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およびアシルカルニチン含有量の測定
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Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry 

Measurement of Free and Acylcarnitine 

Content in Venison 
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School of Human Science and Environment. University 

of Hyogo， 1-1-12 Honcho， Shinzaike， 

Himeji， Hyogo 670-0092 

Carnitines exist as eith巴rfree carnitine or acylcarnitine 

bound to a fatty acid. However， most of the acylated forms are 

found only in minuscule amounts， and thus not easy to 

separate， detect and quantify. Therefore. th巴 purposeof the 
present study was to determine the quantity of free carnitine 

and acylcarnitine in venison (round primal cut) using liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) 

Fre巴 carnitine and four acylcarnitines (acetylcarnitin巴，
hexanoylcarnitine. myristoylcarnitine and palmitoylcarnitine) 

were detected. These r巴sultssuggest that venison contains 

more free carnitine and acylcarnitines than b巴ef.pork and 

chicken. CReceived J ul. 2. 2012 ; Accepted Sep. 11，2012) 

Keywords : venison. round. free carnitine. acylcarnitine. liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry 
キーワード.シカ肉，もも肉，遊離カルニチン，アシルカルニチン，

高速液体クロマトグラフィーータンデム質量分析計

近年，野生のニホンジカの個体数が増加し農林業被害

が深刻化しており，自然環境と生物多様性を保護・保全す

るために，ニホンジカの個体数調節が行われている目 しか

し捕獲後の処理方法として食品として利用されることは

少なく，廃棄されている現状にある山一方で，天然のニホ

ンジカは牛肉や豚肉と比較して，脂質含量が低く，鉄分や

タンパク質などの栄養素を多く含んでいる3)ずまた， n-6 

系脂肪酸と n-3 系脂肪酸比率 (n-6/n-3) では，牛肉12.05~

56.91 に対してシカ肉1.88~4.28と有意に低いことが示され

ている可 n-6/n-3摂取比率が上昇すると動脈硬化などの生

活習慣病やアレルギー疾患を引き起こしやすいとの報告8)

があることから，疾患予防に役立つ食肉としてシカ肉の利

用が期待される円また，牛肉などその他の肉と比較して，

シカ肉には筋肉におけるエネルギ一発生に関わる機能性ア

ミノ酸として注目されているカルニチンが多く含まれてい
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るそカルニチンは，脂肪酸を運搬する特殊なアミノ酸の一

種であり， ミトコンドリアにおける脂肪の代謝およびそれ

に伴うエネルギ一発生に深く関わっていることから円運

動・ダイエットとの関係が注目されている9)

カルニチンは，遊離カルニチンと 3位の水酸基に脂肪酸

が結合したアシルカルニチンとしても存在する 上述した

ように，カルニチンは， s酸化によりエネルギー (ATP)

を得るため脂肪酸を細胞質からミトコンドリア内に運ぶ重

要な物質である円長鎖脂肪酸単独ではミトコンドリア内

に入ることができないが， 3位の水酸基に脂肪酸が結合し

たアシルカルニチンの状態になると，キャリアータンパク

質を介してミトコンドリア内膜を通過することができる?

アシルカルニチンの中でも アセチルカルニチンは脳機能

向上ωや疲労・ストレス軽減山5)などの機能性を有すると

されているが，その他のアシルカルニチン類については量

も少なく検出・定量法も充分に検討されておらず，機能性

も明らかではない.

これまで食品中のカルニチン量の測定方法としては，酵

素法が多く用いられており，遊離カルニチンのみ測定する

か，脂肪酸を切断することにより総カルニチンとして測定

することしかできなかった山6) その他には j夜体クロマト

グラフィ一法山において，食品中の遊離カルニチン測定は

されているが，遊離カルニチンと種々のアシルカルニチン

を分別し，一斉分析している方法はほとんどなく，充分な

検討がされているとはいえない しかしヒトの代謝異常

症のスクリーニングとして アシルカルニチンが測定され

ている.例えば，アシルカルニチン分画分析法国や分離を

伴わない質量分析法であるエレクトロスプレーイオン化タ

ンデム質量分析計 (ESI-MS/MS) などを用いた方法則~引

分離を伴う質量分析法である高速液体クロマトグラフーエ

レクトロスプレーイオン化タンデム質量分析計 (LC-ESI

MS/MS)などを用いた方法22)23) により種々のアシル体が分

別検出されている.機能性を有するとされるカルニチン，

アセチルカルニチンおよびその他のアシルカルニチンが，

シカ肉に含まれる量を明らかにすることは，今後のシカ肉

有効利用のための重要な情報となる.

