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当所では､ これまで､ 食品の安全確保を図り県民の
健康を保護するため､ 食品衛生監視指導計画に基づき､
食品中の動物用医薬品について､ 告示法及び通知法で
のLC/MS/MSを用いた一斉分析を実施してきた｡
しかし､ 抽出過程や濃縮操作､ 固相カートリッジに
よる精製が ｢律速段階｣ となっており､ 多検体を分析
する際に多くの時間を要している｡
一方､ 食品中の残留農薬分析については､ 平成21年
度からSTQ法による一斉分析法で迅速な分析が実施で
きており､ 動物用医薬品の分析への応用が期待された｡
平成22年12月には ｢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｣３) (以下 ｢ガイド
ライン｣ という) が改正され､ すべての試験法に妥当
性の確認が必要となったことから､ 動物用医薬品にお
いても､ STQ法を参考に迅速で精度の高い一斉分析法
を検討したので報告する｡
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１ 試 料
県内で市販されている国産牛肉を､ 検査項目の動物
用医薬品が残留していないことを確認のうえ使用した｡
牛肉はフードプロセッサを用いて均一化し､ 試料と
した｡
均質化した試料に換算して0.01ppmになるように動
物用医薬品混合標準品1 ppmを50μL添加し､ 約30分放
置後抽出を行った｡

２ 対象動物用医薬品：27医薬品 (28成分)
表１参照

３ 標準品：ドキシサイクリンヒクラート標準品､ テ
トラサイクリン塩酸塩標準品､ ネオスピ
ラマイシンⅠ標準品 ､ オキソリン酸標
準品､ クロルテトラサイクリン塩酸塩標
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畜産物 (牛肉) 中の動物用医薬品一斉分析法の検討
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【要旨】 食品中に残留する動物用医薬品について､ 当所では､ 平成18年５月のポジティブリスト制度施行以降､
｢食品添加物等の規格基準｣１) (以下 ｢告示法｣ という)､ 及び ｢食品に残留する農薬､ 飼料添加物又は動物
用医薬品の成分である物質の試験法について｣２) (以下 ｢通知法｣ という) に基づき一斉分析を実施してき
たが､ 抽出過程や濃縮操作､ 固相カートリッジによる精製が ｢律速段階｣ となっている｡
今回､ 迅速で簡易な一斉分析法の検討を試みた｡ 牛肉で添加回収試験を実施したところ､ ２系列の分析
法の並行ではあるが､ 27成分中の測定可能なものは25成分となり良好な結果が得られた｡
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*１) 前高知県衛生研究所



準品､ オキシテトラサイクリン塩酸塩標
準品､ 動物用医薬品混合標準液PL-2-1
(高速液体クロマトグラフ用､ 和光純薬
工業株式会社製)
Spiramycin (Dr Ehrenstorfer製)

固相カートリッジ
：Smart-SPE C18-30､ PSA-30､ HLBi3-20
(㈱アイスティサイエンス製)
OASIS HLB3cc(60mg)Extraction
Cartridges (Waters社製)

試薬 ：メタノール､ アセトニトリル､ ぎ酸 (約
99％)(高速液体クロマトグラフ用､ 和光
純薬工業株式会社製)､ 塩化ナトリウム
(試薬特級､ 和光純薬工業株式会社製)､
クエン酸三ナトリウム二水和物 (試薬特
級､ 和光純薬工業株式会社製)､ 無水硫
酸マグネシウム (和光特級､ 和光純薬工
業株式会社製)､ メタりん酸・塊状 (和
光特級､ 和光純薬工業株式会社製) 2NA
(EDTA・2NA)(試験研究用､ 和光純薬工
業株式会社製)

４ 装 置
液体クロマトグラフ/タンデム型質量分析計

：Waters社製LC2795/JASCO
International㈱製Micromass
Quattro UltimaTM Pt

５ 分析条件
５. １ HPLC条件
カラム ：Mightysil RP-18 GP 150-2.0 (3μm)

(関東化学株式会社製)
ガードカラム：Mightysil RP-18 GP 5-2.0 (3μm)

(関東化学株式会社製)
カラム温度：40℃
移動相 ：Ａ液 0.1mMぎ酸溶液

Ｂ液 0.1mMぎ酸アセトニトリル
流量 ：0.2mL/min
注入量 ：５μL
グラジエント条件

５. ２ MS/MS条件
イオン化法：ESI(+)
分析モード：MRMモード
キャピラリー電圧：3.5ｋV
イオンソース温度：100℃
乾燥ガス温度：300℃
質量条件等：表１参照

