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MSイメージングにおける最適マトリックス
塗布方法の検証
山本 卓志、松尾 英一、中川 薫

ユーザーベネフィット
 マトリックス蒸着装置iMLayerを用いると誰でも簡便に再現性良く安定したマトリックス塗布が行えます。
 蒸着法では、微小マトリックス結晶を均一塗布することが可能です。
 蒸着後にスプレーを行う二段階蒸着法では、高感度かつ高空間分解能でのMSイメージングが可能です。

 はじめに

近年、MSイメージングは創薬研究や代謝研究だけでなく、
様々な分野において活用されています。イオン化法に
MALDIを用いるMSイメージングでは、数多くのマトリック
ス種の中から目的化合物の検出に適したマトリックスを選
択することだけでなく、選択したマトリックスの塗布方法
を検討することも極めて重要です。スプレー法は、組織か
らの抽出効果は期待できますが、成分の滲み出しや、マト
リックス結晶が大きくかつ不均一になってしまいます。一
方、蒸着法は、マトリックス結晶を微小かつ均一にするこ
とができますが、組織からの抽出効果は期待できません。
そのため、蒸着法とスプレー法を組み合わせた二段階蒸着
法（特許：6153139 ）や、蒸着したマトリックスを再結晶
化させる蒸着後再結晶化法なども開発されました。本稿で
は、マトリックスの種類や塗布方法の違いによる結晶の大
きさや形状の違いを観察した結果と、MSイメージングにお
ける二段階蒸着法の利点について確認した例を紹介します。

 マトリックス蒸着装置iMLayer

MSイメージングの高空間分解能化に伴い、マトリックス
結晶の微小化と塗布の均一性確保のため、蒸着法によるマ
トリックス塗布の技術が発展してきました。数多いマト
リックス種の中でも、MSイメージングには、比較的汎用性
が高いとされる、2,5-Dihydroxybenzoic acid（DHB）、9Aminoacridine （ 9-AA ） 、 α-Cyano-4-hydroxycinnamic
acid（CHCA）がよく用いられます。マトリックス蒸着装置
iMLayer（図1）には、これらの3種のマトリックスの沸点や
融点を考慮した最適な蒸着プログラムがあらかじめ登録さ
れています。タッチパネル上で簡便に操作できる上、MSイ
メージング初心者でも、安心して安定したマトリックス塗
布が実現できます。また、マトリックス膜厚を0.1 µm単位
で制御できる自動膜厚制御ユニットが搭載されており、マ
トリックス塗布の再現性を確保することが可能なため、異
なるスライドグラス間でMSイメージングデータを定量的に
比較することも可能になります。
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iMLayer TM

段階蒸着法が良く用いられます。スプレー法とは、マトリ

ックス溶液を試料に直接噴霧する塗布方法です。また、蒸
着法とは、固体粉末状のマトリックスを真空下で加熱して
昇華させ、試料に塗布する方法です。そして、二段階蒸着
法とは、マトリックスを蒸着した後にマトリックス溶液を
スプレーする方法です。これら3つの塗布方法について、結
晶の大きさ、塗布の均一性、成分の滲み、抽出効果の4つの
観点から確認評価するとともに、検出目的化合物にとって
どの塗布方法が最適かを考察しました。

 マトリックス塗布方法の選択

検出目的化合物に適したマトリックスを選択することは
重要ですが、MSイメージングではその塗布方法も極めて重
要です。高空間分解能イメージングを行う場合には、マト
リックスを均一に塗布する必要性に加えて、マトリックス
結晶の微細化も要求されます。また、成分の滲みを抑制す
ることや効果的に抽出することも重要な要素です。
マトリックス塗布の方法には、スプレー法、蒸着法、二

図2

レーザー顕微鏡OLS4100
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 表面観察装置によるマトリックス結晶
の大きさと塗布の均一性の確認

マトリックス塗布の結晶の大きさと塗布の均一性を確認
するため、DHB、9-AA、CHCAの3種のマトリックスをスプ
レー法、蒸着法、二段階蒸着法のそれぞれでITOスライドガ
ラス上に塗布し、それぞれの表面の結晶状態をレーザー顕
微 鏡 OLS4100 （ 図 2 ） や 走 査 型 プ ロ ー ブ 顕 微 鏡 SPM9700HTTM （図3）を用いて観察しました。
スプレー法によって塗布したマトリックスの結晶状態を
レーザー顕微鏡OLS4100を用いて観察しました。DHBは、

