対策を講じることは比較的容易でし
た。おかげで近年、そのような明確な環境汚染は低減しま
したが、最近では私たちの生活により身近な製品に由来す
る汚染がより大きく注目されるようになってきました。日常
生活に関連した物質、例えば洗剤、食品添加物および医薬
品等が環境サンプル中に検出されています。これらの物質
の起源は多様で多岐にわたり、それらを同定して対策を講
じることは容易ではありません」

公立鳥取環境大学
環境学部　准教授
山本敦史先生
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山本先生の研究室ではさらに最近、食の安全に関する分析
も開始しました。「私たちの研究室では残留農薬等、食品
中の汚染物質の検出を行っており、さらにプラスチックか
らの溶出物の研究も開始しました。食品および飲料の容器
およびパッケージからは様々な物質が溶出する可能性があ
るため、これが食品安全に対する大きな問題になっていま
す。これらの物質のほとんどは、これまで化学的に同定さ
れておらず、このようなタイプの研究では質量分析がその
威力を発揮します。現在、私た
ちは、政府の食品安全委員会
からの資金援助を受けた研究
を行っています。その研究で
はペットボトル中に保存され
たサンプル等、多くの物質を
測定しています。様々な企業
がペットボトルを製造してい
ますので、試験用に様々なボ
トルを入手し、それらに水また
は食料品に似せた溶液を充填
して最長1年まで保存した後に分析を行っています。通常数
百種類のサンプルを分析しています」と山本先生は語って
います。

続けて、「私たちはこの15年間、SCIEX API 2000を使用し
て分析を行ってきました。装置の安定性および頑健性は素
晴らしく、この装置を使用してこれまで数多くの論文を発
表することができました。現在、私たちが行っている研究
の多くは、微量な汚染物質の検出および同定を必要とする
ため、1年程前からSCIEX X500Rも使用し始め、その高い
性能を大いに活用する一方で、同時にその他の研究および
教育プロジェクトにはAPI 2000を使用しています。いずれ
の装置も操作が容易で、ソフトウェアは非常に洗練されて
います。ソフトウェアの使用性が悪いと、サンプル数が増え
るにつれて必然的に時間が浪費されてしまうため、洗練さ
れたソフトウェアは重要です」

「SCIEXのサービススタッフとは常に良好な信頼関係を維
持しており、新しいタイプの分析を可能にする新しい質量
分析装置および新技術には常に注意を払っています。しか
し、製品を選択するにあたり、技術と性能以外で最も重要
な因子の1つは、サポートスタッフが有用なインプットとア
ドバイスを必要とする時に提供してくれる、ということで
す」と山本先生は締めくくっています。

公立鳥取環境大学に関するさらに詳しい情報は、www.
kankyo-u.ac.jpをご参照ください。

SCIEX QTOFシステムに関するさらに詳しい情報は、
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtof-systemsをご参照ください。

「．．．製品を選択するにあたり、技術と性能以外で最も重
要な因子の1つは、サポートスタッフが有用なインプットと
アドバイスを必要とする時に提供してくれる、という認識
ができることです」

http://www.kankyo-u.ac.jp
http://www.kankyo-u.ac.jp
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems
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相補的な
     分析法

Acceleron Pharmaでは、創薬プログラムの初期段階の一環として、
バイオ製剤候補の有効性を詳細に理解するために、従来のイムノ
アッセイと同時に質量分析を活用しています。TripleTOF® 6600シス
テムを活用して、同社ではTGF-βおよび関連タンパク質を基盤とした
幅広い種類の治療薬を開発しています。

マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を置くバイオ医
薬品企業であるAcceleron Pharmaでは、細胞の増殖およ
び修復に関与し、生物学的にターゲットが幅広いTGF-β
タンパクのスーパーファミリ―に着目し新しい治療薬の開
発に重点を置いています。同社は開発初期から後期の臨
床試験まで、医薬品開発のすべての領域に携わっており、
Bioanalytical DevelopmentチームのSushmit Maitra氏は
次のように述べております。「当社のパイプラインはTGF-
βシグナル伝達経路に与える影響に重点を置いたものと
なっており、多数の重症疾患および希少疾患に適用してま
す。当社は、適用疾患の特定を開発初期段階から後期臨
床試験に至るまでのすべてに関与しており、主要開発品目
であるluspaterceptに関しては現在、慢性貧血、ならびに
骨髄異形成症候群およびベータサラセミアに関連する合
併症の治療を目的とした第3相試験を実施しております。
Bioanalytical部門内の我々のグループは創薬プロセスにお
ける中間地点付近に位置し、動物モデルにおけるバイオ医
薬品開発候補物質の薬物動態の解明に焦点を当てていま
す」

イムノアッセイ法はバイオ医薬品開発の基盤であり、バイ

オ医薬品開発候補の有効性をモニターするための特異的
なデータを取得できます。しかし、高度な質量分析システ
ムの開発およびデータ非依存型の分析法により、今では
MSがイムノアッセイと同等の評価ができる分析法となっ
てきています。Sushmit Maitra氏は続けて、「長年にわた
り、タンパク質をベースとした治療薬の研究においては、
イムノアッセイ法が第一選択肢であり、良好な特異性を提
供し、その感度は日々進歩してきました。しかし、ELISA等
の方法では、夾雑物を排除し、正確な結果を導き出すため
に、標的分子およびサンプルに特異的な高品質の抗体を開
発する必要があります。これに対して、質量分析は極めて一
般的な試薬を使用し、必要な特異性を担保することが可能
です。これはアッセイ開発の観点からは極めて魅力的な特
長であり、新たなターゲット分子に迅速かつ容易に対応で
きる、実質上「プラグ・アンド・プレイ」の方法を構築するこ
とができます。MSワークフローにおける現在の問題点は、
ほとんどの生体マトリックスを分析する前に前処理が必要
とされ作業が煩雑なことです。そのため、私たちのグルー
プでは、イムノアッセイとMSを並行して使用することで、in 
vivo特性試験においてより多くの知見を入手すること進め
ております。」

