
  
  食品中糖アルコールのHPLC定量法およびLC-MS確認法

  誌名 食品衛生学雑誌
ISSN 00156426
著者名 新藤,哲也

貞升,友紀
鈴木,敬子
田中,康一
外川,明子
植松,洋子

発行元 [日本食品衛生学会]
巻/号 54巻5号
掲載ページ p. 358-363
発行年月 2013年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



358 食衛誌 Vol.54， No. 5 

報文

食品中糖アルコールのHPLC定量法およびLC-MS確認法

(平成25年3月1日受理)

新藤哲也* 貞升友紀

外川明子

鈴木敬子

植松洋子

田中康一

Method of Quantitative Analysis by HPLC and Confirmation 

by LC-MS of Sugar Alcohols in Foods 

Tetsuya SHINDO*， Yuki SADAMASU， Keiko Suzu阻， Yasukazu T釧雌A，

Akiko TOGAWA and Yoko UEMATSU 

Tokyo Metropolitan Institute of Public Health: 
3-24-1 Hyakunincho， Shinjuku-ku， Tokyo 169-0073， Japan; 

* Corresponding author 

A reliable quantitative determination method of sugar alcohols， D-mannitol， xylitol and D-sorbi-
tol， in food samples by HPLC， and a simple confirmation method by LC-MS were developed. Quan-
titative HPLC analysis was performed using a separation column packed with polystyrene cation 
exchange resin of sulfonic acid type， and with pure distilled water as the mobile phase. This col-
umn， operated at 0.85 mL/min flow rate of mobile phase and 50

0

C column oven temperature， com-
pletely separated the three sugar alcohols. Further， these three sugar alcohols were well separated 
from erythritol and other sugars (sucrose， D-glucose， D-xylose and D-fructose). Recoveries of the 

three sugar alcohols spiked into food samples， such as orange juice， yogurt， chewing gum and milk， 

exceeded 91 % and the values of coefficient of variance were below 3.1 %. A triple extraction process 
with 80% ethanol was needed for biscuit to achieve recoveries exceeding 82%. LC・MSwas carried 
out on a NH2 column with acetonitrile-water (9: 1) as the mobile phase， and this afforded partial 

but acceptable separation of the three sugar alcohols with in 10 minutes. Ion peaks derived from 
[M -HJ _ and [M + Cl] _ were clearly detected for all three sugar alcohols in the negative electro-

spray inization mode at 30 V cone voltage. The positive electrospray ionization mode produced the 
ions [M + NaJ + and [M + Na +CHaCNJ +. These characteristic ions served to confirm the presence of 

the sugar alcohols in food samples. 

(Received March 1， 2013) 
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緒 言

糖アルコールは甘味料，調味料および品質改良剤として

利用されており，わが国では食品衛生法 1)で、D司マンニトー

ル，キシリトールおよび、D-ソルピトールの使用が認められ

ている.これら糖アルコールは低カロリーであるだけでな

く，キシリトールは虫歯の原因となる酸を生成しないこと

が分かつている.そのため，近年の低カロリー志向を受け

て，飲料や菓子類などで糖アルコールの需要が増加してお

り，キシリトールについては虫歯予防効果をねらって菓子

*連絡先 Tetsuya_Shindou@member.metro.tokyo.jp 
東京都健康安全研究センター.干169一0073東京都新宿区

百人町3-24-1

類に使用されている例が多く見られる.

