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Clinical Chemistry Podcasts December, 2017 

 

High-Resolution, Accurate-Mass Mass Spectrometry Urine Steroid 

Profiling in the Diagnosis of Adrenal Disorders 

 

副腎疾患の診断における、高分解能、精密質量 質量分析による尿ステロイド プロファイリ

ング 

 

 

 

Bob Barrett：         これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提

供されているClinical Chemistry からのポッドキャストです。私はBob Barrett

です。 

副腎ステロイドの分析は、クッシング症候群、ステロイド産生異常および副腎腫

瘍の診断に重要な役割を果たします。ステロイド分析における分析感度および分

析特異性は、種々の免疫測定法から多重化質量分析に基づく方法に至るまで時代

の変遷と共に発展してきています。この推移は、最高の診断精度を達成するため

に、多種類のステロイド類およびそれらの様々な代謝物質類の同時測定の必要性

を強調してきました。したがって、液体クロマトグラフィー・高分解能・精密質

量・質量分析(HRAM LC-MS)を用いて行なわれるメタボリック・プロファイリ

ングは、内分泌検査室における検査に多大な影響を与える上で必要かもしれませ

ん。  

Clinical Chemistry 誌の2017年12月号では、性別、年齢別の基準範囲を決定し、

かつ異なる副腎疾患を有する患者における、限定された分析評価を行なう目的で

使用される方法について記述しています。この本日のポッドキャストで、Mayo 

Clinic の内分泌検査室の部長であるDr. Ravinder Singh が私たちに加わります。 

先生の研究経歴を見ると、その研究は、患者たちに迅速で、より正確な診断を行

うために、多重化質量分析法を適用した革新的方法が中心となっています。 

そこで、Singh先生、私たちが先生の記事に入る前に、先生のバックグラウンド
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の概要、および臨床検査室におけるステロイド検査の経験について私たちにお話

しいただけますか？ 

 

Dr.Ravinder Singh：   分かりました。 私は、Mayo Clinicで、17年間にわたり臨床化学者として働い

ています。今回、私は、コルチゾール、アルドステロン、テストステロンおよび

17-ヒドロキシプロゲステロンを含む、様々なステロイド類に関する質量分析法を

開発し、その有効性を評価することに携わりました。私たちは、クッシング症候

群、原発性アルドステロン症(あるいはコーンズ症候群)、先天性副腎皮質過形成

のような様々な副腎の疾患に対してこれらの検査を行ないました。 

現在、私たちは、尿中の遊離コルチゾールをモニターすることによりクッシング

症候群を診断しています。また、私たちは、尿および血漿中のアルドステロンを

測定することにより原発性アルドステロン症を診断します。さらに、私たちは17-

ヒドロキシプロゲステロン、アンドロステンジオンおよびテストステロンのよう

なステロイド類の測定により、先天的な副腎皮質過形成を診断します。  

全般的に、それらが正確にタイムリーに診断されず、また治療されない場合は、

これらの疾患は高い罹患率および死亡率に繋がります。同時に、このような疾患

および障害のためのステロイド検査は、決して新しいものではありません。歴史

的には、ステロイド代謝物質類は、様々な方法によって測定されてきました。例

えば、1930年代には、化学者たちは、かつて、Zimmermannと呼ばれる反応に

より17-ケトステロイドを測定しました。それは、520 nanometerに極大吸収を示

す有色物質を生じる、メタジニトロベンゼンと17-ケトステロイドの反応です。し

かし、早期に、多くの内因性化合物が、この反応に急速に干渉することが明らか

となりました。  

その後、1950年代には、化学者たちは、ペーパークロマトグラフィー(薄層クロ

マトグラフィー)の使用を試みましたが、このようなアプローチは、非常に手間が

かかり、しかも定性的な検査でした。その後、1980年代の中頃には、15 種類の

ステロイド代謝物質類が加水分解され、GC-FIDにより測定されました。ここで、

GCとはガスクロマトグラフィーを意味し、FIDは水素炎イオン化検出器を示して

います。しかし、水素炎イオン化検出法は、質量分析法と比較して、あまり特異

性が高くありません。1980年代に、臨床化学分野にとって喜ばしいことに、Dr. 