Acceleron Pharma
Bioanalytical Developmentチーム
Sushmit Maitra氏



15

「私たちのMSを用いた取り組みは始まったばかりで、MS
システムの選択時にメソッド開発が重要な留意事項とな
ります。この種の解析においては、SCIEX Triple Quadシ
ステムが業界のスタンダードのようですが、トリプル四重
極システムの多くの利点に柔軟性が付加された装置を使
用した方が、アッセイ開発を簡素化できるのではないかと
考え、私たちは四重極飛行時
間型（Q-TOF）装置の導入を希
望しました。幸いなことに、い
ずれの技術においても新しい
アッセイ開発の留意点が極め
て類似しているため、日常的な
スクリーニングのために、アッ
セイを一方のシステムから他
方のシステムに移行させるこ
とは容易です。私たちがSCIEX 
TripleTOF 6600システムを選
択した理由は、このプラット
フォームが高分解能と定量フル
スキャンの実行能力の両方をバランスよく提供してくれる
からです。さらに、このシステムでは、後にトリプル四重極
装置に移行させるメソッドの開発に必須であることが明確
なMRM-HRも可能であり、将来マルチプレックス化を次の
レベルに持っていく際にはSWATH®Acquisitionを利用す
るオプションも提供されます。TripleTOFシステムのもう1つ
の利点は、他の人が使用するメソッドを容易に作成および
保存できることです。これによって毎日のシステムの操作
が簡略化され、例えラボ内でイムノアッセイとMSに関する
知識にばらつきがあったとしても、ユーザーがサンプル分
析を行うためにMSの複雑な技術を理解する必要はありま
せん。MultiQuantソフトウェアに関しても同様で、MSの専
門家にならなくても、問題なく正確に分析を実行すること
ができます」

「現在、定量分析の大部分をTOF/MSを用いたフルスキャン
データの取得から始め、マトリックス関連の干渉が生じた
時にのみMRM-HRを使用しています。この方法は、どのペ
プチドが十分な選択性を持つか、どのペプチドが良好なシ
グナルを与えるか等、包括的なデータを取得でき、MS/MS
およびMRMメソッドを構築するための基礎となります。こ

の取り組みを始めてまだ間もない
ですが、ELISAと同等のスループッ
トおよび簡便性を提供できるMS
ワークフローの開発を目標として
います。簡便性と感度に関して、
ELISA法を超えることは難しく、
MSが完全にイムノアッセイに置
き換わるとは思いませんが、イム
ノアッセイとは異なる情報を取得
することができます。例えば、治
療薬のin vivo修飾や代謝を理解
するために重要な、構造データを
取得することが可能です。私たち

の目的は、異なる利点を供与できる相補的なメソッドを構
築することであり、どちらの方法がより優れているかとい
うことは問題ではなく、解決しようとしている問題に対して
どの技術が最も適切であるかということが重要なのです」
とSushmit Maitra氏は締めくくっています。

Acceleron Pharmaに関するさらに詳しい情報は、www.
acceleronpharma.comをご参照ください。

SCIEX TripleTOF 6600システムに関するさらに詳しい情報
は、https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-
systemをご参照ください。

「トリプル四重極システムの
多くの利点に柔軟性が付加
されており、分析法開発を簡
素化できます」

http://www.acceleronpharma.com
http://www.acceleronpharma.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600-system
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迅速で正確な微量薬物分析および爆発物検出は法執行機関にとって極めて重要です。Mass Spec 
Analyticalはタンデム質量分析計への迅速なサンプル導入を専門とする英国の企業であり、サンプル
の調製および分離のステップを排除することにより、時間単位ではなく秒単位での結果取得を可能に
しています。

微量薬物分析および爆発物検出には特殊な要件があり、
質量分析に対する従来のアプローチではその要件を常に
満たすことはできません。サンプル調製を行った後でガス
クロマトグラフィまたは液体クロマトグラフィを実行する
ことは、研究目的には理想的ですがこういった時間のかか
る処理は公共の安全に関わる場合、重要な決断を遅らせ
てしまう可能性があり、こういった難しい状況で微量薬物
分析に求められる高スループットの需要に対応することに
苦心しています。これらの分野においては、結果を短時間
で取得することが必要条件であり、Mass Spec Analytical 
（MSA）はそのことを熟知しています。

同社は1994年に英国のブリストルで設立され、法化学ソ
リューションの認定供給機関として、何千件もの訴訟のた

めに微量物質の検出および証拠の検証を行っています。同
社の共同創設者でScientific DirectorのRichard Sleeman
氏は次のように説明しています。「当社のビジネスは2本の
矢にたとえられます。1本は英国、または海外の法執行機関
への微量薬物分析および爆発物検出に関するサービスの
提供、そしてもう1本は質量分析計のための特注のサンプ
ル導入ユニットの構築です。私の共同創設者のJohn Luke
氏は、主にSCIEXの機器用となるフロントエンドシステムの
機能を構築しています。スワブサンプルは熱脱離／大気圧
化学イオン化（TD/APCI）を使用して質量分析計に導入さ
れ、サンプルのクリーンアップなしで、微量薬物および爆発
物の同定が迅速に行われます。

Mass Spec Analytical
Scienti�c Director
Richard Sleeman氏

迅速検出
瞬時に結果を取得する
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当社には、長年にわたって進化し続けてきた、様々な質量
分析技術―GC-MSシステムおよびLC-MSシステムにおけ
る、シングル四重極から現在主流となっているMS/MSまで
―の豊富な使用経験があります。SCIEXのカタログにある
製品を長年にわたり使用してきましたが、いずれの装置も
使用が容易で非常に頑健です」

「当社の行っている微量薬物分析では、複数サンプルを迅
速に検査できることが重要です。多数の検査を非常に短
時間に行うことができれば、例えば、1枚の布上で薬物分
布の全体像をより明確に把握することが可能となり、微量
薬物が偶発的なものか否かに関して、より確実な情報に基
づいた評価が行えます。ま
た、紙幣の汚染に関する検
査も多数行っており、紙幣
を比較して対比させるこ
とが可能となっています。
私たちは最近、Mult iple 
Reac t ion Moni tor ing
（MRM）を使用して50種
類の異なる薬物を同時に
検出するバルク薬物分析
技術に関する文献1を発表
しました。MRM-MSによ
り、ほとんどの薬物を十分
に検出することができ、サンプル中に含まれている薬物に
ついてわずか数秒で把握することができます。これとは対
照的に、従来のGC-MSでは同様の操作に最長1時間は必要
です」

「当社には、SCIEX API 2000装置を基盤として構築した多
数の爆発物検出器があります。建物から人々を非難させる
べきか否かというような重要な判断が、サンプル分析に基
づいて行われるため、ぶつけたり落としたり、縁石に乗り上
げたりする衝撃に耐えることのできる信頼性の高い質量分
析計を所有していることは重要です。また、検出限界がナノ
グラム以下で作業を行う場合も多いため、信頼性と同時に
感度も非常に重要です。要人の集まるイベントや公共の場
の近くで爆発物を検出した場合には、検出された化合物の

同定に確信が必要です。そこにあるべきではない物質を検
出したという絶対的な確信がない限り、大きなイベントを
キャンセルしたくはないですが、分析結果を確認するため
の2度目のチャンスは与えられません」

「私とSCIEXの関係は、私がブリティッシュ・エアロスペース
（BAE）で働いていた頃―SCIEXがトロントの小さな企業
だった当時―に始まり、それ以来SCIEXの装置を使用し続
けています。SCIEXの装置は当社が求める種類の仕事に適
した装置であり、ウォリントンおよびトロントのチームと強
固な関係を保っています。当社のユニットと質量分析計の
間のインターフェース開発に向けたSCIEXからのインプッ

