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有毒植物スズラン調理品中のコンバラトキシン残留量
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　ユリ科スズラン属スズラン Convallaria keiskei は山地，
高原の草地に生える多年草で，北海道，本州，朝鮮，中
国，シベリア東部に分布する．観賞用にヨーロッパ原産の
ドイツスズラン C. majalis があり1），身近な場所で栽培さ
れているが，有毒であることはあまり知られていない．
　スズラン及びドイツスズランは全草にコンバラトキシ
ン，コンバロシド，コンバラトキソールなどを含有する．
スズラン全草の浸液は，コンバラトキシンなどによる強心
作用（ジギタリスの 10 ～ 15 倍の強さ）があり，多量に摂
取すると呼吸停止，心不全状態に陥り死に至る2）．
　スズラン及びドイツスズランの芽出しは山菜のオオアマ
ドコロ及びギョウジャニンニクに類似し，展開した葉は
ギョウジャニンニクに似ている．これらは香りや光沢など
で区別は可能であるが，十分な知識を持たない人は山菜と
誤認し摂食する可能性がある．
　そこで，道内においてスズランまたはドイツスズランに
よる食中毒が発生した場合に原因植物の化学的鑑定を迅速
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に行うため，主成分であるコンバラトキシン（図 1 ）の分
析法を検討した．また，オオアマドコロ及びギョウジャニ
ンニクはおひたし，酢味噌和え，天ぷらなどにして食され
る3）ことから，スズランまたはドイツスズランを山菜と誤
認し調理した時のコンバラトキシン残留量に関する基礎的
データを得るため，油炒め及びおひたしにし，調理品中の
コンバラトキシンを定量した．

方 法

1 ．試　料
　当所薬用植物園に植栽されているドイツスズラン（以
下，便宜上ドイツスズランも含めてスズランと表記する）
9 株を 2011 年 7 月 1 日に採取し，その葉を用いた．葉（ 1 枚
当たり 0. 759 ～ 1. 124 g）を各々縦に 2 等分し，片方を対
照試料（無添加，未調理品），残りの片方を試験試料（添
加用，調理用）として添加回収試験及び調理試験（油炒
め，おひたし）を行った．
2 ．試　薬
　コンバラトキシンは Sigma 社製標準品（mp. 229. 5 ～
233℃，柳本微量融点測定装置 MP-S3 型使用）を用いた．
硫酸セリウム（Ⅳ）水和物（特級），アセトニトリル（LC/
MS 用），メタノール（高速液体クロマトグラフ用），酢酸
エチル（特級），ギ酸（LC/MS 用）及び硫酸（有害金属
測定用）は和光純薬工業㈱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．Oasis HLB Plus カー
トリッジ（225 mg，Waters 社製，以下オアシス HLB プ
ラスと略記）はメタノール 10 mL，水 10 mL で順次洗浄
した後，使用した．
3 ．標準溶液
　コンバラトキシン 5. 11 mg をメタノール 5. 0 mL に溶解
し，標準原液（1, 022 μg/mL）とした後，これをメタノー
ルで適宜希釈し，使用した．

図 1 　コンバラトキシンの構造式
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4 ．調理品の調製
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 1 g 及び油炒め用試料（0. 449±
0. 092 g）を載せ，1 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（対照試料：0. 480±0. 063 g，n＝3）．
2 ）おひたし
　ビーカーに水 50 mL を加え，ホットプレート上で加熱
した．水が沸騰後，おひたし用試料（0. 500±0. 091 g）を
加え，2 分間茹でた後，冷水 20 mL を入れたビーカー内に
移した．5 分間放置後，水切りした（対照試料：0. 521±
0. 015 g，n＝3）．
5 ．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 30 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 50 mL
とした．この抽出液 10 mL に水 40 mL を加えた後，オア
シス HLB プラスに注入した．流出液を捨てた後，メタ
ノール / 水（ 1：4 ）10 mL でカラムを洗浄した．メタ
ノール / 水（ 3：2 ）20 mL を注入し，カラムから溶出し
た液を試験溶液Ⅰ～Ⅲとした（図 2 ）．

2 ）冷水及び茹で汁
　冷水全量及び茹で汁全量をそれぞれオアシス HLB プラ
スに注入し，以下，前項と同様に操作し，試験溶液Ⅳ及び
Ⅴとした．
6 ．標準品の熱安定性試験
　コンバラトキシン標準品 1. 07 mg をメタノール 200 μL
に溶解後，100 μL を秤量瓶に入れ，自然乾燥後，ホット
プレート上で 5 分間加熱した．冷後，秤量瓶をメタノール
で洗浄し，減圧濃縮（乾固）後，メタノール 100 μL に溶
解し，TLC 分析用試験溶液Ⅵとした．
7 ．測定条件
1 ）LC-MS の条件
　装　置： ㈱島津製作所製 HPLC Prominence 20A シリー