糖アルコ}ルの従来分析法は，食品衛生検査指針2)お

よび食品中の食品添加物分析法3)にGCによる定量法が示

されているが，誘導体化が必要とされるなど操作が煩雑で

ある.また，衛生試験法・注解20104)では，パルスド・

アンベロメトリック・イオンクロマトグラフィー (PAD-

IC)による分析法およびアミノ基結合型 (NH2) カラム

および移動相としてアセトニトリルー水 (70: 30)を用い

たHPLCによる定量法が示されている. しかしながら，

PAD-ICはHPLCほど装置の普及が進んでおらず，また

NH2カラムを用いたHPLC法はD・マンニトールと D司ソル

ピトールの分離が十分ではなく 精度の良い定量分析には

適さない.そこで，今回HPLCによるD司マンニトール， D-
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ソルビトールおよびキシリトールの高精度な定量分析を可

能にする分離の良いHPLC条件を見いだすことを目的と

した.そのため，スルホン駿型ポリスチレン系カチオン交

換樹脂 (Pb型)を充填した分離カラム(配位子交換とサ

イズ排除を組合せた分離モード)と水のみを移動相として

用いる分析法を検討したまた，誘導体化を行わずに，

LC・MSで糖アルコールを同定確認する方法についても併

せて検討した

実験方法

1 . 試 料

東京都内で購入した市販の5種の食品(オレンジ、ジ、ユー

ス，ヨーグルト(ドリンクタイプ)，チューインガム，牛乳，

ビスケット，いずれも国産)を試料とした.

2. 標準晶・試薬

標準品 D-マンニトールは関東化学(株)製，キシリトー

ルおよび、D・ソルピトールは東京化成工業(株)製を用いた.

添加用標準溶液:標準品各10gを正確に量り，それぞ

れ水を加えて正確に 50mLとし添加用標準原液とした

各標準原液25mLをそれぞれ正確に量り混合した後，水

を加えて正確に 100mLとし，添加用標準溶液①とした

(本液1mLはD・マンニトール，キシリトールおよび、D・ソ

ルビトール各50mgを含む).また，各添加用標準原液

5mLをそれぞれ正確に量り混合した後，水を加えて正確

に100mLとし，添加用標準溶液②とした(本液1mLは

糖アルコール各10mgを含む). 

検量線用標準溶液:標準品各2.5gを正確に量り，それ

ぞれ水を加えて正確に 100mLとし，検量線用標準原液と

した検量線用標準原液1，2，4，8mLを正確に採り，それ

ぞれエタノール10mLを加え，水で正確に20mLとし，

検量線用標準溶液①とした(本液1mLは糖アルコール

各々1.25，2.5， 5， 10 mgを含む).また，検量線用標準原

液2mLを正確に採り，エタノール 10mLを加え，水で正

確に25mLとし，これを 1，2.5， 5， 10 mL正確に採り，そ

れぞれエタノール10mLを加え，水で正確に20mLとし，

検量線用標準溶液②とした(本液1mLは糖アルコール

各々 0.1，0.25，0.5，1mgを含む). 

Liquid sample 5 g・・・ (7.1) Solid sample 5 g・・・ (7.2)

Add 40 mL of water I Add 15 mL of water (65"C) 
Add 50 mL of ethanol I Sonicate for 5 min 

Add 50 mL of ethanol 

Make the volume up to 100 mL with water 
Filter (0.45ドm)

HPLC and LC-MS 

アセトニトリルはHPLC用，その他試薬は市販特級品

を用いた.

3. 装置

HPLC: ポンプ (PU・1580)，カラムオーブン (CO-

1560)，オートサンプラ- (AS・1555・10)以上日本分光工

業(株)製，示差屈折 (RI)検出器 (RID-10A)，データ処

理装置 (C-R7Aplus)以上(株)島津製作所製を用いた.

LC・MS:ACQUITY UPLC/TQD Waters社製を用いた.

4. 試料への添加方法

添加量は50および10mg/g (n = 3) となるように添加

用標準溶液①または添加用標準溶液②の5mLをそれぞれ

各試料5gへ添加後，冷蔵庫で一晩放置し，分析に供し

た.

