
北海道の重要な水産資源であるホタテガイやホッキガイ

などの二枚貝は，有毒プランクトンを摂取することで，体

内にこれらの毒を蓄積することが知られている ．毒化

二枚貝による食中毒を防止するために，北海道ではマウス

試験法 による流通品の行政検査や生産海域のモニタリン

グ検査を行い，その安全性確保を図ってきた．しかし，下

痢性貝毒（オカダ酸群）については，平成27年３月６日

付け食安発0306第１号通知 に基づき，機器分析法の導

入が定められた．これにより，規制値も0.05マウスユ

ニットから，オカダ酸（OA），ジノフィシストキシン-1

（DTX1），ジノフィシストキシン-2（DTX2）及びそれら

のエステル化合物（DTX3）を毒性等価係数を用いてOA

当量に換算した総和として0.16mgOA当量/kgに変更さ

れた．また同日付け食安基発0306第３号・食安監発0306

第１号通知 （以下，通知Ａ）に，高速液体クロマトグラ

フ・タンデム型質量分析計を用いた分析操作例（以下，分

析法Ａ）が示され，その詳細も報告された ．しかし，分

析法Ａはホタテガイを対象に性能基準を満足することが確

かめられた方法であり，他の二枚貝に対して満足する分析

法であるかは示されていない．我々が分析法Ａに従いホタ

テガイ，ホッキガイ，カキの分析を行ったところ，定量限

界，真度で性能基準を満足しない例が認められた．本研究

では，ホタテガイのみならず，ホッキガイやカキ等にも対

応可能な分析法への改良を目的に，抽出液の精製法，LC

条件等の検討を行った．さらに，改良した分析法による妥

当性評価を実施したので，その結果を報告する．

方 法

１．試 料

北海道内の生鮮食品販売店から平成27年３月に殻付き

のホタテガイ，ホッキガイ及びカキを購入し，そのむき身

を試料とした．

２．標準品・試薬

標準品には，National Research Council Canada製

CRM-OA-C，CRM-DTX1を使用した．試薬には，和光

純薬工業㈱製LC/MS用のメタノール，アセトニトリル，

残留農薬・PCB試験用の n-ヘキサン（以下，ヘキサン），

メタノール，アセトニトリル，有害金属測定用の塩酸，試

薬特級の水酸化ナトリウム，りん酸水素二ナトリウム・12

水，くえん酸一水和物，28％アンモニア水，Fluka製

LC/MS用のギ酸アンモニウムを使用した．精製用ODS

ミニカラムには，Waters社製 Sep-Pak Plus C18（担体

量360mg）を使用した．

３．装 置

LCはAgilent社製 1290 Infinity LCを用い，MS/MS

は同じくAgilent社製 6490 Triple Quad LC/MSを使用

した．

４．試験溶液の調製

試験溶液の調製は，分析法Ａ の精製方法及びLC条件

の一部を変更した方法で行った．以下に試験溶液の調製手

順を示す．均質化した試料2.00gをポリプロピレン製遠

沈管に採り，メタノール9mLを加えて３分間ボルテック

スした後，3000rpmで10分間遠心分離し，上清を得た．

残渣に90％メタノール9mLを加えて同様の操作を行い，

上清を合わせた後，90％メタノールで20.0mLに定容し

た．この溶液2.00mLに2.5mol/L水酸化ナトリウム

0.25mLを加え，76℃で40分間加水分解を行った．放冷

後，2.5mol/L塩酸0.25mLを加えた．この溶液にヘキ

サン2.5mLを加え２分間振とう後，ヘキサン層を除去す

る脱脂操作を２回繰り返した．脱脂後の溶液にマキルベン

― ―45

道衛研所報 Rep.Hokkaido Inst.Pub.Health,65,45-48（2015)

LC-MS/MSによる二枚貝中の下痢性貝毒オカダ酸群分析法の検討

Determination of Diarrhetic Shellfish Poisoning Toxins,

Okadaic Acid Analogues,in Bivalves by LC-MS/MS

藤井 良昭 橋本 諭 加賀 岳朗 上野 健一

高橋 哲夫 田沢悌二郎 林 玲子 西村 一彦

Yoshiaki FUJII,Satoshi HASHIMOTO,Takero KAGA,Ken-ichi UENO,

Tetsuo TAKAHASHI,Teijiro TAZAWA,Reiko HAYASHI and Kazuhiko NISHIMURA

 

