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質量分析法が提供し得る独自の情報と洞察が進み、現在、質量分析の分野

は目覚ましい発展を遂げています。MSは、多方面の課題において斬新な

アプローチを生み出す原動力となり、従来のLC-MS市場とはかけ離れた

領域でも新たな分野を開拓しています。今回のSCIEX VISIONでは、法医

学および毒性学から医薬品開発、さらにはバイオマーカー解析まで、MS

の懐の深さと幅広さをご紹介します。

ここ数年の間に、「オミックス」、特にプロテオミクス、メタボロミクスおよび

リピドミクスの分野における質量分析法の使用が急激な進歩を遂げてい

ます。本冊子にも、基礎生物学の理解を深めるために、世界中でSCIEX 

MS装置およびキャピラリー電気泳動システムがいかに多様な方法で使用

されているか、また、それがいかに疾患の新たな理解につながるかを示す

内容が含まれています。

当社のX-シリーズQTOFシステムに代表される、頑健で使いやすい、ルー

チン検査用にデザインされたMS装置により、パワフルな技術へのアクセ

スも改善されてきています。例えば、多数のサンプルを扱うことが日常と

なっている環境試験は、この技術の恩恵を受けている分野の一つで、そ

のことは IDEA-CSICで行われている研究からも理解できます（4～ 5

ページ）。

創薬や技術開発など、従来の市場での継続的な成長とも相まって、MS分

野の未来は明るいと考えられます。SCIEXは、装置およびソフトウェアから

サービスまで、当社のお客様のワークフローを多方面でサポートできると

いう恵まれた立場を活かし、お客様の課題解決のお手伝いをさせていただ

きます。

SCIEX VISION第 3号をどうぞお楽しみください。

Joseph Fox

Senior Vice President of Global Sales and Service 
SCIEX
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環境問題
　　　に対処する  

環境分析に携わるスペインの科学者たちは、高分解能質量分析法の利点を

活かして、農薬や医薬品など水中に含まれる新たな汚染物質を調査し、それ

らの化合物の動向、分布、除去を研究しています。さらに、規制当局による法

律更新の可能性を視野に入れ、入手したデータを使用して、生物相および環

境一般への潜在的リスクの呈示を行っています。

新たに出現した環境水中汚染物質である、農薬および

医薬品等は、植物および動物いずれの生命に対しても

潜在的リスクを有しています。バルセロナのスペイン

科学研究高等会議（CSIC）の Institute of Environmental 

Assessment and Water Research（IDAEA）の環境

化学部門の水・土壌品質研究グループでは、この環境

研究の重要な領域に焦点を置いています。

IDAEA-CSICの研究教授であり、バルセロナ近郊のジ

ローナにあるCatalan Institute for Water Research

（ICRA）の部長でもあるDamià Barceló教授は次のよ

うに説明しています。「私たちの主な関心領域は、環境

水中の汚染物質およびそれらが環境に与える影響、例

えば河川中の魚やその他の微生物に対する影響の研

究です。その対象には、殺虫剤 2,4-Dや 2,4,5-Tなど

長年にわたり使用されてきた物質と新しく市場に導入

された物質の両方が含まれます。」

Damià Barceló教授はさらに続けて、「エンジニア、水

生生物専門家、微生物学者および化学者から構成され

る私たちの学際的チームは、最新のモニタリングを行

うことにより、現行の法律には含まれない新たな汚染

物質を調べています。これらの研究には、ガイドライン

や法律を更新するために究極的にこれらの研究結果に

依存する、様々な規制機関や水道局の代表者も参加す

る、利害関係者モデル型のアプローチを採用していま

す。基本的には、私たちが質量分析法を使用して汚染

物質の同定および定量を行い、その環境影響の可能性

のリスク評価を行って、その結果を全関係機関に伝達

し、状況を十分に理解してもらいます。このように知識

を共有することで、特定の化学物質を既存の法的デー

タベースに追加する必要があるかどうかを判断するこ

とが可能となります。」

「私たちの研究の約 80%は大陸水、すなわち河川お

よび湖からの水に重点を置いたものですが、海洋研究

もいくらか行っています。

通常、私たちはエブロ川等のスペインの川の水を自分

たちで採集して解析していますが、欧州共同研究に参

加して、スロベニア、クロアチアからボスニア・ヘルツェ

ゴビナの国境に沿ってセルビアに流れるサバ川、イタリ

アのアディジェ川およびギリシャのエウロタス川の研

究も行っています。

これらの共同研究では、サンプルが他の国々の研究者

から私たちに送られてきます。

さらに、私たちの研究室ではいくつかの曝露実験も

行っており、ナノ材料やマイクロプラスチック等の潜在

的な環境リスクを確立するために、生態毒性を調査し

ています。」

IDAEA-CSIC研究教授
Catalan Institute for Water Research部長

Damià Barceló氏
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環境問題
　　　に対処する  

「すべての分析の最初のステップはサンプル調製です。魚や土壌堆

積物等の固体サンプルを調べる場合には、均質化とそれに続く加圧

液体抽出が必要になります。MS分析用に水サンプルを調製するた

めには通常固相抽出法を使用しますが、これはオンラインでもオフラ

インでも行えます。必要とされる浄化の程度は水源によって異なり、

排水は飲料水よりも徹底した精製を必要とします。MS感度は近年

飛躍的に向上しており、現在の装置は 1リットル当たり数ナノグラム

という低レベルの汚染物質を十分に検出できる感度を備えているた

め、20年前には 1リットルものサンプルを必要としていたのと比較

して、現在ではわずか 5～ 10ミリリットルのサンプ

ルを解析するだけで十分です。」

「私たちの研究室は、Triple QuadおよびQTRAPを

含む多数のSCIEX装置を所有しており、最新装置と

してX500R QTOF Systemを購入しました。

X500Rの大きな利点は、高分解能機器として、精密

質量測定を実行できることです。この装置は、多くの

未知化合物や代謝物の同定を必要とする、私たちの

研究にとって極めて貴重な存在です。この装置のもう一つの大きな

利点であるSWATH Acquisitionは、データ非依存型の取得技術で

あり、新化学物質のノンターゲット分析において非常にパワフルな

ツールとなります。私たちの研究室にX500Rを導入してから約

18ヵ月になりますが、使い慣れたSCIEXソフトウェアのおかげで、こ

のシステムへの既存のメソッドの適用を比較的迅速に行うことがで

きました。これらのメソッドを必要に応じてさらに発展させて、新たな

化合物を組み込んでいく予定です。私たちの目標は同一のランでで

きる限り多くの化合物を解析することであり、1回のランで 75～

100の化合物を解析することを目指しています。」

「私たちの研究室では現在X500Rを、欧州でホットな話題となって

いる農業用に再利用される排水中の医薬品の定性および定量分析

に主に使用していますが、その性能は良好です。

この結果に非常に満足した私たちは、他の試験においてもこの装

置の可能性をさらに検討していく予定です。MS技術は近年大きな

発展を遂げており、X500Rはその市場の中でも優位性のある装置

です。この新世代のQTOFが研究生活をより快適なものにしてく

れていると私は思います。」とDamià Barceló教授は締めくくって

います。

Institute of Environmental Assessment and Water Researchの詳細
については、こちらをご参照ください。
www.idaea.csic.es

SCIEX X500R QTOFシステムの詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system

「X500Rは、多くの未知化合物や代謝物の

同定を必要とする、私たちの研究にとって

極めて貴重な存在です。」

http://www.idaea.csic.es
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


食品メタボロームの
　　  探求
トランスレーショナルニュートリションでは、植物の成長、収穫、保

管、輸送および消費を通して発生する変化、ならびにこれらの変化

がヒトまたは動物の健康に与える影響を探求します。

ノースカロライナ州にあるPlants for Human Health Institute

のトランスレーショナルニュートリション部門で准教授を務める

Colin Kay博士は、このエキサイティングな新しい領域の探求に

携わり、様々な食品中に見出されるファイトケミカルの研究を行

い、それらの化合物を微生物バイオシグネチャーおよび食品メタ

ボロームと結びつけています。

Plants for Human Health Institute
トランスレーショナルニュートリション部門　准教授
Colin Kay博士

ヒトの循環系中に見出されるファイトケミカル代謝物の大多数が、腸

内の微生物によって引き起こされる変化に関連していることが明らか

になってきています。大きなファイトケミカルは多くの場合、30種類

以上の小さな代謝物に分解されますが、多くの食品源には数十種類か

ら数百種類のファイトケミカルが含まれているため、代謝物の数は膨

大となる可能性があります。Colin Kay博士が研究を進めているトラ

ンスレーショナルニュートリションの領域では、これらの代謝物の変化

をより良く理解し、これらが健康および疾患に与える影響を解明する

ことを目的にしており、Colin Kay博士は次のように説明しています。

「栄養生化学でPhDを取得した後、私は主に食事由来の低分子代謝物

に焦点を当てた研究に従事してきました。現在私は、ヒトおよび動物

サンプル中の代謝物を解析することにより食品メタボロームの微生物

バイオシグネチャーを確立する仕事に携わっています。

私たちは主として心血管疾患、糖尿病、メタボリックシンドロームおよ

び加齢について研究し、食品バイオシグネチャーが疾患リスクとどの

ように関連しているかを明ら

かにしようとしています。これ

らの疾患の特定の改善また

は悪化に関連するバイオシグ

ネチャーの領域を特定できれ

ば、特定の食品の摂取量が多

いか少ないかが特定の疾患

の経時的な発現に影響を及

ぼす可能性があると言うこと

ができるようになります。」

Colin Kay博士はさらに次の

ように説明しています。「私た

ちの仕事の大半（約 80%）

は、他のグループからの臨床サンプルをMS／MSにより解析する

ことですが、同時に私たち独自の臨床試験も行っているため、私たち

のMSプラットフォームは毎日 24時間・週 7日ほぼ休みなく作動し

続けています。

現在私たちは、1回のランで 100～ 150の化合物を検索するため

のターゲットMSメソッドの開発を行っています。この方法により、治

療とプラセボの差または異なる食事源間の差を特定することが可能

となり、食品または疾患評価項目に特有の、またはその予測因子とな

るバイオシグネチャーを見つけることができると考えられます。そこ

で、私たちが最も豊富なデータを蓄積していたブルーベリーから研

究を開始しました。それ以降、約 2年かけてポリフェノールを豊富に

含む他の食品に関するデータを収集してきましたが、この分野を完

了するためにはさらに 3年～ 5年かかると予測しています。我々の

最終的な目標は、完全な食品メタボロームデータベースを開発する

こと、および摂取量の多い特定の食品群または食事介入で見られる

交絡因子に焦点を当てて、それを必要に応じてさらに拡大していくこ

とです。より多くのデータを入手することで、異なる食品プロファイ

ル間により多くの代謝物の重複が見られると期待しています。」

「ヒトの微生物プロファイル（または微生物叢）は各個人に特有であ

るため、サンプル間には大きなばらつきがあります。このため、有用

なバイオシグネチャーを確立するためには、高い精度と確度が必要

です。馬尿酸や尿酸等の一部の化合物は、ほとんどの食品や基本的

な代謝過程に共通した代謝物であり、これらの分析種の範囲は約

10 nM～ 100 μMと大きく変動する可能性があります。したがって、

バックグラウンドレベルを超える変化を特性化するためには、高濃度

分析種と低濃度分析種の両方を十分に取得することのできる頑健な

ウィンドウと閾値を作成する方法を最適化する必要があり、場合に

よっては、直線性を確立するために 12点～ 14点の標準曲線を使用
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しなければなりませんでした。