トに感謝していますし、質
量分析計の限界を広げる
私たちと協力することを
SCIEXも評価してくれてい
るのではないかと私は思
います。私たちの協力は双
方向的なものであり、今後
も長く続いていくと考え
ています。現在の当社の可
動式検出システムはMRM
を基盤としたものですが、
統合型X500R QTOF装置
の高性能と高精度を利用

した、さらに用途の広い新規バージョンの開発を計画して
います。このプロジェクトには大きな期待を寄せており、
SWATH Acquisitionの利点の検討を進めていくことを楽し
みにしています」

Mass Spec Analyticalに関するさらに詳しい情報は、 
www.msaltd.co.ukをご参照ください。

SCIEX X500R QTOFシステムに関するさらに詳しい情報は、 
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-
systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-systemを
ご参照ください。

1. Fletcher CM, Sleeman R. Rapid identification of seized controlled 
substances and related compounds by tandem mass spectrometry 
without chromatography. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2016, 
30, 908-916.

「SCIEXのカタログにある製品を長
年にわたり使用してきましたが、い
ずれの装置も使用が容易で非常に
頑健です」

http://www.msaltd.co.uk
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system
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世界規模の

シークエンシング
    サービスを提供

質量分析は現在、バイオマーカー発見や診断スクリー
ニングから食の安全にかかわる分析まで、幅広い分野
で重要な役割を果たしています。Beijing Genomics 
InstituteではMSと最新のソフトウェア開発を組み合わ
せ、その専門知識を利用して、オーダーメードのシーク
エンシングサービスおよび充実したサンプル比較ライブ
ラリーにより世界中の研究をサポートしています。

Beijing Genomics Institute（BGI）は、1990年にヒトゲノ
ム計画をサポートするために設立され、その後世界規模の
シークエンシングサービスを行う企業へと発展し、現在は
中国各地の9つの異なる機関と15の研究所を統括していま
す。BGIの共同創設者の1人であり、同社取締役のSiqi Liu氏
は次のように述べております。「当社の本社は香港近郊の
シェンチェンにあり、北京、香港、武漢および天津を含む中
国内の多くの主要都市に支所があります。BGIには2つの
部門があり、その1つは営利目的のビジネスです。もう1つは
非営利目的の研究機関です。当社は世界中にメタゲノミク
スおよびプロテオミクスのシークエンシングサービスを提
供すると同時に、農業、食品科学、バイオマーカー探索お
よびメタゲノミクスなどの分野における基礎研究を実施し
ており、これらがビジネスにつながっています」

「LC-MSは当社の使用している主要な装置技術であり、私
は質量分析センター長として、ラボを管理しております。
現在、すべての支所を含めて当社には、昨年購入した数台
のTriple Quadシステムを含め約30台のMSがあります。何
故、私がSCIEXの装置を選択したかというと、Ph.D.時代に
初めて使用して以来、長年にわたりSCIEXのTriple Quadシ
ステムを活用しており、同システムの安定性が非常に高い
ことを良く知っております。また、当社のスタッフは、SCIEX
の装置が非常に高い再現性を有し、操作およびキャリブ
レーションが容易であることを高く評価しています。また、
SCIEXの技術者が提供してくれる優れたサポートにも感
謝しています。ペプチドおよび低分子化合物の定量には、
SCIEX Triple Quadが最良の装置であると私は思います。
私たちの行う定量分析の多くでは、尿や血漿等の生体サン
プルを扱うことが主ですが、癌、消化管細胞、およびその
他の組織サンプルも同時に扱っています。私たちはバイオ
マーカーおよび疾患メカニズムを探索しており、再現性の
高いシステムを活用することにより、サンプル間の直接比
較が可能となっています。1台の装置をプロファイリング分
析に使用しもう1台をターゲット定量に使用することで、探
索・検証を一挙に行い100種類を超えるペプチドに関して
非常に正確なデータを取得することに成功しています」

「約8年前にSCIEXがQTOFテクノロジーを開発した時に、
最初にプロテオミクス解析のためにQTOF装置を購入した
のは当社でした。Triple TOF 5600+システムは、非常に速い
スキャン速度と極めて良好な感度が組み合わされた非常に
優れたシステムであり、タンパク質分析において強度の高
いペプチドシグナルを生成することができます。

Beijing Genomics Institute
共同創設者
Siqi Liu氏
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当社はデータ非依存型MS/MSスペクトル取得法（Data 
Independent Acquisit ion: DIA)でデーターを取得
した最初のラボでもあり、Triple TOF 6600のための
SWATH®Acquisitionソフトウェア開発に関わるSCIEXチー
ムとの共同研究を行いました。当社ではこれらの装置を多
成分一斉分析に使用しており、現在約600の血漿タンパク
質サンプルの検出および個別の組織サンプルまたは細胞
培養サンプル中の6,000を超えるタンパク質を同定するこ
とが可能です」

「今後の展開としては、大規模な個別プロテオームのシー
クエンシング開発に取り組んでおります。データ非依存型
MS/MSスペクトル取得法（Data Independent Acquisition: 
DIA)を使用すれば、数百あるいは数千のサンプルを含む方
法を開発することができる可能性があります。すでに中国
各地の患者からの数千の腫瘍サンプルを測定する研究プ
ロジェクトを開始しており、最終的にはサンプルの定量・
比較をサービスとして提供することが可能になります。当
社が迅速に拡大させようとしているもう1つの分野は、疾
患マーカーとして数種の脂質および糖質の同定および定量
を可能にする、ターゲットメタボロミクスにおけるMSの使
用です。将来がどのようなものであろうとも、SCIEXとその
質量分析計がそこにあることは間違いありません」

BGIに関するさらに詳しい情報は、www.bgi.com/
globalをご参照ください。

SCIEX Triple Quad™システムに関するさらに詳しい情報
は、https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
triple-quad-systemsをご参照ください。

「ペプチドおよび低分子化合物の定
量には、SCIEX TRIPLE QUADが最良
の装置であると私は思います」

http://www.bgi.com/global
http://www.bgi.com/global
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems
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メタボロームの
解明

カナダのTMICは、メタボロミクス分野の国際的リーダーであり、世界中のラボで使用されているツールとリソース
を提供しています。同センターは、バイオ医薬品研究から栄養素および環境に関する検査まで、幅広い試験をサ
ポートするために、メタボロミクスに関するプロファイリングおよびスクリーニングのサービスを提供しており、日
常的検査および研究のいずれにおいてもSCIEX QTRAP®システムを大いに活用しています。