そこで，本研究では，高速液体クロマトグラフィータン

デム質量分析計 (LC-MS/MS) を用いてシカ肉(部位・も

も)からの遊離カルニチンおよびアシルカルニチンの含有

量の測定，シカ肉と牛肉，豚肉，鶏肉とのカルニチン量の

比較を行った

1. 実験方法

(1)試料

本研究で用いたシカ肉は兵庫シカ肉ガイドラインに沿っ

て解体処理が行われたもので，食肉処理業と食肉販売業の

許可のある業者を経由し購入した兵庫県で平成 22年 11

月に捕獲されたオス・メス各 l頭，平成 23年 9月に捕獲さ

れたオス・メス各 1頭，それぞれ推定年齢3歳のももミン
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チ肉(冷凍後解凍)を測定試料として用いた.牛肉，豚肉，

鶏肉は，平成 23年 9月および平成 24年 5月に同ーのスー

パーマーケットで購入した市販のオーストラリア産牛肉，

国産豚肉，国産鶏肉を使用した(計2個体ずつ) いずれも

部位は， ももブロック肉(赤肉，生)である.

(2)試料調製

各試料約 10gを，乳鉢の中で液体窒素により凍結を行い

ながら，乳棒ですり潰し粉末状にしたそれぞれ 7~10

mgずつ(シカ肉は l個体から 2点ずつ，午肉・豚肉・鶏肉

は1個体から 4点ずつ採取)エツベン管に入れた.そこに，

1Mリン酸三水素カリウムを 20μl加えた後， 7種類の安定

同位体(2Hgーカルニチン :152.0 nmol/ml， 'H3ーアセチルカル

ニチン:38.0nmol/ml， 2H3ーブPチリルカルニチン・7.6nmol/ml，

'Hgーイソパレリルカルニチン :7.6 nmol/ml， 'H3オクタノ

イルカルニチン:7.6nmol/ml， 2Hg一ミリストイルカルニチ

ン・ 7.6nmol/ml， 'H3ーパルミトイルカルニチン:15.2 

nmol/ml) を含む内標準物質混合溶液 1ml (Cambridge 

Isotope Laboratories， Inc.， NSK-B)をメタノールで 10倍希

釈したものを含むアセトニトリル/メタノール (3/1) を

500μl加え，ホモジナイズ(I.S.O.Inc.226AMX) を1分間

および超音波処理(超音波洗浄器:株式会社エスエヌディー

US-2) を2分間行った後，遠心分離(株式会社久保田製作

所 KUBOTA3700) を14000xg，4
0

Cで20分間行い，上清

を回収し，遠心エパポレーター (EYELA製 UNITRAP

UT-2000) に約 2時聞かけた さらに，アセトニトリル/

メタノール (3/1)を100μl加え超音波処理を 2分間行い，

遠心分離を 14000xg，4
0

Cで20分間行った後，上清 5μlを

アセトニトリル/メタノール (3/1)で 100倍または 1000

倍希釈したものを分析試料とした本研究における試料調

製は，丈献沼)を参考にして処理した

(3)測定方法

シカ肉および牛肉，豚肉，鶏肉からの遊離カルニチンお

よびアシルカルニチンの検出・定量を行うために高速液体

クロマトグラフィータンデム質量分析計 (LC-MS/MS)

を使用した. HPLC (Agilent製， Agilent 1100 Series)の分

離においては，親水性相互作用クロマトグラフィー

(HILIC) ，カラム (SeQuant製， ZIC-HILIC 2.l x 150 mm， 

粒子径3.5μm)を用い，溶出溶媒は，溶媒AにlOm Mギ酸

アンモニウム (pH6.7)，溶媒Bにアセトニトリルを使用し，

流速0.l5ml/min，注入量 5μ1，カラム温度 25
0

Cで行った

MS/MSとしては四重極型の質量分析計 (AppliedBio-

systems製， API3000)を使用し測定モードとしては選択

反応モニタリング (SRM法)とした.イオン源はターボス

プレーでポジテイブモード，ターボガス流量 7000ml/min， 

温度 450
0

Cで測定した.グラジ、エントプログラムは， Omin 

(A20%)， 10min (A80%に14min(A80%)， 15min (A20 

%)， 29min (A20%)とした 各プリカーサーイオン (Q1)

