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医薬品と亜硝酸塩との反応によるN一ニトロソ化合物

　　　　　　の生体内生成の可能性について

谷村顕．雄・酒井綾子

PosslbiKty　of　fη励。　Formation　of　N」Nitroso　Compound3　f｝om　Drugs　and　Nitrite

Akio　TAN：MuRA　and　Ayako　SAKAI

　FormatiQn　of革nitroso　compounds倉om　amines　alld　nftri亡e　has　been　demonstrated　in　chemical　sys亡ems

and　also　in　the　stomach　of　animals．　SQme　dmgs　contain　secondary　amino，　tertiary　amino，　N」monoalky1・

amido　or　Aワ》」dialkylamido　groups．　The　oral　administration　of　thcse　drugs　could　be　expectcd　to　give

rise　to革nitroso　compounds　by　the　reaction　with　nitrite　in　the　human　stomach，　since　nitrite　is　contained

in　lnany　kinds　of　R）ods　and　human　saliva．　In　th五s　rev三ew　the　lbllowing　will　be　discussed；貴）rmatioa　of蕗

nitroso　compounds∬om　drugs　and　nltrite加コ髭ro　and　fπ痂。，　carcinogcnicity　ofハ乙nitroso　derivat三ves　fbrmed

仕om　drugs，　carcinogenesis　by　simultaneous　oral　administratiQn　of　drugs　and　nitrite　in　experimental　animals，

and　inhibitive　e旺bct　of　ascorbate　on　NLnitroso　compounds　fbrmation．

　1，N一ニトロソ化合物について

　ニトロソジメチルアミン（NDMA）がラット肝臓に

対して強力な癌原性を示すことが，1956年，Mageeと

Barnes1，によって発表されて以来，1V一曲トロン化合物

は注目されるようになった．現在では，その多くが魚

類からサルに至るまでの多くの動物に対して強力な癌

原性を示し，その癌原性は臓器特異性を有することが

知られている2鮨の．

　1957年，Norwayで多数の家畜が急性肝障害で死亡

する事故が起きた．その原因は，保存料として飼料中

のニシンに添加された亜硝酸塩と，ニシンの成分であ

るジメチルアミンとから生じたNDMAであることが

判明した5）．亜硝酸塩は食品添加物として広く各国で

使用されているため，この事故以来，食品衛生の分野

でも亙一ニトロソ化合物は注目を集めてきたが，その

後の研究で，食品中に存在する1V一ニトロソ化合物の

量は，当初予想されたよりも少いことが明らかになっ

てきている6噌9．N一ニトロソ化合物は，タバコやタバ

コの煙，大気中にも存在することが明らかにされてい

るが，その濃度は，タバコ中のニトロソノルニコチン

（2～90μg／g）を除けば，特に高い値を示すものではな

し、10曜13）●

　2V一二トロン化合物とヒトの癌との関係において次

に問題とされたのは，ニトロソ化され得る化合物と亜

硝酸塩との同時摂取による1匹ニトロソ化合物の生体

内生成である14）．

　二級アミンが酸性で亜硝酸と反応してN一望トロン

化合物を生ずることはよく知られている．三級アミン

については，かつて亜硝酸と反応しないとされ，成書

にも一般にそのように記されてき’た，しかし，最近の

研究で，三級アミンや一級アミンもまた適当な条件下

では，万一ニトロソアミンを生ずることが明らかにな

ってきた15噌18）．二級アミンと亜硝酸との反応は，次

の式にしたがって進行すると考えられている．

　　　2HNO2；＝±N203十H20　　　　　　　（1）

　　　R2NH十N203・一→R2N・NO十HNO2　（2）

　　　rate＝κ1〔R2NH〕〔HNO2〕2　　　　　　　（3＞

　反応速度は，塩基性の弱い芳香族アミンを除けば，

pH　3．4付近で最も大きい19噌21）．亜硝酸のPκaは3。4

であり，酸性側になると〔HNO2〕が増加し，反応に

有利であるが，一方でプロトネートしたアミンが増加

し，反応に関与するアミン〔R2NH〕が減少するため

である．この速度式は，二級アミンの塩基性が弱いも

のほどニトロソ化速度が速いことによっても裏づけら

れている2D．

　アミドのニトロソ化は，主として次式にしたがって

進行する．

HNO2十H＋ごH2NO2＋
RNH・COR’十H2NO2＋

　　　　一→RN（NO）・COR’十H20

rate＝疋2〔HNO2〕〔RNH・COR’〕〔H＋〕

（4）

（5）

（6）

アミドは，一般に塩基性が極めて弱いためpH　2以
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上ではほとんどイオン化していないので，反応速度は

pHが低くなるに従い大きい21噌23）．

　三級アミンに関しては，弱酸性域で亜硝酸と反応し

てALニトロソ化合物を生ずることが報告されてい

る16）．ただし，三級アミンはアミノピリンなどの例外

を除けば，一般に相当するアミンよりはるかにニトロ

ソ化合物を生じにくい．アミノピリンは，極めて速く

亜硝酸と反応してNDMAを生じ24’28》，　Mirvish28）に

よるとその至適pHは2であると言われている．

　このように，多くのニトロソ化合物の生成にとって，

ヒトや動物の胃内は好適な条件下にあるといえる．

　1968年，Sanderら29）は，ある種の二級アミンと亜硝

酸塩とを同時に投与することにより，動物でも，ヒト

でも胃内でκ一ニトロソ化合物が生成されることを証

明し，ついで，1969年には30），それらの投与により実

際に動物に癌を発生させ得ることを報告した．また，

その後の研究により，アミンやアミドのうちでも万一

ニトロソ化合物生成の速度が比較的速いものだけが亜

硝酸塩との同時投与により癌を発生させ得ることが判

明し2P，生体内生成にとって反応速度が重要な因子で

あることがわかってきた．

　κ一ニトロソ化合物の一方の前駆物質である亜硝酸

塩は，各国で食品添加物として食肉製品の発色や，ボ

ツリヌス菌などの食中毒菌の繁殖を阻止する口的で使

用されている．また，収穫直後の野莱にはほとんど含

まれていないものの，多少鮮度の落ちた野莱や野菜類

のつけものにも含まれている31）．つけものでは特に

“一驍ﾃけ”に多く，10～50ppm（NO2一として）が

含まれる．また，Sandcrら32》や原田，石綿ら33）の研

究により，ヒト唾液中に高濃度（2～15ppm）の亜硝酸

塩が存在することが明らかになった．この唾液中の亜

砧酸塩は，硝酸塩を多量に含隠する食品を摂取するこ

とにより，更に高い濃度で検出されている33曜3η．

　もう一方の前駆物質であるアミンやアミドは，生活

環境中に幅広く存在し，海産魚類中のジメチルアミ

ン38，，　トリメチルアミン16・39），トリメチルアミンオキ

サイド16），筋肉中のクレアチン40）等，天然にもニトロ

ソ化され得る化合物は多いが4P，医薬品や農薬として

数多くの二級アミン，三級アミン，アミドなどが使用

されている．特にある種の医薬品は，残留農薬の場合

と異なり，内服によって胃内に高濃度で存在すること

も多いと考えられる．それだけに食品や唾液中の亜硝

酸塩との反応によって胃内でN一ニトロソ化合物を生

成する可能性に関しては特に関心がもたれている．

　2．　医薬品と亜硝酸との反応による序二トロン化

合物の生成

　現在までに亜硝酸と反応してN一ニトロソ化合物を

生ずることが確認された医薬品のリストをTable　1に

示す．

　Scnらは42），亜硝酸ナトリウム0．1ppmと過剰の

アジピン酸ピペラジン（2％）とをpH　3．0，37。で2

時間反応させた場合，比較的弱い癌原性2Pを有するモ

ノニトロソピペラジソが生成し，強力な癌原性物質で

あるジニトロンピペラジンは，亜硝酸ナトリウム10

ppmのときに，はじめて痕跡程度の生成を認めたに

すぎないことを報告している．

　Scheu盃ngら25）は，ヒト胃液を用いて，痂ひ‘」ア。に

おける医薬品と亜硝酸とからのニトロソ化合物の生成

について実験を行っている．すなわち，食後の胃内容

物の量を約500mZとみなし，その5分の1量の胃液

（100mり中に，医薬品（最大1回投与量の5分の1

量）と亜硝酸ナトリウム（Sanderら63）によって見積

られた1日摂取量22μmolの約15分の1）を加え，

pH　2．0，37。で1時間インキュベーションした場合，

ピペラジンからはモノニトロソピペラジンが生成する

ことを報告している．

　Raoらは2カ，デシプラミン，ピペラジン，プロトリ

プチリンについて，医薬品100mg，亜硝酸ナトリ「ウ

ム200mgとを37。で4時間，10％塩酸10mJ（pH
I～2）又は10％酢酸10mZ（pH　3～4）中で反応させ，

それぞれのニトロソ誘導体を得ている．

　Grecnblattらは43），フェンメトラジン（モルホリン

誘導体）177mg（l　m　mol）を4倍moleの亜硝酸ナト

リウムとともに2匹のウサギの結紮胃内に注入し，5時

間後に屠殺したところ，ウサギ胃内に26．5mgと37．5

mgのニトロソフェソメトラジンを検出し，ラットを

用いた場合もほぼ同様の結果を得ている．しかし，同

様の薬理作用を有する三級アミンのフェソジメトラジ

ンからは，動助。で二トロソフェンメトラジソの生

成はなかったと報告している．前に述べたSchcunig

らによるヒト胃液を用いた低濃度における助〃伽。の

実験では25），フェンメトラジンと亜硝酸塩からのニト

ロソフェンメトラジンの生成はみられなかったと報告

されている，

　Montcsanoらは44），エタンブトールと亜硝酸ナトリ

ウムとをpHl～7で反応させ，ジニトロン誘導体の

生成を認めた．その至適pHは3であり，ニトロソ化

は速やかに進行する．37。，pH　3，15分間の反応でほぼ

60％のジニトロン誘導体が生成する（エタンブトール

0．5mmol十亜硝酸ナトリウム1．Ommol／20mZ）と

報告されている．また，エタンブトール100mg十亜

硝酸ナトリウム100mgをラットへ経口投与し，3時
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Table　1．　Drug3　that　Have　Yiclded　NLN1troso　Compounds加厩ro　and　fηηfooa

Drug t Structural　fbrmuh Product 1 Re琵rence

Secondary　an1藍nes

Piperazhユc rN「

＼N／

MonQnitrosopiperazine
Dinitrosopiperazine

25，27，42

Phenmetrazine ／0＼／C6H5

1　1
＼N／＼CH3
　H

Nitroso　derivativeb 43

Ethambutol 　　　　CH20H　　　　　CH20H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H3CCH2CHNHCH2CH2NHCHCH2CH3
Nitroso　der五vative 44

Desipramine

グ1
＼

　　1、

　　　　／
N
I

CH2　CH2　CH2NHCH3

Nitroso　derivative 27

Protriptyline

一　　Nこミ
　　　「

　　　　／

CH2CH2CH2NHCH3

Nitroso　derivative

グ1
＼

27

Ephedrinc 　　　　CH3
　　　　　HOCHCHNHCH3
　　　

∩
〉

Nitroso　derivative 45

Folic　acid

惣㌻》＿｛〉＿一野
0 （CH2）2

　1

COOH

Nitroso　dcrivative 45

Hydrochlorothiazide 　　　　　　0　　　0
　　　　　　　＼／

　1窟γ
　　　　　　　　　H

Nitroso　derivative 46

Tcrtiary　amines

Aminopyrinc

Sulpyrine

R，CH3

R，CH2SO3Na

　　H・（＼／R

　　　　N

H、C／　0
　　　到一＼

　H3C　　C6H5

Nitrosodimcthylamine

　（NDMA）
ハμNitroso　compound

24，25，26，27，28，

47，48，49，50

AしNitroso　compounds　5i
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Tablc　1．一continued

Drug 1 StructuraHbrmula 1 Product 1 Re蝕ence

Oxytetracyclinc

Tctracyclinc

Min・cycline

Doxycycline

R1

0H

H

H

OH

瓦R3・

ノ1
＼

　0翼

　　R2

CH3

CH3

H
CH3

0

R2　Rユ
〆H　ε
　＝

　＼

　　　OH

　R3

　0H

　OH

　H

　H

H3　C＼〆CH3

　　堀

耳＝　OH
1

bH　　CONH2
　0

　　R4

　　H

　　H

　N（CH3）2

　H

Nitrosodimethylamine　2壬，26，27，52，53，54

Nitrosodimcthylaminc　52

Nitrosodlmethylamine　50，53，54

Nltrosodimethylamine　53，54

Chlorpromazine

　　　　　　　　　　穿・

　　　　　　（瓦二α

RI　　　　　　　　R2

CI　　　　　　　CH2CH2CH2N（CH3）2

SO2N（CH3）2　　CH2CHCH3
　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　N（CH3）2

HCH2CH2N（C2H5）2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／一一＼

COCH2CH2CH3　CH2CH2CH2－N　　N－CH3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Nltrosodimethylamlne
N」Nitrosodesmcthy1・

　ch1Qrpromazine

26，27，55

Dimcthothiazine Nitrosodimethylamine　27

Diethazine Nitrosodlethylamine 27

Butaperazine Dinitrosopiperazinc 27

Chlorpheniramlne 　　　　．CH2　CH2N（CH3）2
　　　　　　

◇㎝＼◎、
NitrosodimethyIaminc　26，55

ム．lcthadonc 　　　　　　C6Hs　N（CH3）2
H、CCH、CO〔y．CH、とHCH、

　　　　　　ご、H、

NitrosQdimcthylaminc　26，55

⊃しIcthapyr量lcne N三trosodimcthylaminc
ハLNitr・so　comp・unds

26，55，56

DextropropQxyphcne 　　　　　　　CH300CCH2CH3
　　　　　　　じ　　　　じ
（CH3）2NCH2CH－C－CH2C5H5
　　　　　　　　　　じ
　　　　　　　　　　C6H5

Nitrosodimethylamine　26，55
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Table　1．一cantinued

Drug 1 StrucωraHbrmula 1 Product 1・如・e

Qμinacrine

C1

ノ

＼

1⊃

　N

　CH3
　　8
NHCH（CH2）3N（C2H5）2

　　　　　　0CH3
、

∠

Nltrosodiethylamine 26，55

Lucanthone

媛〕ボ鯛2
　　　　　　　　CH3

Nitrosodicthylamine 26，27，55

Tolazamide

跳・
n・…C・NH－NO

Nitrosohexamethy1．
　　　コ　　　　　ロ

　eneユmlne

24，26，55

Cyclizine 　　　　　　　／一一＼

（C6H5）2CH－NlN－CH3．
D｛nitrosopiperazlne 26，55

Capωdlamine 　　　　　　　SCH2CH2N（CH3）2

q恥・
q｝L一く⊃

Nitrosodimethylamine　27

Chlophediano1

　　　　OH

Nitrosodimethylamine　27

ThiphenamiI 　　　　　0
　　　　　　　
（C6H5）2CHCSCH2CH2N（C2H5）2

Nltrosodiethylamine 27

Clemlzole

φ
Nitrosopyrrolidine 27

Cycrimine Nitrosopiperidine 27

Hexadiphane Nitrosohexamethy1．
　　　　　　　　　り

　enelmlne

27
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Table　l．一continued

Drug 1 Structural　fbrmula 1 Product IR・・一ce

Phenadoxone 　　　　　停・H・　〔
H3CCH2COC－CH2CH－N　　　O
　　　　　　と，H，とH、＼一／

Nitrosomorpholine 27

Imipramine

ノ1
＼

　　1、

　　　ノ　　　　。
N
I

CH2CH2CH2N（CH3）2

2VLNitrosodesmethv1・　27
　サ　　　　　コ　　　　　　　　　　　ゆ

　1mlpramlnc

Tripelcnnamine 　　　　CH2C6H5
　　　　　ロ
　　　　NCH2CH2N（CH3）2
ご〕／

ハみN五trosodesmethyl・　27，57

　tripelcnnamine

ハしMonosubstituted　amides

Pyridinol　carbamate　H3CNHCOOCH2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CH200CNHCH3
　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ご〕／

Dinitroso　derivative
Mononitroso
　derivative

58，59

αmctidine 　　　　　　　　　　　　　　H

　　　　が、N珊。ぬN

H3CNHCNHCH2CH2SCH2

Mononitroso
　dcrivative

60，61

Niridazole
　　　　　　　　H

αN，oS1
亡！

Nitroso　derivative 46

瓦卜しDisubstitutcd　amides

Disu15ram 　　　　S　　S
　　　　　　　　　　　ロ
（C2H5）2NC－SS－CN（C2H5）2

Nitrosodlcthylamine 24，26

Nikcthamidc ご）．。。N（　万 Nitrosodiethylamine 24

Amid三ne

Chlord三azepoxide

Cl

ノ

＼

1ビ職
　〆多：N

αH5　No

Nitrosoderivativc 62，63

a：　Somc　rcactions　wcre　donc　undcr　nQn・physiologica里conditions。

b：　ハLNitroso　dcr三vative　of　thc　drug　nitrosatcd．
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問後，胃内にジニトロン誘導体を検出している．

　以上の医薬品は，いずれも二級アミンであり，式

（1），（2）による二級アミンのニトロソ化の一般則に従

うものと考えられる．上に記したようにエタソブトー

ルは速やかにニトロソ化されるが，そのp1ζ。は6．0

と9．2であり比較的小さい2P．同じくpK、の小さい

ピペラジンもまたすみやかにニトロソ化され，モノ及

びジニトロンピペラジンを生ずる（ピペラジン，pκ。

5．57，9．8：モノニトロソピペラジソ，pKa　6，82D）．

　ただし，GoldとMirvish46）によるとヒドロクロロ

チアジドは，2個の二級アミンのうち，よりニトロソ

化されやすい芳香族アミノ基がニトロソ化されるが，

その際，強酸性（pH　1～2）で極めて速くニトロソ化

され，反応速度は式（6）に従う．式（4）～（6）は弱酸性

域のアミドのニトロソ化のほかに，メチルアニリンな

どの塩韮性の弱い芳香族アミンの強酸性域のニトロソ

化にも適用されると解説されている．

　次に，ガーモノ置換アミドと亜硝酸との反応につい

て述べる．

　Mirvish｝こよると2D，バルビタール，フェノパルビ

タール，5，5一ジフェニルヒダントインなどの環状尿素

化合物は，ニトロソ誘導体を生成しなかったと報告し

ている〔尿素化合物50mM（溶液又は懸濁液），亜硝

酸塩100mM，　pH　1，25。，2時間〕．

　フェナセチンもまた生理的条件下のニトロソ化では

ほとんど1V一ニトロソ化合物を生成しない．すなわち，

Eisenbrand65）らによると，フェナセチンを氷酢酸中

10。でN204と反応させるか，　INメタノール性塩酸

（30％）に溶解して氷山下ニトロソ化を行うとN一ニ

トロソー2一ニトロー4一エトキシアセトアニリド（NNE

A）を得るが，ヒト内胃と近似の条件下でニトロソ化

を行った場合には，反応液中にNNEAを検出してい

ない．この理由について，37。の水溶液中ではNNEA

は速やかにアセチル基の転位を起こし，ジアゾニウム

イオンを生ずるためであると考察している．

　ピリジノールカルパメートは，合成的条件でニトロ

ソ化を行うと，1V，1V’一ジニトロソピリジノールヵルパ

メートを生じるが58），金谷ら59）は，生理的条件下にお

けるニトロソ化では，モノニトロソ誘導体の生成が主

であると報告している．

　シメチジンは，ニトロソ化によってモノニトロソ誘

導体を生ずる6。・6P．　Elderら66）は，消化性潰瘍の患老

にシメチジンを6～11カ月投与したのち再検査又は手

術をしたところ，胃癌が発見された症例を報告し，胃

Table　2．　Nitrosamines　fbrmcd　by　lnteraction　of　drugs　with　nitrite　in　acetic　ac三d＊

　　　　Concentra．
Drug　　tion　of　dnlg

　　　　（mg／mり

Concentra．

灘讐冊・H，，！。’
Yield　ofn三trosamine

　％of
theorctical

Aminopyrine

Oxytetracycline

Chlorpromazine

0．25

8
1

5
5

Dextropropoxyphene　5

Chlorpheniramine

ムfethadone

Methapyrilene

Disul丘ram

蝕inacr三ne

I」ucanthone

Tolazamlde

Cyclizine

5

5
5

5
5

5
5

5

5
5

5
5

5

40

16
1

10

10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

10
10

10
10

10

36

0，25 37。

37
37

37
90

37
90

37
90

37
90

37
90

37

37
90

37
90

37

90

2

4
2

4
1

4
4

4
4

4
1

4
星

2

4
4

4
4

3

4

3。2

3．0

3．2

3．4

3．4

3．3

3．5

3，5

3。5

3，3

3．3

3．4

3．4

3．6

3．5

3．5

3．6

3．6

3，1

3．7

33

20
　0．5

10
38

　2
17

　1
25

　2
26

　9
175

　4．5

　1．5
12

10
40

70

155

Nitrosodimethylamine

Nitrosodimethylamine

Nitrosodimethylamine

Nitrosodimcthylalnine

Nitrosodimethylamine

Nltrosodimethylamine

Nitrosodimethylamine

Nitrosodiethylamine

Nltrosodiethylamine

Nitrosodiethylamine

NHMI＊＊

D三nitrosoplperazine

40

15

0．3

0．88
3．3

0．16
1．5

0。07

1．8

0．18
2．4

0．7
14

0．3

0．15
1．2

0．7

3，0

3．4

8．2

＊In　20　to　40　m！volumes　of　aqueous　solut1on　containlng　O．5　to　LO　mJ　acetlc　acidl

＊＊NmiI，　nitrosohcxamethyleneimine
〔J弓insky：cαπ‘8r，　R85・，34，255（1974）〕
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癌の症状は消化性潰瘍の症状とよく似ているのでシメ

チジンによる消化性潰瘍の治療後に胃癌が発見される

場合がしばしばあってもおどろくべきことではないと

しながらも，シメチジンは，加鵡70では酸性で容易

にニトロソ化されてモノニトロソ誘導体を生じ，その

部分構造が1V一メチルWしニトβ一1脚下トロソグアニ

ジン（MNNG）と似ているところがら，シメチジン投

与後の胃癌の発見について，ニトロソシメチジソの胃

内生成と関係があるのではないかという推測を発表し

た．しかし，この説には反論が多い67・68）．胃癌発症

までの潜伏期が短かすぎること，シメチジンによる自

覚症状の軽快が胃がんの発見を遅らせたにすぎない可

能性があること，などである．更に，シメチジンの二

トロン御連度はほぼ式（6）に従い，強酸性域でニトロ

ソ化は速く進行するが，弱酸即下でははるかに遅くな

るため印，胃液分泌抑制剤であるシメチジンを服用し

ている患者の胃内ではニトロソシメチジンは生成しに

くいように思える．

　トルブタミドは，水溶液中ではニトロソ化されず，

そのニトロソ誘導体を得るには有機溶媒中でN204に

よりニトμソ化する46）．

　極めて多くの三級アミンと，いくつかの1V，1V一ジア

ルキルアミドが医薬品として使用されている．1972年，

Lij1nskyら24）は，これらの医薬品のうち，オキシテト

ラサイクリン，アミノピリン，ジスルフィラム，ニケ

タミド及びトラザミドと亜硝酸腹とを緩和な酸性下で，

37。，4時間から20時間反応させると，いずれの場合に

も揮発性二一ニトロソアミンが生成し，特にオキシテ

トラサイクリン及びアミノピリンからは高率でNDM

Aが生成することを報告している．更に，Lijinsky26】

は，Table　2に示したように，より多くの医薬品に

ついて一定の条件下で亜硝酸塩との反応を検討した．

37。では，揮発性革ニトロソアミンの生成率は，ア

ミノピリンの40％，オキシテトラサイクリンの15％，

トラザミドの34％を除いて，いずれも1％以下であっ

た．アミノピリンに関しては，更に低濃度で実験を行

い，やはり高い生成率でNDMAが生成することを

確認している．

　Raoら27〕は，生成するニトロソ化合物の種類によっ

て医薬品を5つのタイプに分類している．それらのう

ち，二級アミン型の医薬品についてはすでに述べたと

おりであり，三級アミン型の医薬品についても

Lijinskyとほぼ同様の結果を報告しているが，クロル

プロマジン，イミプラミン，トリベレンナミンからは，

各医薬品の蘭引トロソデスメチル誘導体が生成する

ことを報告している（医薬品100mg＋亜硝酸ナトリ

ウム200mg，37。，　pH　3～4，4時間の反応で1～6％

の生成率）．

　R6perら紹・54，は，テトラサイクリン類抗生物質（約

0．5mM）と亜硝酸ナトリウム（約0．4mM）とを37。，

pH　2～4で2時間反応させ，ミノサイタリン，オキシ

テトラサイクリン，アンヒドロオーレオマイシン，ド

キシサイクリンからNDMAが生成することを報告し

ている．特にミノサイタリンはニトロソ化されやすく，

オキシテトラサイクリンの約20倍のNDMAを生成し

ている．同条件ではアクロマイシン（テトラサイクリ

ン），オーレオマイシン，レダマイシソからは，NDMA

は生成していない．

　Mergensら56〕によると，メタピリレンは，　pH　3．7，

90。で亜硝酸ナトリウムと反応させると相当量の

NDMAを生ずるが，ヒト胃内に近い条件（37。，　pH

3．7）や中性に近い条件ではほとんどNDMAを生成

しない．

　先に述べたScheunigら25）によるヒト胃液を用いた

躍ぬ。における実験では，アミノピリンからは高い

生成率でNDMAを生じたが，オキシテトラサイク

リンを用いても，NDMAの生成はみられなかったと

報告されている．また，アミノピリンからは，主生成

物のNDMAとともに，もう一種のニトロソ化合物

（未同定）の生成があったとしている。

　このニトロソ化合物と同一のものであるかどうかは

不明であるが，Lijinsky26）もまた，アミノピリン0．2

mMと亜硝酸ナトリウム1．6mMとの30分問の反応

でNDMA（生成率は理論値の75％）の他に，もう一

つの主生成物としてmp　87～88。（分解点）の黄色結

晶を分離し，このものを4一ハイドロキシアンチピリ

ソの亜硝酸塩であると報告したが，Mirvishら28）は，

この物質は4一ハイドロキシアンチピリンの亜硝酸塩

ではなくて，1一ジケトブチリルー1一フェニルー2一メチル

ー2一ニトロソヒドラジド水化物（DPMN）であると報

告している．著者らの実験でも，この物質はDPMN

であることが確認された．

　Mirvishら2B）は，アミノピリンと亜硝酸との反応を

速度論的に研・晒した．彼らによるとこの反応の至適

pHは2であり，　pH　2ではNDMA生成の初速度は，

アミノピリンの濃度には無関係で亜硝酸塩の濃度（6～

50mM）の二乗に比例した．このNDMAの生成速度

は極めて大きく，アミノピリン20mMと亜硝酸ナト

リウム25mMとを0。，　pH　2で5秒間反応させただ

けで，NDMAの生成がみられた．　NDMAとDPMN

を生ずる反応経路としてFig．1を提案しており，ア

ミノピリンと亜硝酸とからのNDMAの生成は，ジ
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　　　CH3
　　　歯

。琉

　ノ　　　CH3　CH3

　amlnopynne

　　　　　　　CH3
　　　　　　　1
　　　　CH3　N

暗黙宅一　
　　　　　！N、
　　　　CH3　CH3．

　　　『’

咄負N一・・＋

　　　　　0　0NO

↓㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CH3

　　♀♀鱈h〒H・　　　　　　　、歯

肝瑠譜NO　　CH幽幽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　響／紬・蜘晦蜘・
　　　　　　＼ぐ

　　　　　　　　　　OH　OH　O　Ph　CH3
　　　　　　　　　　　　　　　　　星　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　I
　　　　　　　　CH3－C＝＝C－C－N－N－NO

　　　CH3
　　ノ
ON－N
　　℃H、

NDMA

Fig．1．　Rcaction　scheme　fbr　aminopyrlnc　nitrosation〔（Mirvish　8’

　　　o乙＝Z．Krebsfbrsch．，32，259（1974）〕

N203

一R：一CH2SO3H，一CH20H　or－H

　　　OH
・ヨ・で㌻・蝋・　　　　　　　　　　呑

　99　N－N　　　　　　　　　N－N
　　！　　　＼　　　　　　　　／　・　・＼

　CHユ　　Ph　　　　　CH3　　Ph

4－hydrQxy－

　antIPyr星ne

N203，｝｛20

　　　　　H3C＼！R
　　　　　　　N
ONO　　　ONO
　　　　　ON
π0＿H，C　　ON・0・

N－N
ノ　　　　

CH3　Ph

　　　　CH，SO3H　H3C
　　、N！

珪・ぞ㌻・

　　が一N、

　　CH3　Ph

　　su1Pyrine

十H2SO3 一H窒SO3

　H3C　　！CH20H

馬・呑・

　　！N－N＼

　CH3　Ph

CH3

NH

島・呑・野・
　　ノN－N、

　CH3　Ph

N203

ON　，CH3

．呑・

戸双
CH3　Ph

MNAA

　　OH　OHO　Ph　CH3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ph　CH3
H、C↓と一と一歯一歯一NO－2H　H、C．CO，CO，CO．爵一貢一NO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　DPMN

　　　　Fig．2．　Reaction　scheme　fbr　sulpyr三ne　nitrosation〔Sakai　and　Tanimura＝Chem．　Pharm．　Bull．，

　　　　　　　28，1820（1980）〕

メチルアミンを経ないとしている．

　アミノピリンと類似の構造を有するスルピリンは，

ヒト胃内に近い条件下で極めて容易に亜硝酸と反応し

て，3つのN一ニトロソ化合物を生成することが酒井

らによって報告されている5D．それらは，4一（亙一メチ

ルー1匹ニトロソ）アミノアンチピリン（MNAA），1一ア

セチルー1一メチルー2一ニトロソー2一フェニルヒドラジン

及びDPMNである．これらのうち，　MNAAと

DPMNとが主生成物である．スルピリンの加水分解

生成物4一メチルアミノアンチピリンからは，ほぼ定

量的にMNAAが生成し，微量のDPMNの生成がみ

られた．これら2つの主生成物の反応経路については，

．現在のところF19．2のように推定されており，DPMN

が生成する経路は，アミノピリンからDPMNが生成

する経路と類似していると思われる．

　Boylandら48）によると，チオシアン酸塩は，アミノ
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ビリγと亜硝酸とからNDMAを生成する反応にお

いて反応速度を促進すると． ﾆもに，NDMAの最終生
成量をも増加させると報告している．

　LaBcrら47）は，ハムあるいはほうれん草を煮沸し，

その煮汁中に抽出された亜硝酸塩とアミノピリンとの

反応を調べた．その結果，・・ム100gから得られた亜

硝酸塩4mgを含む煮汁175　m互中にアミノピリン

100mgを加えたところ，生理rl勺条件下で，　mgレベ

ルのNDMAが生成したと報告している。

　Lijinskyら69）は，　MRC雄ラット（Wistar系）にア

ミノピリン35m9　と亜硝酸ナトリウム40　mgとを

投与し，68時問後屠殺したところ，NDMA　3～7　mg

（12～21mg／kg）をラットへ投与したときみられるの

と同程度の肝臓の壊死を認めている．また，肝障害の

強さと亜硝酸ナトリウムの投与量との問に相関性がみ

られたことを報告している．

　アミノピリンと亜硝酸塩とを同時にラットへ経口投

与し，そのとき尿中へ排泄されたNDMAの量と，既

知量のNDMAをラットへ経口投与して尿中へ排泄さ

れる量とを比較することにより，アミノピリンと亜硝

酸塩とから生体内で生成されるNDMA量を求めよう

とする試みがLaBarら70）によってなされた．その結

果，NDMAの尿中排泄率は，0．003～0．08％と非常

に低かったが，アミノピリンと亜硝酸塩とからの加

階。でのNDMA生成率はおおよそ30％に達してい

る（アミノピリンと亜硝酸嵐の投与丑は，いずれも10

mg／rat）．

　細川らは7P，しょ糖密度勾配遠心を用いてジメチル

アミンあるいはアミノピリンと，：亜硝酸塩との同時経

口投与が，ラット肝DNAの損傷や修復に与える影

響を調べた．アミノピリン40mg／kgと亜硝酸ナトリ

ウム80mg／kgの投与によって，　DNAの損傷がみら

れ，その損傷の程度は，NDMA　2～10mg／kgの経口

1回投与時にみられる損傷の程度に等しかった．これ

に対してジメチルアミン160～320mg／kgと亜硝酸ナ

1・リウム80mg／kgの投与では，明確なDNA損傷を

起こさなかった，これらのことから，ラット胃内にお

いてアミノピリンと亜硝酸塩とからは，高い生成率で

NDMAが生成することが推測されると報告してい
る．

　大森ら50）は，アミノピリンのほかいくつかの三級ア

ミノ基を右する抗生物質をラット及びモルモットに亜

硝酸塩とともに投与し，NDMAの冒内生成を調べた。

その結果，NDMA生成速度の速いアミノピリン及び

ミノサイタリンと亜硝酸塩とを同時投与したとき，投

与10分後の胃内容物中にNDMAを検出している．ま

た，アミノピリンと亜硝酸塩との同時投一与において

NDMAの生成量は，胃内pHのより低いモルモット

（pH　2．1～2．7）の力がラット（pH　4．1～4．6）よりも

多く，約3倍であったと報告している．

　以上は胃内を対象としたfπ癬70，魏吻。の実験で

あるが，Rad。mskiら52）は，尿は酸性域にあり，硝酸

塩を含むので，尿路感染症のバクテリアにより膀胱内

でNO3一がNOゴに還元され，膀胱内へ排泄された

薬物と反応する可能性があるとして，オキシテトラサ

イクリン，アミノピリンあるいはテトラサイクリンと，

亜硝酸塩とをヒトの尿（pH　5．0）に加えて24時間イ

ンキュベーションしてNDMAが生成することを確認

した．更に，テトラサイクリンを投与した尿路感染症

患者の尿を同様にインキュベーションしたところ，

NDMAが検出されたと報告している．

　アミジン構造を有する向神経薬クロルジアゼポキシ

ドは，生理的条件下で容易に亜硝酸と反応して高い収

率で塾ニトロソクロルジアゼポキシドを生ずること

が，Kinawiらによって報告されている63）．また，ク

ロルジアゼポキシドと亜硝酸ナトリウムとを経口投与

したラットの血清中に蕗ニトロソクロルジアゼポキ

シドが存在することを液体クロマトグラフィーによっ

て確認している．

　以上医薬品を化学構造別に分類してニトロソ化され

得る医薬品について述べた．これらを薬効の面から分

類すると，最も医薬品の数が多いのは，クロルフェニ

ラミソ，クレミゾールなどの抗ヒスタミン剤とクロル

プロマジン，イミプラミンなどのトランキライザーで

ある．これらは，側鎖に三級アミノ基（一コ口ものは

二級アミノ基）を含むものが多いが，1》一ニトロソ化

合物生成速度は，クロルジアゼポキシドを除けば速く

はないし26・27・63），一回の服用旦も少ないものが多い．

次に数が多いのが抗生物質で，テトラサイクリン類と

マクロライド系がジメチルアミノ墓を右している．特

にテトラサイクリン類は，ミノサイタリン，オキシテ

トラサイクリソなどの比較的ニトロソ化されやすい薬

物を含んでいる26・54〕，マクロライド系抗生物質につい

ては，著者らのfη漉roの実験ではほとんど1V一ニト

ロソ化合物を生成しなかった．角微li鎮痛剤のアミノピ

リンとスルピリンは，極めて容易にニトロソ化され

る26・28・5P．これは，この二つの化合物がエナミン構造

を有し，N203，　H2NO2＋などの求電子種の攻撃をうけ

やすいためと思われる．駆虫薬のピペラジン27），抗結

核薬のエタンブトール柳，動脈硬化治療薬のピリジノ

ールカルバメート59）などは比較的速くニトロソ化され

る薬物であるが，これらは医薬品としては比較的特異
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な構造を有しており，類似構造をもつものが散見され