カナダのThe Metabolomics Innovation Center（TMIC）
は連邦資金により運営されているメタボロミクス研究の
ための中核施設です。アルバータ大学Biological Sciences 
and Computing Science学科のDavid Wishart教授をリー
ダーとする同施設は多様な装置および人員を擁し、動物、
植物および昆虫に取り込まれた化合物の代謝経路および
代謝物の影響と運命を理解することを目的とした、幅広
い種類の研究を行っています。生体サンプル中の2,000種
類を超える化合物を同定するために、2,600万ドルを超え
る資金を投入してデザインされたTMICの最先端の施設に
は、定量MS分析を行うための多数のSCIEX QTRAP装置
も導入されています。David Wishart教授は次のように述
べております。「TMICはカナダ全土に配置された複数の 
「ノード」から構成されており、その大部分がここアルバー
タ大学にあります。私たちは、GC-MS、LC-MS、CE-MSお

よびICP-MS等、MSを基盤とした幅広い種類の分析法、
ならびにNMRを使用して、多数の異なる分析物、サンプル
型、およびサンプル容量の分析を行っています。1年間に
カナダおよび米国全土から送られてきた5,000～10,000
サンプルを分析し、多数の国際研究から依頼を受けた分
析も同時に行っています。代謝物の定量アッセイにおいて
は、SCIEX QTRAP装置が私たちの「主力」装置であり、当
センターに大きく貢献しています」

「最初にQTRAPシステムを選択したのは約10年前になりま
す。私はそれまでに様々なメーカーのMS装置を活用してい
ましたが、NMR分光を用いた分析をしてきたものとして、
MS装置の繊細さは驚きでした。装置の稼働した時間と同じ
長さの時間を修理に費やさなければならなかったのです。

アルバータ大学
Biological Sciences and Computing Science学科
David Wishart教授
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それとは対照的に、SCIEX QTRAPは非常に頑健で、ほと
んど休みなく稼働させても最小限のメンテナンスしか必要
としません。外部クライアントにサービスを提供する中核
施設では、このような信頼性は極めて重要です。QTRAPシ
リーズの装置は極めてコンパクトでもあり、まさにベンチ
トップシステムとして容易にラボ内に設置することができ
ます。また、市販のメタボロミクスアッセイがQTRAPシステ
ム用に構築されていることからも、QTRAPの選択は理にか
なっていると言えます」

「現在TMIC全体では6台の
QTRAPシステムを所有し
ており、私のラボにはその
うちの2台の4000 QTRAP
システムが配備されてお
り、定量サンプル分析のほ
ぼ半分を行っております。
私たちは市販のキットと自
分たちで開発したアッセイ
を組み合わせて使用して
おり、同一メーカーの同一
テクノロジーを基盤とした装置を多数所有することの利点
の1つは、複数のラボ間でアッセイおよびプロトコールのト
レースが容易に行えることです。さらなる簡略化を図るた
めに、独自のアッセイキットを多数開発し、SCIEXの直感で
理解できるソフトウェアと組み合わせることで、TMIC内の
あらゆるノードにおいて同一アッセイの実行が非常に容易
に行えるようにしています。私たちの施設は大学内にある
ため、当然研究者がかなり頻繁に入れ替わりますので、こ
れは特に有用であり、新しく参画した研究者による操作の
効率的な習得が容易であることが重要です」

「プロファイリングを行うべきサンプルが外部から多数送
られてくるため、4000 QTRAP装置は2台ともフル稼働して
います。そこで最近、QTRAP 5500システムを1台購入し、
分析能力を高めると同時に、装置を研究に使用する時間
を増やしています。さらに、このシステムを使用して脂質分
析を行うことを考えています。脂質はメタボロミクスにお
いて中心的な役割を果たしていますが、その同定および定
量は非常に複雑です。この分野においてSCIEXが最近開発

したLipidyzer Platformお
よび多数の関連プロトコー
ルは、脂質の分析に非常に
有用です。この課題に関し
てSCIEXチームと非常に前
向きな話し合いを幾度も
行い、脂質分析により焦点
を当てたことが、QTRAP 
550 0を選択した主な理
由の1つです」とD a v i d 
Wishart教授は締めくくっ
ています。

TMICに関するさらに詳しい情報は、 
www.metabolomicscentre.caをご参照ください。

SCIEX QTRAPシステムに関するさらに詳しい情報は、
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtrap_systemsをご参照ください。

「代謝物の定量アッセイにおいて
は、SCIEX QTRAP装置が私たちの
「主力」装置であり、当センターに
大きく貢献しています」

http://www.metabolomicscentre.ca
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems


TLR International LaboratoriesはPeterson Control Union 
Groupの一員であり、約40年前に石炭の分析を専門とす
る小規模なラボとして設立されました。同社は（バイオ）燃
料の分析を継続する一方で、幅広い種類の分析サービスを
ロッテルダムにある近代的な施設から食品業界に提供す
るために事業を拡大および多角化させ、今日では原料、食
品および飼料の品質と安全性を守るための「ワンストップ・
ショップ」となっています。同社では、最先端の装置を使用
して、栄養成分評価のための基本的な化学メソッドから、マ
イコトキシン、農薬、ジオキシンおよびメラミン等の残留物
や混入物質の検出のためのより複雑なプロトコールまで、
様々な分析を行っています。また化学分析のみでなく、遺伝
子組み換え生物およびサルモネラ菌や大腸菌等の病原菌
の同定のため、顕微鏡法、従来の微生物試験法、およびリ
アルタイムPCR法での試験・分析も行われています。

ラボラトリーマネージャーのNiels Martha博士は、混入物
質分析に重点的に取り組んでおり、質量分析の導入により
向上したTLRの生産性に関して次のように説明しています。
「私たちのラボでは約120名が働いており、その約3分の
1の従業員が混入物質分析に従事しています。通常、1日に
400～500サンプルに関する混入物質分析を行っており、
高い精度と感度が必要とされます。そのためには感度の
高い分析計を使用する必要があるため、約4年前にSCIEX 
Triple Quad 5500システムを導入しました」

Niels Marth氏は続けて述べています。「この5500システム
と私たちが以前に使用していた装置には顕著な差がありま
す。感度のみならず、アッセイの速度および頑健性も大きく
向上し、大きな衝撃を受けました。以前は分析の信頼性が
あまり高くなかったため、スタッフは装置のメンテナンスに
長時間費やすことを余儀なくされ、その間はシステムを使
用することができず、サンプルの分析が行えませんでした。
しかし、5500システムではそのような問題はなく、速度、感

度および頑健性がすべて向上したことにより、私たちの分
析メソッドが著しく改善されました。私たち以上にお客様
も満足しており、より幅広い分析メソッドを提供すること
が可能となりました。その結果、分析の依頼が増え、装置
への投資が迅速に回収されたことから、追加システムへの
さらなる投資が可能になりました」

