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イメージング質量顕微鏡iMScope TRIO TMを用いた
馬毛髪直接分析による薬物検出法の開発
新間秀一*1、瀬瀬賢*2

Doping inspection

ドーピング検査

写真は株式会社エクワインレーシングの瀬瀬代表よりご提供頂きました。

1. はじめに
法医学の分野における薬物検査試料として、現在、尿ととも

このような毛髪分析は、現在、人のみならず競走馬のドーピング

に毛髪が注目されている。その理由として、尿では一般的に代

検査に対しても大きな期待を集めている 4)、5)。現在までに報告され

謝された薬物を検出しなければならない上、もし排泄時に試料

ている馬毛分析の検査試料は、馬のたてがみ（以下、馬毛）である。

採取ができなかった場合、薬物の検出は極めて困難になる。一

しかし馬毛は一般的に長く、試料表面の汚染等を除去するため十分

方、毛髪では薬物は代謝されず毛髪内部に吸収され長期間とど

な洗浄乾燥が必要とされる。また、裁断後の試料数も多量になるこ

まる。すなわち、尿では最終摂取後数日で代謝・排出を経て失

とから、前処理が非常に煩雑になることは容易に想像される。

われる可能性があるのに対し、毛髪では切断しない限り摂取履

このような背景から、毛髪分析の新しい手法として GC-MS、

歴が長期間残るという特徴を持つ。
現在、この新しい検査試料に対する測定手法として実用化さ

LC-MS ではなく質量分析イメージング（MSI）を用いた方法が報告
されている。MSI では前処理した試料を直接分析可能である。近年、

れている方法は、ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）も

人の頭髪に対して薬物摂取履歴検出のための MSI を行った先駆的

しくは液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）が一般的であ

な報告が鎌田らにより行われている 6)、7)。MSI で履歴を検出する場

る。採取された毛髪は、洗浄および乾燥後、5 mm〜1 cm 程度

合、長手方向にキューティクルを除去し、毛髄質を露出させる必要

に裁断され、それぞれの裁断毛髪から薬物を抽出し精製工程を

がある。この工程が困難であることから、文献 6 では専用装置を製

経て測定される。人の頭髪の場合、平均 1 cm／月の伸長速度で

作しているが、その専用装置を用いたとしても 1〜2 cm 程度しか

あることから、検出された毛髪断片の位置を同定できれば、
「い

キューティクルを除去することはできない。人毛髪と異なり馬毛は

つ」、「どのような薬物を」、「どれだけ」摂取したかが判別

非常に長いため、この工程はさらに煩雑であることから、これまで

可能である。なお、上記の試料前処理法をはじめとする法医学

報告された例はない。本稿では、手作業でのキューティクル除去で

分野における毛髪鑑定については、大野および水野らによる文

はあるが、4 cm の馬毛を用いて MSI を行いステロイド系抗炎症薬

献が参考になる 1)〜3)。

であるデキサメタゾンリン酸を検出した例を紹介したい。

*1 大阪大学大学院工学研究科（HP：http://www.fukusaki-lab.com/）
*2 株式会社エクワインレーシング（HP：https://equineracing.jp/）
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3. iMScope TRIO 開発コンセプト