るという医薬品ではない．英国などで胃潰瘍の治療に

用いられている抗ヒスタミン剤のシメチジンについて

も同様のことが言える．

　WHOは，生体内における医薬品からのN一ニトロ

呪化合物の生成の可能性を検討するための痂麟。で

の医薬品と亜硝酸との反応条件として次のような条件

を推奨している72）．すなわち，医薬品の純末を用いて，

医薬品濃度0．Ol　M，亜硝酸濃度0．0壬M，　pH3－4，

37。で1時問及び4時間反応を行う．

　”一ニトロソ化合物の生体内生成以前の問題として，

製剤の中に微量の1V一ニトロソ化合物が存在する例が

あるという2つの報告がある．E三senbrandら73｝は，ア

ミノピリンを含有する製剤68倹体について試験し，す

べての試料から1－370ppbのNDMAを検出してい

る．また，アミノピリンの純末からは製剤よりも高い

レベルのNDNAを検出した．このNDMAは，大気
中の窒素酸化物とアミノピリンとの反応によって貯蔵

中に生成する可能性が極めて強いことをモデル系を用

いた実験で明らかにしている．Kru11ら74）は，各種の

医薬品の製剤73検体について泥一ニトロソ化合物の分

析を行い，3検体からN一ニトロソ化合物と思われる

物質の微量を検出しているが，これらのN一ニトロソ

化合物はいずれも未同定である．

　3．　医薬品から生成するハ乙ニトロソ化合物の癌原

性と変異原性

　κ一ニトロソ化合物は，大別すると1V一ニトロソア

ミンとκ一八トロンアミドとに分けられる，1Wニトロ

ソアミンは，生体内で酵素的にα一回イドロキシル化

されたのち，ジアゾメタンを生じ，核酸をアルキル化

することが発癌に至るメカニズムであると推定されて

いる75・76），

　　　　　　　　R2CH－N－CHR2’
　　　　　　　　　　　黄。

　　　　　　　　　　　↓・・d…yl・・e

　　　　　　　　R2CH－N－CR2’
　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ
　　　　　　　　　　　NO　OH
　　　　　　　　　　　↓一R〆…

　　　　　R2CH－NHNO
　　　　　　　　↓
　　　　　R2CH－N＝N－OH

　－OH一／　＿H＋　＼一H20
R2CH－N＋三N　　；＝±　　　R2C＝N＝N

↓一N・

R2CH＋

　一方，丼一戸トロンアミドは海底素的に加水分解し，

一級アミンのニトロソ誘導体となる．以下は，ニトロ

ソアミンの場合と同様の経路でジアゾアルカソを生ず

る．

　　曾
R’一〇＼

　　　　N－N＝0十H20一→R－NHNO十R’COOH
　　R／

　医薬品のニトロソ化によって生ずるN一一トロン化

合物のうち，NDMA，ニトロソジエチルアミン，ニ

トロソピロリジン．ニトロソピペリジン，ニトロソモ

ルホリソ，ジニトロンピペラジンなどについては，

Druckreyらによる総説ですでにその癌原性が記述さ

れている2・3）．更に，エフェドリン，葉酸のN一ニトロ

ソ誘導体の癌原性は，Woganら45）によって（ニトロソ

エフェドリソ→肝，　ニトロソ葉酸→主として肝），ま

た，トラザミドのニトロソ化によって生ずるN一ニト

ロソヘキサメチレンイミン24・26）の癌原性（→気管）は，

Althoffら77）によって報告されている．

　BALB／cマウスにエタンブトールのジニトロン誘導

体を1回1mgずつ，週3回，36週間投与すると～肺

腫班とリンパ腫の発生を増加させることが報告されて

いる78）．Gincr－Sorollaら79）は，（C57BL／6×BALB／c）

F1マウスにクロルジアゼポキシド及びメチルフェニ

デートのN一国トロン誘導体を飲料水に溶解して（それ

ぞれ50mg／」，100　mg／り，　1週間のうち4日間投与

する方法で4週令から18月令まで投与し，25－26月令

まで観察した．両化合物とも癌原性は認められなかっ

たと記している，

　医薬品のN一覧トロン誘導体について，Ames法に

よって変異原性を試験したいくつかの報告がある58・59・

80）．それらによると，ピリジノールカルパメートの

N一モノ及びN，N一ジニトロン誘導体，シメチジンの

N一ニトロソ誘導体は変異原性を示す．また，酒井ら8P

は，スルピリンから生成する3つのN一ニトロソ化合

物のうち，4一（N一メチルーN一ニトロソ）アミノアンチ

ピリンと1一ジケトブチリルー1一フェニルー2一メチルー2一

ニトロソフェニルヒドラジド（DPMN）とが変異原性

を示すことを報告している．

　Andrewsら82）は，医薬品と亜硝酸との反応混合物

についてAmes試験の適用を試みているが，医薬品

と亜硝酸との同時経口投与による発癌実験の結果との

問に明らかな相関を得ていない．一般に，Ames試験

のデーターは発癌実験の結果との問によい相関性があ

るとされている，反応混合物を全く精製しないで

Ames試験を実施したところにAndrewsらがよい相

関を得られなかった原図があるのかも知れない．

　N一ニトロソシメチジソについては，DNAとの反
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応性を調べた実験もある83・即．

　4．　医薬品と亜硝酸との長期経ロ投与実験

　医薬品とヒトの癌との関連で問題となるのは，医薬

品のニトロソ誘導体そのものを摂取した場合の発癌よ

りも，服用された医薬品と食品中や唾液中の亜硝酸塩

との反応により生体内でN一ニトロソ化合物が生成し，

その結果として腫瘍の発生を見る場合である．ここで

は，そのモデルとしての医薬品と亜硝酸塩との長期経

口投与実験を中心に紹介することとする．

　1971年，Grccnblattら85）は，　Swissマウスを用い，

飼料中にアミンを，飲料水中に亜硯酸ナトリウムを添

加して，28週間併行投与し，実験を始めてから40週間

後屠殺して，生体内ニトロソ化による肺の腫瘍の発生

を検索している．投与されたアミンは，ピペラジン

（6．259／kg），モルホリン（6．339／kg），　N一メチルア

ニリン（1．959／kg）及びジメチルアミン塩酸塩（5．9

g／kg）であり（括弧内は飼料中濃度），亜硝酸ナトリ

ウムの飲料水中濃度はLOg／Zであった．その結

果，ジメチルアミン十亜縦酸塩群を除く全群に1μπg

adenomaの発生を認めた．更に彼らは86），ピペラジ

ンについてstrain　Aマウスを用いて同様の実験を行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
い，〔ピペラジン（0．699／kg）十亜硝酸ナトリウム（1・0

9／’）コ又は〔ピペラジン（6．259／kg）＋亜硝酸ナトリ

ウム（0．25g／kg）〕を投与したとき，対照群に比べ，

1ung　adellomaの有意の増加があったとしている．こ

のとぎ，マウスー匹当たりのadcnomaの平均発生数

は，ピペラジンの濃度にほぼ比例し，亜硝酸塩の濃度

の二乗にほぼ比例した．ただし，これらの実験におい

てadenomaは単にN一溜トロン化合物生成のバイオ

アッセイの指標としてだけ用いられたものであると記

されている86】．

　L董jhlskyら87・88）は，アミノピリンと亜硝酸ナトリウ

ムとを含む飲料水をラットに投与したところ，Tabl　3

に示すように主に肝に悪性腫蕩が発生し，アミノピリ

ンあるいは亜硝酸塩のみを与えた対照群には腫瘍の発

生はなかったと報告している．また，同時に行われた

オキシテトラサイクリンと亜瑚酸ナトリウムとの同様

の長期投与突験では，30匹中3匹に肝腫揚発生を認め，

対照群に比べると高い発生率ではあるが，必ずしも有

意とすることはできず，更に多くの動物を用いて再実

験を行う必要があるとしている．

　Schcunigら89）によっても，アミノピリンと亜硝酸

塩との同時経口投与によって肝腫瘍の発生率が著しく

増加することが報告されている．

　ヒトに広く利用されているアミン13種を飲料水に溶

解して，亜硝酸ナトリウムとともに，あるいはアミン

単独でラットに経口投与を行った実験があるgo〕．これ

もまた，Lijinskyらによって行われた実験であるが，

アミンの濃度は0．08～0．2％，亜硝酸ナトリウムの濃

度は0．1～0．2％であった．試験されたアミンのうち医

薬品は，クロルジアゼポキシド，クロルプロマジン，

シクリジン，ヘキサメチレンテトラミン（ヘキサミン），

ルカントン，トラザミド，メタピリレンである，これ

ら医薬品のうち亜硝酸塊との同時投与により腫瘍が発

生したのは，クロルジアゼポキシド0．2％＋亜硝酸ナ

トリウム0，2％による神経系の腫瘍（投与動物の10％

に発生），メタピリレン0．1％＋亜硝酸ナトリウム0．2

％による肝臓の腫瘍（30％の動物に発生）である．ま

た，ルカントンは，単独投与で，投与動物の30劣に肝

臓腫瘍の発生があったことが報告されている．しかし，

三三ピリレンについては，のちにメタピリレンの単独

投与によっても肝に腫瘍が発生することが報告され

た9P。このとぎメタピリレンは飼料中に1000　ppm添

加されていた．クロルジアゼポキシドについては，前

Tablc　3，　Survival　Pattcrlls　and　Tumor　Incidcnccs　in　Spraguc。dawley　Rats

　　　　Rcccivlng　Aminopyrinc　and　Sodium　Nitritc　in　Drinking　Watcr

TrcatmCIlt
DuratiQn
（weckS）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．　of
Survivors　at　wccks　aftcr　hlitiation　of　　　animals　w五th

trcatlncnt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hcnlangio。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　clldothclia1
0　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100　　　　tunlors

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　livers

　No．　of
animals　with

　mctastat1C

　tunlors
　in　lun9

Am三nopyrine（0．1％）

Anlinopyrille（0．1％）十
　sodium　nitritc（0，1％）

Anlhlopyr三nc（p。025％）十
　sodlu！n　nitrltc（0．025％）

30

30

50

15♂　15　　15　　15

15♀　15　　15　　15

15♂　15　　12　　8

15♀　15　　10　　4

15♂　15　　15　　15

15♀　15　　15　　14

15　　15　　15　　13　　12　91

15　　15　　14　　12　　9　　7！

2　0
1　0

14　11　7　3　0
11　5　2　　1　1　0

0
0

14
15

14
12

0
0

7

10

8
7

1AII　surviving　animals　wcrc　killcd　at　10壬wccks．

　〔Taylor　and　I』insky：Int．　J・canccr，16，211（1975）〕
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に述べたようにそのニトロソ誘導体はマウスに対して

癌原性を示さないという報告もある79）．

　Biancifioriら78）は，　BALB／cマウスにエタンブトー

ルと亜硝酸ナトリウムとを同時に，一匹当たりそれぞ

れ11ngずつ，週3回，36週間投与したところ，癌を

含む肺腫蕩とリンパ腫とが発生したと報告している．

　5．　医薬品のニトロソ化の抑制

　アスコルビン酸は，亜硝酸と酸性条件下で速やかに

反応し，一酸化窒素とデヒドロアスコルビン酸を生ず

る．ニトロソ化され得る可能性のある医薬品の投与時

に，アスコルビン酸をも同時に投与すれば，胃内で医

薬品と亜硝酸との反応に競合して，アスコルビソ酸と

亜硝酸との反応が進行し，ひいては，医薬品のニトロ

ソ化を抑制することが期待される。アスコルビン酸の

他にも亜硝酸を分解することによって二トロン化を抑

制する物質が考えられる（たとえば，スルファミン酸）．

　嫌気的条件下では，亜硝酸1mo1に対してアスコル

ピン酸0．5mo1で完全に亜硝酸を分解する．しかし，

空気が存在すると，アスコルピン酸との反応で生じた

NOがπびNO2に酸化され，水と反応して亜硝酸と

硝酸を生ずる．更：に，アスコルビン酸も空気酸化をう

けるため，亜硝酸の完全な分解には更に多くのアスコ

ルビン酸を必要とする92）．

　Mirvishら93〕は，亜硝酸塩の2倍moleのアスコル

ビン酸ナトリウムを用いたところ，pH　1～4で，モル

ホリン及びピペラジンのニトロソ化を98％以上抑制し

たと報告している．　しかし，N一メチルアニリンの二

．トロン化は完全に抑制することはできず，pH　3で60

％，pH　4で45％の抑制率にとどまった．この抑制効

果のアミンによる差異については，以下のように考察

されている．すなわち，pHL5～5．0では，　N203

（2HNO2；ゴN203十H20）がアスコルビン酸による

亜硝酸の分解に関与すると考えられており，特にpH

3～5ではアスコルビン酸と亜硝酸との反応は極めて速

く，N203の生成が律速段階である．一方，この

N203はアミンのニトロソ化にも作用する．このため

二つの反応は競合しておきるが，アミンのニトロ．ソ化

速度が特に速くない場合には，アスコルビン酸とN203

の反応が優先する。しかし，ハ1一メチルアニリンのニ

トロソ化は，極めて速く，N203生成が律速段階であ

るため，二つの反応が併行して進行し，充分に抑制さ

れないものと考えられる．

　Mirvishら93）は，尿素及びスルファミン酸アンモニ

ウムのモルホリン，ピペラジンに対する抑制効果につ

いても調べているが，弱酸性域（pH　3～4）で，アス

コルビン酸ナトリウムに比べて効果は劣ると報告して

いる．アスコルビン酸ナトリウムは，アミノピリンと

亜硝酸塩との反応をも効率よく抑制することが報告さ

れている28）．著者らの実験室においてもアミノピリン

と亜硝酸塩との反応に対するアスコルビン酸の影響を

調べた．　〔アミノピリン200ppm（0．86　mM）十NO2－

100PPm（2．17mM）〕にアスコルビソ酸を100～2000

PPm（0．57～ll．36　mM）の範囲で添加し，37。，　pH

3．0で5分間反応して，抑制率を測定したところ，ア

スコルビン酸400PPm（2，27　mM）添加でほぼ90％抑

制し，1000PPm（5．68　mM）で97％の抑制効果を示し

た．

　Ziebarthら94）は，ヒト胃液を用いた∫η漉roの実

験を行い，アミノピリン及びアジピン酸ピペラジンの

ニトロソ化に対するアスコルビン酸，スルファミン酸，

タンニン酸，システインの影響を調べ，アスコルビン

酸が最も有効な抑制剤であったと報告している．

　アミノピリンと亜硝酸塩の同時投与が引き起こす急

性毒性（肝障害，生成するNDMAによると推定され

ている）を指標にしてfη吻。におけるアスコルビン

酸の抑制効果を調べたいくつかの報告がある．Kamm

らによると95），〔アミノピリン（35mg／rat）＋亜硝酸ナ

トリウム30mg／rat）〕のラットへの投与によって引

き起こされるSGPT（Scrum　glutamic　pyruvic　trans・

aminase＝Serum　alanlne　aminotransferase）活性の上

昇は，アスコルビン酸ナトリウム60mgの同時投与

によって完全に阻止され，アスコルビン酸ナトリウム

15mgで，ほぼ93％まで抑制した．　Kammらはこの

報告の中で，NDMA（20　mg／kg）そのものの経口投与

によって起ぎる肝障害をアスコルビン酸ナトリウム

（70mg／rat）の同時投与が幾分軽減すると記している

が．後に，Greenblattg6），　Cardesaら97）によって否定

され，Kamm自身49】によって訂正された．

　Kammら49｝は，助3iooにおけるアミノピリンと亜

硝酸ナトリウムとの反応に対するアスコルピン酸ナト

リウムとその関連化合物の影響を検討した．その結果，

アスコルビン酸ナトリウム及びアスコルビン酸は，ア

ミノピリンと亜硝酸ナトリウムとの投与によって起き

るSGPT活性の上昇を防ぎ，アスコルビン酸パルミ

チン酸エステルはその効果を有するが弱く，デヒドロ

アスコルビン酸，アスコルビソ酸一2一スルフェイト（ア

スコルビン酸の代謝物）にはその効果はなかった．ま

た，同報文中に〔アミノピリン120mg＋亜硝酸ナト

リウム110mg〕のラットへの経口投与によって30分

後の血清中にNDMA　2μ9／mZが検出されること，

アスコルビン酸ナトリウムの同時投与により，その

NDMAの生成は抑制され，その抑制効果は，アスコ
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ルビン酸ナトリウムの投与量と相関性があることが報

告されている．

　Grecnblatt96）は，マウスを用いて実験し，〔アミノピ

リン（17．3μmol／mouse）十亜硝酸塩（58μmol／mousc）〕

投与による肝障害が亜硝酸塩の2倍moleのアスコル

ビン酸で防止されることを報告している．

　FongとChanは9B・99），アミノピリンと亜硝酸ナト

リウムとを飲料水に混和し（両化合物とも5001ng／Z），

1週間に5日間，40週間にわたってSpraguc－Dawlcy

ラットに投与すると，肺，肝，腎の順で腫瘍が発生す

るが，アスコルビン酸を大五圭に含む飼料（7g／kg）を同

時に投与すると，肝における温温の発生を完全に防止

したと報署している．但し，肺，腎の腫瘍の発生に関

しては統計学的に有意な減少を認めたが，完全に防止

することはできなかった．また，飼料中のアスコルビ

ン酸濃度が低いと，肝腫瘍に対しても統計学的に有意

な防禦効果が得られなかった．

　Mirvishら1。o）は，飼料中にアミンを，飲料水中に亜

硝酸塩を添加し，長期投与実験を行っている．それ

によると，〔ピペラジン（6．259／kg）十亜硝酸ナトリウ

ム（1．Og／1）〕の投与によって（括弧内は飼料又は飲料

水中の濃度），strain　Aマウスに発生するlung　ade・

nomaは，アスコルビン酸ナトリウム（23．09／kg）を

ピペラジンとともに飼料中に添加することによって約

90％抑制され，その抑制効果にはアスコルビン酸ナト

リウムの添加量との問に相関性があったとされている．

　6．終りに

　アミノピリンは，生体内でNDMAを生じ得ること

を主な理由に，日本を含めた多くの国々で経口投与が

禁止された．しかしながら，医薬品の場合病気の治療

という重要な役割があるため，仮説的危険性だけで上

川を禁止することには問題があろう．

　最後に，1978年，ジェノバで開かれたWHOの医

薬品のニトロソ化に閃するworking　groopの山鼠で

合意された意見を紹介しておきたい。

　「医薬品のニトロソ化について満足のいく客観的な

評価を下すまでには，更に臨床的，疫学的な証拠が必

要である．しかしながら，経口投与の医薬品であって，

容易にニトロソ化されて発癌性が証明されている誘導

作を生ずる医薬品は，適当な代替品が手に入るならば

取り除くべきである．適当な代替品がない場合には，

その医薬品の投与によって期待される利益とその医薬

品のニトロソ化による仮説的危険性の軽重をはかる必

要がある．一般的に言って，疑いのもたれている医薬

品は，選択し，かつひかえめに使用すべきである．食

品や他の医薬品からの亜硝酸塩や硝酸監の摂取をでぎ

るだけ減らす．そのうえで，アスコルビン酸その他の

抑制剤の使用によってニトロソ化を押えるべきであ

る．」

　本文中で取りあげた医薬品は，日本だけでなく欧米

諸国を含めて医薬品として現在使用されているか，か

つて使川されたことがあるものであって，必ずしも現

在日木で使川中のものばかりではない．
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報 文 Originals

DMSO中でのアリルアゾー2一ナフトール類の分光学的研究

宮原　誠・中舘正弘

Spectroscopic　Studies　of　Arylazo・2・naphthols　in　DMSO

MakotQ　MIYAIIARA　and】㌧fasahiro　NAKADATE

　The　visible，1H－NMR，　and　i面ared　spectra　of　I－phenylazo－2－naphthols　were　studiサd　in　DMSO　or　solid

state．　These　compound3　are　known　to　be　a　mixture　ofazohydrazo　tautomers　in　the　solut1on．

　When　tlle　solution　of　the　compounds　ln　DMSO　were　diluted，　the　both　bands　of　azo　and　hydrazo　were

shi食ed　to　shorter　wave　Iength．　The　substitution　ef琵cts　of　phenyl　r五ng　on　absorption　maxima　were　clcarly

obsewed　and止ere　were　goQd　correlations　between　absorption　maxima　andσ。　orσ＋．　The　substitution　c｛喪cts

on　molecular　cxtinction　coef丑cients　wcre　fbund　on　nelther　bands　of　azo　and　hydrazo　isomers．　Both　peaks

ofNH　and　OH　protons　wcre　not　observed　ln　the　NムiR　spectra，　but　only　one　pcak　was　detected　in　the　NMR

spcctra．　There　are　good　cQrrelations　betwecn　the　chemical　shi仕s　andσR　orσR＋．　Broad　absorption　bands

were　observed　in　the　range　of　2800－2500　cm－1，　instcad　of　the　characteristic　absorption　bands　due　to　azo

fbrm（OH　and－N耳N一）and　hydrazo魚）rm（NH　and　C＝0）in　the　in飴red　spcctra．　The　assignment

ofsome　absorption　band51n　the　IR　spectra　is　alsQ　shown．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

　アリルアゾナフトール類は，染料工業において，ま

た有機顔料，化粧品用色素としても広く用いられてお

りD，その実用面から光吸収などについて多くの研究

がなされてきた2卿4）。また，これらの化合物は，互変

異性を示す典型的なものとしても知られ5陶7），種々の

条件下でその異性体比率が変化することが，可視吸収

スペクトル，15N－NMRスペクトルなどから明らかに

されている8）．

　アゾ色素は次に示すようなエノール型（オキシアゾ

型）とケト型（キノソヒドラゾン型）の二種類の異性

体が知られている．

　　　　　　HO

　　　　（1）

Azo　form（enol’郵orm）

　　　　　　　O

R一
q：〉・・一・、

　　　　　　　cノ

　　　　（2）

恥dr血＝o　form（keto　fom）

Fig．1．　Tautomerism　of　Azo　Dyes

　今回，我々はパラ位に種々の置換基を有する1一フ

ェニルアゾー2一ナフトール類を7種合成し，その可視

吸収スペクトル，1H－NMR及び赤外吸収スペクトル

を測定し，これらの化合物のDMSO中又は固体状態

での互変異性について検討したので報告する．

　1．　可視吸収スペクトル

　合成した1一ρ一置換フェニルアゾー2一ナフトールを

DMSOに溶解し，可視部における吸収極大波長に対

する濃度効果と置換基効果並びに分子吸光係数に対す

る置換基効果について検討した．

　溶液中の互変異性体については，Burawoy5）らや斎

藤ら6】によって研究され，オキシァゾ型は410～420nm，

キノンヒドラゾソ型は480nm～510　nmにそれぞれ吸

収極大を示すことが知られている．一般にアゾ色素は

溶液中，結晶状態でケト四一エノール型の平衡混合物

として存在する．今回の実験でも両異性体が常に混合

物として存在し，両異性体のスペクトルが重なり合い，

その比率によっては，一方のオキシアゾ型の吸収が，

キノンヒドラゾソ型の吸収の肩として観測された，．し

たがって，吸収極大波長，分子吸光係数ともに若干の

誤差を含むと考えられる．それぞれの化合物の可視吸

収スペクトルのデータをTable．1に示す．『

　Table　lに示すように吸収極大波長に及ぼす濃度効

果が，わずかながら観測され，200μmolと20μmolで

の各々の吸収極大波長を比較すると，オキシアゾ体で

2nm，キノンヒドラゾ体で，0－6　nmの希釈による

ブルーシフトがみられた．キノンヒドラゾン型の吸収

は，電子供与基，電子吸引基のいずれの置換体におい
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ても，5nm前後のシフトを示すのに対し，ハロゲン

置換体は0～2nmのシフトをおこすにすぎなかった．

このような濃度効果は主として，それぞれの異性体の

比率の変化，又は，各々の異性体の会合状態の変化に

より吸収極大波長そのものが変化することに由来する

と考えられる．しかし，濃度が低くなると両異性体の

吸収がともに，ブルーシフトすることや，濃度効果に

Tablc　1．　Substitutlon　and　Conccntration　EfR：αs

　　　　of　I－Phcnylazo－2－naphthols　on　Vislblc

　　　　Spcctra

　　　　　　　　　　Concentration

R 200μmo1 20μmo1

λ躍隻Onmλ盟ミOnm摺曼Onmλ臓Onm
　　　　　　　　　　（ε×103）　（εxlO3）

CH30

CH3

H

F

Cl

CN

NO2

423

424

424

423

426

428

438

467

483

482

471

481

491

498

421
（1。58）

422
（1．72）

＿＊

421
（1．18）

＿＊

＿＊＊

＿＊＊

　462
（1．52）

　477
（1．38）

　478
（1．59）

　469
（L20）

　481
（1．65）

　486
（2，14）

　494
（2．41）

＊：　shoulder

＊＊：No　absorption　maxlmum量n　420－430　nm

対する置換基効果などから，会合状態が変化すること

に由来する寄与が大きいと考えられるが，更に検討が

必要である．

　次に，スペクトルに対する置換蕃効果を論ずるのに，

一般的な方法として，各種置換甚パラメーターとの相

関を検討した．仁川したパラメーターをTable　2に

示す9・10）．オキシアゾ型の吸収極大波長は，置換基に

よる変化はほとんどなく，ニトロ基やシアノ基の場合

若干レッドシフトを示すにすぎなかった．一方キノソ

ヒドラゾン型の吸収は顕著な置換基効果がみられたの

で，これを統計処理し，その結果をTablc　3に示す．

　ハメットのσp値に対しては相関が悪く，むしろσ。

やσp＋に対し強い相関がみられた．特に，置換基と

の直接の共鳴がない場合に用いるσ。に対しては，非

常に高い相関（7＝0．992）を示した。このことからも

置換基のついたフェニル基と発色基が直接的な共鳴の

ないキノソヒドラゾン型に，460nm～500　nmの吸収

を帰属することが妥当である．また，σ＋に対しても

高い相関を示すことから次に示すような共鳴構造の寄

与も推定出来る．

HO HO

贈タ責一N一＿ヤON－N一

（3）

＼ノ
（4）

Fig．2．　Mcsomerism　of　Azo　Dyes

＼ノ

置換基と反応点との問に直接の共鳴がないとき用い

Table　2．　Parameter　Valucs　fbr　V三sible　and　NMR　Spcctra　Conslderationa）・b）・c｝

R σP σpo σP十 σ1 σRO σR σR＋ X σ泥 σi

CH30　　－0．27　－0．16

CH3　　－0．17　－0．12

H　　　　　O　　　　O

F　　　　　　　　　O．06　　　　0．21

C1　　　　　0．23　　　0．28

CN　　　　　O．66　　　0．69

NO2　　　　　　0。78　　　　0．82

一〇，78　　－0，31

－0，31　　　－0．06

　0　　　　0

－0．07　　　　0．57

　0．11　　　0．51

　0．66d　　　O，61

　0．78d　　　　O．70

一〇．41

－0，10

　0

－0．35

－0．20

　0．07

　0，10

一〇．63

－0．10

　0

－0．59

－0．35

　0

　0

一1．13　　3．6　　－0．281　　　0．185

一〇．27　　　2．6

　0　　　　2，1

－0．71　　　4．0

－0．47　　　　3．0

　0，07c　　　3．1

　0．10e　　　3．4

一〇．078　　　－0．045

　0　　　　　0

－0．118　　　　0．363

　0．070　　　　　0．348

　0．41f　　　O．41

　0，47f　　　　　O．47

a）σp：Hammctt’s　constant最）r　para　substitutio11；σp。：normal　substitutiQn　cQnstant　Ibr　pユra　substitution；

　σR＋：clcctrophilic　substitucnt　constant；σ1：Tafし’s　inductivc　paramctcr；σR。：Ta血’s　normalτcsonancc．

　paramctcr；σR：Tafビs　rcsonancc　paramcter；　σp＋：Taft，s　rcsonallcc　paramctcr　lbr　para　substitution；

　X：Elcctroncgativity　of　substituent；　σ罵＝Yukawa－Tsuno’s　rcsonancc　parametcr；　σ1：Yukawa－Tsuno’s

　inductivc　pararnctcr
b）　σP＝σ1十σR；　σpo＝：σ1十σR。；　σP＋＝σ1十σR＋；　σpo＝σi十σπ←

C）rC艶rcnCcs；scc　ln　tc・t・

d）σpvaluc

c）σR。valuc

f）σivalUC
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Tablc　3．　Corrclation　Cocmc三ents　ofえ480－510nm　with　various　Paramcters

Concentratlon
Correlation　負）r

200μmo1 20μmo1

σP

　oσP

　十σP

σR

σRO

σR＋

σπ＋

σ1

σi

ヨコ　　　　　　　　わラ

r＝0．840（S．D．＝0．238）

r＝0．992（SD．＝0．054）

r＝0．945（SD，＝0．191）

r＝0．874（S．D，＝0．151）

r＝0．947（S．D．＝0．007）

r；0．966（SD．＝0．086）

r＝0，927（S．D．＝0．l15）

r＝0．293（S．D．＝0．316）

r＝0．320（S．D。＝0．212）

r＝0．686（S．D．＝0，365）

r＝0。992（S．D．＝0．051）

r＝0．968（S．D．＝0．146）

r＝0．811（S・D．＝0．182）

r＝0．904（S．D．＝0．093）

r＝0．888（S。D．＝0．231）

r＝0．906（S．DFO．130）

r＝0．744（S．D．＝0．220）

r＝0．411（S．D．＝0．204）

a）r；c・rrelatiQn　c・e銀cient

b）SD．：standard　deviation

Table　4．　Correlation　Coe伍cients　ofε480－5！o　nm

　　　　with　Various　Paramctcrs

Correlation　fbr r鹿） S．D．a｝

　　　　！。

　　　　Fig．3。　Photo－induced　Prototropy

σP

σoP

　十σP

σI

　oσR

σR

　十σR

　十σπ

σi

0．898

0．867

0，821

0。580

0．752

0．595

0．640

0．311

0．597

0．192

0．209

0，336

0．269

0．144

0．250

0．386

0．082

0，180

るσ。と，置換基と電子不足の反応点との問に共鳴が

あるとき用いるσ＋との両方に相関が高いことから，

構造（2）と分極した構造（3），（4）とが吸収極大波長に

関与していると解釈できる．更にFig．3に示すよう

に，キノンヒドラゾン体は光を吸収して，（B）のよう

に分極し，この励起状態の寿命の問に水素がシフトを

起こし，（C）の励起状態となり，（C）を安定化する

（3），（4）の共鳴が吸収極大に影響すると考えられる．

水素結合した水素ば，光を吸収した励起状態において，

非常に移動しやすくなることが知られており11》，この

事も上述の考えを支持すると思われる．

　次に，このσpの内容について検討するために，更

にσi，σ1，σR，σR。，σR＋，σ。＋などとの相関を検討した．

その結果をTable　3に示す．表から明らかなように，

σ、，σiのような誘起効果をあらわすパラメーターとの

相関は悪く，σR，σR。，σR＋，σ。＋のような共鳴効果の指標

となるパラメーターとの相関が高いことが判明した．

このことから，吸収極大波長に及ぼす置換基効果のう

ち，共鳴効果の方が，誘起効果より，寄与が大きいと

a）see　f～）ot　notes　of　table　3．

考えられる．更に，置換韮の電気陰性度との相関を試

みたが，その相関はまったくみられなかった。

　4一（フェニルアゾ）一1一ナフトールの場合，460～500

nmの吸収強度とσpと強い相関性がみられ，キノン

ヒドラゾソ型の量に対して置換基効果があるとされて

いる3》，同様の検討を1一（フェニルアゾ）一2一ナフトー

ル類について行い，結果をTable　4に示す，4一（フェ

ニルアゾ）一1一ナフトール類と異なりいずれのパラメー

ターとも高い相関性はみられなかった。

2㎜スペクトル
　1H－NMRのアロマテックプロトン領域は吸収が重

なりあって解析が困難なため，今回は活性プロトンに

ついてのみ検討した．これらの化合物の活性プロトン

はTable　5に示すように，1つの吸収しか観測されず，

さらに，置換基効果を受けて，そのケミカルシフトも

変化した．これら二つの事実は，オキシアゾ型一キノ

ンヒドラゾン型の互変異性体の混合物を観測している
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Table　5．ユH－NMR　Chcmical　Shiftsδ（ppm）of

　　　　I．abi！c　Prαon負℃m　Tハ｛S

RCH30CH3HF Cl　CN　　NO2

　δ　　　15．08　15．67　15．80　15．30　15．57　15．73　15．78

（DMSO）

TabIc　6．　Corrclatlon　Cocmcicllts　ofδwidl　Various

　　　　Paramctcrs

Corrclation　fbr　　　　ra）　　　　　　　S．D．a，

σP

σpo

σP十

σRO

σR

　十σR

　十στ

σ1

σi

　0．579

　0．488

　0，729

　0．9壬3

　0．958

　0．977

　0．713

－0．050

－0．085

0．358

0．367

0．403

0．072

0．088

0、107

0．216

0．224

0．329

a）sce　fbot　n◎tcs　of　table　3．

Table　7．　Calculated　Chemical　Shiftsδ（ppm）

　　　　ofNH　Proton

R α1盾рg・二子難；罷）・

CH30
CH3

H
I・「

Cl

CN
NO2

20．66

22．12

20．39

20，88

19．98

19．26

18，76

51

52

43

50

43

37

33

49

48

52

50

57

63

67

　a）Values　ind三catcd　wcrc　obta三ncd　from　absor－

bユncc　ofvisiblc　spcctra，　and　thcsc　valucs　werc

uscd　in　calculation　of　cllcmica［shirts　of　NH

prQtOIL

ことを示している．これら互変異性体のライフタイム

が充分短いものとすると，各々の異性体のケミカルシ

フトと異なった位置に一本の吸収帯として観測され，

その吸収位置は，2つの異性体の存在比と，それぞれ

のケミカルシフトとを掛け合せた重心の位置に観測さ

れる2）．

　可視吸収スペクトルの場合と同様に，各種の置換基

パラメーターとの相関を検討した結果（Table　6），σP，

σp。 Cσp＋との相関はなく，むしろ，σR，σR＋などとの高

い梱閃がみられた．

　次に，キノソヒドラゾン型のNHのケミカルシフ

トの位置を計算した．その方法は，DMSO中での電

子スペクトルから求めた互変異性体の比率をもとにし

て，キノンヒドラゾ型のケミカルシフトの算出を試み

た．この計算の際次のような仮定を含むものである．

1）オキシアゾ型一キノソヒドラゾン型の比率を求める

時，それぞれの真の分子吸光係数は不明であるが，同

じ分子吸光係数をもつものとする9．2）真のオキシア

ゾ体のOH基のケミカルシフトがわからないが，β一

ナフトールのOH基のケミカルシフトを用いた12）．

3）濃度変化によって互変異性体の比率に大きな変化が

ない．Table　7に示すように，活性プロトンのケミカ

ルシフトは，電子吸引基ほど，低磁場に計算された．

各NHプロトンのケミカルシフトは20　ppm付近と計

算されるが，ジニトロフェニルヒドラゾンなどと比較

すると10ppm程度低磁場にあるが，強い分子内水素

結合を考慮すると妥当であろう．更に，この計算値を

もとにして，：互変異性体の交換速度を求めると2x10

－4sec．以下で，これは14N－NMR．で得られた結果と

一致した12）．

　3．　赤外吸収スペクトル

　合成したパラ置換アリルアゾー2一ナフトール類の赤

外吸収スペクトルを測定し，経験的に各吸収を帰属し

た結果をTable　8に示す．1610～1450　cm－1にかけ

て5本目吸収が観測され，ナフタレン核やベンゼン核

の骨格振動によるものと考えられる．従来，1，2一ナフ

トキノンなどのカルボ弄ル基の吸収が，1620cm’1付

近にみられることから，1610～1590Cm－1の中程度の

強度をもつ吸収をキノンーヒドラゾン型のカルボニル

基と帰属されていた13）．しかし，1600cm冒1付近の吸

収と1580cm－1付近の吸収については，今回の実験で

言換基効果がみられ，これら2つの吸収強度は置換基

がメトキシ基，メチル基，水素，塩素のとき，高波数

側の吸収が強く，低波数側のものは，それに比して弱

い．一方，置換基がシァノ基，ニトロ基，フッ素の場

合は，これらの吸収強度は逆転する，このような置換

基効果はベンゼン環の骨格振動に対する践換基効果と

して良く知られておりエ4），1620cm一且fj’近の吸収の強

度が，カルボニル基の吸収としては，かなり弱いこと

と考えあわせると，従来の帰属は疑問である．

　1320cm－1～980　cm－1の領ヌ或には，中程度以上の吸

収として，1300cm－1，1250　cm－1，1220　cm－1，1200

cm－1，1140　cm－1，980cm冒1などの位置にみられた．

850cm～720　cm－1には，芳香環の炭素水素結合の面

外変角振動由来と考えられる吸収がみられた．ベンゼ

ン環の2，3位とナフトールの3，4位の水素に起因する
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Table　8。　IR　spectral　Data　of　1－Phenylazo－2－naphthols