Rosalyn Yalow が、インスリン、血清、血漿のような、様々なタンパク質類およ

びペプチド類に対する、放射免疫測定法を開発したことによりノーベル賞を受賞

しました。  

その結果、放射免疫測定法が、これらのステロイド類を測定するために開発され、

多くの検査室に導入されました。しかし、非常に早い時期に、干渉物質のいくつ
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か、例えば、女性あるいは小児に対してテストステロンの測定を行う場合、また、

男性に対してエストロゲンの測定を行う場合に、影響していたことが明らかとな

りました、すなわち、その分析法はあまり特異的ではなかったのです。 

この問題点を克服するために、GC-MS(ガスクロマトグラフ・質量分析)が、私た

ちの臨床化学の領域に紹介され、1990年代には、ゴールド・スタンダードと考え

られるようになりました。しかし、その当時は、質量分析による方法は高価であ

り、手間がかかり、臨床化学検査室におけるルーチン検査法としてはあまり実用

的ではありませんでした。2000年頃になると、多くの測定法メーカーたちが、放

射免疫測定法を、試薬としての抗体を使用する化学発光に基づいた測定法への変

更を行いました。これらの測定法は、臨床化学検査室への導入が非常に便利とな

りましたが、この測定法では、私たちが測定試料として用いる尿または血清試料

から、あらゆる干渉物質を除去するための抽出を行っていませんでした。  

また、それらの干渉物質が、多くの偽陽性の結果を生み出す原因となっていたの

で、臨床医たちに、非常に失望感を与えることになりましたが、これらの偽陽性

の結果は、後に、これらの干渉物質を含む抗体の交差反応性によることが判明し

ました。 

現在、ほとんどの病院検査室は、私がLC-MSおよび低解像能質量分析の使用につ

いて言及した問題点を克服するために、高分解能・精密質量 質量分析を使用し

てステロイド検査を行なっています。したがって、臨床内分泌学における質量分

析の導入は、選択によるものではなく、むしろステロイド測定法の特異性を改善

する必要性による結果だったのです。 

  

Bob Barrett：         分かりました。 さて、先生の記事の序文では、ステロイド・メタボローム解析

(steroid metabolomics)が、内分泌検査室における検査に多大な影響を与えること

になるかもしれないと述べていますね。このことに関する基本に戻りましょう。

ステロイド・メタボローム解析とは何ですか？ 

  

Dr.Ravinder Singh：  ステロイド類は、副腎中における多くの酵素の助けを借りてコレステロールから

合成されますが、ステロイド類は大きなグループです。１つのグループはグルコ

コルチコイドと呼ばれます。また、コルチゾールはそれらのうちの１つであり、

それは、血液循環におけるグルコース・メンテナンスに重要な役割を果たします。

もう1つのグループは、鉱質コルチコイドと呼ばれており、アルドステロンはこ

のカテゴリーのよい例になるでしょう。それは血圧を維持する際に重要な役割を

果たします。また、３番目のグループは、性ステロイド類と呼ばれます。また、

デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)は、性ステロイド類の１つの例ですが、
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それはテストステロンとエストラジオールの前駆物質です。  