5. HPLC条件

カラム:ULTRON PS-80P 8.0 mm  i.d.X300 mm  (粒

径10μm)，信和化工(株)製，移動相:水，流速:0.85 mL/ 

min，検出:RI，カラム温度:50
0

C，注入量: 10ドL

6. LC-MS条件

カラム:Unison UK-Amino 2.0 mm  i.d. X 150 mm  (粒

径3ドm)，Imtakt社製，移動相:アセトニトリルー水

(9 : 1)，流速:0.2 mL/min，カラム温度:40
0

C，注入量:

5μL，イオン化法:ESI(-)およびESI(+)，キャピラ

リー電圧:3.0kV，コーン電圧:30V (キシリトールの

ESI(一)のみ20V)，イオン源温度: 130
0

C，デソルベー

ション温度:500
0

C，コーンガス流量:50 L/hr，脱溶媒ガ

ス流量:600 L/hr，測定モード:スキャン (m/z40-400) 

7. 試験溶液の調製

衛生試験法・注解20104)のHPLC法に準じ， Fig. 1に

示した方、法で行った

7.1 液状試料

試料約5gをビーカーに精密に量り，メスフラスコに水

40mLでビーカーを洗いながら移した.エタノール

50mLを加えた後，水を加えて100mLに定容し， 0.45ドm

のフィ Jレター (MERCK社製MillexLH)を通して試験溶

液とした.

7.2 固形試料

試料約5gをビーカーに精密に量り， 65
0

Cの水15mLを

Sample rich in fat or protein 5 g'・・ (7.3L

Add 40 mL of 80% ethanol --
Sonicate for 5 min I 

ドー 2times 
Cool in iced water for 10 min _J 
Centrifuge at 3，000 rpm for 5 min ーっ

(Md303020mLf…J ¥ 
Sonicate for 5 miII _. I金

ドー 3times I不

Cool in iced water for 10 min -------- I 

Centrifuge at 3，000 rpm for 5 min J 

Fig.1. Analytical procedure for sugar alcohols in foods 

(7.1)， (7.2)， (7.3): Refer to Section 7， preparation oftest solution 
*: Biscuit sample 
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加えた後， 5分間超音波処理を行ったメスフラスコに移

し，エタノール50mLを加えた.ビーカーを洗いながら

水を加えて 100mLに定容し 0.45ドmのフィルターを通

して試験溶液とした

7.3 ~旨肪，タンパク質の多い試料

タンパク質，多糖および融点の高い脂肪酸から構成され

ている脂肪を多く含む試料に用いる.

試料約5gを遠沈管に精密に量り， 80%エタノール

40mLを加えた後， 5分間超音波処理を行った氷水中で

10分間冷却した後， 3，000rpmで5分間遠心分離を行っ

た.上清をメスフラスコに移し残誼にさらに80%エタ

ノール40mLを加えて同様の操作を繰り返し上清を合

わせた水を加えて 100mLに定容し， 0.45ドmのフィル

ターを通して試験溶液とした.

なお，ビスケットについては80%エタノール30mLを

加えて超音波処理およひさ遠心分離を行った後，残さにさら

に80%エタノール20mLを加えて同様の操作を2回繰り

返し上記と同様に操作した

結果および考察

1. HPLC条件の検討

HPLC分離カラムとして，スルホン酸型ポリスチレン系

カチオン交換樹脂 (Pb型)を充填した信和化工(株)製の

ULTRON PS-80P (8.0 mm  i.d. X 300 mm) ，移動相に水

のみを使用して，カラム温度および流速による糖アルコー

ルの分離について検討を行った.はじめにメ}カーのアプ

リケーションに示されている 60
0

C，1 mLlminで分析を

行ったところ， Fig.2 (A)に示したようにキシリトールと

D-ソルピトールの分離はやや不十分であった.そこで，カ

ラム温度を 50，60， 70
0

C，流速を 0.7~ 1. 0 mLlminの聞で

分離の程度を検討した Fig.2(B)， (C)， (D) には，それ

ぞれの温度で最も両者の分離が良かった条件でのHPLC

クロマトグラムをに示した.これらのうちカラム温度が

50
0

C，流速が0.85mLlminで両者の最も良好な分離が得

られたため， HPLC分析はこの条件とした.

