
動物用医薬品（以下，動医薬）は，家畜及び養殖魚の治

療，疾病予防などを目的として利用される医薬品である．

一方，食品中へ残留した場合には，耐性菌の発生やアレル

ギー誘発等のヒトへの健康影響が懸念されることから ，

食品衛生法に基づき残留規制が行われて安全性確保が図ら

れている ．平成18年にポジティブリスト制度が施行さ

れ，200成分以上の動医薬に残留基準が定められている．

現在，残留動医薬のモニタリング検査に使用する分析法は，

妥当性評価ガイドライン （以下，ガイドライン）の目標

値を満たすことが必要とされている．このため，残留基準

に対応した分析が可能で，ガイドラインの目標値を満足す

る一斉分析法の開発が急務とされてきた．近年，食肉中の

動医薬の分析法としてLC/MS/MSを用いた方法が多数

報告されている ．一方，検出器にMSを用いない

HPLCによる分析法は，多くがポジティブリスト制度施

行以前に開発されたものである ．そのため，これらの

分析法を検査に使用する場合は，残留基準やガイドライン

への適合性確認が必要であり，分析法の改良が必要となる

場合もある．

北海道では食肉衛生検査所にフォトダイオードアレイ検

出器付きHPLC（以下，HPLC-PDA）を配備し，北海道

食品衛生監視指導計画に基づく行政検査を実施している．

これらの食肉衛生検査所で使用している分析法は，当衛生

研究所にてポジティブリスト制度施行以前に開発された分

析法 のため，ガイドラインへの適合性を調べたところ，

いくつかの検査対象動医薬で，真度がガイドラインの目標

値である70％を下回る状況が確認された．このため，通

知法による一斉分析法 ， の適用を検討したところ，

筋肉試料には適用可能であったが，内臓試料（腎臓，肝

臓）では夾雑成分が多いため分析困難な動医薬が散見され

た．そこで本研究では，筋肉，腎臓及び肝臓に対して適用

可能なHPLC-PDAによる新たな一斉分析法の開発を目

的とし，抽出溶媒や精製方法などの検討を行い，本法を用

いた動医薬12物質の妥当性評価を行ったので，以下に報

告する．

方 法

１．試 料

あらかじめ動医薬が残留していないことを確認した北海

道産牛の筋肉，腎臓及び肝臓を使用した．なお，筋肉は可

能な限り脂肪を取り除いたものを使用した．

２．試薬及び標準品

HPLC用の移動相調製には，和光純薬工業㈱製HPLC

用アセトニトリル及びリン酸を用い，さらにLC/MS用

超純水を使用した．試験溶液調製には，和光純薬工業㈱製

残留農薬・PCB試験用n-ヘキサン（以下，ヘキサン），

アセトン，酢酸エチル，無水硫酸ナトリウム，フロリジル

PR，塩化ナトリウムを用い，さらに，HPLC用メタノー

ルを使用した．標準品は，和光純薬工業㈱製のスルファメ

ラジン（SMR），スルファジミジン（SDD），スルファモ

ノメトキシン（SMMX），スルファクロルピリダジン

（SCPD），スルファメトキサゾール（SMZ），スルファド

キシン（SDX），スルファジメトキシン（SDMX），スル

ファキノキサリン（SQX），スルファメトキシピリダジン

（SMPD）を使用した．さらに，林純薬工業㈱製のフルベ

ンダゾール（FBZ），α-トレンボロン（TRα）及びβ-ト

レンボロン（TRβ）を使用した．

３．装 置

高速液体クロマトグラフは，㈱島津製作所製の

Prominence20Aシリーズを用い，検出器にはフォトダイ
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オードアレイ検出器SPD-M20Aを使用した．

