
 

 

テトラサイクリン系抗生物質試験法の検討及び妥当性評価 

〇山田 侑希，上村 健人 

 

はじめに 

テトラサイクリン系抗生物質は畜産分野で広く使用され１），しばしば食肉中への残留事例が報告されて

おり2，3，4），検査の必要性の高い薬剤の1つである。このうち，オキシテトラサイクリン（以下，OTC），クロル

テトラサイクリン（以下，CTC）及びテトラサイクリン（以下，TC）については，高速液体クロマトグラフ（以下，

HPLC）を用いた試験法として，厚生労働省通知による個別試験法5）（以下，通知法）が示されている。し

かし，これら3剤の牛，豚及び鶏の筋肉における残留基準値は総和で0.2 ppmであり，食品衛生法に定め

られている規格基準への適合性を判断するためには，より低濃度で定量可能な検査法が必要となる。ま

た，豚及び鶏において飼料添加剤等で汎用されているドキシサイクリン（以下，DOXY）については試験

法が示されておらず，当所のこれまでの検査法では，妥当性評価ガイドライン6）の目標値を満たしていな

かった。 

そこで今回，TC 系抗生物質 4 剤の同時試験法として，通知法を一部変更した試験法を検討し，残留

基準値濃度及び定量限界（検出限界）値濃度の 2 濃度による妥当性評価を実施したので，その概要を

報告する。 

 

材料及び方法 

［試料］ 牛，豚及び鶏の筋肉。 

［標準品］ OTC塩酸塩標準品(富士フイルム和光純薬（株），HPLC用)，CTC塩酸塩標準品(富士フイル

ム和光純薬（株），HPLC用) ，TC塩酸塩標準品(Dr. Ehrenstorfer GmbH社，HPLC用)，DOXY塩酸塩水

和物標準品(富士フイルム和光純薬（株），HPLC用)。 

［試薬］ 水は超純水，メタノールは HPLC 用，その他は特級を使用した。 

［固相抽出カラム］ スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム（265 mg）（Waters 社，Sep-Pak Plus 

PS2）。予めメタノール，水，飽和エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム二水和物（以下，EDTA-2Na）溶液

でコンディショニング後に使用した。 

［方法］ 

（１）前処理工程 

試験溶液調整手順を図に示した。通知法からの変更点として，遠心条件を 6,000 rpm7）とした。また，2

回の抽出操作後の水層をそれぞれ別の遠沈管に分取し，抽出溶媒の量に応じてｎ‐ヘキサンを加え，脱

脂した。さらに，合わせた水層を再度遠心分離してから，固相抽出カラムに負荷した。 

（２）測定条件 

イミダゾール緩衝液中の酢酸マグネシウム濃度を 4 倍（0.2 mol/L）8）に変更した。HPLC は（株）島津製

作所 Nexera を用い，その他の測定条件を表 1 に示した。 

（３）妥当性評価 

妥当性評価ガイドラインに従い，妥当性評価を行った。OTC,CTC 及び TC については，残留基準値

濃度として，それぞれ 0.2 ppm となるように添加し，定量限界値濃度は通知法に示された濃度となるように

添加した。DOXY については，残留基準値濃度として 0.05 ppm，定量限界（検出限界）値濃度として 0.01 

ppm となるように添加した。定量限界値濃度添加時には，選択性（ブランク検体の妨害ピーク＜添加濃度

に相当するピークの 1/3）及び S/N 比（10 以上）についても確認した。検量線は，残留基準値濃度添加

時は 0.25 ppm～2.0 ppm の 4 点，定量限界値濃度添加時は 0.05 ppm～0.25 ppm の 5 点とし，絶対検

量線法により定量を行った。 



 

 

表１ HPLC 測定条件 

検出器： 蛍光検出器（RF-20AXS） 

測定波長： 励起波長 380 nm  

蛍光波長 520 nm 

セル部温調温度： 25 ℃ 

移動相： 1 mol/L イミダゾール緩衝液及び 

メタノール（4：1）の混液 

 （イソクラティック溶出） 

流速： 0.8 mL/min 

分析カラム： 大阪ソーダ（株） カプセルパック  

C18 MGⅡ S5 

（4.6 mm i.d.×150 mm，5 µm） 

カラム温度： 40 ℃ 

測定時間： 25 min 

注入量： 20 µL 

 

 

 

成  績 

前処理工程方法の変更により，抽出液を十分量回収でき，固相抽出カラムの目詰まりも軽減された。 

測定条件の変更により，DOXY のピーク形状は改善し，同条件での他 3 剤のピーク形状及び分離も良

好であった。 

妥当性評価の結果を表 2 に示した。DOXY 0.01 ppm 添加時を除き，全ての項目で妥当性評価ガイド

ラインに示す性能パラメータの目標値等を満たした。 

 

表 2 妥当性評価結果 

試験 
項目 

添加 
濃度 
(ppm) 