2. 検量線および定量下限

検量線はD・マンニトール キシリトールおよび、D-ソルビ

トールいずれも 0.1~10 mg/mLの範囲で直線性 (r22主

0.999)が得られた

本法における定量下限は4mg/gであった.

3. 試験溶液の調製および添加回収試験

添加回収試験に用いた各試料のHPLCクロマトグラム

をFig.3に示した.糖アルコールを添加した場合および試

料のみの場合いずれも良好なクロマトグラムが得られた

また，エリスリトールおよび糖アルコール以外の糖類(ス

クロース， D-グルコース， D-キシロース， D-フルクトース)

との分離も良好で、あった.市販のオレンジジュースと

チユ}インガムから検出されたスクロースおよび、D-グル

コース， ヨーグルトとビスケットから干食出されたスクロー

スについても分離できることが分かつた.

食衛誌 Vol.54， No.5 

今回の抽出操作は衛生試験法・注解20104)で示された

アミノ基結合型カラムを用いたHPLC法に準じて行った

ため，本法のHPLC条件では妨害物質等が影響し分析が

良好に行えない可能性も考えられたが. Fig.3に示したよ

うに妨害物質の影響を受けることなく分析できることが確

認できた.

本法に従って，添加回収試験を行った結果をTable1に

示した

回収率はオレンジジ、ユース，ヨーグルト，チューインガ

ムおよび牛乳については. D・マンニトール，キシリトール

および、D-ソルビトールのいずれも 91%以上. CV値3.1%

以下と良好で、あった.しかしビスケットを用いた当初の

添加回収試験ではいずれの糖アルコールも 75%程度と回

収率が低かった.そこで，ビスケットについては. 80% 

エタノールによる抽出を3回繰り返した (30，30， 20 mL) 

ところ. Table 1に示したように82%以上と改善された

以上のことから，ビスケットのように脂肪，タンパク質の

。

Fig.2. 

(A) 

(B) 

10 20 30 40 50 

Retention time (min) 

Effects of column temperature and flow rate of 
mobile phase on HPLC 

Chromatograms of sugar alcohols 
1: D-Mannitol， 2: Xylitol， 3: D-Sorbitol 
Concentration of sugar alcohols: 5 mg/mL 
(A): 60

0

C， 1.0 mL/min， (B): 700C， 0.7 mL/min， 
(C): 60

0

C， 0.85 mL/min， 
(D): 50

0

C， 0.85 mL/min 
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Fig. 3. HPLC chromatograms of sugar alcohols spiked into samples 

1: Sucrose， 2: D-Glucose， 3: D -Xylose， 4: D-Fructose， 5・Erythritol，6: D-Mannitol， 7: Xylitol， 8: D-Sorbitol 
(A): Standard solution of 3 sugars， 5 mg/mL， (B): Orange juice non-spiked， (C): Yogurt non-spiked， (D): 
Chewing gum non-spiked， (E): Milk non-spiked， (F): Biscuit non-spiked， (G): Standard solution of 8 sugars 

0.5 mg/mL， (H): Standard solution of 3 sugars 5 mg/mL， (1): Orange juice spiked (50 mg/g)， (J): Yogurt 
spiked (50 mg/g)， (K): Chewing gum spiked (50 mg/g)， (L): Milk spiked (50 mg/g)， (M): Biscuit spiked 
(50 mg/g)， (N): Standard solution of 8 sugars， 0.5 mg/mL 

Table 1. Recoveries of sugar alcohols spiked into various foods 

Sample 
Spiked level 

D-Mannitol Xylitol D-Sorbitol 
(Analytical 

(mg/g) 
procedure) Recoveries C.V. Recoveries C.V. Recoveries 

Orange juice 50 102.1 2.4 98.8 2.2 100.9 

(7.1) 10 99.9 1.6 97.8 1.2 100.1 

Yogurt 50 100.1 1.2 101.9 1.9 99.1 
(Drink type) 

10 99.1 1.4 93.6 2.2 91.8 (7.1) 

Chewing gum 50 97.5 3.1 96.9 2.3 95.2 

(7.2) 10 100.2 0.4 98.4 1.6 98.1 

Milk 50 102.4 0.8 98.3 1.2 99.1 

(7.3) 10 100.8 1.7 95.9 1.3 96.9 

Biscuit 50 84.3 1.4 82.5 1.5 82.6 

(7.3) 10 87.2 8.7 83.8 6.2 84.4 

C.V. 

