
緒 言

動物用医薬品は，家畜や養殖魚等の疾病の予防や治療な

どの目的で使用され，安定した畜水産食品の供給に寄与し

ている．しかしながら，これら動物用医薬品の畜水産食品

中への残留による人の健康への影響が危惧されている ．

食の安心・安全を確保するためには迅速で精度の高い残留

試験法の確立が必要とされ，著者らも過去に数例の分析法

を報告している ．

ペニシリン系抗生物質（以下，PNs）は，肺炎および

乳房炎などの治療薬並びに術後感染症の予防薬として広く

使用されている抗生物質であり，図１(Ａ）に示すように

分子内に４員環（βラクタム環）とそれに隣接する５員環

構造を持っている ．従来PNsの分析は微生物学的試験

法 により行われてきたが，抗菌活性に基づいて評価する

試験法のため選択性に欠け，個々の抗生物質の残留を評価

できないことから，近年，高感度かつ高選択性のLC/

MS/MSを用いたPNsの残留分析も報告されている ．

これらの報告をはじめとし，動物用医薬品分析法では，

標準品をメタノールに溶解するのが一般的である ．し

かし，著者らがメタノールに溶解したPNsについてLC/

MS/MSを用いて分析したところ，メタノールに溶解し

てから測定までの時間経過により，定量値のバラツキや低

下が確認された．また過去の報告においてもPNsの回収

率などが他の動物用医薬品に比べて低い例が認められ

た ．Svetlanaらは，PNsの一つであるアモキシシ

リン（AMX）が移動相にメタノールを用いたLC/MS/

MSによる分析中に，図１(Ｂ）に示すようなメタノール

付加体を形成することを報告している ．このことから，

他のPNsについても同様にメタノール付加体の形成によ

り回収率低下等の問題が引き起こされることが懸念された．

以上のことより，本研究では，AMXを含めたPNs９種

について，メタノール付加体形成に関わる化学構造の影響

を検討した．さらに，メタノール以外のアルコール付加体

形成の有無についても検討を行った．

方 法

１．試薬及び標準溶液の調製

PNsの標準品として，アンピシリン（AMP），メシリ

ナム（MPC）についてはDr. Ehrenstorfer社製を，アモ

キシシリン（AMX），クロキサシリン（CLO），ジクロキ

サシリン（DIC），オキサシリン（OXA），ベンジルペニ

シリン（PNG），フェノキシメチルペニシリン（PNV）

については和光純薬工業㈱製を，ナフシリン（NAF）に

ついては関東化学㈱製を使用した．各標準品の純度や化学

形態を考慮し，標準物質が100μg/mLとなるように40％

アセトニトリル溶液で溶解したものを標準原液とした．ま
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In this study,we examined the adduct formation of nine penicillin antibiotics with methanol using
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protonated methanol-adduct (［M＋H＋32］ ion)and decreased the residue level(［M＋H］ ion)in a
 

time-dependent manner, respectively. However, in using acetonitrile instead of methanol as a
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by reaction with other alcohol,such as ethanol and propanol. These results suggest that it should
 

be concerned to use alcohol as a solvent when measuring penicillin antibiotics using LC/MS analysis.
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た，これらを等量混合し40％アセトニトリル溶液で10