４．試験溶液の調製

試験溶液の調製手順のフローを図１に示した．細切均一

化した試料10gにアセトン20mL，ヘキサン10mL，無

水硫酸ナトリウム10gを加えてホモジナイズし，ろ紙で

ろ過した．残渣にアセトン20mL，ヘキサン10mLを加

え，同様の操作を行い，ろ液を合わせた．さらに残渣に酢

酸エチル20mLを加えて同様の操作を行い，ろ液を合わ

せた．合わせたろ液に，酢酸エチル20mL，ヘキサン

20mL，20％塩化ナトリウム水溶液10mLを加えて10分

間振とう後，有機層（上層）を分取した．水層（下層）に

酢酸エチル50mLを加えて10分間振とう後，酢酸エチル

層（上層）を前の有機層に合わせた．フロリジルPR５g

に無水硫酸ナトリウム７gを積層したフロリジルカラムに，

この溶液を負荷して流出液を採り，さらに酢酸エチル

30mLで流出させて，前の流出液と合わせた．この精製

液を水浴上（45℃），減圧下で濃縮乾固した．残留物を

50％（v/v）含水メタノール（以下，50％含水メタノー

ル）1.0mLに溶解し，ヘキサン2.0mLを加えて２分間

振とう後，ヘキサン層（上層）を除去した．さらにヘキサ

ン2.0mLを加えて同様の操作を行い，得られた下層を遠

心分離（15000rpm，10分間）し，その上清を試験溶液と

した．

５．HPLC条件

カラムは，㈱島津製作所製のShim-pack HR-ODS

（2.1×150mm，3.0μm）を使用した．移動相としてＡ液

に0.1％リン酸水溶液，Ｂ液にアセトニトリルを使用し，

カラム温度40℃，流速0.4mL/minでグラジエント分析

とした．グラジエント条件は，０分（Ｂ液７％）→15分

（Ｂ液７％）→25分（Ｂ液17％）→35分（Ｂ液20％）→

50分（Ｂ液 62％）→ 51分（Ｂ液 80％）→ 56分（Ｂ液

80％）→60分（Ｂ液７％）→70分（Ｂ液７％）とした．

定量波長について，SMR，SDD，SMMX，SCPD，

SMX，SMPDは 270nm，SDX，SDMX，FBZは 300

nm，SQX，TRα，TRβは340nmとした．

６．妥当性評価

妥当性評価試験は，分析者１名が１日２検体を５日間分

析する枝分かれ実験計画により実施した．試料は牛の筋肉，

腎臓及び肝臓を使用し，添加量は各基準値とし，「４．試

験溶液の調製法」に示した手順に従って試験溶液を調製し

た．

結果及び考察

１ 試験溶液の調製法の検討

1.1 抽出溶媒

検査対象とした動医薬は比較的極性の高い物質であり，

試料の水分含量が高いことから，抽出には極性が高く水と

混和する親水性溶媒が適すると考えられた．そこで，動医

薬の一斉分析法で一般的に用いられているアセトニトリ

ル による抽出と，農薬の一斉分析法や動医薬の個別分

析法で使用されているアセトン による抽出方法を検討

した．アセトニトリルは脂肪をほとんど溶解せず，脂肪が

多い試料から薬剤を効率的に抽出できない可能性が指摘さ

れている ．一方，アセトンは脂肪を溶解可能だが，無極

性の脂肪は十分には溶解できない．そこで，脂肪に対する

溶解度の高いヘキサンとの混液による抽出方法を検討する

こととし，アセトニトリル（またはアセトン）とヘキサン

との混合比率は２：１とした．抽出時には，抽出効率の向

上，水溶性夾雑成分の低減効果が期待される無水硫酸ナト図1 試験溶液調製のフロー
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リウム を加えた．試料に各動医薬が0.1ppmとなるよ