EmP呈ricaI
幽Assignmcnts

R

CH30 CH3 H F Cl CN NO2

CN
Phenyl　r｛ng　C－C

NO2

NO2

＿0＿C＝

C＿F

＿0＿C＝

C－NO2

ring　C－H

ring　C－H

1590Vs

1580S

15503h

14905h

1440S

1290M

1235S

12003h

1150M
lI40sh

1020S

975M

820S

　750S、

　730S

1610Ms

1600M

1550M

1490sh

1455S

1300W

1260：M

1230W

1200M

I140M

1030W

980M

830S

810S

740S

1610Ms

1590M

1540M

1490S

1440S

1315W

1260M

1250M

1220W

1200M

1140M

1070W

980M

840S

8203h

750S

1610ム1　　　　1610へ｛

1590ムfs　　　　l590㌔V

I550、V　　　　　l550N｛

14953　　　　1490sh

　　　　　1470M

　　　　　1400W

1290、V　　　　1290、V

1250M　　l240M

1220M

1200M

l140M

1070W

980M

820S

750S

735M

12205h

1200M

1140M

1130M

1080W

1000M

980M

815S

740S

2500S

1610S　　　　1515、V

1600、7s　　　1585ム11s

1560M

　　　　　1550M
1490S　　　　1490S

1440S

1390M

1370M

　　　　　1320S

1310、V　　　l290sh

1250M　　1250M

1220八I　　　　l220】㌧工

1200M

1165M
I150S

1190S

1145S

1130M

1095、V　　　1100S

1000M

985M
860M

840S

835S

805M
750S

980M

850S

830S

740S

Vs＝veb・strong；S＝strong；M＝medium；Ms＝stronger　medium；W＝weak；sh＝shoulder

吸収は，840～810cm－1に重なって観測され，また，

ナフタレン環の5，6，7，8位の水素由来の吸収は750

～740cm‘1に強い吸収となってあらわれた．フェニ

ル基上の官能基由来の吸収については，メトキシ基が，

1235cm－1（ひa5（coc）），1020　cm－1（ひs（coc）），ニトリル

基は2500cm－1（り（cヨN）），　ニトロ基は1550　cm－1（びas

（No2）），1320　cm－1（ひ5（No2）），850　cm－1（ひ（c－N））に，

それぞれ観測された．

　構造式から予想されるCニ0，NHやOH由来の吸

収はみられず，3000～2500cm－1に水素結合したと思

われるOH又はNHの吸収がみられた．これは非常

に強い水素結合を示唆し活｛生水素原子は酸素原子と窒

素原子にはさまれて，その平面内で六員環を形成して

いると考えられる．

　以上，可視吸収スペクトルでは，両異性体を区別し

て観測出来るのに対しJR，　NMRスペクトルでは，

それらを別々に観測でぎなかった．可視吸収スペクト

ルの分子吸光係数から，キノソヒドラゾγ型が励起状

態でいる時間を計算すると約10－9secである．前述の

ようなフォトトロピーが起こるとすれば，その速さは，

その寿命より速い．したがって，両異性体はNMR
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のタイムスケール（10－4sec）より，はるかに短い寿命

しかもちえないこととなる．しかしながら，この点を

結論するためには，更に電子スペクトルについての詳

細な検討が必要である．

実験　の　部

　1－7エニルアゾー2一ナフトール類の合成

　文献記載の力法にしたがって，アニリン類をジアゾ

化後，β一ナフトールと反応させて合成した．典型的

な実験例を下に示す．

　　1－Phcnylazo－2－naphtllolの合成：2．359（0．025

mol）のアニリンを，6．6mJ（0．075　mo1）の塩酸と水

500mZに溶解し，0。に保：ちながら，1．739（0．025

mol）の亜硝酸ナトリウムを10mJの水に溶解した液

を加え，ジアゾ化を行った．

　β一ナフトール3．639（0．025mol）を水100　mJと

水酸化ナトリウム3．09（0．075mol）に溶解し，上記

ジアゾニウム塩水溶液を6～9。において加えてカップ

リングを行った．撹拝しながら，更に2時問，室温で

反応し，析出した結品を済取し，これをエタノールか

ら3回再結面し，目的の1－Phcnylazo－2－naphtllol　2．4

gを得た．収率40％，mp　134。（lit．17）134。）

　P－Me止Qxyphenylazo－2－naphthol：収率46％，　n1P

139。（Iit．15〕mp　I41。）

　ρ一Methylphenylazo－2－naphthol：収率69劣，　mp　133。

（lit．16）mp　13壬～5。）

　ρ一FluoroPhenylazo－2－naphthol：収率46％，　mp　144。

　ρ一Chlorophenylazo－2－naphthol：収率68％，　mp　l　65。

（lit．18）mp　162．5。）

　ρ一Cyanophcnyla70－2－naphthol：収率35％，　mp　237。

（11t．12），　mp　235。）

　ρ一Nitrophcnylazo－2－napllthol＝収率80％，　mp　258。

（liし18），　mp　254。）

　可視吸収スペクトル：色素煩をDMSOに溶解（20

μmo1～200μmol）し，島津ダブルビーム分光光度計

UV　200を用いて25－30。で測定した．

　1H－NMRスペクトル：色素類をDMSO－d6に溶解

（約30mmol）し，濁りのないことを確認し測定用の試

料とした．内部標準としてTMSを用い，　Varian　EM

360Aスペクトロメーターを用い35。で測定した．

　赤外吸収スペクトル：Nuj・1法で口本分光IR－A

102型を用いて測定した．
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高速液体クロマトグラフィーを用いたプロゲステロンの分析

太田美矢子・木村俊夫・川村次良

Analysis　of　Progesterone　by　High　perR）rmance　Liquid　Chromatography

Miyako　oHTA，　Toshio　KIMuRA　and　Jiro　KAwAMuRA

　The　spectrophotometr1c　assay　ibr　progestcrone　in　the　Ioth　edltion　of　Japanese　Pharmacopoeia（JpX）

utilizes　a　UV　absorption　at　241　nm　which　based　on　the　44－3－keto　group．　Since　this　method　is　non－speci6c，

the　assay　value　may　include　most　of　thc　related　impurities　as　well　as　progesterone　itse1£To　d三ssolve　the

problem，　a　HP五C　assay　metllod　has　bcen　established　employlng　LiGhrosorb　RP－18　as　a　column　packing，

acetonitrile－water（6：4）as　an　cluent　and　Inethyl　testosterone　as　an　internal　standard．　By　this　HPLC　method

agood　callbration　curve　and　precision　were　obtained，

　Four　standard　substances　and　2　commercial　samples　were　compared　by　Jp　x　and　the　HPLG　methods・

It　was　fbund　that　the　samples　which　contained　some　amount　of　impurities　gavc　Iower　values　by　the　HPLC

method　and　the　values　wcre　well　correlated　with　total　amount　of　the　impurities　in　the　samples．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

　黄体ホルモンのプロゲステロン（Pg）の定量法には，

吸光度測定法1），イソニコチン酸ヒドラジドなどを用

いる比色定量法2），ジニトロフェニルヒドラジンを用

いる重量分析法及びけい光定量法3）など多くの分析方

法が報告され，ている4）．しかし．これらの定量法は，

官能基による光の吸収性や反応性を利用しているので，

同じ官能韮を有する類縁物質が不純物として共存する

ときには，Pgと同時に分析されその定量値に含まれ

る．そのためこれらの類縁物質を分離後定量する必要

があり，米国薬局方第20版では簿層クロマトグラフ

（TLC）法を用いて分離したのち，吸光度測定法によ

り定量しているがこの方法は大変煩雑である．最近で

は高速液体クロマトグラフ（HPLC）法が，ステロイド

の分離や定量に多用されている5｝7）．

　第十改正日本薬局方では，Pgの定量法として，吸

光度測定法（Jpx法）を採用しているが，この方法は

誰一3ケト基の紫外吸収を利用しているので，類縁物

質などを分離したのちに定量することが望ましい．著

者らは，HPLG法による分離定量法を確立するため，

リクロソルブRP－18の充てん剤を用い，アセトニトリ

ル・水系の溶離剤で溶出し，良好な結果を得た．また，

29種類のPgの類縁物質のHPLCを行い，　Pgの不

純物との比較を行った。更に，TLCで分離された不

純物スポットのうち多量入っているものについて，

HPLGのどの不純物ピークに相当するかの対比も行

い若干の知見を得たので報告する．

実　験　方　法

　1．　試料及び試薬

　Pgは国際化学参照物質（Control　l　67033，　ICRS）を

標準として用い，日本薬局方標準品（Contro1721，

JpRs），米国薬局方標準品（control　G，　uSPRS－G，

1980年入手），米国薬局方標準品（Control　F，　USPRS－

F，1965年頃入手し室耐デシケーター保存したもの）

及び2社のPgの市阪品（C　I，CII）を試料とした．

また，Pgの類縁物質はすべて市販品を用い，　HPLC

の内部標準物質としては，日本薬局方“メチルテスト

ステロン”を用いた．その他の試薬は試薬特級品を用

いた．

　2．装　置

　分光光度計（ユニオン技研SM－401型），高速液体

クロマトグラフ（日立635型），検出器（LDC－UVモ

ニター又は日立波長可変分光光度計），　インテグレー

ター（島津クロマトパヅクCIB）

　3．　HPLCの操作条件

　1．分析カラム：リクロソルブRP－18（5μm，プレ

パックド，4．0φ×2501nln），溶離剤：アセトニトリル

・水（6＝4），流量：1mJ／min，圧力：130　kg／cm2，

検出器＝LDC・UVモニター（254　nm，0．32　AUFS），

カラム温度140。，記録紙速度：2．5mm／min．

　E．溶離剤：アセトニトリル・水（5＝5），圧力：

190kg／cm2，他のすべての条件は，操f乍条件工に同じ

である，
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　皿．プレカラム：リクロソルブRP－18（5μm，4．0φ

×30mm），流量：0．53　mZ／mln，圧力：100　kg／cm2，検

出器：口立波長可変分光光度計（241nm，0．32AUFS），

カラム温度：30。，分析カラムを含む他のすべての条

件は操1乍条件1と同じである．

　4．　検量線の作成

　ICRS　5　mgを正確に量り，内部原画溶液を加えて

溶かし正確に50mZとする。この液1mJ，2mZ，4mJ，

6m！，8：nZ，10mZ及び12mZをそれぞれ正確に生り，

内部漂準溶液を加えて正確に20mJとする．この液

20μ」を用いて操作条件1に従いHPLCを行い，各

ピーク高さ比から検量線を作成した．ただし，内部標

illi溶液はメチルテストステロン20～30mgを最り，無

水エタノールを加え．て溶かし1000m♂とする．

　5．TLC法の試料の調製及び条件

　メルク製プレコーテソグシリカゲル60F254を100Q，

1時間活性化後，Pgの各試料5mgをメタノール

0．5mJに溶かしその20μZを塗布し，ベンゼン・酢

酸エチル（4：1）で展開した，検出には紫外線（254

nm）下で観察する方法及び2％過塩素酸のメタノー

ル溶液を噴霧後紫外線（366nm）を照射しケイ光を観

察する方法を用いた．また，TLCの各スポットが

HPLCのどのピークに対応するかを調べる日的で，試

料5mgをメタノール0．5mZに溶かした液を20×20

cmの薄層板に線状に塗布後，展開し，それぞれのス

ポット部分をかきとり，メタノールで抽出したものを

HPLCの試料とした．

．6．定量法

　i）Jpx法　5種のPgの試料及びPgの標準品

（ICRS）を乾燥したのち，その約10mgずつを精密に

量り，それぞれに無水エタノールを加えて溶かし正確

に100mZとし，試料原液及び標llll原液とする．試料

原液及び標準原液5mJずつを正確に上り，それぞれ

に無水エタノールを加えて正確に50mJとし，それぞ

れにつき241nmの吸光度を測定する．

　ii）HPLC法　試料原液及び標準原液5mJずつを

正確に量り，それぞれに内部標準溶液5m’を正確に

加えたのち，無水エタノールを加えて正確に25m♂と

し，試料溶液及び標準溶液とする，この液20μを注

入し，操作条件工でHPLCを行う．それぞれの溶液

につき内部標準物質に対する試料及び標準品のピーク

高さ比を測定し，標準品に対する各試料のPg含量を

求める．ただし，内部標準溶液はメチルテストステロ

ン25～30mgを無水エタノールを加えて溶かし200　mZ

とする．試料溶液及び溶離剤の調製はすべて20。で行

う．

結果と考察

　1．HPLG操作条件の検討

　リクロソルブRP－18は1シリカゲルにオクタデシル

シランを化学的に結合させた充てん剤であり，溶離剤

としては通常アセトニトリル・水の系を用いることが

多いので，アセトニトリル・水の混合溶液を用いた．

Fig．1はPgの試料の中で，不純物の数が一班多い

USPRS－Fを40μg注入したときのクロ’マトグラム

であり，1，∬及び皿はそれぞれ操作条件1，皿及び皿

で溶出した．皿と皿が同様の分離を示し良好であった．

また，Pgの保持時間はそれぞれ1は10分，皿は20．3

分，皿は22，61分であり，五と皿では保持時間が長く

なり，工でもPgの付近のピークはPgと良く分離し

ている。このことから，定量には操作条件1を採用し，

皿の分離が最も良好なことから，類縁物質の検索には

10

1 II III　10

Pg 10 Pg Pg

S

S　g　81翁 S　34　9

P2！58
13

　3’9
P21・説

12　13
1213

0　8 工60 8 16 24　32　0 8　16 24　32　40

　　　　　　Retention　t三me（min）

Fig．　L　High　perlbrmance　Iiquid　chromatogram

　　　of　progcstcronc（USPRS－F）

Cond三t1ons

　I；column＝HChrosorb　RP－18（5μm，　prcpackcd，

4．0φ×250mm），　clucnt：acct・nitrilc－watcr（6：4），

now　mtc＝1m’／min，　prcssurc：130　kg／cm2，　dctc；

ctor＝LDC－UV　IIlonhor（254　nm，0．32　AUFS），

column　tcmpcmturc：40。，　chart　spccd：2。5　mm／

min，叩Plicd　amotmt＝40μg　in　mcthanol

　II；　clucllt：acctonitrilc－watcr（5：5），　prcssurc：

190kg／cm2．　Othcr　condlt三〇ns　wcre　samc　as　Fig．1

（1）．

　III；prccolumn：LiChrosorb　RP－18（5μg，4．0φ

×30mm），　now　ratc＝0．53　mJ／min，　pressurc：100

kg／cm2，　column　tcmperature＝30。，　detecter：

Hitachi　wavelcngth　tunable　efHuent　monitor（241

nm，0．32　AUFS），　Other　conditions　were　same　as

Fig．1（1）．

s＝solvenら　Pg：progesterone
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　　　　　　　　　　　　　　Retention　time（m1n）

Fig．2．　High　perR）rmance　liquid　chromatogram　of　var1ous　prcgesterone　samples

　All　cond五tions　are　same　as　Fig．1（III）．

Tablc　1．　Retention　times　of　progestcrone　and　the　impurities　in　various　progcsterone　samplcs

Pcak　No． （1）　（2）　（3）　（4）　（5）　（6）　（7）　（8）　（9）　（10）　　Pg　　（Il）　（12）　（13）　（14）

USPRS－F　7．95　9．2710，13

JPRS
ICRS

USPRS－G
CI　　　　　7．74

CII　　　　7．72

11．72

11．52

11．76

　　　1L52
10．64　11。68　13．88

14．52　15．57　16．98　18．77　22．27　　　　　　31．28　37．36

　　　　　　　　　18．71　22．28

　　　　　　　　　18．83　22．21

　　　　　　　　　　　　22．33　28．40　　　　　　　　　　　45．52

　　　　　　16．97　　　　　　22．20

　　　　　　16．88　18．63　22．09

All　conditlons　are　same　as　Fig．1（III）．

操作条件皿を用いた．

　2．　HPLCによるPg試料中の類縁物質の検索

　Pgの各試料40μ9をHP正Cに注入し，操作条件皿

で溶出したとき’のクロマトグラムをFig．2〔USPRS－

FはFig．1（皿）〕に示す．また，そのときの各クロマ

トグラムに示されたPgとその不純物の保持時間を

Tablc　1に示した．各不純物には，保持時間の短かい

ものから順にピークに番号をつけた．不純物の数は，

JpRSが2個，　ICRSが2個，　USPRS－Gが2個，

USPRS－Fが10個，　C　Iが3個，　G∬が6個であった．

JpRs，　IcRs及びusPRs－Gは標準品でもあり，不

純物の数は少なく各々2個のみであった．それに比べ

て，前回のロットの米国薬局方標準品USPRS－Fは，

Fig．1及びTable　1に示したように，不純物の数も

量も非常に多かった，市販品C工及びCHもUSP－

RS－Fと同時期に購入され，室温で湿気をさけ保存さ

れたものであるが，不純物の数・量ともUSPRS－F

よりも少なかった．

　Pgの各試料のHPLcの結果は，　Fig．1，　Fig．2及

びTable　1でみられるように，種々の不純物が入っ

ている．これらの不純物を同定することは非常に困難

であるが，不純物と考えられる29種のPg類縁物質を

用いて測定した各々の保持時間をTable　2に示した．

Tablc　1の各ピークの保持時間と　Table　2のPgの

類縁物質の保持時間を比較すると，ピーク（1）は11α一

hydroxy　progesterone（8．03）及びcortlsone　acetate

（8．0），　（3）　｝よ　11－keto　progesterone（10。06），　（4）　iよ

11β一hydroxy　progesterone（10．58）及びll－desoxy・

corticosterone（10．56），　（5）【よ17α一hydroxy　progester。

one（11．52），　（7）は6α一methyl　17α一hydroxy　pro・

gesterone（14．52），　（12）は16α一methyl　progesterone

（30．29）及び6α一methyl　16α一hydroxy　progesterone

（30．50），　（13）存よ　16β一methyl　progesterone（36．66）セこ

それぞれ近似した保持時間に溶出していることが分っ

た．しかし，不純物として比較的多量含まれているピ

ーク（9），（10）に相当するものは見当らず，これらの
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Table　2．　Rctcntion　timcs　of　progesterone　and　thc　relatcd　compounds

1．

2．

3．

4．

5。

6。

7．

8．

9，

10．

11．

12．

13．

progestcrone（∠14・prcgncn．3，20・diQnc）

11α一hydroxy　progesteronc

11β一11ydroxy　progc3teronc

11，kcto　progcstcronc

17α・hydroxy　pro9（：stcronc

lトkcto　I　7α。hydroxy　progcstcronc

11α一acctoxy　proge3亡cronc

17α一acctoxy　progcsteronc

Cα一mcthyl　17α一hydroxy　progcsterQne

16α一mcthyl　progestcrone

16β．methyl　progcsteronc

16－dchydro　progcstcronc

6α＿methyl　lεα一hydroxy　progestcronc

tR（min）

　22．61

　　8．03

　10．58

　10．06

　11．52

　　7．63

　12．18

　15．96

　14．52

　30．29

36．66

　22，20

30．50

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

22．

cort三costerone（∠4。pregncn・11β，2Ldiol・3，20．dionc）

11－dehydro　corticosterone

lI－desoxycorticosterone

lI－dcsoxycorticostcrone　acctatc

11－desoxy　17α。hydroxy　cordcosteronc

hydrocortisone

hydr・c・rtisone　acetate

COrtlsone

　　　り
COrtlsonc　aCCtate

7．26

6，78

10．56

17．4壬

7．38

5．77

7．57

5．88

8．00

23．

24。

25．

26．

27．

28．

29．

prcgnenolonc（45－prcgnen曜3β・01・20・onc）

pregnenolone　acctate

16－dchydro　prcgnenolone

16－dehydro　pregnenolonc　acetate

21－acetoxy　prcgncnolonc

6－mcthyl　prcgncnolonc

6－mcthyl　17α・hydroxy　prcgncnolonc

　　　＿＊

10．97

24．10

103．60

　　　＿＊

　　　＿＊

　　　＿＊

All　conditions　arc　samc　as　Fig．1（III）．

Thcsc　salnplcs　wcrc　dissolvcd　in　nlethano1（applicd　amQunt：0．5－2μg）．

＊　Pcak　was　not　dctcctcd（applicd　amount：40μg），ム．le山anoh　4．3・1　mill

保持時川に近似している11－dcsoxycordcostcronc

acctatc（17．44）は，ちょうど（9）と（10）の中間の保持

時間をイ∫し，これらのピ～クとは関係がないように思

われ，化学構造については不り1であり，今後険討する

予定である．

　　3．　TLCによるPgの試料中の不純物の分離と

HPLCとの比較
　　P9の試料をHPLCで溶出した結果，多くの共存す

る不純物の存在を認めた．しかし，JPXではPgと

純度試験にTLCを採用しているので，　T正CとHPI．C

を比較する必要を認めた，そこで種々の展開溶媒を検

討した中で，ベンゼン・酢酸エチル（4：1）が最も良

好な分離．を示した8）．6．種のPgのTI．Cのクロマト

グラムをF丘g．3に示す．この条件では，JPRSは不

純物が認められず，ICRSとUSPRS－Gがそれぞれ1

個，USPRS－Fが6個，　C工とG豆がそれぞれ4個の

不純物スポットが倹出ざ｝tた．不純物7・ポットに原点

から順にa～fまでの記号をつけると，　USPRS－F，

C工，C■の3試料【．11には，スポット。が⊥．ヒ較的多量に

含まれていることが分った，このスポットがTable　I

に示したどのピークに相当するかを調べるため，TLC

のそのスポットの部分をかきとり，抽出し，HPLCに

注入した．その結果，スポット。はHPLCのピーク

（9）と対応していることが分った．しかし，USPRS－F

に多量に含まれているピーク（10）に相当するスポット

がTLCでは見当らなかった．　USPRS－Fの主スポッ
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ト（Pg）をかき取り，抽出後，　HPLCに注入するとぎ，

前と同様にピーク（10）が現われることから，TLCで

はピーク（10）に相当する不純物は分離できないことが

わかった．

　4．Pg及び不純物の定量

　Fig．4にPgの検量線を示す．5～60μg／mJの範囲

で原点を通る直線が得られた．なお，Pgとメチルテ

ストステロンの分離度は5．0以上であった．

　Table　3に定量：法の項で示したJpx法とHPLC

法（操作条件工）による定量値を示した．各定量値は

ICRSを100．0％としたときの値である，　JPx法では，

すべて98．9％以上で，不純物の多い試料でもUSPRS－

F98．9％，　CI99．6％，　C皿99．6％とみかけ上比較的

良好な定量値を与えた，これに反して，HPLC法で

Solvent
front

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fro．40）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ〔0．34）

　M・i，，P。t　　　　　　　Pg〔0・27）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　d（0．19）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　c（0．13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　lD（0．05）
　0・igina1　　　、　・ζ1　。（0．0）
　　】ine

Fig。3。　Thln．layer　chromat◎gram　of　progester◎Σ、e

　Condit1ons：　silica　gcl　60　F254　（ム｛erck，　pre－

coated　TLC　plate，　0．25　mm），　benzcne－cthyI

acetatc（4＝1），　detected　under　UV　light（254　nm）

（contanlinant　spots　were　shQwn　by　broken　Iine），

detectcd　undcr　UV　Iight（366　nm）a食er　spraying

2％pcrchlor1c　acid　in　methanol（contaminant
spcts　wcre　shown　by　dQtted　line），　apPlied　amount＝

200μg
＊1：　Rfvalucs

（1）JpRs，（2）ICRs，（3）usPRs・G，（4）UsPRs－

F，（5）CII，（6）CI

は，それぞれ92，0％，97．9％，98．3％となり2～8％

程度低い値になっている，これは，JPX法では，44－3

ケト基における紫外吸収を測定しているため，」4－3

ケト基を有する多くの不純物が同時に定童されるのに

対し，HPLC法では，これらの不純物を分離したの

ちに定量しているため，真の値に近い定量法を与える

ためである．

　Table　4に，6種のPgを操作条件皿で40μ9注入

したときに得られるPgとその不純物のピークの和を

100％として，各ピークの含量％を算出したものを示

す（インテグレーターのピーク百分率法による）．まず，

Pgの値をTable　3の定量値と比較すると，　USPRS－

F92．7％1，　C　I　98．7％，　C∬99．5％となり，　Table　3に

よるHPLC法よりもそれぞれ0．7％，0。8％，　L　2％

高くなっている．これは，各不純物がプロゲステロン

とは異なる2m、。を有し，また，それらの分子吸光係

数も異なるためと考えられる．

　Pgにはピーク（9），（10）の不純物が多く，特に

1．5

£

茎1．。

蓋

師／

　　　　　　　　　　　25　　　　　50

　　　　　　　　Progesterone（μ9／mの

Fig．4．　Calibration　curve　fbr　progestcrone　by

　　　HPLC　Inethod
ムlcthyltcstosteronc　was　uscd　as　internal　standard．

All　conditions　are　samc　as　Fig．1（1）．

Table　3・Assay　results　ofprogesterone　in　cach　preparation　by　the　Jp　x　method　and　HPLC　method

ICRS JPRS USPRS－G USPRS－F CI CII

％nc．v。 タ6　n　c．V． ％　n　c，v． ％　n　c．v． ％　nc．V． ％　n　c．v．

JPx＊1　100．060．87　100．260．56　100．260．57　98．940．34　99．660．80　99．660．45
HPLG　　　IOO．0　6　0．40　　99．0　6　0．46　　100．0　6　0．91　　92．0　4　0．85　　97．9　6　0．53　　98．3　6　0．71

＊1：＝こpcctrophGtometry　dcscribcd　inJp　x（241　nm）

n：　numbcr　oftest

c・v・：coc丘1dcnt　of　vε二r三aticn　（夕6）

All　conditions　ofHPLC　meしhod　are　same　as　Fig。1（1）．
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Tablc　4．　Assay　results　of　progesterone　and　the　impurities　in　various　progesterone　samples　by　HPLC＊1

Pcak　No．　（1）　（2）　（3）　（4）　（5）　（6）　（7）　（8）　（9）　（10）　Pg　（11）　（12）　（13）　（U）

USPRS・F　O．1

JPRS
ICRS

USPRS・G
CI　　　　　O．2

CII　　　　O．0

0．0　0．0

　　　　　　0．0

0．1

0．0

0．0

0．0

0．0　0．0

0．1　　0．2　　0，6　　6．2　92．7

　　　　　　　　　0．3　99．7

　　　　　　　　　0．1　99．9

　　　　　　　　　　　100．0

　　　　　　1．1　　　　98．7

　　　　　　0．2　 0．3　99．5

　　　0．0　0．0

0．0　　　　　　　　0．0

＊1：Thesc　assユy　rcsults　wcrc　shown　as　pcrccnt　contcnt　of　cach　compQncnt　against　total　clcctr三。　signa！s　of

　　progcstcronc　and　thc　impuritics　by　intcgra〔or（Sh正mazu　chromaε◎pac　CIB）．

All　conditions　wcrc　samc　as　Fig．1（III）．

USPRS－rでは，それぞれ0．6％及び6．2％，　C工では

ピーク（9）が1．1％も含まれている。しかし，これ以外

の不純物は0．2％以下と少なく，USPRS－Fを除くと，

C工のピーク（1）が0．2％入っているが他のすべてのピ

ークはこの条件では検出されなかった．また，比較的

多量含潤しているピーク（8），（9），及び（10）の不純物

質が何かは確認できなかったので，個々の不純物の真

の量を算出することは出来なかった。

結 論

　1．　6種のPgの不純物を分離するためのHPLC

では，操作条件皿のときに良好な結果が得られ，各試

料中の不純物の数は，JPRSが2個，　ICRSが2個，

USPRS－Gが2個，　USPRS－Fが10個，　C　Iが3個及

びC皿が6個であった．

　2．29種類のPg類縁物質のHP工Cを操作条件皿

で行い，不純物ピークとの保持時間の比較を行った．

　3．TLCでは，　JpRSがゼロ，　ICRSが1個，

USPRS－Gが1個，　USPRS－Fで6個口　C　Iが4個，

C■が6個の不純物スポットを検出した．

　4．HPLCとTLCの不純物に対する分離能を比

較すると，やはりHPLCのプノが優れており，特に多

く含まれているピーク（10）の不純物はTLCでは分離

することが出来なかった．なお，HPLCのピーク（9）

はTLCのスポット。と一致し，同一化合物であるこ

とが分った．

　5．JPX法及びHPLC法による定量値の比1欧を

行った．6種のPgは，　Jpx法ではすべての試料が

98．9％以上となり，一見高純度の定量値を示したが，

HPLC法では分離効果が現われ，中でもUSPRS－F

は92．0％という低い値を示し，かなり不純物を含んで

いることがわかった．

　Pgに含まれる不純物は類似の化合物が多いため，

JPX法のように∠4－3ケト基の紫外吸収を測定する

だけでは，不純物が多く含有していても，これらを含

めて測定しているため100％に近い定量値を与えるの

で，これらの共存する不純物を分離したのちに定量操

作することが望ましい．著者らの設定したHPLC法

は分離能が優れており，真のPgを定量することがで

ぎた．
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　　　　　医療用具の放射線滅菌に関する研究（第7報）

ア線照射後の人工腎臓用ダイアライザーの電子顕微鏡による観察

辻楠雄・新谷英晴・水町彰吾・菊池寛

栗栖弘光・柳町きみゑ・倉田　浩・大場琢磨

　　　　　　　　Radio・Sterilization　of　Medical　Products．　VII

Observation　ofγ・Ray　Sterilized　Hemodialyzer　with　Scanning　Electron　Microscope

Kusuo　TsuJI，　Hldeharu　SHINTANI，　Shogo　MlzuMAα｛1，　Hiroshi　KIKucHI，　Hiromitsu　KuR正su，

　　　　　　　Kimie　YANAGIMAc111，　H：iroshi　KuRATA　and　Takuma　OBA

　Cuprophan　membranes　of　coils　and　hollow丘bers　wcre　irradiated　at　dose　of　2．5，5．O　and　l　O　Mrad　to　in・

vestigate　the　ef琵ct　ofγ一ray　stcrilization　on　hemodialyzer．　They　were　irradiatcd　in　air，　and　in　the　vessel

五Iled　with　argon　or　ethanol　in　order　to　protect　them飯om　oxldation　by　air　during｝㌔ray三rradiat三〇n・　Outer，

inner　and　sectional　sur魚ces　of　those　samples　were　observed　by　uslng　a　scanning　electron　microscope．

　No　abnormalities　were　observed　on　sample　sur魚ces　at　O　or　2．5　Mrad　irradiation．　Some　promincnces

of　O．1－1．0μm　in　diameter　werc　observed　on　outcr　sur魚ces　of　samples　at　5．O　or　lO　Mrad　irradiation，　but

not　observcd　on　their藍nner　sur飴ces．

　From　these　observations　and　the　result　that　dialysance　was　IMe　changed　as　reported　previously，王t　could

be　concluded　that　membrane　structure　of　samples　would　be　maintaincd　by　the　irradiation　at　those　doscs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

ま　え　が　き

　人工腎臓用ダイアライザーは，血液透析に際して最

も重要な部位を占めるものである．現在その摂生はエ

チレンオキサイドなどにより行われている1）が，ダイ

アライザーの複雑な形状から考えてγ線による放射線

滅菌の方が適当であるように思われる．照射によるダ

イアライザーの化学的変化，透析能に与える影響並び

に減菌効果については，晶晶2）ですでに報告した．今

回は照射線量並びに膜材の周囲の雰囲気を変えて，照

射による透析膜の表面構造の変化を走査型電子顕微鏡

を用いて観察を行った．

実 験

　1．　装　置

　使用した走査型電子顕微鏡は日本電子製JSM－2型

で，電子線加速霞圧は試料の損傷を防止するため9

kV3）とした．

　2．照射試料

　実験に供した透析膜は，いずれも銅アンモニア法再

生セルロースから成るコイル型ダイアライザー用フィ

ルム（膜厚20μm）とホローファイバー（膜厚11μm）

の2種類で，いずれも市販のダイアライザーより取り

出し，フィルムについては約2×5cm，ホローファイ

バーは長さ約5cmの寸法に切断して用いた．

　3．照射線量

　試料への照射線量は野川2）の研究結果より，ダイア

ライザーとしての品質と機能並びに滅幽効果などがじ

ゅうぶんに確保されると判断される2．5Mrad，並び

に更に苛酷な線量として5及び10Mradの3段階を

選んだ．

　またγ線の照射により空気中の酸素のオゾン化によ

る酸化の影響を除いて検討するためにホローファイバ

ーについては，照射時の雰囲気媒体を空気のほかにア

ルゴンあるいは無水エタノールに変え，それぞれ別個

の肉薄のガラスアンプルに試料とともに封入し，照射

を行った．

　4．　電顕用試料片の作製と観察

　ガラスアンプルから取り出した未照射及び照射した

試料を約5×5mm又は長さ約5mmの切片とし，

傾斜試料台に銀ペーストで固定した．これを60。で1

時間滅圧乾燥したのち，直ちに金パラジウム真空蒸着

を行って，厚さ約25μmのコーティングを施した．

測定倍率は3000倍でFig．1に示すような外表面，内

表面及び横断面の膜構造を観察した．
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電子顕徴鏡による観察結果

　1．　未照射試料

　Plloto．1はホローファイバー試料の全景であり，

PIIQto．2に示すようにその内表面，外表面ともに直径

約1μmの隆起が少数存在するが，全般的には極めて

平滑・緻密な構造で，また横断面も緻密でかつ均質な

構造を有していた．

　2．　空気中での照射

　フィルム及びホローファイバーの試料に2，5Mrad

照射した揚合，未照射試料との損傷の差はほとんど認

められなかった．しかし，5Mradでは横断面や外表

面に直径0．1～0．5μm程度の隆起した斑点が極くわ

ずか存在した（Photo．3及び4）．

　10Mradでは外表面に同様の五IE点がやや多く存在

したが，顕著な構造変化は見られなかった（PhotO．5）．

なお，アンブル開工1時にオゾン臭が認められた．

　3，　アルゴン中での照射

　酸素存在下では，照射によってオゾンが生成される．

それによる七ルローズの酸化と表面構造の変化を防止
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する目的でアンプル中にアルゴンを充填して試料とと

もに密封し，照射を行ったが，2．5Mradの照射では

未照射試料との差異は認められなかった．5Mradで

は外表面に直径0．1～2μm程度の隆起が見られ，若

干の表面劣化が生じているものと考えられた．また

10Mradでは外表面の構造変化が顕著で，全面にわ

たって0．1～1μm程度の微細な突起状の変化が見ら

れた（PhQto．6）．

　4．　エタノール中での照射

　市販のホローファイバー型ダイアライザーには，生

理食塩液が充填されているものがあり，そのままでは

電顕の試料としては作製しにくい．そのため，試料を

無水エタノール中に浸漬しアンプル中に密封して照射

を行った．

　2．5Mradの照射では外表面上に0．1～1μm程度の

隆起が多く見られ，10Mradでは更に隆起の生成密

度が高く，構造変化が見られた（Photo．7）．

　　　　　　　考　　　　察

　ダイアライザーの膜材へのγ線照射は通常空気中で

行われている．空気中での照射で，5Mradまではそ

の外表面，内表面及び横断面ともわずかな変化にとど

まっていた．このことは回報2》において照射線量と透

析能との関係で，中分子量のビタミンB12，プロモス

ルホフタレインに対する透析能の変化が非常に少なか

ったことを裏付けたものと思われる．
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　2£気中ての照射線且を多くすると，セルロースなと