私たちは常に新しいアナライトの検索も行っていますが、適切な標

準品にアクセスすることができなければ、これらの代謝物のいくつか

はその同定を証明することが困難です。多くのMSシステムでは、化

合物によって異なる多数のフラグメンテーションパラメータ（例え

ば、電圧およびコリジョンガス）を調整して、真のプリカーサー化合物

を気相アーチファクトまたはイオン源フラグメンテーション産物の存

在下に高精度で同定することは不可能です。これとは対照的に、私

たちが研究の大部分に現在使用しているSCIEX QTRAP 6500+は、

未知化合物の特性化に優れた性能を発揮するシステムであり、化合

物およびイオン源最適化に応じて多数のパラメータを調整すること

ができるため、大いに役立っています。私たちのワークフローには、

MRMでの最適化からScheduled MRM、そして最後にAdvanced 

Scheduled MRMが含まれます。Advanced Scheduled MRMア

ルゴリズムにより、アナライトの各遷移に関してピークウィンドウ、閾

値、デュアルウェイトを最適化することができ、複雑な混合物におけ

るピーク最適化を、サイクル時間を大幅に損失することなく実行する

ことができます。」

「私たちのラボのようにワークフローが常に新しく開発され改善され

ていくラボでは、SCIEX QTRAP装置群が中心的な役割を果たしま

す。これらの装置はその汎用性と高いサイクル時間のため、高ス

ループットメソッドのランだけではなく、メソッド開発とバリデーション

にも理想的です。私たちは、装置のランタイム、例えば 96-ウェルプ

レートでは約 87時間～ 90時間を最大限に活用する必要がありま

す。デュアルタイム等のパラメータを変更できることで、低レベルの

分析種であっても感度を最大化することができます。SCIEXシステ

ムを使用することの極めて大きなメリットは、私たちの解析法に含ま

れるこのように多数のパラメータのすべてを、ここまで高度に最適化

および変更できることです。

私がSCIEX装置を使用し始めてから今年で約 12年になります。

英国で働いていた時、異なる複数メーカーのMSプラットフォーム上

で混合代謝物サンプルの試験を行う機会がありましたが、そこで特

に私の目を引いたのがSCIEXプラットフォームでした。それ以来ずっ

とSCIEXを使用し続けています。」とColin Kay博士は締めくくって

います。

Colin Kay博士の研究の詳細については、こちらをご参照ください。
plantsforhumanhealth.ncsu.edu/people/colin-kay/

SCIEX QTRAP® 6500+ システムの詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/

qtrap-6500-system

「SCIEXシステムを使用することの

大きなメリットは、

私たちの解析法に含まれる

多数のパラメータのすべてを、

ここまで高度に最適化

および変更できることです。」
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韓国大田市の忠南大学校薬学部では、学部生および大学院生に教

育と実践トレーニングを提供すると同時に、薬物療法および創薬等

の分野の研究も行われています。同学部の教員であり研究者でも

あるYoung G. Shin准教授は、薬物代謝および薬物動態（DMPK）

に特に関心があり、次のように説明しています。「私は韓国ソウル大

学で博士号を取得し、その後イリノイ大学の博士研究員となり米国

に移住しました。そこでは、1台の四重極質量分析計を使用して、

天然物中に存在し、抗がん作用またはがんに対する化学予防効果

を有する低分子化合物のスクリーニングを行いました。質量分析

法、特にGC-MSに関しては若干の経験がありましたが、エレクトロ

スプレーを使用したのはその時が初めてで、それまで目にしたこと

のない、当時としては驚くべき技術でした。」

Young G. Shin准教授はさらに次のように説明しています。「その

後、私はグローバル製薬会社のDMPKグループで働くために東海

岸に移りました。このような大規模な企業で、創薬および開発のあ

らゆる側面に取り組む人々と共に働く機会に恵まれ、私は非常に多

くの知識を得ることができました。カリフォルニア州のバイオテク

ノロジー企業に参加する機会が訪れた時には、低分子だけでなくモ

ノクローナル抗体やバイオ医薬品の研究に精通していたことが、大

いに役立ちました。それから数年して私は忠南大学校に戻りました

が、業界での私の実践知識を大学カリキュラムの補完に役立て、学

生と共有できることを嬉しく思っています。興味ある研究も継続す

ることができ、低分子、ペプチド、オリゴヌクレオチド、治療用抗体お

よび抗体薬物複合体（ADC）の定量、血漿、尿、胆汁または便中の低

分子およびペプチドの代謝物同定、血漿または血清中のモノクロー

ナル抗体のデコンボリューションおよびADCの薬物抗体比の解析、

ならびに韓国の製薬企業およびバイオテクノロジー企業との

DMPKの共同プロジェクト等を行っています。」

「大学における研究に戻った時、私は質量分析計を購入しなければ

なりませんでした。しかし、資金提供が限られていたため、米国の元

同僚に相談してみました。「もし全研究プロジェクトに 1台の装置し

か購入できないとしたら、あなたならどの装置を選択しますか?」と

尋ねてみたのです。代謝物の同定をサポートするために高分解能

が必要であり、同時に、低分子やペプチドの解析および薬物動態

（PK）研究のために高感度も必要であると説明したところ、彼らは

SCIEX TripleTOF 5600 Systemを推奨してくれました。

質量分析計には 3連四重極、イオントラップ、飛行時間型（TOF）等の

様々な種類があり、それぞれに異なる利点がありますが、TripleTOF 

5600は、私の研究に高分解能と高感度の最良の組み合わせを提供

してくれる装置であり、これ 1台で私が必要とするすべての解析が

行えます。」

大学の学術研究室における幅広い分野の研究には、複数のアプリケーションやサンプルに対応するため

の感度と分解能を提供できる質量分析計が必要です。さらにそのプラットフォームは、頑健で、経験レベル

の異なる学生による使用に適していると同時に、再現性および信頼度の高い結果を提供できるものであ

ることが必要です。これらの条件を満たす単一の装置を選択することは極めて重要であり、忠南大学校薬

学部では選択肢を非常に注意深く検討した結果、SCIEXを選択しました。

忠南大学校　薬学部
Young Shin准教授
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「標準的なPK試験では、生体試料中の低分子および高分子を高分

解能の選択的反応モニタリングを使用して定量しており、多くの場合

1回の試験で最高150ものサンプルを取り扱い、1週間のスループッ

トは約 400～ 500サンプルになります。装置の感度と再現性には

とても感心させられています。

通常PK試験では約 1 ng/mLの定量下限を必要とするのですが、

TripleTOF 5600により一貫してこの感度を達成することができ、よ

り高い感度が必要な場合には、キャンパス内の中央研究センターに

あるSCIEX Triple Quad 

6500を利用していま

す。TripleTOFは、代 謝

物同定にも多用され、特

定のフラグメントまたは

プロダクトイオンを同定

しております。まず、TOF

フルスキャンを行って独

自の代謝物および関連

するすべてのピークを検

索し、次にプロダクトイオ

ンスキャンを行います。TOFフルスキャンの良い点は、1回のランで

すべての情報を収集できることであり、サンプル中の代謝物や未知

化合物を同定するための良い出発点となります。」

「TripleTOF 5600は私たちの研究室の主戦力となっており、製薬企

業やバイオテクノロジー企業との共同研究においてはその頑健性が

極めて重要です。共同研究のパートナーたちは当然、研究の商業的

側面に関心を持っており、短期間で質の高い結果を提供することが

求められます。

このため私たちには、ダウンタイムが 2日間を超えることは許され

ず、継続的メンテナンスが最小限で済む装置が必要です。多くの学

生たちが同一の装置を使用する大学の研究室では、装置のメンテナ

ンスが問題となる可能性があります。これが、質量分析計に投資する

際の私の最大の懸念の一つでしたが、これまでのところ問題はあり

ません。TripleTOF 5600はトレーニング環境に理想的な装置であ

り、連日 10人以上の学生が装置を使用していますが、大きな問題は

発生していません。わずかでも問題があれば、直ちにSCIEXに技術

サポートを依頼し、48時間以内に優れたサービスを受けることがで

きることも、このシステムの素晴らしい特長の一つです。これらすべ

ての要因に照らして

も、TripleTOF 5600

を選択したことは正し

い決断でした。装置を

使用し始めてから 5年

が経ちましたが、すで

に規制当局への提出の

ために 100 件以上の

報告書を作成すること

ができ、この装置の高

い品質、迅速性および

頑健性は私の研究には完璧なものです。」とYoung G. Shin准教授

は結論付けています。

忠南大学校薬学部の詳細については、こちらをご参照ください。
plus.cnu.ac.kr/html/en

SCIEX TripleTOF® 5600+ システムの詳細については、こちらをご参照く
ださい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

tripletof-systems/tripletof-5600-system

「TripleTOF 5600は、

私の研究に高分解能と高感度の最良の

組み合わせを提供してくれる装置であり、

これ1台で私が必要とする

すべての解析が行えます。」
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メタボロミクス研究が困難に遭遇するのは、多くの場合、解析に利用可能なサンプル量が限られ

