
二枚貝は有毒プランクトンを捕食することにより毒化す
ることが知られている１―２）．北海道では貝毒による食中毒
を防止するため，流通品の行政検査及び生産海域のモニタ
リング検査を行い，安全性確保を図ってきた．下痢性貝毒
（オカダ酸群）の検査については，平成２７年３月６日付け
で従来のマウス試験法に代わり，機器分析法が導入された３）．
これに伴い，規制値が可食部１g当たり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（DTX

１），ジノフィシストキシン―２（DTX２）及びこれらのエス
テル化合物（DTX３）を毒性等価係数により OA 当量に換
算したものの総和として０．１６mgOA 当量／kgに変更され
た３―４）．また，同日付けで高速液体クロマトグラフ・タン
デム型質量分析計（LC―MS/MS）を用いた分析操作例
（以下，操作例）が示された４）．我々はこれまで，操作例
の一部を改良し，ホタテガイのみならず，ホッキガイ，カ
キ等の二枚貝にも対応可能な分析法を報告している５）．し
かし，既報５）とは異なる機器を用いて，操作例や既報５）に
従い分析を試みたところ，分析法に要求される定量限界
（０．０１mg/kg）４）を満足することが困難であった．そこで本
研究では，既報５）の試験溶液調製法，LC条件等について
検討し，求められる定量限界を満足する分析法に改良を試
みた．加えて，改良した分析法によるホタテガイを対象と
した妥当性評価試験を実施したので，その結果を報告する．

方 法

１．試料

試料は，北海道産の殻付きホタテガイをむき身処理し，
使用した．
２．標準品及び試薬

標準品は，National Research Council Canada（NRC）
製 CRM―OA―C，CRM―DTX１認証標準品を使用した．メ

タノール，アセトニトリル及び超純水は和光純薬工業（株）
製 LC/MS用を，n―ヘキサン（以下，ヘキサン），メタノー
ル及びアセトニトリルは和光純薬工業（株）製残留農薬・PCB

試験用を，塩酸は和光純薬工業（株）製有害金属測定用を，
水酸化ナトリウム，リン酸水素二ナトリウム・１２水，ク
エン酸一水和物，２８％アンモニア水は和光純薬工業（株）
製試薬特級を，ギ酸アンモニウムは Fluka社製 LC/MS用
を使用した．精製水はオルガノ（株）社製 PURELAB flex―UV

により製造したものを使用した．オクタデシルシリル化シ
リカゲルミニカラム（ODSミニカラム）は，Waters社製
Sep−Pak Plus C１８（担体量３６０mg）を使用した．
３．装置

LCは（株）島津製作所製 Prominence，MS/MSは（株）島
津製作所製 LCMS―８０３０を使用した．
４．試験溶液の調製方法

試験溶液の調製は，既報５）を一部変更した方法で行った
（図１）．均質化した試料２．００gにメタノール９mL を加え，
ボルテックスミキサーを用いて３分間激しく撹拌した
後，３，３００rpmで５分間遠心分離し，上清を回収した．残
渣に９０％メタノール９mL を加え，同様の操作を行い，
上清を合わせた後，９０％メタノールで２０mL に定容した
（抽出液）．抽出液５．００mL を分取し，２．５mol/L 水酸化ナ
トリウム水溶液０．６２５mL を加え，７６℃で４０分間加水分
解を行った．放冷後，２．５mol/L 塩酸０．６２５mL を加えて
中和し，ヘキサン６．２５mL を加え２分間振とう後，２，０００
rpmで５分間遠心分離し，ヘキサン層を除去する脱脂操作
を行った．この脱脂操作を再度行った後，マキルベン緩衝
液（pH６．０）６．２５mL 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ミニカラムに負荷し，４０％メタノール４mL で容
器を洗い，洗液をミニカラムに負荷した．次いで精製水４
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mL，４０％メタノール４mLでミニカラムを洗浄した後，９０％
メタノール４mL で溶出し，ナスフラスコに回収した．こ
れに２―プロパノール４mL を加え，４５℃で減圧下濃縮し，
窒素気流下で溶媒を完全に除去した．残留物をメタノール
及び超純水（１：１）混液２．０mL に溶解し，１５，０００rpmで

１０分間遠心分離した上清を試験溶液とした．
５．検量線の作成

OA 及び DTX１の各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．試験溶液の調製方法」に従い調製
した溶液）で適宜希釈し，検量線を作成した．
なお，DTX２については，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，操作例４）に従
い，OA よりも遅れて溶出するピークをモニターし，OA

の検量線を代用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及びMS/MS条件

LC及びMS/MS条件を以下に示す．
分析カラム：Waters Atlantis T３（３．０μm，２．１×１００mm）
カラム温度：４０℃
移動相 A：０．１％ギ酸水溶液
移動相 B：アセトニトリル
グラジエント条件：表１のとおり
流量：０．３mL/min.

