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guepiniformisは，初夏から秋にブナなどの広葉樹の倒木

や枯れ木などに多数が重なりあって発生する毒キノコであ

り，その形態はシイタケ，ムキタケなどと誤認されやすい．

ツキヨタケの毒成分としてイルジンＳ（図1）が知られて

おり，食後30分から１時間程度で嘔吐，腹痛，下痢等を

引き起こす ．北海道において平成元年から平成25年の

間に発生したツキヨタケによる食中毒件数は15件，患者

数は78名であり，ツキヨタケは食中毒事例の多いキノコ

のひとつである ．植物性自然毒による食中毒事例が発生

した場合，その原因究明を迅速に行う必要があるが，機器

分析を用いて有毒成分を検出することは，有効な手段とし

て知られている ．そのため，ツキヨタケ中のイルジン

Ｓについても分析法の検討が行われてきた ．

2014年に道内でツキヨタケが疑われる食中毒事例が発

生し，原因究明が必要となった．このとき筆者らが検体と

して入手可能であったのは，当該患者の胃洗浄液のみで

あったが，これまで胃洗浄液中のイルジンＳの分析法につ

いての報告例はなかった．そこで，胃洗浄液中のイルジン

Ｓの検出について検討した．また，今後の検査体制確立を

目的として，ツキヨタケ中のイルジンＳを迅速に分析する

方法について検討した．

方 法

１．試 料

胃洗浄液は2014年に発生したツキヨタケによる食中毒

が疑われる患者の胃洗浄液を用いた．シイタケは札幌市内

の小売店で購入した．乾燥ツキヨタケは山形県で採取し，

凍結乾燥したものを用いた．

２．試薬等

標準品及び標準溶液：イルジンＳは山形県衛生研究所か

ら供与されたツキヨタケ抽出品100mg/Lメタノール溶液

を標準原液として用いた．これを適宜メタノールで希釈し，

標準溶液（以下イルジンＳ溶媒標準溶液とする）とした．

試薬：メタノール及び水は，関東化学㈱または和光純薬

㈱製LC/MS用を用いた．

固相抽出用ミニカラム：Waters社製Oasis HLB Plus
 

type（225mg）（以下Oasis HLBミニカラムとする）を

あらかじめメタノール及び水各10mLでコンディショニ

ングした後，用いた．

0.20μmメン ブ ラ ン フィル ター：東 洋 濾 紙 ㈱ 製

DISMIC-25HPを用いた．

３．分析装置及び測定条件

１)装 置

ホモジナイザーは IKA Laboratory Technology社製ウ

ルトラタラックス Ｔ25デジタルにシャフトジェネレー

ターS25N-10GまたはS25N-18Gを装着し，使用した．

液体クロマトグラフ/質量分析計は㈱島津製作所製

LCMS-8040を使用した．

２)液体クロマトグラフ条件

分析カラム：GLサイエンス社製 Inertsil ODS-4（3μm，

2.1mm i.d．×150mm）

カラム温度：40℃

移動相：5mmol/L酢酸アンモニウム溶液(Ａ液），5mmol

/L酢酸アンモニウム・メタノール溶液（Ｂ液）
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図1 イルジンＳの構造式