μg/mLとなるように希釈定容したものを混合標準溶液と

した．アセトニトリル，メタノール，超純水，ギ酸（以上，

LC/MS用），エタノール（HPLC用），1-プロパノール

（試薬特級）は，和光純薬工業㈱製を，2-プロパノール

（残留農薬分析用）は関東化学㈱製を使用した．

２．装 置

LC/MSはLC部に 1260 infinity seriesを接続した6490
 

Triple Quad LC/MS（Agilent Technologies社製）を使

用し，連続走査（Scan）分析及び選択イオンモニタリン

グ（SIM）分析を行った．

３．Scan分析

PNs標準原液をアセトニトリル，メタノール，エタ

ノール，1-プロパノール，2-プロパノールを用い，それぞ

れ10倍希釈（10μg/mL）し，24時間室温で放置した．

この希釈溶液を測定質量範囲m/z＝200～600，ドライガ

スは200℃，20L/min，シーズガスは400℃，12L/min，

ネブライザーガスは50psi，フラグメンター電圧は380V

でカラムを接続せず，移動相に0.1％ギ酸：0.1％ギ酸・

アセトニトリル溶液（５：95），流速0.4mL/minで LC/

MSによるScan分析を行った．

４．SIM分析によるメタノール希釈標準物質の

経時的検出

PNs混合標準溶液（各10μg/mL）をメタノールで10

倍希釈後直ちにカラム（Atlantis T3，2.1×10cm，

３μm，Waters社製）を接続したLC/MSによりSIM 分

析を行った．その後，30分毎に270分まで繰り返し分析

を行った．分析測定のSIM 分析条件は［M＋H］とメタ

ノール付加体である［M＋H＋32］を用いることとした．

すなわちAMP：m/z＝348，380，AMX：m/z＝364，

396，CLO：m/z＝434，466，DIC：m/z＝468，500，

MPC：m/z＝324，356，NAF：m/z＝413，445，

OXA：m/z＝400，432，PNG：m/z＝333，365，

PNV：m/z＝349，381である．その他 MS条 件は，

Scan分析と同様とし，LC条件は，カラム温度40℃，流

速0.3mL/min，移動相Ａに0.1％ギ酸，移動相Ｂに

0.1％ギ酸・アセトニトリル溶液を用い，グラジェント条

件Ｂ液０分（０％）－２分（０％）－15分（90％）－17分

（90％）－18分（０％）で分析を行った．

結 果 と 考 察

１．Scan分析によるPNsメタノール付加体及びその他

アルコール付加体の検出

Scan分析の代表的な例として図２にAMPの分析結果

を示す．アセトニトリルで希釈した標準液からは，一般的

なポジティブイオンである［M＋H］とガラス容器由来

のナトリウムイオンが付加した［Ｍ＋Na］のイオンが検

出された（図２(Ａ））．一方，メタノール（質量数32）で

希釈した標準液からは，これらのイオンに加え［M＋H＋

32］と［M＋Na＋32］のイオンも強く検出された（図２

図1 ペニシリン系抗生物質の化学構造式

（Ａ）ペニシリン系抗生物質 （Ｂ）ペニシリン系抗生物質メタノール付加体
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(Ｂ））．LC/MSで一般的に観察されるメタノール付加は