牛の筋肉 豚の筋肉 鶏の筋肉 

真度 
（%） 

併行 
精度 

(RSD%) 

室内 
精度 

(RSD%) 

S/N
比 

真度 
（%） 

併行 
精度 

(RSD%) 

室内 
精度 

(RSD%) 

S/N
比 

真度 
（%） 

併行 
精度 

(RSD%) 

室内 
精度 

(RSD%) 

S/N
比 

OTC 
0.2 88.13 2.60 2.96 － 92.80 2.96 2.96 － 92.70 3.28 4.52 － 

0.02 96.34 1.97 2.90 ○ 97.37 2.59 3.15 ○ 97.78 2.33 3.15 ○ 

CTC 
0.2 71.92 4.65 4.89 － 76.92 2.89 3.77 － 78.83 4.15 6.40 － 

0.03 80.29 3.87 3.96 ○ 83.99 4.88 5.47 ○ 84.97 4.71 4.71 ○ 

TC 
0.2 83.40 2.62 6.13 － 87.68 3.03 5.72 － 87.65 2.90 7.59 － 

0.02 90.24 3.39 4.00 ○ 92.18 5.15 5.15 ○ 91.35 3.71 4.35 ○ 

DOXY 
0.05 － － － － 90.46 2.59 5.72 ○ 88.82 2.52 5.45 ○ 

0.01 選択性 × 選択性 × 選択性 × 

 

考  察 

妥当性評価は添加回収試験であり，抽出効率について検討することはできないため，通知法の抽出

溶媒の種類及び量は変更しないことが望ましいとされている 6）。そのため，今回はそれ以外の工程につ

図 試験溶液調整手順 

 

試料 5.0 g 

抽出溶媒30 mL         ※抽出溶媒：EDTA-2Na含有 
ホモジナイズ 1 min               クエン酸緩衝液 
遠心分離  6,000 rpm，10 min 

 

水層               残留物 

抽出溶媒 20 mL 
振とう 1 min 
遠心分離 6,000 rpm 10 min 

 

                   水層        残留物 

n-ヘキサン 12 mL            n-ヘキサン 8 mL 
振とう 5 min               振とう 5 min 
遠心分離 6,000 rpm，10 min      遠心分離 6,000 rpm，10 min 

 

水層 

遠心分離  6,000 rpm，10 min 

固相抽出カラム負荷 

水 10 mL（洗浄） 
メタノール 10 mL（溶出） 

濃縮乾固 40 ℃以下 

1.36 %リン酸一カリウム溶液 1 mL 
超音波抽出 

試験溶液 



 

 

いて検討を行った。 

通知法では抽出液（水層）を分液漏斗に合わせた後，ｎ‐ヘキサンにより脱脂することとなっているが，

分液漏斗内でのエマルジョン形成により，抽出液を十分量回収できないことがあった。そこで，2 回の抽

出操作後の水層それぞれにｎ‐ヘキサンを加え，脱脂後に水層を合わせるようにするとともに，遠心分離

条件を変更したところ，抽出液中の夾雑物質の除去及び水層とヘキサン層の分離が良好となり，抽出液

を十分量回収できた。さらに，固相抽出カラム負荷前に再度遠心分離を行うことにより，カラムの目詰まり

が軽減され，真度及び精度の向上につながったと考えられた。 

測定時，従来の移動相では，DOXY のクロマトグラムにおいて，高濃度側でのリーディングにより，保持

時間が変動し，定性及び定量が困難であった。そこで，イミダゾール緩衝液の組成を変更したところ，ピ

ーク形状は改善し，保持時間の変動はみられなかった。また，同条件での OTC，CTC，TC のピーク形状

及び分離も良好であり，4 剤の同時分析が可能であることが確認できた。 

これらの結果をもとに，各食品について妥当性評価を実施したところ，DOXY 0.01 ppm 添加時を除き，

全ての項目で妥当性評価ガイドラインに示す性能パラメータの目標値等を満たした。このことから，牛の

筋肉では OTC，CTC，TC の 3 剤，豚及び鶏の筋肉では DOXY も含めた 4 剤を対象薬剤とし，OTC 及

び TC では 0.02 ppm，CTC では 0.03 ppm，DOXY では 0.05 ppm を定量限界として，当所の検査実施

標準作業書を改訂し，検査法を確立することができた。 

なお，牛を対象とした DOXY を主成分とする動物用医薬品は流通していないが，獣医師の裁量として

適用外使用が可能であることも考慮し，牛の筋肉における DOXY の試験法については，今後の課題とし

たい。また，他機関と連携し，当所の分析結果と高速液体クロマトグラフ-質量分析計における分析結果

を比較する等により，検査精度の向上に努めるとともに，テトラサイクリン系抗生物質の残留疑い事例が

生じた際には，今回確立した本検査法を活用し，不適切な食肉の流通防止に寄与したい。 
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