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SCIEXは、長年にわたり新技術のパイオニアとして、スピード、感度、特異性などの基礎的な要素から質量
分析の限界を押し広げてきました。このような進展は、質量分析の使用をさまざまな市場に拡大していく

ために極めて重要でしたが、環境の変化が加速する今日、同じことを単に改良していくだけで十分とは限

りません。月並みな言い方ですが、枠組みにとらわれない発想が必要です。私たちにとっては既存の質量

分析システムがその「枠組み」であり、装置に求められている利用法をさらに詳しく検討し、ニーズにより

よく応えられるソリューションを開発する必要があります。

これが研究開発を促す原動力であり、その結果生み出されたのが当社の最新技術であるEcho® MSおよ
びScanning SWATH® Acquisitionです。

Echo MSでは、音響エネルギーを利用し、正確なサンプル量を新規開発したインレットプローブに直接導
入します。特定のワークフローにおいて液体クロマトグラフィーを必要としません。この革新的な技術に

は、SCIEXおよび外部パートナーにより開発された多数の技術が統合されています。Echo MSはスルー
プットを劇的に向上させ、サンプルのクリーンアップをせずに、従来法の 30倍以上となる 1秒間に最大 3
サンプルの解析を可能とし、しかも比類のないレベルの定量化を実現します。

これと対極に位置する質量分析ワークフローがScanning SWATH Acquisitionです。技術の発展にお
いて重要なマイルストーンとなるScanning SWATHは、すべてのフラグメントを定量的手法で正確なプ
リカーサーに帰属させ、高い信頼度でサンプル中に含まれるすべての分子種を取得することができます。

このシンプルな測定メソッドは、通常であれば様々なアプローチで複数の実験を要するような包括的な

データーをシンプルな測定メソッドで取得することができます。これはまさにデータ非依存型解析に大き

な変革をもたらす技術であるといえます。この技術が、ボタン操作一つで行える探索プラットフォームの

確立という当社の究極の目標にさらに一歩近づけてくれます。

このSCIEX VISION第 4号では、これらの新技術の詳細およびさまざまなお客様のアプリケーションをご
紹介します。どうぞお楽しみください。

Chris Lock
Vice President LCMS Research & Development
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米国の科学捜査官は、「飲酒および麻薬の影響下の運転」が疑

われるサンプルの分析に質量分析を活用することで、検査室

で血中アルコール濃度と共に特定、定量することができる薬

物の数を大幅に増大させています。

こうして収集されたデータは警察の捜査を強化するだけでな

く、薬物・アルコール乱用の調査にも活用され、ひいては州当

局の新しい規制や法律の設定に役立っています。

米国Southern NevadaのHenderson Police Department 
Crime Laboratoryでは、他の検査施設に先駆けて、「飲酒およ
び麻薬の影響下の運転」（DUI）が疑われるケースの薬毒物検
査方法を再設計しました。同検査室では、さまざまな市の約 60
万人の人々にDUIサービスを提供しており、年間約 800 のサン
プルを扱っています。Senior Forensic Toxicologist のTimothy 
Fassette氏は、この変化について次のように説明しています。
「現在も多くの検査室で採用されているのですが、私たちが以前

採用していたDUI検査方針では、血中アルコール濃度（BAC）が
カットオフ値である 0.084 g /dL未満のサンプルのみが乱用薬
物の解析対象となっていました。BACがこのレベルを超えるサ
ンプルについては、BAC結果のみが報告され、違法薬物に関す
るそれ以上の調査は行われていませんでした。」

Henderson Police 
Department Crime 
Laboratory、
Senior Forensic 
Toxicologist、
Timothy Fassette氏
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Timothy Fassette氏はさらに続けて、「私のバックグラウンド
である検視では、患者の死に寄与した可能性のあるものすべて

が調べられるため、私はこの方針に戸惑いました。約 2 年前私
たちは、BACが閾値を超えていると過去に判定されたため他の
薬物に関する検査が当時行われていなかった 100 例に関して、
レトロスペクティブな調査を行いました。その結果、これらの

人々の約 2/3が、検出されることのなかった薬物を実際には体
内に有していたことが明らかとなりました。この情報を利用して、

私たちは、BACにかかわらずすべてのDUIサンプルに関して薬
物の解析を行う新しい検査方針を導入することにしました。」

「以前の方針では、BAC解析後のさらなる薬物検査のための基
準を満たすサンプルはわずか 25％程度でした。

Related to RUO-MKT-03-8870-A

科学捜査の再設計
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「このプロトコールにより、薬物スクリーニングにかかる時間を

5日から1日に短縮することができました。また、各サンプル中
でスクリーニングされる薬物の数を42から100超に増加させ、
しかもコストは約70％削減させることができました。」

そこで、100％のサンプルの検査をしたいと考えましたが、そのた
めに膨大な時間を費やしたり全予算をつぎ込んだりはできません。

私たちの既存のスクリーニング法である 12パネルELISAとそれ
に続くフルスキャンGC-MS分析法は、より包括的な検査方針を導
入するためには非効率であると考えられたことから、高い費用対効

果で検査のスケールアップを行う方法を見つけ出さなければなら

ないという課題に直面しました。既存の方法を使用したスケール

アップでは、実施に費用がかかりすぎ、非常に低濃度では検出され

ない可能性のある薬物が存在します。しかもELISAは非特異的で
あるため偽陽性結果が生じる可能性があり、さらなる検討が必要と

なり処理時間が増大します。この方法には時間もかかり、完了に 4
～ 5日間を必要とするため、私たちはこの方法に代わる方法を模
索し始めました。」

「Society of Forensic Toxicologists（SOFT）のガイドラインで
は、スクリーニングおよび確認／定量分析はそれぞれ異なる技術

を使用して実行することが求められています。

私たちは既に、SCIEX QTRAP 5500システムを所有しておりLC-
MS/MSによる定量および確認分析に使用していましたので、この
システムを補完する代替技術を模索し始めました。しかし、SCIEX
チームとの協議中に、この装置がハイブリッド装置であるため、この

システムで必要なものがすべて揃っていることに気づきました。装

置をLC-MS/MSモードで使用して定量分析および確認分析を継
続しながら、システムのリニアイオントラップ機能を活用して薬物ス

クリーニングを行うことができるため、SOFTが求める 2種類の技
術がこのシステムにより提供されます。新しい装置への大きな投

資、および新しい装置導入に伴うスタッフの追加トレーニングの必

要性はありません。」

「SCIEXチームは、イオントラップ法を設定するためにアプリケー
ションサイエンティストを 1週間、私たちの検査室に派遣してくれ
ましたが、そのおかげでシステムをすぐに立ち上げることができ大

変助かりました。このスクリーニングプロトコールの効率は、以前

のプロトコールをはるかに上回っています。以前より正確で精密な

結果が得られ、偽陽性および偽陰性の結果がはるかに少なくなって

います。ELISAによるスクリーニングでは、サンプル中の一般的な
薬物クラスの存在のみを判定することが可能でしたが、質量分析

では化合物を正確に同定することができます。私たちが開発した

新しい迅速抽出法と組み合わせることで、このプロトコールにより、

薬物スクリーニングにかかる時間を 5日から 1日に短縮すること
ができました。また、各サンプル中でスクリーニングされる薬物の

数を 42から 100超に増加させ、しかもコストは約 70％削減させ
ることができました。

この方法を使用して削減させることができた時間および予算によ

り、以前は検査の対象とならなかった 75％のサンプルをスクリー
ニングすることができ、これによって入手したすべてのDUIケース
について全体像を得ることができます。」

「スクリーニング法をSCIEXシステムに移行させたことが、この 2
年間での多くのプロジェクトの成功の原動力となりました」と

Timothy Fassette氏は述べています。「毒物学試験を行う小規
模な研究室にとって、DUI検査のための最も効率的で頑健かつ費
用対効果の高い方法を作成することは極めて重要であり、QTRAP 
5500はまさにそのすべてを完璧に提供できるシステムです。この
システムの性能が極めて優れていたため、私たちはすべての既存

のGC-MS確認分析もSCIEXシステムに移行させることにし、三つ
の異なる方法を一つの分析に統合させましたが、QTRAPの高い
感度および選択性のおかげでスムーズな移行が行えました。」

「新しいDUI検査方針は、私たちの業務を強化するだけでなく、他
の警察署にも利益をもたらしています。捜査官にサンプルから得

られたすべての分析結果を含む単一の報告書が提供されること

で、捜査官が複数の異なる報告書を検索する必要がなくなり時間

が節約されます。さらにすべての分析結果が同時に提供されるた

め、後から何度も追加分析を要求する必要がなくなり、証拠品を再

開封するなどサンプルの完全性損失の可能性がなくなります。州

当局でも、薬物使用の傾向の同定およびモニタリングに私たちの

データを活用しており、究極的にはその結果が省令の制定に使用

されます。完全な検査をルーチンに実施する唯一の検査室である

Hendersonは、真の統計を提供できる唯一の検査室です。公的
資金で賄われている、Nevada で最も小規模な法医学検査室では
ありますが、DUIケースを先導しているのは私たちなのです」と

Timothy Fassette氏は締めくくっています。

SCIEX QTRAP®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

https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtrap_systems


SCIEX VISION  |  ISSUE 4  

06
Related to RUO-MKT-03-8870-A

タンパク質は幅広いアプリケーションに有用な分子ですが、目

的とする治療活性を有する正確に折りたたまれたタンパク質

を得るためには、その発現および精製のためにさまざまな技

術、分析およびトラブルシューティングが必要です。Peak 
Proteinsでは、タンパク質の製造から構造決定に至るすべて
のサービスを提供しており、高品質な製品を顧客に提供する必

要不可欠なツールキットとして、質量分析を活用してます。

Peak Proteins、
Specialist in Protein 
Mass Spectrometry、
Rachel Rowlinson氏

質量分析が可能にする完璧な
タンパク質分析

英国チェシャーに拠点を置くPeak Proteinsは、数十年にわたる

Protein Scienceの経験を有するサイエンティストにより立ち上
げられた企業であり、その広範な知識を使用して幅広い顧客プロ

ジェクトを サ ポ ートして い ます。同 社 のProtein Mass 
SpectrometryのスペシャリストであるRachel Rowlinson氏
は、質量分析がどのように同社の事業に役立ち、プロテオミクスお

よびタンパク質特性解析への正確で信頼できる方法の提供を可能

にしているかを以下のように説明してます。「Peak Proteinsは 5
年前に設立され、主として、低分子およびバイオ医薬品の創薬を支

援するツールとしてのタンパク質の製造に重点的に取り組んでい

ます。当社では、ラージスケールのタンパク質発現からタンパク質

の結晶構造解析や構造決定までのすべてを行っています。あらゆ

るお客様のために、当社はタンパク質構造のデザインから発現お

よび精製まで、プロジェクトのあらゆる時点において、お客様それ

ぞれの要求に沿ってタンパク質シーケンスをデザインすることがで

きます。」

同社の研究者チームは、質量分析によりインタクトなタンパク質量

を調べるとともに、より詳細なペプチドマッピングも行っています。

「私は、Peak Proteinsのタンパク質質量分析ビジネスを立ち
上げる 1 年ほど前に当社に入社しました。以来、私たちは質量
分析技術を日常的に使用してチームのワークフローを支援して