「Triple Quad装置をもう1台購入した後、イオントラッ
プであるQTRAP 5500を導入し、multiple stage mass 
spectrometry（MSn）の実行が可能となりました。これに
より、さらに困難な分析（例えば、アレルゲンやマイコト
キシン）をMS3により分析することが可能となり、Triple 
Quadでは取得することのできない貴重な情報を入手でき
るようになりました。しかし、Triple Quadは引き続きラボ
の主戦力であるため、その後3台目のTriple Quad装置を購
入しました。特別な手法が必要とされない限りメソッドが
どの装置上でも実行できるように設定すると共に、このよ
うに異なる技術にも投資することで、ラボの柔軟性を最大
限に高めることができます」
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安全性の

保証
質量分析は、食品/飼料の品質および安全性の保証に極めて重要な役割を果たします。そのことがオランダ
にある食品/飼料の安全性検査所TLR International Laboratoriesで明確に示されており、様々なトリプル四
重極装置、イオントラップ装置および飛行時間型装置が導入されています。

TLR International Laboratories
ラボラトリーマネージャー
Niels Martha博士
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「食品の分析には、非常に多様で困難なマトリック
スの問題が含まれます。SCIEX装置の極めて高い感
度のおかげで、以前には不可能であった低濃度まで
サンプルを希釈することができるため、分析対象物
の検出を犠牲にすることなく、サンプルの前処理を排
除しマトリックスによる妨害を低減させる「希釈直打
ち法（dilute and shoot）」を適用することができま
す。その結果、分析の品質および頑健性が向上してい
ます。例えば、農薬の分析においては、生産性が2倍
に向上しています。様々な化合物を含むサンプル（正
イオン化に適した化合物と負イオン化に適した化合
物の両方を含むサンプル）の分析は、以前は困難で
あったため、それぞれ正イオン化と負イオン化メソッ
ドを使用して2回の分析が必要でした。SCIEX装置で
は、その切り替え時間
の速さが非常に役に
立ち、正イオン化と負
イオン化との間のメ
ソッド内切り替えが可
能となり、2つのメソッ
ドを1つに組み込むこ
とによりスループット
が改善しました」

「さらに最近、飛行時
間型装置であるX500R QTOFのワークフローへの組
み込みを評価しました。X500Rは、特定化合物の存
在確認のためにコンピューターによる解析を行うこ
とが可能な高分解能装置で、分子式および分子量の
情報を使用して、オンラインデータベースとの照合に
よる初期サンプルスクリーニングが行えます。研究課
題に対して回答が迅速に得られ、同定が可能な化合
物であり、日常的なトリプル四重極分析法への移行
が可能な化合物を判断し、市販の標準品を購入せず
に異なるプリカーサイオンの検索または代謝プロファ
イリングを行うことができます。また、この装置のさ
らに大きな利点はSWATH Acquisitionが行えること

であり、この分析では特定のMRMトランジションを
モニターするのではなく、すべてのサンプルデータ
が取得されます。このため、例えば、以前のスクリー
ニングには含まれていなかった農薬の分析をお客様
から依頼された場合等にも、その追加化合物に関す
る振り返り分析(レトロスペクティブ分析)を行うこと
ができる柔軟性が与えられます。これは、これまでの
あらゆるメソッド開発プラットフォームよりも優れて
いると思います」

「私たちはSCIEXと良好な関係を築いており、この良
好なパートナーシップの成功には多くの理由がありま
す。装置の優れたスピードと感度により分析の品質
が向上することで、私たちのお客様の利益にもなり、

また我々にも新たな分
析メソッドを導入する
機会が得られました。
その結果、ラボにはさ
らに多くの分析依頼が
寄せられるようになり
ました。SCIEXは私た
ちのラボに積極的に
協力してくれており、
特にメソッド開発スペ
シャリストの専門知識

は非常に役立っています」とNiels Martha博士は締め
くくっています。

TLR International Laboratoriesに関するさらに詳し
い情報は、www.tlr-international.com/enをご参照
ください。

SCIEX X500Rに関するさらに詳しい情報は、
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-
systemをご参照ください。

「SCIEXは私たちのラボに積極的に協
力してくれており、特にメソッド開発ス
ペシャリストの専門知識は非常に役
立っています」

http://www.tlr-international.com/en
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system
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生涯の

パートナー

世界中の研究室が分析目標を達成するために、高機能装置を頼り
としております。装置供給者との強い関係を構築することが、効果
的なワークフローを確立して、研究室を成功させるための鍵になり
ます。SCIEXと中国のWuXi AppTec Groupの間に確立された共生
パートナーシップを紹介します。

WuXi AppTec Groupは、2000年にスタッフ4名の研究室
として誕生しました。現在は世界をリードする、医薬品、バ
イオ医薬品および医療機器をサポートするCROに成長し、
世界各地で16,000人を超える社員が働いています。同社
は、完全に統合されたサービスおよび技術プラットフォー
ムを通して3,000を超えるパートナーと協働しています。
WuXi AppTecは当初、ディスカバリーケミストリーに焦点
を置いていましたが、以後の多角化によりバイオアナリシ
ス、DMPK/ADME、ゲノミクス、臨床研究および規制サー
ビスをはじめとする多くの部門に多様化しています。

WuXi AppTecでは、多くの異なる部門で質量分析が使用
されており、多数の装置が設置されているDMPK部門で
は、ハイスループットのin vitroおよびin vivo検査の需要を
満たすために短い分析時間と非常に迅速なサンプル処理
が必要とされています。バイオアナリシスGLP試験、前臨
床毒性試験および臨床バイオアナリシス等、その他のサー
ビスを、上海、蘇州および南京等の施設で行われていま
す。さらに、同社には、QTOF装置を使用し急速に成長して
いる大規模なバイオ医薬品部門、ならびに候補化合物のin 
vitroおよびin vivoハイスループットスクリーニングおよび
評価を行っている低分子化合物部門もあります。

WuXi AppTec
Analytical Support 
and Instrumentation 
Management本部長
Xiangju Jiang氏
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医薬品分野に携わる他の多くの研究室と同様に、WuXi 
AppTecではSCIEX質量分析計が多数導入されています。
その大部分はTriple Quadシステムで、SCIEXとの関係は、
何年も前に米国で始まった関係を基盤として築き上げて
られてきたものです。WuXi AppTecのAnalytical Support 
and Instrumentation Management本部長であるXiangju 
Jiang氏は次のように説明しています。「私とSCIEXの関係
は、私が米国でSCIEXのTriple Quad装置を使用して仕事を
していた1990年代後半に始まりました。その後、私は米国
内で、大きな開発業務受託機関（CRO）に移りました。そこ
では100台を超えるSCIEXシステム（多くはTriple Quadで、
数台はQTOFシステム）を所有しており、私は、米国、英国
および中国を含む世界中に
その会社が所有している装
置の管理責任者となりまし
た」