ていることに原因があります。オランダのLeiden Academic Center for Drug Researchでは、

キャピラリー電気泳動質量分析法を使用して、小容量メタボロミクスのための微量分析ワークフ

ローを開発することでこの困難を克服しようとしています。

Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR)は、創

薬および開発のための優れた学際的センターです。患者由来の人

工多能性幹細胞や初代細胞を利用した、3次元マイクロ流体生体

機能チップシステムの使用、および（トランスレーショナル）研究試

験のための疾患マウスモデルの使用においては、分析に利用でき

る生体物質の量が必然的に制限されます。この問題を克服するた

めに、LACDRのBiomedical Microscale Analyticsグループで

は、小容量生体試料の代謝プロファイリングのための微量分析ツー

ルおよびワークフローの開発を行っており、主任研究員である

Rawi Ramautar博士は以下のように説明しています。「博士課程

の期間を通して私は、疾患の病理学的機序のさらなる理解のため

に分離科学の領域が果たす重要な役割にますます興味を抱くよう

になりました。そこで、疾患の生化学を解明するために非常に適し

た方法である、メタボロミクスにおける分析技術の開発の道に進む

ことを決意しました。」

Rawi Ramautar博士はさらに次のように説明しています。「私の

目標に特に適合すると思われる一つの技術がありましたが、それが

キャピラリー電気泳動質量分析法（CESI-MS）でした。キャピラリー

電気泳動法は、エレクトロスプレーイオン化質量分析法と容易に統

合することができ、サイズに制限のある生体試料中の高極性および

荷電代謝物の詳細なプロファイリングに極めて適しています。メタ

ボロームのかなりの割合を構成するのは極性代謝物と荷電代謝物

であるため、化合物がそれぞれ（固有）の電気泳動移動度に基づい

て分離されるキャピラリー電気泳動は、この目的のための非常に強

力な分離技術になり得ると考えられます。キャピラリー電気泳動に

は、わずか数マイクロリットルのサンプルからナノリットル容量を注

入できるという利点もあり、このためナノモルの検出限界を達成で

きます。キャピラリー内で酸性または塩基性の代謝物を選択的に

濃縮することにより、ナノモル以下の検出限界を達成することも可

能です。このような特長から、CESI-MSは、小容量サンプルにおけ

るトレースレベル分析に非常に強力なツールとなっていますが、当

時メタボロミクスにおけるCESI-MSの使用はほとんど検討されて

いませんでした。」

SCIEX VISION  |  ISSUE 3    

10

CESI-MSが推進させる
超微量
メタボロミクス研究



「CESI-MSの使用経験を積んだ私たちはプロトコールを公表し、メタ

ボロミクスへのこのアプローチを他の研究者も活用してもらえるよ

うにしました。電気化学的に駆動された分離技術の経験がなければ、

このようなツールを自分で開発することには消極的になる場合が多

いため、この技術には大きな関心が寄せられています。私たちのラ

ボを訪問してこの技術の使用方法を見学したいという問い合わせが

多く、トレーニングをしてもらえないかという問い合わせもあります。

学術研究とバイオテクノロジー企業の両方の科学者が、メタボロミク

ス研究のための私たちのCESI-MSプロトコールに関心を示してくれ

ていることは良い徴候です。」

「さらに長期的な視野に立ち、近年、SCIEX TripleTOF 6600 

Systemに投資した私たちの大きな目標は、CESIとSWATH MSの

組み合わせを評価する世界初のグループとなることであり、この技

術により代謝物同定の障害を緩和することができると信じています。

小容量メタボロミクスに加えて、L-メタボロームよりもD-メタボロー

ムに焦点を置いたキラル代謝プロファイリング、（神経）ペプチドや

D-アミノ酸を含むペプチドの解析、およびナノ粒子ベースのメタボ

ロミクス研究においてもCESI-MSの使用を検討したいと考えてい

ます。」

「CESI-MSの発展において共同研

究は重要な位置を占め、SCIEXと

は長年にわたり共同研究を続けて

います。」とRawi Ramautar博士

は語っています。「学術研究機関に

とって、新しい技術のさらなる開発

にパートナーとして関与することは

有用であり、私たちはメタボロミク

ス部門における最も重要な協力者

の一員であると考えています。

SCIEXは私たちの意見を真摯に受け止め、それを製品の向上のため

に利用してくれています。

製品が向上すればするほど、より優れた研究が行えるのですから、

SCIEXとのこの関係は私たちにプラスになっています。素晴らしい

パートナーシップであると言えるでしょう。」

「貴重なサンプルのわずか数マイクロリットルを使用して複数回のイ

ンジェクションを可能にする、nanoVialsの開発は、科学界からの

フィードバックへのSCIEXの対応を示す格好の例です。

nanoVialsは、例えば正イオンおよび負イオンの両方のモードでの

反復解析、または代謝物の代わりにペプチドの評価を行うことを可能

にします。これによって、長い間コミュニティーから求められていた、

希少な単一サンプルからの最大限の生化学的情報の提供が実現し

ます。しかし、ソフトウェアもハードウェアと同様に重要です。

最新のSCIEX OSソフトウェアは特にユーザーフレンドリーであり、

日常業務やトレーニングに理想的なものとなっていますが、今後も開

発が進められ、使用がさらに容易になると思います。データの簡単

な評価に使用することができるPeakViewも、気に入っています。」

CESIの発展を継続させていくためには、共同研究、公表文献また

は学会等を通して情報を共有することが極めて重要です。「各ス

テップの背景にある科学を理解すること、すなわち特定の方法で何

かが行われている理由を理解すること、さらに他の研究者、バイオ

テクノロジー企業およびメーカーと経験を共有することが重要で

す。SCIEXは、全コミュニティーに開かれた年一回のGlobal 

CESI-MS　Symposiumでこの情報共有を先導しています。この

シンポジウムは、研究者仲間から学び、共同研究について話し合い、

SCIEXにフィードバックを提供する良い機会となっています。この

シンポジウムへの参加人数は毎年増加しており、これはCESI-MS

の将来にとって好ましい徴候です。」とRawi Ramautar博士は結

論付けています。

Biomedical Microscale Analyticsグループの詳細については、こちらを
ご参照ください。
www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-research

/systems-pharmacology/biomedical-microscale-analytics

SCIEX CESI 8000 Plusの詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/capillary-electrophoresis/cesi-8000-

plus-high-performance-separation-esi-ms-module

「キャピラリー電気泳動法は、

エレクトロスプレーイオン化質量分析法と

容易に統合することができ、サイズに制限のある

生体試料中の高極性および荷電代謝物の

詳細なプロファイリングに極めて適しています。」

Leiden Academic Centre for Drug Research
主席研究員
Rawi Ramautar博士
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細胞における代謝は化学反応が相互に接続した複雑なネットワークであり、細胞の増殖と生存を確保するために不可欠です。代謝物の吸

収から脂質、タンパク質およびエネルギーの産生まで、これらすべての過程を制御するために、数千もの化学経路が並行して作用していま

す。フランシス・クリック研究所Molecular Biology and Metabolism Laboratoryのグループ長であり、シェリテ・ベルリン大学病院

Biochemistryの教授でもあるDr.Markus Ralser教授は、今までで最大規模のプロテオームプロジェクトの一つを実施しており、酵母のす

べての遺伝子を、酵素発現および代謝におけるその役割と結びつけようとしています。

フランシス・クリック研究所
Molecular Biology and 
Metabolism Laboratory グループ長
シェリテ大学病院 Biochemistry 教授
Markus Ralser博士

加齢ならびにがんや神経変性疾患等の主要な

疾患に関連するメタボロームについて理解を深

めることは、複数の疾患に対する治療法の開発

に大きな影響をもたらします。代謝ネットワー

クは実際には、数百または数千の化学反応が並

行して起こっている動的なマトリックスです。

細胞環境の変動は複数の反応変化を引き起こ

しますが、細胞が、変化させるべき反応および

応答のタイミングをどのようにして認識してい

るのかは良く理解されていません。このように

理解が不足しているために、医薬品開発に必要

な代謝標的の特定は困難であり、多くの場合、

煩雑で高価な試行錯誤的方法が使用されるこ

とになります。Dr. Markus Ralser教授が代謝

に興味を持ち始めたのは、脊髄小脳失調症に関

連するタンパク質に関する研究を行い、博士課

程を修了した後のことでした。Dr. Markus 

Ralser教授は次のように説明しています。「最

初に代謝に興味を持ち始めた時に、確かに代謝

問題は非常に複雑ではあるけれど、効率的に対

処することは可能であると私は考えました。他

の多くの生物学的分野と比較して、問題を解決

するための実験をデザインすることは比較的容

易であり、研究意欲が刺激されました。最初は、

ベルリンのマックスプランク分子細胞生物学・

遺伝学研究所で代謝を研究するラボを立ち上

げました。そこからケンブリッジに移り、現在は

ロンドンのフランシス・クリック研究所およびベ

ルリンのシェリテを拠点として研究を進めてい

ます。」

「私たちは、細胞の代謝構造がどのように恒常

的に維持されているか、どの遺伝子が代謝を制

御しているか、またこれらの遺伝子がどのよう

に関連しているかを理解しようと努めていま

す。私たちの研究には酵母を使用しています

が、その理由は真核細胞構造を有する酵母が、

より高等な生物の代謝の複雑性と微生物の取

り扱いの容易さの両方を提供してくれるためで

す。したがって、バイオテクノロジーのアプリ

ケーションに使用するための新しい酵母菌株を

デザインすることは重要です。酵母を使用する

ためのツールも多数存在し、増殖も容易です。

私たちは、約 5,000の遺伝子欠損株の遺伝子

ライブラリーを作製し、各遺伝子とその代謝に

おける役割をモデル化することに成功していま

す。
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メタボロームを
　　　　　　  理解する



各菌株に関する代謝物濃度の変化はすでに入手しており、現在は各

菌株のプロテオーム解析を行っています。このプロジェクトには、感

度と精度に優れ、データ非依存型のSWATH Acquisitionを高速グ

ラジエントで実行する能力を備えた、SCIEXのTripleTOF 6600 

Systemを 3台使用しています。私たちのプロテオミクスプロジェク

トでは通常、2台のTripleTOFをキャピラリーフロー LCと接続し、残

り1台を高流速LCと接続して使用しています。これによって、短い

クロマトグラフィーのランタイムを達成できると同時に、SWATH 

MSに必要な頑健性およびクロマトグラフィー品質を維持することが

できます。私たちは生産性を向上させるために完全に自動化された

サンプル調製ワークフローも使用しており、また特に高速プロテオミ

クスの解析を改善するために、SCIEXシステムから生データを取得

し、SWATHスペクトルをデコンボリューションできるようにソフトウェ

アのプログラムも行っています。」

「SCIEX、ケンブリッジ大学のCambridge Centre for Proteomics

および私たちフランシス・クリック研究所が行っているこの共同研究

は恐らく、現在世界中で行われているプロテオームプロジェクトの中

で最も体系的で大規模なプロジェクトであると私は思いますが、私た

ちは（単一細胞）トランスクリプトームおよびリピドームを解析するこ

とにより、この研究をさらに発展させていくことを目標としています。

そして、これらの情報を酵素レベルでの変化と関連付けることができ

るようになり、特定の表現型を説明することが可能になると期待して

います。これによって酵母の代謝の全体像を明確に理解することが

でき、それをヒトの代謝を理解するためのテンプレートとして使用す

ることが可能になります。5～ 6年前には、古典的なプロテオミクス

のワークフローでこのような大きなデータセットを処理することは全

く不可能であり、技術の精度も低く、測定したものが実はノイズで

あったり、同一サンプルを 3回注入すると 3種類の異なるペプチド

が観察されるということもしばしばでした。

「私たちとSCIEXチームとのコミュニケーションは非常に前向きなも

のであり、私たちがSWATHワークフローを変更させた方法や偽発

見率を算出した方法に彼らは興味を示しています。彼らの専門知識

を活かして、ソフトウェアをさらに改善していくことができると期待し

ています。私たちは実際に独自のソフトウェアを開発しているところ

であり、このソフトウェ

アを使用して他の研究

者たちがそれぞれの研

究をさらに進めること

ができるようになること

を願っています。現在

世界中の様々なグルー

プから多くのアイデア

が生み出されています

ので、将来SWATHプロ

トコールにはさらに改良が加えられ、ハイブリッドバージョンが作成さ

れて研究が加速されていく、という期待を膨らませています。」とDr. 

Markus Ralser教授は締めくくっています。

フランシス・クリック研究所の詳細については、こちらをご参照ください。
www.crick.ac.uk

シェリテ・ベルリン大学病院の詳細については、こちらをご参照ください。
www.charite.de/en

SCIEX TripleTOF® 6600 システムの詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

tripletof-systems/tripletof-6600-system

「SCIEX TripleTOFはサンプル解析法を一変させ、

非常に高い精度と再現性を実現させましたが、

それは5,000もの遺伝子と

代謝物の相互作用の定量化には極めて重要なことです。」

1. Zelezniak A, Vowinckel J, Capuano F, Messner CB, Demichev 
V, Polowsky N, Mülleder M, Kamrad S, Klaus B, Keller MA, Ralser 
M. Machine Learning Predicts the Yeast Metabolome from the 
Quantitative Proteome of Kinase Knockouts. Cell Syst 2018 Sep 
26;7(3):269-283.e6. doi: 10.1016/j.cels.2018.08.001.

2. Mülleder M, Calvani E, Alam MT, Wang RK, Eckerstorfer F, 
Zelezniak A, Ralser M. Functional Metabolomics Describes the Yeast 
Biosynthetic Regulome. Cell 2016 Oct 6;167(2):553-565.e12. doi: 
10.1016/j.cell.2016.09.007. Epub 2016 Sep 29.

3. Demichev V, Messner CB, Lilley KSL, Ralser M. DIA-NN: Neural 
networks and interference correction enable deep coverage in high-
throughput proteomics. Preprint at bioRxiv 282699; doi: https://doi.
org/10.1101/282699. 

4. Vowinckel J, Zelezniak A, Bruderer R, Mülleder M, Reiter L, Ralser 
M. Cost-effective generation of precise label-free quantitative 
proteomes in high-throughput by microLC and data-independent 
acquisition. Scientific Reports 2018 8:4346.