図3

走査型プローブ顕微鏡SPM-9700HTTM

DHB

数十 µmの針状結晶がほぼ均一に形成されていることが確
認されました（図4A） 。9-AAは数十 µmの樹状結晶が不均
一 に 形成 され て いる こと が 確認 さ れま した （ 図4B ） 。
CHCAは、数 µmの粒状の結晶が不均一に形成されているこ
とが確認されました（図4C）。このようにスプレー法は、
MSイメージングでの最小レーザー集光径 5 µmに対し、マ
トリックス結晶が大きく、塗布の均一性も損なわれる傾向
があるため、空間分解が高く、均一なMSイメージを得るに
は適切な塗布方法ではないと考えられます。
次に、蒸着法で塗布した結晶状態を走査型プローブ顕微
鏡SPM-9700HTを用いて観察しました。観察視野はMSイ
メージングの空間分解能を考慮し5 µm四方としました。
DHBは、1 µm程度の大きさの結晶が均一に塗布されている
ことが確認されました（図4D）。9-AAは、5 µm四方の観
察視野では一つ一つの輪郭を確認できないほど微細な結晶
（推定数十 nm程度）が均一に形成されていることが確認
されました（図4E） 。CHCAは、0.1 µmほどの大きさの粒
上結晶が均一に形成されていることが確認されました（図
4F） 。
最後に、二段階蒸着法で塗布したマトリックスの結晶状
態をSPM-9700HTを用いて観察を行いました。DHBは数 µm
の大きさの結晶がほぼ均一に形成されていることが確認さ
れました（図4G）。 9-AAは、約1 µmの針状結晶が均一に
形成されていることが確認されました（図4H） 。CHCAは、
1 µmほどの粒状の結晶が均一に形成されていることが確認
されました（図4I）。MSイメージングでの最小レーザー集
光径 5 µmに対して、小さい結晶を均一に形成できているこ
とが確認できました。
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表1

成分の滲み確認実験におけるスプレー法と二段階蒸着法の塗布条件

塗布方法

工程

スプレー法

iMLayer AEROを用いて20 mg/mL 9-AA 100% メタノール をスプレー

二段階蒸着法

iMLayerを用いて 9-AAを膜厚1.0 μmで蒸着後、
iMLayer AEROを用いて10 mg/mL 9-AA 80% メタノール をスプレー

スプレー法
顕微鏡画像

二段階蒸着法
顕微鏡画像

MSイメージ

図5

MSイメージ

マウス肝臓切片でのマトリクス塗布法による成分滲みの比較

 マトリックス塗布による成分の滲みの確認

スプレー法によるマトリックス塗布では、成分が滲んで
しまうことも課題とされています。スプレー法において実
際の成分の滲みがどの程度なのか、二段階蒸着法では滲み
をどの程度抑制できるのかを確認するため、マウス肝臓切
片にスプレー法と二段階蒸着法で9-AAを塗布し、MSイメー
ジングを実施しました。9-AAの塗布条件を表1に示します。
両方法ともにスプレーの工程にはマトリックス自動スプ
レー装置iMLayer AERO（図6）を用いました。質量分析に
は顕微鏡観察した位置を正確に分析できるiMScopeを用い
ました。
スプレー法では肝臓切片の外側に200 µmほどの滲みが発
生しましたが（図5左赤矢印部）、二段階蒸着法では滲みを
5 ~ 20 µm程度に抑制できていることが確認されました（図
5右）。

 マトリックス塗布における抽出効果の確認

毛髪のMSイメージングでは、高空間分解能と高感度が求
められます。薬物によっては高い抽出効果を必要とする場
合があり、二段階蒸着法によって、高い空間分解能を維持
しつつ抽出効果を高めることが期待されます。ここでは蒸
着法と二段階蒸着法で毛髪イメージングを実施し、二段階