うに標準品を添加し，アセトニトリル／ヘキサン混液また

はアセトン／ヘキサン混液30mLで２回抽出を行った．

以下，４．試験溶液の調製法に従って試験溶液を調製し，

両者のクロマトグラム及び回収率を比較した．筋肉試料で

は，アセトニトリル／ヘキサン混液とアセトン／ヘキサン

混液のいずれも夾雑ピークは少なく，回収率は70～80％

であった．しかし，内臓試料，特に腎臓試料では，アセト

ニトリル／ヘキサン混液の場合に夾雑ピークが多く，いく

つかの動医薬ピークと重なることが確認された．さらに，

SMZや SDXのピーク付近では，これら標準品のピーク

高さを越え，かつ２分近くに及ぶ妨害ピークが確認された．

一方，アセトン／ヘキサン混液では，上記の妨害ピークは

出現せず，全体的に夾雑ピークが少ない良好なクロマトグ

ラムが得られた．この結果から，アセトン／ヘキサン混液

を使用することで内臓試料においても夾雑成分が少なく，

かつアセトニトリル／ヘキサン混液と同程度の回収率を得

られることが分かった．さらに回収率を向上させるため，

アセトン／ヘキサン混液で３回抽出を試みたが，回収率は

それほど向上しなかった．そこで，アセトン／ヘキサン混

液で抽出後の残渣を酢酸エチルで再度抽出した．その結果，

夾雑ピークが増加することなく，５～10％程度回収率が向

上した．一方，腎臓試料を直接酢酸エチルで抽出したとこ

ろ，回収率は50～70％に留まった．これは，酢酸エチル

は水と混和しないため，水分量が多い腎臓試料から効率よ

く薬剤を抽出できなかったと考えられた．しかし，アセト

ン処理で脱水された試料の再抽出溶媒として用いる場合は，

良好な抽出効果が得られるものと考えられた．以上の結果

から，抽出溶媒はアセトン／ヘキサン（２：１）の混液及

び酢酸エチルを使用することとした．

1.2 精製方法

有機溶媒で抽出した溶液の精製には，高塩濃度の水溶液

による塩析を利用した精製方法 ，減圧濃縮して水系溶液

とした後にＣ18などの逆相固相に保持して精製する方法 ，

アルミナやフロリジルなどの順相固相に素通しして精製す

る方法 などが使用されている．今回は，濃縮操作を少

なくして分析時間の短縮化を図るため，塩化ナトリウム水

溶液による塩析効果を利用した精製法（以後，精製法１）

と，フロリジルやアルミナカラムによる精製法（以後，精

製法２）を検討した．精製法１について，塩化ナトリウム

水溶液の量が多いと回収率は低下するため ，今回は

10mLとした．また，塩化ナトリウム濃度は２％から飽

和濃度（約26％）まで，幅広い濃度が使用されてい

る ．今回は，多様な試料でも高い塩析効果が期待で

きるように高塩濃度であり，かつ塩が析出しない濃度とし

て，20％塩化ナトリウム水溶液を使用することとした．精

製法２について，前述1.1抽出溶媒の検討により得られた

抽出液を，アルミナまたはフロリジル各５gに素通して精

製状況を比較した．この結果，フロリジルの方が色素の除

去効果が高く，アルミナより透明な溶液が得られた．この

結果より，精製法２では，フロリジルが適していると考え

られた．また，精製法１や精製法２の単独精製よりも，両

者を組み合わせた方が試験溶液の着色が少なく，妨害ピー

クの少ないクロマトグラムが得られた．以上の結果から，

精製方法は20％塩化ナトリウム水溶液及びフロリジルを

使用した２段階精製で行うこととした．

図2 動医薬12物質の標準品及び各種組織抽出液のクロ

マトグラム

（Ａ）波長270nm (Ｂ）波長300nm (Ｃ）波長340nm
標準品：各動医薬1.0μg/mL
筋肉，腎臓，肝臓：各試料の抽出液（標準品の添加無し）
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1.3 脱脂方法

