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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、薬毒物中毒において、未だ診断が困難な自然毒について、重水素
標識自然毒を用いた分析を用い、より精密な同定・定量法を確立することである。今回、自然毒の分析に適した
重水素標識自然毒は得られなかったものの、液体クロマトグラフ－四重極飛行時間型タンデム質量分析計を用
い、56種類の自然毒を同定するスクリーニングシステムを開発し、実際の中毒事例にも応用した。また、迅速固
相抽出法とQTrapによる超高感度質量分析法を組み合わせることにより、12種類の植物毒を血清中から高感度に
分析する方法も開発した。この方法も実際の中毒例に応用されることが期待される。

研究成果の概要（英文）：The purpose of the present study is to develop methods for sensitive 
identification and precise quantification of natural toxins in human biological specimens using 
deuterium labeled natural toxins by deuterium exchange reactions. Although we have not obtained 
deuterium labeled natural toxins, we have developed two methods for screening, identifying and 
quantification natural toxins in human biological specimens: a screening system for 56 natural 
toxins by liquid chromatography-quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry (LC-QTOFMS), and 
a sensitive quantification method for 12 plant toxins by LC-tandem mass spectrometry, combined with 
simple solid-phase extraction. 

研究分野： 法医学

キーワード： 法医学　法中毒　質量分析　タンデム質量分析　自然毒
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　自然毒中毒は、事故、自殺、他殺のいずれにおいても原因物質となり得るため、法医学的に重要な物質であ
る。しかし、これら化合物は複雑な構造を有し、極めて低い濃度で作用を発現するものも多いため、ヒト試料か
らの同定、定量は困難であることが多い。同様に、救急医療などの分野においても、これら自然毒の診断は重要
であるものの、上記の理由により診断はしばしば困難である。今回、我々は、56種類の自然毒のスクリーニング
システム及び、12種類の植物毒の迅速高感度分析法を開発した。これらの分析法は、法医学のみならず、救急医
学や環境医学等、幅広い分野に応用可能であり、学術的、社会的な意義は大きい。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

 
 現在、日本の死因究明制度は改革が重ねられているものの、依然困難な状況に置かれている。
解剖医の不足は、一般の医師が担当する検案医と死後画像診断で補っているのが現状である。
死後画像診断は確かに有力な手段ではあるものの、診断ができない病態として中毒がある。他
方、解剖経費の援助が開始し、多くの法医学教室にタンデム質量分析装置が装備され、薬毒物
中毒の診断技術が大きく向上していることも確かである。現在、法医学会及び法中毒学会では、
セミナー等により、薬毒物の検出及び同定能力の向上が図られている。薬物中毒のトレンドと
しては、一時危険ドラッグが猛威をふるったものの、現在は小康状態で、これら薬物の検出技
術も向上している。 
 しかしながら、最終的に既存の分析技術から漏れ落ちる薬毒物のグループとして、自然毒が
挙げられる。自然毒は、 
（１）化学的、生物学的に多種多様であり、 
（２）超微量で有害作用が発現するものが多く、 
（３）非特異的な症状のみで、診断が困難である。 
 従って、自然毒中毒の最終的な診断には、中毒起因物質を同定・定量することが必須となる。
他方、機器分析を用いても自然毒の同定や定量に難渋するする事例も多い。その理由として、
以下の三点が挙げられる。 
（１）自然毒は多様性が著しく、候補の絞り込みが難しい。 
（２）自然毒の化学的挙動は様々で、精製や分析法の最適化が困難である。 
（３）適切な内部標準物質が得られない。 
以前、我々のグループは、キノコ毒のアマニチンの定量の際、適切な内部標準を選択するた

めに多大な時間を消費した。ところで、現在薬毒物の定量における内部標準のゴールデンスタ
ンダードは、安定同位体標識標準物質である。同位体標識体は、化学的挙動がほぼ同じである
ため、薬物分離の際に殆ど同一の保持時間で溶出される。法医鑑定のみならず、薬物動態等の
領域でも汎用されている分析法は、高速液体クロマトグラフィー /タンデム質量分析
(LC/MS/MS)である。この分析法でしばしば問題となるのが、目的物質と同時に溶出される夾
雑物により目的物質のイオン化が阻害ないし促進される、いわゆるマトリックス効果であり、
これを回避するためには、同位体標識された内部標準の使用が最も効果的であると考えられる。
その後、同位体標識自然毒を内部標準とした自然毒のスクリーニングシステム及び定量システ
ムを構築することが望まれる。 
 