2. 質量分析イメージング
質量分析では、分子をイオン化し、電場や磁場中での動きの

現在、MSI は様々な質量分析装置で行うことが可能になって

違いからその質量（実際には質量をイオンの価数で除した『m/z 』

いる。イオン源も様々選択することが可能であり、質量分離部

とよばれる無次元量）を計測する。MSI ではすでに述べたよう

も様々である。筆者は 2004 年より島津製作所と共同でイメー

に、既存の GC-MS、LC-MS を用いた手法とは異なり、分析対象

ジング質量顕微鏡 iMScope TRIO TM の開発に携わり 8)、現在は大

となる薬物を抽出せず試料表面をそのまま分析し空間分布情報

阪大学・島津製作所分析イノベーション共同研究講座において、

を可視化することが可能である。

様々な応用研究を展開しているところである 9)。

実験には通常、試料切片を作製し、インジウムスズ酸化物

この iMScope TRIO の開発コンセプトを図 1 に示す。通常の

（ITO：Indium tin oxide）をコーティングした ITO スライドガ

顕微鏡では構造を見ることが可能であるが、様々な成分情報を

ラスなどの導電性を有する透明なプレートに載せられる。その

得ることは難しい。一方、iMScope TRIO では試料の顕微鏡観察

後、イオン化して質量分析を行う。分析を行う際、測定する領

とともにマトリックス支援レーザ脱離イオン化法（MALDI）を

域と測定点の間隔を決定し、各測定点でのマススペクトルを位

用いた質量分析を行う。試料表面上で生成されたイオンを真空

置情報と共に取得する。全ての測定点のマススペクトルの取得

中に引き込み質量分析で検出することが可能である。得られた

が終了した後、得られたマススペクトルから対象の分子に相当

マススペクトルから強度分布をマッピングすることにより顕微

する m/z を選択し、その強度分布により対象分子の局在情報を

鏡下で高い空間解像度を持って成分分布情報を得ることが可能

得る。したがって免疫化学染色や GFP 標識を用いた従来のイメ

である。iMScope TRIO では「電磁波」として総称される可視光

ージング手法とは異なり標識が不要である。また、分子を直接

や放射線で試料を「みる」わけではないため、人類が手にした

検出するため、親化合物およびその代謝物を区別することが可

「新しい目」ともいえる。

能であることや、イオン化し検出されたイオン群すべてが解析

iMScope TRIO の詳細については次項で述べる。

対象となるため、一度の分析で様々な分子の局在情報を得られ
ることが特徴として挙げられる。

イメージング質量顕微鏡 iMScope TRIO TM のコンセプト
既存の顕微鏡では構造の違いは判別可能であるが、成分情報を取得することは困難である。一方、iMScope TRIO TM では観察とともに質量分析を行うため、
マススペクトル中の成分情報から強度分布を得ることが可能である。
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(A)

(B)

(C)

本研究で用いた分析装置
(A) マトリックス蒸着に用いた iMLayerTM ならびに (B) 測定に用いた iMScope TRIO TM (C) iMScope TRIO TM 装置概要図。大気圧下での顕微鏡観察ならびに
MALDI を用いたイオン化が可能であり、生成されたイオンは真空中に引き込まれイオントラップと飛行時間型質量分析計で検出される。

4. 実験手法
本研究では、MALDI のマトリックス供給にマトリックス蒸

による測定、画像化である。採取された馬毛は１本ごとに、蒸

着装置 iMLayerTM を用いた（図 2 (A) ）。用いたマトリックスは

留水を含ませたウエスで表面をよく拭いた。この工程は、抽出

α-シアノ-4-ヒドロキシケイ皮酸（α-CHCA、メルク社）ならび

を行うことなく試料を直接分析可能な MSI であるからこそ可能

に 9-アミノアクリジン（9-AA、東京化成工業株式会社）である。

であると考えている。なぜなら、既存法では洗浄が不十分であ

それぞれ、正イオン分析、負イオン分析に用いたが iMLayer に

る場合、抽出時にコンタミネーションが発生するからである。

て試料表面に 0.5 μm の厚さで蒸着した。正イオン分析では蒸

この工程後、毛髪はすぐに乾燥する。乾燥した毛髪は、導電性

着後さらにα-CHCA 溶液（30 %アセトニトリル／0.1 %ギ酸を

両面テープを介し ITO スライドガラス（インジウムスズ酸化物

用いて 10 mg/mL で調製）をエアブラシを用いてマニュアルス

スライドガラス、松浪ガラス製）に貼り付け、図 3 (B) に示すよ

プレー噴霧した

10)

。負イオン分析では 9-AA 蒸着後、5 %メタノ

ール蒸気を試料表面に 3 秒供給して再結晶化を行った 11)。
測定装置は iMScope TRIO を用いた（図 2 (B)、(C) ）。iMScope

うに実体顕微鏡下でミクロトーム用ブレードを用いて毛根側よ
りキューティクルの除去を行った。馬毛は人毛と比較し、直径
が 200 μm 程度と約 2 倍あるため、表面の除去はマニュアルで

TRIO は上述の通り、大気圧下で試料表面の撮影を行うための光

あっても容易に行うことが可能である。キューティクル除去後、

学顕微鏡と、大気圧 MALDI を搭載している。MALDI 用レーザ

ITO スライドガラスに残った毛髪を分析試料としてマトリック

は 1 kHz の繰り返し周波数を持つ Nd:YAG レーザである。大気

ス供給し測定を行った。

圧下で生成されたイオンは、差動排気系を介して質量分離部に

本研究で対象とした薬物は、ステロイド系抗炎症薬であるデ

導入され、イオントラップと飛行時間型質量分析計で検出され

キサメタゾンリン酸エステル（DexaSP）である。DexaSP を検

る。測定可能な質量範囲は m/z 50 から 3000 であるが、今回対

出するにあたり、正イオン、負イオンでのイオン強度を確認し

象とするデキサメタゾンリン酸エステルは小分子薬物であるた

て検出する極性を選択した。なお、正イオン検出にあたりステ

め測定質量範囲は m/z 1000 以下とした。
図 3 (A) に今回の測定の流れを示す。基本的な流れは、毛髪の

ロイドホルモンの検出法であるジラール試薬 T（Gir-T）による
誘導体化物を検出対象とした（図 4）12)。

採取、キューティクルの除去、マトリックス供給、iMScope TRIO

イメージング質量顕微鏡 iMScope TRIO TM を用いた馬毛髪直接分析による薬物検出法の開発
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(A)㻌

