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１ はじめに 

 キノロン剤の試験法については平成 17 年 1 月 24 日付け食安発第 0124001 号「食品に残留する

農薬，飼料添加物又は動物医薬品の成分である物質の試験法について」内に「エンロフロキサシ

ン，オキソリニック酸，オフロキサシン，オルビフロキサシン，サラフロキサシン，ジフロキサシン，ダノ

フロキサシン，ナリジクス酸，ノルフロキサシン及びフルメキン試験法（畜水産物）」（通知法）が示さ

れている。当所でこの前処理法に沿って添加回収試験を実施したところ，回収率の低さやバラツキ

の大きさなど妥当性評価ガイドライン１）の基準を満たす結果は得られなかった。これは前処理工程

の複雑さが影響しているものと考え，今回，前処理工程の簡便化を図るべく，平成 5 年 4 月 1 日付

け衛乳第 79 号中の「畜水産食品中の残留合成抗菌剤の一斉分析法（改定法）」（合菌剤一斉法）

の前処理に沿ったニューキノロン剤試験法の検討・評価を行ったので，その詳細について報告す

る。 

 

２ 材料 

１）試料 牛筋肉（もも肉），豚筋肉（もも肉），鶏筋肉（もも肉）を用意し，各食肉に薬剤を添加したも

の（添加検体）と添加していないもの（ブランク検体）を試料とした。 

２）使用機器及び対象薬剤 

 蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-FL）：Infinity1260（Agilent Technologies），分離

カラム：CAPCELL PAK C18 MGⅡ（3.0mmI.D.×150mm 粒子径 3μm，SHISEIDO），ろ過フィルタ

ー：DISMIC-13HP（0.20μm，ADVANTEC） 

 標準物質：エンロフロキサシン（ERFX），シプロフロキサシン（CPFX），ダノフロキサシン（DNFX），

ノルフロキサシン（NFLX）は和光純薬(株)，オルビフロキサシン（OBFX）は関東化学(株)，いずれも

食品分析用を用いた。各物質とも 500μg/ml となるようにメタノールで溶解したものを標準原液とし，

希釈調整は 30％メタノール（水：メタノール=7：3）を用いた。添加回収試験の添加濃度は表 1 のと

おりとした。 

表１ 対象薬剤及び添加濃度 

薬剤名 牛筋肉 豚筋肉 鶏筋肉 

1 ノルフロキサシン（NFLX) 0.01 0.02 0.02 

2 シプロフロキサシン（CPFX）※1 0.05 0.05 0.05 

3 ダノフロキサシン（DNFX）※2 0.01 0.01 0.01 

4 エンロフロキサシン（ERFX）※1 0.05 0.05 0.05 

5 オルビフロキサシン（OBFX） 0.02 0.02 0.01 

添加濃度は DNFX のみを一律 0.01ppm とし，それ以外の薬剤は各食品の残留基準値とした。 

※１：CPFX は ERFX の代謝物質であり，基準値は 2 剤計で 0.05ppm である。今回は 2 剤とも 0.05ppm 添加とした。 

※２：DFFX（基準値 牛筋肉：0.2ppm，豚筋肉：0.1ppm，鶏筋肉：0.2ppm）はピーク面積が他の薬剤よりも大きく，基

準値濃度では隣接する ERFX のピークに一部重複するため，今回は 0.01ppm 添加とした。 

  



３ 方法 

１）前処理 

各試料 5g にアセトニトリル 25ml，硫酸ナトリウム 10g を加えて 1 分間 15,000rpm でホモジナイズ

後，3,000rpm で 5 分間遠心分離した。得られた上清にアセトニトリル飽和ヘキサン 25ml を加えて，

5 分間激しく振とう後，下層のアセトニトリル層を分取した。先に遠心分離した残留物にアセトニトリ

ル 25ml を加えて攪拌し，5 分間激しく振とう後，5 分間 3,000rpm で遠心分離後した。この上清に先

に分離したアセトニトリル飽和ヘキサンを加え，5 分間激しく振とう後，下層のアセトニトリル層を先

に分離したアセトニトリル層と合わせ入れた。これに 1-プロパノール 10ml を加え，40℃で減圧乾固

した。得られた残留物を 30％メタノール 1ml で再溶解し，この溶解液を 0.20μl フィルターでろ過し

たものを試験溶液とした。 

 

２）HPLC-FL 測定条件 

 移動相 アセトニトリル：0.1％ギ酸溶液＝14：86 のイソクラティック溶出 

 カラム温度 40℃，流速 0.5ml/分，試料注入量 10μl 

測定波長：励起波長 290nm 蛍光波長 450nm 

３）妥当性の判定 

 妥当性評価ガイドラインに基づき，選択性及び真度（平均回収率），精度（回収率の相対標準偏

差（RSD））について本検討法の評価を行った。選択性については，各食肉のブランク検体のクロマ

トグラムから妨害ピークの有無を確認し，選択性を判定した。また，本検討法による添加回収試験

を各食肉につき 1 日 2 検体ずつ，5 日間（計 10 検体）実施した。得られた結果をもとに，真度につ

いては平均回収率が 70～120%の範囲内にあるかを確認，精度については RSD が添加濃度に対

応する許容範囲内にあるかを確認した。これら選択性，真度，精度の 3 項目を全て満たした薬剤に

ついて，本検討法の妥当性が認められたと判定した。 

  

