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薬物摂取毛髪の縦横両断面における
高空間分解能MSイメージング

中川 薫、松尾 英一、山本 卓志

ユーザーベネフィット
 iMScopeとiMLayer™を用いると、最小約5 µmの高空間分解能MSイメージングが可能です。
 高空間分解能MSイメージングにより、毛髪内部のような微細領域においても薬物分布の可視化が可能です。
 毛髪縦断面の分析からは薬物摂取履歴を、毛髪横断面の分析からは薬物の浸透具合を観察できます。

 はじめに

毛髪には数ヶ月から１年以上にも渡って摂取薬物が蓄積
されるため、その解析を行うことで、薬物曝露の時系列情
報を含む科学的根拠を得ることが出来ます。そのため、LC
やLC-MSなどを用いた毛髪分析が、薬物犯罪の捜査におい
てもしばしば用いられています。しかし、これらの手法で
は作業が煩雑で、毛髪内部や表面の薬物の局在情報を得る
ことは困難です。この問題を解決するため、MSイメージン
グの技術が近年注目されています。そこで、覚醒剤の一種
であるメタンフェタミンと構造が類似するメトキシフェナ
ミン（MOP）（図1）をモデル薬物として、MSイメージン
グによる毛髪中の薬物分布の可視化を行いました。その有
用性を検証するため、MOP服用後の毛髪（以下、服用毛
髪）とMOP溶液に浸漬させた毛髪（以下、浸漬毛髪）、
各々の縦断面および横断面の高空間分解能MSイメージング
を実施しました。その結果、MSイメージングによる可視化
の意義を確認できましたので、本稿でご紹介します。

 服用毛髪と浸漬毛髪の作成

服用毛髪は、⿊髪男性ボランティアが50 mgのMOP塩酸
塩を含む市販薬を5日間連続で1日3回服用し、19日間の休
薬期間を置いた後、再度5日間服用し、さらに13日間の休
薬後に毛髪を根元より採取しました（表1）。浸漬毛髪は、
服用前の男性ボランティア毛髪を根元より採取し、MOP塩
酸塩水溶液に浸漬して作製しました（毛髪内の薬物量は、
LCにて20-83 ng/mgと定量；アプリケーションニュースNo.
B75をご参照下さい） 。

 毛髪の構造と縦断面と横断面の作成

毛髪の太さは直径50〜150 µm程度です。毛髪は、表面か
ら順に、キューティクル、皮質、髄の三層で形成されてい
ます。毛軸と平行方向の断面を縦断面、垂直方向の断面を
横断面としました（図2）。縦断面はミクロトームで作成し、
導電性両面テープを介してITOスライドガラスに固定しまし
た。横断面はカルボキシメチルセルロース（CMC）に包埋
してクライオスタットを用いて薄切し、ITOスライドガラス
に固定しました。

表1

①
②
③
④
⑤

服用1回目
休薬
服用2回目
休薬
サンプリング

メタンフェタミン
組成式：C10H15N
分子量： 149.233
図1

メトキシフェナミン（MOP）
組成式：C11H17NO
分子量： 179.263

メタンフェタミンとメトキシフェナミンの構造式

横断面

縦断面
キューティクル

髄（質）
皮質

約50 〜 150 µm

図2

毛髪断面の拡大図

MOP塩酸塩含有薬物の服用履歴

朝昼晩各50 mg服用
1〜5 日目
6〜24日目
25〜29日目 朝昼晩各50 mg服用
30〜42日目
43日目

図3
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 MSイメージング分析条件

有効な手段であることを示唆しています。一方、浸漬毛髪
試料では⻑さ方向にほぼ均一な薬物分布が確認されました
（図6 b） 。

イオン化補助剤であるマトリックスにはCHCAを用いまし
た。高空間分解能イメージングを実現するためにはマト
リックスを均一に塗布することはもちろん、マトリックス
の結晶を微細にすることが必要です。そのため、マトリッ
クス塗布には、iMLayer（図3）を用いました。毛髪の断面
のような微細部位の観察には顕微鏡が搭載されている質量
分析計が適しています。そのため、質量分析には、顕微鏡
観察から質量分析までをシームレスに行うことができるイ
メージング質量顕微鏡iMScope（図4）を用いました。MS
イメージングの分析条件を表2に示します。

 毛髪縦断面のMSイメージング

初めに、50 µmの低空間分解能で、毛髪の縦断面のMSイ
メージングを行いました。前述のように、毛髪には服用履
歴が時系列に記録されます。 図5は、表1の服用履歴を基
に作成した薬物分布想定図です。服用毛髪では、5日間の
服用期間に対応する2つの薬物陽性領域と、それらの間の休
薬期間に対応する薬物陰性領域が可視化されました（図6
a）。この可視化されたMSイメージは薬物分布想定図と相
関があり、毛髪イメージングが薬物の服用履歴を確認する

図 4 iMScopeTM QT
iMScope TRIO TMの後継機で、Q-TOF型の質量分析計（LCMS-9030）の採
用により、質量分解能や質量精度、検出感度や分析速度などが飛躍的に
向上しています。