Xiangju Jiang氏は続けて説
明しています。「2012年に、
私は中国に戻り上海のWuXi 
AppTecに入り、当社が所有
する装置の管理責任者とし
てサポートも提供していま
す。米国にいた頃から私はSCIEXを良く知っており、中国
に戻ってからもその関係を維持し、私とSCIEXの長い関係
およびWuXi AppTecとSCIEXとの緊密なパートナーシップ
をさらに発展させています。当社にはすでに多数のSCIEX
システムが導入されており、上海、蘇州、南京および米国
で現在合わせて100台以上の装置を所有しており、装置の
ポートフォリオは拡大し続けています。昨年は上海の研究
室に約20台の装置を購入し、今年もすでに10台以上購入し
ています」

「多くの製薬会社は、前臨床試験および臨床試験をCRO
に受託することが増えており、並外れたMS分析能力は、
WuXi AppTecの急速な成長に大きく貢献しています。製
薬企業は、すべてを自社で行えるリソースを備えています
が、その分野の専門知識と整った設備を持つCROを利用す

ることで、スピードと品質を向上させるのと同時にコスト
も削減できるということに気付き、また当社が十分な装置
とサンプル処理能力を有していることも理解しています。
さらに、お客様のプロジェクトを期日通りまたは期日前に、
より低価格で完了させることができれば、さらにビジネス
の機会が広がっていきます」

「効率を最大限に高めるために、当社では質量分析計を毎
日24時間フル稼働させています。新たなプロジェクトが
加わり、処理能力を増大させる必要が生じた場合には、
SCIEXからさらに装置を購入しています。当社内には、オン
サイトの社内サポートグループがあり、ダウンタイムを確

実に最小限に抑えるよう
にしていますが、さらに
サービス契約をすべて
の装置につけ日常的な
メンテナンスとテクニカ
ルサポートを利用できる
ようにしています。また、
SCIEXのチームはアプリ
ケーション開発のために
いつでも私たちに協力し
てくれています。私たちが

助力を必要とする時には、アプリケーションのスペシャリス
トを派遣してくれ、一緒に問題解決に取り組んでくれます。
また、当社のエンジニアの何人かはSCIEXを訪問して装置
のトレーニングを受けています。SCIEXは素晴らしい仕事
をこなす会社で、その援助とサポートは信頼できるもので
す。私たちの協力関係は極めて良好なものです」とXiangju 
Jiang氏は締めくくっています。

WuXi AppTecに関するさらに詳しい情報は、 
www.wuxiapptec.comをご参照ください。

SCIEX Triple Quad™システムに関するさらに詳しい情報
は、https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
triple-quad-systemsをご参照ください。

「SCIEXは素晴らしい仕事をこなす
会社であり、その援助とサポートは
信頼できるものです」

http://www.wuxiapptec.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems
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液体クロマトグラフィーは確立された技術ですが、分離、感度およ
びマトリックス干渉という問題のために代替法が必要になる場合が
あります。幸いなことに、多くの場合、キャピラリー電気泳動を代替
法として使用することにより、分離および感度を向上させることが
できます。

キャピラリー電気泳動（CE）では、荷電した化合物または
極性化合物が、そのサイズおよび／または電荷により分離
され、特に液体クロマトグラフィー（LC）で十分な感度また
は分離が得られない場合に、独自の利点を提供することが
できます。EMEAのSCIEXアプリケーションスペシャリスト
であるChristopher Lößner氏は次のように説明していま
す。「私の主なお客様はバイオ医薬品企業なのですが、多く
のバイオ医薬品企業では特定のアプリケーションへのLC適
用に問題を抱えている場合があります。例えば、非常に大
きなペプチドはLCカラムにくっついてきれいに分離できな
くなる可能性があります。このような場合、CEにより問題
が解決される可能性があり、その他にもたとえば質量が同
一の異性体ペプチドの分離等、LCでは不可能な分離が可
能となります」

「SCIEX CESI 8000 Plusシステムでは、CEとエレクトロス
プレーイオン化（ESI）が単一のダイナミックなプロセスに

統合されています。このユニークなシステムは独立したCE
装置としても使用することが可能であるとともに、質量分
析計と直接接続させることも可能で、従来のLC-MSには
ない多くの利点を提供し、特に感度の点で優れています。
CESIは、わずか10～20 nL/min（高流速LCの数mL/min.ま
たは数µL/min.という流速、またはナノLCシステムの200
～300 nL/min.という流速よりも低流速）の流速で操作で
きるため、イオン化がより効率的になり、イオンサプレッ
ションが低減されます。また、SCIEX CESI 8000 Plusでは、
市販の他のCE-MSシステムとは異なり、スプレー化の過
程でサンプルが希釈されることはありません。システムは
Direct Infusionモードでも使用することができます。600 
nLのキャピラリー全体に標準物質を充填して、試験条件下
で単一ピークではなく継続的な分析種シグナルを得ること
ができ、MSの最適化に非常に有用です。これにより、シス
テム最適化のためのMSパラメーター操作が非常に容易に
なります」

          CESI:  

価値ある代替法
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「お客様の仕事に協力することで、実際のアプリケーション
におけるCESIの可能性を知ることができます。例えば、最
近、ある農薬会社のお客様は、植物サンプル中の微量のト
リフルオロ酢酸（TFA）の検出が標準的なLC条件では困難
であることから、CESIの使用を決断されました。ピークが
見えただけであれだけ喜ばれたお客様にはこれまでお会
いしたことがありません！本システムを非常に感度の高い
SCIEX QTRAPシステムと組み合わせることにより、このお
客様は今ではサンプル中の極めて微量のTFAを確実にモニ
ターできるようになっています。
もう1つの最近の経験では、保存条件がモノクローナル抗
体に与える影響を調べるために、異なる温度およびpH条件
下で経時的解析を行っているお客様がいました。CESIを使
用することで、トリプシン消化等の高価なサンプル処理や
分取を必要とせずに、分離されたピークの強度変化を観察
することが可能となり、pHお
よび温度の経時的な影響を明
らかにすることができました。
インタクトタンパク質の単一
ピークのみを与えるLC-MSで
は、このような解析は不可能
です。糖タンパク質の分離も
CESIがその真価を発揮できる
分野であり、確立されたLC法
に匹敵する結果を、迅速かつ
容易に入手することができて
います」

「CESI 8000 Plusが、等電点電気泳動法、グリカン分析お
よび分子量決定等のアプリケーション用の独立した装置と
して使用でき、さらに質量分析計にも連結させることがで
きるという特長は、お客様に好評です。この汎用性は、コン
パクトかつ非常に頑健であり、移動が容易であるという特
長が反映されたもので、システムをMS装置間またはラボ間
で移動させる際にも、これらの特長が高く評価されていま
す。さらに、本システムは他メーカーの様々なMSシステム