か酸化され，タイアライザーとしてのi曳能に影皆を与

える可能性かある．そこてその影響を除く口的て耐㌃壮

をアルゴンあるいは無水エタノールとともに允填して

照射しノし査型電子顕微鏡により観察したところ，両占

に人通していることは，外表面に構造上の変化か認め

られていても，内表面及ひ繊断面ては構造変化か観察

されなかったことてある．また照射によって生じた隆

起部分のノく面にもピンホールやクレパス様の損傷はな

く，．｛、照射と阿様な緻密な構造を維持していた

三 論

　人r冒1以用のタイアフイザーの己1斤膜ご二γ線を照射

し，その／くlrl雌造を走f凸ll屯」亡顕敵現て観察した，

　2．5Mradの照射ては，いす｝しの場合もノこ面の構造

変化はほとんと見られなかった　空気中ての照射ては，

10Mradても携造変化は僅少てあったか，照射により

オソンの生成か見られた，オノンの生成を防止するた

めに，アルコンとエタノール中て照射を行ったところ，

いすれも5Mradて外表面の構造変化か硯察され，

10Mradては直径Ol～1μmの隆起が数多く生じた．

この結果から，空気中の酸素か十二十構造を損瘍する
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因子とは考えられない．したがって，この実験に用い

た膜のように，セルロースでかつ均質な膜構造を有し

ている場合は，ダイアライザーの透析能に対する影響

はほとんどないと考えられる。

　本研究は昭和54年度科学技術庁，国立研究機関原子

力試験研究費によった．終りに本研究に御協力頂いた

日本ゼオン（株）山崎正宏氏に感謝の意を表します．
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　　室内空気汚染に関する研究（第2報）

一般名居内における窒素酸化物濃度について

松村年郎・樋口英二＊1・亀谷勝昭・村松　学＊2・谷村顕雄

　　　　　Studies　on　Indoor　A五r　Pollution　II

Thc　Collccntration　of　Nitrogen　Oxidcs　in　Privatc　Houscs

Toshiro　MATsuMuRA，　E弓i　HIGuclll，　Katsuaki　KAM£TAM，　Satoru　MuRAMATsu　and　Akio　TANIMuRA

　Thc　purposc　of　this　study　is　to　cQIIect　indoQr　air　quality　data氏）r　nitrGgcn　oxidcs．　This　papcr　prcsents

thc　rcsults　obta三ned　during　the　winter　season　of　1978－1979．

　1）　Maxima　ofonc－hour　average　valucs　of　NO2　and　NO　wcre　O．300　and　over　O．500　ppm　in　pr五vate　house

No．1and　over　O．500　and　O320　ppm　in　private　house　No．2．

　2）Maxima　of　daily　average　values　of　NO2　and　NO　wcre　O。080　and　O．293　ppm　in　private　housc　No．　I

and　O」Ol　and　O．164　ppm　in　private　house　No．2．　The　lcvels　ofNO2　in　private　houscs　excecded　the　ambicnt

air　quality　standards　that　daily　average　of　hourly　levcl　should　be　within　thc　zone　between　O．040　and　O．060

PPm　or　lowcr　than　these　values．

　3）　The　rat三〇s　of　NO2　and　NO　concentrat三〇n　in　indoor　air　to　that　of　outdoor　alr　wcrc　l．21　and　l．37　in

private　house　No．1and　2．23　and　4．4壬in　privatc　housc　No．2．

　4）　The　amounts　of　NOx（NO　and　NO2）inhaled　by　housewifes　were　about　2．8－3．2　mg／day　in　heating

scason。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rcceivcd　May　30，1981）

緒 言

　旧劇酸化物（NOx）は物の燃焼によって必然的に生

ずるもので，特に，二酸化窒素（NO2）の場合，人に

対する直接影響♪3光化学スモッグの原因物質としても

重要視されている．

　NOxの人への建康影響を考えた場合，従米，一般

の環境大気に重点がおかれてきており，日常生活の中

心的場である一般住居内におけるNOx汚染はあまり

関心がもたれなかった．しかし，一般の住居内にはガ

スや灯油などを用いる暖房器具があり，八日生活にお

ける炊事や暖房の実態を考えれば，これら燃焼器具か

ら発生するNOxによって室内は相当程度汚染されて

いるものと考えられる．こういう中で常時・生活してい

る乳幼児，老人，主婦などは常に高濃度NOxに暴露

されている可能性があり，一般住居内のNOxによる

健康影響は無視できないものと思われる．

　近年，EPAは室内空気環境基準の設定準備にとり

かかっており，WHODにおいても室内空気汚染を垂

要視する傾向にある。また，それらに関する報告2・3）

も増えている．著者らは上述のような観点から日常生

活の中心的場である一般住居内のNOx汚染の実態を

外気汚染及び室内発生源との関連において究明するた

め冬季暖房使用時に一般住居2箇所を選定し，調査を

実施し．た．ここに若干の知見が得られたので報告二す

る．

＊1電気化学計器株式会社
＊2：東京都衛生ll．ゐ

調　査　方　法

　1．　調査対象住居の概要

　調査は束京都内の主要幹線道路沿にある鉄筋コンク

リート造り，地上5階建の集合住宅の一角（調査は5

階，以下，住居No．1とする）及び川崎市多乃｛i区の臣q

酷な住宅街の一角（木造2階建，以下，住居No．2と

する）の計2箇所を選定し，ごく普通の日常生活｝こお

ける室内NOx汚染の実態をこll・1査した．なお，住居

No．1における家族構成は5人（大人2人，小人3人）

で喫煙者なし，建物の規漠は3DK，調査を行った居

間の広さは21m2，気積は50m3である．一方，住居

No．2は家族構成は4人（大人4人，うち老人1人）

で喫煙者は1人置建物の規模は5LDK，調査を行っ

た居間の広さは15m2，気積は45m3である．

　2．サンプリンゲ位置及び調査期間

　サンプリング場所は外気及び室内（住居No．1及び
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No．2とも居間）の計2箇所を設定し，室内外の濃度

を同時に述続測定した．測定位置の高さは室内におい

ては人のおよその呼吸位置である1．5m，外気は住居

No．1が地上約15m，　No．2が地上約3mである．

調査期間は住居No．1が昭和53年12月19日から54年

1月17日，No．2が昭和54年1月27日から2月17日の

冬季暖房期間である．

　3．　燃焼器具の種類及び使用状況

　住居No，1において使用している燃焼雅具はガス

コンロ（1500kcal／hr），瞬間湯沸し器（8400　kcal／hr）

及び反射型石油ストーブ（2200kcal／hr）である，これ

ら燃焼器具の使用状況ば朝（7～9時），昼（12～13時），

夜（18～21時）の調理時及び入浴時（瞬間湯沸し器及び

石油ストーブを使用）である．また，玄関ドアの開閉

は1日約20回，室内の換気は自然換気である，なお，

この住居においては台所と居間は仕切られていない．

一方，住居No，2はガスコンロ（1500　kcal／hr），瞬間湯

沸し器（15000kcal／hr）及び反射型石油ストーブ（2200

kcal／llr）を使用している．居問に置いてある石油スト

ーブの使用状況は朝（7～9時），昼（12～13時）及び夜

（17～23時）である．玄関ドアのB目閉は1日約15回，室

内の換気は自然換気である．この住居においては台所

と居間がドアで仕切られており，台所で使用している

ガスコンロ，瞬間湯沸し器などの影響は比較的受けて

いないものと考えられる．

　4．　自動計測器

　環境基準の標準測定法に才旨定されているザルツマン

試薬を用いる吸光光度法の窒素酸化物自動計測器（ザ

ルツマン係数0．8斗，一酸化窒素の酸化率70％）を使用

した．

　5．測定値の集計

　現在，わが国で広く使用されている自動計測器によ

って得られる測定値は，1時間値の平均値を基本とし

ている．本曇においては1時間値を基に下記のように

測定値の集計を行い解析に供した．なお，1日の総有

効測定時間は大気汚染防止法施行規則第6条に基づい

て20時間以上とした．

　時刻別平均値：0～24時における毎時刻の測定値の

　　測定期聞中の算術平均値

　日平均値：1日の総有効測定時間の測定値の算術平

　　均値

　全平均値：混同期間中に得られた全測定値の算術平

　　均値

結果及び考察

　1．　住居No・i

　（1）NO2濃度　Table　1に示したように室内外の

濃度比は1．21で室内が高かった．特に，1時間値の最

高は0．300ppmを示し，　WHODが示した人の健康

を保護する上での短期暴露の指針値“1時間値0．10～

0」7ppmを月に1度こえて出現してはならない”を

大幅に上廻り，また，日平均値の最高は0，080ppm

と環境基準“1時間値の1日平均値が0：040ppmか

ら0．060ppmのゾーン内又はそれ以下であること”

の条件についても上廻っていた．

　次に，Fig．1には室内外のNO2濃度の日変化を示

した．図に示すように，睡眠時間帯である24～7時頃

にかけては室内NO2濃度は外気濃度以下にまで低下

している．本来なら室内NO2濃度は白然換気のため

外気濃度と同じ程度になるものと考えられるが，実際

は室内が低くなっている．このことはNO2が吸着性4＞

のあるガスのため室内の壁，器物などに吸着し減少し

たためと考えられる．また，この日変化からも明らか

なように，室内外のNO2濃度にはあまり相関（γ：

0．65）はみられず，室内NO2濃度はこの住居におけ

る燃焼隔心の使用状況に対応したパターンを示してい

た，今回の検討結果は室内空気質は常に外気に影響さ

れているという一般的な考えと異なるものであった．

そこで，この点を明らかにするために，燃焼器具を全

く使用しなかった日を抽出（昭和54年1月3日）し，

室内外の相関を検討した．その結果，両者には相関

（γ：0．90）が認められた．このことから室内NO2濃

度は外気に影響されてはいるものの燃焼照臨の使用に

よりその影響が見かけ上打ち消されたものと推察され

る．

　Fig．2及びFig．3は1時間値及び日平均値の累積

相対度数分布を対数正規確率紙にプロットしたもので

ある．これより前述したWHOの公衆の健康保護に

必要な短期暴露の指針値，1時間値0．1ppmを超え

る割合は全測定時間（648時間）の約17％，0．17ppm

は4％がこれを超えていた．一方，一般大気環境基準

の日平均値0．060ppmを超える割合は，全測定日数

（27口）のうち約30％という結果を得た．このように冬

季暖房期間中における室内はNO2によって相当汚染

されており，東京都内において自動車排ガス汚染の最

も進行している大坂橋測定局5）における冬季（昭和53

年12月から54年2月までの3箇月間）のNO2濃度の

環境基準の超過率（測定日数89日のうち38％が0．060

ppmを超えていた）と比較した場合においても室内
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Table　1．　Measuremcnt　rcsuhs　of　nitrogen　dioxide　and　nitrogen　monoxlde　in　private　houses

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　umt：ppm

House

Private

housc

No．1

Privatc

house

No．2

⊃∀ieasurc●

　ment
periods
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19，1978
　　～
Jan・

24，1979
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29，1979
　　～
Fcb。

20，1979

Po11ut．

ants

NO2

NO

NO2

NO

IndOQr

　oroutdoor

In．

Out．

In．

Ou【．

In．

Out．

In。

Out．

Num．
ber

　of
hours

648

648

648

648

548

548

548

548

Num・
ber

　of
days

27

27

27

27

23

23

23

23

Hourly　valUC

mi11．
max．

0．006

0．007

0．003

0．010

　0．300

　0．168

＞0．500

＞0．500

0．005

0．005

0．023
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　0．074

　0．320

　0．160
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Fig．1．Hourly　variation　of　nitrogcn　dioxldc

　　　concentration　in　privatc　house　No．1

のNO2汚染は相当進行していることが明らかとなっ

た．なお，本調査においては浮遊位子状物質（以下，

Dust）についても室内外の実測を同時に行っていたの

で，そのデータを基に室内NO2とDustについて相

闘を検討した．その結果，両者には相関（γ：0．81）が

認められた．このことは化石燃料の燃焼によってNO2

と同時に人体に有害な多環炭化水素あるいは硝酸塩な

どを含むDustが発生することを示すもので，今後，

Dust中の個々の有害物質の把握が必要となってくる

であろう．

　（2）NO濃度　Table　1に示したように室内外の濃

度比はL37でNO2よりその比は高く，室内発生源

の影響をより強く受けていた．特に，密閉された室内

においては暖房使用時にNO濃度がIpp　m以上を示

す時があり，NOの変異原性が2～20　ppm6）の間で認

められたという報告から，今後NOに関してもじゅ

うぶん注口していかねばならないであろう．

　Fig．4は室内外のNO濃度の日変化を示した・こ

99

§95
）90
台

580
冨70
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窪50
慧40
’ヨ30

舅20
Q
　10

　5
1

△一一△　OutdOQr
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Fig．2．1．・9・rithmic仕cquenc｝・dls乙ribu£i・n・f

　　　llitrogcn　dloxidc　conccntration　三n

　　　privatc　housc　No。1

れより室内外のNO濃度には高い回訓（r：0．95）が認

められた．NO2の場合，暖房器具を使用したとき室

内外には相関はみられなかったが，NOの場合は測定

点，発生源がNO2と同じであるにもかかわらず室内

外に相関が認められた，このことはNOがNO2と異

なって室内の壁，器物等に吸着し減少しなかったため

宝内外のNOが同じような挙動を示したためと考え

られる．

　また，NO2同様，　NOとDustについて｛1］関を検討

した結果，両者には相関（γ：0．91）が認められた．

　Fig．5，　Fig．6には1時間値及び日平均値の濃度出

現頻度分布を示した．図に示すように1時間値及び日

平均値の0．20ppmを超える割合は全測定時問（548

時聞）及び全測定日数（28日）の30％及び20％という

結果を得た．
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　2・住居No．2

　（1）NO2濃度　測定を行った居間の気積及び暖房

器具の発熱量は住居No．1及びNo．2ともほぼ同じで

あるにもかかわらず，Table　1からも明らかのように

住居No．2の方が室内外の濃度比及び1時間値の平均

値については高かった．このことは室内の機密性，外

気濃度の高低及び暖房器具の使用状況等が影響したも

のと考えられる．住居No．2における1時間値の最高

は大気汚染防止法に規定されている緊急時の措置“1

時間値0。5ppm”を全測定時間（548時間）のうち3

時間がこれを超え．ており，また，日平均値の最高は

0．101ppmと環境基準を大幅に超えていた．

　また，Fig．7には日変化を示したが，生活状況に対
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応した，すなわち，朝，昼，夜の食事時，それから夜

の一家団らんのときに濃度が高くなっている．また，

Fig．7からも明らかのように室内外のNO2濃度には

あまり相関（γ：73）はみられなかった．

　Fig．8，　Fig．9には1時間値及び日平均値の濃度出

現頻度分布を示した．図に示すように1時間値0。10

ppm及び0．17ppmを超える割合は全測定時間（548

時間）のうち，26％及び8％であった，また，日平均

値0．060ppmを超える割合は全測定日数（28日）のう

ち70％という結果を得た．

　（2）NO濃度　Table　lから明らかのように室内外

の濃度比は生44を示し，室内濃度が大幅に高かった．

このことは住居Nq　2の立地環境が多摩丘陵に面し環

境条件がよく大気濃度が非常に低かったものと考えら
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れる．

　また，Fig．10に日変化，　Fig」1及びF19・12に1

時間値及び口平均値の濃度出現頻度分布をそれぞれ示

した．

　3．　室内外におけるNOx暴露量

　低濃度大気汚染物質の人に対する健康影響を考えた

場合，長期閥における平均的な暴露量がまず問題とな

る．それは生活空間の汚染物質濃度と各空間での生活

時間によって決まることは明らかである．そこで，今

回は一般住居2箇所で実測したデータを基に室内汚染

の影響を最も受ける家庭の主婦についてNOx（NO，

NO2）による暴露量の算出を試みた．なお，暴露量の

算出にあたっては，家庭の主婦の平均的生活時間と冬

季暖房期間中のNO2，　NOの平均濃度との積を用い

た．また，主婦の平均的生活岱山はNHKの放送世

論調査所の行った日本人の生活時間の実態調査結果7，

を用いた．それによると主婦の平日におけ’る生活パタ

ーンは睡眠（7時間35分），家事（8時間9分）及びテレ

ビの視聴（4時58分）などで24時間のうち21時間程度

は室内で，3時間程度は室外でそれぞれ生活している

ことが明らかになっている．したがって，本項では主

婦の在室時間は20時間42分，外出時間を3時間18分と

して次式によって暴露量の算出を行った．

　　NO2及びNOの暴露量（mg／day）＝室内又は外

　気におけるNO2又はNOの平均濃度（ppm）×在室

　又は外出時間（min）×8」／min×M／24×1／103

　　M：NO，　NO2の分子量

　　8Z／min：1分閻当たりの人の呼吸量

　　24：20。における気体1モルの体積

　計算結果から住居No．1で生活している主婦のNO2

及びNOの暴露量は室内では0．99及び1・90　mg／day，

外出時は0．13及び0．22mg／dayであり，ここで生

活している主婦のトータル暴露量はNO2が1．12，　NO

が2．12mg／dayであった。一方，住居No・2におけ

るNO2及びNOの暴露量は室内では1．31及び1・38

mg／day，また，外出時の暴露量は0．09及び0．05

mg／dayであり，トータル暴露量はNO2が1．40，

NOが1．43　mg／dayであった。以上，述べたように

NO2に関しては住居No．1及びNo．2の暴露量はそ

れほど変らなかったが，NOに則してはNo．1の暴露

量がかなり高くなっている，このことは住居No．1の

立地条件が都内の主要幹線道路沿であるのに対し，住

居No．2が住宅街であるために外気NO濃度の高低

が大きく影響したためと考え．られる．このように野庭

の主婦は相当程度のNOxに暴露されており，更に，

家庭の中には抵抗力の弱い病人，老人，乳幼児なども

畿lll’

Oil　stove
ト　→

Gas　stove
　トー　→i

．ぎ。illL血＿＿＿
Oま0．12　　　　　　　　　　　　．．．＿SO9
ヤ　ゐむ　　
岳80・Ol

嚢il

　　　O
　　　1471013161922147101316工922
　　　　　　　　　　　‘Hour

Fig．13，　Indoor　air　pollutionユt　thc　uge　of　o三1

　　　　0r　gas　stove

常時生活していることから，これらの人々に対する

NOxの健康影響は憂慮すべき問題であろう．

　4．　暖房器具の種類による汚染の差

　本項ではモデル実験として，山積150m3（広さ40

m2jの居室を用いて暖房器具の種煩により室内がどの

程度NOxによって汚染されるかを検討した．また，

参考のために浮遊粒子状物質，ホルムアルデヒド及び

二酸化硫黄等についても実測を行った．使用した暖房

器具は赤外線ガスストーブ（4000kcal／hr）1台，反射

型石油ストーブ2台（いずれも発熱量2100kcal／hr）

である。なお，石油ストーブ2台を使用したのはガス

及び石油ストーブの発熱量を同程度にするためである．

実験は2日間にわたって行い，朝9時に点火し夕方4

時まで通常の状態で使用した，この居室には片開きの

窓（1．8×LOm）及び入目ドア（1．8×1．Om）がある．

換気は自然換気である，1日目は石油ストーブを使用，

居室におげる入ロドアの開閉は1時間に7回，1開閉

当たりの時間は約10秒，2日目はガスストーブを使用，

ドアの開閉は1日日と同じである．結果はFig．13に

示したようにNOxに関してはガスストーブの方が濃

度が高く，最高時で2ppmにも達していた。一方，

長谷川らはガスストーブより石油ストーブの力が

NOxの発生：量は多いとしているが実験条件などが異

なるため厳密な比較は困難である，浮遊粒子状物質，

ホルムアルデヒド及び二酸化硫黄等に関しては石油ス

トーブの方がガスストーブより濃度は高かった．また，

石汕ストーブの点火及び消火直後の不完全燃焼時に限

がしみるのはアルデヒド煩であり，かつ，この時期に

は浮遊粒子状物質濃度が特に高かった．なお，実験2

日口に14時から5分間だけ窓を開放し換気の影響をし

らべた．その結果，NOxについてみると約10％濃度

が減少した．したがって窓を短時間開放しただけでは
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室内空気汚染を根本的に鰯肖することはできない．今

後，暖房器具は排気型暖房器具へと質的変換がはから

れることが望．ましい．

ま と め

　一般住居内で使用している暖房器具などより発生す

るNOxが日常生活の中心的場である住居内をどの程

度汚染しているかを把握する「1的で昭和53年12月から

54年2月にかけての冬季暖房使川時に一般住居2箇所

を選定し調査を実施した．その結果，次のような点が

明らかとなった．

　NO2濃度
　（1）1時聞値の最高は住居Nα1は0．30ppm，　No・

2では0．50ppm以上を示し，　No．2の場合は大気汚

染防止法で規定されている緊急時の措置“1時間値

0．50ppm”を超えていた．

　（2）日平均値の最高は住居Nα1は0．08ppm，

No．2は0．101　ppmであった．また，一般大気環境基

準の0．06ppm（日平均値）を超える割合は，住居NQ．

1は全測定日数（27日）の19％（5日），No．2は測定日

数（23日）の52％（12日）がこれを超えていた．

　（3）全平均値を用いて算出した室内外の濃度比は

1．2～2．2と室内が高く，暖房器具より発生するNOx

の影響を強く受けていた．

　（4）家庭の主婦は，1日当たり0．99～L31mg／day

のNO2に暴露されており，室外で暴露（0・09～0・13

mg／day）されるNO2量に比べて約8～15倍ほどの

NO2に暴露されていることが明らかとなった．

　NO濃度
　（1）1時間値の最高は住居No．1は0．50　PPm以上，

No．2は0．320ppmであった．

　（2）日平均値の最高は住居No．1は0．293　ppm，

No．2は0．164　ppmであった．

　（3）全平均値を用いて算出した室内外の濃度比は

1．37～1．44と室内が高く，室内発生源の影響をより強

く受けていた．

　（4）家庭の主婦は室内においては，1．38～1．90mg／

dayのNOに暴露されており，室外で暴露（0．05～

0．22mg／day）される　NO量に比べて約9～28倍の

NOに暴露されていることが明らかとなった．
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関田　寛・武田明治・斎藤行生・内山　充

　　　Studies　on　Analysis　of　Pestic量de　Residues　in　Foods（XXXI）

Dete㎜ination　of　Dieldrin　and　Endrin　Residues　in　Sea　Mussel　in出e　Seto

Inland　Sea　and　Con丘rmation　of　Dieldrin　by　Gas　Chromatography・Mas3

　　　　　　　　　　　Spectrometry　with　Computer

Hiroshi　SEKITA，　Mitsuharu　TAKEDA，　Yukio　SAITo　and　Mitsuru　UcHIYAMA

　The　investigation　was　carried　out　to　determine　dieldr五n　and　cndrin　residues五n　the　sample　of　sca　musseI

ω今媚∫‘orπ∬π∫）gathered　in　the　coast　of　Namto　in　the　Seto　Inland　Sca　by　gas　chromatography　with　ECD

（ECD－GC）．　The　mean　values　of　dieldr1n　and　endrin　resldues　in　this　sample　analyzed　by　ECD－GG　using

丑）ur　kinds　of　column－packings，5％OV－17，2％DEGS十〇．5％H3PO4，2％QF－1　and　5％XE－60　wcre　O．60

ppm　and　O．14　ppm，　rcspectively．　Both　peaks　identical　with　dieldrin　and　endr1n　on　ECD－gas　chromato－

gram　of　thc　dieldrin飴ction　ln　this　sample　disappeared　entircly　a仕er　the　treatment　with　conc，　H2SO4　to

this倉action．　From　the　study　by　gas　chromatography－mass　spectrQmetry　with　computer（GC－MS－

COM）dieldrin　was　con且rmed　by　comparing　mass　spectrum　and　mass　chromatograms　of　the　dieldrin　f士ac・

tion　in　this　sample　with　those　of　dieldr二n　standard．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　ディルドリンは極めて強力な有機塩素系殺虫剤であ

る反面，毒性並びに残留性（特に土壌残留性）が極め

て高いことから，昭和46年以降農作物用の農薬として

は全面的に使用禁止となったがD，木材のシロアリ駆

除用として現在まで大量に使用されており，環境汚染

の一囚となることが懸念されていた．

　環境庁が昭和53，54年度に実施した“生物指標環境

汚染測定調査”2）によると，瀬戸内海沿岸で食用に供

されているイガイにディルドリンが異常に高濃度に蓄

積していることが判明した．その調査によると，徳島

県鳴門沖から採取されたイガイからディルドリンが

0．12～0．76ppm検出されており，この値は魚類中の蓄

積量の数100倍から1000倍に達する高濃度であるとい

われている．同時期の水産庁の瀬戸内海沿岸6箇所の

調査3）からも，ほぼ瀬戸内海全域にわたってディルド

リンの高濃度汚染が認められている．このため厚生省

では，昨年10月，食品としての“イガイ中のディルド

リンの暫定許容基準を0．1ppm”と定め3），同時に厚

生省及び水産庁からこの暫定許容韮準値を超えるイガ

イが水揚げされないよう，自主規制の指導を求める通

達3，が関係各府県知亨宛に出された．しかし，それら

の行政措置がとられる迄の過程において，一部の研究

者からイガイ中に高濃度に検出されたディルドリンは

そのマススペクトル上で，類似の質量数をもつマスフ

ラグメントイオンを示す炭化水素による誤認ではない

かとの疑義が出された．このような問題提起は，環境

汚染物を物質として確実に同定しておかなければ，環

境分析・残留分析の面で重大な誤認を引き起こす危険

性のあることを示唆している．

　今回，著者らは瀬戸内海産のイガイ中のディルドリ

ンの高濃度汚染を確認する目的で，徳島県鳴門沖から

採取されたイガイ検体を入手し，ECD付きガスクロ

マトグラフィー（ECD－GC）によるディルドリン（及び

エンドリン）の定性・定量，ディルドリン画分の濃硫

酸処理，更にコンピューター付きガスクロマトグラフ

ィー・マススペクトロメトリー（GC－MS－COM）によ

るディルドリンの確認を行ったので，その間の経過を

報告する．
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　　　　　　　　　　　　　実験　方　法

　1．試　料

　徳島県鳴門沖で採取されたイガイ（ルリ彦ε’f5‘07μ∬μ5）

のすり身

　2．試　薬

　右機溶媒その他の試薬は残留農薬試験用に適合する

ものを使用した．

　水は全ガラス製蒸留水製造装置（藤1巧〔製作所製）に

よる再蒸留水を用いた。

　　ディルドリン及びエンドリン標準品は和光純薬工業

（株）より購入したものを使用した．

　　ディルドリン標準溶液：　ECD－GC，用には0．　Ol～

0，02μ9／mJのη一ヘキサン溶液，またGC－MS用には

16ンg／mJのπ一ヘキサン溶液を用いた．

　　　　　　　　　　　　　Sample　（20　g》　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　Exヒracted　with　aceヒone

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　5　min

　　エンドリン標準溶液：0．02～0．04μ9／mZのη一ヘキ

サン溶液を用いた。

　3．装　置

　防爆型ミキサー：Sorva11社製Omni－mixcr

　振とう器1イワキ製作所製KM型

　　ガスクロマトグラフ：島津製作Pl製GC－4BM型

（ECD付き）にデータ処理装置として同社製クロマト

パックC－RIA型を接続したもの．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　ガスクロマトグラフ・マススペクトロメーター＝ア

ユポン社製Dimaspcc　321型にデータ処理装置として

同一製データシステム320型を接続したもの．

　4．　試料からのディルドリン画分の抽出・精製

　動物組織中の有機塩素系農薬の残留分析法4，に準拠

して，Chart　1に示すような操作を行ってイガイ試料

からディルドリン画分を得，ECD－GCによる分析に

〔200mZx2｝　in　anti－explosive皿ixer

　　　　Filtrated　with　fritted－glass　ware

Filtrate

　　　　Evaporated　by　roヒary　evaporator　under　the　reduced　pressure

Resエdue

　　　　Added　5％　NaCl　（100　mど）

　　　　Extracted　with　n－hexane　（100　m’x2）

Extracし

　　　　Washed　with　water

　　　　　Dried　over　anhyd．　Na2SO辱

　　　　　Concenヒrated　by　Iくuderna－Danish　evaporator　to　15　mJ　under

　　　　　　　the　reduced　pressure

Concentrate
　　　　　Extracヒed　wiしh　CH3CN　sa七urated　withη一hexane　（30　m’x3）

Extract
　　　　　Mixed　into　2％　NaCl　（600　エnり

　　　　　正］xtractcd　with　n－hexane　（ユ00　mよx2）

Extracし

　　　　Washod　with　water

　　　　　Dricd　over　anhyd．　Na2SO柘

　　　　　Concenヒraヒod　by　Kudorna－Danish　evaporator　to　5　m’　under

　　　　　　　the　reduccd　pressure

Concentrate
　　　　　Poured　in㌻o　the　Fユorisi1－column　（2　cm　i。dり　10　q）

　　　　　Eluted　firsヒ1y　with　eしher噛η一hexane　（6394，　100　m’）

　　　　　Eluしed　secondly　with　ether一η一hexane　（30；70，　100　mの

2nd　Eユuate

Concenヒraヒed　by　Kuderna－Danish　evaporator　to　5　mZ　under

　　　the　reduced　pressure

Diluted　withη一hexane　adequately

ECD－GC

Chart　1．　Proccdurc　of　cxtraction　and　pur面cation　of　the　dlcldrin仕action仕om

　　　　　　　the　sca　mussel　samplc
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Dieldrin　fraction　（l　mτ）

　　　Diluヒed　wiヒh　η一hexane　ヒ0　10皿Z

　　　Added　ice－coユd　conc．　H2SO辱　（0。5　mの

　　　Mixed　up　vigorously　for　l　min

　　　Lef七for　5七anding　to　separaセion

　　　　　UIlder　ice－coolinq

n－Hexane　layer　　　　　　　　　　H2SO鱈　1a　er

　　　Washed．with　5％Na2SO与　　　　Washed　withη一hexane　（31n～x2）

　　　　　to　netralized　　　　　　　　Mixed　into　5％Na2SO辱　（30　mの

　　　Dried　over　　　　　　　　　　　　Ext：racted　with　n－hexane　（10皿τx21

　　　　　anhyd．　Na2SO貼　　　Extrac七

逼easured　up　to　20　mど

　with　n－hexane

ECD－GC

Washed　with　5箔Na2SO鉢　to　neヒralized

Dried　over　anhyd．　Ua2SQ、

⊃4easured　up　to　20　m置　withη一hexane

　　　　　　　　　　　　　ECD－GC
Chart　2，　Proccdure　Qf　treatment　with　conc．　sulfuric　acld　to　thc　dieldrin倉actlon

　　　　肋mthe　sea　mussel　sample
’

供した．このディルドリン画分には，他にエンドリン

も含まれている．

　5．ディルドリン職分の濃硫酸処理

　前項4で得られたイガイからのディルドリン画分の

一部をChart　2に示すような著者らの方法5）にしたが

って操作し，濃硫酸処理後のπ一ヘキサソ層及び硫酸

層のπ一ヘキサン抽出液それぞれについて，ECD－GC

による分析を行った．

　6．ガスクロマトグラフの操作条件

　カラム：内径3mm，長さ1．5m（ガラス製）

　充填剤：a）5％OV－17

　　　　　b）2％DEGS十〇．5％H3PO4

　　　　　c）　2％qF－l

　　　　　d）5％XE－60

　　狙体はいずれもGas　chrom　q（80～100メッシュ）

　カラム温度：a）240。b，c）170。　d）220。

　注入口・検出器温度：250。

　キャリアガス・流量：N2；a）0．55　kg／cm2，

　　b）　0．50kg／cm2，　c）　0．60　kg／cm2，

　　d）0．50kg／cm2

　感　度：8

　記録紙移動速度：3mm／min

　注入量：2μ

　検量線作成法：面積測定法・絶対検量線法・2点検

　　量線法

　7．　ガスクロマトゲラフ・マススペクトロメーター

の操作条件

　カラム：内径3mm，長さ50　cm（ガラス製）

　充填剤11％OV－1／Chromosorb　W－HP（100～120

　メヅシュ）

カラム温度1200。

注入口温度：200。

セパレーター温度：200。

イオン源温度：180。

イオン化電圧：70cV

イオン化電流：500μA

イナソ化法：EI法

キャリアガス・流量：He，3．6kg／Cm2

注入量：3～5μ

質量数範囲：230～300

integration　tlme：10msec

samples／AMU：6

注入からインプット開始までの待機時間＝15sec

結 果

　1．　イガイ中のディルドリンの蓄積量

　徳島県鳴門7中産のイガイ試料をChart　1に示した

動物組織中の布機塩素農薬試験法4）に準じて操作して

得られたディルドリン画分について，4種のカラム充

填剤を用いてECD－GCによってディルドリン及びエ

ンドリソの定性・定量を行ったところ，Table　1に示

すような分析値が得られた．また，今回の操作条件下

で得られたディルドリン及びエンドリンの標準溶液及

びイガイ試料からのディルドリン画分のガスクロマト

グラムをFig．1に示した。4種のカラム充填剤を用い

て得られたイガイ試料中のディルドリン及びエンドリ

ンの分析値はほぼ近似しており，それらの平均値はそ

れぞれ0，60ppm及び0．14ppmであった．これら
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Fig．1．　ECD－gas　chromatograms　of　chlorinated

　　　cyclodiene　pesticide　standards（upPer）and

　　　dieldrln　f｝action　of　sea　mussel　sample

　　　（undcr）using　various　column－packlngs

の値は，環境庁の実態調査2）における最高値（ディル

ドリン0．76PPm，エンドリン0．18PPm）にほぼ近似

した値であった．

　2．イガイ抽出物のディルドリン画分の濃硫酸処理

　ベンズピレン等のある種の多環芳香族炭化水素類及

びフタル酸エステル類はECDに対して高感度に応答

し，またそれらは右機塩素剤の残留分析の際には，有

機塩素剤と同様の挙動を示すために，ECD－GCによ

る分析においては，それらの妨害物質の存在の布無を

考慮する必要がある．

　著者らは既に，ディルドリン及びエンドリン（η一ヘ

キサン溶液）は，濃硫酸処理することにより容易に分

解すること（ECD－GCにおいて両者のピークは完全に

消失する）5），またベンズピレン等のある種の多環芳

香族炭化水舞｛類6）及びフタル酸エステル1∫｛9は濃硫酸

で抽出されることを報告した．しかし，一際の試料で

残留農薬分析に直接応用した例は報告されていない．

　今回，著者らはこれらの物質の挙動の特徴を利用し

て，ディルドリン及びエンドリンの追証を試みた．即

ち，イガイ試料から得られたディルドリン二分の一部

をChαrt　2に示すような操作で濃硫酸処理を行い，

π一ヘキサン層及び硫酸層のπ一ヘキサン抽出液の両老

についてECD－GCにより分析したところ，　Fig．2に

示すように，両者のガスクロマトグラムのいずれにも

A B

　　　05101520　 05101520
　　　　　玩（min）　　　　’R（min）

Fig．2．　ECD－gas　chromatograms　of　dieldrin｛セac・

　　　tion　of　sca　mussel　sample　a丘er　treatment

　　　witll　conc．　sul蝕ric　acid（column：2％

　　　QF－1）

　A：hexanc　laycr　arter　conc．　sul血ric　acid－trcat。

ment　to　dicldrin　f｝actlon

　B＝hexanc　cxtract　of　sulfUric　acid　layer　after

conc。　su1血ric　acid－trcatmcnt　to　dieldrin　fraction

溶媒以外のピークはまったく認められなかった．この

こと及び前項の結果並びに図示しなかったが，イガイ

試料からのディルドリン画分のFID－GC及びECD－

GCにおけるディルドリン及びエンドリンに相当する

ピーク高比は，ディルドリン及びエンドリン標品のピ

ーク高比にほとんど一致していたことから，イガイ試

料より検出されたディルドリン及びエンドリンの

ECD－GCにおける2木のピークには，それらの定量

値に大きな誤差を与えるようなECDに感応性の高い

物質は，ほとんど混在していないと判断した．

　3．イガイ中のディルドリンのGC－MS－COMに

よる確認

　今回入手した瀬戸内海産イガイ試料中には，環境庁

の実態調査2》における最高値にほぼ近似する相当高濃

度のディルドリン及びエンドリンが蓄積していたので

（Table　l），更に，　GC－MS－COMによる確認を検討

した．

　ディルドリンの標準マススペクトル7）ではm／c378
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に分子イオンピーク（M＋）が認められているが，その