参考文献
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Trilogy Analytical Laboratoryは、マイコトキシン分析に焦点を絞った小規模なスタートアップとして、約 20年前に

創業しました。国際的な企業へと成長した同社は現在、さまざまなサンプルマトリクスを分析するLC-MS技術を支え

として、食品・飼料の安全性試験に関する幅広いポートフォリオを提供しています。

ミズーリ州ワシントンに本社を置くTrilogy Analytical Laboratory

は、1999年に、3人のオーナーと2人の科学者からなる 5人のチー

ムによって設立されました。彼らはそれまで一緒に働いていて、思い

切って自分たちの検査会社を立ち上げることにしたのでした。同社

は当初、真菌が産生する毒性代謝物であるマイコトキシンの分析に

焦点を絞っていましたが、現在は範囲を拡大し、残留薬物や生体アミ

ンの分析を含むさまざまな食品／飼料安全性分析サービスを提供し

ています。技術部門副社長であるJulie Brunkhorst氏は、同社がど

のように発展してきたかを詳しく語りました。「Trilogyは、元々はとて

も小さなガレージで創業した会社で、装置はHPLCとGCという最小

限のものだけ、スタッフも 5人でした。その 1人が私です。そこから

成長して、今のスタッフ数は 25人前後となり、ラボでは現在 18台

のHPLC、2台のGC、3台のLC-MSシステムを運用しています。当

社は食品全般を取り扱っており、トウモロコシ、小麦、大麦といった単

純なサンプルから、動物用複合飼料や人間用の食料品までを分析で

きます。いわゆる『スープからナッツまで』、つまり基本的にあらゆる

ものを検査しています」

「当社がマイコトキシン分析からスタートしたのは、これがニッチ市場

であって、しかもこの分野の専門知識が我々にはあったからです。方

法論を知っており、顧客ベースのやり方に慣れていて、業界にも通じ

ていました。会社が成長するにつれて、生体アミン、残留薬物、アレル

ゲン試験などのサービスも扱うようになりました。顧客の中には、特

定のアナライトが所定の法的限度値を満たしているかどうかだけを

知りたい方もいれば、自社製品にグルテンなどのアレルゲンがわず

かな痕跡量でも含まれていないことを確認したい方もいます」

TrilogyとSCIEXの関係が始まったのは 2010年で、API 3000 ™

のリファーブ品から始まり、4年後にSCIEX QTRAP®5500システム、

さらに 2016年にはQTRAP 6500システム、2017年にはQTRAP 

Trilogy Analytical Laboratory
技術担当副社長
Julie Brunkhorst氏

スープから
ナッツまで：
LC-MSを活用した食品
検査機関の成長戦略
LC-MSによる食品および飼料の安全試験
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6500+もインストールしました。Julie Brunkhorst氏は以下のよう

に言葉を続けました。「API 3000はLC-MSへの最初の冒険的な投

資でしたが、尿中に抗生物質および成長促進物質が含まれていない

ことを保証する目的での残留薬物分析法の開発について、ある顧客

から当社にアプローチが来るまでは、当社ではこの技術を本当には

受け入れてはいませんでした。当社はSCIEXとの共同でこの顧客の

ニーズに特化したLC-MS法を構築し、以降はその他の残留薬物へと

対象範囲を広げてきました」

「GCおよび 6種類のHPLC法でサンプ

ルを分析する代わりに、LC-MSでは、ただ

1種類のプロトコールで実行することが

できました。ほとんど何も考えなくても良

いほどでした。この成功が、ほとんどの分

析法をLC-MS技術に切り替える原動力

となり、現在ではマイコトキシン分析専用に 2台の装置（QTRAP 

6500およびQTRAP 6500+）を備え、週に 7日、ほぼ 24時間稼働

しています。マイコトキシンだけでですよ！LC-MSのおかげで感度

は大幅に向上し、また、サンプルのエバポレーションステップが減少

し、誘導体化ステップが無くなったために、サンプル調製の必要量が

減少しました。さらに、サンプル調製の多くを、免疫親和性に基づく

精製法から固相抽出法へと移行させることができました。これによっ

て、複数のアナライトを同時に抽出できるようになり、大幅なコスト

削減となっています。当社が受け取るサンプルのほとんどは、例えば

最大 20種類のマイコトキシンなど、複数の分析を必要としていま

す。LC-MSでは 1日に 300件ものサンプルを分析することができ

ます。ガス供給業者が追いつかなくなったため、窒素ガスタンクの容

量を大きくする必要があったほどでした」

「当社のSCIEXシステムは、当社のラボにとって理想的です。他メー

カーの装置も検討しましたが、最終的には、SCIEXシステムのフット

プリントの小ささとMultiQuantソフトウェアが決め手となりました。

SCIEXのLC-MSシステムで揃えることで連続性が得られ、システム

のセットアップが簡単になります。新しいシステムがインストールさ

れる場合は、誰かがやってきて分析法をセットアップしてくれるのを

待つ必要がないため、2～ 3日のうちに検証が完了し稼働可能とな

ります。当社の LC-MS分析法はすべて定量試験であるため、

MultiQuantソフトウェアは不可欠です。これは使いやすくて、新人

スタッフにも教えやすく、ニーズに合わせてカスタマイズも可能で

す。我々にとって本当にすばらしいツールです。装置購入にあたって

検討したもう一つの重要な事項は、技術サポートでした。当社は担当

のサービスエンジニアから優れたサポートを受けており、もし必要な

らば、24時間以内（可能ならばその日のうちに）駆けつけてくれるこ

とを知っています。さらに、オンラインアプリケーションを通じて、シ

ステムのトラブルシューティングを遠隔操作で行うことも可能です」

「LC-MSを採用する前は、HPLC、GC、さらには薄層クロマトグラフィ

を組み合わせて使っていましたが、非常に時間がかかりました。

LC-MSを採用したことで、ワークフローが合理化され、2～ 3人の

分析担当者を要した作業が 1人で済むようになりました。大変な時

間の節約です。当社は現在、生体アミンに関するLC-MS法を他のラ

ボと共同開発中であり、現行のHPLCアッセイにとって代わることが

期待されています」とJulie Brunkhorst氏は締めくくりました。

Trilogyに関する詳細は、こちらをご参照ください。
www.trilogylab.com

SCIEX QTRAP 6500+ システム に関するさらに詳しい情報は、こちらをご
参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems/

qtrap-6500-system

「この成功が、ほとんどの分析法を

LC-MS技術に切り替える原動力となりました」
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現在、バイオ医薬品は世界市場に参入する新薬の大部分を占めていますが、こうした製品の単離精製に必要なバイオ製造プロセスは

複雑です。シンガポールの科学技術研究庁（A*STAR）の科学者らは、質量分析計を用いてバイオプロセシング法の理解を深め、新し

いバイオ医薬品の安全性および有効性を改善しています。

シンガポールは東南アジアにおけるバイオテクノロジーのハブへと

急速に変化しつつあり、ライフサイエンスや製薬市場における数多く

の世界的企業に所属する研究開発施設と共に、ますます多くのバイ

オテクノロジー関連スタートアップ企業が軒を連ねています。バイオ

テクノロジー企業がこのように集中していることは、アジア全域、そし

てさらに遠くからも人材と専門知識とを引きつけており、また、この

ような急速な成長を維持するのに必要なスキルを備えた労働力を確

保するための教育訓練への政府の投資によって支援されています。

シンガポール科学技術研究庁（A*STAR）は、このような人材の育成

および能力開発、そして、科学的発見および技術革新を進めるため

のアプリケーション指向の研究を実施する上で、重要な役割を果たし

ています。A*STARのBioprocessing Technology Instituteにお

いてSenior Scientist and Group Leaderを務めるBi Xuezhi博

士は、次のように説明されています。「我々は創薬と開発（主にバイオ

医薬品）に重点を置いており、初期段階の候補化合物の特定から前

臨床試験のためのバッチ生産までのすべてを担当しています。我々

は所内で多くの研究を実施していますが、シンガポールには数多く

のバイオテクノロジー企業があるため、大規模な国際プロジェクトを

含む多数の共同研究にも参加しています。産業界との密接なつなが

りは、当研究所の大学院およびポストドクトラルプログラムによって

さらに強化されており、これは、我々が現在共同研究している多くの

人々がこの研究所で時間を費やして働いているということを意味し

ています。我々はバイオプロセシングの専門技術を生み出すイン

キュベーターなんです！」

「こうした専門技術、そしてA*STAR全体で得られる豊富で複合的な

知識は、この研究所が大企業との数多くの共同研究も引き寄せるこ

とを意味しています」とBi博士は続けました。「一般に特定の標的に

対して単一の効果を有する低分子の薬剤とは異なり、バイオ医薬品

ははるかに幅広い作用機序を持つことがよくあります。このため、条

件が異なる場合（例えば多種類のがん）でも効果を発揮できますが、

バイオ医薬品の特性解析もはるかに複雑になります。また、生合成

の本質は、精製後のバイオ医薬品に微量の生物学的汚染物質が存在

しうることも意味しており、その汚染物質が何であるのかを正確に知

ることは、最終製品の安全性、有効性、および安定性にとって極めて

重要です。例えば、精製後の医薬品にプロテアーゼが存在する場合、

その安定性は大きく低下します。

同様に、たとえ極めて微量であったとしても免疫原性の汚染物質が

存在するならば、重度の免疫反応を引き起こす可能性があります」

Bioprocessing Technology Institute
シニアサイエンティスト&グループリーダー
Bi Xuezhi博士
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バイオ
プロセシング
  専門技術の
  インキュベーター



「混入しているすべての不純物を特定および定量しなければなりま

せんが、そのための従来の手法はほとんどがイムノアッセイ法に基

づくものです。この手法を使って存

在する生物学的汚染物質の総量を

知ることはできますが、その不純物

が何であるかを特定することはで

きません。

この情報がなければ、それが製品

の安全性や安定性にどのような影

響を及ぼすかを予測したり、こうし

た不要な生体分子を排除するよう

バイオプロセスの設計を改善した

りすることは非常に困難です。この

問題を克服すべく、我々は質量分

析計を用いたプロテオミクスを取

り入れ、バイオプロセシングのワークフローを完全に特性解析し、改

善を重ねています」

シンガポールでは深い知識と熟練したスタッフが利用可能であるこ

とも、ここを科学機器メーカーにとって理想的な立地としており、

SCIEXを含む数多くの企業が、研究開発施設と製造施設の両方をこ

の国に置いています。Bi博士は次のように付け加えました。「我々は

いくつもの質量分析装置メーカーと密接に連携しており、また、質量

分析技術は年を経て大きく進歩してきています。現在、我々のラボ

にはSCIEX TripleTOF 6600システムが 3台あり、不純物を特定・

排除してバイオプロセスを改良するのに役立っています。このシス

テムにより、SWATHワークフローの実施も可能になりました。これ

はプロセスの特性解析にすばらしい力を発揮します。これまでは同

重体標識法および分画試験を用いていたような場面で、現在は

SWATHに基づく手法を利用できます。我々はSCIEXとの共同で、

CHO細胞に由来する 10,000 種以上の固有のタンパク質（約

140,000種のペプチド）からなる包括的なライブラリーを構築済み

であり、これを利用して、1回のインジェクションあたり、7,000種以

上のタンパク質を同時にモニ

ターできるようになっていま

す。また、同社とは、我々の

ニーズに特化した、頑健で効

率化されたデータ解釈ツール

の開発も共同で行っており、バ

イオプロセス解析のための非

常に強力なソリューションを生

み出しています。我々にとって

現在最大の課題は、システム

のスループットに釣り合った、

頑健で再現性の高いサンプル

調製を確実なものとすること

です」

「SCIEXとの連携は、バイオ医薬品業界が世界的に直面している課

題の一部を克服することを目的としています。今日の技術の新境地

を開くとともに、将来のニーズに対応する新しいハードウェア、ソフト

ウェア、アプリケーションを開発したいと考えています」とBi博士は

締めくくりました。

A*STARのBioprocessing Technology Instituteに関する詳細は、こちら
をご参照ください。
www.a-star.edu.sg/bti

SCIEX TripleTOF®6600 システムの詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

tripletof-systems/tripletof-6600-system

「現在はSWATHに基づく

手法を利用できます…

1回のインジェクションあたり、

7,000種以上のタンパク質を

同時にモニターできるように

なっています」
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免疫療法の進歩は、臨床試験中の薬剤の有効性モニタリングに新しい課題をも