1.1 

0.9 

0.5 

1.1 

2.5 

0.8 

1.2 

2.2 

1.4 

7.9 

Quantitation limits: 4 mg/g (%， n=3) 

(7.1)， (7.2)， (7.3): Refer to Section 7， preparation of test solution 

多い固形試料では抽出操作を 3回にすると良いと考えられ は，衛生試験法・注解2010のHPLC法には記載がない

た が， IC法では 78~104% と報告されている.今回，本法

糖アルコール分析における従来法の添加回収結果として における糖アルコールの添加回収結果は 82~103%であ
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り，衛生試験法・注解2010のIC法と同等以上の結果が得

られることが明らかとなった.

4. LC-MSによる確認法の検討

HPLC分析で用いたカラムはMS用のカラムが市販され

ていないため，アミノ基結合型カラムを用い，アセトニト

リル・水系の移動相で分析した実験方法6に示した条件

で分析したところ D-ソルビトールと D-マンニトールの分

離が十分ではなかったが，キシリト}ルを含めた3種の糖

アルコールが10分以内に溶出し， 3種の判別が可能であっ

た.

次にMS条件について検討したイオン化モード，イオ

ン源温度，デソルベーション温度を実験方法6に示した条

件に設定した後，コーン電圧を1O~90Vの範囲で変化さ

せ，良好なイオンが得られる条件を検討した.コーン電圧

50V以上では分子量に関連するシグナルは観測されな

かったが，コーン電圧が1O~40Vでは， ESI(一)で [M

H]一および [M十Cl]-， ESI( +)で [M+Na]七[M+Na+

CH3CN]+に由来するイオンがそれぞれ観測されたさら

ESI(一)

5 10 

仏)

(B) 

(C) 

m/盆:151 

(D) 

m々 :151 

(E) 

15 

ESI(+) 

m/主:175 

m々 :175 

5 10 15 

Retention time (min) Retention time (min) 

Fig. 4. Mass chromatograms of sugar alcohols spiked 

into chewing 伊 m

1: Xylitol， 2: D-Sorbitol， 3: D-Mannitol 
(A): D-Mannitol 1 mg/mL， (B): D-Sorbitol 1 mg/ 
mL， (C): Chewing gum spiked (10 mg/g)， (D): 

Xylitol 1 mg/mL， (E): Chewing gum spiked 
(10 mg/g) 

食衛誌 Vol.54， No.5 

に， ESI(-)では [M-H]-， ESI(+)では [M斗Na]+が

最大となるようなコーン電圧値を検討した.その結果，キ

シリト}ルの ESI(-)ではコーン電圧が20V，それ以外

はコーン電圧が30Vでピークが最大となったことから，

コーン電圧を目的成分ごとに，これらの値に設定して分析

を行った. Fig.4にマスクロマトグラム， ESI(一)および

ESI(+)のマススベクトルをそれぞ、れFig.5とFig.6に示

した.これらのマススベクトルからは， ESI(一)では

[M-H] に相当するイオンがD-ソルピトールおよび、D・マ

ンニトールでm/z181，キシリトールでm/z151に認めら

れた.また， [M+Cl]に相当するイオンがD-ソルピトー

ルおよひtD_マンニトールでm/z217， キシリトールでm/z

187に認められた.一方， ESI( +)では [M+Na]+に相

当するイオンがD・ソルピトールおよび、D・マンニトールで

m/z 205，キシリトールでm/z175， [M+Na+CH3CN]+ 

100 

% 

。

181 
[M-H]" 仏)