相対強度は極めて微弱で，今回の測定条件下では見出

されなかったので，ディルドリンの特徴的なマススペ

クトル（MS）のパターンを示すと考えられたm／e　230

～300の範囲で測定したところ，Fig．3に示すような

MS，全イオンクロマトグラム（TIC）及びマスクロマ

トグラム（MCG）が得られた．

　イガイ試料のディルドリン画分のMSをディルドリ

ン標品のMSと照合したところ，ディルドリン山来の

マスフラグメントイオン（MF）の質量数（m／e）及びそ

の相対強度ともに両者はほとんど近似していた．また，

TIC及びm／c　230～300の範囲でディルドリンの特

徴的なMFであるm／e　235，237，239，241，243，245，

2壬7，251，253，255，257，261，263，265，267，275，277，279，

281，287，289，291，293の23個のMCGを照合したと

ころ，ディルドリン標品のピークの位置（スキャン

No。3）とイガイ試料のディルドリン画分のピークの位

置は全てにおいて一致していたことから，イガイ試料

から高濃度に検出されたディルドリンは，GC－MS－

COMによっても確認された．

　なお，イガイ中のエンドリンについては，GC－MS－

COMでのTICにおいてディルドリンとエンドリソ

のピークが互いに極めて近接しているために8），また

ディルドリンとエンドリンのMSが互いに極めて近似

しているため7・8），今回のイガイ試料のように，ディ

ルドリンがエンドリンよりも相当高濃度に存在してい

る場合には，ディルドリンのピークとオーバーラップ

してしまうために，GC－MS－COMによるエンドリン

の確認は不成功に終わった．

　以上，瀬戸内海産のイガイ試料について，ECD－GC

及びGC－MS－COMを用いた機器分析的手法により，

ディルドリンの高濃度汚染を確認することが出来た．

また，ディルドリンの1／4程度の濃度ではあるが，

ECD－GCにより，エンドリンの高濃度汚染も確認す

ることが出来た．

　終わりに，瀬戸内海のディルドリン及びエンドリン

の汚染源がどこにあるのか，また，何故にディルドリ

ン及びエンドリンがイガイに蓄積し易いのかについて

は，今後の調査研究が必要であろう．
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高速液体クロマトグラフィーによる食品中に残留するBenomylの定量

五十畑悦子・内山充

Residue　determination　of　Benomyl　in　Foods　by　High　PerR）rmance

　　　　　　　　　　Liquid　Chromatography

Etsuko　Isol仏TA　and　Mitsuru　UcHIYAMA

　The　appllcation　of　high　per長）rmance　liquid　chromatography（HPLC）to　the　rcsidue　determination　of

benomyl　in　vegetable　fbods　was　invcstlgated。

　Upon　hydrolysis　bcnomyl　turns　into　methyl　2－benzimidazolecarbamate（MBC），　which　is　thcn　disin－

tegrated　into　2・aminobenzimidazole（2－AB）．　The　hydrolytic　conversion　of　benomyl　into　MBC　procecds

automatically　and　MBC　is　obtained　quantitativcly，　but　the　reaction　rate　to　2－AB　is　not　quantitative．

　Above　two　metabolites、、・ere　enセct1vely　analyzed　using　the　column　ofstylene　polymer（Hltachi・Ge13011，

TSK－Gel　Ls．111）．　The　mlnimum　detectable　quantities　of　MBG　and　2－AB　wcre　IO　ng　and　l　ng，　respec．

tivcly．

　Thc　recoveries　obtalned　by　this　method　were　88％（orangc），87％（grape仕uit），97％（1ettuce），97％（cu・

cumber）and　98％（tomato）when　spiked　at　O．5　ppm　Ieve1．

　Benomyl　concentrations三n　three　samples　oforange　wcre　O．17，0．15and　O．23　ppm。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rece1vcd　May　30，1981）

緒 言

　Benomyl〔methyl－1一（butylcarbamoyl）一2－benzimid・

azole　carbamate〕は果樹，野菜類の病原菌や貯蔵病害

の殺菌剤として広範囲に利用されている．この農薬の

試験法は，農作物中のThiophanate－methylの残留分

析：）と同じようにBenomylの分解物である2－bcnzim・

idazolecarbamate（MBC），又は2－aminobenz　imida・

zole（2－AB）に誘導して，通常はけい光光度法かガス

クロマトグラフ法を採用している．分析はこの他に高

速液体ク・マトグラフ（HPLC）法も開発されている

が2尊4），消けい光物質が存在するかんきつ類中の残留

分析には，ポストラベル等の面倒な操作が要求されて

いる．今回かんきつ類を含む数種の植物性食品におけ

るBenomy1の残留分析を検討したところ，スチレン

系のポーラスポリマーゲルを充てんしたカラムを分離

系とし，移動相にアルカリ性メタノール溶液を使用す

るHPLCが，これらの食品中からの分析に有効な方

法であった．

実　験　方　法

1．実験材料

市販のオレンジ，グレープフルーツ，レタス，キュ

ウリ，　トマト．

　2．　試薬，試液及びHPLC用カラムの調製

　2．1試薬と試液

　BenQmyl：農薬製造会社から入手．

　MBC，2－AB：和光純薬から購入した農薬標準品．

　酢酸エチル，メタノール：市販の試薬特級刷と

HPLC用．

　η一ヘキサン，アセトン：市販の試薬特級品．

　クロロホルム：市販の試薬1級品を用時蒸留する．

　その他の試薬類は市阪の試薬特級品を使用．

　塩酸試液（0．lN）：第10改正日本薬局方に準じて調

製．

　水酸化ナトリウム試液（6．5N）：用時調製，

　リン酸2ナトリウム試液（0．02M）：リン酸2ナトリ

ウム（12水塩）7，1649に水を加えて1♂とする．

　Benomy1標準液：Benomyl，50　ppmのクロロホル

ム溶液．

　MBC標準液：MBC，0．5PPmのメタノール溶液

MBC，0．5ppmと5ppmの酢酸エチル溶液．

　2－AB標準液：2－AB，0．5ppmのメタノール溶液

と酢酸エチル溶液．

　2．2HPLC用カラムの調製．

　2．2．1あらかじめメタノールで膨潤させておいた

日立Gel－3011を，アセントで洗浄したステンレス製

カラム（4mmφ，25　cm）に，メタノール水（9：1）の
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一盛でスラリー充てんしてカラム1）を作る．

　2．2。2　TSK－Gcl　LS－111（粒子経5μ）を吸引びん

をセットしたガラスフィルターを用い，メタノールで

洗う．次にアセトンで洗浄したステンレス製カラム（4

mmφ，50　cm）に2．2。1のカラム作製と同じ要領でス

ラリー充てんし，カラム2）を作る．

　3．HPLC装置
　ポンプ：Varian　5000型，検出器＝UV，日立635型．

けい光，日立650－10型．注入器；Reodync（Samplc

loop　10μZ）．記録言1・：口立056型，カラム：カラム1），

　（2．2．1）．カラム2），（2－2－2）

　4．実験操作

　4．1．試験溶液の調製

　4．1．l　MBCへ誘導

　細切均一化した試料259をブレンダーヵップに量

り，酢酸エチル400m1を加え10000回転で10分間撹亡

して抽出する．抽出液はろ過し，ろ液300m1をナス

型フラスコに量り，0．IN塩酸25mZを加えて10分

間振り混ぜる．この塩酸酸性液を減圧下で約20mZま

で濃縮する．濃縮液は200mZの分液漏斗に移し，π一

ヘキサン50m♂を加えて振り況ぜる．ヘキサン層は捨

てる．水層はη一ヘキサンで同様の操作を行った後，

6．5N水酸化ナトリウム試液でpHを6．5に調整し，

酢酸エチル100mZと50　m♂で抽出する．両抽出液

を合わせ，無水硫酸ナトリウムで脱水し，ろ過する．

ろ液は減圧下で溶媒を留去する，残留物は一定量の酢

酸エチノレに溶解し，10000回1藏で2分間遠心分離し，上

澄液をHPLC川検液とする．

　4．1．22－ABへ誘導

　細切均一化した試料25gを量り，4．1．1の操作を行

って，Bcnomy1をMBCに誘導した後，π一ヘキサン

処理をする．次に水1、llに6。5N水酸化ナトリウム試

液15mJを加え，15分閲沸騰水浴中で加熱する．冷

後200mZの分液漏斗に移し，酢酸テチル100　mJで

2回抽出する．両抽出液を合わせ，4．1．1と同様のブ∫

法で処理し，HPLC二丁液を調製する．

　4．1，3　HPLC

　4．1．1と4．1．2によって調製したHPLC用検認を

カラム1）及びカラム2）を用いて，下記の条件によって

HPLCを行う．カラムから溶出したMBG又は2－AB

はそれぞれの標準液で作成した検量線（Fig．1，2，3）に

より分析値を求める．得られたMBCの分析値には

1．52，2－ABは2．18を乗じてBenomy1の量とする．

　HPLC条件
　移動棚：メタノールー水一〇．02Mリン酸2ナトリウム

　　　　　（95：3：2）

検出波長：Ex　285　nln，　Em　325　nm．

実験結　果

　1．　1炉LCについて

　MBCと2－ABのメタノール溶液は本測定を妨害す

るピークが認められた．またMBCのメタノール溶

液は，保持時間と波形に再現性がない，トラブルの原

囚として考えられることは，前者は1今回使用した検出

器の感度，後者は経時変化によるものであろう。今回，

最終的に検討した酢酸エチルでも妨害ピークは認める

が，検出器のRangc（0．1～30）を3．0付近にすること

でほとんど障害なくMBCと2－ABが分析できた．

MBGと2－ABの検量線はFig，1，2，3に示すとおり

である．それぞれの定量可能な限界はMBGは10ng，

（10
ξ

垂・

護。

　　　　　　　　　50　　　　　　　　100
　　　　　　　　　　　　　　　　ng（MBC）

Fig．　L　HPLC　conditions　l　Column　4　mlnφ×

　　　50cm　stainless　stce1，　TSK－Gel　Ls－llI

　　　（5μ）．Mobile　phase　methanol－water－

　　　0．02Msodium　phshate（95：3＝2）．　Ex

　　　285nm，　Em　325nm．　Solvcnt　CH3・

　　　COOC2H5．
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Flg．2．　HPLC　conditions：Column　4　mmφx

　　　50cm　stainless　stecl，　TSK－Gcl　Ls・111

　　　（5μ），Mobilc　phase　methanol－water－

　　　0．02Msodium　phosphate（95：3：2）．

　　　Ex　285nm，　Em　325　nm．　Solvent　CH3．

　　　COOC2H5．
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黛

言

15

0

5　ng（2・AB）

霧

琴

房

竃

§

邑

δ

‘

，2－AB

MBC
　　〆

’

MBC

orange　extract嘔

Fig．3．　HPLC　condltions＝Column　4　mlnφ×

　　　25cm　stainless　steel，　Hitachi－Gel　3011，

　　　Mobile　phase　mcthanol－water－0．02　M

　　　sod1um　phosphate（95＝3：2）．　Ex　285

　　　nm，　Eln　325　nm．　Solvent　CH3CO・

　　　OC2H5．

2－ABは1ngである．

　2．添加回収実験

　2．1　MBCとして

　Benomylを0．5ppmになるように，レタス，キュ

ウリ，トマト，オレンジ，グレープフルーツに添加し，

生し1の方法で処理し回収実験を行ったところ，レタ

ス97％，キュウリ97％，トマト98％と100％近い回収

率であったがオレンジは88％，グレープフルーツは87

％であった．MBCはpH　6．5付近で有機溶媒に抽出

されるが，この実験で塩酸々性溶液をpH　6．5に調整

するために要した6．5N水酸化ナトリウム試液の量

はレタス0．8mZ，キュウリ1mZ，ト・マト0．8m1，ナ

レソジ2．5mJ，グループフルーツ2m1であった．

　2．2　2－ABとして

　Benomylを2－ABに誘導して分析する方法は，

MBCの段階において分析する方法より回収率は若干

落ちる．この点を追求する目的で，MBGを、0．5ppm

添加したオレンジを用いて2－ABの生成過程，即ち

6．5N水酸化ナトリウム丁丁を加えた後，いくつかの

異なったMBC分解条件で2－ABの分析を行った．

　塩酸酸性溶液（MBC）に6．5N水酸化ナトリウム試

液を加え，15分沸騰水浴中で分解したものは，回収率

が67％であるが，アルカリ試液を加えた後，5分間強

く振り混ぜてから先と同条件の加熱処理をすると回収

率は4～5％上る．また振り混ぜる時間を5分にして

30分加熱処理したものの回収率は87％であった．

　3，　試料の分析例

　3倹体のオレンジを試料として，4．L2に従って分

析したところ，Benomylとして，0．17PPm，0．15

Iettuce　extract曝

　　　　　零重ora口ge　extract

　　0　　　6　　　min

　　　　Rhention　time

Fig．4．　Liquid　chromatogram　of　MBC　alld　2－AB

　　　derived　f｝om　Benomyl　added　to　orange

　　　and　lettuce　homogenate

　HPLC　conditions＝　Column　4　mmφ×50　cm
stainless　steel，　TSK・Gel　Ls・l11（5μ）．　Mobile

phase　methano1－Water－0．02　M　sodium　phosphate

（95＝3：2）．　Ex　285　nm，　Em　325　nm．　Solvent

CH3COOC2H5．
＊method　4・1－1，　＊＊method　4－1－2．

ppm，0．23　ppmであった．

考 察

　植物性食品におけるBenomylの残留分析にHPLG

は有効な手段であった．HPLCの分離系には陽イオ

ン交換樹脂，シリカゲルの化学結合型9等の報告があ

るが，今回HPLCの分離系に使用した，スチレン系

のポーラスポリマーゲルは自家製そ容易に高い理論段

数のカラムが作れ，劣化したカラムの再生が容易であ

る，比較的安価である，カラムの保守及び管理がしゃ

すい利点がある，移動相に使用したアルカリ性メタノ

ール溶液は2－ABとMBCを効率よく検出した．

Benomylはけい光分析の感度の面から考えるとFig．4

の分析例に示すように，2－ABの特微ある強いけい光

を利用して分析する方法が望ましいが，Benomylを

加水分解してMBGへ誘回する反応は自動的に進むの

で極めて容易であり定量的であるのに反し，MBCを

加水分解して2－ABへ誘導するのは反応率が悪い欠点

がある．更にBenomylはMBCの状態で殺菌効果が

あること，三一基準がMBCで定められていること等

を考え合わせると，4．1．1による方法即ちMBCを分

析する方法が適当と思われる．MBCは2－ABにくら

べてけい光強度の低いことが気になるが，残留基準に

よる限度内試験には支障をきたさない．またMBCは

HPLC装置におけるステンレス配管系での分解が懸

念されていたが，MBCの酢酸エチル溶液で再現性の
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ある結果が得られたので，特にカラム溶出液について

MBCの確認は行っていないが，問題はないものと考

える．
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Tris（1，3－dichloroisopropyl）phosphate妊娠期投与のラット

　　　　　　　　　　胎仔及び出産仔の発育に及ぼす影響

田中　悟・中浦棋介・川島邦夫・長尾重之

遠藤．任彦・小野田欽一・粕谷　豊・大森義仁

E価ct　of　Oral　Administration　of　Tris（1，3－dichloroisopropyl）phosphate　to

　　　　　　Prcgnant　Rats　on　Prenatal　and　Postnatal　Devclopments

Satoru　TANAKA，　Shinsuke　NAKAuRA，　Kunio　KAwAsHIMA，　Shigcyuki　NAGAo，　Takahiko　ENDo，

　　　　　　　　　　　　　Kin－ichi　ONoDA，　Yutaka　KAsuYA　and　Yoshihlto　OMoRI

　Tris（1，3．dlchloエoisopropyl）phosphate（TDCPP）suspended　in　olive　oil　was　given　by　Qral　intubation　to

Wistar　rats　consisted　Qf　15－24　in　each　group　at　daily　dose　levcls　Qf　25，50，100，200　and　400　mg／kg　during

days　7　through　l50fgcstation，　and　its　teratogcnic　e醗ct　was　examined　in　thc　fセtuscs　and　of愁pring，

　　At　thc　highcst　dose　Ievcl　of　400　mg／kg，　matcrnal　body　weight　gain　and　lbod　consumption　werc　markedly

suppressed　wlth　the　toxic　symptoms　such　as　pilocrcction，　salivatioll　and　hcmaturia，　and　l　l　out　of　15　dams

dicd．　At　a　dosc　lcvcl　of　200　mglkg　matcrnal　lbod　consumption　was　also　suppresscd　slightly．　A　signi丘cant

increasc　in　matcrnal　kidllcy　weight　was　obscrvcd　in　both　grQups　of　200　and　4．00　mg／kg　as　compared　with

that　of　the　controls．　However，　there　was　no　cvidcnce　of　an　incrcase　in驚tal　dcath　or　of　mallbrmation　at－

tributable　to　thc　trcatmcnt　with　TDCPP　ill　any　of　dose　levcls　cxamincd，　cxccpt　fbr　400　mg／kg　at　whlch　a

significantly　h三9h　incidcncc　in　fbtal　dcath　was　obtained．

　　In　postnatal　cxamhlatlon　pcrfbrmcd　at　dosc　Icvcls　of　200　mg／kg　and　bclow，　thc　dcvclopmcnt　of　oHヨpring

appcarcd　wc11，　without　ally　apprcciable　change　in　fhnctional　tcsts　such　as　opcn丘cld，　water　maze，　rota　rod，

lnclincd　scrccn，　pain　rcncx　and　prcycr’s　rcncx　cxaminations。

　　It　ls　concludcd　that　TDCPP　hユs　no　tcratogenic　cm⊇ct　in　rats　under　thc　prcscnt　experimental　conditions，

though　thc　compQund，　at　a　dosc　lcvcl　of　400　mg／kg，　clicited　matcrna！and琵tal　toxic量ty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

は じ　め　に

　われわれは化学物質の安全性に関する研究の一環と

して，妊娠期に投与した化学物質の胎仔及び出産仔の

発育に及ぼす影響を催奇形性を中心に検索している．

前｛／艮Dにおいて，防炎加工剤として繊維製品などに用

いられていたTris（2，3－dibromopropy1）phosphate

（TDBPP）の成績を報告した．今回はTDBPPと類似の

化学構造を有する防炎剤Trls（1，3－dichloroisopropyl）

phosphatc（TDCPP）について実験を行ったので，その

成績を報告する．

　TDCPPは，使用禁止になったTDBPPの代．替品と

して，今後繁用される可能性が高い防炎加工剤であり，

微生物に対して変異原性を示すことが報告2・3，されて

いるが，催奇形性に関する報告は認められない．

実　験　方　法

　　ウィスター系ラット（日本ラット，ll～12週令）を

用い，妊娠母獣を得るために未経産雌を同系雄と終夜

同居させた．翌朝二二中に精子が認められた雌ラット
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を実験に供し，この日を妊娠0日とした．

　TDCPP（和光純薬，特級，　AFOI）は超音波破砕器

（360W，5分）を用いて4％オリーブ油懸濁液とし，

25，50，100，200及び400mg／kg用量を各群15～24

匹の妊娠ラットに胎仔の器官形成期を含む妊娠7日か

ら15日まで毎日1回胃ゾンデを用いて経口投与した．

　妊娠ラットは毎日一般状態を観察し，体重及び摂餌

量を測定した．

　これらの妊娠ラットのうち，各群15～17匹（400

mg／kg群は15匹全例）は胎仔実験に用い，妊娠20日

目にエーテル麻酔下で開腹して子宮を摘出し，黄体数，

着床数及び胎仔死亡を調べた．生存胎仔については肉

眼触手による外形異常の検索を行い，体重を測定した．

各母体について約1／3の胎仔は10％中性ホルマリン液

で，残り約2／3の胎仔は80％エタノール液でそれぞれ

約2週間固定した．ホルマリン固定胎仔については粗

大切片標木4）を作製して内部雅官の異常を，エタノー

ル固定胎仔についてはアリザリン赤染色骨格標本9を

作製して骨格系の異常をそれぞれ拡大鏡下で調べた．

　妊娠末期に解剖しなかった各群7匹の妊娠ラットに

ついては自然分娩によって育成実験を行い，出産仔の

発育状態を調べた．出産仔の数，生死，外形異常の有

無及び一般状態を調べ毎週体重を測定した．4日令時

において10匹以上の出産仔を哺育している母ラットに

ついては仔数を10匹に制限し，4週令時に離乳して雌

雄を分離飼育した．6～7週令時に母体あたり雌雄各

2匹の出産仔を任意に抽出して，自発行動（オープン

3350
蔦

’塁300

會

m　250

200

ili縫礁曝〆

涜量、…≦1≧・・1葦ごノ　／

鉾グ　　　臥＼、一一／

administration

　　0　　　　　　　　　5　　　　　　　　　10　　　　　　　　15　　　　　　　　20

　　　　　　　　　Days　of　gestation

Fig．　L　Ef【セct　of　oral　administration　of　TDCPP

　　　on　body　weight　change　of　pregnant　rats

Table　1．　E僑ct　oforal　administration　of　TDCPP　on　pregnant　rats

朕）ses（㎎八9／day） 0 25 50 100 200 400

No．　of　dams　exami工劇 23 24 24 23 24 15

No．　of三dead　dams　　　　　　　　　　　　　　　　　　O

No．　Of　dams　with　tota■dead－imPlan七s　O

No．　of　dams　wit上　1ive　feしuses　　　　　　　23

0

0

24

0

0

24

0

0

23

0

0

24

11（73．4暑）

1（6．7亀）

3

ND．　of　dams　used　for　fet日工examinaしion　16 17 17 16 17 4

NO．　of　CQrPDra　lutea
　　　　（mean±S．E．）

No．　of坤1ants
　　（mean±S．E．）

　267
（15．7±0．8）

　200
（12．5±0．6｝

　250
（14。7±005）

　250
に1．3±0．3）

　264　　　　　　　　232　　　　　　　　267

（ユ．5．5±0．7）　　（14．5土0。5）　　（15。7土0・6）

　204　　　　　　　　191　　　　　　　　200

（12●0±0．8）　　（11●9±0●7｝　　〔11．8±0．9）

　58
（14・5土0．5）

　48
〔12．0土1．2）

Table　2．　Ef琵ct　oforal　admin込tratlon　of　TDCPP　on　kidney　weight　of　pregnant　rats

恥ses（㎎ノkq／day）　No．　of　pre卿t　raセs　B詔y　weight（9） 　　Kidney　weight；

Absolute　　　　R∋1ati▽e
　（9）　　　　　　（9／1009）

0

25

50

100

200

400

16

17

17

ユ6

17

4

378±9．9

384±8．2

382±10．6

363歪7．9

364圭7．7

315±25・4★

1．83±0●06

：L．83土0。05

1．84±0●05

ユ。74±0．04

ユ・99±0●05曹

0．49±0・01

0．48±0．0］。

0・48土0・0ユ．

0●48±0・01

0●55±0●02禽

2●48±0・06★★　　　0．81±0・08★☆

Data　are　mean±S．E。 ★，★費：　Significanセdiff∈㈱∋　f㎜the　contエて）1昌七5号　and　1暑　leve15・
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Table　3．　EfR3ct　of　oral　administrat三〇n　ofTDCPP　to　prcgnant　rats　on艶tal　developments

Dっses（㎎ノkg／day） 0 25 50 100 200 400

NO．　of　dams　exa個 ユ6 17 17 16 17
4a》

Live　feしuses

　　　NQ●　of　live　fetuses
　　　　　　　　　〔mean±S．E．）

　　　Sex　raしio　Oぬ工e／Fc畑ユe）

　　　正bdy　weight（9）
　　　　　　（肥an±S．E．）

Dead　fe七uses

　　　NO．　of　dead　fetuses

　　　　　　賦1y　deユth

　　　　　　Late　death

一

　　194　　　　　　　　183　　　　　　　　200　　　　　　　　186　　　　　　　　ユ92

（12。1±0．6，　　（10●8土0●7）　　（11．8土O。8）　　（11●6土0。7）　　（11．3土0。9｝

　102＝92　　　　　　793104　　　　107；93　　　　　　86ε100　　　　　923100

　3。6土0．03　　　3・7土0．02　　　3●6±0●02　　　3．6土0．03　　　4．0±0．03

6｛3．0竃）

6

0

9（4．7審）

9

0

4〔2．O宅）

4

0

5（2．6宅）

4

1

　　22
（5●5土2。4｝貞★

　　9313

3・6土0・08

ND．　of　fetuses　with　maユformaヒi㎝
エ（0．5暑）b）

0 0 0

8（4。0審）　　　　26（54。2審）★鳶

8　　　　　　26

0　　　　　　　0

一　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　　　　　　　　　　一一

0 0

a）3Aユittεr　was　t◎taユユy　PesQ鵬ヨ．　　b）3Umbiユical　he㎡a．

嚢典：　Significanしdifference　frαn　the◎Qnヒrol　aヒ1告　leve1・

Table　4．　EHヒct　of　oral　administration　of　TDCPP　to　pregnant　rats　on　skeletal　developments　of琵tuses

rめses（㎎ノkgノ靭） 0 25 50 ユoo 200 400

Nb．　of　dams　e魍 16 17 17 16 17 3

No。　of　fetuses　examine（ユ ユ51 134 147 137 142 17

No．　of　fetuses　with　retarded　ossification

　　　　　　　　　　　of伽1e　skeletaユsystem

Nb．　of　feしuses　wiUrL　varied　cervica■ard臣

Nb．　Qf　fe七uses　withα∋工viCaユrib

No。　of　feヒuses　with　absen仁thoracic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　centrum

No．　of　fet；uses　wiセh　biparしite　th⊃racic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α∋nヒエum

Nく）．　of　feセuses　with　vari∈d　thOrユcic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　αmtrum

NQ．　of　fetuses　wiヒh　irrc叫ar　sヒern（虻ae

NQ．　of　feしuses　wiしh　varied　1戯。㎜tユ駆m

ND。　of　fetuses　wiu亀ユロ臆rib

0

2（1．3審｝

14（9，3「』）

　0

0

0

19く14．1「』）

0

4｛2・6等』）　　　4〔3・0～』｝

12（7●9暑）　　　9（6●7匙）

78〔51．6暑）　　80（59・7暑）

1（0・7『」》　　　　0

59〔32・7亀》　　48〔35●8審）

0

工（0．7審）

21〔14。2号｝

ユ（O。7塾）

5（3．4竃）

14（9・5亀）

75（51．0亀｝

0

61（41．5巳）

2σ．．5竈）　　　0

0　　　　　　0

ユ8（13。2審）　　13（9．2毛｝

0 0

3（2．2宅）　　　3（291審）

14（10．2暑）　　7（4・9告）

95く69．3審）　　79〔55．6亀｝

0　　　　　　0

59（43．1亀｝　　59（41．5竃）

0

0

1（5．9告｝

0

0

1（5．9巳｝

9（52●9号）

0

7（41●2毛｝

A》erage　NO。　of肥tacarPUS

Average　NO．　of聡tatarsUS

Average　NO．　of　caudal　ver蹴ae

7．3

8

3．6

7．6

8

3．8

7．4

8

3．7

7．2

8

3．9

7．7

8

3．9

7．7

8

4

・フィルド装置6〕），学習能（2単位T字形水槽迷

路7）），協調運動（ロータ・ロッド8）．傾斜板9）），痛覚

（圧刺激式鎮痛効果測定装置10））及び聴覚（ガルトソホ

イスルによる耳介反射1P）の諸機能を検索した．10週

令時に出産仔全例をと高山倹し，器官重量を測定し

た．

　実験成績はZ2検定12），∫検定13）及び順位和険定14）

を用いて対照群と比較検討した．

　　　　　　　　　　　　実　験　成　績

　1．　妊娠母体に及ぼす影響

　妊娠期間中における各群妊娠ラットの平均体重の推

移をFig．1に示した．200　mg／kg以下の群は対照群

と同様な体重増加を示し，一般状態に著変は認められ

ず，死亡例はなかった．400mg／kg群では投与開始

翌日（妊娠8日）から体重減少が認められるとともに全
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Tablc　5．　EfIbct　of　oral　admlnistration　of　TDCPP　to　prcgnant　rats　on　postnatal　developments　of　oflヨpring

1めses（㎎／kg／d君y｝ 0 25 50 100 200

Nb．　of　dams　examined 7 7 7 7 7

No．　of　irrplantaヒion　sites

　　　　　　　（mean±S．E．｝

NQ．　of　offsprin⊆∫a七birヒh

　　　　　　　（mean±S。E．）

　　D31ivery　ir減ex

】Nb．　of　offsprinq　aヒ　4th　day

　　　　　　　　（r鷹∋an±S。E．）

　　viabili七y　index

甑。f。ff蜘q　aft餌。醜欝）

　　　　　　　　　　　（mean±S．E．｝

NO．　of　offspring　a七　4t二h　we∈』k

　　　　　　　　（mean±S．E．》

　　1訟ctation　indbX

No．　of　offspring　a七　10th、～陀ek

　　　　　　　　　（πean±S．E．）

　　Survival　iエ寒ヨex

　90
（畢L2・9±0●3）

　　83
（11，9±0。6）

　92暑

　63
（9・0±2・1）

　　　a）
　76竃

　53
（7●6±1・7｝

　53
（7・6±1●7）

　100宅

　53
（7．6±1．7）

　100宅

　78　　　　　　71
（11・ユ±ユ．・6｝　　（10・1±1●4｝

　74　　　　　　68
（10●6±1●7）　　　（9・7±1・3）

　95暑　　　　　96亀

　68　　　　　　66
（9●7土1●7）　　　（9．4±1．2》

　92竃・）　97暑

　60　　　　　　61

（8・6±1●4｝　　　（8。7±1●0）

　60　　　　　　60
（8●6±1・4）　　　（8●6±1。0）

　ユ00塾　　　　　98審

　58　　　　　　60
（8。3±1・4）　　　（8・6±；1．0）

　97号　　　　　100暑

　　87　　　　　　　85
（12，4土0．4）　　　（12●■±0・3）

　78　　　　　　　78
（11．1±1．0）　　（11．0±0．3）

　90暑　　　　　　92暑

　76　　　　　　　53
（10．9±1。0》　　　　（7．6±2・0）

　97暑　　68号a）

　65
（9・3±0・4｝

　65
（9●3±O．4）

　ユ00毛

　65
（9．3±0。4）

ユ00竃

　50
（7・1±1●8）

　47
（6．7±1．8）

　94急

　46
（6．6±1・7｝

　98亀

a）3　All　offspring　f㎜工　dam　in　the　contコズ）1　andL　25㎎ノ「kg　grOups　and　2　dams　in　the　200㎎／kg　9コ⊂）up

were　kiユled　by　cannibalism　of　th∋dams　within　2　days　aftαbiエth．　　　b）＝エ辻tt；ers　with　a　tota■

nu蹴of　offspring　gτeater㎞　］．O　were　reduoed　to　this　number　on　the　4th　day　af憾birヒh・

　Deliv町！index＝No．　of　offsprinq　at　birヒh／Nっφof　i趣）1antaticn　sites　X　lOO

　Viability　iエ蝕＝Nっ．　of　off鐘）ring　at；4th　day／照）．　of　offsprinq　aヒbirヒh　X　100

　Lacヒation　index＝腫）．　of　offsprinq　aヒ4th　week／No．　of　offsprinq　after　reduction　aヒ4Uユday　X　100

　Survival　index＝Nこ）．　of　offsprinq　a七10ヒh　wedく／No．　of　offspring　at　4th　week　X　100

例に立毛，忌月及び血尿所見が観察され，i5匹中11匹

が投与5日（妊娠11日）から11日の間に死亡した

（Table　1）．死亡をまぬがれた妊娠ラットの体重は投

与終了2日日（妊娠17日）から漸増するとともに中毒

症状も観察されなくなったが，妊娠末期においても対

照群より漸落に低い体重増加であった．

　妊娠期間中の摂餌量について，100mg／kg以下の群

は対照群に比較して特に変化を示さなかった．200及

び400mg／kg群は投与期間中対照群より少ない摂餌

量を示し，特に400mg／kg群が著明であった．

　黄体数及び着床数において対照群とTDCPP群との

間に有意な変化は認められなかった（Table　l）．

　前報PのTDBPPの実験において妊娠ラットの腎重

量が有意に増加した．そこで本実験でも妊娠ラットの

腎重量を測定比較した（Table　2）．対照群に比較して，

100mg／kg以下の群では差は認められなかったが，

200及び400mg／kg群では実重量及び相対重量ともに

有意に高い値が投与量に相関して得られ，TDCPPも

TDBPPと同様腎に対して重量増加を示すことが明ら

かにされた．

　2．　胎仔に及ぼす影響

　Table　3に示すとおり，生存仔数，性比，体重及び

死亡率とも200mg／kg以下の群は有意な変化を示さ

なかった．400mg／kg群では，4匹中1匹の妊娠ラヅ

トの胎仔は全例死亡しており，生存仔数が有意に少な

く，イ了意に高い胎仔死亡率が得られた．胎仔体重に変

化は認められなかった．

　外形及び内部器官の検査では対照群に腹壁ヘルニア

が1例認められたのみでTDCPP群に異常例は観察さ

れなかった（Table　3）．

　骨格検査成績はTable　4にまとめて示した．全身

の骨格系の染色性が極めて低い胎仔が100mg／kg群

に1．5％観察された，頸椎椎弓の分離が対照群に1，3

％，50mg／kg群に0，7％それぞれ観察された．頸肋

（痕跡状）が対照を含む各群に5．9～14．2％観察され

た．第10胸椎椎体の欠損が50mg／kg群に0．7％観察

された．胸椎椎体の分離が400mg／kg群を除く各群

に3％前後，胸椎椎体の変形（痕跡状，二連球状）が

対照を含む各群に4．9～10．2％それぞれ観察された．

胸骨核の異常（変形，分離，ゆ合，欠損）が各群に51

～69，3％観察された．節1腰椎椎体の分離が対照群に

0．7％観察された．しかしながら，これら骨格異常の
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　2＿　　　　　　　　＿

発生率に有意差はなく，用量反応関係も認められなか

った．また当研究室の背景データとの比較でも特記す

べき異常例は認められなかった．

　腰肋（痕跡状を含む）が二等に33～43％観察された

が，イ∫思差は認められなかった（Table　4）．

　化骨状態については中手骨，中足骨及び尾椎の化骨

数を調べて判定した（Tablc　4）．いずれの化骨数にお

葺

逼

§

8
8

いても対照群との問に有意差は認められな

かった．

　3．　出産仔に及ぼす影響

　胎仔実験において400mg／kgは妊娠ラ

ットに対して中毒致死量であることが明ら

かにされたので，育成実験は200mg／kg

以下の用量について行った，

　Tablc　5に示すとおり，着床数，分娩仔

数及び分娩率にイ∫直な変化は認められなか

った．対照群と25mg／kg群の各1匹の母

ラット及び200mg／kg群の2匹の母ラッ

トはそれぞれ分娩後2日以内に出産仔全例

を喰殺した．しかし，4日三時生存率，哺

育率及び10週令時生存率のいずれにおいて

も対照群とTDCPPの各群との間に有意差

は認められなかった．

　出産仔の体重は雌雄ともいずれの測定時

においても有意な変化を示さなかった．

　6～7週令時に行ったオープン・フィル

ド，水槽迷路，ロータ・ロッド，傾斜板，

痛覚及び聴覚の各試験において，特に

TDCPP投与との関連性を示唆する変化は

認められなかった．

　10週令時にと殺した出産仔の主要器官の

実重量はTablc　6に示すとおりで，若干

のバラツキは散見されたが有意な変化は認

められなかった．体重に対する相対値の検

索でも有意差はなかった．なお，200mg／

kg群の母ラットの腎重量が有意に高い値

を示したが，出産仔の腎重量に変化は認め

られなかった．

考 察

られ，15匹中11匹の妊娠ラヅトが死亡した．

から，400mg／kgは妊娠ラットに対して明らかな中毒

致死量であり，その影響が胎仔死亡率の有意な増加に

反映されたものと考える。

　TDCPPの大量を投与された妊娠ラットの腎重：量が

有意に高い値を示し，本化合物は腎重量を増加させる

ことが明らかにされた．TDCPPによる腎重量の増加

　TDCPPを妊娠ラットに経口投一与した場

合，200mg／kgでは，軽度ではあったが云

云旦の減少が認められ，木朝旦は妊娠ラッ

トに対して影響幅であったと考える．400

1ng／kg群では立毛，流誕及び血尿所見な

らびに計算量及び体重の著明な減少が認め

　　　　　　　　　　　　　　この成績
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は類似の化学構造を有するTDBPPとほぼ同程度であ