います。タンパク質発現は習得が難しい可能性のある技術です

が、その理由はすべてのタンパク質が理想的な折りたたみ構造

を形成するとは限らず、そのことがタンパク質の活性に影響を与

えるためです。このため私たちはトラブルシューティングに多く

の時間を費やしていますが、そこで質量分析がタンパク質に関す

る重要な判断を下すために威力を発揮します。私は 25 年以上
にわたりタンパク質分析に取り組んでおり、質量分析計の進歩も

含め、この分野の進化の多くを目の当たりにしてきましたが、そ

の最新の質量分析計が今ではこの仕事にとって必要不可欠な

ツールとなっています。」

Peak Proteinsのサイエンティストたちは質量分析計を日常的に
使用していますが、信頼性の高さおよび使いやすさからSCIEXの
システムを選択しています。

Rachel Rowlinson氏は次のように説明しています。「私たちは

SCIEX X500B QTOFシステムを所有しており、タンパク質同定確
認のために定期的に使用すると同時に、シーケンスと質量数の同

定および翻訳後修飾の検索にも使用しています。このシステムは

このようなルーチン分析およびQCに理想的で、インタクトな質量
分析またはペプチドマッピングなど異なる解析間の切り替えもス

ムーズに行えます。このように徹底した解析を行うことで、お客様

により多くの情報を提供することができるため、お客様には、私た

ちが提供しているタンパク質が正しいものであり、お客様のニーズ

に「すぐに応えられる」ものであるということを一層確信していただ

けます。当社では、X500Bを使用した外部顧客向けの独立したサー
ビスも提供しています。どなたでも当社に質量分析を依頼してい

ただくことが可能であり、抗体の特性解析や結合相手との相互作

用の検討など、お客様のプロジェクトに役立つ可能性のある多数の

方法を提供しています。私たちはいつでも喜んでお客様の要件に

ついて話し合い、X500Bがお客様のニーズにお応えできる可能性
について検討しています。」

「当社ではSCIEX ExionLCをX500Bに連結させ、非常にシンプル
なギ酸ベースのバッファを使用しています。本装置には、二つの異

なるカラムが装着されており、一つはインタクトマス用のC4カラ
ム、もう一つはペプチドマッピング用のC18カラムです。逆相に使
用するバッファは 1セットのみなので、必要な分析に応じて簡単な
バルブでカラム間の切り替えが行えます。QTOFシステムにより高
い分解能を得られることも、私たちの業務には理想的です。このシ

ステムは操作が非常に容易で、システムを使用したいと思ったら、

行うことは装置の前に立ってどの解析をしたいかを決めるだけで

す。後はボタンをクリックすると、キャリブレーションを含め、他のす

べてが実行されます。」
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「BioPharmaViewおよび Bio Tool Kitでできることに限りはなく、
それが X500B装置の信頼性とうまく組み合わされています。」

Rachel Rowlinson氏はさらに続けて、「当社のスループットは、
その時に取り組んでいるプロジェクトによってさまざまです。10か
ら 20のインタクトマス解析を行える週もあれば、もっと多くの解析
を行える週もあります。ペプチドマッピングは恐らく 20～ 30回
行っていると思いますが、より多くのランを行うことも可能です。

私は通常、これら両方のワークフローのランをオーバーナイトで行

い、すべてのサンプルの解析を翌朝開始できるようにしています。

これはタンパク質研究にとっては理想的なツールです。以前に、イ

ンタクトマス分析とペプチドマッピングの 36時間のランを設定し
ましたが、36時間後にデータはすべて出揃っており優れた結果が
得られました。サンプルのターンアラウンドタイムは非常に効率的

であり、インタクトマス分析のランは 5分で行うことができ、ペプチ
ドマッピングは通常わずか 10分のランで完了します。」

「X500Bは当社のラボスペースにぴったりです。このようにコンパ
クトな装置を持つことで、広い質量分析ラボを用意する必要がなく

なることは素晴らしいことです。X500Bは当社のタンパク質精製
ラボの一端に設置されており、ありがたいことに当社の科学者の多

くがこの装置にアクセスできます。約 20分あれば私が誰にでも装
置の使用方法を教えることができ、その後は皆私の監督を必要と

せずにインタクトマスサンプルの測定を行っています。操作は非常

にシンプルで、ゲルのランよりも速く、より多くの情報が得られま

す。私はこれまで多くの質量分析計を使用してきましたが、この装

置はこれまで使用したどの装置よりもはるかに信頼性が高く、直感

的です。お客様に提供できる結果に大きな自信を持つことを可能

にする、極めて正確な質量分析計です。」

「インタクトマス分析では、タンパク質の質量結果を得るために

データを速やかにデコンボリューションすることを可能にする

SCIEX Bio Tool Kitを日常的に使用しています。このツールは本
当に有益な、必要不可欠なツールです。また、パブリックドメインに

あるシーケンスとは極めて異なるシーケンスまたはタグを有する

カスタムタンパク質を製造しているため、BioPharmaViewソフト
ウェアも日常的に使用しています。BioPharmaView は私たちの
データ解析に重要であり、すべてのペプチドマッピングデータをカ

スタムシーケンスに対して検索することができます。例えば、変異

が見られないまたはタンパク質の一部が分解しているなど、問題が

あるかどうかをすぐにお客様にお知らせすることができます。

BioPharmaViewおよびBio Tool Kitでできることに限りはなく、
それがX500B装置の信頼性とうまく組み合わされています」と

Rachel Rowlinson氏は締めくくっています。

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

SCIEX X500B 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/x500b-qtof-system

http://www.peakproteins.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500b-qtof-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems/x500b-qtof-system
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環境汚染
物質

の網羅分析

北九州市立大学
環境技術研究所、
門上希和夫 特命教授

合成化学物質による環境汚染は全世界で現在進行中の問題で

あり、気候変動の原因となるだけでなく、ヒト、動物および植

物の健康に悪影響を及ぼすと考えられています。さらにその

種類と生産・使用量は、ともに近年増加の一途をたどっていま

す。北九州市立大学国際環境工学部では、クロマトグラフィー・

質量分析に基づいて環境サンプル中の化学物質を分析する革

新的な方法を、SCIEX X500R QTOFシステムを利用して開
発しました。

福岡県にある北九州市立大学国際環境工学部は、「地域に根付き、

環境を育み、世界とつながる」という基本理念のもと、学生に環境

問題に関する世界的視野を開拓するよう促しています。門上希和

夫教授は、2016年 3月に同大学を退職した後も引き続き環境技
術研究所の特命教授として学内で教育・研究を進めています。教

授はご自身の研究バックグラウンドについて次のように説明してい

ます。「化学物質問題に 40年ほど取り組んでいますが、近年の化
学物質の種類および生産・使用量の急増に伴い、化学物質がこれ

まで以上に人の健康や生態系に悪影響を及ぼすのではないかと懸

念しています。この問題に対処するためには、様々な環境媒体の汚

染状況を安価かつ迅速に評価するための高効率な分析法が必要

です。私の研究テーマは、そのような方法を開発し、それを用いて

多数の環境汚染物質の検出および測定を行うことです。」

現在、GC-MSおよびLC-MSが、その優れた感度および選択性によ
り、微量化学物質の検出に最適な方法とされています。しかし、対

象化学物質を測定するには、検量線の作成などで対象物質の標準

品が必要であるため、同時に測定できる物質数が制限されます。

そこで門上教授は、標準品測定に代わるデータベースを用いた自

動同定・定量システム（AIQS）を開発してこのボトルネックに対処
する研究を進めてきました。

標準品測定の代わりにデータベースを使用することで、AIQSでは
数百から千種を超える化学物質を一斉に測定することができま

す。各化合物の保持時間、質量情報および検量線が統一した測定

条件下で測定され、データベースに登録されます。
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「イオン源は汚染されにくく、測定データファイルはサイズが小さく、

データ処理速度は以前使用していた装置よりも極めて高速です。」

分析者は、データベース作成時と同一測定条件でサンプルを測定

し、データベースと照らし合わせることで信頼性のある同定および

定量を行います。

容易に新しい化学物質をデータベースに追加することができ、デー

タベースに登録できる物質数に制限はありません。標準品の購入

が不要であるため、ランニングコストが低く抑えられ、入手が困難

な化学物質でも分析できます。

門上教授は次のように説明しています。「15 年ほど前、私は

GC-MSを用いてAIQS-GCを作成しました。AIQS-GCは広く認知
され、日本工業規格（JIS）に採用されたことで多くの機関において
使用されるようになりました。近年は環境分析にもLC-MSの使用
が広まり、2016年 9月にLCバージョンのAIQSを開発するために

SCIEX X500R LC-QTOF-MSを導入しました。その際に最も重要
視した機能は、多数の物質を網羅的に分析できる性能でした。複数

のLC-MSメーカーの装置を検討し、他のユーザーの意見も参考に
して、最終的にX500R QTOF Systemを選定しました。」

X500Rを導入後、門上教授は共同研究者たちの協力を得て、農薬、
医薬品およびパーソナルケア製品などの環境汚染物質の中から

GC-MSでは測定しにくい物質をAIQS-LC登録候補物質に選び、
それらを入手して 500物質を登録したAIQS-LCを作成しました。
「X500Rの性能のおかげで、AIQS-LCに 500種類の物質を登録
するために要した時間はわずか 6カ月でした」と門上教授は述べて
います。「現在、AIQSはこのように多数の環境汚染物質を同時に
測定することができる唯一の方法です。」

門上教授は網羅測定法としてのAIQS-LCの開発を進めると共に、
日本国内は元より中国、韓国、ベトナム、セルビア、オーストラリアな

どの共同研究者と一緒に、開発したAIQS-LCを使用した環境汚染
調査にも取り組んでいます。これまでに、環境水、飲料水、排水、土

壌と堆積物、環境大気中のPM2.5や浮遊粒子状物質、室内ダスト
など、1,000サンプルを超える分析をしています。

門上教授は装置選定の詳細を次のように説明しています。「X500R 
QTOF Systemは、SWATH AcquisitionによりMSスペクトルと

MS/MSスペクトルを同時に取得することができ、供雑物質による
妨害を受けにくいため、多数の化学物質の網羅分析に理想的で

す。SWATHデータを用いれば、AIQS-LCデータベースに未登録
の物質のレトロスペクティブな解析を、サスペクトスクリーニング法

およびノンターゲットスクリーニング法を使用して実行することも

可能です。イオン源は汚れに強く、測定データのファイルサイズは

小さく、データ処理速度は以前使用していた装置よりも極めて高

速です。また、室内および室間再現精度も非常に良く、常に安定し

た定量値を得ることができます。おかげで私たちの研究は非常に

効率的に進行しています。現在入手可能なLC-MS装置の中で、

X500RはAIQS用として最適なLC-MSです。」

「今後は、異なる装置条件、カラム、イオン化法を用いて未登録の化

学物質の測定に取り組んでいきたいと考えています。現在はESI
を正イオンモードで使用していますが、負イオンモードのESIを使
用した新たなデータベースの構築を検討しています。これにより、

標準品を使用することなくX500Rで 1,000種類を超える物質を
測定することが可能となります。」

北九州市立大学国際環境工学部の詳細については、こちらをご参照くだ
さい。
www.kitakyu-u.ac.jp/env/lang_en/index.html

SCIEX X-シリーズ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

https://www.kitakyu-u.ac.jp/env/lang-en/index.html
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/x-series-qtof-systems