Mw:182 I [M+CI]-

1~1 
[M-H]ー

Mw:182 

151 
[M-H]" 

Mw:152 

2.17 
219 

(B) 
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Fig. 5. Mass spectra of sugar alcohols spiked into chew-
mggum 

ESI(ー)， detection limit : 2 mg/g 

(A): D-Mannitol 1 mg/mL， (B): D-sorbitol 1 mg/ 
mL， (C): Xylitol 1 mg/mL， (D): Chewing gum 
spiked (D・mannitol100 mg/g)， (E): Chewing gum 
spiked (D-sorbitol 100 mg/g)， (F): Chewing gum 

spiked (xylitol100 mg/g) 
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Fig. 6. Mass spectra of sugar alcohols spiked into chew-

mggum 

ESI ( + )， detection limit : 2 mg/g 
(A): D-Mannitol 1 mg/mL， (B): D-Sorbitol 1 mg/ 

mL， (C): Xylitol 1 mg/mL， (D): Chewing gum 

spiked (D・mannitol100 mg/g)， (E): Chewing gum 
spiked (D-sorbitol 100 mg/g)， (F): Chewing gum 
spiked (xylitol 100 mg/g) 

に相当するイオンがD・ソルビトールおよび、D-マンニトール

でmlz246，キシリトールでmlz216に観測された.

また，チューインガム試験溶液についても Fig.5， 6に示

したように，糖アルコールの標準溶液と同様のマスクロマ

トグラムおよびマススペクトルが得られ，これらの糖アル

コールがLC・MSで容易に確認できることが明らかとなっ

た.

なお， LC-MSによる確認限度は，いずれの糖アルコー

ルも試料当たり 2mg/gで、あった.

定量性については， LC・MSではマスクロマトグラムの

ピーク形状が悪く， HPLC法に比べて精度が劣ること，ま

た検量線範囲がHPLC法よりも狭いことから， HPLC法

が優れていると結論づけた.

今回検討したHPLC法では，移動相に有機溶媒を使用

せず，従来法では分離が不十分であったD-マンニトールと

かソルピト}ルを完全に分離できたうえ，糖類との分離も

良好で、あった.また，確認法として，簡便なLC-MS法を

用い，短時間に ESI(一)と ESI(+)の両方を確認できる

方法を確立することができた以上の結果は，本法が糖ア

ルコールおよび糖類の一斉分析法として有用であることを

示すものである.

まとめ

移動相に水のみを用いた糖アルコールのHPLC分析法

および誘導体化を行わず直接LC-MSで分析する確認法に

ついて検討を行った. HPLCはスルホン酸型ポリスチレ

ン系カチオン交換樹脂を充填した分析カラムを用い，

50
0

C， 0.85 mLlminで、分析することで， 3種の糖アルコー

ル (D・マンニトール，キシリトールおよび、D-ソルピト-

Jレ)を完全に分離した.また エリスリトールおよび糖ア

ルコール以外の糖類(スクロース， D-グルコース， D・キシ

ロース， D-フルクトース)とも良好に分離できることが明

らかとなった衛生試験法・注解2010に準じた方法で試

験溶液を調製したときの添加回収率は，オレンジジュー

ス，ヨーグルト，チューインガムおよび牛乳のいずれも

91%以上， CV値3.1%以下と良好であった.また，ビス

ケットについては80%エタノールによる抽出を 3回にす

ることで， 82%以上の回収率が得られた LC-MSの測定

ではアミノ基結合型カラムを用い，アセトニトリル・水

(9 : 1)， 0.2 mLlminで、分析した結果， 3種の糖アルコール

の判別が可能で， 10分以内に分析することができた MS

条件はキシリトールのESI(-)ではコーン電圧を 20V，

それ以外はコーン電圧を 30Vにすることで，いずれの糖

アルコールも ESI(一)では [M-H]一， [M+Cl]-， ESI 

(+ )では [M+Na]+，[M十Na十CH3CN]+に由来するイ

オンが観測できた.
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デオキシニパレノール定量用免疫化学分析キットのとうもろとし
含有飼料および飼料原料への適用可能性の検討(報文，英文)