ったこと1），及びTDBPPによる腫瘍発生の標的器官

は腎臓であること15）を考慮した場合，TDCPPは腎臓

に対して悪影響を及ぼす可能性が示唆される．

　TDCPPを投与した妊娠ラットから得られた胎仔に

外形及び内部器官の異常例は観察されなかった．骨格

異常として，全身の骨格系の染色不良，頸肋，編出椎

弓の分離，胸椎椎体の欠損，分離あるいは変形，及び

胸骨核の異常が観察された。しかしながら，本実験の

対照群，当研究室の背景データ及び自然発生奇形に関

する報告16剛18）との比較において，形状及び発現頻度

ともに特にTDCPP投与との関連を示唆する変化は認

められなかった．一方，サリチル酸などの催奇形因子

を妊娠ラットに投与した場合，腰肋の発生率が高くな

ることが報告19噌21）されており，安田ら2。）は腰肋の頻

度は催奇形性の指標になると報告している．そこで腰

肋の発生頻度を調べたが特にTDCPP群において高率

であるという成績は得られなかった．

　出産仔の発育の観察においても，機能検査の成績を

含め，特に悪影響は認められなかった．

　以上，妊娠ラヅトに対して明らかな中毒致死量であ

る400mg／kgでは胎仔死亡率が増加した．しかし，

200mg／kg以下では胎仔及び出産仔の所見とも

TDCPP投与によると考えられる変化は認められず，

本実験条件下では，TDCPPが催奇形性物質であると

の結論は困難である．

ま と め

　Tris（1，3－dichloroisopropyl）phosphate（TDCPP）の

25，50，100，200及び400mg／kgをラヅトに妊娠7日か

ら15日まで毎日1回強制経口投与し，妊娠母体，胎仔

及び出産仔に及ぼす影響を催奇形性を中心に検索した．

　1）妊娠母体：一般状態，摂餌量及び解剖所見にお

いて100mg／kg以下の群では変化は認められなかっ

た．200mg／kg群では摂餌量の軽度な低下と腎重量の

論意な増加が認められた．400mg／kg群では立毛，流

誕，血尿成見及び摂言論の低下と体重の減少が認めら

れ，15匹中11匹が死亡した．腎重量が有意に増加した．

　2）胎仔：生存数，性比，体重及び死亡率において

200mg／kg以下の群では変化は認められなかった。

400mg／kg群では死亡率が有意に高く生存数が少な

かった．外形，内部器官及び骨格検査においてTDCPP

投与によると考えられる異常例は観察されなかった．

　3）　出産仔＝着床数，分娩仔数，分娩率，4日令時

生存率，哺育率，10週令時生存率，体重及び器官重量

に変化は認められず，外形検査及び機能検査でも

TDCPP投与との関述を示唆する変化は認められなか

った。
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魚粉加熱分解物の fπη加。による短期癌原性スクリーニング・テスト

　　　　　　の結果について

古川文夫・高橋道人・長野嘉介・小久保　武・林　裕造

Experimental　Studies　on　an自励。　Short・tcrm　Scrcening　Test氏）r

　　　　　　　Carcinogcnicity　of　Fish　Powdcr　Pyrolysates

Fum1Q　FuRuKAwA，　Michihito　TAK川Aslll，　Kasukc　NAGANo，　Takcshi　KoKuBo，　and　YuzQ　HAYAsm

　Protcin　pyrolyzates　and　amlno　acid　pyrolyzates　wcre血lrly　mutagenic　to　TA98　with　metabolic　activa－

tion．　When　tested　by　the　mcthod　of　Picnta，　thcse　compounds　wcrc　also　fbund　to　trans飴rm　cryopreserved

primary　culturcs　of　Syrian　golden　hamstcr　embryo　celk．　A　high　correlation　has　been　shown　betwcen

morphologicahrans正brmat1on　and　carcinogenic1tles　of　chemicals，　According　to　the　recent　report，　whcn

rats　were　i雨ected　whh　3－am1no－1，4－dimethyl－5H－pyrido［4，3－b］indole（Trp－p－1）and　3－amino－1。methyl－

5H・pyrido［4，3－b］indole（Trp－p－2）which　were　produced　by　pyroI》・sis　of　tryptophan，　hcpatocarclnomas

were　developed．

　The　system　used　here，　is　a　ncw　type　of三n　vivo　short－term　scrcening　tcst　fbr　hepatocarcinogens，　suggestcd

by　Dr．　Ito　and　coworkers　of　the　Department　of　PathQlogy，　Nagoya　City　Univcrsity．　This　paper　describes

acQmparlson　of　the　eHヒct　of　fish　powdcr　pyrolysatcs　on　the　production　of　hyperplastic　nodules　in　the　livcr

of　partially　hepatectomized　rats　belbre　and　a氏er　trcatment　with　N－2。Huorcnylacctamid（2－FAA）．　Slgnifi－

cant　dif琵rence　ill　the　number　of　hyperplastic　nodules　was　not　fbund　between　the　controL　No　remarkablc

initiation　and　promotion　activities　in　fish　pQwder　pyrolysates　using　this　system　as　an　f認痂。　short・tcrm　scre－

cning　test　fbr　hepatocarcinogcn　was　observed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

は　じ　め　に

　食品成分の加均分解物の中に，高い変異原性を有す

る物質が見出され，これらが経口的に人休に摂取され

た際に癌原性物質として作用する可能性が示唆されて

いる．

　現在，明らかな変異原性が認められている物質には，

トリプトフアンの加熱処理｝こより生じる3－amino－1，4

－dimethyl－5H－pyrido〔4，3－b〕indo1（Trp－p－1），3－am・

ino－1－methyl－5H－pyrido〔4，3－b〕indol（Trp－p－2），グ

ルタミン酸を加熱処理して生じる2－amino－6－methyl・

dipyrido〔！，2－a：3’，2’一d〕imidazQlc（Glu－p－1），2－am－

inodipyrido〔1，2－a　l　3’，2’一d〕imidazole（Glu－p－2），　リ

ジンの加熱分解物の3，4－cyclopentenopyridQ〔3，2－d〕

carbazole（Lys－p－1），　Lys－p－2（構造不明），オルニチソ

熱分解物のOrn－P－1（構造不明）などの報告がある1・2）．

　現在まで｝．こTrp－p－1，Trp－p－2の癌原性実験が行わ

れ，ハムスター，ラットに1．5mg　Trp－P－1を週一回

皮下注射し連続20回処置したところ，雌雄ハムスター

では注射部位に鶏卵大の肉腫が，雌ラットでは9～10

箇月後に注射部位に線維肉腫が認められたことが報告

されている：・2）．また0．02％Trp－P－1含有飼料を投

与したCD1マウスでは14箇月以後に雌13匹中6匹に，

Trp－P－2含有飼料では13箇月以後に雌11匹中10匹に肝

腫瘍が見られ，標的臓器は肝臓であったとされ，雄よ

り雌に好発したと報告されている：・2）．この実験では

Trp－P－2の方がTrp－P－1より癌原性が強いと，報告

している．また，これらの物質はハムスターのem－

bryo　ccll培養細胞でtranslbrmationも認められてい

る1噌ω，

　今回我々は実験動物飼育用飼料に存在する魚粉成分

．を加熱するとこれらの中に変異原性物質が生成するこ

とを確認すると共にこの魚粉加熱分解物を検体とし，

既に伊東らにより開発されているラット肝における前

疵変化（結節性肥大）の出現を指標とした短期病原性

スクリーニング法のモデル3・4）を用い，殖源性の予測

に関する実験を行なった．

実験料材及び方法

魚粉加熱分解物の作製
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9

　飼料の原料として用いられている魚粉成分を原料と

して，熱伝導：体として直径1cmの鉄球を魚粉内に混

じ鉄製の：釜で擬搾しながら280。70分間加熱し検体を

得たが，いずれもオリエンタル酵母社に依頼し作製し

た．本検体中に含まれる変異原性物質の有無を検索す

るために，検体をクロロホルム及びエタノールで抽出

を行った後，抽出液をDMSOに溶解しこれを原液と

し菌株はTAIOO，　TA98，　TA1537を用いS－9処理

の有無の条件下で変異原性を検索した．その結果S・一9

処理の条件下で原液100μ’／pIateの時のrevertant数

は356～357で，50μZ／plateの時には355～388であ

り，明らかな変異原性が示された，S－9処理をしな

い場合及び加熱処理前の魚粉ではいずれも100rever・

tant数以下で変異原性は示されなかった．また魚粉

中のベンツピレンの検出を当所食品添加物部，谷村部

長に依頼し，蛍光法により測定したが，0．05ppbの

検出限界でペソツピレンは検出されなかった．

　0．02％N－2－Fluorenylacetamlde（2－FAA）

　混入鋼料の作製

　2－FAA（東京化成社のもの）は，コーンオイル（味の

素面製）と共に乳鉢内にて混和しCRF－1粉末飼料（日

本チャールズリバー社製）を少量つつ加えながら撹絆

混和した．

　四塩化炭素の投与

　四塩化炭素（和光純二四）は同量のオリーブ油と共

に撹忘しImJ／kg体重量を胃ゾンデで経口的に投与し

た．

　肝部分切除法

　エーテル麻酔下にて胸骨下1cmを開腹し切開部位

の周囲を指で押すと外側左葉　内側左葉　内側右葉が

腹圧により突出する．これら三葉を肝門部付近にて結

紮した後，切除した．これらは肝全体の70％に当る．

　実験方法

　動物は8週令のF－344雄ラット（日本チャールズ

リバーより購入）120匹を用い，1，2，4，5群は各25

匹，3，6群は各10匹とした．Fig．1に示した如く，

1群には実験開始と同時に0．02劣2－FAA混入飼料を

2週間投与（前投与）し，実験開始1週目に四塩化炭

素のImJ／kg体重量を経口投与した．次いで，実験開

始3週目から30％魚粉加熱分解物混入飼料を6週間与

えた．実験開始後4週目に肝部分切除を行った．

　2群には実験開始と同時に0。02％2－FAA混入飼料

を2週間投与（前投与）し，実験開始1週目に四塩化炭

素の11n1／kg体重量を経口投与した．実験開始後4週

目に肝部分切除を行った．

　3群は，実験開始1週目に四塩化炭素の1mZ／kg体

重量を経口投与し，実験開始3週目から30％魚粉加熱

分解物混入飼料を6週間与えた．実験開始4週目に肝

部分切除を行った．

　4群は，実験開始3週目から30％魚粉加熱分解物混

入飼料を6週間与え，実験開始4週目に肝部分切除を

行い，実験開始10週目より0．02％2－FAA混入飼料を

2週間投与（後投与）し，実験開始11週目に四塩化炭

素の1mZ／kg体重量を経口投与した．

　5群は，実験開始4週目に肝部分切除を行い，実験

開始10週目から0．02％2－FAA混入飼料を2週間投与

（後投与）した．実験閉口H強目に四塩化炭素の1m’／

kg体重量を経口投与した．

　6群は，実験開始3週口から30％魚粉加熱分解物を

6週間与え実験開始4週目に肝部分切除を行った．ま

た実験閥始H週目に四鹿化炭素の1mZ／kg体重量を経

口投与した．

　全動物は実験開始から13週目にエーテル麻酔下にて

屠殺解剖し，肝を中心に肉眼的に検索を行ったほか，

0 2 4 6 8 10 12　　13　weeks
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3
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吻：2－FAA　200　ppm　in　diet
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Fig．1．　EHセcts　of　prc－or　post－treatmcnt　of　chemicals　on　the　induction　of　livcr

　　　hyperplastic　nodules　in　rats　treated　wlth　2－FAA　and　CCl
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病理組織学的に検索を実施した．

　病理組織学的検索

　全臓器を肉眼的に観察した後，肝臓及び他臓器の病

変部位を摘出し，10％中性ホルマリン液にて固定後肝

臓の全葉を0．8cm位の厚さにて切出し，アルコール

脱水，キシレン透徹，パラフィン包埋後，5μにて薄

切片を作製し通常の如くHematoxylin－Eosin（H・E・）

染色を施し，光学顕微鏡にて病理組織学的に検索を行

った．

　次に肝の組織スライド（H．E．染色）をゼロックスコ

ピー機にかけ，白黒像に変換した像を得た後，肝臓単

位面積当りの結節性肥大（hyperplastic　nodule）の面

積及び個数を求める目的で池上通信製ビデオイメージ

プロセッサーVIP－llを用い，肝臓切片の総面積を測

定し，更にH．E．染色標本の顕微鏡像をカラー画像解

析装置VIP－21（池上通信，オリンパス製）を用い，全

切片中の結節性肥大（HN）の面積及び個数を測定し肝

総面積中の結節性肥大の数を1cm2当りで算出した．

結 果

　全例一部分切除を施してあるため解剖時には肉眼的

に方形葉，外側右回，尾状葉　尾状突起　乳頭突起の

各葉が全体に肥大して認められ，肝重量は1群6．72

±LO6g，　2君田7．31±L38g，　3君≠6．94±1．48g，

4君拳6．10±0．58g，　5君季6．45±0．71　g，　6君羊6．58

±0，72gであった．いずれの群の肝重量においても差

は認められなかった．また体重においても1群240±

19．12g，　2君影262，65±22．36g，　3君羊238．38±28．69

g，　4君羊214．32±22．66g，　5難山238．69±16．70g，

6群234．37±23．70gであり，体重においても借間の

オ∫意差は認められなかった．

　肝全体に対する結節性肥大の占める割合はTable　1

に示したように処置群である1群ではlcm2当たり

0．35±0．4個で，その対照群である2群では0．11±

〈）．22個，3群では結節性肥大は認められなかった．ま

た処置群である4群ではlcm2当たり0．35±0，40個で，

Tablc　l．　Initlating　and　promoting　activlty　of　Gsh

　　　　powdcr　pyrolysate　on　hlduction　of　livcr

　　　　hyperplastic　nodu！es　in　rats

In呈tiating　activity　　PromQting　activity

　Tcst
chcmicals　No．　of　No。　of　No．　of　No．　of

　　　　　　rats　　HN／cm2　rats　　HNlcm2

その対照群である5群では0．11±0．22個，6群では結

節性肥大は認められなかった．また結節性肥大の総面

積についても同様な傾向を示したが，詳細については

省略する．

F三sh　powdcr
　　　　　　　25Pyrolysatc

COntrol　　　　25

0．35±0．40　　　25　　0．50±0．45

0．11±0．22　　　25　　　0．36±0．43

考察並びに結論

　化学物質による発癌過程には一般にBcrcnblUmら

により提唱されたイニシエーションとプロモーション

の二段階説が容認されている，イニシエーションとは

DNAの一次構造上の変化と考えられており，イニシ

エーション作用を示す多くの化学発癌物質が同時に変

異原性を示す事実と一致すると言われている7・8）．イニ

シエーションは短期間に成立するが，それによっても

たらされた変化は長く細胞内に留まることが知られ，

肝に対して全く標的性をもたない多聞芳香族炭化水素

やN一ニトロソ化合物などで，投与期間中に肝部分切

除を行ったり，肝細胞増殖期に与えると肝臓に対して

イニシエーション作用が示されることが明らかになっ

ている9曜1D．

　プロモーション作用に関しては，機序についての十

分な解明はなされていないが，現象的にイニシエーシ

ョンを受けた細胞を増殖させ，疾病としての癌に遵く

過程を総称している．したがって癌原性物質は作用機

序の立場からイニシエーターとプロモーターに分類さ

れる事になるが，強力な疵原性物質は両作用を兼ね備

えていると考えられている7・8）．

　近年，前癌病変と目される肝の結節性肥大あるいは

酵素欠損病巣を指標として，イニシエーターとプロモ

ーターを別々に区別して検索するための短期癌原性試

験法の開発が進められている．Craddockら，　Pound

ら，Tsudaら，は従来肝に対して標的性をもたないと

思われていた多環芳香族炭化水素やN一ニトロソ化合

物などが肝細胞にイニシエーターとして作用する事実

を見出している9噌11）．Phenobarbital（PB），　Polychlor・

．natcd　biphenyl（PCB），　1，1，1－trichloro－2，2－bis（4一
ユ

cHlorophcny1）cthanc（DDT），3一（3，5－dich！oropllenyl）

一5，5’一dimcthyloxaline・dione－2，4（DDOD）などの化学

物質について，肝癌発生のプロモーター作川の存在を

確認している12噌13）．

　今回，われわれは，上記の短期癌原性試験法を用い

て，魚粉加熱分解物のイニシエーション作用及びプロ

モーション作用の検索を試みたが，各実験群の成績は

Tablc　1に示したごとくである．結節性肥大の出現率，

肝単位面積当たりの病変面積等のパラメーターから見

て，イニシエーション，プロモーションのいずれかの

作用も陰性という結果が得られた．陰性結果の評価に

o
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あたり1）検体として使用した魚粉加熱分解物が非癌原

性であったか，もしくは極めて低い癌原性であったか，

2）検体中に含まれる活性成分が消化管内で不活性化さ

れ，肝に到達し得なかった等の可能性を考慮する必要

がある．

　現在，魚粉加熱分解物の癌原性を検索するため，ハ

ムスターを用いて長期癌原性試験を実施中である．
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Rumiko　MlYATA，　Takehiko　NoHMI，　Kunie　YosmKAwA　and　Motoi　IsHIDATE，　Jr．

　　5α’〃10／z〃α卵ゐ加μ7∫π加straln　appears　to　be　a　suitable　indicator　fbr　mutagcnesis　bccause　of　its　wcll　devcl・

opcd　genetic　system．　In　addition，　the　metabollc　activatlon　tcst　using　the　strain　is血r　morc　sensitive　to

detecuhe　eHヒcts　of　an　indircctly　acting　mutagen，　as　compared　with　other　organisms．　This　papcr　describes

that　the　mutagenic　activity　of　some　l5　chcmicals　derived齎om　diHbrent　intercsts　has　been　evaluated　by

using　TA92，　TA1535，　TAlOO，　TA1537，　TA9壬and　TA98　stralns　in　thc　abscnce　and　in　the　presence　of　a

hepatic　9000×8　supernatant（S9）contalning　NADPH：一gcnerating　systcm．　The　chemicals　tcsted　herc

are　as　fbllows：aniline，　butylated　hydroxytoluenc（BHT），　o－chloroaniline，2η一chloroani1量ne，ρ一chloroaniline，

hexachlorobenzene，　nitrobenzene，　o・nitrotoluene，　η～一nitrotoluenc，ρ一nitrotoluene，　i，2，3－trichlorobenzene，

1，2，4－trichlorobcnzcne，1，3，5－trichlorobcnzene，　trichloroethylenc　and　l，1，1－trichloroethane・　Five　pQsitive

control　mutagcns，　MMC，9AA，2NF，　ENNG　and　2AA，　were　exalnined　also　in　thB　experiment．　The　S9

」｝action　employed　fbr　chcm三cal　mutagenic三ty　testiDg　was　prcpared　i｝om　the工ivcrs　of　male　F蛉chcr　rats

and　male　BALB／c　mice　by　the　induction　with　polychlorinated　biphenyls，　KC－400，

　　Thc　fbllowing　results　were　obtained　with　thesc　chcmicals：

（1）かNitrotolucne（0。1－1　mglplate）increased　slightly　but　signl且cantly　H世rcvertants　per　plate　in　TAIOO

over　a　spontancous　level　ln　the　prescnce　ofrat－livcr　S9　mlx．　（2）Trichloroethylene（0・25－0・75　mg／plate）in－

duccd　clearly　mutation　in　TA920nly　when　Sg　sample　takcn｛をom　mice　wcre　addcd．（3）Four　chcmicals，

aniline，　BHT，　hcxachlorobenzene　and　1，3，5．trichlorobenzene，　did　not　induce　mutation　or　lethality　in　any

strains　at　a　range　of　conccntrations　from　O．03　to　3　mg　per　plate　in　both　thc　abscncc　and　thc　prcscnce　of

Sg　m量x　or　with　Sg　mix．（4）No　mutagcnic　e驚cts　of　the　remalning　g　chcmicals　werc　obscrved　also．　For

these　chemicals　only　the　kllling　eHヒcts　were　R）und　when　they　were　added　at　conccntrations　l　to　3　mg　per

pla亡e　wi亡h　and　witllout　mt．1ivcr　Sg　mlx．（5）In　case　ofpositlvc　control　mu亡agens　without　me亡abolic　act正va－

tion，　the　test　systcm　using　TAI535　and　TAIOO　detectcd　ENNG　of　a　basc　substituting　mutagen．　TA1537

involving　thc　G　rcpcat　targct　sequcncc　or　TA98　involving　thc　GC　rcpcat　targct　sequence　dctccted　gAA　or

2NF　of　framcshi仕mutagcns，　respcctivcly．　Both　TA92　and　TA94　having即7B＋gene　detected　MMC　of

acrQss－linking　mutagcn，　In　thc　prcscnce　of　S9　mix，2AA　scrvcd　as　a　positivc　cQntrol　pre・mutagen　in　all

indicators．

　　From　thcsc　nndings，　lt　was　shown　that　a　hcpatic　S9倉action行om　micc　is　extremely　e薦ctivc　fbr　de・

tccting　trichlorocthylene－induced　mutations．　AlsQ，　our　data　suggesロhat　carc蝕I　detectiQn　of　mutatlon

induccd　by　a　pre－mutagen　rcquires　tllc　usc　of　hcpatic　S9　samplcs仕om　at　Icast　two　dif琵rent　animal　species，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccivcdムlay　30，1981）

緒
口

　　工業原料として多く用いられる化合物は，製品製造

工程や排液によりヒトに対する安全性が憂慮される．

染料などに使用されるaminobenzene及びnitrobenzenc

とそれらの誘導体には過去数例の急性中毒事件が発生

している：・2）．吏にドライクリーニングなどに使用さ

れる溶剤であるtrichlor㏄thylcncは神経系の麻ひを

起こした症例が過去に報告されている3・σ．

　　以上の化学物質の如く，工業原料として生産量が比

較的多く，用途範囲の広い上記関連物質15種類（環境

庁指定に基づく）を選定し，5α」脚π8〃αりψ毎祝副μ規

を用いた突然変異原性試験を実施した．その結果，

ρ一nltroめ1uene及びtrichlor㏄thyleneの変異原活性を

検出したので報告する．
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実験材料及び方法

　1．　供試菌株及び培地

　3α’ηzoπ8〃αりρ乃εη2潔γfμη2　TA92，　TAI535，　TAIOO（塩：

二二置換型），TA1537，　TA94，　TA98（フレームシフ

ト型）の6菌株をそれぞれDifco　Nutrient　Broth（0．5

％食塩を含む）で37。，16時間培義し，これを指標菌

液5）とした．一方，誘発突然変異コロニーの検出はグ

ルコース1％を含むVogel－Bonner寒天培地5）で実施

した．

　2．　Sg　mixの調製法

　Fischerラットの雄（6週令，　100～1209）及び

BALB／cマウスの雄（7週令，20～259）にKC－400

を500mg／kg投与（i．　P．）後，4日目に絶食させ翌日

常法にしたがってS9を作製した．　S9　mixはAmes

ら5｝の原法に準ずるが，更に2μmolesの還元型nlco・

tinamlde　adenine　dinucleotide（NADH）を添加した

ものをSg　mixとした7）．

　3．　突然変異試験法

　0．5mZのリン二二二二（pH　7．4）あるいは0．5mJ

のS9　mix（代謝的活性化）にそれぞれ0．1mZの指

標菌液及び被検薬物溶液を混和し，37。で20分間プレ

インキュベーションした後，L5μmolesのビオチン

及び1．5μmQlesのヒスチジン溶液を含有する2mJ

の軟寒天を加え，混合し，Vogel－Bonner寒天平板培

地に重層した．これを37。で2日間培菱後，誘発突然

変異コロニー数を測定した．

　判定基準は，復帰突然変異コロニー数がTA100で

200以上，TA1537で50以上，その他4菌株において

は100以上の場合を陽性とした．

　4．　被検薬物とその調製法

　Aniline，　o一，η卜，ρ一chloroanil三ne，　nitrobenzene，　o一，

η；一，ρ一nitrotoluenc，　1，2，3一，1，2，4一，1，3，5－trichloro．

benzene，　butylated　hydroxytolucne（BHT），1，1，1－

trichlor㏄thane及び　trichlor㏄thyleneはいずれも

dimethylsulfbxide（DMSO）を用い，　hexachlorobenzene

のみbenzeneを用いて調製し，それぞれ5段階の濃度

で試験に供した．Benzeneはそのもの自体に変異原性

は認められないが，高濃度において殺菌作用を示す8，

ため指標菌細胞に影響を与えない範囲内において使用

した．

　更に陽性対照として，S9　mix非存在下において

は，TA92及びTA94にはmitomycin　C（MMC），

TA1535及び　TA100　には　N－ethyl－N’一nitro－N－

nitrosqguanidin号（ENNG），　TA1537には9－amino。

acridine（9AA），　TA98には2－nitroHuorene（2NF）を
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川いた．一方Sg　mix存在下においては6菌株すべて

について，2－amlηoanthracene（2AA）を陽性対照とし

て用いた．

実　験　結　果

　15種類の化学物質による変異原性試験の結果と陽性

対照値をTable　1に示す．

　AniHne，　hcxachlorobenzcnc及びBHTはいずれも

指標菌6株に対してSg　mix添加の有無にかかわらず，

誘発突然変異コロニー数の上昇を示さず，しかもこれ

ら薬物溶液による指標菌細胞の致死効果も示さなかっ

た．更にBHTは3mg／plateにおいて平板に薬物の

結晶が認められた．

　ρ一Ni⑳tolueneにおいては，　TA100に対しSg　mix

非存在下，Img／plateで致死効果を示したが突然変

異コロニー数の上昇は認められなかった．一方，S9

mix存在下では同濃度まで突然変異コロニーの上昇

を示し，更に3mg／plateで致死効果も認められた．

他の5菌株においてはSg　mixの存在の有無にかかわ

らず，致死効果のみを認めたにすぎなかった．

　Tr…chlor㏄thyleneはラット肝S9を用いた場合，指

標菌株すべてに致死効果のみを示し，突然変異コロニ

ー数の上昇は認めなかった．しかしながら，マウス肝

S9においてはTA92に対してのみ0．75　mg／Plateま

で誘発突然変異コロニー数の上昇を示し，しかも用量

一応答量に明らかな直線性が認められた（Fig．1），

　一方，1，3，5－trichlorobenzeneはS9　mix非存在下

では3mg／pla書eにおいて致死効果を示したが，存在

下においては同濃度まで作用させたが致死効果は認め

られなかった．更に6菌株に対しいずれも突然変異コ

ロニー数の上昇は認められなかった，
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Fig．1．　Ef琵ct　of　S9　source　on　the　detection　of

　　　m凱atiQn　by　trichloroethylene　in　TA92．

　その他9種の化学物質については，本実験に使用し

た6菌株に対していずれも致死効果のみを示し，誘発

突然変異コロニー数の上昇は認められなかった．

　一方，陽性対照化学物質についてみると，DNA架

橋剤の検出能を有するTA92及びTA9斗はMMCに
よって自然復帰突然変異コロニー数以上の値を示した．

更にTA1535及びTAIOOでは塩基対置換を誘発する

ENNGによって，高い値の誘発突然変異コロニー数

が認められた．フレームシフト型の突然変異原を検出

するTAI537ではG塩基に作用する9AAによって，

TA98はGC塩基に作用する2NFによってそれぞ
れ突然変異コロニーが誘発された．

考 察

　ρ一NitrotolueneはTable　1に示す如く，0・1～1

mg／plateにおいてSg　mix存在でTAIOOに対して

のみ誘発変異コロニー数の上昇を示し，しかも用量一

応答量に相関性が認められることから，本化学物質の

変異原性は陽性と判定した．しかしながら，C．W．

Chiuら9）は，　TAloo及びTA98を使用した同様な試

験を実施した結果，ρ一nitrotolueneに変異原性は検出

されないものと報告している．

　以上の如く，相反する実験成績がρ一nitrotolueneセこ

ついて碍られているわけであるが，その要因として

S9の供給源及びS9　mixの調製法などの相違に由来

することが考えられる，微生物の突然変異試験法にお

ける指標菌株の遺伝的特徴を検査する方法は，すでに

厳しく確立されているが，化学物質の代謝活性化に用

いられるS9に関する規定は，　S9の貯蔵法及び貯蔵期

間，誘導剤による誘導法などの点に関してまだなされ

ていない．この点について著者らはすでに，S9の供

給源7》及びS9の貯蔵期間ゆなどについての興味ある

知見を報告している．

　Trichlor㏄thylcncは，ラット肝S9を用いた場合，

Salmonc1！aに対しすべて陰性の結果を示したが，8．

68π薦fωによる雄マウス肝S9を用いた突然変異試験

法では陽性結果が報告されているIP．この事実に基づ

き我々は，PCB誘導のBALB／c雄マウス肝S9を用

いて突然変異原性試験を行い，TA92にのみ変異原性

を誘発する結果を得た（Fig．1）．一方，ヒト，マウス

及びラットを用いた本化学物質の暴露実験において，

trkhlor㏄thyleneはchloml　hydrate（抱水クロラー

ル）を経てtrichloroacetic　acid，　tdchlor㏄thanolな

どとして尿中に排泄されることが知られている12・13）．

このchloral　hydratcはtrichlor㏄thyleneの中間代謝

産物として，LWaskel114，によって弱いながら変異原
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性があると報告されている．さらにtrichlor㏄thylene

は経口投与実験15）においてマウスでは肝癌の発生が非

投与群に比して有意な増加を示すが，しかしラヅトで

は腫瘍発生率の上昇は確認されていない．

　以上の事実から，trichlor㏄thyleneのマウス及びラ

ット肝を用いた変異原性試験結果の相違は，肝S9薬

物代謝酵素により生成された代謝産物trichlor㏄thyl－

eneからの活性化体と想定されるエポキシドやchloral

hydrateの生成量の差によるものかあるいはエポキシ

ド不活性酵素活性差によるものと考えられる．

　Anilineは本実験条件下では明らかな致死効果が得・

られていないことから判定不能としたが，長尾ら15）は

Sg　mix中にnorharmanを添加することによりTA98

に突然変異原性を示すことを報告している．しかしな

がら，norharman無添加でのanilineの陰性結果は，

哺乳動物細胞（DON，CHL，　BHK－21細胞）を用いた

染色体異常試験17・18），姉妹染色分体交換試験17），ある

いは細胞形質転換試験19）で確認されている．

　G。Mitchel12。）はLiquld－Medium　assay法を用いて，

anilineのTA98及びTA　lOOに対する陽性結果を報

告しているが，誘発突然変異頻度の算出に不明な点が

多く認められた．

　o一及びρ一chloroaniIine，　nitrobenzene，　o－nitrotolu・

eneはすでにGolden　hamsterの細胞形質転換試験21｝

及びSalmoneUaによる突然変異試験9）において，い

ずれも陰性結果が示されている．m－Chl。roaniline，

加一nitrotoluene，1，2，3一，1，2，4一及び1，3，5－trichlo・

roben2eneは著老らの知る限りでは変異原性に関連し

た報告はない．一方，1，1，1－trichlor㏄thaneについて

はFischerラットの胎児細胞（F1706）を用いた細胞形

質転換試験22）において陽性報告がある．

結 語

　1）Aniline，　hexachlorobenzene，　BHT及び1，3，5－

tr五chlorobenzeneはSg　mix存在下及び非存在下，あ

るいは存在下のみにおいて供試濃度範囲内では使用し

たすべての菌株に対して致死効果は認められず，Ames

試験法においては判定不能な化学物質であった．

　2）ρ一NitrotolueneはTA100で，　S9　mix存在下

においてのみ陽性結果を得た．

　3）Trichlor㏄thyleneはラット肝S9を用いた試験

においては変異原性を認められなかったが，マウス肝

S9を用いた同様の試験ではTA92において変異原性

陽性結果を示した．

　4）前述以外の9種化学物質はSalmonella　6菌株

に致死効果を示す濃度まで作用させたが，突然変異コ

ロニー数の増加は得られず，本実験条件下では陰性と

判定した．

　この研究の一部は環境庁依託研究費によった．
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輸入食品に使用された保色粉（けい光染料）の分析結果について

伊藤誉志男・鈴木英世・小川俊次郎・豊田正武

　　　　　　外海泰秀・慶田雅洋

Analysis　of　Colour・Rctaining　Powder，　Fluoresccnt　Dycs　IIlcgally

　　　　　　　　　Added　to　Imported　Food

Yoshio　ITo，　Hidcyo　SuzuKl，　Shunjiro　OGAwA，　Masatakc　ToYoDA，　Yasuh三de　ToNoGAI

　　　　　　　　　　　　　　and　Llasah五ro　IwAIDA

　Analyses　wcrc　carried　out　on　CQIour・Reta三ning　Powder　and　Colour－Retainlng　Blue，　f】uorescent　substances

that　had　been　uscd　R）r　the　whitening　of5ゐゴrα∫πimportcd仕om　Taiwan．

　L　Thc　both　contained　about　9．4％of　fluorescent　dyc，　while　anhydrous　sodium　sulphate，　diluent　of

the　dye　occupied　the　Iargest　part　of　88％among　the　ingrcdients．　Watcr　contents　of　the　two　were　as　IQw

as　1％，while　a　little　amount　of　heavy　mctals　were　contalncd　exccpt　zinc（175　ppm）．

　2．Blue　tone　of　Colour－Rctalning　Blue　was油川nd　to　be　due　to　the　prcsence　of　ultramarine（C．1，77007，

pigment　blue　29），　the　content　being　O．02％．　Yellow　tone　of　the　Colour－Retainlng　Powder　was　due　to

the　Huorescent　dye　itsel£

　3，The　Huorescent　dye　containcd　in　the　two　substanccs　was　identi6cd　to　be　sodium　salt　of　4，4’一bis一（2－

anilino－4－dicthanola四三no－1，3，5－triazinc－6－ylamino）一stilbene－2，2’・disulphonlc　acid，　a　triazinyl　aminost証bene

dye．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccived　May　30，1981）

　昭和53年12月7日付厚食試大第27号及び同12月12日

付厚食試神第61号により，けい光灯下で美しい冷白色

を呈し，紫外線照射下でけい光を発する白魚及びちり

めんじゃこ検体が送付されてきた．両検体について溶

出試験を行った結果，ガーゼ染着性のけい光物質の溶

出することを認めた．本物質について精製し，同定し

た結果，トリアジンアミノスチルベン系染料であるこ

とがわかったP．したがって，各食品衛生監視員事務

所を通じて脱漏業者に通知した．また，監視員事務所

の調査の結果，輸出国では，製造に当たって，“保色

粉”と称する添加剤を使用していたことがわかったの

で，これについて分析し，その組成を明らかにした結

果についてここに報告する．

試料，試薬及び装置

　1．試　料

　a．保色青：昭和54年3月20日厚食試大策13号によ

る依頼検体450g，淡青色のけい光を発する青色の粉

末．

　b．保色粉：昭和54年3月20日早食試大隅14号によ

る依頼検体450g，淡青色のけい光を発する淡黄色の

粉末．

　2．試　薬

　a．ウルトラマリン（ウルトラマリンブルー）：和光

純薬工業製．

　b．4，4’一ビスー（2一アニリノー4一ジエタノールアミノ

ー1，3，5一トリアジンー6一イルアミノ）一スチルペンー2，2’一

ジスルホン酸ナトリウム：新日曹化工製Kaycoli　SR

を先に報告Pした方法にしたがって精製し用いた．

　その他の試薬はいずれも特級を用いた．

　3．　装　置

　a，自動電位差滴定装置：Metrohm　Herisau社製

E336A及びE436E型を用いた．

　b。原子吸光分析装置：日本Jarren　Ash社製AA－

1，MK．　H型を用いた．

　c．けい光分光光度計：口立製作所製MF－2A型を

用いた，

　d．等速電気泳動装置：島津製作所製，イソタコホ

レシスIP－1B型を用いた．

実験　方　法

　L　塩化物：当部において食用タール色素の製品検

査に採用している方法2）（自動電位差滴定法）により塩

素を測定した．また，原子吸光光度法3｝による金属の
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Table　1．　Ingredients　of　colour．retalning　blue　and　powder