(B)㻌

(A) 測定の流れと (B) 馬毛キューティクル除去方法
実体顕微鏡下でクライオミクロトーム用ブレードを用いることでキューティクルを除去し毛髄質を露出させた。

対象薬物であるデキサメタゾンリン酸エステル（DexaSP）
正イオン検出ではジラール試薬 T で誘導体化した DexaSP を検出対象とし、負イオン検出では未変化体 DexaSP を検出対象とした。
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5. 結果
図 5 に標準品を用いて検討した正イオンと負イオン検出結果

本検査試料は、2017 年 6 月上旬に水性デキサ注 0.1 %（フ

を示す。すでに述べた通り、正イオンでは Gir-T 誘導体化 DexaSP

ジタ製薬株式会社）を 3 日間 15〜20 mL 注射し、7 月 13 日に

を対象とし、負イオンでは未変化体の DexaSP を対象とした。

馬体から採取した馬毛を用いた。iMScope TRIO の測定間隔は

正イオン検出ではα-CHCA を用いて、Gir-T 誘導体化 DexaSP と

x 方向に 80 μm、y 方向に 5 μm とし、レーザスポットサイ

して m/z 586.267 が得られた。これは [Gir-T-DexaSP-2Na+2H]+

ズは 2（装置パラメータ）とした。本実験では 4 cm の馬毛を

に相当するピークである。一方、負イオン検出では 9-AA を用

測定したが、その際、1 cm ずつ領域を区切り測定を行った。

-

いて m/z 471.160 にピークが得られた。これは [DexaSP-H] に

図 6 (B) は 4 分割されたデータになっているが、試料は分割さ

相当するピークであった。いずれの極性でも、DexaSP 由来のピ

れておらず 4 cm の長さを持つ馬毛が ITO ガラススライド上に

ークが得られたが前処理の工数のみならず、負イオンではイオ

貼り付けられている。

ン強度が約 100 倍高くなったことから、本馬毛分析では 9-AA

毛根から先端に向けてスキャンを行ったところ、毛根より
16.48 mm の周辺で未変化体のデキサメタゾンリン酸エステル

を用いた負イオン検出を行うこととした。
対象となる馬毛分析を行うにあたり、DexaSP を投与されてい

由来ピークが高い強度で得られた。体内では速やかに代謝され

ない馬毛を用いたコントロール実験を行い、m/z 471.160 が検

るリン酸エステルが毛髪から直接検出された例は、本結果が初

出されないことを確認した（図 6 (A) ）。図 6 (B) にデキサメタ

めてであり極めてインパクトが高いと考えている。なお、ここ

ゾンリン酸エステルを投与した馬毛イメージング結果を示す。

で示したイメージング結果は絶対強度で表されたピーク強度を
用いており、300〜1500 の強度範囲をマルチカラーで表示した。
このデータで、暖色ほどピーク強度が高いことを意味している。

(A) 正イオン検出： Gir-T 誘導体化 DexaSP

(B) 負イオン検出： 未変化体 DexaSP

標準品を用いた測定条件検討
正イオン検出、負イオン検出、いずれにおいても目的のピークを検出することが可能であったが、前処理の簡便さとイオン強度の高さから負イオン検出を
選択した。

イメージング質量顕微鏡 iMScope TRIO TM を用いた馬毛髪直接分析による薬物検出法の開発
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(A) Negative control

(B)

毛根側

→→

→

→

→

→

→

→

→ →

毛先側

馬毛中における DexaSP 分布測定
(A) ネガティブコントロールである DexaSP 未投与馬毛での分布、(B) DexaSP 投与馬毛（水性デキサ注 0.1 %、フジタ製薬株式会社、1.315 mg/mL を 3 日間
15〜20 mL 投与した）における分布測定。毛根から 4 cm の長さを iMScope TRIO TM でスキャンした。その結果を 1 cm ごとに並べて表記した。毛根より
16.48 mm の周辺でピーク強度最大の領域が得られた。馬毛の伸長速度は平均 2.0 cm／月であることから、およそ 25 日前に投与されたことがわかる。