PK/PD試験は、創薬および医薬品開発ワークフローにおける一つの重要
なステップです。ベーリンガーインゲルハイムの科学者たちは、新しい治

療薬候補の評価のためのPK/PD試験およびその他の試験に質量分析を
活用しており、四重極・飛行時間型質量分析および三連四重極質量分析の

両方を使用しています。

ベーリンガーインゲルハイム、
Senior Research Fellow、
Bioanalytical Group Leader、
Lin-Zhi Chen博士
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最高の分解能
のみが達成できること

ベーリンガーインゲルハイムは、新しいヒト用および動物用医薬品

の研究開発、製造および販売に取り組んでいるグローバルな製薬

企業です。新しい治療薬の開発における一つの重要なステップは、

候補治療薬の特性評価であり、米国RidgefieldのBioanalytical 
Group の Drug Metabolism and Pharmacokinetics
（DMPK：薬物代謝・薬物動態）部門がその責任を担っています。

Senior Research FellowとしてBioanalytical Group Leader
を務めるLin-Zhi Chen博士は次のように説明しています。「創薬
および医薬品開発は標的の決定に始まり、さらなる試験を行うべき

候補化合物を同定するための化合物スクリーニングへと進みま

す。最良の候補化合物が同定されると、DMPK部門が、毒性試験
およびPK/PD試験を含む化合物の特性評価のためのバイオアナ
リシスを行っております。」

Lin-Zhi博士は続けて、「私は約 30年にわたり質量分析を使用し
てきましたが、そのほとんどの時間を、バイオ医薬品およびオリゴ

ヌクレオチドの定量および生体内変化を含む、薬物代謝およびPK/
PD評価に費やしてきました。当部門には、長年使用してきた

Triple Quad 装置および最近購入した高分解能 QTOF装置であ
る 3台のTriple TOF 6600を含め、十数台のSCIEX質量分析計
があります。これらの装置は、免疫治療薬やがん治療薬、心血管疾

患および代謝異常など多様なアプリケーションにおいて、低分子、

高分子およびオリゴヌクレオチドの前臨床分析で広く使用されてい

ます。私たちが現在行っている試験の 95％以上は質量分析ベー
スの試験であり、必要に応じてLC-蛍光分析およびLC-UV分析で
補完しています。」

ヒトまたは動物試験における血漿、尿および組織サンプルを分析

し、タンパク質のin vivo生体内変化を見つけ出し、タンパク質およ

びオリゴヌクレオチドの両方の定量を行っています。これらの分析

において最も困難な課題は、感度を最大化するためのサンプルの

精製および濃縮です。例えば、Triple Quadを使用したMS/MS
定量の前には、免疫捕獲法を使用してタンパク質バイオ医薬品を

血漿サンプルから精製および濃縮し、ng/mLの感度に届かせま
す。タンパク質バイオ医薬品は抗薬物抗体を使用して磁気ビーズ

でキャプチャーし、分離します。ビーズを洗浄した後、医薬品を溶出

させ、必要な分析の種類に応じて消化が行われる場合もあります。

消化により、定量アッセイのための高い選択性が得られますが、分

子構造の全体像を得るために、トリプシン消化を行わないインタク

トタンパク質やサブユニットの分析もしばしば行います。

最近まで、公表されているほとんどの文献では、オリゴヌクレオチド

分析に蛍光法が使用されていましたが、業界の変化に伴い、高分解

能MSの使用が目立つようになってきました。
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「一般的に、高分解能質量分析による定量で 10 ng/mL以下、
MS/MSで pg/mLまでの感度を達成してます。」

「以前は、初期段階のオリゴヌクレオチド製剤開発を行っていた企

業のほとんどが小規模なバイオテクノロジー企業でした。そのた

め、高度な技術の装置への投資や専門知識を有するスタッフを必

要としないLC-蛍光分析法やLC-UV分析法、あるいはELISA法が
使用される傾向にありました。しかし、それはもう過去のことです。

現在は、大手製薬企業がオリゴヌクレオチドに注目しており、高分解

能質量分析が最適な技術として関心を集めています。当部門では、

オリゴヌクレオチドの同時定量および代謝プロファイリングに

QTOFを活用しています。これらのシステムの高分解能および質
量精度により、あらゆる干渉ピークの影響を低減または排除するこ

とができ、感度を改善することができます。」

「私たちの試験からは、質量分析の感度が今や蛍光法の感度に匹

敵するまたはそれを上回ることが示されており、MS/MS分析を使
用することで最高 10倍の感度を達成することも可能です。通常、
高分解能質量分析による定量で 10 ng/mL以下、MS/MSを使用
するとpg/mLまでの感度が達成されており、恐らくほとんどの

LC-蛍光分析法やELISA法よりも優れた感度が達成されています。
同時に、サンプル分析時間をLC-蛍光分析法による約 10分から

MSによる約 5分に短縮することができ、スループットが大幅に向
上しています。LC-蛍光分析法では未変化体と代謝物を分離して
定量するために長いグラジエントが必要ですが、MSでは質量に基
づいて化合物が識別されるため、グラジエントの時間を短縮するこ

とが可能です。さらに有利な点として、QTOFでは親化合物のオリ
ゴヌクレオチドの定量と同時に代謝物のプロファイリングおよび定

量が行えますが、これをLC-蛍光分析法で達成するのは困難であ
り、ELISAやqPCRでは不可能です。」

「私たちの部門ではGLP試験およびGCP試験のサポートも行って
いるため、バリデーション、トレーニングおよび監督法規の遵守を容

易にするために、一度装置を最適化すると、同種の装置を使用し続

ける傾向があります。また、古いシステムを定期的にアップグレード

しており、常に最新世代の装置を使用しています。同時に、SCIEX
のアプリケーションサイエンティストをしばしば当社に招いて、新し

いアプリケーションに関するトレーニング、デモンストレーションお

よびセミナーを実施してもらい、常に最新のテクノロジーを活用し

続けることができるようにしています」とLin-Zhi博士は締めくくっ
ています。

ベーリンガーインゲルハイムに関する詳細については、こちらをご参照く
ださい。
www.boehringer-ingelheim.com

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

http://www.boehringer-ingelheim.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


Charité – Universitätsmedizin、
フランシス・クリック研究所、
Dr. Markus Ralser教授

フランシス・クリック研究所、
Analytical Chemist、
Christoph Messner氏

フランシス・クリック研究所、
Computational Scientist、
Vadim Demichev氏
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SCANNING SWATH® 
ACQUISITIONを用いた
ハイスループット
プロテオミクス

プロテオミクスは、疾患メカニズムの解明や迅速な診断と精密医療に大きな可能性を秘

めています。しかし、現在のプロテオミクスメソドロジーは小規模研究アプリケーション

用にデザインされたものです。Dr. Markus Ralser教授は、SCIEXが最近発売した
Scanning SWATH Acquisitionを利用したハイスループットプロテオミクス解析を
開発し、共同研究者と共にこの問題に対処しようとしています。

Dr. Markus Ralser教授は代謝研究のパイオニアの一人であり、
ドイツCharité – Universitätsmedizin BerlinのDirector of 
the Institute of Biochemistryとして、また英国ロンドンのフラ
ンシス・クリック研究所のMolecular Biology of Metabolism 
Laboratoryにおいて研究を行っています。教授が率いる、幅広い
専門分野をカバーするチームでは、細胞の恒常性維持および外部

刺激に対する反応に注目し、代謝プロセスをよりよく理解し、薬剤

開発の標的となり得る物質を見つけ出そうとしています。

同研究チームでは大規模なサンプルコホートにおけるタンパク質

産生の微小な変化をモニターするために質量分析を使用してお

り、長年にわたりSCIEX製装置が使用されてきました。Dr. 
Markus Ralser教授は次のように説明しています。「タンパク質発

現や翻訳後修飾における変化はしばしば微小であり、これらを検出

するためには、ほとんどのバイオロジーラボよりもはるかに大きな

規模で測定を行う必要がありますが、従来のプロテオミクスのアプ

ローチではこのような要求に対応することができません。この問題

がここ数年の私たちとSCIEXとのより緊密な連携に繋がり、ハイス
ループットの必要性に対処するための革新的なソリューションおよ

び新しいメソッドの開発を行ってきました。このパートナーシップの

おかげで、私たちは幸運にもアプリケーション開発において多くの

エキサイティングな技術をいち早く利用できるようになりました。

特に最新技術であるScanning SWATH Acquisitionは、ハイス
ループットのプロテオミクスに理想的であることが明らかとなりま

した。」
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「Scanning SWATHでは基本的にアイソレーションウィンドウがサイクル
時間から分離されます。これにより非常に短いサイクル時間が可能になり、

ハイスループットのアプローチに理想的です。」

TripleTOF® 6600+システムでのみ利用可能なScanning SWATH 
Acquisitionは、SWATHの次のステップと言えます。これにより、
すべてのMS/MSインタラクションの取得および正しいプリカーサー
イオンへ直接関連づけることがが可能となり、単一の包括的データ

セットが提供されます。フランシス・クリック研究所のAnalytical 
ChemistであるChristoph Messner氏は次のように説明していま
す。「標準的なSWATH Acquisitionでは、ある程度のオーバーラッ
プを含むアイソレーションウィンドウで、m/z範囲全体を段階的にス
キャンします。これは非常に優れた機能であり、品質の高いデータが

得られますが、段階的な取得速度には当然限度があります。一方、

Scanning SWATHでは四重極の連続スキャンを使用し、選択性を
犠牲にすることなくはるかに速いサイクルタイムを可能にします。こ

の方法を使用することで、ウィンドウサイズを 3～ 5 Daに縮小でき、
サイクル時間を 1/2秒に短縮できます。」

「Scanning SWATHでは基本的にアイソレーションウィンドウがサ
イクル時間から分離されます」とComputational Scientistの

Vadim Demichev氏は付け加えています。「これにより、非常に短
いサイクル時間が可能になります。これは、約 5分の短いクロマトグ
ラフィーグラジエントを用いたハイスループットのアプローチに理想

的であり、合理的なウィンドウサイズを設定することが出来ます。

このため、取り扱うサンプルが初代細胞でも培養細胞でも血漿で

も、実験およびサンプルの種類に最適なウィンドウサイズを選択す

ることができます。これは、通常のSWATH Acquisitionでは、段
階的なプロセスの本質的な非効率性のため不可能です。」

Vadim Demichev氏は続けて、「私たちのハイスループットのプ
ロテオミクスワークフローは基本的に三つの部分からなります。最

初の部分は高流量クロマトグラフィーのセットアップで、800 μL/
minの流速と高速の 5分のグラジエントを組み合わせて分離しま
す。次の部分はSCIEXチームがTripleTOF 6600+システム用に
開発したScanning SWATH Acquisitionであり、その開発には
私たちのラボとの継続的な連携および私たちのラボからのイン

プットが活かされています。

そしてワークフローの最後の部分がデータ解析であり、私たちの

DIA-NN（ニューラルネットワークによるdata-independent 
acquisition）ソフトウェアツールにより実行されます。この方法に
より、スループットが 10倍向上したことで、以前のSWATHベース
の方法で 50分のグラジエントで達成されていたのと同一のパ
フォーマンスが 5分のグラジエントで達成でき、1台の装置で最高

