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質量分析イメージング

質量分析イメージングとは？

顕微鏡で観察された高解像度の形態画像と，質量分析
計によって測定された分子の分布図を重ね合わせて得
られる画像。異なる2つの原理から検出された画像を重

ね合わせることで、個々の構成成分の分布だけでなく、
分子同士の連携・相互作用や生体機能の変化など、高
次の解析ができる。



質量分析イメージング

質量顕微鏡

レーザービームの高性能化
+ 光学系との一体化

ケミカルプリンター＋MALDI-TOF MS

マトリックス塗布
を高機能化

問題点
価格が高い
汎用性が低い

問題点
分解能が低い

分析性能の高機能化

前処理装置として高性能化

：多種技術開発への応用の
可能性が大きい

質量分析イメージングの課題



疾患バイオマーカー検索における質量分析法の課題

質量分析イメージング技術は、組織切片上の位置情報と検出したイオンの信号強
度によって目的とする生体分子や薬剤などの外来性分子の一斉プロファイリングがで
きることから、薬物動態解析やその作用の解析に有用である。しかし以下のような課
題もあり、その利用には制約がある。
• 単一細胞レベルでの分析は難しい
• 生体高分子の分析ができない
• 検出感度や精度に優れるLC-MSでは実現できていない

質量分析イメージングの有用性と課題

創薬において疾患バイオマーカーを臨床試料から探索し,ターゲットタンパク質の探

索や創薬候補品において常に目的の物質を定性・定量分析をすることが開発のどのス
テージでも求められており,スループットと感度が高く,化合物の分子量,構造や定量情

報を得ることができる質量分析法は重要である。特に、疾患に直接関与するタンパク質
を定量的に解析する質量分析に基づく探索的プロテオーム解析は有用性が高い。一
方、ヒトのタンパク質は50万種類を超えると見積もられているが、多くのタンパク質にお

いて、その存在量は極めて微量であり、少量の生体材料からタンパク質を網羅的に解
析することには大きな困難を伴う。さらに、全タンパク質の30％を占めると言われている

膜タンパク質のタンパク質レベルの解析には分離精製の前に可溶化という操作が必要
で、網羅的な解析には困難を要する。



Advantage of this technology over competing studies 

新規バイオマーカーの検索における優位性

1. ホットメルトフィルムに組織小片を貼付けて回収し、同フィルム上で質量分析するた
め、これまで検出が難しかった難溶性のペプチドや化合物が分析できる

2. フィルムの材質を変える事によって分析できる物質のプロファイルが変わる

3. フィルムがフィルターのような役割をするため、他の夾雑ピークとなる物質のイオン
化が抑制でき、分析感度が大幅に増大する

質量イメージング手法における優位性
1. ５μｍ以下の空間分解能を達成：この空間分解能は、各種生体成分の細胞内の分布

を測定できる分解能で、さらに、熱溶融フィルムを改良することにより、より高分解能
を実現できる。

2. 分子の質量が１５，０００ダルトンまでの分子の３次元イメージングを実現

3. 座標再現機能により分子の分布を３次元表示で再現：本技術では座標再現機能を
用いて位置決定をしているため、連続する組織切片間の位置情報を正確に再現で
き、世界で初めて３次元での質量分析イメージングも実現。

4. 本技術は安価に容易に質量分析イメージングが可能：普及型の質量分析計に対応

5. 液体クロマト質量分析（ＬＣ－ＭＳ）への対応：薬物動態と薬効解析さらに薬物毒性の
評価も同時に実現できる

ユーザー・企業に期待すること
1. 本技術の装薬開発・バイオマーカー探索への応用
2. 普及型装置の上市に向けた提携



LC-MS/MSによる質量分析イメージングを用いた単一細胞薬物動態／薬効解
析の同時分析の背景技術 ~ 座標再現機能とホットメルト-MALDI法

当研究室が開発した「特
定細胞分析技術+座標再

現機能」搭載レーザーマイ
クロダイセクション顕微鏡
(改良型 LMD)を使い、高
解像度MSイメージングを

実現するための分析条件
の検討を行った。このLMD 

技術では回収した全ての
細胞の位置座標情報を保
持したまま目的の細胞を
一定の間隔でホットメルト
フィルム＊に並べて回収で
きるため各種質量分析装
置と連動させることにより
簡単に質量イメージングを
取得できる。