私たちが、前駆物質および目標となる代謝物質類を研究する際に、生理活性ステ

ロイド、例えばコルチゾールについては、私たちはグループとしてそれを研究し

ますが、それが、いわゆるステロイド・メタボローム解析です。副腎腫瘍につい

ては、現在、CTスキャンとMRIのような、日常的に使用されている画像診断法

が使用されています。また、私たちの施設の放射線専門医たちは、現在、副腎偶

発腫瘍(adrenal incidentalomas)と呼ばれる副腎の偶発的な結節を見つけていま

す。これらの結節あるいは副腎腫瘤は、一般人口中で約5%の高い発生率を有して

います。これらの腫瘍の大多数は、ホルモン的には不活性であるか、良性の腺腫

かもしれませんが、腫瘍のサイズに依存し、これらのうちの約8%程度 は悪性で

あり、それらは副腎皮質のがんと呼ばれます。  

このがんによるこれらの患者の生存率は非常に低いのです。CTとMRIは、これ

らの患者たちを助けるためには、臨床的特異度は非常に低く、また、現存するス

テロイド類のための検査室における検査も、これらの患者を助けることを目的と

した、副腎皮質のがんを確認する上での追加的な診断価値を有しません。  

したがって、ステロイド・メタボローム解析のアプローチは、単一のステロイド

を測定する代わりに、多種類のステロイドを測定することによって、副腎皮質腺

腫あるいは良性の結節を副腎皮質のがんと区別し、診断を確認することができま

す。 Clinical Chemistry 誌に掲載された私たちの研究の以前に、尿中ステロイ

ド代謝物質類の測定により、副腎皮質腺腫から副腎皮質のがんを区別することが

できることを示した３つの他の研究がありました。また、これは、高度な特異性

と、正確性を高めることにより、より高い診断価値を有することになるでしょう。 

  

Bob Barrett：     そうすると、高分解能・精密質量分析は、より低い分解能である、従来の臨床質

量分析計を超える、どのような利点が具体的に存在するのでしょうか？  

 

Dr.Ravinder Singh：   非常によい質問ですね。 Clinical Chemistry 誌中で公表したこの方法では、私

たちは、尿中の26 種類の異なるステロイド代謝物質類の量を測定しています。

私たちは、尿が非常に複雑なヒト由来マトリックスであることをよく知っていま

す。尿は、薬物および食事のコンポーネントを含む多くの内因的・外因的化学物

質を含む可能性があります。私たちがこれらの患者を研究するためにステロイ

ド・メタボローム解析のアプローチを行った場合に、それは同重体干渉 (isobaric 

interference)として現われます。私たちは、最初は、低分解能質量分析計でこの

プロジェクトを始めました。しかし、副腎のがんの臨床的重症度を考えれば、私

たちは、高分解能質量分析を使用することが望ましいと思います。高分解能とは、
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その測定法から得られる信号、および雑音に関してより多くの詳細を示すことを

意味します。その結果、私たちはより高い精度でステロイドを識別することがで

き、高分解能質量分析は、低分解能の質量分析に比較して、２倍の識別信頼性を

提供するのです。  

副腎の障害とくにがんについては、高精度と特異性は非常に重要です。臨床診断

においては、責任が非常に重いので、私たちはどんなリスクも冒したくありませ

ん。また、現在、この高分解能技術が、臨床検査室で利用されるようになってき

ています。それが、三連四重極型質量分析計と比較して、非常に高価であったと

しても、低分解能質量分析計による誤差の1%のチャンスは、がん患者にとって非

常に高価であることが判明する可能性があります。  

定性分析および定量分析の両方が、高分解能質量分析の使用により改善される可

能性があります。したがって、理想的な領域においては、私たちは、現在、目標

とするステロイドに関する如何なる品質も犠牲にすることなしに、非目標設定モ

ード(untargeted mode)により、定性分析および定量分析の両方ができる高分解

能分析である分析装置を使用することができます。これは副腎皮質のがんのよう

な疾病についてますます学習する上での助けとなるでしょう。 

  

Bob Barrett：         さて、このアプローチは非常に有望に思えますが、初期段階における 臨床的な

仕事の流れにおいて、このアプローチを導入する上で理解する必要がある、高分

解能・精密質量 質量分析を臨床的応用に適用する上での問題点があるでしょう

か？  

 