ズ及び LCMS-2020
　カラム：Waters 社製 Atlantis dC18
　　　　　（2. 1×150 mm＋2. 1×20 mm，3 μm）
　カラム温度：40℃
　移動相 A 液：0. 1％ギ酸
　移動相 B 液：0. 1％ギ酸含有アセトニトリル
　　グラジエント　  0 ～  5 分：B 液 10％
　　　　　　　　　  5 ～ 35 分：B 液 10％→ 100％
　　　　　　　　　 35 ～ 40 分：B 液 100％

 メタノール 30 mL  ラード 1 g

 5,000 rpm（5 min）  ホットプレート上で炒める（1 min）

く除り取を油の面表料試でルオターパーペ 過ろ引吸 

 メタノールを加え50 mLに定容

 メタノール 30 mL

 10 mL＋水 40 mL  5,000 rpm（5 min）

 メタノール/水（1：4）10 mLで洗浄

 メタノール/水（3：2）20 mLで溶出

 100℃（2 min）

 冷水 20 mL（5 min）

 水切り

 メタノール 30 mL  

油炒め

ホモジナイズ抽出

茹で汁

 水 50 mL

おひたし

試験溶液Ⅱ

試験溶液Ⅲ

   以下，未調理品と同じ操作

以下，未調理品と同じ操作 Ⅴ液溶験試作操じ同と品理調未，下以

試験溶液Ⅳ

オアシスHLBプラス

作操じ同と品理調未，下以出抽ズイナジモホ

冷水

料試用め炒油品理調未

おひたし用試料

ホモジナイズ抽出

試験溶液Ⅰ

抽出液

オアシスHLBプラス

 流出液を捨てる

オアシスHLBプラス

図 2 　スズラン（未調理品及び調理品）中のコンバラトキシン試験溶液の調製法
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　流　速：0. 2 mL/min
　注入量：1 μL
　検出方法： ESI ポジティブモード（SCAN 及び SIM 法）

モニターマスイオン（m/z）：551（定量），
592（確認）

2 ）TLC の条件
　固定相：Silica gel 60 F254 アルミニウムプレート
　　　　　（Merck 社）
　移動相：酢酸エチル / メタノール / 水（16：2：1 ）
　検出法： 紫外線（254 nm）照射及び 3％硫酸セリウム

（Ⅳ）/ 1. 5M 硫酸を噴霧後，ホットプレート上
で加熱

8 ．添加回収試験
　添加用試料（0. 411±0. 052 g）にコンバラトキシン標準
溶液（1, 000 μg/mL）1 mL を添加後，直ちに抽出操作を
開始した（対照試料：0. 408±0. 060 g，n=3）．

結 果 及 び 考 察

1 ．分析法の検討
　スズラン中のコンバラトキシン分析法としては，水で抽
出後，逆相系カートリッジを用いてクリーンアップし，
HPLC4），LC-MS-MS5）により分析する方法が報告されて
いる．筆者らは前報6）において，バイケイソウ中のジェル
ビン及び 11-デオキソジェルビンをメタノールで抽出後，
オアシス HLB プラスによりクリーンアップし，HPLC 及
び LC-MS により分析する方法を報告している．そこでス
ズランについても同様に，メタノール抽出液をオアシス
HLB プラスによりクリーンアップする方法を検討した．
なお，コンバラトキシンの検出は，HPLC より選択性の高
い LC-MS により行った．
　メタノール抽出液 10 mL に水 40 mL を加えオアシス
HLB プラスに注入した場合，コンバラトキシンはカラム
に保持された．メタノール / 水（ 1：4 ）10 mL でカラム

を洗浄後，メタノール / 水（ 3：2 ）10 mL を注入した場
合，色素はほとんど溶出しなかったが，コンバラトキシン
の溶出量は約 8 割であった．同液をさらに 10 mL 注入し
た場合，コンバラトキシンはほぼ全量溶出した．そこでカ
ラムを洗浄後，メタノール / 水（ 3：2 ）20 mL を注入し，
溶出することにした．試験溶液の調製法を図 2 に示す．
　LC-MS 分析における移動相については，他の有毒植物
の毒成分についても同時分析を可能とするため，バイケイ
ソウ中のジェルビン及び 11-デオキソジェルビンの場合と
同様に A 液に 0. 1％ギ酸，B 液に 0. 1％ギ酸含有アセトニ
トリルを用いることにした．後藤らはコンバラトキシンを
LC-MS-MS 分析する際，ESI ネガティブモードで分析し
ている．そこで ESI ネガティブモードで分析したところ，
m/z 595 にギ酸イオン付加体［M＋HCOO］－が確認された

（図 3 ）．一方，ESI ポジティブモードで分析したところ，
m/z 551 にプロトン付加イオン［M＋H］＋，m/z 592 にプ
ロトン及びアセトニトリル付加イオン［M＋H＋CH3CN］＋