精製した試験溶液を濃縮乾固後，残留物を50％メタ

ノールに溶解したところ，脱脂処理無しではエマルジョン

を形成し，白濁・高粘度の溶液となり，HPLC-PDAに供

することができない場合があった．そこで，脱脂方法につ

いて検討を行った．一般的な脱脂方法としてヘキサンによ

る液液分配がある ．しかし，抽出溶液にヘキサンと混和

するアセトン，酢酸エチルを使用しているため，抽出液の

まま脱脂及び脂溶性夾雑成分の除去を行うのは困難であっ

た．そこで，1.2精製方法の検討により得られた精製液を

濃縮乾固し，残留物（以下，残留物Ａ）を50％含水メタ

ノール1.0mLに溶解後にヘキサンとの液液分配による脱

脂を行うこととした．脱脂に必要なヘキサン量を調べるた

め，筋肉，腎臓及び肝臓について，残留物Ａを50％含水

メタノールに溶解後，加えるヘキサン量を変えて脱脂を行

い，溶液の状況を確認した．この結果，肝臓が最もエマル

ジョンを形成しやすく，透明な溶液を得るためには，ヘキ

サン量は最低でも４mL程度必要であった．また，ヘキサ

ン量及び脱脂回数が回収率に与える影響を把握するため，

各1.0μg/mLの混合標準品（50％含水メタノール溶液）

1.0mLに，ヘキサン各量（0.0，1.0，2.0，4.0，8.0mL，

1.0mL×２回，2.0mL×２回）による液液分配を行い，

回収率を確認した．大部分の動医薬ではヘキサン量が回収

率に影響を与えなかった．しかし，FBZ，TRα及び

TRβではヘキサン量が増えると回収率が低下する傾向が

認められ，ヘキサン８mLの場合では回収率は約90％に

留まった．また，同じヘキサン量で脱脂する場合には，１

回分配よりも半分の量で２回分配による脱脂処理を実施し

た方が，回収率の低下を抑制できた．ヘキサン2.0mLで

２回脱脂処理を行うと回収率は93～94％であり，透明な

試験溶液が得られた．この結果より，脱脂方法はヘキサン

2.0mLで２回の液液分配を行うこととした．

以上の検討結果から図１に示した試験溶液の調製手順を

作成した．牛の筋肉，腎臓及び肝臓試料から調製した試験

溶液並びに各標準品のクロマトグラムを図２Ａ～Ｃに示し

た．筋肉，腎臓及び肝臓試料の抽出物のうち，筋肉試料が

最も夾雑ピークが少なかった．腎臓及び肝臓試料では夾雑

ピークは認められたが，標準品の動医薬ピークと保持時間

が近接し定量の妨害となるピークは少ないことから，動医

薬の残留有無を容易に判定可能であると考えられた．

２．妥当性評価

本試験法の性能評価のため，ガイドライン に基づき妥

当性評価試験を実施した．その結果を表１に示す．真度は，

筋肉で73.1～95.5％，腎臓で72.1～85.4％，肝臓で73.7

～100.3％であり，ガイドラインの目標値を満足する結果

であった．また，併行精度及び室内精度もガイドラインの

目標値を満足した．ただし，SCPD（筋肉，腎臓，肝臓），

FBZ及び SMZ（腎臓，肝臓）は，妨害ピークの大きさが

ガイドラインの許容範囲を満足しなかった．なお，定量下

限値は基準値の1/2もしくは0.01ppm，筋肉のTRα及

びTRβは基準値と同じ0.002ppmであった．これらの結

果より，筋肉では11薬剤，腎臓及び肝臓では９薬剤でガ

イドラインの目標値を満足した．

上記の試験溶液調製法及び妥当性評価の検討結果から，

表1 HPLC-PDAによる動医薬12物質の妥当性評価結果

筋 肉 腎 臓 肝 臓

薬 品 名 添加量

(ppm)

真度

(％)

併行

精度

(％)

室内

精度

(％)

添加量

(ppm)

真度

(％)

併行

精度

(％)

室内

精度

(％)

添加量

(ppm)

真度

(％)

併行

精度

(％)

室内

精度

(％)