Dr.Ravinder Singh：  そうですね。この高分解能・精密質量 質量分析は、尿、あるいは血清中にあるす

べての分子に関する多くの情報を収集することを目指しています。 しかし、問

題点としては、この装置があまりにも多くのデータを生成するということであり、

私たちにとって、莫大なコンピュータ・サービスが必要となります。メタボロー

ム解析アプローチにおけるステロイド類の分析手法の開発は、それ程困難なこと

ではありません。しかし、その結果、私たちが、まれながんのためにその臨床的

活用の有効性を立証するための臨床的確認には、時間がかかるだろうと思います。

私たちは、ステロイド・メタボローム解析に関するアプローチの価値を証明でき

る十分な臨床症例を持ち合わせていないことから、それは直ぐには進まないでし

ょう。したがって、それも同様に問題点のうちの１つです。  

私たちが、これらの情報の全てをコンピューターに入れることが出来れば、その

次に、私たちは、さらにバイオインフォマティクス(bioinformatics) を専門的に

行う人材を必要とするでしょう。私たちは、現在、臨床検査室中にそのような人
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材がおらず、もしいたならば、この人材は、私たちがこのデータを扱うのを助け

るでしょうし、同様に臨床的価値を有する追加情報を見つける上で支援してくれ

ることになるでしょう。 

さらに、私たちは、HIPAA法a) に従っていることを確かめる必要があるでしょう。

さらに、臨床検査室の挑戦のうちの１つであり得る、このデータを調査するため

に、私たちは患者から同意を得る必要があります。University of California San 

Francisco校の Dr. Alan Wu from は、救命救急科に来た患者たちのために毒物

学の分野において、高分解能・精密質量 質量分析を使用しています。乱用され

るますます新しい違法薬物が市場に出回ってきているので、たとえ私たちが、市

場に出回っているこれらの新しい違法薬物のための有効な測定方法を所有しな

くても、臨床医たちが、これらの患者たちを助けることができるものを発見する

必要があったのです。しかし、彼にとっての課題は、この物質を法的な理由から

迅速に合成することができないということ、また、私たちがよいキャリブレータ

ーおよびよいコントロールを持っていないということ、訴訟で勝ち目がないこと

でした。したがって、現在、三連四重極型質量分析計と比較して、高分解能・精

密質量 質量分析計のコストは非常に高価ですが、私たちがこの分野に普及させ

れば、これらの価格はより低くなるかも知れません。  

 

Bob Barrett：        先生の方法で加水分解条件の最適化ですが、これは尿中ステロイド類の分析の重 

要な問題ですか？ 

 

Dr.Ravinder Singh：   コルチゾールとテストステロンのようなステロイド類は、タイムリーにその影響

を示すことから、人体にとって非常に有力なホルモンなのです。しかし、それら

の半減期は非常に短く、それらは様々な酵素によって不活性化され、それらは、

ヒト循環中から取り除かれて、尿中に排泄されます。排泄の前に、疎水性のステ

ロイド類は親水性の水溶性のグルクロン酸抱合体および硫酸抱合体に変換され

ます。このステロイド抱合体の直接測定は非抱合体ステロイドより非常に困難で

す。したがって、検査室では、これらの抱合体の加水分解を行なわなければなり

ません。  

私たちが、質量分析を使用してこの分析を行うためには、この尿試料の加水分解

が完全な分析にとって不可欠なのです。加水分解は、これらのステロイド抱合体

を、質量分析による分析を容易にするために非抱合ステロイドに変換します。私

たちの研究で、私たちは、酸による加水分解と酵素による加水分解について比較

を行いました。私たちが使用した酵素はグルクロニダーゼおよびスルファターゼ

活性の両方を有するグルスラーゼ(Glusulase)と呼ばれているものです。  
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私たちが見つけたことは、酵素による加水分解が、酸による加水分解と比較して、