移動相流量：0.2mL/min

グラジエント条件：Ｂ液 10％(0min)→95％(20min)→

95％(30min）

注入量：0.5μL（胃洗浄液），2μL（シイタケ及び乾燥ツ

キヨタケ）

３)質量分析計条件

イオン化法：ESI（ポジティブモード）

測定モード：MRM（Multiple Reaction Monitoring）

ヒートブロック温度：400℃

ネブライザーガス流量：3.0L/min

ドライガス流量：15.0L/min

モニターイオン（m/z）：265＞217（定量），

265＞95（定性）

４．試験溶液調製法

１)胃洗浄液

試験溶液調製法を図２に示した．胃洗浄液をホモジナイ

ザーで均一化した後，2.0mLを採り，メタノール20mL

を加え，ホモジナイズした．吸引ろ過後，ろ液を減圧濃縮

し，メタノール2mLを加えた後，水を加え20mLとし

た．これをOasis HLBミニカラムに負荷し，水-メタ

ノール（４：１）混液5mLで洗浄した後，メタノール

5mLで溶出した．溶出液を減圧濃縮した後，窒素気流下

乾固した．得られた残留物をメタノール1mLに溶解した

後，孔径0.20μmのメンブランフィルターを通し，試験

溶液とした．

２)シイタケ及び乾燥ツキヨタケ

シイタケの試験溶液調製法を図３に示した．シイタケ及

び乾燥ツキヨタケを包丁で細切りした後，100mL遠沈管

に各々5.0g及び0.44gを量り採り，乾燥ツキヨタケにつ

いては水1.56mLを加え，15分間放置した．これにメタ

ノール30mLを加え，ホモジナイズし，静置した後，メ

タノールで50mLに定容した．遠心分離（3,000rpm，5

分間）した後，上清2mLを採り，水を加え，20mLとし

た．これをOasis HLBミニカラムに負荷し，水-メタ

ノール（４：１）混液5mLで洗浄した後，メタノール

5mLで溶出した．溶出液を減圧濃縮した後，窒素気流下

乾固した．得られた残留物をメタノール2mLに溶解した

後，孔径0.20μmのメンブランフィルターを通し，試験

溶液とした．

５．LC-MS/MS測定用試験溶液及びイルジンＳマトリッ

クス添加標準溶液の調製

胃洗浄液については，調製した試験溶液に等量のメタ

ノールまたはイルジンＳ溶媒標準溶液を加え，混和し，

LC-MS/MS測定用試験溶液及びイルジンＳマトリックス

添加標準溶液を調製した．

６．定 量

胃洗浄液はLC-MS/MS測定用試験溶液及びイルジン

Ｓマトリックス添加標準溶液を，シイタケ及び乾燥ツキヨ

タケは試験溶液及びイルジンＳ溶媒標準溶液を各々測定し，

得られたクロマトグラムのピーク面積から絶対検量線法に

より定量した．

７．添加回収試験

胃洗浄液は0.01mg/L，シイタケは0.1μg/g相当量の

イルジンＳ標準品を添加し，30分間放置した後，4．試験

溶液調製法により試験溶液を調製した．胃洗浄液は n＝1，

シイタケは n＝３の試行数で行った．

図2 試験溶液調製法（胃洗浄液) 図3 試験溶液調製法（シイタケ)
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結果及び考察