注入量：１０μL

イオン化モード：ESI（―）
測定モード：多重反応モニタリング（MRM）
MRM条件：表２のとおり
７．妥当性評価試験

妥当性評価試験は，平成２７年３月６日付け食安基発０３０６
第３号・食安監発０３０６第１号通知中の別紙１「妥当性確
認の方法」（以下，通知）６）に従った．アルカリ加水分解処
理前の９０％メタノール抽出液へ OA，DTX１混合標準溶
液を各０．０５mg/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．

図１ 試験溶液の調製フロー
＊メタノール６mL，精製水６mL でコンディショニング

表１ グラジエント条件

表２ 分析対象化合物のMRM条件
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結果及び考察

１．試験溶液の調製

試験溶液の調製については，各溶液量を増やす方法を検
討した．すなわち，定容後に採取する抽出液量を既報５）の
２．５倍（５．００mL）とし，アルカリ加水分解，中和反応に
用いる水酸化ナトリウム水溶液，塩酸をそれぞれ２．５倍
（０．６２５mL）とした．脱脂に用いるヘキサン，脱脂後の溶
液を希釈するマキルベン緩衝液も同様に２．５倍の６．２５mL

とした．次に，ODSミニカラムによる精製条件を検討し
た．ミニカラムへの負荷溶液量は既報の２．５倍であるが，
その他は既報と同条件としたところ，OA 群の回収率は良
好であった．また，色素等の夾雑物はミニカラム内に保持
されており，クロマトグラム上に定量を妨害するピークも
認められなかった．以上の結果から，ODSミニカラムに
よる精製方法は既報に従った．次に，LC―MS/MSへの試
料注入量を検討した．注入量を５μL から１０μL に増加さ
せることでピーク面積は増加したが，OAピークのリーディ
ングが認められた．これは，試料注入後に分離カラム内移
動相の有機溶媒比が高くなり，OA 群の保持が低下したた
めと考えられた．そこで，OA 群の分離カラムへの保持を
強めるために，試験溶液の溶媒をメタノール及び超純水
（１：１）混液に変更したところ，良好なピーク形状，信号
強度での定量が可能となった．

２．移動相条件

既報５）では，移動相には弱アルカリ性（pH８．５）に調整
した２mmol/L ギ酸アンモニウム水溶液とアセトニトリル
を用い，グラジエント分析を行っている．しかし，今回用
いた分析装置では，弱アルカリ性条件よりもギ酸酸性条件
下で信号強度が強く，検出感度が高かったことから，０．１％
ギ酸水溶液及びアセトニトリルを用いたグラジエント分析
とした．グラジエント条件は，良好な分離が得られ，かつ
ピーク形状が安定していた表１の条件とした．
３．妥当性評価

検討した分析法について，ホタテガイを対象に妥当性評
価試験を実施した．結果を表３に示した．真度は OA で
９４％，DTX１で８９％であり，通知の目標値（７０～１２０％）
を満足した．また，併行精度，室内精度ともに１０％未満
であり，目標値を満足した．さらに，ブランク試料からOA

及び DTX１の定量を妨害するピークは認められず，選択
性も適合と判断された．ブランク試料に０．０１mg/kg相当
となるように標準品を添加した場合，S/N比１０以上の値
が得られたことから，本法の定量限界を０．０１mg/kgに設
定した（図２）．
以上の結果から，本法は分析法に要求される定量限界を

満足し，通知による妥当性評価確認の目標値を全て満たし
たことから，下痢性貝毒（OA 群）の行政検査に適用可能
な分析法であると考えられた．

表３ 妥当性評価試験結果

図２ マトリックス添加標準溶液のMRMクロマトグラム
ホタテガイ試料のブランク抽出液を用いて調製（定量限界０．０１mg/kg相当濃度） a）OA，b）DTX１
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