
近年，身近な有毒植物による食中毒事例が全国的に増加

傾向にある ．我々はこれまで，山菜と誤認し調理した有

毒植物の毒成分分析法とその残留量等に関する基礎的デー

タを得るための調査・研究を報告してきた ．

グロリオサ Gloriosa rothschildiana（イヌサフラン科（旧

ユリ科））は，アフリカ原産のつる性多年草で別名キツネ

ユリとも呼ばれ，花が美しいことから，球根や切り花等が

市販されている．しかしながら，その全草や特に塊茎にお

いて，有毒なアルカロイド成分であるコルヒチンを含有し

ており，誤食すると数時間で口腔・咽頭 熱感及び発熱，

下痢などを起こし，多量摂食の場合は臓器の機能不全など

により死に至る ．実際に，道外において地下部をヤマノ

イモと間違え食し，２件の死亡事例 が報告されている．

そこで今回，この園芸植物として市販もされているグロ

リオサを取り上げ，毒成分であるコルヒチン分析法を検討

すると共に，油炒めにしたとき，茹でたとき及び蒸したと

きのコルヒチンを定量した．

方 法

１．試 料

2013年５月から2014年５月に札幌市内の小売店より購

入したグロリオサの球根を用いた（写真１）．

２．試薬類

コルヒチンはメルク社製の標準品を用いた．アセトニト

リル，メタノール（共に高速液体クロマトグラフ用）は和

光純薬工業㈱製を用いた．ラードはベル食品㈱製純正を用

いた．水は調理用の水を含め，すべて蒸留脱イオン水を用

いた．Sep-Pak C カートリッジ（360mg，Waters社製，

以下C18ミニカラムと略記）は，あらかじめメタノール

10mL，水10mLで順次洗浄した後，使用した．

３．試料の調製

調理試験に用いた試料は，球根を各々縦に２等分し，片

方を未調理品（対照試料），もう片方を調理用試料とした．

調理用以外の試料は，オスターブレンダーで粉砕した．調

理用試料は以下のとおり調製した．

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200℃）上にラード１g及び油炒め用試料を載せ，５

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．

２)茹で

ビーカーに水300mLを入れ，ホットプレート上で加熱

した．水が沸騰後，茹で用試料を加え，５分間茹でた後，

水切りした．

３)蒸し

蒸し器内の蒸気温度が95℃以上であることを確認後，

蒸し用試料を入れ10分間蒸した．

４．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70mLを加え，５分間ホモジナイズ

抽出（㈱日本精機製作所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

100mLとした．この抽出液2.0mLに水6.0mLを加え

た後，C18ミニカラムに注入した．流出液を捨てた後，

メタノール／水（1：3）10mLで洗浄し，次いで，メタ

ノール／水（1：1）10mLを注入し，カラムから溶出し

― ―13

道衛研所報 Rep.Hokkaido Inst.Pub.Health,66,13-16（2016)

有毒植物グロリオサ調理品中のコルヒチン残留量

Residual Colchicine Levels in Cooked Poisonous Gloriosa rothschildiana

藤本 啓 佐藤 正幸

Toru FUJIMOTO and Masayuki SATOH

 

Key words：Gloriosa rothschildiana (グロリオサ）；food poisoning (食中毒）；colchicine (コルヒチン)

写真1 グロリオサ球根（市販品)