６ 検量線
標準溶液を溶媒で希釈し､ 0.002､ 0.005､ 0.01､
0.05､ 0.1ppmの５点を調製し､ 試験溶液については､
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 抽出方法及び精製方法の検討
食品中の残留農薬一斉分析法であるSTQ法をベース
とし､ 動物用医薬品の一斉分析法への応用を試みた｡
７. １ 抽出方法
検討１) 酸性及び塩基性化合物の回収率向上のため､
Nakajimaら４)､ 西村ら５)が報告している１％ぎ酸含
有アセトニトリル及び0.5％ぎ酸含有アセトニトリ
ルについて検討を行った｡
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時間(min) Ａ液(％) Ｂ液(％)
0 95 5
1 95 5
33 47 53
38 5 95
43 95 5



検討２) サイクリン系医薬品の回収率を改善するため､
通知法の一斉試験法Ⅲで使用している0.2％メタリ
ン酸水溶液での抽出効果について検討を行った｡

検討３) 検討１及び検討２の結果から､ 水系溶媒､ 有
機溶媒の両方での２段階抽出について検討した｡

７. ２ 精製方法
夾雑物の除去を目的とし､ STQ法で使用している３
種の固相カートリッジSmart-SPE C18-30､ PSA-30､
HLBi3-20及び通知法で使用しているOASIS HLB3cc(60
mg)ExtractionCartridgesによる精製を検討した｡

８ 定量限界 (感度) の確認
一律基準値0.01ppmに相当する濃度におけるS／N比
が10以上であることを確認した｡
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図２ 検討２フロー図

図１ 検討１フロー図

図３ 検討３フロー図



９ 回収率の確認
ガイドラインに示されている真度 (回収率) の目標
値70～120％を満たした動物用医薬品を定量可能医薬
品とした｡
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検討１から３の結果を別添表２に示した｡
抽出方法については､ 検討１の結果､ 定量可能医薬
品は0.5％ぎ酸添加では27成分中22成分､ １％ぎ酸添
加では20成分と大きな差は見られず､ サイクリン系医
薬品が両方とも低回収となった｡ ぎ酸濃度は0.5％を
採用することとした｡
検討２の結果､ 定量可能医薬品が８成分で多くの医
薬品が低回収となった｡ 一方､ アセトニトリル抽出で
回収できなかったサイクリン系医薬品が回収可能となっ
た｡
検討３の結果､ 有機溶媒定量可能医薬品は27成分中
17成分となった｡ サイクリン系医薬品の回収率は向上
したが､ その他の医薬品で回収率が外れるものが増え､
マトリクスの影響が考えられた｡
抽出方法の検討段階で､ １回の抽出では回収率が低
く､ 残渣を再度抽出した結果回収率が向上した｡ 更に
再度の抽出時､ 残渣にAgilent Technologiesのセラ
ミックホモジナイザー２個を入れ､ 再抽出した結果､
回収率が向上した｡
精製方法については､ PSAでは回収率が低下し､ HLB
では高回収となった｡
以上の結果から､ 0.5％ぎ酸含有アセトニトリルに
よる２回抽出でサイクリン系医薬品以外の一斉分析を
実施し､ サイクリン系医薬品については､ 0.2％メタ
リン酸による２回抽出を採用することとした｡
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食品中の動物用医薬品について､ 当所では告示法及
び通知法の一斉試験法を実施してきたが､ 抽出､ 濃縮､
精製の工程で律速段階となっており､ 多検体を分析す
る際には前処理に多くの時間を要していた｡
一方､ 残留農薬分析についてはSTQ法による一斉分
析を実施しており､ 迅速かつ精度が高い試験法である
ことを確認している｡
また､ ガイドラインの改正によりすべての試験法に

妥当性の評価が必要となったことから､ 動物用医薬品
についてもSTQ法を参考に迅速で精度の高い一斉分析
法を検討した｡
抽出溶媒0.5％ぎ酸含有アセトニトリルで２回抽出
を実施した結果､ 対象の27医薬品中､ サイクリン系医
薬品以外の22医薬品が定量可能となり､ サイクリン系
医薬品については､ 0.2％メタリン酸水溶液による２
回抽出により回収率の改善が見られた｡
0.2％メタリン酸水溶液及び0.5％ぎ酸アセトニトリ
ルを組み合わせた２回抽出では､ 良好な結果が得られ
なかった｡
当初はSTQ法の固相カートリッジによる精製を想定
していたが､ 固相カートリッジによる精製は､ 期待す
る効果が見られなかったため今回は採用しなかった｡
これらのことから､ 0.5％ぎ酸含有アセトニトリル
による２回抽出と0.2％メタリン酸水溶液による２回
抽出を実施することにより､ 27医薬品中25医薬品が定
量可能となった｡
今後は本試験法の妥当性を確認するとともに､ 継続
して分析法の改良等を重ね対象検体の種類や分析可能
な医薬品数の拡大を図り､ 県内に流通する食品の安全
性､ 県民の健康保持の確保に努める｡
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