マトリックス自動スプレー装置iMLayerTM AERO

蒸着法が高い抽出効果を確認することができたことについ
て紹介します。薬物溶液に24時間浸漬させた毛髪横断面の
MSイメージングを蒸着法と二段階蒸着法で行い、感度を比
較しました。蒸着法に比べて二段階蒸着法は、ピーク強度
が約4倍高くなっていることが確認できました（図7b,d）。
これは、組織からの成分の抽出効果が高まったからである
と考えられます。毛髪内部における薬物分布の詳細な解析
例は、アプリケーションニュースNo.B75をご参照下さい。

b. 蒸着法のマススペクトル

a. 蒸着法のMSイメージ
光学画像
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d. 二段階法のマススペクトル

c. 二段階法のMSイメージ
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蒸着法と二段階蒸着法によるマウス肝臓切片におけるコレステロールのMSイメージング

一方で、コレステロールはスプレー法や二段階蒸着法で
は検出できず、蒸着法でのみ検出できる化合物です。蒸着
法よりもスプレー法や二段階蒸着法が必ずしも感度が高い
というわけではありません。図8は、蒸着法と二段階蒸着法
でマトリックスCHCAを塗布した際のマウスの肝臓切片上の
コレステロールのMSイメージング結果です。スプレーによ
る溶媒供給で10分の1の感度低下を確認しました。このよ
うに、化合物によっては二段階蒸着法より蒸着法の方が感
度がよくなる場合があるため、最適条件の探索が必要です。

 まとめ

これまでの一連の実験結果を表2にまとめました。
マトリックス塗布後の結晶の大きさ（表2の①）や塗布の
均一性（表2の②）をレーザー顕微鏡や走査型プローブ顕微
鏡を用いて観察したところ、スプレー法では結晶が大きく
さらに均一性が乏しく、一方、蒸着法と二段階蒸着法では
微細な結晶が均一に塗布できていることが確認されました。
成分の滲み（表2の③）について、スプレー法と二段階蒸
着法を比較したところ、スプレー法のみでは、組織外へ約
200 µmほどの成分の滲みがの観察されましたが、あらかじ
めマトリックス蒸着してからスプレーを行う二段階蒸着法

表2

369.450

では、成分の滲みを最小限に抑えることができました。
抽出効果（表2の④）について、蒸着法と二段階蒸着法を
比較したところ、二段階目のスプレーによる毛髪からの薬
物の抽出効果が得られ、約4倍の検出感度向上に繋がりまし
た。このように、高い抽出効果が必要な場合はスプレー法
による溶媒抽出が有効なため、二段階蒸着法が最適な塗布
方法となります。
一方、コレステロールやリン脂質，3級アミンを有する低
分子化合物のように高い抽出効果を必要としない化合物の
イメージングの場合（蒸着法のみで十分な感度を確保でき
る場合)は、高空間分解能と成分の滲み抑制を優先した蒸着
法によるマトリックス塗布が最適です。
このように蒸着法と二段階蒸着法のいずれが適切である
かはケースバイケースです。したがって、MSイメージング
の前例がない化合物は、一度分析してみて判断することに
なります。このような場合、まずはじめに蒸着法によるマ
トリックス塗布を行い、試料の一部を分析してみます。検
出が可能ならそのままMSイメージングを実行し、検出が困
難ならスプレー法を追加で行うことで蒸着法と二段階蒸着
法の両方を効率よく検討することが可能です（図9）。いず
れの方法においても蒸着法によるマトリックス塗布は、MS
イメージングには欠かせない工程であると考えられます。

蒸着法による
マトリックス塗布

マトリックス塗布方法の違いによるメリットとデメリット
スプレー法

① 結晶の大きさ

大

蒸着法

（△） 極小 （◎）

小

（○）

② 塗布の均一性

低い （△） 高い （◎） 普通 （〇）

③ 成分の滲み

多い （△） なし （◎） 少ない （○）

④ 抽出効果

高い （◎） 低い （△） 高い （◎）

高い抽出工程が不要な
化合物のイメージング

試料の一部でテスト分析

二段階蒸着法

目的化合物を検出
できている場合
蒸着法での
MSイメージング

最適

スプレー法による
追加マトリックス塗布
二段階蒸着での
MSイメージング

最適

高い抽出工程が必要な
化合物のイメージング

目的化合物を検出
できていない場合

図9

MSイメージングにおけるマトリックス塗布方法の検討手順例
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