た液を40℃以下で減圧乾固後，抽出残渣をメタノール2.0

mLに溶解し，試験溶液 ～ 及び とした（図１）．

２)茹で汁

茹で汁60mLをC18ミニカラムに注入し，以下１)未

調理品及び調理品と同様に操作し，試験溶液 とした．

５．コルヒチン標準品の熱安定性試験

コルヒチン標準溶液（14μg/mL）1.0mLずつを２本

の試験管に入れ，それぞれ窒素気流下で乾固し，ヒー

ティングブロック上で200℃，５分間及び100℃，10分間

加熱後，メタノール1.0mLに溶解し，試験溶液とした

（n＝3）．

６．HPLCの測定条件

カラム：Wakosil- 5C18-HG（4.6×250mm＋4.6×

10mm），移動相：アセトニトリル／水（28：72），流

速：1.0mL/min，カラム温度：40℃，測定波長：242nm

（定量用），280nm（確認用），注入量：10μL．

７．添加回収試験

試料（0.497±0.003g，n＝3）にコルヒチン標準溶液

（1,000μg/mL）1.0mLを添加後，直ちに抽出操作を開

始した（対照試料3.050±0.016g，n＝3）．

結果及び考察

１．分析法の検討

我々はイヌサフラン中のコルヒチン分析法として，メタ

ノール抽出，C18ミニカラム処理後，コルヒチンを酢酸

エチルへ転溶する方法を報告している ．今回はこの既報

をベースにより簡便な方法として，C18ミニカラム処理の

際に夾雑成分を取り除くため，メタノール／水（１：３）

による洗浄操作を加え，酢酸エチルへの転用操作なしで試

験溶液とすることとした．図１に調製法を示す．

一方，各調理品試料の調製時間については，油炒めでは

試料の切断面の両面に焦げ目がつき，爪楊枝で刺した際に

芯が残っていない５分間とし，茹で（汁物等を想定）及び

蒸しは，同様にして芯が残っていない５分間及び10分間

とした．

２．添加回収試験

未調理品試料にコルヒチン標準溶液を添加し，回収率を

算出した．その結果，回収率は101％（CV5.3）と良好な

結果が得られた．

３．コルヒチンの熱安定性試験

コルヒチン標準品の熱安定性について調べた．200℃，

図1 グロリオサ（未調理品及び調理品）中のコルヒチン試験溶液の調製法

ホモジナイズ抽出：5,000rpm，５分間

Sep-Pak C コンディショニング：メタノール10mL，水10mLで順次洗浄した．
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５分間加熱した場合，残存率82％（CV2.8），100℃，10

分間加熱した場合，残存率は103％（CV0.1）であり，

100℃でコルヒチンは安定であった．

４．グロリオサ調理品中のコルヒチン残留量

１)油炒め

グロリオサを油炒めにしたときのコルヒチン残留量を未

調理品中の含量と比較した（表１）．

油炒めした試料におけるコルヒチン残存率は52％と

200℃，５分間加熱した標準品における残存率82％を下

回った．この原因としては，調理品表面の油にコルヒチン

が一部溶出したことが考えられた．さらに，加熱による細

胞内に多数存在する他の化合物と反応する可能性もあり，

これらのことが含量低下を招いたと推察される．

２)茹で試料

茹で試料及び茹で汁から検出されたコルヒチン含量を未

調理品中の含量と比較した（表２）．

コルヒチンは未調理品から7.8mg，茹で試料から4.9

mg，茹で汁から2.9mg検出された．茹で試料及び茹で

汁からコルヒチンはほぼ全量回収され，100℃，10分間加

熱した標準品の熱安定性試験の結果と一致した．調理試料

におけるコルヒチン含量の割合は茹で試料63％，茹で汁

37％であった．コルヒチンは水溶性であることから ，茹

で時間を長くすることによりさらに茹で汁に溶出すること

が考えられた．

３)蒸し試料

蒸し試料におけるコルヒチン残存率は82％と100％を下

回った（表３）．

原因として油炒めと同様に，細胞内に多数存在する他の

化合物と反応する可能性や，蒸気中にコルヒチンが溶出し

て流れ出したことも，含量の低下を招いたと推察される．

５．グロリオサ調理品における最小致死量

コルヒチンのヒトにおける最小致死量は経口で86

μg/kgで，体重50kgのヒトを想定した場合4.3mgとな

る ．そこで今回，グロリオサ調理品を誤食してしまった

場合の調理品における最小致死量を算出した．油炒めにし

た場合は6.6～13.7gと算出され，実験に使用した球根重

量は１個あたり20～30g程度であったことから，１個分

以下の少量の誤食でも死に至る危険性が考えられた．茹で

た場合には9.0～11.1g，茹で汁については14.6～17.9g

となり，茹で調理品に限らず，汁物を一口すするだけで死

に至る危険性があると考えられた．また，蒸した場合にお

いても7.8～13.8gとなり，他の調理品同様少量の誤食で

も死に至る危険性が考えられた．グロリオサ球根の誤食に

よる過去の死亡例は，いずれもヤマノイモとの誤認であり，

調理法はいずれも摺りおろして食したものであったが ，

加熱調理した際の毒成分であるコルヒチンの残存及び溶出

率について，今回の検討で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．

植物の地上部に比べ判別する特徴が少ない鱗茎などは，

ニンニクやタマネギ，ジャガイモなどの野菜と誤認しやす

く ，平成25年，道内においても自宅庭で植栽していた

植物をミョウガと思い込み，イヌサフランの球根を誤食し

た中毒事例が発生している ．今回検討したグロリオサに

ついても，誤食の防止に向け正しい知識を周知徹底する必

要がある．

また，今後も毒草に関して，想定される調理品中の毒成

分を調査する予定である．

本研究は平成26～27年度に実施された「食中毒の原因

となる有毒植物の化学的鑑定法について」の一環として行

われたことを付記し，関係各位に深謝致します．
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