＊ スライド10を参照
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ホットメルトLMDは生体組織や培養細胞か

ら目的の細胞を採取する技術。フィルムと
対象試料を密着させた状態で、狙った細
胞に生体試料に変化を及ぼさない近赤外
レーザーを照射することによってフィルム
成分を溶融し対象組織に浸透させること
によってその部分だけをフィルム上に回収
する技術。種々の改良によって２〜３μm
の空間分解能を達成できた。

ホットメルトLMDに座標再現機能(特許④）を搭

載させると、組織切片や培養細胞の中から特
定の性質を持った細胞だけを採取することが
できる。

また、組織切片の画像分析装置やいろいろな
分析装置（質量分析、蛍光分析、電気化学的
検出装置など）と組み合わせることによって、
採取した小片の位置座標を共有させることが
できるため、測定結果のマッピング（ex 質量イ
メージングなど）が可能となる(特許④） 。



LC-MS/MSによる質量分析イメージングを用いた単一細胞薬物動態／薬効解
析の同時分析（実施手順）

質量分離に高い選択性・高感度な定量分析を有しながら今まで質量イメージングに用いられな
かったLC-MSと連動させ、ピロカルピン誘発性けいれんモデルマウスの海馬領域の

ピロカルピンの
分布とそれに伴
う神経伝達物質
(GABA,Glu,ACh,C
ho) を多重反応

モニタリング法
(MRM) で同時に

分析し、その分
布の変動を質量
イメージ画像とし
て得ることがで
きた。



LC-MS/MSによる質量分析イメージングを用いた単一細胞薬物動態／薬効解
析の同時分析（実施例）

ピロカルピンによる痙
攣誘発作用が抑制性
伝達物質(GABA)の低

下を引き起こし、神経
細胞の興奮性を更新さ
せた結果であることが
わかった。

この技術を用いると
薬物や神経伝達物質、
病態関連分子の時間-

濃度推移を単一細胞レ
ベルで同時に確認でき
ることから、薬物の正
確な作用点や生体機
能に及ぼす影響を細
胞レベルで可視化し、
脳機能をはじめとする
様々生命現象の解明
に応用できる。



けいれん発作誘発

強直間代発作

(薬の効果は30分
ぐらいから)

Acute period

5 20 40  min

神経過活動
PILO

10分以内に
脳に到達

本技術の効果①：細胞単位での薬物動態と作用の解析

Pilocarpine C11H16N2O2

M.W. 208

Manuela Mazzuferil et al. 

(2012) 

J Exp Neurol, 238:156
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単一細胞LC-MS分析

CA1

より正確な薬
の効果の測定

作用点の海馬を取
り出して神経細胞
をLMDで採取

海馬神経細胞に
薬剤が到達するに
は30分以上かかる
ことが判明
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海馬神経細胞の機能的マッピングに成功



ホットメルトマトリックス支援レーザー脱離イオン化法（MALDI）質量分析に
よるペプチド性バイオマーカーの探索の背景技術 〜イオン化干渉効果

「ホットメルトMALDI質量分

析」技術：ホットメルトポリ
マー上でMALDI-飛行時間
型（TOF）質量分析すること

によってマトリックスのイオ
ン化効果を増減するイオン
化干渉作用がある（特許
①）。

ホットメルトフィルムは、
用途によってＥＶＡ（エチレ
ン酢酸ビニル）系、ポリオ
レフィン系、ポリエステル
系、ポリアクリル系、ポリウ
レタン系など、さまざまなタ
イプのものがある。

我々はこれらの各ポリ
マーがそれぞれ異なったイ
オン化干渉効果を持つこと
も見出している
（特許①）。

フィルムがないと矢印の位置に
ペプチドが検出できない

フィルムの種類によって検出できる物質が変わる
①のフィルムでは矢印の位置のペプチドが特異的に検出できる



ホットメルトMALDI質量分析によるペプチド性バイオマーカーの探索： 原理

生体由来混合物をTOF/MS分析するとフィルムがない場合は比較的イオン化しやすくか

つ大量に存在する低分子物質が多く検出されるが、ホットメルトフィルム処理によって
それらの低分子物質のイオン化が抑制（イオン化抑制効果）され、通常では検出でき
ない高分子成分のピークが検出されるようになることを発見した(特許①)。この技術は