たらしつつあり、新たな検出法および分析法のニーズが生じています。グラク

ソ・スミスクラインは、この課題の一つの側面に対処するためにキャピラリー電

気泳動‐質量分析法へと移行しているところであり、SCIEXとの共同で、モノク

ローナル抗体の定量化に関する独自の手法を開発しています。

グラクソ・スミスクライン（GSK）は、医薬品、ワクチン、コンシュー

マーヘルスケア製品の研究、開発、製造に携わる世界的なヘルスケ

ア企業です。同社の製薬事業は、HIV、呼吸器、腫瘍、免疫反応によ

る炎症などの治療領域を専門としており、特に免疫系、遺伝学の利

用、先進技術に関連する研究開発に重点を置いています。

英国ウェアにあるGSKのバイオアナリシス・免疫原性・バイオマー

カー部門の研究員であるRichard Snell氏は、同社グループの仕事

について説明しました。「私は約 20年前に、応用生物学と化学の学

位をとるための勉強を続けながら入社しました。その時点では、この

部門は薬物代謝・薬物動態セクションの一部であって、前臨床試験

および臨床の毒性試験および薬物動態試験（ヒト初回投与（FIH）試

験から後期臨床試験まで）のための定量的な低分子LC-MS分析に

重点を置いていました。現在、当グループは「バイオアナリシス・免

疫原性・バイオマーカー部門」と呼ばれており、臨床的な側面でいえ

ば、FIH試験に特化しています。この仕事には、新規製剤に対する患

者の反応の定量化が含まれており、そのためには通常、分析法の綿

密な開発とバリデーションが必要です。また、GLP試験および非

GLP試験の両方で大量の前臨床サンプルも分析しますが、これらは

遺伝子構成に大きく左右される傾向があります。ここ英国の我々の

チームだけでなく、米国にも同様のグループがあります。

グラクソ・スミスクライン
バイオアナリシス・免疫原性・バイオマーカー部門研究員
Richard Snell氏
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患者サンプルの輸送を最小限とするために、両チームとも、開発中の

薬剤の試験をそれぞれの現地でサポートしており、また、両方とも同

じようなタイプの分子を分析していることから、両チームで同一の装

置能力を持つことを目指しています。ラボシステム、SOP、規制基準

を同一とすることで、必要ならば両チーム間で手法を容易に移管で

きる柔軟性が得られます」

Richard Snell氏は次のように言葉を続けました。「GSKに入社した

とき、質量分析計はすべてSCIEXのものでしたし、それ以来もずっと

大部分がSCIEX製です。現在、当チームの装置にはAPI 5000、

Triple Quad 5500、TripleTOF 

6600があり、加えてCESI 8000 

Plusキャピラリー電気泳動シス

テムがあります。Triple Quadシ

ステムは、大部分のアッセイ、特

に低分子の試験で大活躍してお

り、対象薬物、そして代謝物や分

解物を定量することができます」

「当チームが最近取得した装置は

TripleTOF 6600であり、精密な質量分析能力を有します。このシス

テムが入ってから現在まで約 18か月ですが、他のピークが見えるよ

うな複雑なサンプルのために使用しています。このシステムなら、正

しい分析種を見ているという自信が得られるからです。MS分析を繰

り返すのではなく、最初にすべてのデータを取得して後からマイニン

グすることによって、他の方法では間違いやすい同重体および共溶

出代謝物を確認することができます。このシステムは、高分子の定量

を含むペプチドマッピングにも理想的です。我々のねらいは、法的規

制のない定量的業務をTripleTOFに移管することです。なぜならば、

注入の必要がなく、セットアップ時間が非常に短いためです。我々は

このシステムのスピードと感度に深く感銘を受けています。感度を

失わないスピードでスキャンできる能力はとても印象的です。そし

てAnalystソフトウェアは、これまでに使った他のプログラムのどれ

よりもはるかに優れています」

「キャピラリー電気泳動‐エレクトロスプレーイオン化法（CESI）は、

我々のラボにとって新しいアプリケーションです。私がこれを最初に

見つけたのは、SCIEXのバイオ医薬品カンファレンスでした。検討さ

れていたアプリケーションのほとんどは化合物の特性解析のための

ものでしたが、この技術は大きな生物製剤分子の良好な分離を示し

たことから、私はこのアプローチによって、我々のモノクローナル抗

体試験で採用している定量法を改善できるかもしれないと感じたの

です。この定量法は、分析用の代表的なシグネチャーペプチドを作る

ための抗体のトリプシン消化に依拠しています。しかし、数個のアミ

ノ酸からなるシグネチャーペプチド 1本だけを分析するのでは、多く

の情報を失う可能性があります。CESIは、L鎖とH鎖に分解された

セミインタクトな抗体分子や、完全にインタクトな抗体分子を定量化

できる可能性を示しました。これによって、例えば修飾の可能性など、

はるかに多くの情報が得られます」

「モノクローナル抗体分離のためのCESI法の開発についてSCIEX

にアプローチしたところ、同社はとても熱心に協力してくれました。

キャピラリー電気泳動による分離はLCと同一ではなく、別の考え方

が必要ですが、CESI 8000 Plusは非常に使いやすく、我々は当社の

あるモノクローナル抗体に関して、かなり汎用的になりそうな手法を

開発しました。これは大きな利点です。というのは、新たな治療法ご

とに分析法を開発する時間を短縮し、難しい抽出プロトコールに注力

できるようになるためです。我々

は現在、SCIEXと共に、現在一般的

なサンプル注入法である、分析種

および共抽出化合物を含む溶媒の

ハイドロダイナミックインジェク

ション法に代わる、電気的注入法

（サンプルに電圧をかけて分析対

象薬物をイオン化し、キャピラリー

で泳動させる手法）の開発と最適

化に関する研究をしています。こ

の方法によって分析種は効果的に濃縮され（適切な条件下であれ

ば、キャピラリーに導入される唯一の化合物となるはずです）、他の

分子によるイオンサプレッションの可能性を低減し、感度を改善しま

す。これまでのデータは有望で、CVは約 8％です。CESIはラボの

装備の一部となりつつあり、我々に新たな選択肢と、LCとは次元を

異にする技術をもたらしています」とRichardは締めくくりました。

グラクソ・スミスクラインの詳細については、こちらをご参照ください。
www.gsk.com

SCIEX CESI 8000 Plusの詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/capillary-electrophoresis/cesi-8000-

plus-high-performance-separation-esi-ms-module

「CESIはラボの装備の

一部となりつつあり

我々に新たな選択肢と、

LCとは次元を異にする技術を

もたらしています」
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創薬研究の成功には強力な分析装置が不可欠であり、そうした装置は、化合物や代謝物の同一性を損なうリスクなし

に、信頼性の高い特性解析を可能とします。また、そうした装置は法医学においても重要な役割を果たしており、薬物

関連死の可能性がある場合などの毒物学的事例を裏付ける、明確な情報を得ることができます。ケープタウン大学

のClinical Pharmacology部門は、最新のLC-MS技術を利用して、これらの分野における分析需要のますますの拡

大と多様化に対応しています。

南アフリカにあるケープタウン大学（UCT）のClinical Pharmacology

部門では、臨床薬理および検査薬理に関するサービスを提供するとと

もに、マラリア、結核、およびHIVを中心とした創薬研究や薬物動態試

験などの前臨床および臨床研究を実施しています。さらに、法中毒学

や乱用薬物スクリーニングにも関与しています。

過去 20年間、同部門では質量分析法に多くの投資をしてきました。

現在、同部門には、イオントラップやトリプル四重極装置など約 10台

のSCIEXシステムがあり、今はさらにSCIEX X500R QTOFがデモ

機器として貸与されています。

UCTの Pharmacology Research Laboratoryの 所 長 で あ る

Lubbe Wiesner博士は、質量分析法の利用について以下のように

論じました。「質量分析法（MS）は、最初の化合物探索から、薬物動態

試験を含む第 III相臨床試験まで、あらゆる場面で利用されます。当

所の創薬・開発プログラムでは主にQTRAPシステムを利用してい

ますが、それはこの装置が新規化合物の代謝物を早期に同定するこ

とに優れているためです。トリプル四重極システムは主に薬物動態

研究に用いていますが、トレーニングにも欠かせません。私は約 15

人の大学院生を指導しており、彼らはこれらの装置を用いてMSの

実地経験を積んでいます。彼らは旧型のシステムを用いて勉強し始

め、実践スキルが向上するにつれて、より感度の高い新型装置へと移

行します」

ラボの一番の新顔であるX500R QTOFシステムは 2017年 10月

の設置以来、その他の業務の多くを処理しています。質量分析

Mass Spectrometry Toxicology Laboratoryのマネージャーであ

るAlicia Evans氏は次のように説明しました。「数年前、私たちは

UCTの法医学部に対して予備的な薬毒物スクリーニングサービスを

提供し、たまっている残務の一部の軽減を試みました。薬物関連死

の可能性がある事例のサンプルで、迅速なターンアラウンド時間を

実現したため、病理医はこのサービスが本当に有用であるとわかって

くれました」

「当初、この仕事には 3200 QTRAPシステムを使っていましたが、

X500Rが発売されることを聞いて、すぐにSCIEXの南アフリカにお

ける代理店であるSeparations社に連絡したのです。SCIEXの

vMethodを利用した薬毒物スクリーニングに関しては、装置の能力

や、特に使いやすさについて、良い情報を得ていました。この手法で

はカラムおよび移動相があらかじめ決められており、664種類の化

合物の保持時間がすでに確立されています。

QTOFを選択したもう一つの理由は、その高分解能でした。類似した

化合物間の鑑別能力に優れており、偽陽性の結果を有意に減らすこ

とができるためです」
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Lubbe Wiesner博士は以下のように言葉を続けました。「分子構造

のわずかな違いを見分ける能力は、創薬の早期段階にも不可欠で

す。化学構造を明らかにするには、化学式を決定するために高分解

能が必要です。そして、飛行時間型の装置ならばさらに多くのことが

できます。抗マラリア薬の早期創薬に取り組んでいる学生の 1人は、

X500Rを用いて、新規化合物 2種の化学式の特性解析に成功しま

した。これらを単離してマラリアに対する効果を調べたところ、現在

臨床で使用されている薬剤に匹敵する活性がありました。我々は

QTOFにとても興奮しています。

この装置でできることは驚くほど

です」

南アフリカ全体の民間法医学検

査機関を対象に実施された検証

試験でも、MSが有益であること

が証明されています。「南アフリ

カにおける薬毒物分析は、既製のイムノアッセイキットおよび簡易

的な試験紙型検査に頼ることが多いのです。多くの場合、我々の

MSシステムのいずれか（当初はTriple Quad、現在はQTOF）で同

じサンプルを分析してみると、実際のところ、イムノアッセイは多少

の交差反応性を示すということが判明しました。このことは、イムノ

アッセイとMSの結果の違いによってさらに強調されます。最初に

イムノアッセイで同定された化合物は、実際には、干渉の影響か、

まったく異なる化合物のために生じた偽の結果である可能性があ

るのです。報告された化合物が正しく同定されたことを確信できる

ため、私たちのMSの能力は検証試験で大いに役立ちました」と

Alicia Evans氏は語りました。「また、私たちは大学プロジェクトの

一環として、ケープタウン市内の排水処理施設から得た流入水およ

び排出水のサンプルをQTOFシステムで分析しています。プロジェ

クトでは他にも、抗レトロウイルス薬および抗結核薬に関連した排

水の分析が予定されています」

「vMethodの優れた点として、親化合物だけでなく多くの代謝物も

対象に含まれていることが挙げられます。これのおかげで、自分が正

しい対象を検出しているということを再確認できます。現時点では、

私たちのQTOFを用いた仕事の大半は定性的なものです。つまり、

化合物や代謝物が検出されるかどうかを判定しています。X500R 

QTOFは 10月に設置されて以来、ずっと多忙を極めていますが、将

来、同装置を用いて定量的なアッセイにも取り組むことが可能です。

私たちがこの装置を有効利用していることは間違いありません」と

Alicia Evans氏は締めくくりました。

ケープタウン大学のClinical Pharmacology部門の詳細については、こち
らをご参照ください。
www.medicine.uct.ac.za/med/divisions/pharmacology

 SCIEX X500R QTOFシステムの詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

x-series-qtof-systems/x500r-qtof-system

ケープタウン大学
Pharmacology Research Laboratory所長
Lubbe Wiesner博士

「我々はQTOFにとても興奮しています。

この装置でできることは驚くほどです」
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医薬品開発の初期段階において、バイオ医薬品企業は多くの場合、新しい製剤を評価する手法の開発を専門的な分