小木曾基樹キ森田剛史原田千里伊佐川聡宮崎裕史
鹿田憲子木村彩子木船信行渡井正俊

食衛誌 54(5)，351-357(2013) 
デオキシニバレノール (DON)定量用のキットをとうもろこ

し加工副産物へ適用するため，前処理法を検討した.市販されて
いるイムノクロマトキット 2種類，エライザキット 3種類を用い
て， 3種類のとうもろこし加工副産物および配合飼料について測
定を行った.得られた定量値を LC-MSによる測定値と比較した
ところ，一部のキットにおいて有意な差が認められた.この要因
として，キット測定における抽出不足が考えられたため，本研究
では振とう時間の違いによる DONの抽出量の変化を調べ，抽出
時間を 20分とした.さらに， とうもろこし加工副産物の抽出液
は酸性を示すことから，抗原ー抗体反応の阻害を考慮し，抽出液
について中和および遠心分離操作を加えることとした これらの
改良により，コーングルテンミールにおいては，すべてのキット
で回収率が80-120%に収まり，良好な真度を示した.さらに，
とうもろこし加工副産物および配合飼料について，各キットの繰
返し試験から算出した相対標準偏差 (RSD)は，最大で 11.3%と
良好な精度を示した したがって，前処理法を改善することによ
り，各免疫化学分析キットはとうもろこし加工副産物および配合
飼料の DONのモニタリングに適用可能であることが検証された.

*一般財団法人日本食品分析センター

野生のトリカブト属植物に含まれるアコニチン類含有量と
マウス毒性およひ加熱による含有量の減少(報文)

笠原義正*伊藤健
沼津聡明和田章伸

食衛誌 54(5)， 364~369 (2013) 
野生のトリカブトの葉や根などに含まれている 4種のア

コニチン類 (AC類)を LC-MSIMSを用いて一斉定量し
た.また，マウスに対する毒性と AC類の定量値との関係
を検討した野生のトリカブトの葉，根，花弁，蜜腺に含
まれる AC類を定量した結果，おのおの 5.9，928.1， 46.1， 
69.8問/gで，根の次に蜜腺の含有率が高かったまた，
市販のはちみつを検査したが， AC類が検出されたものは
なかった. トリカブトの根エキスのマウス毒性と AC類の
定量結果は良い一致を示した.また， AC類が検出されな
かったウゼントリカブトにマウス毒性は観察されなかっ
た. 4種の AC類の加熱による変化では， 0.5分間ゆでた
葉の AC類含有量は 31.6%に 減 少 し そ の ゆで汁に
54.5%移行した.また，メサコニチンを加熱してベンゾイ
ルメサコニンに変化することが確認されたので，これが検
出されてもトリカブト属植物による中毒が示唆できること
が分かつた
*山形県衛生研究所

0-ジク口口ベンゼンを用いたヘッドスペース・ガスクロマ
トグラフィーによるスチレン系ポリマ一中の揮発性物質の
分析法(ノート)

三宅大輔*早川賢治野村孝一
食衛誌 54(5)，374~378 (2013) 

テトラヒドロフラン (THF)およびジメチルホルムアミ
ドに不溶のスチレン系ポリマー中のスチレンなどの揮発性
物質 8成分の定量分析法を開発した.細切した試料 0.1g 
をヘッドスペース (HS) パイアルに採り，内標準物質
50同/mLを含むかジクロロベンゼン (DCB)2 mLを加
えて密栓した.オートサンプラーを用い， 140