難溶性のペプチド分子を単離精製することなく網羅的に分析できるため、これまで検出
ができずバイオマーカーとして利用されてこなかったシグナルペプチドを検出できる。



ホットメルトMALDI質量分析によるペプチド性バイオマーカーの探索

アルツハイマー病患者、
ALS患者、正常ヒト脳脊髄

液中のシグナルペプチド
の網羅的検索：
TIOコートスライドガラス上
に５０μm厚のEVAフィルム

を貼り付け、その上にヒト
脳脊髄液1μlをスポッティ

ングし、すぐに同量の
MALDI-MS用マトリックス
のCHCAを混合してピペッ

トにより攪拌、静置して風
乾後島津社製MALDI-TOF

にて分析し、多種類のバ
イオマーカー候補となりう
るシグナルペプチドを検
出できた。（特許 ②、③）



ホットメルトMALDI質量分析によるペプチド性バイオマーカーの探索

このシステムを汎用
MALDI-TOF分析装置と
組み合わせ、25週齢の

アルツハイマー病モデ
ルマウスであるAPP-PS1

トランスジェニックマウ
スの海馬領域における
アミロイドベータペプチ
ド(Aβ)の分布状態を3D

質量イメージとして得る
ことができた。
この結果からAβの産

生される細胞（モノマー
の分布）と重合体が形
成される細胞（二量体
の分布）が異なっている
可能性を初めて示すこ
とができた。

これまでアルツハイマーの発症には異常な活動によってAβを賛成した神経細胞が傷害

を受け脱落すると考えれらてきたが、神経傷害性の重合体を形成する細胞（２量体形
成）が産生する細胞とは異なることが明らかになった。重合体形成細胞の一部はグリア
細胞と考えられ、発症にはグリア細胞の影響があることから、治療ターゲットとして新し
いコンセプトが必要であると考えられる。



質量分析の 前処理 以外にも あらゆる分析系に応用 可能

座標再現機能
一細胞分離
ホットメルトのイオン化抑制

+ リキッドハンドリングとの同期
（分離、抽出）



ユーザー・企業への期待

• 本技術の創薬開発への応用

• 新規バイオマーカー探索と総合的診断法の
開発

• 装置の普及に向けた提携

• 本技術を応用した新しい分析システムの開発

• 本技術の斬新なアプリケーション



１）Patent and its status

２）Key paper and/or 

特許

①サンプル中の成分の分析方法、サンプル中の成分の特異的分離方法及び質量分
析用サンプル 出願人 名古屋大学、発明者 澤田誠
米国特許 9,829,467 2017/11/28
特許出願2014-103194 2014/5/19、国際公開番号WO 2015/178249  2015/11/26 、
②アルツハイマー病の新規バイオマーカーとしてのシグナルペプチド及びその測定法
特許出願 出願日2016/4/7、出願人 名古屋大学東亞合成株式会社、
発明者 澤田誠 吉田徹彦 ベイリー小林菜穂子
③シグナルペプチドを指標にした筋萎縮性側索硬化症の診断方法
特許出願 出願日2016/4/7、出願人 名古屋大学東亞合成株式会社、
発明者 澤田誠 吉田徹彦 ベイリー小林菜穂子

④レーザーマイクロダイセクション装置、該レーザーマイクロダイセクション装置を含む
分析装置及びマイクロチップの製造方法発明者澤田誠出願人名古屋大学
出願番号2013-210366 2013/10/7 国際公開番号WO 2015/178249 2015/11/26

Oya, M, Suzuki, H, Anas, ARJ, Oishi, K, Ono, K, Yamaguchi, S, Eguchi, M, Sawada, M. 
LC-MS/MS imaging with thermal film-based laser microdissection. 
Anal Bioanal Chem 2017; Published online 28, Nov.
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