析サービスに頼っています。カナダ・ケベック州に本社を置くAltasciencesは、SCIEXのSelexION技術を用いて薬

物モニタリングの性能を改善し、患者中心のアプローチが増えつつあるクライアントのニーズを満たしています。

Altasciencesは、25年以上の経験を有する研究受託機関であり、

世界のバイオテクノロジー企業・製薬企業に対して、創薬からPOC

（proof of concept）に至る早期医薬品開発サービスを提供してい

ます。カナダのケベック州に本社を置き、その他にも米カンザス州カ

ンザスシティ、ノースダコタ州ファーゴ、ワシントン州シアトルにも施

設を有する同社は、前臨床試験から第 IV相試験まで幅広いバイオア

ナリシスサービスを提供することで、医薬品開発を支援しています。

同社におけるLC-MS分析法の開発・イノベーションに関するマネー

ジャーで主席サイエンティストの Jeff Plomley氏は次のように説明

しました。「我々のチームがサポートする業務の範囲は大きく変動し

ていて、さまざまな研究開発プロジェクトがいつでも進行していま

す。ラボでは、前臨床および臨床プログラムのための低分子および

高分子アプリケーションの両方をサポートしており、我々は常に、お

客様をより良く支援するべくバイオアナリシスサービスを改良でき

るような新技術やワークフローを探しています」

「例えば、お客様からのサポート依頼が多くなってきた最新の技術の

一つとして、定量吸収型マイクロサンプリング法（VAMS）があります

が、これは 1滴分の血液（約 10 μl）を正確かつ効率的に採取する新

技術です。これは使いやすい上に患者さんにも優しく、小児への使

用や自宅でのサンプリングにも適しているという点で、業界にとって

とても魅力的な技術です。侵襲性が最低限であるということは、前

臨床試験における動物福祉上の懸念の軽減にも役立ちます。そこで

我々は、VAMSを支援するための専門知識およびワークフローに多

くを投資して、ヘマトクリットに関連した問題を克服してサンプル回

収率を最適化するために、インパクト支援抽出法（impact-assisted 

extraction）を開発しました」

「毎日、33台のSCIEX質量分析計（API 3000、Triple Quad 5000、

Triple Quad 5500、QTRAP 5500、TripleTOF 5600+、TripleTOF 

6600）を稼働しており、スループットは年間で約 720,000サンプル

です」とJeff Plomley氏は言葉を続けました。「新しく導入した

SCIEX Triple Quadシステムの高度な能力は、LC-MSに基づく薬

物モニタリングアプリケーションに関連する一般的な問題の一部の

克服に役立っています。例えば、抗てんかん薬（AED）のモニタリン

グで大きな進歩を遂げました。これは、新薬の診療試験や、個別化さ

れたAED併用療法の最適化において欠かせない作業です。AEDは

LC-MSのワークフローに数々の難題を課しています。AEDの中に

はMS／MS条件下でフラグメント化しなかったり、フラグメント化が

効率よく起こらないものがありますし、エレクトロスプレーの一方の

Altasciences
マネージャー・主席サイエンティスト
Jeff Plomley氏

医薬品評価における
バイオアナリシスのための

SelexION®

Differential Mobility 
Separation テクノロジー
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Altasciences
マネージャー・主席サイエンティスト
Jeff Plomley氏

極性モードでしか事実上イオン化できない場合や、分配係数Log P

値の大きな不均衡のために、全体のランタイムを最小としながら最

も極性の高い分析種を保持することが困難な場合があります。

これらのハードルは、ほとんどのワークフローが 2つの分離した

LC-MSアッセイを利用していることを意味します。その代わりに、

我々は、動的極性スイッチング（dynamic polarity switching）およ

びスケジュールMRM（scheduled MRM）といった機能を利用して

これらの課題を克服しており、1回のアッセイ（わずか 6分）で 16種

類のAEDからなるパネルをモニターすることができます。これは極

めて画期的です」

「VAMSで得られた少量のサンプルの場合、高感度質量分析計を備

えていることがさらに重要となりま

すが、それこそがSCIEXがリードし

ている領域であって、そのために

我々も最近、マイクロサンプリング

およびバイオマーカーの分野に率

先して取り組むべく、Triple Quad 

6500+装置を 3台購入しました。

こ の シ ス テ ム は SelexION 

differential mobility separation（DMS）テクノロジーを搭載して

おり、選択性に関する課題の克服、および、検出限界を非常に小さく

する必要があってベースラインノイズを最小に抑えなければならな

い場合に役立っています」

「SelexIONは、特に同重体による干渉に遭遇した場合に有用です。

この問題はクロマトグラフィー法やサンプル調製による手法では解

決が困難なためです。例えば、血中尿酸値を低下させる薬剤である

アロプリノールの濃度を測定するために溶血サンプルを分析する場

合、アロプリノールよりもはるかに多く存在する天然の構造アナログ

であるヒポキサンチンによる内因性の同重体の干渉を取り除くこと

ができました。DMSを使用しない場合、この分析には徹底したサン

プル調製と長時間のクロマトグラフィー分離が必要であり、アッセイ

のスループットは大きく低下したことでしょう。また、SelexIONテク

ノロジーは、多発性硬化症に対する免疫抑制剤であるフィンゴリモド

の定量限界（LOQ）を小さくすることにも有用でした。我々はこれま

での手法でも 20 pg/mLという定量限界を達成していましたが、あ

るクライアントが、わずか 5 pg/mLという定量限界を要求されたの

です。DMSを使用することで、バックグラウンドノイズを顕著に低下

させ、定量限界を 4分の 1にするという改良が可能となりました。こ

れは、他の方法では不可能ではないにせよ、極めて困難であっただろ

う事例です」

「SelexIONはクロマトグラフィー法の課題を克服するだけでなく、多

くのアッセイに関して、サンプル調製量を減らすことについても貴重

な働きをしています。我々はこの技術を用いて、リツキシマブのモニ

タリングなど、大分子定量アプリケーションの多くで検出を制限する

干渉要素を除去してきました。

現在、リツキシマブ（自己免疫疾患、および非ホジキンリンパ腫など

のがんの治療に用いられる）は、非常にクルードで迅速、非選択的な

サンプル調製法で抽出することが

できます。優れた感度を有する

Triple Quad 6500+とSelexION 

DMSのおかげで、干渉する分子

種を除去し、ベースラインノイズ

を最小化できるためです。従来法

と比較したところ、選択性は同等

で、感度は向上しており、サンプル

調製量はずっと少なくて済みました」

「一方、SelexIONは尿中の低分子量たばこ関連バイオマーカーにも

用いられていますが、この分析には非常に複雑で多様なマトリックス

が大きく干渉する可能性があります。ある 1種類のバイオマーカー

について、我々はSelexIONを利用し、2Dクロマトグラフィーおよび

直交的な固相抽出の必要性をなくしました。これによって消耗品コス

トが大幅に削減され、サンプルのスループットが向上したため、時が

たてばこの技術への投資の元はとれるでしょう。SelexION DMSを

LC-MSに関する数多くの課題に応用し、干渉物質の除去から定量限

界の改善まで、多くの利点を見てきました。この技術を持たない将

来のバイオアナリシス実験室は想像できません。これこそが、選択性

と感度の両面で進歩を遂げるための普遍的なアプローチです」と

Jeff Plomley氏は締めくくりました。

Altasciencesの詳細については、こちらをご参照ください。
www.altasciences.com

SCIEXのSelexIONテクノロジーの詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
https://sciex.jp/products/ion-mobility-spectrometry/

selexion-technology

「この技術を持たない将来の

バイオアナリシス・ラボは

想像できません」
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大連化学物理研究所の研究者らは、メタボロミクスのための質量分析法に基づく新しい分析法の開発に、大いなる関心を抱いてい

ます。中国の研究者チームは、この分野における長年の経験に基づいて、革新的な「ノンターゲット解析とターゲット解析を組み合わ

せた（pseudo-targeted）」手法を確立しており、メタボロミクスおよびリピドミクス研究において成功裏に応用しています。

中国科学院に属する大連化学物理研究所（DICP）のCAS Key 

Laboratory of Separation Science for Analytical Chemistry

は、複雑なシステムおよびメタボロミクスのための新規な分析メソッ

ドおよび技術の研究開発に専心しています。所長であるGuowang 

Xu教授（博士）をリーダーとしたこのグループは最近、メタボロミク

スのための多次元クロマトグラフィープラットフォームの開発とそれ

らの疾患および医薬品研究への応用、特に漢方薬への応用に焦点を

合わせています。Xu教授は、チームの仕事とメタボロミクスの変化

しつつある顔について語りました。「メタボロミクスとは、体内の遺伝

子変異や病態生理学的変化、外部環境刺激に対する生体の反応を

系統的に調べる学問です。1996年にこの分野の研究を始めて以来、

メタボロミクスはすさまじい発展を遂げており、その進歩には質量分

析法およびNMRが大きく貢献しています」

Xu博士は以下のように言葉を続けました。「液体クロマトグラフィー

‐質量分析法（LC-MS）はメタボロミクスにおいてますます重要な

ツールとなっています。疾患の分類およびバイオマーカーの発見、

病態生理学への応用、疾患診断用バイオマーカーのモニタリング、

食品安全管理、環境研究、医学研究といった用途に利用できます。ま

た、精密医療（プレシジョン・メディシン）やトランスレーショナル医療

など、その他の多くの分野においてもますます重要な役割を果たす

でしょう」

最近では、同チームは以下の 2つの主要研究分野に注力していま

す。1）代謝物の同定を改善するための所内LC-MS／MSデータ

ベースの継続的な拡大、および 2）メタボロミクスを臨床研究により

良く役立てるための、pseudo-targetedによる新規MS法の開発。

「代謝物の同定は、メタボロミクス研究において最大のボトルネック

の一つです」とXu教授は語りました。「高分解能MSは、1回のサン

プルインジェクションから数万個のフラグメントイオンを取得できま

すが、最終的には数百種の代謝物しか同定できないかもしれません。

このことから我々は、この研究で重要な役割を果たしたSCIEX 

TripleTOF 5600システムの極めて効率的なMS／MS取得能力を

活用して、所内用の代謝物データベースを構築することにしたので

す。このデータベースには現在、約 7,000種の代謝物が登録されて

おり、その数は増え続けています」

大連化学物理研究所
CAS Key Laboratory of Separation Science for Analytical Chemistry所長
Guowang Xu教授（博士）
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   メタボロミクスのための

pseudo-targeted型
MS法の開発
メ    メタボロミクスおよびリピドミクス研究への革新的なアプローチ



メタボロミクスには主として、ノンターゲットとターゲットの 2種類の

解析手法がありますが、Xu教授のチームでは、pseudo-targeted

法を開発しました。これは、分析対象を包括的に網羅できるノンター

ゲット解析の利点と、ターゲット解析型の多重反応モニタリング

（MRM）による正確な定量化を伴うフルスキャンデータ取得という

利点を組み合わせたものです。「pseudo-targetedの代謝プロファ

イリングは三つのステップで構成されています。四重極飛行時間型

MSによるノンターゲットの

プロファイリング、前駆イオ

ン／プロダクトイオンペア

の選択、そして、定量化研究

に最適な装置であるトリプ

ル四 重 極またはQTRAP 

MSシステムを用いたこれら

のトランジションのMRM分

析です」

「複数の分子を標的としたメ

タボロミクスとは対照的に、

pseudo-targeted法では、同定された代謝物だけではなく、実際の

サンプルを用いて包括的なメタボローム情報が得られます。そのた

め、標準物質に依拠しなくてよくなり、その後のMRM分析の最適化

が簡素化され、既知および未知の代謝物を同時に検出することがで

きるため、カバー率が大幅に拡大します。我々のTripleTOF 5600お

よびQTRAP 5500/6500+システムはpseudo-targeted法の開発

に大きく貢献し、スクリーニングされた代謝物のリストを数十種から

数百種、あるいは 1,000ないし 2,000種へと増やすことができまし

た。ノンターゲット解析と比べて、pseudo-targeted法における分

析では感度が良好で再現性が高く、線形範囲が 4～ 5桁広くなって

います。我々はこの戦略をリピドミクス研究にも応用し、3,300種を

超えるMRMイオンペアのリスト（7,000種以上の脂質化合物を含

む）を取得しました」

大規模な臨床研究における長期にわたる良好な再現性というニーズ

を満たすため、同グループはpseudo-targeted法に、ブランクによ

る洗浄とプールされた品質管理用サンプルを組み込みました。また、

運転後のキャリブレーションも取り入れました。これによって、優れた

安定性が確保され、バッチ間の介入を最小限としながら、多数のサン

プル（少なくとも 282回のインジェクション、運転時間にして約 110

時間）をQTRAPシステムで分析できます。「このアプローチは、臨床

サンプルの分析効率を大きく改善し、プレシジションメディスンおよ

び臨床診断の研究を支援するものであり、我々はこのアプローチを

複数のコホート研究における 1,000件を超えるサンプルに使用しま

した。例えば、肝細胞がんに

関する研究では 1,448 人

の被験者から得られたサン

プルを分析し、この疾患の

早期診断に利用できる可能

性のある 2種類の代謝バイ

オマーカー候補、すなわち

フェニルアラニル‐トリプト

ファンおよびグリココール

酸を同定しました。これが

LC-MSを用いたグリココー

ル酸検出キットの開発につ

ながり、このキットは最近、浙江省食品薬品監督管理局によって臨床

での使用が認可されました」

「大規模研究の実施中は、MS装置を一年中、24時間稼働させる必

要があります。システムが頑健で信頼できることが重要です。SCIEX

の質量分析計は我々の仕事にとって真の価値ある資産であり、そし

て重要なことですが、我々は同社から優れたサービスとサポートを受

けています」とXu教授は締めくくりました。

大連化学物理研究所の詳細については、こちらをご参照ください。
english.dicp.cas.cn/au/bi

 SCIEX TripleTOF® 5600+ システムの詳細については、こちらをご参照く
ださい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