非抱合ステロイドのよりよい生成が見られたということでした。酸による加水分

解は、いくつかのステロイド類がさらに分解する傾向が見られましたが、私たち

の方法では、そのような徴候が見られませんでした。具体的な手順としては、試

験管に、解凍融解した尿を150 µL 採取します。そこに50 µLの内部標準を加えま

す。その試料をvortex-mixerにかけて混合し、10分間静置します。次いで、pH 5.2 

の3-monosodium acetate bufferを50 µL 加えます。さらに、私たちはその試験

管に10 µLのGlusulase 酵素を加え、それを50℃で2 時間加温し、次いで、50 µL

の炭酸カリウムで反応を停止させます。  

お分かりのように、これは非常に煩雑で手間を要する操作法です。臨床検査室で

は、私たちのこの手順を正確に行うことが、患者のケアに良い影響を与える上で

も非常に重要です。それに加えて、私たちの検査は、感度が高く、かつ特異性が

高い必要がありますが、私たちの操作法の信頼性は、実際に、私たちが使用する

試薬により左右されます。私たちが入手した際に、私たちが分かったことは、サ

プライヤーにより供給されるこの特別な酵素が、ロット間で大きな変動があるこ

とでした。したがって、貴方の質問に答えることになりますが、それぞれの検査

室は、加水分解を最適化するために、酵素の品質について細心の注意を払う必要

があるでしょう。それは、時間のかかる仕事であり、非常に面倒であり、ステロ

イドにもよりますが、非常に高い温度で作用させねばならず、時間およびpH 

依存性があり、また、困難な作業になり得ます。また、グルスラーゼのあるロッ

トにおいて、１種類のステロイドが、他のステロイド類と比較してより優れた加

水分解を生じる可能性があります。したがって、これらは問題点のうちの１例で

す。  

 

Bob Barrett：         よく分かりました。 最後に先生、ステロイドのメタボローム解析の将来は、そ

こには、目標設定(targeted)あるいは非目標設定アプローチの両方が含まれてい

ると思いますが、その両方に将来の役割があるのでしょうか？また、臨床的有用

性を越えた研究のための意味合いがあるのでしょうか？  

 

Dr.Ravinder Singh：  これは、非常に複雑な質問になりますね。また、それは、私たちがよく使用する、

鶏と卵のどちらが先かということわざを私に思い起こさせますね。貴方も気付い

ているように、次世代シークエンシングが、医療に大きな変革をもたらしました。

すなわち、単一の遺伝子突然変異に関する検査を行なう代わりに、現在、私たち

は、患者のDNA試料中のすべての突然変異のデータが得られる次世代シークエン

シングを行なっています。 また、私は、ステロイドのメタボローム解析におい
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て、同様の努力が要求されなければならないと強く信じています。また、私たち

は、さらに、臨床化学の分野で測定している様々な物質のメタボローム解析を行

っていかねばならないと思っています。不運にも、メタボローム解析とプロテオ

ミクス(proteomics)で行われた努力の量と投資額は、次世代シークエンシングへ

投資された投資額に比べて僅かでしかないことです。  

将来の医学では、私たちが生化学的遺伝子検査情報のすべてを統合し、私たちが

患者たち、とくにがん集団人口中で実施している、すべての様々な臨床検査の最

大限の価値を得るために、バイオインフォマティクスを使用することが必要とな

るでしょう。過去に、私たちは、研究と臨床の間で大きな区別をしていました。

さらに先に進んで、人は他なしでは生き残ってはいけないのです。私たちは、私

たちの患者にとって最大の利益が得られるために、協力して働かなければならな

いでしょう。したがって、今回の話題を要約すると、ステロイド・メタボローム

解析は、副腎腫瘍を有する患者のための管理を改善する上での重要な可能性を持

った強力なツールとして出現しているのです。 

  

Bob Barrett：         Dr.Ravinder Singh は、Mayo Clinic の内分泌検査室の部長です。 先生は、

ClinicalChemistryからのこのポッドキャスト中の私たちのゲストでした。私は

Bob Barrettです。ご静聴有難うございました。 

 

（訳者：中 甫） 

訳者注： 

a)：HIPAA法とは、Health Insurance Portability and Accountability Actの略語で、1996年米国において 

          制定された“医療保険の携行性と責任に関する法律”を意味しています。 


