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有毒植物イヌサフラン調理品中のコルヒチン残留量

Residual Colchicine Levels in Poisonous Colchicum after Cooking
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　山菜採りのシーズンには，道内においても毎年のように
毒草による食中毒が発生している．コルヒチンを含有し毒
草として知られるイヌサフランの誤食による食中毒は，平
成 5 年に岩見沢市（ギョウジャニンニクと誤食，患者数 1
名）1），平成 15 年に中富良野町（ギョウジャニンニクと誤
食，2 名，内 1 名死亡）2），平成 16 年に千歳市（オオアマ
ドコロと誤食，3 名）3）において発生している．これらの事
例では，イヌサフランを味噌汁やジンギスカン鍋に入れた
り，天ぷらにして食されていた．
　そこで今回，イヌサフランを山菜と誤認し調理した時の
コルヒチン残留量に関する基礎的データを得るため，最も
典型的調理法である油炒め及びおひたしにし，調理品中の
コルヒチンを定量した．

方 法

１．試　料
　北海道立衛生研究所薬用植物園に植栽されているイヌサ
フラン Colchicum autumnale（ユリ科）地上部 9 株を 5 月
下旬～ 6 月上旬に採取した．
２．試　薬
　コルヒチンはメルク社製の標準品を用いた．アセトニト
リル，メタノール（共に高速液体クロマトグラフ用），酢
酸エチル（特級），塩化ナトリウム（特級）及び無水硫酸
ナトリウム（残留農薬・PCB 試験用）は和光純薬工業㈱
製を用いた．ラードは雪印乳業㈱製純製を用いた．調理用
の水を含め，水は蒸留脱イオン水を用いた．Sep–Pak C18

カートリッジ（360 mg，Waters 社製，以下 C18 ミニカラ
ムと略記）はあらかじめメタノール 10 mL，水 10 mL で
順次洗浄した後，使用した．
３．試料の調製
　添加回収試験（試料 1 ）及び調理試験（油炒め：試料
2，おひたし：試料 3 ）に用いた試料は，それぞれ 1 株ご
とに採取した葉 4～5 枚（ 1 枚当たり 3. 0～4. 7 g）を各々
縦に 2 等分し，対照試料及び試験試料とした．
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　調理品の試料は以下のとおり調製した．
1 ）油炒め
　ホットプレート（㈱象印マホービン製 EA–ZA45，加熱
温度 250℃）上にラード 2 g 及び試料 2 を載せ，5 分間炒
めた後，ペーパータオルで試料表面の油を取り除いた．
2 ）おひたし
　ビーカーに水 1 L 及び塩化ナトリウム 1 g を加え，ホッ
トプレート上で加熱した．水が沸騰後，試料 3 を加え，3
分間茹でた後，冷水 300 mL を入れたビーカー内に移し
た．5 分間放置後，水切りし，カッターで細切した．
４．試験溶液の調製
1 ）未調理品及び調理品
　試料にメタノール 70 mL を加え，5 分間ホモジナイズ

（㈱日本精機製作所製 Ace HOMOGENIZER，5, 000 rpm）
した．吸引ろ過後，ろ液にメタノールを加え総量 100 mL
と し た． こ の 抽 出 液 2. 0 mL に 水 6. 0 mL を 加 え た 後，
C18 ミニカラムに注入した．流出液を捨てた後，メタノー
ル / 水（1：1）10 mL を注入し，カラムから溶出した液
を 40℃以下で減圧濃縮しメタノールを除去した．濃縮液
を塩化ナトリウム 2 g を入れた分液漏斗に移し，酢酸エチ
ル 20 mL を加え，5 分間振とう後，酢酸エチル層を分取し
た．水層に酢酸エチル 20 mL を加え，上記と同様の操作
を繰り返した．酢酸エチル層を合わせ，無水硫酸ナトリウ
ムで脱水した．これを約 2 mL に減圧濃縮後，窒素気流下
で乾固した．抽出残渣をメタノール 2. 0 mL に溶解し，試
験溶液Ⅰ～Ⅲとした（図 1 ）．
2 ）冷水及び茹で汁
　冷水 15 mL または茹で汁 50 mL を C18 ミニカラムに注
入し，以下， 1 ）未調理品及び調理品と同様に操作し，そ
れぞれ試験溶液Ⅳ及びⅤとした．試験溶液量は 5. 0 mL と
した．
５．HPLC の条件
　既報4）に従い，HPLC による分析を行った．なお，測定
波長は 242 nm 及び 342 nm とした．
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６．添加回収試験
　試料 1（7. 83 ～ 9. 32 g）にコルヒチンの粉末 1. 0 mg を
添加後，直ちに抽出操作を開始した．試行数は無添加試料
については 1 回，添加試料については 3 回とした．

結 果 及 び 考 察

１．分析法の検討
　著者らはイヌサフラン中のコルヒチンをメタノールに
より抽出した後，HPLC により分析する方法を報告してい

る4）．この方法はクリーンアップ操作を行わないため，短
時間で結果を得ることが可能である．しかし，調理品など
の試験溶液を調製した場合には，色素以外に油などの夾雑
物質を含有することから，C18 ミニカラムによるクリーン
アップ法について検討した．
　その結果，メタノール抽出液 2. 0 mL に水 6. 0 mL を加
えカラムに注入した場合，コルヒチンはカラムに保持さ
れ，さらに 50％含水メタノール 10 mL を注入した場合，
色素及び油はほとんど溶出せず，コルヒチンの大部分が溶