とプロダクトイオン (Q3)の m/なおよびコリジョンエネ

Table 1 Measurement condition of SRM 

Compound Q1 (m/を) Q3(m/を) CE 

free carnitin巴 162.1 102.9 16 

acetylcarnitin巴 204.1 84.8 18 

hexanoylcarnitin巴 260.2 84.9 22 

myristoylcarnitin巴 372.3 84.9 25 

palmitoylcarnitin巴 400.3 84.9 25 

fre巴 carnitine* 171.1 102.9 16 

ac巴tylcarnitin巴本 207.1 84.8 18 

butyrylcarnitin♂ 235.2 84.8 20 

isoval巴rylcarnitineネ 255.2 84.9 22 

octanoylcarnitine* 291.2 84.9 25 

myristoylcarnitin♂ 381.4 84.9 25 

palmitoylcarnitin♂ 403.3 84.9 25 

The selected Q1/Q3 transitions and their CE for carnitines 

are listed 

* mark shows stable isotop巴

CHヌ O
1 11 

H3C -N+一一 CH一一CH2一一C一一OH

CH3jR 

Fig， 1 Structural formula of carnitines 

fr巴ecarnitine (R : H)， acetylcarnitine (R : C2H30)， hexanoyl-
carnitine (R: C6 Hu 0)， myristoylcarnitine (R: C14 HZ7 0)， 

palmitoylcarnitine (R : C16H310) 

ルギー値 (CE) をTable1に示した測定項目としては，

遊離カルニチンとアシルカルニチンであるアセチルカルニ

チンヘキサノイルカルニチン ミリストイルカルニチン，

パルミトイルカルニチンの 5種類を測定したこれら 5種

類のカルニチン類の構造式を Fig.1に示した.ヘキサノイ

ルカルニチンにおいては，近い溶出位置の'Hgーイソパレリ

ルカルニチン (7.6nmol/ml)を標準物質として定量を行っ

た標品は， Lカルニチン塩酸塩(ナカライテスク株式会

社)，。アセチル L カルニチン塩酸塩 (Sigma-Aldrich

Corporation)， DL塩化ヘキサノイルカルニチン (Sigma-

Aldrich Corporation) ， ミリストイル DL塩化カルニチン

(Sigma-Aldrich Corporation)，ノ¥)レミトイル一DLーカルニ

チン塩酸塩(ナカライテスク株式会社)を用いた これら

標品は， 0.3， 1.0，3.0， 10，30， 100，300， 1000 nmol/lの8種類の

濃度を用いた目シカ肉と牛肉，豚肉，鶏肉とのカルニチン

量比較における有意差の検定は， P ASW Statistics17 (エ

ス・ピー・エス・エス，東京)を用いて，一元配置の分散

分析を行い， Tukeyの多重比較 (α=0.01，0.05)を行った

2. 実験結果および考察

(1) カルニチン量

検量線は， 0.3nmol/lから 1000nmol/lの範囲で r=

0.9987 ~ 1.0000であったまた，定量限界は S/N比を用い

て算出した (S/N= 20). 遊離カルニチンは， lOnmol/lで
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Fig. 2 Separation and detection of carnitines in venison 

i )， free carnitine; ii)， acetylcarnitine ; iii)， hexanoylcarnitin巴 iv)，rnyristoylcarnitine; v)， palrnitoylcarnitine. 

一一， carmtmes m vemson ;山町一， standard ( i)， ii): 1000 nmol/l， iii): 300 nrnol/l， iv)， v): 3 nmol/l) 

あった アセチルカルニチン ヘキサノイルカルニチン，

ミリストイルカルニチン パルミトイルカルニチンにおい

ては， lnmol/lであった.

シカ肉および標品 (Standard)から検出されたカルニチ

ン類を Fig.2に示した.遊離カルニチンに加えて，アシル

カルニチンであるアセチルカルニチン，ヘキサノイルカル

ニチン， ミリストイルカルニチン，パjレミトイルカルニチ

ンについてな本実験の測定方法を用いることにより検

出・定量できた.各カルニチンの溶出位置は，遊離カルニ

チン11.7min，アセチルカルニチンlO.5min，ヘキサノイル

カルニチン6.4min ミリストイルカルニチン4.6min，パル

ミトイルカルニチン4.5minであった目シカ肉からの検出

量は，遊離カルニチン，アセチルカルニチン，ヘキサノイ

ルカルニチン，パルミトイルカルニチン， ミリストイルカ

ルニチンの順に多かった

シカ肉と牛肉，豚肉，鶏肉との各カルニチン量の比較を

Table 2に示した

遊離カルニチンは，シカ肉に最も多く含まれており，次

いで牛肉であった 豚肉，鶏肉においても少量ではあるが

検出された遊離カルニチンは，これまでにも酵素法を用
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Table 2 Comparison of carnitines with four meats examined 