スルファメラジン SMR 0.1 84.3 6.2 15.0 0.1 82.5 2.5 11.2 0.1 80.4 3.5 11.2

スルファジミジン SDD 0.10 81.7 6.5 16.1 0.10 78.8 2.2 14.1 0.10 77.5 4.5 13.2

スルファモノメトキシン SMMX 0.01 82.0 5.6 9.6 0.05 85.4 1.9 8.7 0.05 100.3 6.6 9.1

スルファジメトキシン SDMX 0.05 81.4 4.4 11.0 0.05 85.4 4.1 9.8 0.05 83.5 4.0 9.9

スルファキノキサリン SQX 0.1 76.3 5.7 14.5 0.1 79.7 3.2 15.5 0.1 78.0 3.9 14.1

フルベンダゾール FBZ 0.02 82.1 4.7 19.5 0.02 － － － 0.02 － － －

β-トレンボロン TRβ 0.002 73.1 1.6 10.5 0.01 72.1 2.6 6.4 0.01 79.7 1.6 4.6

α-トレンボロン TRα 0.002 77.2 4.4 13.1 0.01 74.7 2.3 5.9 0.01 95.5 4.9 12.8

スルファクロルピリダジン SCPD 0.1 － － － 0.1 － － － 0.1 － － －

スルファメトキサゾール SMZ 0.01 95.5 3.2 9.6 0.01 － － － 0.01 － － －

スルファメトキシピリダジン SMPD 0.01 84.7 6.7 19.7 0.01 75.0 6.5 13.0 0.01 73.7 5.2 19.3

スルファドキシン SDX 0.1 86.6 5.4 12.3 0.1 84.0 2.6 14.0 0.1 82.9 4.1 13.5

ガイドラインの目標値 真 度：70％～120％
併行精度：基準値（ppm）が0.01＜～≦0.1は＜15％，0.001＜～≦0.01は＜25％
室内精度：基準値（ppm）が0.01＜～≦0.1は＜20％，0.001＜～≦0.01は＜30％
妨害ピークの許容範囲：定量限界≦基準値1/3の場合，＜基準値濃度に相当するピークの1/10

定量限界＞基準値1/3の場合，＜定量限界濃度に相当するピークの1/3

：ガイドラインの目標値を満足しなかったもの
－ ：ガイドラインによる妨害ピークの許容範囲を満足しなかったもの
＊基準値濃度となるように添加
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本法は比較的簡便な精製だけで，筋肉のみならず夾雑成分

の多い内臓試料に対しても良好な精製効果及び回収率が得

られることから，HPLC-PDAによるモニタリング検査に

有用な分析法と考える．

文 献

1)吉田秋比古：畜水産食品と動物用医薬品．生活衛生，45，

303-306（2001）

2)堀江正一，竹上晴美：動物用医薬品の残留規制とLC/MS
による分析．J. Mass Spectrom. Soc. Jpn.，54，91-96

（2006）

3)厚生労働省医薬品食品局安全部食安発1224第１号「食品

中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドラ

インの一部改正について」，平成22年12月24日

4)野口昭一郎，寺田久屋，田村征男：LCMSMSを用いた畜

水産食品中の残留動物用医薬品の一斉分析法．食衛誌，49，

177-188（2008）

5)西村一彦，山口博美，橋本諭，平間祐志：LC/MS/MSに

よる動物用医薬品の迅速一斉分析法の改良と妥当性評価．

道衛研所報，63，57-63（2013）

6)堀江正一，吉田栄充，斉藤貢一，中澤裕之：HPLCによ

る食肉及び魚肉中の残留動物用医薬品のスクリーニング法．

食衛誌，39，383-389（1998）

7)西村一彦，長南隆夫，平間祐志：高速液体クロマトグラ

フィーによる10種の動物用医薬品の一斉分析法，道衛研

所報．48，81-84（1998）

8)厚生労働省ホームページ：HPLCによる動物用医薬品等

の一斉試験法 （畜水産物），http://www.mhlw.go.jp/

topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/3-005.

html（確認：2014年６月26日）

9)厚生労働省ホームページ：HPLCによる動物用医薬品等

の一斉試験法 （畜水産物），http://www.mhlw.go.jp/

topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/3-006.

html（確認：2014年６月26日）

10)長南隆夫，藤本啓，上野健一，田沢悌二郎，小川廣：

HPLCによる食肉中の動物用医薬品及び飼料添加物の一

斉分析法．食衛誌，48，153-158（2007）

11)内山賢二，中村正規：GC-MS/MSによる牛肉中の残留農

薬一斉分析法の検討．福岡市保健環境研究所報，36，

110-114（2010）

12)内山貞夫・村山三徳：⑵イベルメクチン，エプリノメクチ

ン及びモキシデクチン．食品衛生検査指針 動物用医薬

品・飼料添加物編（厚生労働省監修），社団法人日本食品

衛生協会，東京，2003，pp.153-163

13)根本了：食品中残留農薬公示試験法の進歩．食衛誌，51，

349-359（2010）

14)石井里枝，堀江正一，星野庸二，徳丸雅一，能勢憲英：

フォトダイオードアレイ検出器付高速液体クロマトグラ

フィーを用いた畜水産物中の残留抗菌性物質の一斉分析法．

食衛誌，35，173-179（1994）

15)高橋邦彦，石井里枝，根本了，松田りえ子：LC-MS/MS
による農産物及び畜産物中のジノセブ及びジノテルブの分

析法．食衛誌，54，1-6（2013）

― ―43