溶媒分子であるメタノールとの溶媒和に基づいて形成され

ており，原因となる溶媒を除去することで消滅する．しか

し，今回の［M＋H＋32］と［M＋Na＋32］のイオンは

メタノールを除去し，アセトニトリルで再度希釈し測定を

行っても消失することはなかった．Svetlanaらは，AMX

のメタノール付加は，図１(Ｂ）に示すようなβラクタム

環の７位がメタノールにより開裂する不可逆反応であるこ

とを報告している ．本結果からその他のPNsでも同様

の反応が進行していると考えられた．また非プロトン溶媒

であるアセトニトリル中では，βラクタム環の開環は進行

しないと考えられた．

次にこの付加体形成がメタノールに特異的な反応である

かを確認するためにAMPをエタノール（質量数46），1-

プロパノール（質量数60），2-プロパノール（質量数60）

を用い，それぞれ希釈し測定を行った．その結果，エタ

ノール希釈標準液で［M＋H＋46］（図２(Ｃ）），プロパ

ノール希釈標準液で［M＋H＋60］（図２(Ｄ），（Ｅ））と

メタノールと同様に希釈に用いたアルコール分子が付加し

たイオンが検出された．以上の結果から，PNsの付加体

形成は，メタノールに特異的な反応ではなく，アルコール

分子に共通の反応であると考えられた．一方，1-プロパ

ノール希釈標準液では，その大部分が付加体に変化してい

たが，2-プロパノール希釈標準液では付加体の形成はわず

かであった．これは，ヒドロキシ基結合位置が1-プロパ

ノールの場合プロパンの末端１位であるのに対し2-プロ

パノールでは，プロパンの中心である２位に結合している

ため，そのイソプロピル基が立体障害となりヒドロキシ基

によるβラクタム環の開環を阻害している可能性が考え

られた．

PNsは，そのβラクタム構造の作用によりグラム陽性

菌に対して発育阻止作用を有している．しかし，ペニシリ

ン耐性菌は，ペニシリナーゼを生産することでβラクタ

ム環を加水分解し，一部のPNsを不活化させることで薬

剤耐性を獲得している ．アルコール分子が付加しβラ

クタム環が開環することで，同様にPNsが不活化されて

いることが考えられた．そこでメタノールで希釈し，６時

間冷蔵庫内で保管したPNGを用い，畜水産食品中の残留

抗生物質簡易分析法 に準じ抗菌活性を確認したところ

メタノール付加によっても不活化されていた（未発表デー

タ）．このことからPNsの抗菌活性にアルコール溶媒が

与える影響についても，今後より詳細な検討が必要である

と考えられた．

２．SIM分析によるPNsメタノール付加体の経時的検出

次に［M＋H］とメタノール付加体である［M＋H＋

32］を用いたSIM 分析によりメタノール付加体形成の経

時的変化を測定した．その結果を図３に示す．いずれの

PNsも時間の経過に従い［M＋H］が減少し，［M＋H＋

32］が増加した．NAFとPNVの［M＋H］の減少率は

270分後でも10％程度であった．一方，その他PNsでは，

30％以上の減少が認められた．また，MPC，NAFを除

き，いずれのPNsも［M＋H］よりも［M＋H＋32］の

イオン強度が高いことも確認された．さらにMPCは，他

のPNsと同様，［M＋H］が減少し［M＋H＋32］が途

中まで増加したが，その後，減少に転じ，この減少にあわ

せ，新たにm/z＝277のイオンが増加するという特徴的

図2 AMPのマススペクトル

（Ａ）アセトニトリル希釈標準液
（Ｂ）メタノール希釈標準液
（Ｃ）エタノール希釈標準液
（Ｄ）1-プロパノール希釈標準液
（Ｅ）2-プロパノール希釈標準液

＊希釈24時間後に測定
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図3 SIM分析によるメタノール溶媒中ペニシリン系抗生物質の経時的検出

― ―20



な現象が確認された．これらの理由は，βラクタム環に接

続しているＲ基構造の違いによる立体障害と考えられたが，

PNGとPNVのように構造上大きな差が無い抗生物質で，

［M＋H］の減少率が60％と12％と大きく異なるなど詳

細な理由は不明であり，今後さらなる検討が必要と考えら

れた．一方，アセトニトリルで希釈したPNsは，330分

経過後においても［M＋H］の減少は確認されなかった．

メタノール中でPNsの［M＋H］が時間経過により変化

していることは，［M＋H］を選択イオンとするLC/MS

やプリカーサーイオンとするLC/MS/MSによる定量結

果が不安定になることを意味している．また，［M＋H＋

32］は，イオン強度が強く，このイオンを用いることで

測定感度は上昇すると考えられる．しかし，その生成量が

時間依存的に増加していることから，［M＋H＋32］を定

量分析に用いる事も不適切であると考えられた．

以上の結果から，LC/MSやLC/MS/MSを用いPNs

を正確に測定するには，アルコール溶媒を用いない分析法

の開発が必要と考えられた．また，βラクタム環とそれに

隣接する６員環構造を持つセフェム系の抗生物質もメタ

ノール付加体を形成することが危惧されることから同様の

検討を実施する必要があると考えられた．

結 語

９種PNsのメタノール溶媒中における付加体形成につ

いてLC/MSを用いて検討を行った．SCAN分析では，

メタノールで希釈した９種PNsからメタノール付加体で

ある［M＋H＋32］のイオンが検出された．SIM 分析に

より，［M＋H］と［M＋H＋32］の経時的変化を求めた

ところ，時間とともに［M＋H］が減少し，［M＋H＋

32］が増加することが確認された．また，この付加反応

は，メタノールのみならずアルコールに共通の不可逆反応

であった．以上の結果からLC/MSやLC/MS/MSを用

いPNsを分析する場合，アルコール溶媒を用いない分析

法が必要と考えられた．
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