とも連結できるという、さらなる柔軟性を備えており、ナノ
LCとCESIアプリケーションの切り替えはわずか30分で行え
ます」

「全体として、SCIEX CESI 8000 PlusはLCに代わる汎用性
のあるシステムとして、様々なアプリケーションに使用する
ことができ、最適化および感度（ppbまで）を向上させ、以
前には不可能であった分離を達成させることができます。 
「プラグ・アンド・プレイ」のカートリッジの使用により容易
に利用できる本システムは、ナノフロー分離への可能性を
広げてくれます。MSの結果を改善するためのオプション
は、LC条件の最適化だけではなく、CESIも強力な代替法と
して利用できるということをぜひ覚えておいてください」

キャピラリー電気泳動に関するさらに詳しい情報は、
www.sciex.com/ce-features-and-benefitsをご参照
ください。

SCIEX CESI 8000 Plusに関するさらに詳しい情報は、 
https://sciex.jp/products/capillary-
electrophoresis-instruments/cesi-8000-plus-
high-performance-separation-esi-ms-module 
をご参照ください。

「MSの結果を改善するためのオプションは、LC条件の
最適化だけではなく、CESIも強力な代替法として利用で
きるということをぜひ覚えておいてください」

SCIEX Separations EMEA
Applications Specialist Separations
Christopher Lößner氏

http://www.sciex.com/ce-features-and-benefits
https://sciex.jp/products/capillary-electrophoresis-instruments/cesi-8000-plus-high-performance-separation-esi-ms-module
https://sciex.jp/products/capillary-electrophoresis-instruments/cesi-8000-plus-high-performance-separation-esi-ms-module
https://sciex.jp/products/capillary-electrophoresis-instruments/cesi-8000-plus-high-performance-separation-esi-ms-module
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カスタマーサポートへの 
さらに
総合的な 
アプローチ

予期しない装置のダウンタイムまたは信頼性の低い結果は期限の不履行、仕事の滞りおよび金銭的な損益に
つながる可能性があるため、迅速で効果的なアプリケーションサポートおよびエンジニアリングサポートは、
多くのMSアプリケーションにおいて極めて重要です。新しく設置されたField Service Application Specialist
（FSAS）チームは、北米における同様の取り組みの成功を基に、欧州全体のSCIEXのお客様にさらに包括的な
初期対応をご提供することを目指しています。英国のFSASであるEmma Hudson氏がこの新しいアプローチ
の利点を次のように説明しています。

私たちのFSASチームは設置されてまだ日が浅いですが、
お客様への訪問を必要とするトラブルシューティング問題
に対する「初期対応」の担当者となることが最終的な目的
です。この欧州全体のチームは、現在フランス、イタリア、
ドイツおよび英国をカバーしており、間もなく他の多くの
国々にも拡大する予定です。チームは、MSラボでの勤務経
験を有する元フィールドサービスエンジニアで構成されて
います。FSASはフィールドサービスエンジニアとしてのハー
ドウェアに関する知識およびお客様のアプリケーションに
関する理解の両方を持ち合わせているため、装置関連の問
題でもアプリケーション関連の問題でも、より多くの問題
を初回訪問で解決することができます。その結果、例えば、
アプリケーションスペシャリストが測定条件設定の問題を
解決するためにお客様を訪問したところ、サービスエンジ
ニアの訪問を必要とするハードウェアの問題であったこと
が判明したというような状況を回避することができます。
FSASとして、私たちはこのギャップを埋めることができる
ため、ハードウェアとアプリケーションに関する問題の多く
を直ちに解決してお客様のプロジェクトを迅速に復帰させ
ることができます。

チームメンバーの多くは、自身が元SCIEXの顧客であった
ため、お客様のアプリケーションや忙しいラボのプレッ
シャーを十分に理解しています。メンバーのバックグラウン
ドはそれぞれ少しずつ異なりますが、全員がラボを離れた
後に追加されたアプリケーションや新たに導入されたソフ
トウェアプログラムに関して高度なトレーニングを受けて

いますので、現在のラボのワークフローおよび技術を非常
に良く理解しています。このため、お客様のラボを訪ねた
時に、お客様が達成しようとされていることが良く理解で
き、ハードウェア、ソフトウェア、またはたとえクロマトグラ
フィーに関する問題でも、何が最善の対策であるかを理解
することができます。

今後は、新規のお客様に対する初期設置および装置習熟
のお役に立てるようになりたいと考えています。私たちの
ラボにおける経験を活かせば、現在提供している基本的な
トレーニングを強化し、お客様独自のアプリケーションお
よびワークフローに合致した装置のセットアップを可能に
するため、すぐにプロジェクトを始めることができます。

SCIEX Serviceに関するさらに詳しい情報は、https://
sciex.jp/servicesをご参照ください。

SCIEX
Field Service Application Specialist

Emma Hudson氏

https://sciex.jp/services
https://sciex.jp/services
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対応から

予防へSCIEX
Service EMEAIシニア・ディレクター
Rainer Kabouya氏

予期せぬダウンタイムと装置の故障は、高サンプルスループットを必要とするCROやその他
のラボに多大な損失をもたらす可能性があり、装置が稼働不可能になると収益の低下は免
れません。幸いなことに、SCIEXのStatusScope® Remote Monitoring Serviceのおかげで
現状は大きく変化してきており、潜在的な問題を未然に防いで稼働時間を最大限に高める
ことが可能となっています。Service EMEAIシニア・ディレクターのRainer Kabouya氏は次
のように説明してします。

SCIEXではカスタマーサービスに常に全力で取り組んでい
ますが、あまりに長い間、装置のメンテナンスは対応型の
プロセスのままでした。ヘルスケアの分野において、治療
的ソリューションと並行した予防介入へのシフトが起こって
いる今、お客様にも同様のサービスが提供されるべきだと
当社は考えます。当社が提供する最良のサービスは、発生
した問題に対処するだけではなく問題の発生を予防するこ
とで、稼働時間を最大にし、ダウンタイムを予期しないもの
ではなく、計画可能なもの（例えば、システムにクリーニン
グが必要な時、メンテナンスの実施時）とすることです。す
べてStatusScope Remote Monitoring Serviceは、まさに
そのためのソリューションであり、このサービスがすでに多
くのお客様のお役に立てていることは喜ばしい限りです。

StatusScope Remote Monitoring Serviceはお客様の
SCIEX装置を安全なサーバーに接続し、SCIEX Technical 
Assistance Centerによる装置のリアルタイムでのモニタ
リングを可能とします。操作パラメーターが許容範囲を超
えた場合には、SCIEXがお客様にお知らせし、問題解決の
ためにリモートサポートを提供または事前の部品注文を行
い、サービスエンジニアを派遣します。現在、これらのケー
スの半数以上はリモートサポートにより解決することが可
能です。

多くのお客様にとって、やはりセキュリティーが主な不安材
料となっています。SCIEXはIoTに関して業界トップのPTC 
Corporationと提携し、同社のAxeda Machine Cloudプ

