
アプリケーシ ョ ンノート

Micro GC Fusion® によるマウスの肺拡散能計算のためのネオン

および一酸化炭素の高速分析

概要

本アプリケーシ ョ ンノートは、Micro GC Fusionを使っ

てマウスの肺の成分を正確かつ迅速に分析し、 肺拡散

モデルを生成するメ リ ッ ト を説明します。

はじめに

ヒ トの肺機能に対する異なる病理の影響を研究する

ために最も効率的な方法の一つは、 一酸化炭素に対す

る肺の拡散能を使ってマウスの肺機能のモデルを生

成することです （しばしば DLCO または DFCO と呼

ばれます） 。 マウスの肺から吐き出された一酸化炭素

とネオンを使って実験を行い作成した拡散モデルは、

ヒ トの肺に適用することができます。 これらのモデル

は慢性特発性肺線維症や肺気腫といった疾病に対し

て有益な洞察を与え、 潜在的な介入や治療についての

評価を可能にします 1,2。

実験中、 低容量シリンジを用いてマウスの肺に一酸化

炭素とネオンを同時に導入します。 一酸化炭素は、 そ

れぞれの病状や疾病の期間によって、 肺の中で異なっ

た速度で拡散します。 ネオンは肺の中で拡散しないた

め、 ト レーサーガスとして使われます。 マウスの肺か

ら吐き出されたガスは室内空気によって2mLまで希釈

し、 成分分析を行います。 研究者は一酸化炭素とネオ

ンの濃度を使って DLCO を計算し、疾病の安定モデル

を作成します 1。

Micro GC Fusion ガスアナライザーには、 微小電気機

械システム （MEMS） 注入システムに組み込まれたマ

イクロリ ッ トルサンプルループが付いています。 これ

は少量サンプルの分析に有効であるこ とが証明され

ています。 Micro GC Fusion はフッ ト プリン トがコン

パク トなため、 実験中はマウスの横に置く ことができ

ます。 ユーザーは機器のフロン トパネルで分析を開始

し、 ガスサンプルを直ちに注入できるため、 外部のコ

ンピューターを使ってサンプル分析を ト リガーする

場合のように遅れが生じません。

各サンプル分析は 1 分未満であるため、 1 匹のマウス

で複数回の分析を行う ことができ、 DLCO モデル作成

のための追加のデータポイン トが得られます。

実験

1 台のモジュールの Micro GC Fusion に 1 本の 10m

Molsieve 5A カラムを組み合わせた構成を使って、 空

気バランス中にネオンと一酸化炭素をそれぞれ 0.3%

含んだ校正標準ガス （Air Liquide 社製） を分析しまし

た。 校正標準ガスの濃度情報については、 表 1 を参照

して ください。 カラム温度は 130 ℃で、 40 秒間等温

で操作しました。

表 1  校正標準ガスの濃度情報

校正標準ガスの連続 10 回分析をして、 再現性を調べ

ました。 ガスタイ トシリンジを使って、 校正標準ガス

4mL を 3 秒間かけて Micro GC Fusion に注入しまし

た。 サンプルポンプのスイ ッチを切り、 ガスがイン

ジェクターを通って連続して流れるようにして、 でき

るだけ新鮮なサンプルが得られるようにしました。

結果

図 1 は、40 秒以内にネオンと一酸化炭素の優れた分離

が得られたことを示しています。

校正標準ガス 4mL の分析を 10 回行った結果、優れた

再現性が示されました。 両方の成分の相対標準偏差

（%RSD） は、 面積が 0.33% 未満、 保持時間が 0.03%

未満で、 一貫性のある結果であることを証明していま

す （表 2 を参照）。

成分 濃度 （モル %）

ネオン 0.300

一酸化炭素 0.300

空気 バランス
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図 1  ネオンおよび一酸化炭素のクロマトグラム

カラム ： Molsieve 5A、 10 m、 可変容量インジェクター

検出器 ：熱伝導度型検出器 （TCD）

カラム温度 ： 130 ℃、 等温 ； カラムヘッ ド圧力 ： 35 psi

表 2  校正標準ガスのための再現性

結論

マウスの肺から吐き出された一酸化炭素とネオンを

ト レーサーガスとして分析したものを用いてDLCOを

迅速に求めるやり方は、 肺機能に対する疾病の影響を

研究する研究者にとって非常に価値のある方法です。

計算値を使用して、 異なる病理のモデルを作成し、 研

究することができます。Micro GC Fusion は 40 秒未満

で一酸化炭素とネオンを迅速かつ正確に測定できる

ため、 各マウス検体から吐き出されたガスを使って複

数のサンプル分析を行う ことが可能になります。
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化合物 保持時間 （秒） 保持時間 %RSD 面積 %RSD

ネオン 20.26 <0.001 0.326

一酸化炭素 36.00 0.023 0.310
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