２．研究の目的 

 
 これまで、法医学領域で自然毒の定量に安定同位体標識標準物質が用いられたことは極めて
稀である。わずかにトリカブト毒に重水素標識アコニチンが用いられた程度で、かつ、現在そ
の入手は極めて困難である。トリカブト毒は、自殺、誤食による事故だけではなく、他殺も時
に経験され、法医鑑定上、生体試料からの正確な同定及び定量が重要であることは言を俟たな
い。特異的検出が可能な質量分析法が普及し、特異的検出が可能となった今こそ、目的に応じ
た検出システム（高感度・特異的な分析法や簡便な汎用分析法等）を多種類の自然毒に対して
構築する必要がある。例えば、高感度分析法のためには、四重極－飛行時間型質量分析計 
(Q-TOFMS) 及びハイブリッド型質量分析計 (Q-Exactive)が、その目的に合致していると考えら
れる。 
これらの高分解能、超高感度を有する質量分析計と安定同位体標識内部標準を組み合わせる

ことにより、解剖事例のみならず、救急医療においても、自然毒及びその代謝物の検出能力は
飛躍的に向上することが予測される。 
 加えて自然毒の中毒事例は、救急医学、食品衛生や環境衛生を評価する衛生学及び公衆衛生
学、畜産学などの多様かつ広範囲の領域に及び、その社会的影響も大きい。従って、多種多様
なマトリックスからの自然毒の精密測定法の開発は、学術的、社会的に大きな意味を持ってい
る。ところが、従来自然毒を測定した論文の多くは十分な validation がなされておらず、品
質管理が十分になされた超高感度かつ精密測定法の開発は、これまでほとんど試みられていな
いため、品質管理が十分になされた超高感度かつ精密測定法の開発は、上述した広い領域にイ
ンパクトを与えるものである。 
今回、われわれは、液体クロマトグラフィー(LC)-Q-TOFMS や、LC-Q-Exective 等の高感度な

いし高分解能を有するタンデム質量分析計を用いて、様々なマトリックスからの自然毒の精密
分析法を開発した。 
 
 
 
 



３．研究の方法 
 
（１） 重水素標識自然毒の合成 
最初に、重水素標識自然毒の合成を試みた。最初のモデルとしては、ルチンを採用し、ルチ

ンを溶かした 10mM のギ酸アンモニウム水溶液に等量（体積比）の重メタノールを加え
60℃で 8 日間加熱した。 
（２） LC-QTOFMS による自然毒ライブラリーの作成 
一方で、われわれは、LC-QTOFMS を用い、自然毒の簡便なスクリーニング分析を行うための

システムの開発を試みた。目的物質は、リコリン、ガランタミン、アコニチン類、オレアンド
リン等の 31 種類の植物毒、アマニチン類、ムシモール、イボテン酸等の 7種類のキノコ毒、ア
フラトキシン類の 4種類のカビ毒、ドーモイ酸、テトロドトキシン、オカダ酸等の 7種類の海
産毒、計 31種類の自然毒を対象とした。分離条件は以下の通り。LCは、島津社製 Nexera X2 LC
ステム、分離カラムは L-column (150 × 1.5 mm i.d., 5.0 m particle size)を使用し、5 % 
メタノールを含む 10 mM ギ酸アンモニウム溶液（移動相 A）と 95 %メタノールを含む 10 mM ギ
酸アンモニウム（移動相 B）について、15 分間で 100 % A から 100 % B に移行するグラジエン
トで分離した。タンデム質量分析計は、Sciex 社の Triple TOF 5600 を用いた。イオン化法は、
エレクトロスプレーを用い、正イオンないし陰イオンを検出した。次いで、各化合物について、
MS モードでの精密質量、MS/MS モードでの精密質量の MS/MS スペクトルを採取し、質量電荷比
(m/z)を測定した。ライブラリー作成に当たっては、MS/MS スペクトル採取に当たっては、衝突
解離エネルギー（Collision Energy, CE）を 20、35、50 eV の単一エネルギーで採取したもの
と、CEを 35 ± 15 eV の範囲内で連続的に変化させて MS/MS を取得する CES (Collision Energy 
Spread)モードで取得した四種類のスペクトルを採取した。サンプルは、標準血清に、リコリン
とドーモイ酸を加え、最終濃度がそれぞれ 1 g/ml 及び 10 g/ml になるよう調製し、精製し
た。また、アコニチン中毒死例の血液サンプルも精製し、これらサンプルより得られた諸測定
値とライブラリーの諸測定値は、Triple TOF 5600 に内蔵されたプログラムを用いて比較され、
purity score という値で定量化され、両者の類似性が評価される。自然毒添加サンプル及び実
際の解剖例のサンプルを用いた際、purity score を算出することで、類似性を評価した。 
（３） LC-QTrap による自然毒分析法の開発 
次いで、他の質量分析法による分析法も試みた。まず、予備的な実験として、以下の条件で

実験を行った。標準血清に自然毒を添加した試料を、MonoSpin C18 を用いた固相抽出法で精製
した。その後、精製試料を LC-MS/MS で分析した。LCは、島津社製の Nexera XR、タンデム質量
分析計は SCIEX 社製 QTrap 4500 を使用した。分離条件は、CAPCELL PAK ADME （2.1 x 150 mm, 
3 microm)を用い、移動相は、A: ギ酸アンモニウム/水/アセトニトリル、B: ギ酸アンモニウム
/メタノール/アセトニトリルを用いたグラジエントで分離を行った。移動相の流速は 0.3 
mL/min で、イオン化法はポジティブ ESI、測定モードは MRM モードで測定した。 
最終的に採用した条件は以下のとおりである。対象は、リコリン、ガランタミン、プロトべ