ラットフォームを使用して、エンドツーエンド暗号化によ
る433接続のポートを介した一方向コミュニケーション
を提供することでデータの安全を確保しています。また、
StatusScope Remote Monitoring Serviceは技術的なパラ
メーター情報のみをモニターして取り込むため、お客様の
機密データの安全性は完全に守られます。

しかし、StatusScope Remote Monitoring Serviceは単な
るサービスツールではありません。ラボの責任者は、複数の
施設の装置をスマートフォンやタブレットを使用して、いつ
でもモニターすることができ、また装置の最新スペクトル
を見ることができるため、サンプルの実行を確実に成功さ
せることができます。さらに、サンプルが予想通りに処理さ
れていないことが分かれば、自宅からでも簡単にシステム
を停止させることができます。そして、最後の利点として、
スループット、生産性および装置サービスの履歴等の詳細
を示す様々なレポートを入手することができるため、より
豊富な情報に基づいた戦略および投資判断に役立てるこ
とが可能です。

StatusScope Remote Monitoring Serviceに関するさらに 
詳しい情報は、https://sciex.jp/services/statusscope-
remote-monitoringをご参照ください。

https://sciex.jp/services/statusscope-remote-monitoring
https://sciex.jp/services/statusscope-remote-monitoring
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SCIEX 6500+シリーズ

IonDrive™およびSelexION®+イオンモビリティテクノロ
ジーを搭載したSCIEX 6500+シリーズは、優れた感度と高
い性能を併せ持ち、複雑なマトリックス中でも信頼性の高
い安定した結果を提供します。

Triple Quad™ 6500+システムには、高性能のHigh Energy 
Detector+が利用されています。検出エリアの向上、高圧電
源およびフロートデザインにより性能が著しく改善した結
果、正負の両モードでイオン化する困難な分析物の定量限
界を引き下げると同時に、モード間の切り替えの改善によ
り1回のインジェクションでより多くの化合物の定量が可
能となっています。

QTRAP™ 6500+システムは定量に必要なMRM感度を
提供し、基本的なトリプル四重極装置aと比較して、フルス
キャン感度は100倍向上しています。高バックグラウンドま
たは妨害物質の共溶出により標準的なMRM定量が困難
な場合にも、QTRAP™ 6500+システムは前世代のQTRAP
テクノロジーaよりも2倍速いMRM3スキャンを可能とし、分
析速度の増大と選択性の向上を同時に実現しています。自
動化されたMRM3メソッド構築スクリプトによりパラメー
ター定義が容易になり、スループットを向上させるための
迅速で再現性のある方法が提供されます。

さらに詳しい情報は、 
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/
qtrap_systems/qtrap-6500-systemおよびhttps://
sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-
quad-systems/triple-quad-6500-systemを 
ご参照ください。

a SCIEX 6500+ Series Mass Spectrometers, RUO-MKT-03-2517-A 
8/2015, p10.

X-シリーズ QTOFシステム

高分解能、高精度のX-シリーズ QTOFシステムは、高ス
ループット分析ラボ専用にデザインされたシステムです。
この超小型で使いやすいシステムは、標準的なインタク
ト質量の分析をスピードアップさせ、ポイント・アンド・ク
リックの分かりやすいインターフェースによる迅速で簡単
なワークフローの設定を可能にしています。従来の情報依
存型取得（IDA）法に加えて、データ非依存型のSWATH® 
Acquisitionを使用して包括的でバイアスのないデータセッ
トの取得も行えます。

X500Bは、標準的なバイオ製剤の特性解析用にデザイン
されており、分析容量の増大、ワークフローの単純化およ
びスループットの加速に役立ちます。小型で頑健かつ信頼
性の高い装置とパワフルで直感的なソフトの組み合わせ
で、一貫性のある精密なバイオ医薬品の特性解析が行え 
ます。

X500Rは、食品、環境および法医学試験における未知化合
物の日常的なスクリーニングを簡略化させます。分かりや
すいワークフロー、頑健なハードウェア、直感的な操作お
よびエンドツーエンドのバランスの取れた性能により、複
雑なマトリックスまたは大きなサンプルバッチからでも、
非常に信頼性の高い結果を得ることができます。X500R
は、お客様が必要とするすべてのツールをご提供します。

さらに詳しい情報は、https://sciex.jp/products/
mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-
systemsをご参照ください。
 

どんなアプリケーションにも
最適なSCIEXソリューションが 
あります

https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/qtrap-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/qtrap-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-6500-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems
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あらゆる科学分野の発展において、質量分析技術が果たす
役割が不可欠である、とSCIEXは認識しています。そんな質
量分析装置を作り続けることを誇りに感じながら、お客様に
も、装置を楽しんでご利用いただけることを願っています。
それが、SCIEXスピリットです。

そんなSCIEXスピリットを拡げていきたく、このたび、お客様
のラボで、SCIEXの質量分析装置が活躍している1シーンを
募集いたします。写真とともに、質量分析が皆様にとってど
んなパートナーであるかをお書き添えください。

独創的な作品は、次号のSCIEX VISIONに掲載予定です。
皆様のご応募をお待ちしております！
応募写真はvision@sciex.com宛にお送りください。

　　 SCIEXのすべての最新ニュースおよびイメージは、 
ツイッターで@SCIEXnewsをフォローしてください。

応募者は、写真を送付した時点で、SCIEXが応募写真を応募者へのさらなる通告なし
にSCIEX Journalおよび他の書類に無償かつ世界的な規模で使用する非独占的権利を
永久的に所有することに同意したものとみなします。

みなさまのラボで、とっておきの質量分析シーンを
ご紹介ください。

SWATH® Acquisition

SWATH® Acquisitionは、SCIEX QTOF装
置のユーザーが利用できる、独自のデータ
非依存型（DIA）テクノロジーで、複雑な

サンプル中における分析物の同定および定量のための主
要なMS取得法の1つとして、その利用が急速に広がってい
ます。SWATH® Acquisitionは、サンプル中における事実
上検出可能なすべての化合物の包括的な検出および定量
を可能とする唯一のDIA法であり（MS/MSALL）、結果の
信頼性を高め、重要な化合物を見逃してしまう危険性を事
実上排除します。

SWATH® Acquisitionは、検出可能なすべてのピークに関す
るMSおよびMS/MSの取得を可能とし、バイアスのない包
括的なデータセットを提供することにより、抜群のデータ
完全性を提供します。このため、完全なデジタルアーカイブ
を構築することができ、将来追加の検討が必要になった場
合には、遡及的なデータ解析を行うことができます。新た
な情報または疑問が生じた場合には、サンプルデータを見
直して再精査することができるため、サンプルの保存、再
抽出およびMS分析の繰り返しの必要がありません。

さらに詳しい情報は、https://sciex.jp/technology/
swath-acquisitionをご参照ください。

https://sciex.jp/technology/swath-acquisition
https://sciex.jp/technology/swath-acquisition
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