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論 文 内 容 の 要 旨 

近年，液体クロマトグラフィー質量分析法（LC/MS）や液体クロマトグラフィータンデム質量分析

法(LC/MS/MS)を用いた生体試料の微量分析が広く行われている。しかし，一部の化合物，特にペプチ

ドや低分子のリン酸化化合物の分析では，配管やバルブなどの金属材料と相互作用し，それらのピー

クが大きくテーリングする。これらの対策として，移動相の工夫，システムのメタルフリー化や洗浄・

マスキングなどが講じられている。また，キャピラリーLC ではフリットを使用しないモノリスカラム

やヒューズシリカキャピラリーカラムによりメタルフリー化が図られている。一方，一般的に使用さ

れるセミミクロ LC/MS(/MS)では，近年，高圧のメタルフリーLC 装置が発売されているが，それに対

応する ODS などの逆相のメタルフリーのカラムはほとんどない。また，LC/MS(/MS)を用いてクロマ

トグラフィー管やフリットなどのカラムハードウェアの評価もされていない。そこで本論文では，入

手可能な 2 種のクロマトグラフィー管（ステンレス，ガラスライニングステンレス）と 4 種のフリッ

ト（ステンレス，チタン，ポリエーテルエーテルケトン，ポリエチレン）を評価した。 

最初に，ステンレス製のクロマトグラフィー管（S-S カラム）とホウケイ酸ガラスが内面にコーティ

ングしてあるガラスライニングステンレス管（GL-S カラム）にステンレスフリットを装着し，C18

を高圧充填し，カラムを作製した。クロマトグラフィー管の比較としてフラビンアデノニンジヌクレ

オチド（FAD），リゾフォスファチジン酸（LPA），環状アデノシン一リン酸，デオキシアデノシン一

リン酸及びアデノシン一リン酸を LC/MS で分析し評価した。その結果，GL-S カラムはピーク強度，

S/N 及びテーリング係数を改善させた。これは移動相中の金属イオンとの相互作用，もしくはカラム

管内面に存在する金属との相互作用が減少したことが原因と仮説を立てた。そこで，まず，カラムか

らの溶出した 0.1%ギ酸移動相に含まれる金属イオンの濃度を ICP-MS で定量した。GL-S カラムから

溶出した移動相に含まれる最も多いイオンは Fe
3+でその濃度は 1.8μg/L であった。他のステンレスを

構成している金属はサブ μg/L 以下の濃度であった。この濃度の Fe
3+がリン酸化化合物と相互作用し，

分析結果に影響を及ぼすかわからなかったので，LPA と Fe
3+の金属標準液を混合したものを試料とし

て LC/MS で分析した。その結果，10μg/L 以下の濃度の Fe
3+では LPA のピーク形状は変わらなかった

が，200μg/L の Fe
3+ではピークテーリングとブロードピークが観測された。これにより，移動相中の

Fe
3+の濃度が 10μg/L 以下では Fe

3+の影響を受けないことがわかった。ステンレスは Fe を 50%以上含

んでおり，ホウケイ酸ガラスは 2%の Al を含んでいた。リン酸化化合物との錯安定度係数は Fe の方が

大きいので吸着が起こりやすく，その結果，各種パラメーターが悪化したと考えられる。これにより，

カラムを含む流路内の Fe
3+との相互作用によって強度や S/N の低下が起こったと結論付けた。 

次に，ガラスライニングステンレス管に材質の異なる 4 つのフリット（ステンレス：GL-S カラム，

チタン：GL-Ti カラム，ポリエーテルエーテルケトン：GL-PEEK カラム，ポリエチレン：GL-PE カ

ラム）を使用したカラムを作製し，フリットの比較としてリン酸化化合物を LC/MS で分析し評価した。
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GL-PE カラムにおいて，すべての化合物の強度，S / N 及びテーリング係数は最も良い値を示した。