ラトリン A、プロトべラトリン B、べラトラミン、α-ソラニン、α- チャコニン等の 12 種類
の植物毒を対象とした。内部標準は、ヨヒンビン-[13C1, D3]を用いた。標準血清に、自然毒及
び内部標準を添加した試料を、MonoSpin C18 で精製した。LC、タンデム質量分析計、分離カラ
ムは上述の条件とほぼ同様である。イオン化法は、エレクトロスプレー法を用い、正イオンを
検出した。定量は、Selected reaction monitoring モードを使用した。メソッドの評価に関し、
日内及びに置換変動については、低濃度はベラトリジン、α-ソラニン、α-チャコニン、ソラ
ニジンは 2.5 ng/ml、その他の化合物は 0.25 ng/ml で、高濃度は 40 ng/ml で評価した。実際
の応用としては、以下の実験を施行した。ヒト標準血清について測定を行った実験、マウスに
25 g/kg のプロトベラトリン Aを腹腔内投与した後に採取した血清をヒト標準血清で 50倍に
希釈したサンプルを用いた実験の二種類の系について、植物毒の測定を行った。 
 
４．研究成果 
 
（１）重水素標識自然毒の合成 
 ルチンのフラボノイド構造に結合した水素は、全て重水素に置換した。しかし、その割合は、
13 から 86 %とばらついており、内部標準として採用することは困難であった。現在も、植物毒
の一部を対象として、重水素化の実験を継続している。 
（２）LC-QTOFMS による自然毒ライブラリーの作成 
自然毒のスクリーニングシステムについては、以下のような結果が得られた。まず、上記 56

種類の自然毒について、オンカラムで 100 ng を LC で分離したところ、25分以内ですべてを分
離することができ、分離も良好であった。感度限界については、リコリン、ガランタミン、ス
トリキニーネ、ヴェラトラミンの 0.05 ng/ml から、α－ソラニン、α－チャコニンの 5000 ng/ml
とばらつきがあったものの、おおむね 100 ng/ml 以下の感度限界であった。また、リコリンと
ドーモイ酸をブランク血清に添加したサンプルについて、MS スペクトルおよび MS/MS スペクト
ルの両者について、ライブラリーと比較したところ、MS スペクトルでの m/z は、288.1233 及び
312.1443 となり、計算精密質量との差はそれぞれ 0.9 及び 0.5 ppm であった。また、MS/MS ス



ペクトルについて、ライブラリーとの比較を行ったところ、purity score は、それぞれ 79.1
及び 67.2 %であった。また、アコニチン中毒死例については、アコニチン、ジェサコニチン、
ヒパコニチン、メサコニチンが検出され、試料中アコニチン類の MSスペクトルについては、ラ
イブラリーデータにおける m/z の差は、0.5 から 1.0 ppm の間であった。また、MS/MS スペクト
ルにおける purity score は、54.6 から 60.3 %であった。一般に、purity score が 50 %以上で
あれば、許容範囲内にあると考えられ、このライブラリーは、十分実用に応用できるものと考
えられる。 
（３）LC-QTrap による自然毒分析法の開発 
 予備的条件による解析では、以下のような結果が得られた。検量線は、Veratrum 及び
Amaryllidaceae アルカロイドは 0.05 - 50 ng/mL で、Solanum アルカロイドは 0.5 - 50 ng/mL
の範囲で作成した。これら自然毒の検量線は、良好な直線性を呈していた。また、測定値の品
質管理のため、低濃度は 0.25 ng/mL ないし 2.5 ng/mL、高濃度は 40 ng/mL で日内変動を分析
した。その結果、全てのアルカロイドについて、真度(accuracy)はプラスマイナス 16 %以内、
精度(precision)は 15 %以内と良好な結果が得られた。 
 最終的な分析法では、以下のような結果が得られた。内部標準を含む、これら 12 種類の自然
毒は、30分以内ですべて分離でき、ピーク形状も良好であった。すべての化合物において、検
量線の直線性は、r2 値で 0.99 以上であった。また、正確度 (accuracy)は、日内で 91.6 から
106 %であり、日間で 92.7 から 116 %であった。精度 (precision)は、日内で 11 %未満、日間
で 14 %未満であった。ヒト標準血清から、α-ソラニンが検出された。その理由としては、日
常に喫食するジャガイモ由来が考えられた。また、プロトベラトリン Aについても、再現性良
く検出が可能であった。 
 これらのスクリーニング及び定量システムにより、ヒト体液中の自然毒が高感度かつ正確に
検出され、これら方法は、法医鑑定のみならず、救急医療等の分野で広く応用可能となること
が期待される。 
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