Key words：diarrhetic shellfish poisoning toxin（下痢性貝毒）；okadaic acid analogue（オカダ酸群）；

bivalve（二枚貝）



緩衝液（pH6.0）2.5mLを加えた．この溶液を，あらか

じめメタノール6mL，精製水6mLでコンディショニン

グしたODSミニカラムに注入し，容器を40％メタノール

2mLで２回洗い，ミニカラムに加えた．ミニカラムを精

製水4mL，40％メタノール4mLで洗浄後，90％メタ

ノール4mLで溶出する液を回収した．これに，突沸防止

のため2-プロパノール4mLを加えて，45℃で減圧濃縮

し，溶媒を完全に除去した．この残留物をメタノールに溶

解し，正確に2.00mLとしたものを15,000rpmで10分

間遠心分離し，得られた上清を試験溶液とした．

５．検量線の作成

OA及びDTX1の各認証標準品をメタノールで希釈し，

それぞれ200ng/mLの標準原液を調製した．この標準原

液を混合し，OA及びDTX1を各100ng/mL含む混合標

準溶液を調製した．この混合標準溶液を，ホタテガイ，

ホッキガイ，カキそれぞれのブランク試料溶液（あらかじ

めOA及びDTX1を含まないことを確認した試料を「４．

試験溶液の調製」に従い調製した溶液）で適宜希釈し，検

量線を作成した．DTX2は，これまで日本国内で発生が

確認されておらず，国内産二枚貝の汚染の可能性は低いこ

と，標準品の供給が不十分であることから，通知Ａ に従

い，OAの検量線を代用しOAよりも遅れて溶出するピー

クをモニターし，規制値超過の可能性がある場合には

DTX2の認証標準品を用いて確認を行うこととした．

６．LC-MS/MS分析条件

１)LC条件

分析カラムにはジーエルサイエンス社製 InertSustain
 

C18（3.0μm，2.1×100mm）を使用した．カラム温度

は40℃，移動相はＡ液2mmol/Lギ酸アンモニウム水溶

液（pH8.5；アンモニア水でpH調整）とＢ液アセトニ

トリルによるグラジエント溶出とし，その条件は０分（Ｂ

液20％）－12分（Ｂ液 90％）－20分（Ｂ液 90％）－21分

（Ｂ液20％）－31分（Ｂ液20％）とした．流量は0.3mL/

min，試料注入量は5μLとした．

２)MS/MS条件

イオン化法はエレクトロスプレーイオン化法（ESI），

イオン化モードはネガティブ，分析モードは多重反応モニ

タリング（MRM）で分析を行った．ドライガス（N ）

は温度200℃，流量20L/min，ネブライザーガス（N ）

圧力は50psi，シーズガス（N ）は温度400℃，流量

12L/min，キャピラリー電圧は3.0kVとした．物質ごと

の条件は表１に示した．

７．妥当性評価試験

通知Ａ に従い，アルカリ分解処理前の90％メタノー

ル抽出液へ混合標準溶液を各オカダ酸群について0.05

mg/kg相当となるように添加し，３名が１日２併行試験

を２日間実施する枝分かれ実験計画により，妥当性評価試

験を行った．

結果及び考察

１．精 製

分析法Ａ では，検討した試料，特にホッキガイで色素

がODSミニカラムの下端まで達するものが認められるな

ど，担体量200mgでは保持容量不足が懸念された．そこ

で，担体量360mgの Sep-Pak plus C18を用いて検討を

行ったところ，色素が下端まで達することなく，十分な保

持容量を有していた．担体量の増加に伴い，溶出に用いる

90％メタノール量も3mLから4mLに変更した．

次にODSミニカラムに負荷する際の溶液のpHについ

て検討を行った．OA及びDTX1を各20ng/mL含むメ

タノール溶液2mLに，塩酸及び水酸化ナトリウムを用い

てpH調整した水溶液3mLを加えpH2，4，6，8，10と

し，ODSミニカラム精製を行い，LC-MS/MS分析に供

した．結果を図１に示した．pH8以上でOAの回収率が

著しく低下し，pH2～6では概ね90％と良好な回収率で

あった．しかし，試料の抽出液で検討を行うと，pHが低

表1 分析対象化合物のMS/MS分析条件

定量イオン 確認イオン

化合物名

プリカーサー
イオン

フラグメンター
電圧

(m/z) (V)

プロダクト
イオン
(m/z)

コリジョン
エナジー
(V)

プロダクト
イオン
(m/z)

コリジョン
エナジー
(V)

オカダ酸 803 380 255 56 113 64
ジノフィシストキシン-1 817 380 255 48 113 68

※ジノフィシストキシン-2の条件は，オカダ酸と同じ

図1 ODSミニカラム精製におけるpHの影響
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いほど溶出液の着色が強くなり，精製効果の低下が疑われ