tripletof-systems/tripletof-5600-system

「このことから我々は、

SCIEX TripleTOF 5600システムの

極めて効率的な

MS／MS取得能力を活用して、

所内用の代謝物データベースを

構築することにしたのです」
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疾患の根底にある分子病理学を分子レベルで理解することは、有

効な治療法開発にとって極めて重要です。グローバルなバイオ医

薬品企業であるUCBは、神経学および免疫学という2つの重要

な分野において新規治療薬の開発を行うために、複数のSCIEXシ

ステムを駆使して様々な条件下で低分子および高分子の異なる

役割を解析しています。

分子病理学の研究に用いられる技術の感度、選択性、スループットが

向上すれば、疾患の背景にある機序に関する研究者の理解が深ま

り、それが寿命および生活の質を改善させる新たな治療標的の発見

に役立ちます。1928年の設立以来、UCBは特殊化学の一企業から

グローバルなバイオ医薬品企業へと大きな変革を遂げてきました。

現在UCBでは、てんかんおよびパーキンソン病から関節炎および

ループスまで、幅広い種類の神経疾患および免疫疾患のための治療

薬の開発が行われています。研究は、英国のスラウにある施設およ

びベルギーのブリュッセルにある施設の、合わせて 2つの主要施設

で実施されています。ベルギーのバイオアナリシス部門長である

Ludovicus Staelens氏は、高分子化合物のためのバイオアナリシス

法の開発およびバリデーション、ならびにそれらの方法を使用したサ

ンプル分析を担当しています。Ludovicus Staelens氏は次のように

説明しています。「当初、私たちは低分子化合物のGLPおよび非GLP

バイオアナリシスのみを行っていました。しかし、高分子化合物に関

するGLPバイオアナリシスを開始した際、それまでの作業すべてを

継続していくことが時間的に困難になり、低分子のGLPバイオアナリ

シスは外部委託することにしました。現在、低分子の非GLPバイオア

ナリシスは引き続き実施しており、レギュレーテッドラボで高分子の

前臨床および第 1相試験までの分析を行い、その他はすべて外部委

託しています」

「当社が実施するアッセイはプロジェクトによりそれぞれ異なります

が、薬物動態解析はすべての試験において行われ、抗薬物抗体解析

もほとんどの試験において行われるといったように、特定のアッセイ

はルーチンに実施されており、その方法はそれぞれ個別のプロジェク

ト用にカスタム開発されています。私たちは、高分子化合物用のリガ

ンドバインディングアッセイ（LBA）および 1990年代末に使用を開

始した高分子および低分子化合物用のLC-MS/MSを主要技術とし

て使用しています。質量分析法を高分子化合物に使用し始めた時、

質量分析の技術自体に変化はありませんでしたが、そのアプリケー

ションやワークフローは大きく変化しました。私たちは、頑健性の高

いSCIEX API 5000三連四重極プラットフォーム 3台をin vitroサ

ンプルの分析用に使用しています。

さらに高い感度および選択性を必要とするアプリケーションにおい

ては、低分子化合物用にはTriple Quad 6500を、高分子化合物用

にはTriple Quad 6500+を使用しています。

Triple Quad 6500+は、イムノキャプチャーアプローチと組み合わ

せることで非常に低い定量限界を達成することができるため、高感

度タンパク質分析に最適です。私たちは高分子化合物分析にボトム

アップ法を使用していますが、その理由はインタクトなタンパク質の

解析では電荷および同位体シグナル分散のために感度が大きく低下

してしまうからです。選択したタンパク質を酵素消化し、シグネチャー

ペプチドを代替として選択することで、これらの問題を回避し、感度

を向上させることができます」

UCBベルギー　バイオアナリシス部門長
Ludovicus Staelens氏
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神経疾患および免疫疾患の病理学

 さらなる探求へ



「私たちの実際の研究の大半はアッセイ開発であり、メソッドの開発

はほとんどすべて社内で行っています。臨床試験が第 2相に進み試

験を外部委託する際には技術の移行が極めて重要であり、私たちの

貢献が外部委託に大いに役立つため、私たちの研究分野は非常に重

要です。Triple Quadは、他のシステムと比較して非常に強力でしか

も頑健であり、ほぼ休みなく使用してもメンテナンスはほとんど必要

ないため、この作業によく適しています。また、Triple Quadはパー

トナーのCROにおいても広く使用されています。解析には

MultiQuantソフトウェアを使用していますが、その理由はこのソフ

トウェアでは、解析のためのパラメータを簡単に設定でき、ラン全体

を 1回で処理できるようになるためです。規制下の試験では、1回

の注入と次の注入の間で設定を変更することはできません。この

ソフトウェアは解析を容易にします。通常、初期の設定を調整する

必要は一切ありませんので、時間が短縮でき、しかも規制準拠が可

能です。私たちはメソッド開発のために他の様々なソフトウェアア

プリケーションも使用していますが、これらのソフトウェアをSCIEX

のシステムにリンクすることは容易

です。この多様性は、システムと

様々な LCプラットフォームとの適

合性に関しても同様で、私たちの

ニーズによって随時設定を変更す

ることができます」

「技術が進歩するに従い、業界全体

もTripleTOF 6600のような高分解

能プラットフォームの使用へと移行してきています。これらのシステ

ムは、タンパク質分析にさらなる可能性を提供すると同時にその選

択性も向上させており、私たちのメソッド開発に大いに役立つ可能性

があるため、私たちはこの技術を今後さらに深く掘り下げて研究して

いくつもりです」とLudovicus Staelens氏は結論付けています。

UCBの研究の詳細については、こちらをご参照ください。
www.ucb.com

SCIEX Triple Quad™ 6500+システムの詳細については、こちらをご参
照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/triple-quad-

systems/triple-quad-6500-system

「Triple Quad 6500+は、

イムノキャプチャーアプローチと組み合わせることで

非常に低い定量限界を達成することができるため、

高感度タンパク質分析に最適です」
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法中毒学とは、毒物学の原理を、薬理学や分析化学等の他の分野と組み合わせて、中毒、薬物乱用、およ

び死亡原因に関する法的調査を支援する学問です。法医学研究室が法廷で結果の正当性を主張するため

には、高感度で信頼性の高い分析機器へのアクセスが不可欠です。このため、オレゴン州警察はパイオニ

アとなって高分解能質量分析法をルーチンなスクリーニングに採用しました。

オレゴン州警察署には、米国のポートランドおよびスプリングフィー

ルドにある 2つの毒物学検査室が優れたサービスを提供していま

す。これらの検査室は、刑事事件における警察捜査および証拠分析

のための法医学サービスを提供しています。

毒物学テクニカルリーダーのSara Short氏は仕事の内容を以下

のように説明しています。「我々は主に、飲酒および麻薬の影響下

の運転（DUII）に関する分析を行っており、運転能力が低下している

と疑われる運転者を評価するとともに、オレゴン州司法解剖医のた

めに死後毒物学試験を行い、警察による死因特定のお手伝いをし

ています。さらに、アルコール検査を含む交通取り締まりプログラ

ムも行っています」

「私たちは年間約 5,000件のDUIIおよび約 4,700件の司法解剖

医からの要請を処理しており、主に血液、尿、眼の硝子体液等の体液

を扱い、さらに遺体の損傷が激しい場合には、胃内容物、脾臓、また

は肝臓組織の毒物学分析を実施する場合もあります。イムノアッセ

イ法と GC-MS を使用してスクリーニングを行った後、SCIEX 3200 

QTRAPシステム（10年前に購入）で死後検体の定量分析を行って

いました。しかし、スクリーニングプロセスのスピードと感度を上げる

必要が生じたため、Society of Forensic Toxicologists （SOFT）の

会合で聞いた高分解能質量分析装置を購入することにしました」

検査室の分析者であるMichael Jackson氏は続けます。「どのシス

テムを購入するかを決定するために、特定の薬物を添加したサンプ

ルを作成し、多数のメーカーにサンプルを送付して様々な装置を比

較して対比しました。その結果、SCIEX TripleTOF 5600+ System

が他の装置より極めて高い性能を示し、偽陽性結果および偽陰性結

果も少なく、得られたアナライト濃度は私たちのターゲットとした濃

度に最も近いものでした。また、SCIEX 3200 QTRAPシステムを使

用していたため、すでにソフトウェアに精通しており、同じ会社から 2

台目の装置を購入することで、分析者のトレーニングも短期間で済

みました」

SCIEX TripleTOF® 5600+ Systemを購入後、ポートランドの検査

室で装置の検証のために予備試験を行うことが必要になり、その時

のことをSara Short氏は以下のように説明しています。「私は、品質

保証責任者と緊密に連携し、毒物学分野におけるこの技術の感度、

再現性および頑健性を厳密に試験する検証計画を策定しました。検

証は 2017年 10月に完了し、ほとんどの薬物で 10 ng/mLの検出

限界が達成でき、いくつかの薬物では 1 ng/mLという極めて低い検

出限界が得られました。検証プロセスの一環として、一般的に遭遇す

る分析種からの干渉を評価するために、1つの血液サンプルに 96

の医薬品標準物質を添加したところ、システムはこれらの医薬品の

90%以上を検出することができました。
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 法中毒学における
 高分解能
質量分析法の
パイオニア