1日 200サンプルの解析が可能となります。」

Dr. Markus Ralser教授は続けて次のように説明しています。「こ
のようにスループットが向上したことで、あまりに規模が大きいた

めに以前は取り組むことが不可能であった試験も、今では実施する

ことが可能となりました。その良い例が英国Medical Research 
Council（MRC）のEpidemiology Unitとの共同研究です。
「Fenland Study」という大規模な疫学プロジェクトの一環とし
て、MRCユニットは 10年以上にわたり約 12,000人の健康を追跡
してきました。

これは、脂肪肝、2型糖尿病、メタボリックシンドロームなど特定の
代謝性疾患を誰が発症するかを調べる古典的な疫学研究プロジェ

クトであり、私たちの役割は、これらの疾患の発症に対応するタン

パク質発現シグネチャーを同定するために、すべての被験者の血

漿サンプルに関するプロテオミクスの解析を系統的に実施するこ

とです。私たちが開発した方法のような、MSをベースとするハイ
スループットプロテオミクス法は、この種の研究に非常に適してお

り、ゲノムシーケンシングよりも迅速で費用対効果が高く、より動的

な方法を提供します。」

「フランシス・クリック研究所の私たちのラボでは現在 3台の

TripleTOFシステムが稼働しており、このハイスループット性能を
利用してワークフローを改善し、この技術の頑健性をさらに向上さ

せたいと考えています。これらのシステムは、Charité – 
Universitätsmedizin Berlinの医学部内にある私たちのベルリ
ンラボにも間もなく導入される予定です。このラボは、ハイスルー

プットプロテオミクス技術の医療アプリケーションへの橋渡しに理

想的な場所にあり、この技術が真の能力を発揮するのは医療アプ

リケーションにおいてであると私は確信しています」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

Charité – Universitätsmedizin Berlinの詳細については、こちらをご
参照ください。
www.charite.de/en

Scanning SWATH Acquisitionの詳細については、こちらをご参照く
ださい。
https://sciex.jp/technology/swath-acquisition

http://www.crick.ac.uk
http://www.charite.de/en
https://sciex.jp/technology/swath-acquisition


Hong Kong 
Polytechnic University、
School of Optometry、
Dr. Thomas Lam准教授
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質量分析の可能性に
目を開く

Related to RUO-MKT-03-8870-A

近眼あるいは近視は、増加しつつある眼疾患であり、

遠くの物がぼやけて見えます。香港の科学者たちは、

眼の正常な発達に影響を及ぼし、近眼を引き起こす可

能性のある因子を調べるためにプロテオミクスに注

目し始めています。

プロテオミクスは、特定の疾患状態に関与するタンパク質に関する

豊富な情報を提供することができ、ヒトおよび動物のいずれにおい

ても、正常な発達に影響を与える外部環境因子または遺伝的因子

に関する洞察を可能とします。Hong Kong Polytechnic 
UniversityのSchool of Optometry准教授であるThomas 
Lam博士は、プロテオミクスを活用してさまざまな眼疾患、特に近
眼に焦点を当てた研究を行っています。

Thomas Lam博士は、研究のサポートにSCIEX製装置がどのよ
うに活用されているのかを次のように説明しています。「私は約 15
年前にHong Kong Polytechnic Universityを卒業し、その後

PhDを取得しました。私は常に近眼に興味を持ち、PhD研究テー
マも近眼に焦点を当てたものでした。しかし当時はまだ、プロテオ

ミクスおよびプロテオミクスが提供することのできる詳細な情報が

十分に認識されてはいませんでした。近眼や緑内障など、プロテオ

ミクスが有用となる可能性のある臨床的症状が多数存在し、さらに

黄斑変性および角膜感染症などの眼疾患にもプロテオミクスは有

用であると考えられます。新たなタンパク質相互作用を発見する

ことができれば画期的であり、患者さんにより良い治療を提供でき

るようになる可能性があるため、私はこの研究を進めていくことを

決意しました。」

「眼はこの種の研究には理想的なモデルですが、その理由は、両眼

の遺伝モデルが同一であるため、罹患した一方の眼と健常なもう

一方の眼を直接比較できるからです。
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「SCIEXシステムは非常に直感的で使いやすいため、扱うのに最適です。
研究グループの全員が装置の操作を楽しんでいます。

これは私にとって非常に重要なことです。」

私の研究では、動物の眼のタンパク質のプロファイリングに 2Dゲ
ルを使用していました。その操作には時間がかかり煩雑でしたが、

当時は他に選択肢がほとんどなく、近眼におけるプロテオミクスに

関してはほとんど何も知られていませんでした。さらに、一部の組

織タイプ（例えば眼液など）ではゲルで分離することが不可能で

あったため、できることは限られていました。

その後何年かして、多くの研究者が 2DゲルからLC-MSへ移行し
始めたため、私も 7年前にイオントラップおよびMALDI-TOFの両
方の質量分析装置を購入しました。残念なことに、複雑なシステム

を理解するために必要な時間を確保することが私にはできず、ハー

ドウェアおよびソフトウェアの両方の操作に苦労したため、プロテオ

ミクスの研究は数年間停止することとなりました。ただし、これは

私がSCIEXを知る前のことです。」

「2014年頃、私はシンガポールで教職に就き、さまざまなプロジェ
クトに携わる多くのグループに出会いました。そこで、私は他のメー

カーの分析装置を知る機会を得て、SCIEXの装置がいかに研究を
サポートし、どのような結果を生成することができるかを目の当た

りにしました。香港に戻った私は、質量分析にもう一度挑戦し、プロ

テオミクス研究を再開することを決意しました。」

「シンガポールでの経験から、私はSCIEXシステムが眼の研究の
ためのさまざまなタンパク質の解析に適していると確信していま

した。私は、質量分析を使用している他の大学や研究所に相談し

てみました。するとその多くが地元香港のSCIEXチームを高く評
価していました。そのことから、SCIEXが単にシステムを提供す
るのみの企業ではなく、継続的なサポートも提供してくれると確

信しました。

他社の分析装置での過去の苦い経験から、このことは私にとって非

常に重要であり、私がSCIEXを選択し、TripleTOF 6600および

QTRAP 6500+に投資することを決定した最終的な理由の一つと
なりました。」

「多くの研究室では質量分析装置を所有せず、結果をコア施設に送

付しています。しかしそれが常に最良の選択肢であるとは限りませ

ん。というのもこれらの施設は多忙であり、特異的なサンプル用に

作成されているとは限らない標準的なプロトコールに従うことが多

く、操作が制限される可能性があるためです。質量分析装置を所有

している私たちが提供する結果は、近眼のプロテオミクス研究に関

する他の文献の結果よりも詳細で革新的であると私は思います。

SCIEXが提供してくれるサポートは他と比べようもないほど素晴ら
しく、システムから最良の結果を入手することができます。私たち

は世界中で多くの共同研究を行っており、解析のために様々なサ

ンプルが送られてきます。私は、プロテオミクス研究をさらに進め

ていくためにチームを拡張していますが、SCIEXシステムは非常に
直感的で使いやすいため、扱うのに最適です。研究グループの全

員が装置の操作を楽しんでいます。これは私にとって非常に重要

なことです。SCIEX Cloudに統 合 されて いるOneOmics 
Projectも有効に活用しており、データの解析および共有が容易に
なっています。」

「これまで長年にわたり研究を重ねてきましたので、これからは実

際の医療への橋渡しにさらに力を注いでいきたいと考えていま

す。私たちがまず目標とするのは、近眼または緑内障の治療に使

用できる薬剤を開発することです。これが達成できれば素晴らしい

ことだと思います。また、プロテオミクスはバイオマーカーの検出

にも極めて有用です。例えば、糖尿病や緑内障などの全身性疾患

を検出するためにヒト涙液中に見いだされるタンパク質を調べた

研究が既にいくつか行われています。これらのマーカーを標的と

する臨床アプリケーションのために、私たちのプロテオミクスの知

見を応用することが可能です。薬剤開発およびバイオマーカーの

発見の二つが、現在の私たちのプロテオミクス研究の主要な領域

です。SCIEXの質量分析装置のおかげで、これらの目標が非常に
近い将来達成できると期待しています」とThomas Lam博士は
締めくくっています。

Hong Kong Polytechnic Universityの School of Optometryの
詳細については、こちらをご参照ください。
www.polyu.edu.hk/so

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

http://www.polyu.edu.hk/so
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


音速での
質量分析

1989年、SCIEXは、高速液体クロマトグラフィーの検出器として機能
するようにデザインされた、最初の大気圧イオン化質量分析計を発売し

ました。

API 3は、質量分析分野ならびに、API 3を取り入れた多くの科学者およ
び産業分野に衝撃を与え、後続の装置群の基礎を築きました。今回

SCIEXが導入する革新技術Echo® MSが、質量分析計を液体クロマトグ
ラフィーの検出器としての役割から解放するというのは皮肉に聞こえるか

もしれませんが、質量分析計はもはや、クロマトグラフィーの時間スケー

ルに縛られる必要はないのです。

SCIEX、Applications Scientist、
Tom Covey
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図 1： ハイスループット質量分析の六つのボトルネック。

Related to RUO-MKT-03-8870-A

1990年代の後半、製薬企業は、コンビナトリアルケミストリーやハ
イスループットスクリーニングなどの革新技術により創薬の効率を

改善していました。それ以来、増大し続けるスループット要件を満

たすために、これらのアプローチの構築と進化が継続されてきまし

た。これにより、処理能力を 1日数百サンプルから 10万サンプル
に拡大するためのハイスループット技術のニーズが生じましたが、

当時それを達成できるのは光学プレートリーダー技術のみでした。

次の 20年にわたり、サンプル注入速度を上げることで、よりハイス
ループット要件を満たすことを目的として、多くの質量分析システ

ムが開発されました。しかしいずれのシステムもこの目標を完全に

達成することはできませんでしたが、その理由はこれらがハイス

ループットのワークフローにおける主要なボトルネックのすべてに

対処できていなかったためです。サンプル注入速度は問題の一部

分でしかなく、その問題を解決することでボトルネックを他の部分

に移動させていただけでした。2008年のSCIEXのFlashQuant®

技術の発売後には、ハイスループットワークフローのすべてのボト

ルネックを（図 1）単一のシステムで対処することが必要であること
が明らかとなりました。SCIEXではこれらのボトルネックに対処す
る方法を一つずつ探り始めました。



17

図 2： Echo MSの模式図。音速で膨張
したガスが、輸送液をエレクトロスプ
レーイオン源に射出します。ソーナー
パルスが、表面からの反射時間によって
サンプルの深度を測定します。

解決すべき最初のボトルネックは、ミリ秒の時間枠での同重体分離

であり、2009年にSelexION® Differential Ion Mobility技術が
開発されました。この技術は、SCIEXと同技術のロシア人発案者
と共同で開発され、LCを排除したシステムの一部としてではなく、
独立した製品として発売されました。しかし、SelexIONの商品と
しての可能性を最大限に発揮させるためには、さらに他の五つのボ

トルネックに対処する必要がありました。

サンプルのMSへの移行のための革新技術により、まず三つのボト
ルネックが対処されました。オープンポートプローブ（OPP）により、
バルブ、オートサンプラー、高圧ポンプおよび複雑な配管が除去さ