0

Cで1時間
加熱後， HSガス 1mLをGCに注入した.シンジオタク
チック・ポリスチレン，スチレンブロックコポリマーおよ
び変性ポリフェニレンエーテルの試料は DCBに溶解また
は分散した.各測定対象物質に対する分離，定量性はいず
れも良好であった添加回収率は 300 問/g の添加で 95~
113%であった.また，本法は THFに溶解する一般のス
チレン系ポリマーにも適用可能であった.一般用ポリスチ
レン，耐衝撃性ポリスチレン，アクリロニトリル/スチレ
ン樹脂，アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン樹脂の
いずれの試料においても，食品，添加物等の規格基準の試
験法と同等の定量値が得られた

*一般財団法人日本食品分析センター

食晶中糖アルコールの HPLC定量法およびLC・MS確認
法(報文)

新藤哲也* 貞升友紀鈴木敬子

田中康一外川明子植松洋子
食衛誌 54(5)， 358~363 (2013) 

食品中の糖アルコール (D・マンニトール，キシリトール
およびD-ソルピトール)を分析する精度の高い HPLC定

量法およびLC-MSを用いた確認法を開発した. HPLCで
は，カラムにスルホン酸型ポリスチレン系カチオン交換樹

脂，移動相に水を用い，カラム温度を 50
oC，流速を

0.85 mL/minとして， 3種の糖アルコールを完全に分離定
量できた.オレンジジュース，ヨーグルト，チューインガ
ムおよび牛乳に添加した 3種の糖アルコールの回収率はい

ずれも 91%以上， CV値 3.1%以下であった.アミノ基結
合型カラムを用い，アセトニトリルー水 (9:1)， 0.2 mL/ 
minでLC-MS分析した結果， Esr(-)では，いずれの糖
アルコ}ルも [M-H]-， [M+Cl]-に由来するイオン，

Esr( +)では [M+Na]+，[M+Na+CH3CN]十に由来す

るイオンが観測され，食品中の糖アルコールを容易に確認
することが可能であった

*東京都健康安全研究センター

ヒトデ粉末摂取によるラットの体重・血液生化学値に与え

る影響(報文)

長谷川真由美*山崎薫馬場 修

食衛誌 54(5)， 370~373 (2013) 

ヒトデ粉末摂取の影響を観察するために，ヒトデ粉末入

り飼料をラットに摂取させ， 67日間観察した体重増加，

脂質代謝にかかわる生化学値ならびに肝機能に関する酵素

の活性を測定し，安全性について検討した1.ヒトデ粉

末摂取による体重変化には有意な差は認められなかった

2. 臓器重量にヒトデ粉末摂取による影響は観察されな

かった 3. ヒトデ粉末摂取は，今回の実験では脂質代謝，

肝機能，タンパク質栄養に影響を認められなかった

*東京家政学院大学現代生活学部健康栄養学科

液体クロマトグラフィー質量分析によるムクナ含有健康食

品中の DOPAの光学異性体分析(ノート，英文)

長谷川貴志* 高橋和長 吹誇友秀

西傑雅明元木裕二

食衛誌 54(5)， 379~383 (2013) 
液体クロマトグラフイー質量分析によるムクナ含有健康

食品中の DOPAの迅速な光学異性体分析法を開発した.

DOPAの抽出は，抽出液として 1%ギ酸溶液を用いた超音

波抽出法で行った.カラムは光学活性クラウンエーテルカ

ラムを用い，移動相はギ酸溶液 (pH2.0)を用い，カラム

温度は 30
0

Cに設定した.内標準物質として L-DOPA-

ring-d3を用い，イオン化は Esrポジテイブモードで行っ

た.添加回収試験 (50および500問/g添加)を行ったと

ころ，回収率は 97.5~101.3%，併行精度と室内再現精度
は7%以下であり良好な結果が得られた本試験法を市販

健康食品 14製品に適用したところ， L-DOPAは1カプセ

ルまたは錠当たり 0.88~12.8 mg検出されたが， D-DOPA 

はいずれの製品からも検出されなかった.

*千葉県衛生研究所
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