４ 結果 

選択性：標準混合液（各 0.05ppm）及び各食肉のブランク検体のクロマトグラムを図１に示した。

牛筋肉及び鶏筋肉のブランク検体では妨害ピークは認められないものの，豚筋肉のブランク検体

では OBFX のピーク位置に妨害ピークが認め

られた（図１中の矢印）。このため，豚筋肉での

OBFX の選択性は認められないものと判定し

た。 

真度及び精度：各食肉の添加回収試験の

成績を表２に示した。 

総合判定：選択性，平均回収率，RSD の結

果から，牛筋肉では NFLX，ERFX の 2 剤，豚

筋肉では NFLX，CPFX，ERFX の 3 剤，鶏筋

肉では ERFX の１剤について試験法の妥当性

が認められると判定した。  

 

  
図１ 標準液(各 0.05ppm)及び各ブランク検体 

(1:NFLX，2:CPFX，3:DNFX，4:ERFX，5:OBFX) 
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表２ 添加回収試験の成績（各食肉 n = 10） 

 薬剤 

牛筋肉 豚筋肉 鶏筋肉 

選択性 
平均 

回収率
RSD 

RSD 

範囲 
選択性

平均 

回収率
RSD 

RSD

範囲
選択性

平均 

回収率 
RSD 

RSD 

範囲 

NFLX 〇 119.2 19.2  <25 〇 98.0 11.8 <15 〇 83.1  20.9  <15 

CPFX 〇 65.1 10.7  <15 〇 70.1 11.0 <15 〇 63.3  25.6  <15 

DNFX 〇 143.2 18.6  <25 〇 139.0 20.4 <25 〇 135.8  19.9  <25 

ERFX 〇 87.5 9.1  <15 〇 88.5 8.2 <15 〇 88.1  14.7  <15 

OBFX 〇 69.8 11.1  <25 × 73.7 12.8 <25 〇 68.4  20.1  <25 

※黒塗り：許容値を逸脱した項目 

 

５ 考察 

 当所ではニューキノロン剤試験法を導入するために，当初，通知法に沿った抽出方法を試みた

が，添加回収試験における回収率の低さとバラツキの大きさにより，今回対象とした 5 剤について

精度ある結果は得られなかった。通知法における前処理法は吸引ろ過が 2 回，減圧工程が 2 回，

そして固相抽出が含まれるなど多くの工程から構成されている。また，抽出液としてアセトニトリル

/0.2%メタリン酸溶液（2：3）混液 120ml が使用されているが，この抽出液は水を多量に含むため，減

圧濃縮に時間がかかるものであった。一般的に作業工程が多くなればなるほど，回収率が低下し，

実施者による手技のバラツキが大きくなるものと考えられたため，今回，より簡便な抗菌剤一斉法の

前処理に沿った方法を採用し，添加回収試験を行った。  

合菌剤一斉法の前処理は，アセトニトリルで食肉中から薬剤を抽出し，ヘキサンで脱脂・精製を

行うものである２）。この方法は減圧工程が 1 回のみで，精製のための固相抽出が無いなど工程が

通知法と比較して簡便であり，実施者による手技のバラツキも少ないものと思われた。一方，固相

抽出による精製工程がないため，UV 検出におけるクロマトグラムでは夾雑物による妨害ピークの

影響が大きくなると考えられたが，ニューキノロン剤は蛍光を発する特性があり３），蛍光検出を使用

することによって，検出される物質の選択性が高まり，UV 検出で見られるような妨害ピークの影響

が大きく減少するものと考えた。今回，当所で検討した試験法は合菌剤一斉法の前処理の簡便さ

を利用し，かつ精製のデメリットを蛍光検出で補うものであったと考える。結果，ニューキノロン 5 剤

のうち，牛筋肉で 2 剤，豚筋肉で 3 剤，鶏筋肉で 1 剤について妥当性を認めることができた。 

 食品中の残留農薬等試験法は厚生労働省が告示法，通知法を定めている。しかし，残留農薬等

の検査は用いる資材，機器に大きく依存している側面があり，検査機関ごとにそれぞれの試験法

が精度あるものかどうかを判断するために妥当性評価を行うことが定められている。今回報告した

検討法については一定の成績を得ることができた。今後，定量限界についても精査するとともに，

今回実施しなかった他のキノロン剤についても今回の試験法が適用できるか評価していきたい。 
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