samples(μmol/l00 g) free carnitine acetylcarnitine hexanoylcarnitine myristoylcarnitine palmitoylcarnitine 

vemson 329.2士23.5a 107.5::!::31.4a l. 71::!::0.80a 0.0071士0.0050ab 0.0176::!::0.01l3ab 

beef 210.1士45.6b 54. 4::!::30. 7b 0.27士0.17b O. 0128::!::0. 0081 b 0.0272::!::0.0135b 

pork 33.6::!::8.2C 2.9::!::l.2C 0.29士0.20b o . 0012::!:: 0 . 0007a o . 0040::!:: 0 . 0009a 

chick巴n 6.4::!::2.2C 2.5::!::l.5C 0.38士0.32b 0.0008土0.0005a O. 0059::!::0. 0010a 

Values followed by a different letter within a column are significantly differ巴nt(声<0.01).

いた測定法などによって検出・定量されている.田島9ω引州)凡川1叩0

によると'遊離カルニチン量はシカ肉(部位:もも)・ 356.2

μmol/100g，牛肉(部位:もも): 194.4 )..lmolllOO g，豚肉

(部位:ロース)・ 117.3)..lmolllOO g，鶏肉(部位:手羽)目

80.3μmolllOOgとされている.本研究では，シカ肉:329.2 

)..lmolllOOg，牛肉目 210.1μmol/lOOg，豚肉:33.6 )..lmo1l100 

g，鶏肉:6.4μmolllOOgとなり，シカ肉と午肉においては，

田島の報告9) と近似していた豚肉と鶏肉においては，測

定部位が異なったことにより，結果に差が生じたと考えら

れる目

アセチルカルニチンについても，シカ肉に最も多く含ま

れており，次いで、牛肉であった 豚肉と鶏肉にも含まれて

はいたが，少量であった.脳機能向上13)や疲労・ストレス

軽減山5) などの機能性が示唆されているアセチルカルニチ

ンを他の肉よりも多く含むシカ肉は，機能性食品としての

活用が期待できる.

ヘキサノイルカルニチンは シカ肉に最も多く含まれて

いた 牛肉，豚肉，鶏肉においては，少量含まれていた

一般的に，炭素を 6つ持つ脂肪酸は不快臭を持つとされて

いる.シカ肉は，不快臭の原因となるヘキサナールを多く

持つとされているや短鎖脂肪酸であるヘキサン酸を構成

成分として有するヘキサノイルカルニチンが他の肉よりも

シカ肉に多く存在したことは，シカ肉が持つ不快臭の一因

である可能性もあるが，さらなる検討が必要で、ある

ミリストイルカルニチンとパルミトイルカルニチンにお

いては，牛肉に最も多く含まれており，次いでシカ肉であっ

た.豚肉と鶏肉においては 微量ではあるが検出された.

ミリストイルカルニチンとパルミトイルカルニチンは，他

の測定したカルニチンと比較すると，微量しか含まれてい

なかった.カルニチンは，生体内では 10%程度がアシル

化されており，その大部分がアセチルカルニチンとして存

在しているとの報告25) もあり，アセチルカルニチン以外の

アシル体は微量しか含まれていなかったと推測される.

(2)全体的な考察

本研究の測定方法を用いることによって，親水性物質で、

ある遊離カルニチンに加えて，アセチルカルニチン，ヘキ

サノイルカルニチン，ミリストイルカルニチン，パルミト

イルカルニチンなとε疎水性の高いアシルカルニチン類を検

出・定量することができた

本研究で用いたシカ肉の総カルニチン量は0.12g/100g

(高速液体クロマトグラフ法)となり，田島の報告9) による

シカ肉の総カルニチン量O目1174g/100g(酵素法)と同じで

あった.本実験で測定したシカ肉の 5種類のカルニチン量

合計は， 0.076 g/100 g (高速液体クロマトグラフィータン

デム質量分析法)となった 総カルニチン量や田島の報告

は，遊離カルニチンと本実験で用いた 5種類以外のアシル

カルニチンも合わせて測定した結果であることから，本実

験の測定結果よりも高い値になったと考えられる.しか

し遊離カルニチン量の検出量は田島の報告9) と同程度で

あることから，本実験においてアシル体が 40%程度検出

されていないと考えられる このことより，アセチルカル

ニチン以外のアシル体は微量であると報告却されている

が，本実験で測定したアシルカルニチン以外に，高濃度合

まれるアシル体が存在する可能性もあると示唆される

よって，さらなる検討が必要である.