が確認された（図 4 ）．これらのイオンは比較的強度が高
いことから，今回 ESI ポジティブモードで分析すること
にした．
　両イオンを用いスズラン試験溶液の SIM 分析をしたと
ころ，m/z 592 においては直前の妨害ピークと重なり定量
困難であった（図 5 ）．このため，m/z 551 を定量イオン，
m/z 592 を確認イオンとした．
　LC-MS 分析におけるコンバラトキシンの検量線は，
0. 01 ～ 1. 0 μg/mL の範囲で原点を通る直線（y＝6. 63×
104 x，r＝0. 999）と な っ た． 検 出 限 界 は 0. 003 μg/mL で
あった．
2 ．添加回収試験
　添加用試料にコンバラトキシンを 1, 000 μg 添加し，回
収率を算出した．その結果，回収率はそれぞれ 93％（CV 
2. 4）と良好な結果が得られた．
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(a)

(b)

図 3 　LC-MS（ネガティブ）によるコンバラトキシンのトータルイオンクロマトグラム（a）とマススペクトル（b）
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3 ．スズラン未調理品中のコンバラトキシン含量
　スズラン未調理品中のコンバラトキシン含量を定量した
結果，含量は 117. 17±78. 09 μg/g であった．
4 ．スズラン調理品中のコンバラトキシン残留量
1 ）油炒め
　スズランを油炒めにした時のコンバラトキシンの残留量
を表 1 に示した．未調理品から検出されたコンバラトキシ
ンは 55. 7 μg，油炒めからは 22. 1 μg で，残存率は 40％と
100％を大きく下回った．この原因として加熱による分解
が考えられたため，ホットプレート上で 5 分間加熱したコ
ンバラトキシン標準品の TLC 分析を行った．その結果，
コンバラトキシン以外のスポットは認められず，コンバラ
トキシンは単体では約 250℃まで安定であると考えられ
た．コンバラトキシンは脂溶性であることから，今回用い
たラード（油）に一部溶出したことが考えられた．さらに
コンバラトキシンは分子内にアルデヒド基を始めとする
種々の官能基を有していることから，フクジュソウ中のシ
マリンの場合9）と同様に，加熱により細胞内に多数存在す
る他の化合物と反応する可能性がある．これらのことがコ

ンバラトキシン含量の低下を招いたと推察される．
2 ）おひたし
　スズランをおひたしにした時のコンバラトキシンの残留
量及び溶出量を未調理品中の含量と比較し，表 2 に示し
た．コンバラトキシンは未調理品から 91. 4 μg，おひたし
から 67. 8 μg，茹で汁から 34. 2 μg，冷水から 1. 3 μg 検出
された．調理試料（おひたし，茹で汁及び冷水）から検出
されたコンバラトキシンの合計含量は 103. 3 μg であり，
回収率は 113％であった．調理試料におけるコンバラトキ
シン含量の割合は，おひたし 66％，茹で汁 33％及び冷水
1 ％であり，1/3 が茹で汁に移行した．コンバラトキシン
は水溶性（500 mg/L）であり7），スズランを挿してあった
コップの水を子供が飲み，死亡した例も報告8）されてい
る．
　調理品におけるコンバラトキシンの残存率は，油炒め
40％，おひたし 74％と，調理後において含量の低下が認
められた．残存率は油炒めよりもおひたしの方が高値を示
した．これは，筆者らが算出したフクジュソウ調理品中の
シマリン残存率（油炒め 37％，おひたし 8 ％）9），バイケ
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(b) 551

図 4 　LC-MS（ポジティブ）によるコンバラトキシンのトータルイオンクロマトグラム（a）とマススペクトル（b）

m/z 551
（定量用）

m/z 592
（確認用）

図 5 　スズラン試験溶液中のコンバラトキシンのマスクロマトグラム
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イソウ調理品中のジェルビン（油炒め 53％，おひたし
43％）及び 11-デオキソジェルビン残存率（油炒め 58％，
おひたし 51％）6），イヌサフラン調理品中のコルヒチン残
存率（油炒め 78％，おひたし 16％）10）とは異なる結果で
あった．
　本法は未調理品以外に調理品についても毒成分であるコ
ンバラトキシンを迅速に分析可能であることから，スズラ
ン誤食による食中毒が発生した際の化学的鑑定法として有
用と考えられた．また，毒成分残存率は毒成分の種類，調
理法の違いにより大きく異なることが明らかとなった．
　有毒植物による食中毒を防止するため，北海道保健福祉
部健康安全局，札幌市保健所及び当所では，毒草ハンド
ブックの配付，山菜展の開催，ホームページなどにより有
毒植物に関する知識の普及を図っている．今後も今回のよ
うな基礎的データを基にした正しい知識の普及が必要と考
える．
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表 1 　スズランを油炒めにした時のコンバラトキシン残留量
コンバラトキシン（μg） 残存率（％）＊2

未調理品 油炒め
55. 7±6. 7 22. 1±1. 6＊1 40

＊1 未調理品の採取量に換算した値，＊2 未調理品中のコンバラトキシン含量に対する比率，n＝3

表 2 　スズランをおひたしにした時のコンバラトキシンの残留量及び溶出量
コンバラトキシン（μg） 調理試料における割合（％）

未調理品 おひたし 茹で汁 冷水 おひたし 茹で汁 冷水
91. 4±62. 9 67. 8±50. 0 ＊ 34. 2±17. 8 ＊ 1. 3±0. 6 ＊ 66 33 1

＊ 未調理品の採取量に換算した値，n＝3