れ、流体経路が単純化されました。また、オンラインでのサンプル希

釈および連続的な自己洗浄を提供することで、サンプル調製とキャ

リーオーバーのボトルネックも対処されました。これは、2008年に
開始されたSCIEXとOak Ridge National Labsとの共同研究開
発の結果であり、有望な先端的プロトタイプが出来上がりました。

OPPはさらに、注入速度と高密度サンプルフォーマットのボトルネッ
クに対する解決策提供することも可能にしました。いくつかの設計

変更により、OPPは音響エネルギーにより分注されたサンプルの
キャプチャー、処理、転送を行うことができるようになりました。

当時、LabcyteとEDCが音響エネルギーによる分注を利用したマ
イクロプレートレプリケーターを開発していました。そこでSCIEX
において両社の装置を使用してこのアプリケーションの検討を行

いました。音響エネルギーにより分注された液滴をOPPを使用し
てキャプチャーする研 究が、Labcyteと共 同でSCIEXの

Redwood City施設において行われました。この研究から、すべ
てのボトルネックが効果的に対処され、1日に 10万サンプルとい
うスループットが達成できる可能性が示されました。結果はマサ

チューセッツ州Framinghamにおいて 2番目のプロトタイプ上で
も再現され、その後コネチカット州Grotonのファイザー社におい
て実際のサンプルのランが行われました。ファイザー社における、

in vitro創薬アッセイ、血漿ベースの薬物動態、酵素動力学および
ナノスケール合成製品の測定成功により、本技術の製品化が加速

されました。

Echo MS – 非接触サンプリングが開く未来
Echo MSはスループットワークフローの既成概念を打ち破り、LC
の必要性を排除します（図 2）。SelexION Differential Ion 
Mobility技術と組み合わせることで、ナノスケールの液滴キャプ
チャーに最適化されたOPPは、SCIEXの研究努力で特定された、
ボトルネックを克服するために必要なすべての要素を結集させま

す。QJet® Ion Guideなどイオンサンプリング効率を最大化する
技術を備えた質量分析計も、このアプローチの成功には極めて重

要です。なぜなら、オンライン希釈では低い検出限界を達成し、意

味のある結果を確実に提供することのできる高感度な質量分析計

が必要とされるからです。

Echo MSが可能にすること。

• 解析の加速 – 最大 26万サンプルを 1日で解析できます。

•  情報量の多いデータベースを最高 50倍のスピードで提供 – 
リード化合物損失のリスクが低減されます。

•  他に類を見ない定量化能力 – マトリックスの影響を受けない高
い再現性。

•  サンプル調製を必要としないサンプル解析 – LCに伴うキャリー
オーバーおよびエラーが排除されます。

Echo MSはフィールド試験で成功を収め、2020年の発売を予定
しています。

SCIEX Echo MSの詳細については、こちらをご参照ください。
https://info.sciex.com/echo-ms

Echoは米国およびその他の国におけるLabcyte Inc.の登録商標であ
り、ライセンス下で使用されています。

液流

エレクトロ
スプレーイオン化

オープン
ポート
プローブ

SelexIon技術

QJet
イオンガイド

音響液
滴分注

音速ソーナー反射による
サンプル深度測定および射出

マッハ 1ガス流速
ベンチュリーポンプ

https://info.sciex.com/echo-ms
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創薬を目指した
免疫治療法の検索

Pure MHCでは、質量分析を使用して、がん細
胞、感染細胞および正常細胞から抽出したHLA
複合体由来の数千ものペプチドを比較し、創薬の

ための新たな疾患標的の特定を精力的に行って

います。

Pure MHC、
Director of Immuno- 
Proteomics、
Curtis McMurtrey博士

テキサス州オースティンに拠点を置くプラットフォーム技術企業

であるPure MHCは、がん、感染症、自己免疫疾患およびアレル
ギーの免疫療法薬開発に力を注いでいます。免疫系には、疾患細

胞や感染細胞において外来タンパク質や異常タンパク質の標的

を識別できる機能が本来備わっています。Pure MHCでは、創薬
や診断の標的となる可能性のある疾患特異的ペプチド配列の特

定およびその妥当性の確認を行っています。Pure MHCの

Director of Immuno-ProteomicsであるCurtis McMurtrey
博士は次のように説明しています。「私たちは、クラス Iの主要組
織適合遺伝子複合体（MHC）としても知られているヒト白血球抗原
（HLA）系に関する研究を行っていますが、このHLAは適応免疫
系において重要な役割を果たす膜貫通タンパク質複合体を形成

します。HLAはスカベンジャーとして作用し、細胞内タンパク質分
解に由来する長さ約 9アミノ酸の短いペプチドに結合します。

HLAで捕獲されたこれらのペプチドは細胞表面に運ばれ、Tリン
パ球による認識のために提示されます。このようにして、がん細

胞に由来するペプチド配列または細胞に感染したウイルスに由来

するペプチド配列などの、異常なすなわち異質なペプチド配列の

存在がT細胞によって認識され、細胞内で何が起こっているかを
知る手がかりが提供されることで免疫系が刺激を受け、影響を受

けた細胞が破壊されます。」

Curtis McMurtrey博士はさらに続けて、「私たちは免疫系により
「非自己」と認識される標的ペプチドに興味を持っており、疾患細

胞と正常細胞、または疾患組織と正常組織を最も明確に区別する

配列を特定しようとしています。私たちの目的は、疾患細胞に特

有な、すなわち疾患細胞のみに発現されるペプチドまたは発現量

が非常に増大しているために薬剤標的となり得るペプチドを見つ

け出すことであり、これらのペプチドが新規の免疫治療薬および

診断薬開発のための疾患特異的な標的となると考えています。

私たちのアプローチのユニークな点は、私たちが独自に開発した

可溶性HLA（sHLA）技術にあります。通常、HLAは膜貫通ドメイ
ンによって細胞膜に固定されます。私たちは、膜貫通ドメインを切

断しHLAを表面に結合した状態ではなく、培地中に分泌された状
態にする方法を特許化しました。これによって研究用に大量の

HLAを作成することが可能となりました。」

「私たちが使用する一つの方法ではまず、疾患組織または正常組

織サンプルからの生化学的方法によるHLA分離、または遺伝子
導入細胞株の培地中に存在するsHLA複合体の精製を行います。
次に酸性化によりHLA複合体を変性させて捕獲されたペプチド
を放出させ、何十万もの異なるアミノ酸配列を含むプールを作成

します。これらのペプチドプールの解析には、de novo同定、半
定量化および絶対定量化が含まれ、多数の質量分析が用いられ

ています。」
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「特にこの方法で大きな問題となるのは、すべてのペプチドが生化

学的に類似しているため、ほぼ同時に溶出する傾向があることで

す。私たちはこの問題を克服するための方法の一つとして、オフラ

イン逆相HPLCでの分取および濃縮後にナノLC-MSを行う、二次
元解析法を使用しています。私たちの方法の多くにはナノLC-MS
が使用されていますが、その理由はナノLC-MSにより、非常に限ら
れた量しか使用できない組織サンプルを扱う場合にも私たちが必

要とする感度が達成できるためです。」

Pure MHCでは、OptiFlow®イオンソースを搭載したSCIEX 
TripleTOF® 6600+システムおよびTriple Quad ™ 6500+シス
テムを使用してナノLC-MS解析を行っています。「私たちは、過去
の経験と個人的な助言に基づいて、最初のシステムである

TripleTOF 5600を 2013年に購入しました。」Curtis McMurtrey
博士は続けて、「私たちはこの装置をとても気に入り、HLAペプチ
ドに理想的な装置であることが分かったため、TripleTOF 6600+
にアップグレードしました。さらに絶対定量を行うにあたり、SCIEX 
Triple Quadシステムの優れた評判を聞いていたため、迷わず

Triple Quad 6500+システムを選択しました。感度が良好で、

1x1014という広いダイナミックレンジを有し、信頼性の非常に高い

装置です。」

「通常、公表されているリソースが非常に少ないため、私たちは

de novoライブラリーを作成する必要があります。ほとんどの
場合、TripleTOF 6600+上での information dependent 
acquisitionによるスペクトルライブラリー作成には、ミリグラム
単位のHLAタンパク質を容易に作成して使用できる、私たち独自
のsHLAプラットフォームを使用しています。ライブラリーを作成
したら、多数の異なる方法を適用して適切な標的の同定を行いま

す。例えば、可変ウィンドウSWATH Acquisitionを使用してHLA
ペ プ チド の 半 定 量 化 を 行 い、Triple Quad 6500+上 で

Scheduled MRMによる絶対定量を行うためのショートカットリス
トを作成します。Scheduled MRMは絶対定量に理想的であり、
多数の遷移に関する絶対定量を行うために必要とされる感度およ

びサイクルタイムが提供されます。」

「HLAペプチドにおいて特に問題となるのは再現性です。HLAの

CVは、トリプシン消化ペプチドのCVと比較して高い傾向がありま
す。これは、トリプシン消化ペプチドの方が HLAペプチドよりもイ
オン化の再現性が高く、イオンサプレッションに対する感受性が低

いためです。数ヶ月前にOptiFlowイオンソースにアップグレード
したところ、HLAのCVに大きな改善が見られました。トリプシン消
化ペプチドの結果にほとんど差はありませんでしたが、HLAペプチ
ドではその差が明らかでした。感度は 3倍に向上し、イオンサプレッ
ションはほとんど見られなくなりました。生化学工程に由来する大

きな変動は常に存在しますが、現在CVは常に 30％未満に保たれ
ています。これは今まで経験したことのない改善です。今は次の

MRMプロジェクトを楽しみにしています。このイオンソースを使用
すれば定量下限を大幅に改善することができると期待しています」

とCurtis McMurtrey博士は締めくくっています。

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

SCIEX TripleTOF 6600+ System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-6600plus-system

「数ヶ月前に OptiFlow
イオンソースにアップグレードした

ところ…（中略）HLAペプチドでは
その差が明らかでした。

感度は 3倍に向上し、
イオンサプレッションはほとんど

見られなくなりました。」

http://www.puremhc.com
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600plus-system
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers/qtof-systems/tripletof-systems/tripletof-6600plus-system


分析検査室は、ヒトが消費する食品に関する、安全性の確保、起源の明確化および確実な規制遵守に重要な役割を果

たしています。この過程の極めて重要な要素の一つに、食品中の残留動物用医薬品の分析があり、そのアプリケー

ションの実施にスイスの科学者たちは高分解能質量分析を使用しています。

KLZH、Department of Veterinary 
Drug Analysis、Anton Kaufmann氏
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すべての食品を
偽りのない
　　　　  食品に

スイスのKantonales Labor Zürich（KLZH）は、チューリッヒ州の食品安全性を保証す
る責任を負っています。そのため、原材料から最終製品まで、食品製造工程のさまざまな

段階から採取したサンプルを分析し、それらが現行の法規に適合していることを確認する

必要があります。そうすることで不適合であることが判明したすべての食品を、市場から排

除することができます。

動物用医薬品には、肉製品製造における乱用歴の存在が知られており、合法的治療薬の高

用量投与や、場合によっては（有効ではあっても）動物治療薬として認可されていない薬剤

が使用されています。KLZHのDepartment of Veterinary Drug Analysisのリーダー
であるAnton Kaufmann氏は、彼の研究室の業務およびこれらの化合物の分析に高分
解能質量分析がいかに重要になっているかを次のように説明しています。「私たちの研究