遊離カルニチンおよび短鎖脂肪酸が結合したカルニチン

であるアセチルカルニチン，ヘキサノイルカルニチンは，

シカ肉に多く含まれていたが，長鎖脂肪酸が結合したカル

ニチンであるミリストイルカルニチン，パルミトイルカル

ニチンは，シカ肉よりも牛肉の方に多く含まれていた.各

肉の短鎖脂肪酸が結合したカルニチンであるアセチルカル

ニチンとヘキサノイルカルニチンの合計量，長鎖脂肪酸が

結合したカルニチンであるミリストイルカルニチンとパル

ミトイルカルニチンの合計量を Table3に示す.

本実験の結果より，シカ肉と牛肉に多く遊離およびアシ

ルカルニチンが含まれていることが示された このこと

は，豚肉や鶏肉と比較して，牛や羊などの反努を行う草食

動物の肉にカルニチンが多く含まれているという報告とも

一致している 14) さらに，カルニチン含有量とミオグロビ

ン含有量との関係が深いとの報告部)もあり， ミオグロビン

含有量が高い肉にカルニチンが多く含まれると考えられて

いる.シカ肉は赤身の強い肉であり，鉄分4.6mg/100gと

多く含むことから， ミオグロビン含有量が高いことが予想

される.よって，カルニチンが多く含まれていると考えら

れる.

シカ肉においては，遊離カルニチンに加えてアシルカル

ニチンも，多く含まれていた.カルニチンは， リジンとメ

チオニンから生合成されるが，その合成能力は，加齢とと

もに減少するとされているωさらに，ヒトの骨格筋中の

カルニチン量の加齢による変化は，遊離カルニチンよりも
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Table 3 The total amount of acylcarnitine with short-chain and long-chain fatty acid 

sample acylcarnitine with short-chain fatty acid acylcarnitine with long-chain fatty acid 
(μmol/l∞g) (acetylcarnitine + hexanoylcarnitine) (myristoylcarnitine + palmitoylcarnitine) 

venison 109. 2::!:74. 8a 0.0247::!:0. 0071 ab 

beef 54.6::!:38.3ab 0.0400::!:0.0102a 

pork 3.2::!:1. 9b 0.0052::!:0.0020b 

chicken 2.9::!:1.5b 0.0067士0.0036b

Values followed by a differ巴ntletter within a column ar巴 significantlydifferent (声<0.05).

アセチルカ Jレニチンの減少が激しいとされているザこの

ことからな加齢とともに，減少するカルニチンを体内に

供給するために，食事から補うことが推奨されている 10)

さらに，アセチルカルニチンは，血液脳関門を通過するこ

とができ，脳機能を高める可能性が示唆されているザヒ

トでは加齢とともにアセチルカルニチンが減少するという

報告10) もあり，このことは，加齢とともに脳機能が低下す

ることの原因のーっとして考えられている?また，ラッ

トによるアセチルカルニチンの経口投与によって，脳のア

セチjレカルニチン合成量が有意に増加するとの報告例もあ

るやこれらのことから，遊離およびアセチルカルニチン，

その他のアシルカルニチン類のいずれにおいても多く含ま

れるシカ肉は，機能性食品としての活用が期待できる.

3. 要約

本研究では，シカ肉の食資源としての有効利用を目的と

して，近年，機能性アミノ酸として注目されているカルニ

チンについての定性および、定量的な検討を行った

カルニチンには，遊離カルニチンと脂肪酸が結合したア

シルカルニチンとしても存在するが，アシル体の多くが微

量で，今までの酵素法などを用いた測定法ではそれぞれを

分別して検出することができなかった 本研究では. LC-

MS/I¥屈を用いることによって，遊離カ jレニチンおよびア

シルカルニチンであるアセチルカルニチン，ヘキサノイル

カjレニチン， ミリストイルカルニチン，パルミトイルカル

ニチンの 5種類をシカ肉から検出することができた.さら

に，シカ肉と牛肉，豚肉，鶏肉とのカルニチン量の比較を

行った結果，遊離およびアシルカルニチンのいずれにおい

てもシカ肉と牛肉に多く含まれていた.遊離カルニチンと

短・中鎖脂肪酸が結合したカルニチンにおいては，シカ肉

に多く含まれており，長鎖脂肪酸が結合したカルニチンは，

シカ肉よりも牛肉に多く含まれていた.本研究の測定方法

を用いることによって，遊離カルニチンに加えてアシルカ

ルニチン類をシカ肉から検出することが可能となった さ

らに，シカ肉に遊離カルニチン，アセチルカルニチンが多

く含まれることが示され脳機能向上などの機能性が期待

されるアセチルカルニチンを多く含むことから，シカ肉の

機能性食品としての可能性を見出すことができた
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