6. 考察

7. まとめと今後の展望

本実験で、イオン化条件の検討からネガティブコントロール

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウムは使用が認められ

での測定結果を鑑み、馬毛から対象となる薬物が検出できたと

ている抗炎症薬であるが、レース前には使用が禁止されている

考えられる。薬物投与の馬毛では 16.48 mm の位置で局在が見

規制薬物であり 13)、近年では 2016 年 12 月の東京大賞典優勝馬

られた。馬毛の伸長速度は平均 2 cm／月であり、人と比較して

アポロケンタッキー号からレース後に検出されたことでも記憶

2 倍の速度で伸びることが知られている。この伸長速度と最大

に新しい。本実験結果は、iMLayer のマトリックス供給と

強度を示した毛根からの距離を用い投与時期を推定したところ、

iMScope TRIO による計測を組み合わせたドーピング検査への

投与後 24〜25 日程度であることがわかった。投与履歴では毛

応用可能性を示した初めての例であると言える。

髪採取の約 1 か月前に投与しており、その情報と比較しても、
この局在は正しいものと考えられる。

また、リン酸エステルは、体内に速やかに代謝されるため、
毛髪より未変化体が直接検出されたことを示した点も非常に有

その一方で、毛根周辺において低いイオン強度ではあるがシ

意義であると考えている。その一方で、イメージング結果にノ

グナルが検出されていることがわかる。マススペクトルを確認

イズも多いことから、毛髪前処理について更なる改良を行い、

すると、ノイズ由来のシグナルであることが分かったが、実サ

イオン強度を増加させるような前処理法が必要になると考えら

ンプルを扱う場合、さらなるイオン化効率の向上ならびにシグ

れる。また、定量性ならびに検出可能な薬物（アナボリックス

ナルノイズ比の向上が必須になると考えられる。これを達成す

テロイドを含む）についての検討も、今後必須の要素となると

るためには、マトリックス供給法のさらなる工夫もしくはマト

考えられる。このように、まだまだ解決しなければならない問

リックスの選択が必要になる可能性が考えられる。

題は山積みであるアプリケーションではあるが、iMScope TRIO
を用いてその潜在的な可能性を示すことができたと考えている。
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8. 馬毛分析を通じて
現在、世界各地で競走馬のドーピングコントロールに関する

Australian Turf Club などの研究者が IMS を用いた薬物検出に興

議論が盛んに行われており、競走馬のドーピング検査や競走馬

味と大きな期待を抱いており、議論は大いに盛り上がった。本

の怪我からの保護を議論する国際会議（ICRAV: International

稿を執筆している 2018 年 11 月には岩手競馬に出走したウバト

Conference of Racing Analysis and Veterinarians）が 2 年に１回

ーバン号から禁止薬物であるボルデノンが検出された 14)。今後、

開催されている。2018 年はアラブ首長国連邦のドバイで開催さ

日本発のこの新しい計測手法が世界の競走馬のドーピング検出

れ、筆者は初めて参加し本研究結果を発表した。図 7 は会議場

で使える技術になるよう、引き続き毛髪処理技術の簡便化を含

の様子と会場となったメイダン競馬場の風景である。世界でも

めた技術確立に邁進したい。
また、本研究を進めるにあたり島津製作所の協力のみならず、

最高峰の競馬場の一つであるメイダン競馬場の隣にある会議場
で本研究成果を発表できたことは、筆者にとってこれまでの人

共著者が代表を務める株式会社エクワインレーシングのスタッ

生で最も印象的な出来事の一つであった。

フの皆さんに多大なるご協力をいただいた。図 8 に馬毛サンプ

通常、この会議へは日本からは JRA 関係者もしくは競走馬理
化学研究所の研究者が参加しており、大学からの参加者は筆者

リング光景と筆者ならびに共著者近影を掲載し、本稿を終わり
たいと思う。

のみであった。しかしながら、Hong Kong Jockey Club や

(A)㻌

(B)㻌

(C)㻌

ICRAV2018
(A)、(B) ICRAV2018 会場光景と (C) ICRAV が開催されたメイダン競馬場の朝の光景。
日本では類を見ない広さと豪華さを持つメイダン競馬場は圧巻の光景であった。
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Application No. 54
Note

(A)㻌

(B)㻌

(C)㻌

(D)㻌

株式会社エクワインレーシング訪問の様子
(A) 株式会社エクワインレーシングにおいてスタッフの方から馬体の説明をしていただいた。(B) 馬の脚に見える「夜目」と言われる親指が退化し角質化し
た部分。(C) たてがみサンプリング。(D) 著者 (右) ならびに共著者 (左) 近影。
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