室では、食品中の動物用医薬品の存在を調べるために、幅広い種類の食品のルーチンなス

クリーニングおよび定量化を行っています。ここでいう動物用医薬品には、抗生物質、ホル

モンおよび鎮静剤はもちろん、食品製造工程に使用されることになる動物の取り扱いに関

するすべての物質が含まれます。私たちは、スイスの動物用医薬品のリファレンス研究所と

しての役割も果たしています。」

「私たちは年間およそ 1,500のサンプルを分析しています。」とAnton Kaufmann氏は
続けています。「個々のサンプルに関して、幅広い種類の異なる化合物のスクリーニングお

よび定量化を行っているため、実際の分析数は全サンプル数の何倍にもなります。乱用さ

れる可能性がある未認可薬剤を見つけ出すためのノンターゲット手法にも、ターゲット手法

と同様に関心があります。
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「私たちは今、高分解能質量分析の可能性を

真に活用することができるようになったのです。

この機会を活かさない理由はありません。」

私たちは多くのメソッド開発も行っており、そのため従来の三連四

重極によるアプローチではなく、高分解能質量分析による分析に焦

点を当てています。」

時代と共に科学が進歩し、それによって食品分析の実施方法にも

大きな変化がもたらされていますが、Anton Kaufmann氏は次
のように説明しています。「私が約 20年前に研究所に入ったとき、
私の部署ではUV蛍光分析法が、別のグループではELISAがもっ
ぱら使用されていました。その 2年後、MSの使用を開始し、まず
三連四重極装置を使い始めました。さらに最近になって、ルーチン

なサンプル分析を高分解能MSに移行させることにしました。」

「私はかなり早い時期から高分解能MSに興味を抱いていました
が、それは高分解能MSがノンターゲット分析を可能にすると気付
いたからです。高分解能MSによるノンターゲット分析によって、見
たい化合物すべてを見ることが可能となります。一方、三連四重極

装置は既知の化合物のスクリーニングを行うターゲット分析に使用

されています。初期の高分解能MS技術にはダイナミックレンジ、
感度、ソフトウェアなどに制約がありましたが、以後その技術は大き

な進展を遂げてきました。現在では、ダイナミックレンジおよび複

雑なマトリクスを処理する能力がはるかに向上しており、感度を改

善するために多くの努力がなされてきた結果、高分解能MS技術と
三連四重極システムとのギャップは縮まっています。より多くの

人々が高分解能MSを採用するようになってきたため、ソフトウェア
も大きく改善されてきました。現在の装置には、過去の装置とは異

なり、ユーザーフレンドリーな優れたソフトウェアが使用されていま

す。これらの進歩が相まって、高分解能システム開発の大きな前進

に貢献してきました。そして今、私たちはこの可能性を真に活用す

ることができるようになったのです。この機会を活かさない理由は

ありません。」

「約 2年前、私たちはSCIEX X500R QTOFシステムを導入しまし
た。SCIEXのハードウェアは常に私たちのお気に入りでしたが、今
回SCIEX X500R QTOFが私たちの研究室に適切な機器であると
確信するに至った決め手となったのはソフトウェアでした。ソフト

ウェアを事前にダウンロードしてテストできることは大きな利点で

す。さらに、アプリケーションケミストの支援を受けずに、自分たち

でサンプルを処理することができたことから、ソフトウェアの使用

法を、ラボのスタッフが迅速にしかも外部からの支援を受けずに習

得でき、迅速に生産性を高めることができると確信しました。多く

の場合、ソフトウェアは、実際にラボでそれがどのように使用される

かを全く知らないエンジニアおよび技術者により開発されます。一

方、SCIEX OSソフトウェアは、開発者とエンドユーザーによる共同
開発の成果であり、大きな違いがあります。特に、私たちの仕事に

大きな可能性を有するSWATH Acquisitionを使用する場合には
ソフトウェアが重要になります。SWATH Acquisitionは、低レベ
ル分析に必要な感度および困難で複雑なマトリクスの処理に必要

な選択性を提供しますが、優れたソフトウェアによるサポートがあっ

てはじめてそのような能力を活用することができるのです。」

「従来、三連四重極装置は定量バイオアナリシスに使用され、高分

解能システムはもっぱら研究用に使用されてきました。動物用医

薬品分野におけるルーチンのスクリーニングおよび定量化のため

にほぼ高分解能MSをのみを使用しているという点で、私たちのラ
ボは独特であると思いますが、私は他の研究者にも同様のアプ

ローチを採用するよう勧めたいと考えています。私たちは精度管

理のためのさまざまな分析を行っており、X500R QTOFによる結
果と、三連四重極システムを使用している他の研究室の結果との

間に差は見られません。一般的に、検査室は精度管理に使用する

機器の選択には慎重になる傾向がありますが、私たちのデータは、

これら二つの技術がルーチンに同一の正確さと精度を提供するこ

とを示しています。私たちの研究により、高分解能MSが三連四重
極装置に引けを取らない装置であることが示されており、これに

よって、複雑なマトリックスにおけるルーチンのスクリーニングと定

量化に高分解能MS技術を使用することが可能であることを、他の
研究所にも理解してもらえると信じています」とAnton 
Kaufmann氏は締めくくっています。

KLZHの詳細については、こちらをご参照ください。
www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de
/service/international.html

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

http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/service/international.html
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/service/international.html
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


質量分析は、この10年間でプロテオミクスにおける「頼れる」
ツールとなり、細胞生物学の基礎研究から臨床診断まで、あら

ゆる分野で利用できる可能性が広がっています。

中国の復旦大学の研究者らは、この技術を利用して、疾患の基

礎生物学をより深く理解し、将来の創薬および診断に役立てよ

うとしています。

復旦大学の上海医学院にある Institutes of Biomedical Sciences（IBS）は、疾患の機
序を理解し、ヒトの健康のための新しい治療ツールの開発に重点的に取り組んでいる学際

的センターです。IBSのBiological Mass Spectrometry Groupでは、新たなサンプ
ル調製技術と最新のMS技術を組み合わせて、多くの疾患の基礎生物学的研究を行い、新
しいバイオマーカーおよび治療標的の特定および検証を行っています。

IBSのExecutive Vice Directorおよび Biological Mass Spectrometry Group
のPrincipal Researcherを務めるPengyuan Yang教授は次のように説明しています。
「時代がいわゆる「オミックス」時代へと移行してきた今、プロテオミクスおよびメタボロミ

クス研究のための主要なツールとして質量分析が頭角を現してきました。私のグループで

は、さまざまな癌を含む疾患の生物学的メカニズムの研究に、質量分析をベースとしたプ

ロテオミクス法を使用することに重点をおいています。」

復旦大学、
Executive Vice Director of the IBS、
Principal Researcher of the Biological 
Mass Spectrometry Group、
Pengyuan Yang教授

SCIEX VISION  |  ISSUE 4  

22
Related to RUO-MKT-03-8870-A

生物医学
プロテオミクス
における新たなツール



「私たちは高度なサンプル処理方法と様々なMS 分析技術とを
組み合わせて、疾患に関連したプロテオーム変化の同定を行って

います。すべてのプロジェクトでは、まずタンパク質の濃縮およ

び消化のための迅速かつ効率的なメソッドを開発し、続いて健常

組織を用い「正常な」プロテオームプロファイルを確立します。こ

のようにして得たデータを使用することで、疾患により生じる変

化を特定でき、バイオマーカーまたは治療標的の候補を浮き彫り

にすることができます。上海医学院は市内に16の病院を運営し
ており、私たちは幸いにも疾患組織と健常組織の両方のサンプ

ルを研究用に入手できる非常に恵まれた環境にあります。」

「私たちの部門には多数のMS装置があります。多くのインハウ
スもしくは共同プロジェクトが常に行われており、約 20のシステ
ムすべてが通常ほぼフル稼働している状態です。これらのシステ

ムの多くがSCIEXシステムで、現在 3台のTripleTOF 5600+、

1台のTripleTOF 4600、3台のQTRAP 6500+、1台の 4000 
QTRAPおよび 1台のTOF/TOF 5800が稼働しています。ワー
クフローはプロジェクトごとに異なりますが、それぞれ測定対象に

最適な装置を選んでおります。例えば、糖タンパク質解析のため

の新しい方法の開発においては、まずサンプル調製条件の最適

化および主要タンパク質候補のスクリーニングを行うために、

TOF/TOF 5800を使用したインタクトタンパク質の解析を行い
ました。続いて、TripleTOFシステムに切り替え、健常サンプル
と疾患サンプルで異なる発現パターンを特定するために、「ボト

ムアップ」のノンターゲットプロテオミクス解析を行いました。最

後に、QTRAP 6500+を用い特異的に発現したタンパク質をラー
ジスケール試験で検証を行い、多数の糖タンパク質バイオマー

カーを同定しました。」

「TripleTOF 5600+システムで使用可能なSWATH Acquisition
は私たちの研究に特に有用で、プロテオミクスデータセット内の

すべてのペプチド分析種の迅速な解析が行えます。この独自の
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技術により、高価で煩雑な上に低含有タンパク質の定量化に適

していない、従来のラベリング技術を使用せずに定量試験を行

うことができます。SWATH Acquisitionにより、1回のランで
すべてのタンパク質の定性および定量が行え、感度を犠牲にす

ることなく、大規模試験をより容易に、高い費用対効果で実施す

ることができます。」

「私たちがプロテオミクス分野におけるSCIEX装置の高い性能
の評判を聞き、SCIEXと連携を開始したのは2010年のことです。
当時、私たちは候補先メーカーの多くの装置を評価していました

が、プロテオミクスにクラス最高の性能を提供できるのは、感度

が高く極めて優れた頑健性を備えたSCIEXシステムであると私
は考えます。SCIEX製装置は、極めて多くの優れたプロテオミク
スデータを非常に高いスループットで生成することができ、新た

な疾患バイオマーカーの研究および高品質な結果の発表に役

立っています」とPengyuan Yang教授は締めくくっています。

Institutes of Biomedical Sciencesの詳細については、こちらをご
参照ください。
ibs.fudan.edu.cn/#

SCIEX質量分析計の詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers

「SWATH Acquisitionにより、
1回のランですべてのタンパク質の定性および定量が行え、
感度を犠牲にすることなく、大規模試験をより容易に、

高い費用対効果で実施することができます。」

http://ibs.fudan.edu.cn/#
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人工の化合物は、環境中での分解に何千年もかかる可能性が

あるため、永遠の化合物「フォーエバーケミカル」とも呼ばれ

ています。

これらの環境中の汚染物質の増加が、自然およびヒトの健康に

影響を与える可能性があるという懸念が高まっています。米

国の科学者達は、質量分析を行ってこれらの汚染物質の濃度

を調べ、規制当局による汚染物質の製造管理、また将来的な環

境保護を見据えた法規制確立への道を切り拓いています。

環境検査の世界的リーダーであるEurofinsは、「より清潔でより
安全な環境」という理念のもと、幅広い種類の物質の調査および

分析を行い、最高の品質が確保されるよう努めています。ペン

シルベニア州にあるEurofins  Lancaster Laboratories 
Environmentalは 1961年に設立され、現在では 50年を超える
検査経験を持ち、世界中のさまざまな企業、産業および政府機関