この装置では、高分解能が得られるのみならず、保持時間によってア

ナライトを分離することも可能です。スプリングフィールドの検査室

でも、死後毒物学を除き同一の作業を

実施しており、2017年 7月末に同一機

種の装置を設置した際には、検証をさら

に迅速に完了することが可能でした。検

査室間の比較試験を設定し、装置間の

変動を少しも見逃さないようにするた

めに、両装置の検出限界試験を繰り返し

ました」

「高分解能質量分析法は私たちにとっ

て非常に有用です」とSaraは続けてい

ます。「まず最初に、古い方法を新しい方法と比較したところ、偽陽性

はなく、さらに装置の高い感度のおかげで新たな代謝物も検出する

ことができました。また、サンプルの抽出法も変更し、時間がかかり、

大量の溶媒や尿を必要とする固相抽出（SPE）の代わりに、尿サンプ

ルを希釈して直接注入する方法を使用しています。血液サンプルに

ついては、SPEの代わりに非常に迅速でクリーンな液体抽出法を使

用しており、時間が短縮され、長期的にはコストの削減につながると

期待しています。GC-MSで得られていたノミナル質量とは異なり、

化合物の質量数を小数点 5桁まで得ることができます。さらに、スク

リーニングツールとしてSCIEX TripleTOF 5600+システムを使用し

た後、定量化のためにSCIEX 3200 QTRAPシステムを使用するこ

とで、相補的な異なる 2つの技術を使用することになり、我々の研究

結果にさらに確信を持つことができると同時に、SOFTガイドライン

および独自の手順の基準を満たすことができます。また、法廷で結

果を示す際のサポートとしても役立ちます。私たちはさらに、Triple 

TOFシステムのSWATHワークフローに切り替えました。LCカラム

から複数のアナライトが同時に溶出する場合、装置がSWATHを使

用してデータを分離し、真のアナライトを観察することを可能にしま

す。この技術は、特に変化の激しい違法薬物市場において大いに期

待できる技術であり、これまでに明らかにされていない死因の調査

や、過去に記録されたデータを新たに同定された薬物と相互参照す

るために利用することができます」

Michael Jackson氏は以下のように結論

付けています。「SCIEXから受けているテ

クニカルサポートには大変満足していま

す。おかげで私たちはこの新しい技術に関

して、非常に多くのことを極めて短期間に

習得できました。少しでも疑問があれば、

いつでも気軽にSCIEXにメールすること

ができます。大抵の場合、同日または遅く

とも翌日までに回答が得られます。装置に

問題があれば、SCIEXチームが遠隔接続

してデータを検討し、トラブルシューティングをサポートしてくれま

す。安心できる顧客サポートの素晴らしさは、いくら語っても足りな

いくらいです」

Oregon State Police法医学部門の詳細については、こちらをご覧くださ
い。
www.oregon.gov/osp/programs/forensics/Pages/default.

aspx

SCIEX TripleTOF 5600+システムの詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

tripletof-systems/tripletof-5600-system

「…顧客サポートの

素晴らしさは、

いくら語っても

足りないくらいです」

オレゴン州警察、検査室分析官、Michael Jackson氏
毒物学テクニカルリーダー、Sara Short氏
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前臨床研究における
新規バイオマーカー

発見の威力

バイオマーカーおよび他の分子の高感度検出および分析は、前臨床試験にお

いて極めて重要です。日本最大の開発業務受託機関の一つである株式会社新

日本科学（SNBL）では、研究者たちが様々な製薬プロジェクトの実施に、SCIEX 

LC-MS/MSの技術を使用しています。

SNBLは 1957年に鹿児島に設立され、その後、国内およびアジア各

国に多数の事業所および施設を開設してきました。同社は、医薬品

開発のすべての段階に必要な適切な検査を実施できる日本で唯一

の企業であり、様々な疾患領域のために研究開発サービスを提供し

ています。

つくば分析ラボラトリは 2015年に設立され、千田ラボラトリ長の指

揮の元、SNBLの前臨床サポート部門として、受託研究および内部プ

ロジェクトをほぼ同数の比率で業務を行っています。つくばラボラト

リの研究者たちは、バイオマーカーまたは薬物候補化合物としての

タンパク質、ペプチド、核酸および超低分子量化合物の定量測定の

ための超高感度メソッドの開発を、LC-MS/MSを使用して実施して

います。千田ラボラトリ長は以下のように説明しています。「私たち

は、標的化合物を高感度で測定するための、質量分析法をベースと

したメソッドを開発しており、その研究はSCIEX装置に大きく依存し

ています。最近まで、私たちが受託する仕事の多くは薬剤そのもの

を定量することに焦点が置かれていました。しかし、現在は主として

薬剤の有効性および安全性に関連する疾患特異的なバイオマー

カーを扱っており、製薬会社がこれらのマーカーの測定を依頼してく

るケースは増加してきています。また、核酸（薬剤候補として注目さ

れ始めています）、環状ペプチド、モノクローナル抗体およびVHH抗体

（通常よりも分子量が極めて低い特別な抗体）等もしばしば取り扱っ

ています」

株式会社新日本科学　
つくば分析ラボラトリ　ラボラトリ長
千田直人博士
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つくばグループには、非常に特異的なワークフロー戦略があり、千田

ラボラトリ長はそれを以下のように説明しています。「私たちが測定

する分析種はタンパク質であることが多く、精密質量分析のために、

Eksigent ekspert nanoLC 400 シ ス テ ム を 搭 載したSCIEX 

TripleTOF 5600+ Systemを使用しています。私たちはSWATH

ワークフローおよびProteinPilotソフトウェアを使用して、特徴的な

タンパク質の精密質量を測定し、定量します。その後、MarkerView

を使用してサンプル比較を行い、治療効果があるか検討することも

あります。精密質量から見出

されたイオントランジション

を 用 い て、2 台 の Triple 

Quad 5500またはQTRAP 

6500+を使用して三連四重

極を用いた定量分析を行い

ます。このデータを用いて

超高感度法を構築します」

質量分析計は、SNBLのいく

つかの部署にとって重要な

技術であり、鹿児島県にある

安全性研究所にSCIEX装置

が 7台、和歌山県の薬物代

謝分析センターにSCIEX装

置が 28台それぞれ設置さ

れています。開発された測

定方法は千田ラボラトリー長

のチームにより最適化され、これらの研究所に移行され、多数のサン

プル測定が行われます。

この技術に関して 30年を超える経験を有する千田ラボラトリ長は、

その間 20年にわたりSCIEXの装置を活用しています。千田ラボラ

トリ長が特に感心しているのは、SCIEX質量分析計が提供する高い

感度と直感的なソフトウェアです。「当社の三連四重極を用いた質量

分析のための主戦力として機能するTriple Quad 5500システムに

は大いに助けられており、（特に）三連四重極を用いた質量分析業務

において主戦力として機能してます」と千田ラボラトリ長は述べてい

ます。「MarkerViewおよびPeakViewのソフトウェアソリューション

に加えて、SWATHワークフローも極めて有用です。操作性に優れ、

バイオマーカーが上方制御に作用しているのか下方制御に作用して

いるのかを直接容易に理解することができます。また、QTRAP 

6500+にはSelexION+を搭載しており、核酸の分析に非常に有用

であることが判明しています」

非常に多くの装置を使

用し、チャレンジングな

ワークフローを行うに

は、SCIEXからのテク

ニカルサポートは非常

に貴重です。千田ラボ

ラトリ長はさらに続け

て、「SCIEXのサービ

ス部門は私たちにとっ

て非常に強力な味方

であり、アドバイスが

必要な場合にはいつ

でもスペシャリストに

電話をすることがで

き、必要に応じてエン

ジニアが翌日には私た

ちを訪問してくれま

す。私たちは、ダウンタイムを最小限に抑えて仕事の継続に役立つ

この高いレベルのサポートを大いに評価しています」と締めくくって

います。

SNBLの詳細については、こちらをご参照ください。
www.snbljapan.com

SCIEXシステムの医薬品およびバイオ医薬品のアプリケーションに関する
詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/applications/pharma-and-biopharma

「…MarkerViewおよびPeakViewの

ソフトウェアソリューションと

組み合わせることで、SWATH

ワークフローは極めて有用です。

操作性に優れ、バイオマーカーが

上方制御に作用しているのか

下方制御に作用しているのかを

直接容易に理解することができます」

31
SCIEXはAB SCIEXの商号です。©2019 AB Sciex。研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。
本冊子に含まれる商標はAB Sciex Pte.Ltd.または各所有者がその所有権を保有します。AB SCIEXTMはライセンスを受けて使用されています。

http://www.snbljapan.com
https://sciex.jp/applications/pharma-and-biopharma


SCIEX M5 MicroLC
OptiFlow Quant Solution   

高機能のM5 MicroLCマイクロフロー・クロマトグラフィーシステ

ムは、感度、汎用性および頑健性を兼ね備え、低分子および高分子の

定量および特性解析を簡素化すると同時に、コスト、設置面積および

サンプルサイズを低減させます。このシステムは従来のLCよりも感

度が高く、ナノフロー LCよりも頑健であり、完全に最適化され、様々

なSCIEX MSプラットフォームと容易に接続することができます。さ

らに、M5 MicroLCは、あらゆるカラムおよび化学物質が使用できる

ように設計されており、セットアップにはツールを必要とせず、あらゆ

る課題に対応できるようにコンフィグレーションを容易に変更でき、

あらゆるワークフローをいつでも開始できるフレキシビリティーを提

供します。

M5 MicroLCをOptiFlow Turbo Vソースと共に使用することで構

築できるOptiFlow Quant Solutionは、低流速における分離に新し

い可能性を切り開きます。このOptiFlow Quant Solutionは、分析

フローの使いやすさと頑健性を低流速における分離の感度と組み合

わせ、困難な分子種を定量するのに役立ち、しかもスループットと

アップタイムを最大限に高めることができます。シグナルを増大させ

るために、1 µL /分という低流量を提供し、SN比を最大 5倍まで改

善させ、最大性能および一貫した結果を実現できます。

詳細は以下をご参照ください。
https://sciex.jp/products/integrated-solutions/optiflow-

quant-solution

X-シリーズQTOFシステム

X-シリーズQTOFシステムは、ハイスループット分析ラボにおける生

産性向上を可能とする画期的なシステムです。本システムのコンパ

クトなデザインと直観的なユーザーインターフェースは、合理化され

たデータ取得と解析機能を併せ持ち、しかも分析能力や分解能に妥

協はありません。この強力なベンチトップ型プラットフォームにより、

スクリーニングは容易になり、精度が向上します。

X500Rは、食品、環境、法医学検査における未知化合物のハイス

ループット・スクリーニング用にデザインされた初めての高分解能シ

ステムです。使い勝手のよいワークフロー、頑健なハードウェアおよ

び徹底したバランスを実現。シームレスな分析の実現と信頼性の高

い結果を提供できることから、X500Rはルーチンのスクリーニング

に最適です。

X500Bは、バイオ医薬品の特性解析における分析能力を高めるため

に必要な分解能、頑健性および信頼性を提供します。直観的なソフト

ウェアとシンプルなワークフローはスループットを加速させ、しかも

コンパクトなデザインのため、必要なラボスペースは現在市販され

ているすべての高分解能MSシステムの中でも最小です。

詳細は以下をご参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/

x-series-qtof-systems
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今年の「I love mass spec」にご応募いただきありがとうございまし

た。SCIEXでは、質量分析法が様々な科学分野に影響を与えている

ことを実感しながら、日々新しい革新的な製品の開発を続けていま

す。そんなSCIEXスピリットを広げていきたく、前号で、「お客様のラ

ボでSCIEXの質量分析装置が活躍しているシーンをご紹介くださ

い」とお願いしました。ここでは、応募写真の一部をご紹介させてい

ただきます。

皆様からお送りいただいたお写真、いずれも大いに楽しませていた

だきました。引き続き、お客様の「I love mass spec」精神を捉えた

お写真を募集しております。是非vision@sciex.comまでお送りく

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。

I LOVE MASS SPEC

SCIEX OSは、包括的な定性・定量データ解析を組み合わせた唯一

のソフトウェアであり、データの取得および解析の生産性を向上させ

ます。直観的なユーザーインターフェースは、複数のカテゴリー分類

とフィルタリングオプションにより、データ解析を簡素化し、処理を迅

速かつ容易にします。

新しいアルゴリズムは、自動積分、異常値の除去およびスタンダード

追加機能を提供し、面倒で時間のかかる手動操作による解釈を低減

させ、精度および再現性を改善させます。さらに、セキュリティーの

コンフィグレーションをお客様のニーズに見合うように調整できる、

フレキシブルなセキュリティー機能が規制準拠に役立ちます。

SCIEX OSは、SCIEX X-シリーズQTOFシステムの制御システムで

あり、データワークフローを簡素化し、SCIEX Triple QuadTM、

QTRAP®およびTripleTOF®プラットフォームを含む他のSCIEXシス

テムから取得したデータの解析にも使用できます。

詳細は以下をご参照ください。
https://sciex.jp/products/software/sciex-os-software

SCIEX OSソフトウェア
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