１．胃洗浄液中のイルジンＳの測定

はじめにイルジンＳのLC-MS/MS測定条件について

検討した．イルジンＳ溶媒標準溶液をフローインジェク

ションにより分析し，各種MS測定パラメータを最適化

した．その結果，定量イオンとしてm/z265＞217，定性

イオンとしてm/z265＞95を選択した．次にHPLC条件

を検討した．食中毒が疑われる事例の場合，迅速性が非常

に重要となるため，日常使用している機器分析条件で測定

できることが望ましい．そこで多田らの報告 を参考に，

日常的に行っている残留農薬検査の条件での測定を検討し

た．その結果，イルジンＳの溶出時間を調整するためにグ

ラジエント条件のみを変更することで，イルジンＳを良好

に測定することが可能であった．

胃液または胃洗浄液を試料としたイルジンＳの分析法に

ついては報告例がなかったため，笠原らの報告 に準じ

て，メタノールでイルジンＳを抽出した後，ミニカラムに

より精製し，試験溶液を調製する方法を検討した．ただし，

ミニカラムは，Oasis HLB（500mg）から筆者らが日常

使用しているOasis HLB Plus type（225mg）に変更し

た．試料に対し0.01μg/mL相当量のイルジンＳ標準品

を添加し，回収試験を行ったところ，イオン化抑制が認め

られたため，イルジンＳマトリックス添加標準溶液を用い

て回収率を算出した．その結果，回収率は80.4％（n＝1）

と良好な結果が得られた．また，このときのイルジンＳの

ピークは S/N＝10であったことから，定量限界を0.01

μg/mLに設定した．本試験法を用いて胃洗浄液中に含ま

れるイルジンＳを測定したところ，イルジンＳは検出され

なかった．図4に胃洗浄液（イルジンＳ無添加試料）及び

イルジンＳ標準品を添加した胃洗浄液（イルジンＳ添加試

料）より調製したLC-MS/MS測定用試験溶液，及びイ

ルジンＳマトリックス添加標準溶液のクロマトグラムを示

した．ツキヨタケ中のイルジンＳ含量は数～数百μg/gと

の報告 があることから，胃洗浄液１mL中にツキヨタ

ケが0.01g程度含まれていれば，今回の試験によりイル

ジンＳを検出することが可能であったと考えられる．しか

し，今回入手した試料は嘔吐後に行った胃洗浄液であり，

また，明らかにキノコと判断できる固形物も認められな

かったことから，仮にツキヨタケによる中毒事例であった

としても，過度の希釈によりイルジンＳが検出されなかっ

た可能性が考えられた．

２．キノコ中のイルジンＳの測定

キノコ中のイルジンＳ測定用試験溶液調製法については

１．胃洗浄液中のイルジンＳの測定で確立した試験法に準

じた．ただし，キノコからイルジンＳを抽出する操作は，

迅速性を高めるため，多田らの報告 を参考に，試料を

メタノールでホモジナイズ抽出後，遠心分離し，上清の一

部を採る方法とした．本法を用いて，市販のシイタケに対

し0.1μg/g相当量のイルジンＳを添加し，回収試験

（n＝３）を行ったところ，イオン化抑制は認められな

かったため，イルジンＳ溶媒標準溶液を用いて回収率を算

出した．その結果，回収率は92.7±2.2％，相対標準偏差

は2.3％と良好な結果が得られた．シイタケを用いた場合

のイルジンＳの定量限界（S/N＝10）は0.02μg/gで

あった．図5にシイタケ（イルジンＳ無添加試料）及びイ

ルジンＳ標準品を添加したシイタケ（イルジンＳ添加試

料）より調製した試験溶液，及びイルジンＳ溶媒標準溶液

図4 胃洗浄液試料のMRMクロマトグラム（265＞217)

(Ａ)イルジンＳ無添加試料
(Ｂ)イルジンＳ添加試料（0.01μg/mL）
(Ｃ)イルジンＳマトリックス添加標準溶液（0.01μg/mL)

図5 シイタケ試料のMRMクロマトグラム（265＞217)

(Ａ)イルジンＳ無添加試料
(Ｂ)イルジンＳ添加試料（0.1μg/g：溶液当たり0.01μg/mL)
(Ｃ)イルジンＳ溶媒標準溶液（0.01μg/mL）
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のクロマトグラムを示した．また，本法を用いて，山形県

で採取し，凍結乾燥したツキヨタケ中のイルジンＳを測定

した．乾燥シイタケ及び生シイタケの水分含量より ，乾

燥ツキヨタケの水分含量を10％，生ツキヨタケの水分含

量を80％と仮定し，水で戻した後，抽出を開始した．試

験溶液をLC-MS/MSで測定したクロマトグラムを図６

に示した．試料中のイルジンＳ含量は，生ツキヨタケ換算

で470μg/gと計算され，過去の報告例 と同程度の定量

値が得られた．以上の検討結果より，本法はキノコ中のイ

ルジンＳを迅速に測定する方法として有効であると考えら

れた．

今回，道内において誤食事例の多いツキヨタケに関する

検査体制を確立した．これにより，食中毒が発生した場合，

迅速な行政対応に寄与できると考えられる．

貴重なイルジンＳ標準物質を提供していただき，また，

胃洗浄液中のイルジンＳの分析法に関し，有益なご助言を

いただきました山形県衛生研究所 笠原義正先生，今回の

事例に携わった北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課の

皆様及び関係機関各位に深く感謝いたします．
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