のために検査を行っています。Scientific Officerである

Charles Neslund氏は、人工化合物の中でも特に、パーフルオロ
およびポリフルオロアルキル化合物（PFAS（PFOS/PFOA含む））
という一群の化合物に関して高まっている懸念について次のよう

に説明しています。「PFASは多くの産業で使用されており、焦げ付
かないフライパン、さびや水をはじく素材および洗浄剤など幅広い

種類の市販製品中に見出されます。しかしこれらの化合物には、環

Eurofins Lancaster 
Laboratories 
Environmental、
Scientific O�icer、
Charles Neslund氏
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境中で分解されないという問題点があります。そのため、これらの

化合物は環境中に留まり続け土壌および水源を汚染するのです。」

Charles Neslund氏は続けて、「PFASはヒトの体内にも蓄積さ
れ、コレステロール値の上昇、特定の癌の発症リスクの増加、免疫

系の障害など、ヒトの健康に悪影響を及ぼす可能性を示すエビデ

ンスが増加しています。PFASに最初に興味を抱いたのは 10年以
上前のことですが、ここ数年の間に関心が高まり、今では多くの注

目を集めています。これらの化合物が環境中の汚染物質であると

認識されるようになった今、これらの化合物が健康に影響を与える

ことを示唆する研究が継続されると同時に、これらの化合物が米国

環境保護庁（EPA）などの当局により規制されることへの関心が高
まっています。」

より衛生的で
　 より安全な未来のために



「SCIEX装置の優れた感度は他社の装置の感度とは 
一線を画しています。」
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「Eurofinsでは、さまざまな物質や材質に関して、これらの化合物
の微量検査を行っています。PFAS検査の約 75％は、地下水、処
理飲料水、排水または埋立地浸出水などさまざまな水源からの水

の分析を中心としたものです。

私たちは以前、EPAと協力して飲料水中のPFASを分析する方法
の検証を行いましたが、数カ月前、EPAは飲料水供給における許容
レベルを確立するための行動計画を導入しました。これは米国

EPAによるこの種の取り組みとしては初めてのものです。各州も
歩を進め、飲料水中の最大汚染物質濃度を設定すると同時に、これ

らの化合物のいくつかに関してその他の法律も整備しました。私

たちはその他にも、固形物、土壌および食品（魚、野菜および牛乳

を含む乳製品など）のサンプルに関する研究を行っています。さら

に、製品検査も行っています。ここ 3年間ほど、製品が消費者に販
売される前に、製品の安全性および製品にPFASが含まれていな
いことを確認するために、自社製品のPFAS検査を定期的に依頼し
てくる企業が増加してきました。」

「PFASは環境中にアニオンとして存在しているため、解析には負
イオンモードのエレクトロスプレーによるLC-MS/MSが理想的な
ツールとなります。2015年にPFAS解析の需要が増大したときに
は、私たちは所有していた1台のMSシステムをこのアプリケーショ
ン用にフル稼働させていました。解析の複雑性（モニターするべき

化合物やトランジションの数、それらのデータ解析や回帰分析な

ど）が増大するにつれ、既存の装置ではこのアプリケーションに対

応できないと考えられました。そこでSCIEXシステムに移行しまし
た。現在、数台のSCIEX質量分析計に加えて、法医学アプリケー
ションに使用する予定のその他のSCIEX装置も所有しています。」

「私たちが最初のシステムを購入したとき、溶媒によってLCシス
テムのテフロンチューブおよびテフロンコーティングされた部品

から低レベルのPFASが浸出する可能性があり、MS分析におい
てバックグラウンド干渉が発生することが懸念されました。その

後、SCIEXと協議を重ねた結果、私が「PFASキット」と呼んでい
るシステムが生まれ、それをSCIEXがシステムに適合してくれた
おかげで、浸出の可能性の問題が解消されました。SCIEXのアプ
リケーションチームが提供してくれるサポートも私たちにとって重

要です。

私たちはすでにアプリケーションを設定していましたが、アプリ

ケーションチームが私たちの研究所に出向いてくれてさらなる改

良を提案してくれたことは大きな助けとなりました。」

「わずか数年の間に、私たちの事業は大きく成長し、今では単一施

設としては米国内で最大の環境研究所となっています。以前は 
PFAS 解析用に 1台のMSシステムのみを使用していた私たちが、
現在はこのアプリケーション専用の複数台のSCIEX装置を所有し
ています。SCIEX装置の優れた感度は他社装置の感度とは一線を
画し、例えば他社装置を使用している同業者は 15 μLから 20 μL
のサンプルを注入する必要があるようですが、私たちはSCIEX装
置に 2 μLから 3 μLのサンプル抽出液を注入しています。SCIEX
装置は感度および一貫性が非常に高いため、アプリケーションの再

現が比較的容易に行えます。すべてのシステムが同時に稼働して

いる場合に各装置から異なる結果が得られることは望ましくない

ため、この再現性は私たちに必要不可欠です。SCIEX 装置の高い
一貫性は製造ラボにおいては大きな利点です。この利点により、異

なるシステム間を移行できる柔軟性が得られ、非常に助かっていま

す」とCharles Neslund氏は締めくくっています。

Eurofins Lancaster Laboratories Environmentalの詳細について
は、こちらをご参照ください。
www.eurofinsus.com/LancLabsEnv

SCIEX質量分析計の詳細については、こちらをご参照ください。
https://sciex.jp/products/mass-spectrometers



質量分析は、競技スポーツにおける薬物検査や、より広範なコミュニティにおける違法薬物使用の検出に広く使用されています。

Alessandro Bertinaria Regional Anti-Doping Center（CAD）の研究者らは、SCIEX装置を用いてMSベースのスクリー
ニング法を開発し、スポーツにおけるドーピングおよび薬物の娯楽的使用に関する洞察を深めるための研究を行っています。

イタリアのAlessandro Bertinaria Regional Anti-Doping 
Centerは、2006年のトリノ冬季オリンピックのための世界反ドー
ピング機構（WADA）公式研究所として 2004年に設立されました。
オリンピック閉会後、研究所の重点は変化し、CADは乱用薬物、ドー
ピング物質およびアルコールの使用、さらに最近では新たな向精神

薬の検出に関する応用分析と研究に注目するようになってきました。

Forensic ToxicologistであるUniversity of Turin、Analytical 
ChemistryのAlberto Salomone准教授は、CADの顧問も務め
ており、スポーツの威厳および公衆衛生に影響を与える幅広い種類

の禁止物質の検出のために、質量分析をどのように使用しているか

を次のように説明しています。「オリンピックの後、CADは検査を多
様化させ、スポーツにおける薬物検査以外にも多くの検査を行うよ

うになりました。現在、私たちはアルコールおよび乱用薬物の検査

を提供しており、これには押収した薬物の薬剤成分の同定も含まれ

ます。さらに、運動選手により使用される栄養補助食品の分析も

行っており、禁止物質が規定の濃度を超えて含まれていないことを

証明しています。私たちは、ステロイド使用の間接的マーカーを同

定する研究プロジェクトにも関与しており、さらに薬物乱用の傾向を

モニタリングする疫学研究や、最近では薬物スクリーニングへのメ

タボロミクスの応用も行っています。」

Alberto Salomone准教授は続けて、「私たちはルーチンのスク

University of Turin、Analytical Chemistry、
Forensic Toxicologist、
Alberto Salomone准教授
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リーニング用のサンプルを、近隣のPiedmont地域および英国や
米国など遠方の地域からも受け取っています。この検査の大部分

は、薬物またはアルコール乱用のマーカーを調べるための毛髪分

析ですが、血液および尿の検査も行っています。通常、1年間に約

2万サンプルについて、大麻、コカイン、ヘロインおよびWADAによ
り禁止されているその他の薬物、ならびにエタノールの分解産物で

あるエチルグルクロン酸の分析を行っており、分析にはSCIEXの

Triple QuadおよびQTRAP装置を使用しています。
これらのシステムはこれらのアプリケーションに最適であり、ISO 
17025認定の定性および定性 /定量スクリーニング法に必要な感
度および特異性を提供してくれます。」

「毛髪は特に興味深い検体であり、長期間の検出ウィンドウを提供し

てくれます。例えば、4 cmの長さを分析して数ヵ月間の平均的な
乱用を判断したり、毛髪のより小さなセグメントを分析して月ごとの

より詳細な時系列データを得ることもできます。

疫学的研究により、薬物乱用の傾向やパターンを、さらに異なる物

質の併用も、経時的に同定することが可能となります。ある物質と

してブラックマーケットで売られている薬物が、実は全く異なる物質

である可能性があり、例えば、アンフェタミンとして合成カチノンが、

ヘロインとしてフェンタニルが売られるなどと極めて危険です。

Related to RUO-MKT-03-8870-A

メタボロミクスによる
薬物検出への
       アプローチ
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しかし、このような物質を毛髪のセグメント分析で同定することが

可能であり、薬物使用者にそのリスクについて警告することができ

ます。これは素晴らしい技術です。」

「私たちは常にSCIEXシステムを使用しており、これらの装置の機
能と高い感度に非常に満足しています。ごく最近、私たちは進行中

の研究に不可欠なX500R QTOFシステムを購入しました。現在

SCIEXと協力して、このシステムの高分解能を使用した尿中薬物ス
クリーニングのための新しいメタボロミクスアプローチを開発して

います。今はステロイドとフェンタニルのマーカーの特定を重点的

に行っています。まだ概念実証段階にあり、ベースライン代謝物の

存在および乱用の潜在的マーカーを特定しているところですが、初

期の結果からは今後の進展が大いに期待されます。」

「特定の薬物クラスに関するマーカーを確立しておくことで、マー

カーを同定した薬物クラスに属する、これまで知られていなかった

物質を検出することができるようになるため、新しい化合物が市場

に出現してきた場合にも有利なスタートを切ることができます。各

薬物クラスはそれぞれ異なるマーカーを有している可能性が高い

ため、私たちはケモメトリックスを使用してデータを解析し代謝物

を同定して、現在の技術では検出不可能な薬物の存在を確認する

ことを目指しています。SWATH Acquisitionはこのような仕事に
大きな利益をもたらし、サンプル中の検出可能なすべての分析種

に関するデータの収集および保存を可能にします。つまり、収集し

たデータを後日レトロスペクティブに解析することができるので

す。例えば、新しい向精神薬が後日市場に出現した場合、過去のサ

ンプルデータを再解析し、その薬物がいつ市場に出現し始めたか

を知ることができます。」

「X500Rは私たちの施設の生産性を大きく向上させています。また、
私たちはSCIEX全般および地元イタリアのSCIEXチームから受け
たサポートと技術的支援に非常に満足しています。私たちの研究を

常に後押ししサポートしてくれるSCIEXとの協力は素晴らしいもの
です。プロジェクトの開始時には、SCIEXのエキスパートが私たちの
研究所を訪問して、機器の設定とメソッドの改良を支援してくれまし

た。また、高分解能ノンターゲット分析は私たちが以前に行っていた

ターゲット分析とは非常に異なるため、結果の後処理のためのさま

ざまなソフトウェアパラメーターの調整もサポートしてくれました。

X500Rを使用すれば、メタボロミクス研究の可能性は無限大です。
この装置のおかげで可能性の世界が大きく広がりました。これから

がとても楽しみです」とAlberto Salomone准教授は締めくくって
います。

Alessandro Bertinaria Regional Anti-Doping Centerの詳細につい
ては、こちらをご参照ください。
www.antidoping.piemonte.it/cms