た．以上の結果から，ODSミニカラムに負荷する溶液は

pH6とし，正確にpH6に設定するために，マキルベン緩

衝液（pH6）で希釈する方法に変更した．

２．LC-MS/MS条件

分析法Ａ に示されたギ酸酸性の移動相条件を用いた場

合，OA及びDTX1各1.0ng/mL（0.01mg/kg相当）の

標準溶液でS/N比10以上を十分に満足できなかった．

移動相をアルカリ性条件とすることでOA群の信号強度

の増加やピーク形状が改善し，感度が向上することが報告

されている ．そこで，移動相条件として分析事例 が

ある弱アルカリ性（pH8.5）に調整した2mmol/Lギ酸ア

ンモニウム水溶液（Ａ液）を用い，感度の向上について検

討した．その結果，ギ酸酸性条件に対して弱アルカリ性条

件とすることで信号強度が２～３倍に増加し，S/N比10

以上を達成することができた．また，移動相はＡ液とアセ

トニトリル（Ｂ液）を用い，Ｂ液20％から90％のグラジ

エント条件とすることで，良好な分離を得ることができた．

本条件にて得られたクロマトグラムを図2に示した．この

条件により，ホタテガイ，ホッキガイ及びカキを試料とし

て，OA及びDTX1と重なる夾雑成分ピークのないクロ

マトグラムを得た．

３．マトリックス効果

本試験溶液の調製方法に従って添加回収試験を行ったと

ころ，OA，DTX1のどちらもマトリックス効果によるイ

オンサプレッション が認められた．そこで，貝種別の

マトリックス効果及び希釈によるマトリックス効果の低減

度合いを調べた．すなわち，メタノールでブランク試料溶

液の一連の希釈液（１，２，４，８，16，32倍）を調製

し，メタノールまたはこの希釈液をOA，DTX1各100

ng/mL含む混合標準溶液に加えて10ng/mLのマトリッ

クス添加混合標準溶液を調製し，LC-MS/MS分析を行い，

マトリックス効果について検討を行った．結果を図3に示

した．希釈倍率が1（希釈無し）の場合，メタノール標準

溶液に対してOAでは60～80％，DTX1では70～90％の

ピーク面積であった．また，カキが最も強いイオンサプ

レッションを示した．希釈倍率の増加に伴いイオンサプ

レッションは減少し，どの試料でも概ね10倍希釈以上で

イオンサプレッションは認められなくなることが判明した．

この結果から，分析装置の感度が十分に確保されるのであ

れば，試験溶液を10倍以上，メタノールで希釈すること

によってイオンサプレッションを回避可能であることが明

らかとなった．しかし，10倍以上希釈すると定量下限値

の必要条件であるS/N比10以上を満足しない場合が認

められた．そのため，マトリックスマッチング法 を用

いて，マトリックス効果による真度低下を回避することが

必要と考えられた．これらのことから，マトリックス添加

標準溶液を使用して検量線を作成することとした．これに

よる検量線の直線性は良好であり，相関係数は0.99以上

であった．

４．妥当性評価試験

下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査に用いる分析法は，妥

当性評価試験を実施し，要求される性能基準に適合しなけ

ればならない ．このため，今回検討した分析法の性能評

図2 ブランク試料溶液及び標準品添加溶液のMRMクロマトグラム

(Ａ）ホタテガイ，(Ｂ）ホッキガイ，(Ｃ）カキ
上段：OA  m/z＝803→255
下段：DTX1 m/z＝817→255

― ―47



価のため，ホタテガイ，ホッキガイ及びカキを対象に，妥

当性評価試験を実施した．結果を表２に示した．真度はホ

タテガイでOA 86％，DTX1 88％，ホッキガイでOA

89％，DTX1 92％，カキでOA 97％，DTX1 96％であ

り，ガイドラインの目標値（70～120％）を満足した．ま

た，併行精度・室内精度は全体的に５～10％程度と，目標

値を満足した．さらに，OA及びDTX1と重なるピーク

もなく選択性も良好であった．また，各試料の試験溶液に

1.0ng/mL（0.01mg/kg相当）となるように標準品を添

加した結果でS/N比10以上であったことから，求めら

れている定量下限値0.01mg/kgも満足した．以上の結果

から，本法は下痢性貝毒（オカダ酸群）の行政検査に使用

可能な性能基準を有する分析法と考えられた．

本研究では，下痢性貝毒（オカダ酸群）の分析法を検討

し，ホタテガイ，ホッキガイ及びカキを対象に妥当性評価

試験を実施し，性能基準に適合することを確認した．ただ

し，今回は通知Ａ に基づき，アルカリ加水分解前の

90％メタノール抽出液について添加回収試験を行った．

従って，今後，試料に直接，各オカダ酸群を添加した試験

を行い，分析法の妥当性を再評価する必要がある．また，

本法はマトリックス添加標準溶液を使用するため，ブラン

ク試料溶液の調製が別途必要となり操作が煩雑な点，試験

溶液が若干着色した溶液であるため，カラムや分析機器へ

の負担が大きい点など，更なる改良が必要と考えられた．

今後，精製方法等を検討し，機器への負荷が少なく，より

高精度な分析法の確立に向けた調査研究を進めていく予定

である．
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図3 希釈によるマトリックス効果の変化

(Ａ）OA (Ｂ）DTX1

表2 妥当性評価試験結果 真度，併行精度及び室内精度

オカダ酸 ジノフィシストキシン-1

試 料 真 度
(％)

併行精度
(％)

室内精度
(％)

真 度
(％)

併行精度
(％)

室内精度
(％)

ホタテガイ 86 5.5 7.0 88 8.2 8.2

ホッキガイ 89 11.5 11.5 92 6.1 8.9

カキ 97 8.0 8.0 96 4.8 5.3

目標値 70～120 ≦15 ≦20 70～120 ≦15 ≦20

添加量はすべて0.05mg/kg，試行回数は各試料N＝12(２併行試験を６回)
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