Kind Colourワretalning　blue Colour－retaining　Powdcr

Loss　on　drying

Na2SO4　（anhydrous）

NaCl
Potassium

Fluorescent　dye

Zinc

（％）

（％）

（％）

　　（％）

（Zn，％）

1．0

89．O

L3
N．D，

9，1

0．OI77

1．3

87．4

1。O

N．D．

9．6

0，0171

TotaI （％） 100．4 99，3

ND．：Not　detected

Table　2．　Charactcristics　ofseparated　pigment　f｝om　colour－retalning　blue

Item 　Pigment　l｝om
colQur－retain互ng　blue

Ultramarme

Hue（apPearance）

SQlubility　to、vater

Hue　of　solution　in　watcr

Under　alkaline　condition

，Under　neutral　conditlon

Under　acldic　condition

Product三〇n　of　H2S　under　addic　range

Presence　of　aluminium

Stability　to　light　and　heat

　　　Cobalt　blue

　　Slightly　soluble

　blue（2ma翼，595　nm）

　No　change　in　hue

　　　　Ditto

DisapPearance　ofcolour

　　　　　十

　　　　　十

　　　　Stable

　　　Cobalt　blue

　　Slightly　soluble

　blue（λma翼，　595　nm）

　No　change　in　hue

　　　　Ditto

DisapPearance　of　colour

　　　　　十
　　Na7A！6Sテ6024S2

　　　　Stable

分析結果から，大部分がナトリウムであることが判明

したので結果は塩化ナトリウムとして表現した．

　2。　硫酸塩：本品は多量の硫酸根を含み，製品検査

に採用している比濁法2）では適切な測定値を求めるこ

とができないので，等速電気泳動法4）によって行った．

なお，リーディング液としては0．005M塩酸（少量の

トリトン添加），ターミナル液としては0．01Mカプロ

ン酸を用い，電流175μA，potential　gradient　256　mV

で行った．また，結果は塩化物と同様に硫酸ナトリウ

ムとして表現した．

　3．　乾燥減量：135。で6時間加熱した際の減量を求

めた．

　生　色素分（けい光染料含量）：すでに白魚などから

検出したけい光染料が4，4’一ビスー（2一アニリノー4一ジエ

タノールアミノー1，3，5一トリアジンー6一イルアミノ）一ス

〈⊃一

　　SO3Na

チルペンー2，2’一ジスルホン酸ナトリウム（ADTISD）で

あることが明らかにされているのでP，本四を主成分

とした市販のけい光染料を精製したものを標準品とし

て用いて0．2μ9／mJの水溶液を調製し，検体の2μ9／

mZ水溶液と338　nmの励起波長による430　nmにおけ

るけい光強度を測定し，比較することによって色素分

を求めた．

　5．重金属及びその他の金属：原子吸光光度法によ

って測定した．

　　　　　　　　結果と考察

　1．一般分析

　検体の主要成分の組成はTable　1に示す通りであ

る．

　両検体とも主成分は希釈剤としての無水硫酸ナトリ

NH一o一NH　－C・？
　　N＼／N　　　　　　　　H
　　　面（CH、CH、OH）、　C・・H・201・N12S・N・・

　SO3Na
　l

＜⊃…鵡㎜《⊃

　　　　　　　　　
　　　　　　　N（CH2CH20H）2

せans体
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ウムであって，87～89％に達する．両検体とも乾燥減

：量は約1％であって水分をほとんど含まない．有効成

分であるけい光染料含量は約9．4％である．

　2．　着色物質の分析

　a．欝血青：名品の青色色素は酸性，中性及び塩基

性で毛糸に染着されない．したがって，背色色素は酸

性染料，塩基性染料及び直接性染料のいずれでもな

い．

　青色色素は水に溶けにくく，保色青の水溶液を吸引

ろ過することにより容易にろ紙上にろ取することがで

きたので，ろ紙上の残留物（約0．02％）について調べ

たところ，硫黄とアルミニウムを含むことがわかった．

各種青色色素標準品とペーパークロマトグラフィーな

どによって比較した結果，ウルトラマリン（ウルトラ

マリンブルー）と類似していることがわかった．ウル

トラマリン標準品と分取した青色色素について比較し

た結果をTable　2に示した，以上の結果より保色青

．の青色色素は顔料ウルトラマリンと断定した。ウルト

ラマリンはC．1．Pigment　Blue　29，　C．1．77007であっ

て，一般に「群青」の名称で親しまれており，絵具の

材料としても用いられている．

　b．保色尽：酸性，中性及び塩基性下のいずれでも

毛糸染着性はなかった．黄色色素はいかなる条件下で

もけい光物質と分離することはできなかった．保色青

から青色の着色物質をろ取により取除いた残存物の色

調は保色粉と同一であった．したがって，保＆粉の淡

黄色の色調はけい光染料自体のものであると推定す

る．

　3．　けい光物質の同定

　保色青及び保色粉のメタノール抽出物について，け

い光物質の同定を伊藤らPの方法に従って行ったとこ

ろ，すでに白魚，ちりめんじゃこから検出したADT・

ISDであることがわかった．

　4．後　記

　以上の結果より，保山地と保色粉の差は前者が青色

顔料ウルトラマリンで着色してあることにあるといえ

る．なお，白魚，ちりめんじゃこへの使用効果として

は，保色青の方が美しい白色に仕上がるので多用され

ていたといわれる．
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内毒素の妊娠ラットの胎仔致死作用と胎盤ミトコンドリア

　　　　　のMg←＋一ATPaseの抑制作用について

門馬　真・伊丹孝文・吉田　稔・加納晴三郎

Abortifacient　Action　of　Endotoxin　on　Pregnant　Rats　and　its　Inhibitory　Act且on

　　　　　　　　on　Placental　Mitochondrlal　Mg＋＋一ATPasc．

Makoto　EMA，　Takafuml　ITAMI，　Mnoru　YosmDA　and　Selzaburo　KANo11

　ムlatcrnal　and　fヒtal　toxicities　of　endotox三n（LPS）including　abortion、vcrc　studicd　at　various　doscs　and

times　of　i．v．　administratlon　in　prcgnant　rats　using　1二‘oJf　endotoxin．　LPS　at　dosc　lcvcl　of　1000，100，夏O　or

1μg／kg　was　i痴cctcd　into　prcgnant　rats　oncc　on　day　7，120r　17．　Thc　toxlc　ef艶cts　of　LPS　wcre　observcd

・nday　20。fgcstati・n・

　Thc　dccrcascd　matemal　body　wcight　gain　and　lncr¢ascd　intrautcr五nc　mortality　wcre　observed　in　rats

injected　with　LPS　on　day　12。r　170f　gestation，　Placental　mltochondrial　Mg＋＋一ATPasc　activity　increased

signi丘cantly　from　middlc　to　cnd　of　gestation．　Thc　activity　was　dccreased　by　injection　of　LPS　at　any

stagc　of　gcstation，　pユrticularly　at　the　late　stage　of　gcstation．　Thc　activity　was　also　inhibitcd‘躍ヲ伽o

d五rectly　with　LPS　at　dosc　of50μ9／m乙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）
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ま　え　が　き

　胎盤は胎仔と母体との中間に介在し，それ自身は代

謝と増殖を営むとともに胎仔発育のための物質輸送，

代謝及びホルモンなどの産生を行う器官であり分娩に

よって胎仔とともに体外に排除される．したがって，

そのlife　spanは動物の種属，ことに妊娠期間により

著しい相違がある．ヒトでは約10箇月であり，ラット

では約20日くらいであるD。

　胎盤は血管に富み，平滑筋様組織の一種とみること

ができる．したがって，心筋や骨格筋などの収縮機構

の重要な酵素系であるMg＋＋一ATPaseの存在が考えら

れている．一般に本酵素はミトコンドリアに存在し，

その形態の変化に伴う代謝系に関係するものであるが，

胎盤における本酵素系の生理的意義についてはなおじ

ゅうぶんに明らかにされていない．

　一方，ある種の内毒素（llpopolysaccharide：LPS）は

妊娠動物に注射すると胎仔死亡や流産を起こすことが

古くから知られており，この原因としてLPSが胎盤

にシュワルツマン様の出血反応を起こすことによると

考えられている2響4）．著者ら5〕もこの点についてすで

に報告した．

　LPSは心筋又は骨格筋のMg＋＋一ATPaseに対して

強い阻害作用を示すことが明らかにされて来た6）．し

たがって，LPSによる胎仔の死亡や流産が胎盤機能の

阻害に基因するとすれば，胎盤におけるMg＋＋一ATPase

活性にLPSがどのように作用するかを明らかにする

必要がある．

　本研究において著者らは大腸菌より抽出精製した

LPSの妊娠各時期における母体及び胎仔に対する毒性

の発現と胎盤ミトコンドリアにおけるMg＋＋依存性

ATPase活性に及ぼすLPSの効果との相関性を明ら

かにしょうと試みた．

実験材料と方法

　1，使用動物

　体重200～250gのWistar系ラットを使用した．

　発情前期の処女ラットを同系の雄ラットと交配用ケ

ージに1対つつ夕刻より翌朝まで同居せしめ，膣栓及

び膣内に精子が認められたものを分離し個別ケージに

て飼育した．膣栓及び精子の認められた日を妊娠0日

と定めた．

　2．　内毒素

　大腸菌UKT－b株（阪大微研株）より常法により

分離精製を行った7）．本品のウサギに対する最小発熱

量（0．6。上昇させる量）は0・01μ9／kg，　ivであった．

　3．母体及び胎仔の観察

　1群5～7匹のラットに対して，妊娠7，12あるい

は17日にLPSを1000，100，10あるいは1μg／kgを

1回静脈内に投与し，妊娠20日に母体を頸回脱臼によ

り屠殺し，開腹した後，着床数，吸収胚数，胎盤重：量，

胎仔の生死及び雌雄別体重などを観察記録した．

Table　1．　EHヒct　of　endotoxln　on　the　dam　and免tus　a血er　intravenous　injection　on

　　　　day　70f　gestat五〇n　in　rats

Dose　of　endotoxin（μglkg，　iv）

Group
1000 100 10 Control

No．　Qf　pregnant　rats

No，　of　dead

No．　of　abortions

Body　weight　gain（g，　M±SD）

No．　ofimplantations

　　（M±SD）

No．　of　resorptions

　　（M±SD）

No，　of　dead　fセtuses

No．　of】ive　fセtuse5

　　（M±SD）

Fetal　weight（g，　M±SD）

　　Male

　　Female

Placcntal　welght（9，】M±SD）

　　　5

　　　1書

　　0
　126±21

　　48
（12．6±1．4）

　　3
（0，8±0．5）

　　0
　　45
（夏1．3±1．5）

4，51±0．30

4．30±0．18

0．53±0．10

　　　7

　　0
　　0
　124±23

　　82
（11．7±1．1）

　　9
（1，3±1．5）

　　0
　　73
（10．4±1．9）

4，41±0．19

4。28±0．25

0．53±0．05

　　　5

　　　0

　　　0

　109±9

　　57
（IL4±L5）

　　　1
（0．2±0．4）

　　0
　　56
（1L2±1．8）

4．38±0，31

4、10±0．35

0．49±0．06

　　　6

　　　0

　　　0

　124±19

　　64
（10．7±2．0）

　　2
（0．3土0．8）

　　0
　　62
（且0．3±2．4）

4．42±0．23

4．19±0．21

0．56±0，05

a：Dled　on　day　80r　gestation



70 衛生試験所報告 第99号（1981）

Table　2．　Ef琵ct　of　endotoxin　on　the　dam　and艶tus　a血er　intravenous切ection　on

　　　　　　day　120fgest乱tion　in　rats

Dose　of　endotoxin（μg／kg，　iv）

Group
1000 100 10 1 Contro1

No．　of　prcgnant　rats

No．　of　dcad

No．　of　abortions

Body　weight　gain（g，　M±SD）

No．　of　implantations

　　　（M±SD）

No．　of　rcsorptlons

　　　（M±SD）

No。　of　dead琵tuscs

No．　of　live蝕uscs

　　　（M±SD）

Fctal　wcight（g，　M±SD）

　　　Male

　　　Fcmalc

Placental　weight（g，　M±SD）

　　　　　5

　　　　　0

’　　　0

　　　23±33卓

　　　　53
　（10．6±1．8）

　　　　53
　（10．6±1．8）率

　　　　　0

　　　　　0

　　　　6

　　　　0

　　　　0

　　46±32＊

　　　76
（12．7±1．4）

　　　72
（12．0±2．1）＊

　　　　0

　　　　4
　（0．7±1．2）＊

4．31

4．45±0．17

0．49±0．02

　　　　5

　　　　0

　　　　0

　　85±27＊

　　　52
（10．4±L3）

　　　21
（4．2±3．6）

　　　　0

　　　31
　（6．2±3．7）＊

4．17±0．23＊

3．77±0曾16＊

0．47±0．05

　　　5

　　　0

　　　0

　95±20＊

　　48
（9。6±1．1）＊

　　　4
（0．8±0．4）

　　　0

　　　44
（8．8±0．8）＊

4．36±0．25

4．12±0．35

0．53±0．07

　　　　6

　　　　0

　　　　0

　123±13

　　　70
（11，7±1．6）

　　　　8

（L3±1．8）

　　　　0

　　　62
（10．3±LO）

4．53±0．23

4．18±0．27

0．55±0．07

＊：　p＜0．05

Table　3． E価ct　of　cndotoxin　on　the　dam　and艶tus　aRer　intravellous　i可cction　on

day　170f　gestation　in　rats

Dose　of　cndotoxin（μg／kg，　iv）

Group
1000 1oo 10 1 ContrQ1

No．　of　pregnant　rats

No．　of　dead

No．　of　abortions

Body　wcight　gain（g，　M±SD）

No．　of　implantatlons

　　　（M±SD）

No．　of　rcsorptions

　　　（M±SD）

No．　of　dcad　fbtuses

　　　（M±SD）

No．　of　livc　fヒtuscs

　　　（M±SD）

Fcta且wclght（9，　M±SD）

　　　Malc

　　　Fcmalc

Placcntal　wcight（9，　M±SD）

　　　　5

　　　　1a

　　　　3

　　　21

　　　55
（13．8±2．1）

　　　　0

　　　55
（13．8±2．1）＊

　　　　0

　　　5

　　　　1a

　　　O

　68±51＊

　　　39
（9，8±2．9）

　　　1
（0．3±0．5）

　　27
（6．8±2．2）＊

　　11
（2．8±3．4）＊

4．09

3．60±0．0壬＊

0．57±0，07

　　　　6

　　　　1b

　　　　O

　108±14

　　　54
（10．8±0．8）

　　　　2
　（0．4±0．5）

　　　　1

（0．2±0．4）

　　　51
（10．2±1．3）

4．38±0．26

4，20±0．13

0．51±0．11

　　　5

　　　0

　　　0

104±7＊

　　49
（9．8±2．2）＊

　　　0

0

　　49
（9．8±2，2）

4．56±0．16

4，45±0，14

0．5・｝±0．09

　　　　6

　　　　0

　　　　0

　116±9

　　　73
（12．2±1．2）

　　　　5
（0．8±1．2）

　　　　0

　　　68
（11．3±1．8）

4．59±0．39

4．42±0．30

0．51±0．05

a：

b：

＊：

Died　on　day　200f　gestation

Died　on　day　180fgestation

pく0．05

4．　ミトコンドリアのMg＋＋依存性の活性ATPase

の測定

　　ミトコンドリアの調製法はHogcboomの方法8）に

したがって，胎盤を025M蕉糖溶液でホモゲナイズ

し超遠心分離機（日立55P－2）によって分画遠沈して

ミトコンドリア分画を得た．胎盤組織量1gから得ら

れるミトコンドリアを10mZのTr正s－HCI　bu既r（50

mM，　pH　7．5）に懸濁させて以後の実験に供する酵素標

品とした．

　　ミトコンドリアのMg＋＋一ATPaseの活性の測定は
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Kienyの方法9）にしたがった．すなわち，ミトコンド

リア酵素逸品0．1mJに対してATP（0．02　M），MgCI2

（0．05M）を加えて全量1．OmJとなし28。で反応させ，

遊離する燐の量（mM）を測定し，タンパクmg当たり

の比活性で表示した．

　その他の実験方法については各々の項で記載した．

実　験結　果

　1．LPSの妊娠ラット及び胎仔に及ぼす影響

　妊娠7日に1000，100あるいは10μg／kgのLPS

を各々1群5～7匹のラットに静注し，妊娠20日差開

腹したときの所見をTable　1に示した．すなわち，

1000μg／kg投与群では5匹中1匹の母体が投与翌日

に死亡した．体重増加，着床数，生存胎仔数及び平均

胎仔体重においては各投与群と対照群との間に著明な

差は認めなかった．しかし，吸収点数は1000及び100

μg／kg投与群で対照群に比べて若干高い値を示した．

　同様の実験を妊娠12日のラットについて行った結果

をTable　2に示した．すなわち，　LPS投与のすべて

の群で母体重増加の抑制がみられた．1000μ9／kg投

与群では母体の発死はみられなかったが，すべての胚

は吸収胚となった．100μg／kg投与群では生存胎仔4

例中1例にectrodactyliaが認められた．また，吸収

価数は着床数の94．7こ口達した．更に，10μg／kg投

与群では40．4％であり，生存胎仔体重は雌雄とも低下

した．

　同様の実験を更に妊娠17日のラットについて行った

結果をTable　3に示した．すなわち，1000μ9／kg投

与群で母体5例中3例に流産が認められたが，子宮内

死亡に対するLPSの効果は12日の投与に比べて減弱

していることが認められた．LPS投与群においては
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Fig．　L　Growth　curves　of　maternal　body　wdght，

　　　placental　wcight　and　Mg←＋一ATPase

　　　activity　during　Prcgnancy．

生存胎仔の平均体重は100μg／kg投与群の雌を除い

て雌雄とも対照群との間に著明な差異は認められなか

った．

　2．妊娠の経過に伴うMg＋＋一ATPase活性の推移

とLPSの影響

　上述の実験の過程において母体重と胎盤重量が妊娠

過程においてどのように変化するか，又は胎盤の

Mg＋＋一ATPase活性がそれに伴ってどのように変化す

るかを明らかにするために，それらの値を経時的に測

定したところ，Fig．1に示した結果を得た．すなわち，

母体重は妊娠中期より次第に増加し，胎盤重量は妊娠

中期より急速に増加し，妊娠末期に至ってやや低下す

る傾向にある．しかし，ATPaseの活性はほぼ直線的

に上昇し続けて妊娠20日に至ることが示されている．

　胎盤のMg＋＋一ATPase活性測定24　hr前に，100

μg／kgのLPSを静注し，その活性を測定した．その

成績をFig．2に示した，妊娠15～20日のいずれの時

期においてもMg＋＋一ATPaseの活性は有意に抑制さ

れており，特に妊娠後期においてはその差異は大とな

り，約半分にまで減少することが示されている．

　3．胎盤：ミトコンドリアMg＋＋一ATPase活性に及

ぼすLPSの濃度の影響

　前述の実験の結果からLPSは明らかに妊娠時期に

よって程度の差はあるが，いずれもMg＋＋一ATPaseの

活性を抑制していることが明らかとなったので，更に，
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　　　　　　　　15　　16　 17　 18　　19　　20　　　　

　　　　　　DAYS　OF　GESTATION

Fig。2．　Inhibitory　eHセct　Qf　LPS　i煽ected　at
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　　　of　LPS　was　五njected　intravenously

　　　one　day　befbre　estimat…on。　Each　point

　　　with　bar　represents　mean±SD．
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Table　4．　Inhibitory　eHセct　of　LPS　on　the　mitochondrial　Mg＋＋一ATPase　of　rat

　　　　placenta　administcred　at　various　stages　of　prcgnancy

Day　of　Prcgnancy Dose（μ91kg） No．　of　cxp． ATPase（μ一molc／mg　prot．） Inhibition（％）

17

17

17

17

20

20

20

100

50

10

100

50

3

5

3

5

3

4

5

1．04±0．03

1．22±0．03

1，30±0．02

1．74±0．05

0．60±0．05

0．82±0．03

2．06±0．05

40．2

29．9

25．3

70．9

60，2

Table　5．乃乙勘。　direct　inhibitorty　e飾。　of　LPS　on　the　mitochondrial　Mg＋＋一ATPasc

　　　　of　rat　placenta　at　20　day　ofprcgnancy

Conc．　of　LPS（μg／mJ） NQ．　of　exp． ATPase（μ一mole／mg　prot．） Inhibitio11　（％）

100

50

3

3

5

1．28±0．03

1．40±0．05

2．20±0．10

41．8

36．4

LPS　was　incubated　with　enzyme　fbr　2　hours　fη碗ro．

LPSの濃度によってどのように活性が変化するかを

明らかにするために，妊娠17及び20日にそれぞれ所定

の濃度のLPSを投与し，同様にして24　hr後の胎盤

ミトコンドリアMg＋＋一ATPaseの活性を測定した．

この結果をTable　4に示した．すなわち，妊娠17日

に100，50あるいは10μg／kgのLPSを投与して翌

日胎盤のMg＋＋一ATPaseを測定すると，ほぼLPSの

投与：量に対応してその活性は低下していることが認め

られた．妊娠20日に投与したときはその抑制度が強く

現れ，50μg／kgのLPSについて比較すれば，17日

では約30％の抑制を示すに過ぎなかったものが約60％

の抑制を示すに至る．

　4．盈ひε’roにおけるLPSの胎盤ミトコンドリア

Mg＋＋一ATPase活性に及ぼす影響

　上述の如く胎盤ミトコンドリアMg＋＋一ATPase活

性はLPSの投与により減弱することが明らかにされ

たので，更に，この作用が直接作用によるものか否か

を検討する必要がある．

　そこで，妊娠20日の胎盤よりミトコンドリアを抽出

し，‘πぴf’70で直接1・PSを加えてその抑制度を検討

した．

　始めに，胎盤ミトコンドリアを28。でLPSを加え

ず，単にinCubatcして活性を測定したが，ほとんど

失活は認められなかった．そこで，100あるいは50

μ9／mJのLPSとともに2hr　incubateしてその抑制

度を検討した．その結果をTable　5に示した。すな

わち，50μ9／mJのLPSでは36，4％の抑制を示し，

100μg／m’のLPSでは4L8％の抑制を示した．

考 察

　LPSを妊娠ラットに投与したとき強い胎仔致死作

用が認められた（Table　2，3）．しかし，その作用は妊

娠中期である12日に最も強く現れた。

　Kanoh　and　Ema5）はLPS（大腸菌UKT－b株）のさ

まざまな投与量と妊娠中の投与時期について詳細な検

討を加え，妊娠中期に最も強い感受性を示すことを報

告している．今回の実験もそのことを確認したものと

いえる。

　一方，このLPSの作用機序として考えられる胎盤

酵素系の変動についてミトコンドリアのMg＋＋一ATP

ascの活性を指標として検討したところ，　LPSは妊娠

の各時期に抑制的に作用し，特に妊娠末期に阻害作用

が強く現れることを明らかにした，Mg軸一ATPascが

LPSによって強い抑制作用を受けることはすでに骨

格筋や心筋についても知られており6），LPSの多彩な

生理f乍用を知る一つの鍵でもある．

　内毒素の流産ないし胎仔毒作用については古くから

知られており，馬流産菌（ε4Z脚π8”ααう07勧06g痂のを

はじめ種々の菌による流産作用は，内川棚が原因物質

であるといわれて来たゆ．また，内毒素の胎仔に対す

る作用は，内毒素が胎盤に出血壊死を起こし2曙4），こ

れが相対的にミトコンドリアの数と活性の低下を伴い，
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胎仔への輸送系を障害することによると考えられる．

恐らくLPSにより血小板からセロトニンが遊離さ

れ1P，それが出血壊死あるいは血管収縮を引き起こ

す！2）ことが上記輸送系の障害の一因であると考えられ

る．

　直接作用に関しては，Table　5に示したようにLPS

50μg／m1という∫π吻。における投与量に比べて高

濃度ではあるが，胎盤ミトコンドリアのMg＋＋一ATP

ase活性の抑制を示したことから，　LPSによる胎盤ミ

トコンドリア機能抑制作用が示唆される．この作用に

は，ラット肝ミトコンドリアにみられたLPSの酸化

的燐酸化能の阻害13）も含まれると考えられるが，その

他の機序の関与も考えられ，更に検討中である．

結 論

　大腸菌（UKT－b株）より調整した内毒素（LPS）を

妊娠ラットに投与し，その胎仔毒作用又は流産作用を

明らかにするとともに，LPSの胎盤に対する作用とし

て主要な標的酵素と考えられるミトコンドリアの

Mg＋＋一ATPaseの活性に及ぼす影響を検討した．

　1）　ラットの妊娠7，12あるいは17日に1000，100，

　10あるいは1μg／kgのLPSを静注したところ，

胎仔致死作用は妊娠12日の投与群に最も強く現れた．

　2）胎盤ミトコンドリアのMg＋＋一ATPase活性は胎

盤形成期より次第に上昇し，妊娠末期において最大と

なった．

　3）　100μ9／kgのLPSを妊娠の各々の時期に静注

したとき，いずれもMg＋＋一ATPase活性は抑制され，

ことに妊娠末期において抑制度は大であった，

　4）　この酵素反応は∫川劇においてもLPSによ

って強い阻害を受けた．

　5）以上の結果から，LPSは胎盤ミトコンドリア

の機能を低下させることにより，胎盤一胎仔系に障害

を与え，胎仔毒性を現すと考えられる．
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　　　　　AStudy　on　Teratogenicity　of　New　Coccine，

　　　　　　　　　　Food　Red　No．102，　in　Mice

Junko　MoMMA，　Kazuya　K岬AMATA，　Koichi　TAKADA，　Shigetomo　HoRlucHI

　　　　　　　　　　　　　　and　Masuo　TOBE

　Ncw　Coccine　was　given　by飴eding　to　pregnant　mice　during　pregnancy　at　dose　Ievels　of　O．04，0．2　and

1．O　w／w％in　the　diet，　and　thc　teratogenic　eHbct　and　the　eHセcts　on　postnataI　development　were　examined．

　No　ef琵cts　of　the　treatmcnt　were　obscrvcd　with　regard　to　number　of　implantations，甜equency　of飴taI

death　and　resorption，　gross　mallbrmation，　skeletal　maI正brmation　and琵tal　weigllt．　No　morphological　or

behaviQral　changes　were　revealed　in　the　development　ofom3pring．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccivcd　May　30，1981）

1■墓troduction

Arcd　dyc　New　Coccine　has　bcen　widely　uscd　R）r

長）od　coloring　of　various　processed　fbods　such　as

pickles，　sausages，　cakes　and　bevcrages　since　l948　in

Japan．　More　than　40000　kg　were　produced　in　1970，
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wh1ch　was　roughly　est三mated　as　l3％of　total　red

fbod　dyes，D　T五e　ora1■D500f　the　dye　is　greater

than　891kg　in　both　rats　and　mice．2）

　　Gaunt　8」α乙2》reported　that　no　ef琵cts　were　dctected

in　rats　by　fセed量ng　1．0『1も　in　the　diet　fbr　90　days，

while　a　sIight　anemia　and　incrcasc　of　serum．trans．

aminase　lcvels　wcre　dctected　in　thc　group　givcn　a

2．0％diet．

　　The　loηg－term　studlcs　on　thc　dyc　in　rats（Farbs－

tofFKomission），3⊃恥cding　of　O．2％　最）r　417　days，

dr三nking　of　LO％　fbr　216　days　or　i【項ecting　subcu．

tancovsly　O．5　nlJ　of　a　l．0％solutiQn　fbr　l　year，　failcd

tO　revCal　any　CarC量nOgeniC　eHたCt．

　　Gaunt　8’o’．4）also　carricd　out　a　90－day琵eding

study　in　pigs　and　cst量mated　the　no・eHセct　dose　lcvel

of　thc　dyc　was　300　mg／kg／day．

　　More　rcccntly　Larsson5）carried　out　a　teratogenlc

study　on　thc　dyc　in　NMRI　mice．　In　this　study，

thc　dye　was　givcn　by　gavage　cither　f廿om　day　O　through

day　70r宜om　day　6　through　day　I　80f　gestation　at

doses　of　7．5，30　and　100　mglkg．　No　cHヒcts　wcre

fbund　w三th　respect　to　numbcr　of　implantations，　f廿。－

ucncy　of飯al　dcath　and　resorμion，　gross　ma1長πma－

tion，　skeletal　or　intemal　malibrmation　or　rctarded

growth　as　judgcd　by　fヒtal　wcight．

　　The　prescnt　study　was　carried　out　to　investigate

tcratogenic　potcntial　of　New　cQccine　in　Japancsc

STD－ddY　mice　by琵cding．

Materia15　and　Methods

　　Thc　samplc　uscd　was　Ncw　Cocclne（Ponceau　4R，

C．1．16255），manufhcturcd　by　Sanc五Chemical　In－

dustrics　Co．　Ltd．，　Osaka，（LoしNo．　UV　24A），　which

《：ontalncd　82％　of　thc　principal　ingrcdicnt．　Thc

molccular　wcight　of　Ncw　Cocclnc　is　604，5，　and　its

chcmical　structurc　is　shown　in　Fig．1．
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　　Thc　tcst　matcr五al　was　mixed　w五亡h　the　basal　labor・

atory　chow（NMF，　Oriental　Ycast　Co．，　Tokyo）at

lcvcls　of　O．0・｝，0．2　and　1．O　wlw％．

　　Animals　used　were　STD・ddY　strain㎡ce　supplied

by　the　Shizuoka　Agr量cultural　CQopcrativcs　Associa．

tion　fbr　Laboratory　Animals，　Shizuoka．　Animals

were　housed　in　an　air－conditioncd　anlmal　room　kept

at　a　cQnstant　tempcraturc　of　25±1。　and　humidity

of　50±5％．　Nulliparous艶males　of　morc　than　10

wccks　of　agc，　weighing　26－31　g，　wcrc　matcd　with

sexually　maturc　malcs　ovcrnight　and　cxamined最）r

thc　prcscncc　of　a　vaginal　plug　in　thc　ncxt　morning．

The　day　on　which　a　vaginal　plug　was　fk）und　was

countcd　as　day　zero　ofgestation．

　　Pregnant　mice（12－16　in　each　group）wcrc　given

the　dicts　containing　New　Coccine　and　tap　waterα4

Jfう．　durlng　Pregnancy貸om　day　zerQ．　Control　mice

were　glven　a　basal　Iaboratory　chow．

　　All　prcgnant　mice　werc　wcighed　daily，　and　fbod

consumptions　wcre　measured　daily．

　　On　day　180f　gestat三〇n，　half　of　the　pregnant　m呈cc

in　each　group　was　sacrificed　under　cther　anesthesia

負）r距tal　examinations．　The　utcrus　was　opened，　and

exam董ncd　fbr　the　prcscncc　of　resorption　sites　and

艶tuses（dead　or　alivc）。　Number　of　implantation

sitcs　and　number　of　corpora工utea、vcre　also　counted．

Each　live琵tus　was　welghcd　and　exam1ncd　fbr　sex

and　gross　cxternal　anomalies．　Then，　fセtuses　wcre

丘xed　in　95％ethanol，　staincd　with　alizalinc　rcd　S　by

Dawson’s　mcthod，6）and　submltted　tQ　skeletal　exami11一

　コaUon．

　　Thc　rcmaining　dams（6－8　in　cach　group）wcrc

allowcd　to　givc　bir山，ユnd　the　postnata】dcvclopment

of　ncwborn　animals“・as　cxamined　fbr　56　days　a血er

birth．　Thc　Iactatlng　dams　wcre　maintalned　with

thc　Ncw　Coccine　diets　during　a　21　day　nursing　period．

Each　Iittcr　was　examincd　as　soon　as　possible　after

dclivcry魚）r　thc　numbcr　or　pups，　stillbirtlls，　Iivc　births

and　thc　prcscncc　of　gross　anoma1三cs．　Each　live

ncwborn　anlmal　was　wclghcd　wcckly，　and　cxam1ncd

fbr　thc　timcs　of　scparatiQn　of　car　auricula，　cruption

of　low　inc三sors，　cmcrgcncc　of　abdom｛nal　halr，

separation　of　cycl呈ds，　dcsccnt　of　tcsts　and　opcning

of　vaglna．　Aftcr　wcaning　on　day　21a血cr　birth，　the

of琵pring・wcre　maintained　with　the　New　Cocchle

diets　up　to　the　56th　day血Qm　blrth，　and　R）od　cQn．

s㎜ptions　werc　measurcd　weekly．　The　geaeral

appearance，　behav且or　and　survival　of　of琵pr1ng　were

chccked　cvery　day　during　their　postnatal　lifヒ．　All
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Fig．2．　Body　weight　gain　and長）od　consumptlon　ofpregnant　mice

Table　1．　Ef距cts　of　dietary　administration　ofNe、＞Coccine　on　prcgnant　mice

Conc．　of　New　Cocc1ne　in　diet（％） 0 0．04 0．2 1．0

No．　of　dams 8 6 8 6

Utcrus　weight　with飴tuses
　　　　（mean±S．D．）（9）

No．　of　corpora　lutea
　　　　（mean±S．D．）

No．　oflmplantat1ons
　　　　（mean±S．D、）

18．0±2．15

　　　　93

（1L6±2．07）

　　　　91

（11．4±2．13）

　13．7：±二5．71

　　　　67

（11，2±L47）

　　　　63

（10．5±0．55）

　16。8±5．36

　　　　96

（12．0±2．98）

　　　　85

（且0．6±2．33）

　17．8±3．48

　　　　66

（11．0±2．45）

　　　　60

（10．0±2．28）

data　were　statistically　analysgd　by　the　t－test，　chi＿

squarc　test　or　rank・sum　test．

　　　　　　　　　　　Results　a皿d　D量5cussion

　　1）E琉cts　on　Pregnant　Mice

　　No　overt　behavioral　changes　were　observed　in　any

mice　during　pregnancy。　As　shown　in　Fig．2，　maternal

body　weight　gains　and　R）od　consumption　in　each

group　treatcd　were　comparable　to　those　of　the

control　group．

　　Postmortem£ndings　of　prcgnant　mice　on　day　18

0f　gestation　are　shown　in　Table　1．　No　signi丘cant

d呈f琵rences　bctween　the　treated　and　control　groups

werc　R）und　in　the　uterus　weight　with　fduscs，　the

number　ofcorpQra　lutea　and　implantations．

　　2）E鉦bcts　on　Fetal　Developments

　　As　shown　in　Table　2，　slightly　Iow　valucs　of　litter

s1ze　and　high　incidence　of色tal　mortality　wcrc　ob一

tained　in　the　O，04％group．　However，　the　dlffbrenccs

仕om　those　in　the　control　group　were　not　statistically

significant，　and　the　parameters　examined　in　the　O．2

and　1．0％groups　wcre　similar　to　those　of　the　con・

trols，　rcspectively．　No　significant　diflヒrence　between

treatcd　and　control　groups　was　also　fbund　in　fセtal

body　wcight．　Scveml　cxternal　mal最）rmations　were

R）und　in　some　fbtuses　of　all　groups　including　controls

（Table2）．In　the　control　group，8fヒtuses　showed　talipes

varus　and　one　had　polydactyly．　In　the　O．04r％　group，

three　fbtuses　showed　talipes　varus　and　one　had　talipes

valgus．　In　the　O．2％group，　two　fセtuses　showed　talipes

varus　and　one　had　a　kinky　taiL　In　the　1。0％group，

three　fヒtuses　showcd　tal五pes　varus．　However，　the

malR）rmations　observcd　w・ere　of　similar　types　to　those

in　our　cumulative　control　data　on　the　stra1n　of

mice　uscd，　the　incidences　of　mallbrmations　noted

in　treated　groups　were　not　signi丘cantly　diffセrent
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Table　2．　Effbcts　of　dictary　admlnistmtion　of　New　Coccinc　on　fセtal　dcvclopment　of　mice