表2 MSイメージングの分析条件

マトリックス塗布
塗布装置
マトリックス種
塗布方法
質量分析
分析装置
空間分解能(測定ピッチ)
イオン種
測定範囲
MS段数
プリカーサイオン
レーザー照射回数
レーザー繰り返し周波数
レーザー照射径設定値
レーザー強度
（日目）
42

毛根側

29
④13日間
休薬期間

:
:
:

iMLayer
CHCA
厚さ0.7 µmで蒸着

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

iMScope TRIO
5 /10 / 50 µm
正イオン
m/z 100 ~185
2（MS/MS）
m/z 180.1
50 or 100 [shots]
1000 [Hz]
0 (約5 µm) / 1 (約10 µm) / 4 (約50 µm)
0 / 21.7-30.0 / 56.4-63.0

24

5

③5日間
服用期間
図5

②19日間
休薬期間

0
①5日間
服用期間

毛先側

服用履歴を基に作成した薬物分布想定図

a. 服用毛髪
光学画像
毛根

毛髪

毛先側→
3000 µm

光学画像とMSイメージの重ね合わせ

100
0

m/z 149.098

1回目の服用期間

2回目の服用期間

b. 浸漬毛髪

毛髪

光学画像

光学画像とMSイメージの重ね合わせ

700 µm

100

0
図6

低空間分解能 50 µmでの毛髪縦断面のMSイメージ
(a) 服用毛髪、(b) 浸漬毛髪
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次に、10 µmの高空間分解能で毛髪試料の縦断面のMSイ
メージングを行いました（図7）。浸漬毛髪では薬物の毛

髪輪郭部への明確な局在が見られましたが（図7 b）、服用
毛髪ではこのような局在は観察されませんでした（図7 d）。

a. 浸漬毛髪

300 µm

導電性両面テープ
毛髪

光学画像

導電性両面テープ
100

m/z 149.098

MSイメージ

0

b. 浸漬毛髪のMSイメージの拡大図

c. 服用毛髪

300 µm

導電性両面テープ

光学画像

毛髪
導電性両面テープ

m/z 149.098

100

MSイメージ

0

d. 服用毛髪のMSイメージの拡大図

図7

高空間分解能 10 mmでの毛髪縦断面の詳細MSイメージ
(a, b) 浸漬毛髪、(c, d) 服用毛髪
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b. 服用毛髪

a. 浸漬毛髪
MSイメージ

光学像
100

皮質

0

100

m/z 149.098

髄

10 µm

0

図8

100

光学像

皮質

髄

MSイメージ

m/z 149.098

20 µm

0

毛髪横断面の10 µmの高空間分解能MSイメージ
(a) 浸漬毛髪、(b) 服用毛髪

m/z 149.098

12 mm

15 µm

図9

浸漬毛髪を用いた横断面連続切片の5 µmの高空間分解能MSイメージ

 毛髪横断面のMSイメージング

毛髪内部における薬物分布をより明確に観察するため、
毛髪横断面試料を用いて10 µmの高い空間分解能でMSイ
メージングを行いました。浸漬毛髪では薬物の毛髪輪郭部
への環状の局在が見られましたが（図8 a）、服用毛髪では
このような局在は観察されませんでした（図8 b）。これら
の結果は、図7で示した縦断面のMSイメージング結果とも
一致しています。続いて、浸漬毛髪の連続切片を用いて更
に高い5 µmの空間分解能でMSイメージングを行いました。
10 µmの空間分解能で得られたMSイメージよりも鮮明なMS
イメージが得られ、毛髪輪郭部への薬物局在がより明確に
なりました（図9）。また、連続切片の各MSイメージより、
前処理から質量分析までを含めた本手法が再現性良く実施
できていることが確認されました。検出された薬物が自主
的な摂取によるものか、他者の喫煙使用などによる受動的
な摂取によるものかを区別することは重要ですが、LCやLCMSなどを用いた従来法ではこれらを区別することができま
せん。毛髪の横断面の高空間分解能MSイメージングがこれ
を可能とする新たな分析法として期待されています。

 まとめ

毛髪は薬物の使用履歴を記録した磁気テープに例えられ
ることもありますが、薬物取り込みの詳細なメカニズムは
まだ明らかにはなっていません。毛髪内部に含まれる薬物
の可視化は法医学・法中毒学において重要かつ困難なテー
マの一つです。また、複雑なマトリックスに埋もれている
微量の薬物をミクロなスケールで可視化するためには、高
空間分解能で感度よく薬物検出することが重要となります。
先に述べたように、iMLayerと iMScopeを用いた高空間分解
能MSイメージングにより、毛髪試料の縦断面および横断面
における薬物の局在を簡便にかつ鮮明に観察することがで
きました。この手法は法医学での毛髪中薬物分析やドーピ
ング検査等への応用はもちろんのこと、種々の頭髪ケア製
品の開発やその評価など、髪の美容と健康の維持・増進を
目的とした分析にも貢献できるのではないかと考えていま
す。

本アプリケーションニュースは、Anal. Chem. 2020, 92, 8,
5821–5829に掲載データを元に、再編して使用・掲載して
います。詳細については、上記論文をご参照ください。

iMScopeおよびiMLayerは、株式会社 島津製作所の日本およびその他の国における商標です。
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