図１　イヌサフラン（未調理品及び調理品）中のコルヒチン試験溶液の調製法
＊試料 1 及び試料 2，3 の未調理品



─ 47 ─

出することが明らかとなった．そこで，コルヒチンをメタ
ノールにより抽出した後，C18 ミニカラム処理を行うこと
とした．
　さらに，水溶液中のコルヒチンは酢酸エチルへ転溶でき
ることから，C18ミニカラムから溶出した液を濃縮し，メ
タノールを除去した後，酢酸エチルへ転溶することにした．
　また，ホモジナイズ抽出の回数を検討したところ，2回
目に抽出されたコルヒチン量は 1回目の量の 3 ％程度で
あったことから，抽出は 1回のみとした．
　以上の検討結果をもとに，図 1に調製法をまとめた．
　一方，調理用試料の調製時間については，油炒めでは葉
の両面に焦げ目が付く 5分間とし，おひたしでは茹で時間
は，葉が柔らかくなる 3分間とした．
２．添加回収試験
　試料 1にコルヒチンを添加し，回収率を算出した．そ
の結果，回収率は 104％（CV 9. 9）と良好な結果が得られ
た．
３．イヌサフラン調理品中のコルヒチン残留量
1 ）油炒め
　イヌサフランを油炒めにした時のコルヒチン含量を，未
調理品中の含量と比較した（表 1）．
　未調理品から検出されたコルヒチンは 0. 23 mg，油炒め
した試料からは 0. 18 mg で，残存率は 78％であった．
　油炒めした試料のコルヒチン残存率は 78％であったが，
この原因として，コルヒチンは今回用いたラード（油）に
可溶であったことから，調理品表面の油にコルヒチンが一
部溶出した可能性が考えられた．
　今回，250℃で 5分間油炒めをしたが，コルヒチンは未
調理品の 7割以上が残留していたことから，イヌサフラン
を誤ってジンギスカン鍋に入れ調理した場合，コルヒチン
の大部分が調理品に残留することが明らかとなった．
　平成 15 年の事例2）では患者宅の庭に植えていたイヌ
サフランをジンギスカン鍋に入れて摂食しており，1名

が死亡している．コルヒチンのヒトにおける最小致死量
（LDL0）は経口で 86 μg/kg とされ5），体重 50 kg のヒトで
は 4. 3 mg に相当する．当該患者の庭で採取したイヌサフ
ラン中のコルヒチン量は，地上部 1株（24 g）中 15 mg で
あり，葉 2枚で最小致死量に達していた4）．
　平成 16 年の事例3）では，イヌサフランを天ぷらにし摂
食していた．この時の未調理イヌサフラン中のコルヒチン
量は，地上部 2株（3. 0，2. 9 g）中 2. 1 及び 1. 0 mg であ
り，葉 10 ～ 22 枚が最小致死量に相当した6）．コルヒチン
は水溶性（4. 5 g/100 mL）7）であるが，油にも溶解するこ
とから，天ぷらを揚げる際に油にコルヒチンの一部が移行
し，摂食時には減少したと考えられた．
2）おひたし
　おひたし，茹で汁及び冷水から検出されたコルヒチン
含量を，未調理品中の含量と比較した（表 2）．コルヒ
チンは未調理品から 1. 89 mg，おひたしにした試料から
0. 30 mg，茹で汁から 1. 82 mg，冷水から 0. 05 mg 検出さ
れた．調理試料（おひたし，茹で汁及び冷水）から検出
されたコルヒチンの合計含量は 2. 17 mg であり，未調理
品から検出された含量を上回った（115％）．この原因とし
て，試料を調製する際に，葉の重量がほぼ等しくなるよう
に縦に 2等分したが，左右の葉においてコルヒチン含量に
偏りがあったことが考えられた．調理試料におけるコルヒ
チン含量は，おひたし 14％，茹で汁 84％及び冷水 2 ％で
あり，茹で汁が最も高い値を示した．コルヒチンは水溶性
であり，このことが茹で汁における割合の高さに反映され
ていると考えられた．
　イヌサフランをおひたしにした場合，大部分のコルヒチ
ンは茹で汁に移行し，おひたしにおける残留量は調理前の
1/5以下となることが明らかとなった．平成 5年の事例1）で
は，イヌサフランを味噌汁に入れ摂食していた．この場
合，コルヒチンの大部分は味噌汁に移行したものと考えら
れる．今回用いた未調理イヌサフラン中のコルヒチン含量
は，0. 027 ～ 0. 24 mg/g と約 9倍の差が認められた．これ
らは採取場所や来歴が異なり，さらに 1株当たりの重量が
13. 0 ～ 19. 5 g と異なることから，生育環境の違いなどに
起因すると考えられる．
　毒草を山菜と誤認し調理した場合，調理法の違いによ
り，毒成分量が大きく異なることが今回明らかになった．
今後，バイケイソウなど他の毒草についても，調理品中の
毒成分量を調査する予定である．

表１　イヌサフランを油炒めにした時のコルヒチン残留量
n=3

コルヒチン（mg） 残存率（％）＊3未調理試料＊1 油炒めした試料＊2

0. 23±0. 05 0. 18±0. 04 78 
＊1 6. 62±0. 61 g,　　＊2 6. 62±0. 62 g（油炒め前）
＊3 未調理試料中のコルヒチン含量に対する比率

表２　イヌサフランをおひたしにした時のコルヒチン残留量
n=3

コルヒチン（mg） 調理後の割合（％）＊3
未調理試料＊1 おひたし＊2 茹で汁 冷水 おひたし 茹で汁 冷水
1. 89±0. 15 0. 30±0. 12 1. 82±0. 33 0. 05±0. 04 14 84 2

＊1 7.96±1.65 g,　　＊2 7.97±1.65 g（茹でる前）
＊3 おひたし，茹で汁及び冷水から検出されたコルヒチンの合計含量に対する割合
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