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を使用すれば、
メタボロミクス研究の可能性は

無限大です。」

メタボロミクスによる
薬物検出への
       アプローチ

http://www.antidoping.piemonte.it/cms
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


製薬業界では、バイオ医薬品の純度試験および安定

性試験のためにSDS-PAGEが一般的に使用されて
いますが、時間および労力がかかる上に主観的で

す。キャピラリー電気泳動（CE）はSDS-PAGEの
真の代替法として、スループット、精度および再現性

を向上させます。

臨床使用が承認された遺伝子治療薬の数は急速に増加しており、

さらに多くの開発が続いています。

臨床試験の需要に応じるためにこれらの生物製剤の生産をスケー

ルアップし、さらに商業生産を行うためには、専門的な知識とGMP
に準拠した製造研究施設が必要です。このような理由から、小規模

のバイオテクノロジー企業および大規模な製薬メーカーを含む多

くの企業が、この業務を専門の医薬品受託開発製造機関（CDMO）
に委託することを選択しています。

メリーランド州ボルチモアにあるParagon Gene Therapyは、

Catalent Pharma Solutions, Inc.の関連会社であり、スケーラ
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ブルなアデノ随伴ウイルスベクタープラットフォームに基づく、遺伝

子治療薬、次世代ワクチンおよび免疫療法薬の製造を専門とする

CDMOです。

Paragon 社 の Analytical Development Departmentの

Associate ScientistであるGokben Yildirir氏は、次のように説
明しています。「私たちは、ウイルス様粒子および組換えウイルスベク

ターのスケールアップ製造を重点的に行っています。私たちはさま

ざまなクライアントからの仕事を受託しており、多くは米国内ですが

欧州および世界中の国々のクライアントのために、腫瘍学や希少疾

患のための革新的な技術の開発を行っています。

Paragon Gene 
Therapy、
Associate Scientist、
Gokben Yildirir氏

Related to RUO-MKT-03-8870-A

ゲル板フリー
のバイオ医薬品分析



「キャピラリーSDS電気泳動による自動化は、
マニュアルのSDS-PAGEと比較して、
スループットおよび再現性の点で多くの利点を提供します。」
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私たちは、遺伝子組換えアデノ随伴ウイルス（rAAV）ベクターな
らびに昆虫および一過性哺乳類生産モデルに豊富な経験を有し

ており、クライアントそれぞれの要件に合わせてカスタム化した

スケールアップ工程を開発しています。」

「ほとんどの場合、研究環境から前臨床試験または臨床試験に進

む準備が整った製品がクライアントから私たちに届けられます。

私たちは、その製品のGMP環境でのスケールアップ製造を可能
にする、規制に準拠した工程を開発します。そのためには、工程

管理試験および QC 試験が不可欠ですので、私たちAnalytical 
Development Departmentは、品質および安全性の確保の
ために、初期工程開発から最終製品のロット試験まで、ほとんど

すべての段階に関与しています。」

「私たちの分析では、主にrAAV製品の純度、不均一性および安
定性を調べています。」Gokben Yildirir氏は続けて、「この種
の分析に業界で最もよく使用されている技術はSDS-PAGEであ
り、私たちもまだいくつかの試験ではSDS-PAGEを使用してい
ます。しかし、主観性がより低く、オペレーター間の変動性が生じ

にくい、より高度な技術の使用を要求するクライアントの数が増

大してきています。私たちの部署にはすでに、以前等電点電気泳

動に使用していた生物製剤解析キャピラリー電気泳動システム 
PA 800 Plusが導入されていましたので、この部門では初めてと
思われる、rAAVベクター分析のためのキャピラリー SDS電気泳
動法の開発を検討することにしました。SCIEXではすでに、バイ
オ医薬品分析のための多数の方法が開発されており、私たちは

容易にそれらを私たちのニーズに適合させることができました。

PA 800 Plusを用いたキャピラリー SDS電気泳動（CE-SDS）の
結果はSDS-PAGEと直接比較することができ、しかも結果解釈
は簡便化されています。また、いずれの方法も同様にサンプル前

調製するため、既存のワークフローに容易に適合することができ

ます。PA 800 Plusは使いやすく、サンプルの種類や濃度に応じ
て個々のクライアントのプロジェクトの方法を最適化することが

非常に容易です。」

「自動化キャピラリー SDS電気泳動は、マニュアル作業での

SDS-PAGEと比較して、スループットおよび再現性の点で多くの
利点を提供しますが、スループットおよび再現性はいずれも、

GMP製造環境においては重要な検討事項です。当然、自動化
ワークフローの方が手間がかからず、サンプルをシステムにロー

ドすれば操作は一切必要なく、一度に 15サンプルを処理するこ
とができます。オーバーナイトでのランを設定し、結果を翌朝解

釈することもできます。自動化ワークフローによるオペレーター

間の変動性の低減が、自動データ解析と相まって、結果の一貫性

も向上させています。さらに、高分離能という利点も加わり、あら

ゆる不純物をより容易に検出することができます。」

「遺伝子治療はこの業界ではまだ比較的新しい領域ですが、需

要は急速に増大してきており、私たちは製薬メーカーおよび政

府機関の両方と協力して、新規製剤の頑健なスケールアップお

よび製造工程の開発を行っています。SCIEXは、このような取り
組みをサポートする方法の開発および最適化を継続的に行い、

私たちや同業他社との緊密な協力により、私たちが必要として

いるツールを提供してくれます」とGokben Yildirir氏は締めく
くっています。

Paragon Gene Therapyの詳細については、こちらをご参照くださ
い。
www.paragonbioservices.com

生物製剤解析キャピラリー電気泳動システム PA 800 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/
pa-800-plus-pharmaceutical-analysis-system

ゲル板フリー
のバイオ医薬品分析
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進化した
大麻検査

コロラド州は、娯楽用および医薬品用の大麻使用を米国で最

初に合法化した州であり、販売されている製品の品質は厳格

な規制により管理されています。そのため、大麻サンプルの検

査は、汚染物質のスクリーニングおよび力価測定のために

ルーチンに行われています。大麻の力価および汚染物質検査

の業界のリーダーとして認識されているTEQ Analytical 
Laboratoriesでは、日々の業務に SCIEX の質量分析装置
が活用されています。

University of Colorado、Anschutz Medical Campus の

Fitzsimons Innovation CommunityにあるTEQ Analytical 
Laboratoriesは、コロラド州の薬物合法化の一環として、大麻検査
の新規需要を満たすために設立されました。この新たに作り出され

た市場の規制には、販売される製品の品質および安全性を保証する

ための高度な分析技術の開発が必要とされました。TEQ社の代表
取締役社長であるSeth Wong氏は、同社の創設および大麻製品の
さまざまな汚染物質の検査の方法について次のように説明していま

す。「当社の姉妹会社である Industrial Laboratoriesでは、1945
年から食品および薬物検査分野の研究が行われていました。そのた

め、大麻が合法化されたとき、私たちには大麻検査研究所に必要な

経験と品質システムがすでに備わっているということに気付きまし

た。大麻検査室のレベルを、特にコロラド州において引き上げたい

と考えた私たちは、2014年にTEQを設立しました。TEQは、検査
室認定の最高峰である ISO 17025認定をこのセクターで初めて取
得した検査室です。」

「現在、医療用および娯楽用のいずれに関しても、大麻の調剤所は

州内のあらゆる居住区でごく普通に見られるようになってきたため、

検査室による検査および規制は極めて重要です。

大麻製品には、オイルや塗り薬から大麻入りキャンディーまで、さま

ざまな形状があり、これらの製品の大麻含有量すなわち力価には大

きなばらつきがあります。製品の種類や検査目的に基づいて、特定

の規則と検査ワークフローが州により規定されていますが、私たち

が通常行っているのは、THCおよびCBDに関する大麻の力価プロ

TEQ Analytical 
Laboratories、
代表取締役社長、
Seth Wong氏
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ファイルおよびテルペンなどその他の成分の検査です。力価の解

析には一般的にHPLCが使用されていますが、必要に応じて質量
分析を使用したより詳細な解析を行うこともできます。」

「特定のサンプルに関しては、州当局から微生物分析も要求され

るため、志賀毒素産生性大腸菌、病原性サルモネラおよび酵母菌

やカビの検査も行います。製品によっては、残留溶媒、農薬、さら

にはマイコトキシンの検査を行う場合もあります。残留農薬およ

びマイコトキシン汚染物質の検査にはLC-MSをルーチンに使用
しています。質量分析によりHPLC法よりも高度な検査が行え、
より明確な知見が得られることから、可能な限り質量分析を使用

したいと考えています。TEQの設立直後に、私たちは 1 台の

4000 QTRAP装置を購入しましたが、感度が非常に高く、私たち
の仕事に驚くべき威力を発揮してくれています。私たちの姉妹会

社の研究室ではSCIEX装置が重要な役割を果たしていましたの
で、私たちはすでにSCIEX装置に精通しており、システムが頑健
で良好に機能することを知っていました。また、操作ソフトウェア

が使いやすいことも極めて有用で、スタッフによる装置間の切り

替えが容易に行えています。」



「長年にわたりSCIEX装置を使用してきた私たちは、
SCIEXが信頼できるブランドであると認識しています。
パワフルで使いやすいシステムと、SCIEXのサービスチームが
提供してくれる素晴らしいサポートに非常に満足しています。」
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「私たちは、認可された生産者からの物質しか受け入れておらず、

検査を行うサンプルは、栽培者から直接、または大麻入り製品や濃

縮製品の製造者から入手します。つまり、オイルや最終製品などさ

まざまな形状のサンプルが入手されます。このため、すべてのサン

プルを分析前に異なる方法で前処理することが必要となり、一部の

サンプルではさらにクリーンアップやろ過が必要となります。

正確で効率的な解析を確実に実行するために、まず各マトリクスに

関して最適な前処理方法を決定します。例えば、農薬の検出には、

サンプルのローディング前にQuEChERsと呼ばれる固相抽出法
を使用します。この分析前処理により、多様なサンプルマトリクス

の高スループット検査を行っても、私たちのSCIEX装置をより長期
間清浄な状態に維持することができます。これは私たちにとって非

常に重要です。」

「業界の成長に伴い、私たちの業務も拡大しており、メソッド開発と

研究を同時に進行させ、さらにクライアントからの特別な要求にも

こたえています。そこで私たちは最近、2台目の装置であるSCIEX
のハイスループットQTRAP 6500を導入して試験能力を拡大する

ことを決定しました。装置を入手して稼働させることが今から楽し

みです！QTRAP 6500により工程をさらに標準化することが可能と
なり、分析前に処理を必要とするサンプル数が低減し、時間が節約

できワークフローをさらに効率化することができます。」

「長年にわたりSCIEX装置を使用してきた私たちは、SCIEXが信
頼できるブランドであることを知っています。私たちは、パワフル

で使いやすいシステムと、SCIEXのサービスチームが提供してくれ
る素晴らしいサポートに非常に満足しています。そして、これらの

装置によりTEQにどのような道が開けていくか楽しみにしていま
す」とSeth Wong氏は締めくくっています。

TEQ Analytical Laboratoriesの詳細については、こちらをご参照く
ださい。
www.teqanalyticallabs.com

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

http://www.teqanalyticallabs.com
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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