これはリン酸化化合物が，ステンレス管と同様に GL-S カラムのステンレスフリットに吸着された。

一方，金属は GL-PEEK カラム及び GL-PE カラムのフリットに含まれないが，結果に明確な違いが生

じた。これは PEEK と PE フリットの間で極性および比表面積の影響と考えた。 極性の高い dAMP や

AMP の S/N の差より，極性の低い LPA の S/N の差が大きかった。つまり，試料がフリットの極性に

近いと疎水性相互作用などにより吸着が発生した。また，PE フリットの比表面積は PEEK のものに対

し，半分であった。これらにより，GL-PE カラムの使用は良好な結果を与えた。 

最後に 3 種のカラムをリン酸化ペプチドおよびフモニシンのキャリーオーバーにより評価した。重

複溶媒グラジエント法はオートサンプラーの注入動作のキャリーオーバーを除外することができる。

一般的な S-S カラムに比べて，GL-PE カラムはリン酸化ペプチドおよびフモニシンのキャリーオーバ

ーを減少することができた。フモニシン B1(FB1)のキャリーオーバーは，約 10 分の 1 に減少し，リン

酸化ペプチドの定量下限値は約 10 分の 1 になった。S-S カラムのキャリーオーバーピークはリーディ

ングが見られたので，カラム内でのキャリーオーバーと考えられた。GL-PE カラムのキャリーオーバ

ーピークは対称性の良いピーク形状をしていた。これはオートサンプラー内の注入口からカラムの入

り口までの流路のキャリーオーバーであると考えられる。もし，GL-PE カラムでのキャリーオーバー

が発生していないなら，S-S カラムの FB1 と T18p(リン酸化ペプチド)のキャリーオーバーはそれぞれ

1.67%，0.82%と見積もることができた。 

入手可能なカラムハードウェアで作製したカラムを評価した結果，ガラスライニングステンレス管

と PE フリットのカラムがキレート化合物に対して高い S/N，ピーク強度を示し，ピークの対称性やキ

ャリーオーバーが改善された。このカラムにより，低濃度まで正確に定量できることが確認された。

また，カラムや注入時のキャリーオーバーを算出することができた。 
 

論文審査結果の要旨 

 本論文は，液体クロマトグラフィー質量分析法(LC/MS)におけるキレート化合物によるカラム材料の

評価に関して行われたもので３章および結論からなる。 

 第１章では，高速液体クロマトグラフィーおよび LC/MSの特徴について述べている。また，カラム

材料の種類，LC/MSにおけるキレート化合物，生化学分析におけるキャリーオーバーについて言及し

ている。最後に本研究の目的について述べている。 

 第２章では，リン酸化化合物の LC/MSにおけるカラム材料の評価について述べている。入手可能な

2種のクロマトグラフィー管（ステンレス，ガラスライニングステンレス）と 4種のフリット（ステ

ンレス，チタン，ポリエーテルエーテルケトン，ポリエチレン）について評価している。対象とした

試料はフラビンアデノニンジヌクレオチド（FAD），リゾフォスファチジン酸（LPA），環状アデノシ

ン一リン酸，デオキシアデノシン一リン酸およびアデノシン一リン酸で，LC/MS で分析し評価した。

その結果，ガラスライニングカラム－ステンレス製フリット(GL-S)は，ステンレス製カラム－ステン

レス製フリット(S-S)と比較して，ピーク強度，S/Nおよびテーリング係数を改善させた。次に，ガラ

スライニングステンレス管に材質の異なる 4つのフリット（ステンレス：GL-S カラム，チタン：GL-Ti 

カラム，ポリエーテルエーテルケトン：GL-PEEK カラム，ポリエチレン：GL-PE カラム）を使用した

カラムを作製し，フリットの比較としてリン酸化化合物を LC/MSで分析し評価している。GL-PE カラ

ムにおいて，すべての化合物の強度，S / Nおよびテーリング係数は最も良い値を示している。 

 第 3章では，3種（S-S カラム，GL-PEEKカラム，GL-PEカラム）のカラムについてリン酸化ペプチ

ドおよびフモニシンのキャリーオーバーについて検討している。重複溶媒グラジエント法を用いるこ

とにより注入操作によるキャリーオーバーを除いた測定が可能であることを示し，GL-PEEKカラムお

よび GL-PEカラムがリン酸化ペプチドおよびフモニシンのキャリーオーバーについて大きく改善する

ことを見いだしている。たとえば，フモニシン B1については約 1/10に減少させることができ，リン

酸化ペプチドの定量下限値は約 10 分の 1 になったとしている。また，キャリーオーバーピークの形状

より，S-Sカラムではピーク形状がリーディングしていたことからカラム内でのキャリーオーバーと

考えられたのに対し，GL-PE カラムのキャリーオーバーピークは対称性の良いピーク形状をしていた。

これはオートサンプラー内の注入口からカラムの入り口までの流路のキャリーオーバーであると考察
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している。 

 結論では本論文の結論を述べている。 

 なお，和文タイトル「液体クロマトグラフィー質量分析法におけるキレート化合物によるカラム材

料の評価」を「液体クロマトグラフィー質量分析法におけるキレート化合物のためのカラム材料の評

価」と変更することとした。 

 

最終試験結果の要旨 

３名で構成する審査委員会は，本論文および論文別刷り等を慎重に検討した結果，提出された発表

論文２編は国の内外の英文論文誌に掲載予定であり，２編とも申請者が各論文の主要な部分に携わっ

ている。また，本論文は学位論文として充分に完成された内容を有していることを確認した上で，最

終試験（公聴会）を 2月 9 日に開催し審査した結果，合格と判定した。 

なお，審査委員会は，各既発表論文を申請者の学位論文の主論文とすることについて，各論文共著

者の承諾があることも併せて確認している。 
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