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イムノアフィニティーカラム-HPLC法による稲ワラ中のゼアラレノンの検出法の検討

川村理・谷口知晶

Determination of Zearalenone in Rice Steaw by an Immunoaffinity Column四 HPLCMethod 

Osamu Kawamura and Chiaki Taniguchi 

Abstract 

Analysis of zearalenone (ZEN) in rice s凶 wwas possible by the following methods. Powderd rice straw (5 g) 

was added to 80 mL of methanol : water (70+30 v/v) ，and blended at 10，300 rpm for 5 min. The extract was diluted 

10 times with PBS and applied immunoaffinity column (IAC). The eluate was analyzed by HPLC. We detected 997 

and 1，534 ppb of ZEN in rice straw for commercial gardening. This result suggested the possibility that the rice straw 

for feed was contaminated with comparative high concentration of ZEN. 
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緒 Eコ

ゼアラレノン (zearalenone，ZEN) は，Fusarium gra-

mznearumなどが産生するマイコトキシンで，高頻度に

麦類やトウモロコシをはじめとする穀類や家畜飼料汚染

が報告されている (11 ZENは致死性の急性毒性はそれほ

ど強くないが，女性ホルモン作用を有し， ZENの混入し

た飼料を摂取した家畜に過エストロゲン症を引き起こ

し外陰部および乳房の腫れ，子宮肥大，卵巣の変化と

不妊症などを引き起こすことが知られている 12-31 その

ため，家畜の繁殖障害の原因物質の 1っと考えられてい

る日本で稲ワラを家畜飼料として用いているが，稲ワ

ラからFusarium属菌が検出されることがありぺ稲ワラ

のZEN汚染が懸念されている.そこで，以前確立したイ

ムノアフィニティーカラム (IAC)-HPLC法引が稲ワラ

のZEN検出に適用できるかを検討し稲ワラのZEN測定

法を確立した.

材料および方法

材料

ZENシグマアルドリッチ社製を用いた HPLCの移動

相は和光純薬社製のHPLC用試薬を，その他の試薬は特

級又は同等品を用いた 稲ワラは園芸用市販品を用い

た. ZEN.2抗体結合IACはJ11村と江本の方法(6)Iこ従って

作製した.

稲ワラへのZEN添加回収実験①

ZEN.2抗体結合ゲル0.3mLをムロマックカラムS(室

町化学)に充填し， IACを作製した稲ワラからの抽出

は， まず，江本らの方法(日の粗飼料(オーツヘイとパ

ミューダグラス)のZEN分析法に準じて行った.

すなわち，稲ワラはハサミで0.5cm程度に裁断後，

プレンダーで粉砕した.粉砕した稲ワラ 5gをサン

プルカップに秤取り， ZENを2.500ppb添加したサン

プルと未添加のサンプルを調製した.アセトニトリ

ル:水 (84+16， v/v) 75 mLを加え， 15分間超音波をか

け，シェーカー (ALMIGHTYSHAKER AS-1 )で30分

200 rpmで、振とうした.この操作を2回繰り返した. AD-

VANNTECのNo.5Cのろ紙でろ過しろ液をO.OlMリン酸

緩衝生理食塩水pH7.3 (PBS)で10倍希釈し GA-55のガ

ラス繊維ろ紙でろ過した

IACにPBSを10mUfrEして平衡化後，抽出希釈ろ液10mL

を負荷した. PBS (10 ml)でカラムを洗浄後，メタノール

(3mL)でZENを溶出した溶出i夜は，遠心エパポレーター

で40tで減圧乾国後， 250μlのアセトニトリル:水(40+60，

v/v)に再溶解後，回LC分析を行った回LCは，カラム:

CAPCELLLLCsDD 4.6 mm x 250 mm粒子経5μ.m，流速・ 1
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mL/min，検出波長:274nm (励起)， 465nm (蛍光)，移動

相・アセトニトリル:水 (40十60，v/v)，カラムオーブン:

40
0

C，蛍光検出器温度25
0

C，注入量20μLの条件で行った

稲ワラへのZEN添加回収実験②

粗飼料(オーツヘイとパミューダグラス)の方法はそ

のまま適用できなかったので 抽出溶媒をメタノール:

水 (70+30，v/v)，抽出溶媒の量を80mLと減圧乾国後に

再溶解する容量を lmLに変更しその他は上記の条件

で，再度添加回収実験を行った

稲ワラへのZEN添加回収実験③

上記の方法では，クロマトグラムはほぼ良好で、あった

が，回収率が低かったので，振とう抽出をオスターブレ

ンダー10，300rpmで5分間撹#抽出する方法に変更し

その他は上記の方法と同様に，添加回収実験を行った

結果及び考察

稲ワラへのZEN添加回収実験①

粗飼料(オーツヘイとパミューダグラス)の方法を

稲ワラにそのまま適用した場合， 2，500 ppb添加したZEN

を確認することができなかった. ZENのピークがリテン

ションタイム20-22分には，爽雑物ピークはなかったが，

全体的にHPLCのクロマトグラムに爽雑物ピークが多

2 

10.012.515.017.520.022.525.0 27.5min 

Fig.1 ZEN標準品 (200nglmL)のHPLCクロマトグラム

0.0 2.5 5.0 7.5 10.012.515.017.520.022.525.0 27.5mi円

Fig.2 ZEN (2，500 ppb)を添加し稲ワラからアセトニト
リル:水 (84+16， v/v)で振とう抽出後， IACで
クリーンアップしたサンプルのHPLCクロマト
グラム

く， リテンションタイム 2-17分の聞にさまざまなピー

クが検:出された (Figs.1と2) すなわち，オーツヘイ

とパミューダグラスの方法は そのまま稲ワラには適用

できなかった.

稲ワラへのZEN添加回収実験②

そくで，抽出溶媒をいくつか検討した結果，メタノー

ル水 (70+30，v/v) を用い，抽出溶媒の量を80mLに

増やし減圧乾国後に再溶解する容量を lmLに変更し

再度添加回収実験を行ったその結果 (Table1)，未

添加の稲ワラAから，平均1，185ppbのZENが検出され，

800 ppbと1，600ppb添加した際の回収率は平均で，それ

ぞ、れ， 40.1%と67.4%であった.また，クロマトグラム

のほぼ良好で、あった.

Table 1 メタノール:水 (70十30，v/v) で振とう抽出で
の回収率 (nニ 3)

サンプル ZEN検出量:!::SD (ppb) 回収率(%)

未添加 1，185士216
800 ppb添力日 1，505士 84 40.1 
1600 ppb添力日 2，263:!:: 77 67.4 

稲ワラへのZEN添加回収実験③

上記の方法では，回収率がやや低かったので，振とう

抽出をオスターブレンダー10，300rpmで5分間撹枠抽出

する方法に変更しその他は上記の方法と同様に，添

加回収実験を行ったその結果 (Table2， Fig.3と4)， 

未添加の稲ワラBとCから，それぞれ平均997と1，534ppb 

のZENが検出された.また， 800 ppbと1，600ppb添加し

た場合の回収率は平均で，それぞれ， 102.7%と90.4%

で，ほほ良好な回収率であった また，クロマトグラ

ムのほぼ良好で、あった.稲わらのZENの測定法を確立し

fこー

家畜飼料中のZENの暫定規制値は 1ppm (1，000 ppb) 

であり，園芸用市販稲ワラから， 997と1，534ppbのZEN

が検出されたことは，家畜飼料用の稲ワラも暫定規制値

を超えている可能性も示唆される.今後，家畜飼料用の

稲ワラについての汚染調査を行う予定である

Table 2 メタノール水 (70+30，v/v)でブレンダ-;j:aJ
出での回収率 (n=3) 

サンプル ZEN検出量:!::SD(ppb) 回収率(%)

未添加A 997士 63
Aに800ppb添力日 1，819:!:: 169 102.7 

未添加B 1，534:!:: 161 
Bに1，600ppbi~力日 3，059:!:: 175 90.4 
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Fig. 3 ZEN (l.6 ppm)を添加し栢ワラからメタノーlレ
水 (70+30. v/v) でプレンダー抽出後， IACで
クリーンアップしたサンプルのHPLCクロマト
グラム

摘 要

メタノール水 (70+ 30， v/v) を粉砕した稲ワラ 5g 

に80mL加え，オスターブレンダー10，300rpmで5分間撹

枠抽出することで， IAC-HPLC法で稲ワラ中のZENの測

5 

002550751001ilι正d』け1ithiolki5260275min 

Fig.4 ZEN未添加稲ワラAからメタノール水 (70+30，
v/v) でブレンダー抽出f麦， IACでクリーンアッ
プしたサンプルのHPLCクロマトグラム

定法を確立した 本法で 園芸用市販稲ワラを分析した

結果， 997と1，534ppbのZENが検出されたこのことは，

家畜飼料用の稲ワラが， ZENの暫定規制値は 1ppm可能

性を示唆した
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