Conc．　ofNew　Coccine　in　dict（％） 0 0．04 0．2 1．0

No．　Qf　dams 8 6 8 6

No．　of　total　lmplantations 91 63 85 60

Live飴tUSCS

　No．　of　Iivc｛ヒtuscs

　　　（mean±SD．）

　　Scx　rat三〇（nlalc／fcnユalc）

　Body　wcight（mcan±S．D．）（9）

　No．　of驚ωscs　wlth　mal長）rmationa）

　　　No．　of艶tuses　with　polydactyly

　　　　　of　thc　hindlimb

　　　No，　of｛btuscs　with　talipcs　vams

　　　No．　of｛btuscs　with　tal三pcs　valgus

　　　No．　offbtuses　with　kinky　tail

Dcad｛btuscs

　No．　of　dcad　fセtusesb）

　　　Placcntal　rcmnants

　　　MaccratiQns

　　　　86

（10．8±1．91）

　　　5郵32

1．32±0．16

1（1．2）

8（9．3）

0

0

5（5．5）

5

0

　　　52
（8．7±3．83）

　　28／24

1．20±0，l1

0

3（5．8）

1（1．9）

0

11（17．5）

9

　2

　　　　83

（互0，4±2．67）

　　　49／34

　1．27±0．15

0

2（2．4）

O

i（1．2）

2（2．4）

2

0

　　　57
（9，5±1．76）

　　27／30

1．43±0．11

0

3（5．3）

0

0

3（5，0）

2　．

1

a）Numerals　in　parenthcses　indlcate　the　ratio（％）re正ative　to琵tuses　exa皿ined

b）Numerals　ln　parcntheses　indicate　the　rat三〇　（％）relative　to　implantations

Tablc　3．　Eflヒcts　of　dietary　administration　of　New　Coccine　on　skeletal　developmcnt　of　micc琵tuscs

Conc．　of　Ncw　Cocc三n　in　dict（％） 0 0．04 0．2 LO

No．　of　dams 8 6 8 6

No。　of｛btuscs　cxamined

No．　of琵tuscs　with　mal｛brmation

86

　1（1．2）a）

52

0

83

1（L2）b）

57

0

No．　of玩tuscs　with　non－ossincation　of　cervical

　　vertcbral　bQdy

No．　of　fセtuscs　with　cerv1ca】ribs

No．　of琵tuscs　with　lumbar　rlbs

2（2．3）

27（31．4）

3（3。5）

6（lL5）

9（17．3）

0

2（2，4）

13（15．7）

1（1．2）

2（3．5）

9（15．8）

0

Numcrals　in　parcnthcscs　indicatc　thc　ratio（％）rclativc　to　thc　Immbcr　of免tuscs　cxamined．

a）Polydactyly　of　thc　h1ndlimb

b）　Kinky　tai1

血om　colltrols，　alld　no　dosc－dcpclldcnt　changc　was

noticcd．　It　appcars　that　ma1R）rmations　obscrvcd　in

thc　prcscnt　study　werc　spontallcous・

　　Thc　rcsults　of　skelctal　cxalnination　on恥tuscs　arc

shown　in　Table　3。　Some　kinds　ofskclctal　mユ11brlna－

tion　and　variation　were　observcd　in　a　fbw　fbtuscs　of

all　groups　including　controls．　Thc　typcs　of　variations

obscn℃d　in　trcatcd　groups、、・crc　similar　to　those　in

controls，　and　alsQ　no　signi丘cant　dinセrenccs　bctween

colltrol　and　trcatcd　groups　wcrc　fbund　in　tllc　incidcnce

of　t！1c　、pariatiOIlsの

　3）　Effbcts　on　Postnatal　Developments

　　As　shown　in　Fig．3，　thc　body　wcights　of　oHヨpring

in　both　scxes　showcd　a　graduai　incrcase　in　a！I　groups，

and　thcr（：was　no　cvidcncc　of　growth　rctardation．

Of鳶pring　or　thc　trcatcd　groups　secmcd　to　consume

more　fbod　and　to　gain　morc　wcight　thユn　in　thc　colltrol

group，　but　no　significant　d三n℃rcnccs　wcrc　fbund・

　　As　shown　in　Table　4，　no　significant　dif恥rences

bctwecn　control　and　trcatcd　groups　were　fbund　正n

Iitter　sizc　at　birtll　as、vell　as　viab遅ity，1actation　and

survival　indices，　except　fbr　both　the　indices　of

Iactation　and　survまval　in　the　1．0％　group　which
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Table　4．　Ef琵ct　ofdietary　admlnistration　ofNew　Coccine　on　postnatal　development　in　mice

Conc，　ofNew　Cocclne　in　diet（％） 0 0．04 0．2 1．0

No．　ofdams 8 7 8 6

No．　ofnewborns　at　birth
　　　　（mean±S．D．）

No．　ofoH鳶pring　at　l　week

　　　　（mean±S．D．）

　　Viability　index

No．　ofoH』prhlg　at　3　weeks

　　　　（mean±S．D．）

　　Lactation　index

No．　ofoH』pr三ng　at　8　weeks

　　　　（mean±S．D．）

　　Survival　index

　　　74

（9．3±2．76）

　　　72
（9．0±2．83）

97．3％

　　　49

（6．1±2．36）

　　68．1％

　　　42

（5．3±2．60）

85．7％

　　　69
（9．9±2．54）

　　　61

（8．7±4．03）

88．4％

　　　44
（6．3±4．68）

　　72．1％

　　　44

（6．3±4．68）

　　100％

　　　　82

（10．3±2．76）

　　　　63

　（7．9±3．87）

　　76．8％

　　　　40

　（5．0±4．44）

　　63．5％

　　　　38

　（4．8±4．37）

　　　　95％

　　　57
（9．5±1．38）

　　　57
（9，5±1，38）

　　100％

　　　46

（7．7±4．03）

80．7％＊＊

　　　46
（7，7±4，03）

　　100％＊＊

＊＊：Signi丘cant　dif琵rcnce　f｝om　the　control　at　the　1％1evel

　　　　　　　　　　　　　　　No．　ofoHもpring　at　l　week

Viability　index一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　　　　　　　　　No．　of　newborns　at　birth

　　　　　　　　　　　　　　No．　of　oHきpring　at　8　weeks

Survival　量ndex＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100

No．　ofQH』pring　at　3　weeks

Lactation　index＝
No．　of　oH奮pr1ng　at　3　weeks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x100

No．　of　oH途pring　at　l　week

　3
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3．Body　weight　gain　and　fbod　consumption　of　o倫pring　mice

showed　signi丘cantly　h1gh　valucs．

　　No　marked　dif罠rences　among　any　groups　cxam量ned

were氏）und　in　the　times負〕r　separation　of　ear　auricula，

eruption　of　Iow　inc1sors，　emcrgence　of　abdominal

ha…r，　separation　of　eyclids，　descent　of　testes　and

opening　of　vagina　of　the　of恋pring．　No　visceral

anomaly　was　observed　in　any　of　the　oH』pring

sacri丘ced　on　day　56　af㌃er　birth．

　　In　the　prescnt　study　New　Coccine　was　given　to　mice

f｝om　day　zero　of　pregnancy　throughout　the　lactating

pcriod，　and　then　to　the　of琵pring　up　to　the　56th　day

f｝om　their　birth　at　levels　of　O．04，0．2　and　1．0％三n

diet．　No　suppression　in　matcrnal　body　wclght　gains

and　fbod　consumption　during　pregnancy　was　noted。

No　evidence　ofincrease　in琵tal　death　and　of　mallbrm－

ation　attributable　to　dietary　New　Coccine　treatment

was　obta1ned，　although　some　extemal　and　skcletal

changcs　which　were　considercd　to　be　spontaneous

were　observed　in　a　fセw　fセtuses．　The　postnatal　growth

of　o備pring　was　also　maintained　well　with　no　adverse
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changcs　rclatcd　to　New　Coccine玉ntake．

　　Kihara　8’α」．7）fhiled　to　detect　teratogenic　cflヒcts

of　Ncw　Coccinc　on　fヒtuscs　and　oH』pring　except　fbr

somc　rctardation　of　ossification　in色tuses　in　the　O。01％

dictary　group　when　the　dye　was　givcn　to　prcgnant

rats　dur三ng　pregnancy　at　O．01，0．1　and　1．0％1cvcls　in

the　d二et．　Our　6ndings　obtaincd　in　thc　prcscnt　study

in　mice　are　in　accord　wlth　their　rcsults　in　rats　in

that　New　Coccinc　did　not　sllow　any　tcm乳ogcnic

cfIヒct．

1）

＞2）

3）

）4）

45）

V　6）
　　　7）
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ノート Notes

向精神剤の鑑定法（第3報）
　　　　β一Carboline系化合物の分析

島峯望彦・高橋一徳・大野昌子

　　　　　Identi£cation　of　Psychotropic　Drugs．

　　　　　Analysis　ofβ一Carboline　Derivat五ves

Mochihiko　SHIMAMINE，　Kazunori　TAKAHAslll　and　Masako　ONo

　Harmille　and　harmaline　that　have　bcen　isolated　f士om　plants　orlgin　of　which　were　used　ritualistically

by　primitive　peoples，　and　other　hallucinogenic　compounds　withβ一carboline　ring　wcrc　studied　chromato・

graphically　and　spectrophotometrically．　Thc　color　tests　with　vcry　common　reagents　of　Marquis，　Mecke

and　FrOhde　wcre　also　carricd　out．

　Very　small　amQunts（μg）of　these　nine　cQmpounds　were　identi6ed　success血Ily　each　other　using　our　methods

systematicaUy．　The　data　obtalned　by　thcse　tests　were　shown　in　Table　1－5．

　Many　ofthese　compounds　have　not　appeared　in　the　illicit　market　but　they　would　be　abused　if　available．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　ハーミン及びハーマリンは原始人によって儀式など

に用いられたBαηf鹿70廊5ρ副85の植物の有効成分で，

南米などでは‘αρμ，卿舳α∬αあるいは鋼gゴという

名の飲料として知られていたP。これらはいずれも非

麻薬の依存性薬物に関する国連出版物2）中ではインド

ール系幻覚剤に区分されているが，その精神，肉体依

存，耐性についての詳細は明らかにされていない．

　以下に述べる9種の化合物はいずれもβ一Carboline

を主骨格にもつ異性体，o一意メチル体等で，乱用によ

り幻覚作用を生ずるといわれている．われわれはこれ

らの化合物について鑑定法を確立するため，微量分析

法の研究を行った．

実験　方　法

試料

搬一マン k〕：訊）N・HCI

　　　　　　　　　　　　　H　　CH3

の塩j＝。／○マ◎㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　CH3　　　　　　　　　　　　　H

の塩jニニ〔〕マ（詠・㎜

　　　　　　　　　　　　　H　　　CH3

懸一

5）　塩酸ハーマロール

　／＼HO

＼N／＼ピN
H

一くll　l・HC1

CH3

○＼。ルN

　　　　H　　　CH3

／へu．HC1

6）　1，2，3，4一テトラヒドロハーマン

　　　　　　　　　○＼。丈｝

　　　　　　　　　　　　　H　　　CH3

7）　6一メトキシハーマン

　　　　　　　H3CO
　　　　　　　　　　て〕マ（訟

8） 6一メトキシハーマラン

　　　　　H3CO
　　　　　　　　＼〈
　　　　　　　　　1∪＼NρN

H CH3
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9）　塩酸ヨヒンビン

　試験
1・呈色反応

　二二

　1）Marquis試液3）

　2）Mcckc試液3）

　3）　Fr6hde試1液3）

　方法

　　　　　　　　　　　OH

　試料少nを滴板上にとり，試液の小滴を加え，呈色

を観察する．検出限界は試料のメタノール溶液（1→

500）一定量ずつをとり，メタノールを蒸発させ，残留

物に試液を加える．

H・薄層クロマトグラフィー（TLC）

　1）　実験試料：各試料のメタノール溶液（1→500）

　2）Plate：Sil且ca　gel　60　F254（precoatcd），　Merck

　3）　　Solvent

　a）methanol：28％ammonia　water＝100：1．5

　b）chloroform　methano1：28％ammonla　water＝

　　27　：3：0．1

　c）chl・r・f・rm＝acet・ne：methanol：28％amm・nia

、vater＝15＝12：3＝0．1

　4）検出法

　a）発色剤

　塊化白金ヨウ化カリウム溶液4）を噴霧する．

　b）紫外線（UV）下の蛍光

　クロマトグラムに254nm及び366　nmのUVを
照射する．

m・ガスクロマトグラフィー（GC）

　1）　実験試料：各試料のメタノール溶液（1→1000）

　2）　　Condition

　Apparatus：Hewlctt　Packard　GC　5710A（FID）

（conn¢ctcd　with　D三gital　Intcgrator　TR－2215A，

TAKEDA　RIKEN）

　Column

　i）OV－101，2％，　Chromosorb　WIIP，　100～120

mesh

　li）JxR　siHcone，3％，　Gas－chrom　q，60～80

mcsh

　皿）SE－30（GC　grade），3％，　Gas－chrom　q，60～

80mesh

　Glass　column　I．　D．2mm　L．6ft，4h（column　i）

Temp．（沁lu㎜220～270。，　Det．300。，　Inj．　Port　250。

　Flow　rate　N230　m’／min，　H230　mJ／min，　Air

240mZ／m五n

　Range　lO　Atten．16

　テーリングを示すハーモール，ハーマロールについ

てはシリル化5）を行う．

■V・高速液体クロマトゲラフィー（HLC）

　1）実験試料：各試料のメタノール溶液（1→1000）

　2）　（翫〕nd五tion

　Dctcctor　UV　Dctector　NS－310（Nihon　Seimitsu）

　Recorder＆Intcgrater　CHROMATOPAC　C－RlA

（Shimadzu）

　Column

　i）Porous　styrenc－divinyl　benzene　polymer（latro・

Tablc　I．　Coloration　and　sensitivity　of　the　drugs　by　color　tests

Reagcnt

Compound Marquls　TS Mcckc　TS Fr6hde　TS

Color Sens． Color Scn～， Color Scns．

Harman　HCl

Harmine　HCI

Harmaline　HCl

HarmQI　HCl

HarmaloI　HC1

1，2，3，4－Tetrahydroharman

6－Methoxyharman

6－Mcth・xyharmalan

Yohimbinc　Hα

G→BG
RBr

Br→BI－Br

Br

BI＿G

pale　YBr

Bl－G

V
pale　YG

0．3μ9

0．7

0．2

1．0

0．3

20。0

0．2

0．1

8．0

Y

Y→G
dark　G

YG
dark　GBr

BV
BI－G

dark　GBr

B

3．0μ9

1．2

0．4

1．2

0．3

0．1

0．2

0．3

0．1

YG→YBr　　O．4μg

YBr→Br　　　O．3

YBr→dark　G　O．2

G　　　　　　7，0

dark　GBr　　O．2

p＆le　dull　V　　　O．3

G　　　　　　　O．l

GBr　　　　　O．3

B→G　　　　　O，2

B：Bluc，　Bh　Black，　Br：Brown，　G：Green，　R：Red，　V：Violet，　Y：Yellow
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beads　6CP－2020）；glass，1，　D．5mm，　L．500　mm

　Eluent　methanol：陀一hexane：28％ammQnia　water

＝96：3：l

　Flow　rate　2．　O　mJ／m三n

　ii）ODS（Iatrobcads　6ES－8042）

　stalnless，1．　D．4mm，　L．250　mm

　Eluent　M／6　sodium　phosphate，　Inonobasic：meth・

anol：acetonitrile＝60：20：20

　Flow　rate　1．1mJ／min

　Detector　wave　Iength　241～327　nm

V・紫外部吸収スペクトル（UV）

　Apparatus：HITACHI　EPS－3T

　実験材料：各試料のメタノール溶液（1→1000）を

測定最適濃度に更にうすめて使用する．

実験結果及び考察

1・呈色反応

　Table　1で明らかなように6一メトキシハーマソが

Marquis試液でハーマロール，　Fr6hde試液でハーモ

ールとそれぞれ同一の呈色を示し，Mecke試液では

ハーマロールと6一メトキシハーマランとが同じ色調で

あるほかはいずれも互いに区別しうる異なった呈色を

示す．また検出についてはMarquis試液｝．こよる1，2，

3，4一テトラヒドロハーマン及びヨヒンビン，Meckc試

液によるハーマン，FrOhde試液によるハーモール以

外はいずれも約1μg以下の試料でじゅうぶんであった．

Table　2。　Thln　Iaycr　chromatographlc　data　ofthe　drugs　tc3ted

Solvent

Compound R∫×100
Huores．　under

a b C 254nm 366nm

Earman　HCl

Harmine　Hα

Harmaline　HCl

Harmol　HCl

Harmalol　HC1

1，2，3，4－Tctrahydroha㎜an

6－Methoxyharman

6－Methoxyha㎜alan

Yohimbine　HCI

65

65

36

65

33

38

63

49

77

48

45

24

23

4

23

43

27

55

54

52

23

38

10

22

54

37

60

BV
　〃

　〃

　〃

Y
neg・

BV
neg・

neg・

B

BG
B

Y
Br

B

Br

Br

B：Blue，　Br：13rown，　G：Green，　V＝Violet，　Y：Ycllow

Table　3．　Retcntlon　times（min）ofthe　drugs　under　above・mentioned　conditions　by　GC

Column＆Column　temp．

Compound DV－101 JXR SE．30

2200　　　2400　　270。 2200　　　2400　　　2700 2200　　　2400　　　2700

Harman　HCI

Harmine　HCl

Harlnallne　HCI

Harmol　HCI

Harnlalol　HCI

1，2，3，4－Tetrahydroharman

6－Methoxyharman

6－Methoxyharmalan

Yoh1mbine　HCl

TMS－Harmol

TMS－Harmalo1

1．2

2．8

2．8

1．1

2．5

2．3

0。8

1。5

1．5

2．3＊

2．3＊

0．7

1．4

L3
－　　　6．7

2．3

2．3

3．0

6．8

2．6

1．9

3．7

3．7　’

1，6

3．5

3。4

－　　14．2

4．8

4，8

4．4

3．5

1．1

2，2

2．0

2．9＊

3．0＊

1．0

2．0

1．9

2．8

2．8

・

8．4

＊：　tailing　－no　peak　apPears



82 衛生試験所報告 第99号（1981）

Table　4．　Retention　times　of　the　drugs　under　above－mcntioned　condition　by　HLC

Column
Compound

i ii

wave　length　detd．

Harman　HCl

Harmine　HCl

Harmallne　HCl

HarmoI　HCI

Harmalol　HC1

1，2，3，4－TetrahydrQharman

6－Methoxyharman

6－Mcthoxyharmalan

Yohimbinc　HC1

7．5min

8．1

8．2

4．5

5．1

6。3

8．1

8．1

7．5

5．5min

6．2

6．0

4．5

4．4

4．5

5．9

5．5

5．4

249nm
241

256

245

260

282

296

327

273

　　　　　　　　　　　　　I

Table　5．　UV　data　of　the　drugs

Compound
MeOHλ

　m重n
　MeOHλ

　max

nm 　1％E
　lcm nm 環缶

Harman　HCI

Harmine　HCI

Harmaline　HCl

Harmol　HCI

Harmalol　HC1

1，2，3，4－Tctrahydroha㎜an

6一真lethoxyha㎜an

6－Methoxyharmalan

Yohimbinc　HCl
　　　，

220

248

270

297

313

342

222

275

317

250

284

222

279

312

234

250

288

248

288

220

274

310

272

243

276

280

287

1100

1131

308

147

103

188

788

197

411

314

　50

591

122

430

336

306

　54

161

345

1118

308

　54

　73

　75

208

211

157

234

249

287

302

336

348

241

302

325

236

256

245

305

328

240

260

274

282

290

232

245

296

327

273

279

281

289

1646

1142

733

157

200

208

1729

672

420

373零

325

1411

446

522

340

316

420＊

433

347

1740

1333卓

944

833

214

213

212

173

＊　inncx五〇n
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II．　TI．C

　前記実験条件で得られた各試料の町値と蛍光の色

調をTable　2に示す．

　TLCによって区別できないのは塩酸ハーマンと塩

酸ハーミンだけである．塩酸ハーマリンと1，2，3，4一テ

トラヒドロハーマンはいずれの展開剤によっても類似

の眉値を示すが，蛍光の有無と色調の差によって区

別することができる．その他についてはこの方法で相

互が区別できる．発色剤による呈色はいずれも赤紫色

である．

m．GC
　全試料ともまずカラム温度を240。としたが’Rが短

かく区別の困難なものについては220。に，また良好

なピークの得られないものについては270。に上げ，

いずれによってもテーリングをするハーモールとハー

マロールはシリル化を試みた結果をTable　3にまと

めた．

　これらの条件によるGCで区別が不可能なのはハ

ーモールとハーマロールで，ハーミンとハーマリンに

ついてはSE－30の使用が必要であるほかはいずれの

カラムを用いても相互の区別が可能である．

IV．　HLC

　これら9種の試料を区別するためには2種類のカラ

ムを使用する必要があった．ハーミン，6一メトキシバ

ーマソ，6一メトキシハーマランのようにiのカラムで

は区別できないものがiiでは’Rに明らかな差を示し，

iiで区別できないハーマンと6一メトキシハーマランも

ヵラムiではよく分離する（Table　4）．

　また測定波長も異なっているので本法はこれらの区

別の手段としてすぐれているといえる．

V．UV
　測定結果をTable　5に示す．

　吸収曲線の類似するものとして1，2，3，4一テトラヒ

ドロハーマンと塩酸ヨヒンビンがあるがE値では差が

あり，その他についても相互の区別に困難はなかっ

た．

　同じ骨格を有する9種の物質の鑑別には試料の量を

考慮して，ここに掲げた方法のいくつかを組合せれば

かなり微量なものについても目的を達することがでぎ

る，

　　　　　　　文　　　　　献

＞i）N．R，　F・an・w…h・3・鳳162，1086（1968）

　2）H．Isbell，　T．　L　Chrusc三e1：1）ψ飢諾6η‘θ〃αうf⑳げ

　　‘‘2～bη一翫760’ゴ6”　4rμg∫，　p．85　（1970），　V旧0，

　　Genさve．

　3）島峯望彦，高橋一徳，大野昌子：衛生試報，97，

　　82（1979）

　4）大野昌子，島峯望彦，高橋一徳＝衛生試報，95，

　　38（1977）

　5）大野昌子，島峯望彦，高橋一徳：衛生試報，93，

　　95（1975）
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　　　　酵素製剤の品質に関する研究（第2報）＊

市販キモトリプシン及びトリプシン製剤の製剤学的検討

谷本　剛・福田秀男・川村次良

　　　　Studics　on　thc　Qμality　of　Enzymc　Prcparations（II）

Pharmaccutical　Studies　on　Commercia11y　Avallablcα1ymotrypsin

　　　　　　　　　　and　Trypsin　Prcparations

Tsuyoshi　TANIMoTo，　Hideo　FuKuDA　and　Jiro　KAwAMuRA

　The　results　of　the　assay　fbr　chymotrypsill　and　trypshl　activities，　the　disintegration　and、veight　var三ation

tcsts　carried　out　on　commercially　availablc　chymotryps三n（buccals：2samples）and　trypsin（enteric　coated

tablct：4samples）preparations　were　described．　Each　preparation　was　fbund　to　contain　more　than　90％

ofthe　labcled　amount　ofits　main　component，　chymotrypsin　or　trypsin．　Since　the　disintegration　tcst盒）r　buc－

cals　is　not　defined　in　J．P．，　the　test飲）r　troche　de丘ned　in　J．P．　vIII　was　apPlied　to　the　ckymotrypsin　prepara－

tions．　For　the　trypsin　preparations，　the　disintegration　tcst　fbr　enteric　cQated　prcparations　defined　in　J・P・

IX　was　applied．　AII　the　samplcs　complied　with　each　criterion　of　the　disintcgration　tests．　The　chymo．

trypsin　preparations　cQmp1量cd　with　the　critcrion　of　the　weight　variation　tcst　defined　in　J・P・Although　the

wcight　variatiQn　test　in　J．P．　is　not　defined負）r　any　coated　t3blet，　this　testjust　apPlled　to　the　trypsin　prepara・

tions負）r飴ct．丘nding，　and　thrce　offbur　samples　werc　fb｛md　to　be　in　the　deviation　range　de丘ncd　R）r‘‘Tablet．”

The　trypsin　preparations　tcsted　were　multiple　enzyme　preparations　consisting　of　trypsin　and　bromclaln，

and　the　latter　had　no　in且uence　on　thc　determination　of　trypsin　under　the　conditions　used　in　this　study．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccivcd　May　30，1981）

　今日，酵素製剤は数多くのものが開発され，種々の

目的で臨床の場に供されるようになってきている．と

ころで，酵素製剤の本質は触媒1間性をもったたん白質

であるという特殊性からその安定性などは一般の合成

医薬品とはおのずと異なるものとなり，製造過程ある

いは保存中での活性の損失などには十分な注意を払う

必要がある．このような観点から，我々は市販されて

いる酵素製剤の製剤学的ilム質に関しての検討を行って

おり，すでに塩化リゾチーム製剤P，プロメラィン製

剤2）について報告している。今回はキモトリプシン製

剤及びトリプシン製剤を取り上げ，これについての検

討を行ったので報告する．

実験　方　法

1．試料
　キモトリプシン製剤：2種類（検体番号1，2）を使

用した．剤形は両者ともバッカル錠であった．表示含

量は1錠当たり検体1が5000NF単位，検体2が

＊市販プロメライン製剤の製剤学的検討．衛生試報，

　g7，2g（197g）を㌶1報とする．

6000NF単位であった．

　トリプシン製剤：4種類（倹体番号3，4，5，6）を使

用し，剤形はすべて糖衣を施した腸溶錠であった．倹

体3，4及び6のトリプシン含量は重量で表示されてお

り，それぞれ1錠当たり2．1mg，1mg及び1mgであ

った．酵素力f西での表示はなされていないが，トリプ’

シン1mg当たり2500　NF単位：と仮定すればそれぞ

れの1錠当たりの力価は5250NF単位，2500　NF単

位及び2500NF単位となる．検体5の含昆は表示単

位が他の検体と異なり，1錠当たり50000ヘモグロビ

ン単位であった．なお，検体3，4及び6はプロメライ

ンとの配合剤であった．

2．重量偏差試験

　日局9，一般試験法，重量偏差試験法，錠剤の項に

準じて試験した．

3．崩壊試験

　バッカル錠（キモトリプシン製剤）はその崩壊試験法

の規定がないため，日局8一般試験法，崩壊試験法（5）

トローチ剤の項にしたがって試験した．腸溶性糖衣錠

（トリプシン製剤）は日局9一般試験法，崩壊試験法
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（6）腸溶性の製剤（i）頼粒剤及び頼粒状の形で充てん

したカプセル剤以外の製剤の項にしたがって試験した．

4．定量試験

　キモトリプシン及びトリプシンの力価測定はNF

XIIIの方法を準用し，下記のようにして行った．

　i）キモトリプシソの力価測定

　試料溶液：検体の錠剤10個をとり，その重量を精密

に量り，粉末とする．その1素適に相当する量を精密

に量り，0．001N塩酸適量を加えてよくかぎ混ぜた後，

更に0．001N塩酸を加えて正確に50mJとし，よく

振り混ぜる．次にこの液をろ過して得た澄明液の一定

量をとり，最終濃度が1mJ当たり　12～16NFキモ

トリブシソ単位となるように更に希釈して調製する．

　緩衝液：リン酸二水素カリウム9．08gに水を加えて

lZとした液をA液とする．リン酸一水素ナトリウム

11．9gに水を加えて1♂とした液をB液とする．　A液

38．9mZとB液61．Im1とをよく混和し，必要ならば

更にいずれかの液を加えてpH　7．0に調節する（1／15

Mリン酸塩緩衝液）．

　基質溶液：N－Acetyl－L－tyrosine　ethyl　ester　mon〔レ

hydrate（ATEE）23．7mgをとり，1／15Mリン酸塩緩

衝液（pH　7．0）約70　mZを加えて加温して溶解し，冷

後，更に同緩衝液を加えて正確に100mごとする．保

存する場合は直ちに凍結させ，用時溶解して用いる．

　操作法：以下に規定した条件で，毎分0，0075の吸

光度の変化を示す活性をもってlNFキモトリプシン

単位とする．　　　　　’

　0．001N塩酸0．2mZと基質溶液3．Om1とを入れ

た層面10mmの石英セルについて，水を対照として

波長237nmにおける吸光度が0，200になるように

分光光度計のスリットを開いて調節する．次に試料溶

液0．2mJを別の層長10mmの石英セルにとり，あ

らかじめ25。に保った基質溶液3．OmZを壁面に沿っ

て吹き込むと同時に秒針計を始動させる．0．001N塩

酸と基質溶液を入れた前記セルを対照として，少くと

も5分間の吸光度を30秒ごとに測定する．更に3回，

等濃度の試料溶液について繰り返して得られる吸光度

の変化の直線部分はいずれも十分な平行を示し，しか

も30秒ごとの吸光度の変化は0．OlO±0。002の範囲に

ある．もし，3分間以上にわたる吸光度の変化に直線

性が得られないか，又は吸光度の変化が定められた範

囲にないときは：，試料溶液の濃度を適当に調整しなお

して試験を行う．得られた吸光度と時闘との関係をグ

ラフに表わし，吸光度が3分間以上直線となる範囲に

ついて，次式から試料1錠中のNFキモトリプシン

単位を算出する．

　試料1錠中のNFキモトリプシソ単位

　　　　　　　　　（躍2一．41）
　　　　＝V×
　　　　　　　0．2xO．0075×T

　　　V＝試料1錠当たりの最終試料溶液量（mリ

　　　オ1：直線区間の最終の吸光度

　　　孟2：直線区間の最初の吸光度

　　　T：オ2から」1までの経過時間（分），ただしT

　　　　　の値は3．0を超えない

　ii）トリプシンの力価測定

　試料溶液：検体の錠剤10個をとり，水を加えてゆる

やかに振り混ぜて糖衣を除いた後，硫酸デシケーター

中に一夜放置して乾燥する．この重量を精密に量り，

粉末とし，以下キモトリプシンの「試料溶液」に準じ

て調製する．ただし，最終濃度は1m♂当たり60～120

NFトリプシγ単位になるように希釈する．

　緩衝液：キモトリプシンの「緩衝液」に示したA及

びB液を用いて次のように調製する．A液13mJとB

液87mZとをよく混和し，必要ならば更にいずれかの

液を加えて，pH　7．6に調節する．

　基質溶液：NゲBenzoy1－L－arginine　ethyl　ester

hydrochloride（BAEE）85．7mgをとり，水を加えて

溶解し，正確に100m♂とした液を韮質原液とする．

その10mどをとり，緩衝液（pH　7．6）を加えて100　mJ

とした液について，水を対照として波長253nmにお

ける吸光度を測定するとき，その吸光度が0．580±

0。005になるように，必要ならば緩衝液又は韮質原液

を加えて調節する．調製後2時間以内に使用する．

　操作法：以下に規定した条件で，毎分0．003の吸光

度の変化を示す活性をもって，1NFトリプシン単位

とする．

　0．001N塩酸0．2mZと基質溶液3．Om’とを入れ

た胴長10mmの石英セルについて，水を対照として

波長253nmにおける吸光度が0，050になるように

分光光度計のスリットを開いて調節する．次に試料溶

液0．2mZを別の艦長10mmの石英セルにとり，あ

らかじめ25。に保った基質溶液3．OmJを壁面に沿っ

て吹き込むと同時に秒針計を始動させる．0・001N塩

酸と基質溶液を入れた前記セルを対照として，約5分

間の吸光度を30秒ごとに測定する．更に3回，等濃度

の試料溶液について繰り返して得られる吸光度の変化

の直線部分はいずれも十分な平行を示し，約4～7分

後には水平部分に達する．もし，上記の条件を満足し

ないときは，試料溶液の濃度を適当に調整しなおして

試験を行う．得られた吸光度と時間との関係をグラフ

に表わし，上昇直線部分のみについて次式から試料1

錠中のNFトリプシン単位を算出する．
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試料1錠中のNFトリプシン単位

　　　　　　　　（∠1一∠42）
　　　＝V×
　　　　　　　0．2xO．003xT

　　V：試料1錠当たりの最終試料溶液旦（mり

　　オ1：直線区間の最終の吸光度

　　オ2：直線区間の最初の吸光度

　　T＝施から41までの経過時間（分）

結果と．考察

1．　重量偏差試験

　検体1及び2はバッカル錠であるので，日局，重量偏

差試験法の錠剤の項にしたがって試験した．両検体と

もその平均重且は0．12g以上0．3g未満であったので，

偏差（％）の韮準を7．5％としたが，これを超えるも

のはなく，またバラツキの指標となる変動係数（C。V．）

もそれぞれ1．98，L22と小さかった（Tablc　1）．検

体3，4，5及び6は糖衣を施した錠剤であるため，日局，

重量偏差試験法は適用されない．しかし，剤皮を施し

た錠剤の重量偏差の実態を把握するために前回2）と同

様に重量偏差試験法の錠剤の項を準用して試験した．

検体3，4及び5はその平均重量が0．3g以上であるた

めに偏差（％）の基準を5％とし，検体6はそれ以下

であったので偏差（％）の基準を7．5％とした．検体

5及び6にはその基準偏差を超えるものは存在せず，

また検体4においてもその基準偏差を超えるものが1

個存在したが，墓準偏差の2倍を超えるものはなかっ

た．しかし，検体3には基準偏差を超えるものが5個

あり，しかも碁準偏差の2倍を超えるものも1個存在

した（Tablc　l）．ただし，検体3については糖衣を除

いた裸錠についての重量偏差試験を行ってみたところ，

その平均重目は180．6mgで，甚準偏差7．5％を超え

るものはなく，C．　V．は2．29であった．

　二皮を施した錠剤については，重量偏差の規格内に

とどめるほど均一に剤皮を施すコーティング技術がま

だ確立されていないとの理由で重量偏差試験法は適用

されていないが，前回及び今回の試験結果からみた限

りにおいては，おおむね，二皮を施した錠剤において

も一定の偏差内にある錠剤が製造されていることが推

察された．また剤皮を施した錠剤で去讐準偏差を超える

ものが多くあるような製剤であってもコーティング前

の錠剤は，重量偏差の面からみるとよく管理されてい

るように思われた．

2．崩壊試験

　検体1及び2はバッカル錠であるが，バッカル錠の

規定は日局，製剤総則にはなく，したがってその崩壊

試験法も存在しない．そこで1つの目安として日局8

の崩壊試験法，トローチ剤の項を準用して試験を行っ

てみた．試験液には水を使用した．両検体とも試験開

始5分後に崩壊したものはなく，検体1は約50～65分

間で，検体2は約20～30分間ですべて崩壊した（Tablc

2）．検体3，4，5及び6は日局9，崩壊試験法の腸溶性

の製剤（Dにしたがって試験した．4検体はいずれも第

1液による120分間の上下運動では糖衣層の破損，は

く離が認められたものの，腸溶性皮膜の開口や崩壊は

認められず，引き続いて行った第2液による試験で全

検体とも60分以内に試料6佃すべてが崩壊し（Table

2），規格に適合した．

　本来崩壊試験は薬物の吸収との関連性を期待する試

験ではなく，バラツキの少ない製剤を生産するための

品質管理的な意味合いの試験であり，一定時間内での

崩壊を規定したものにすぎない．したがって，崩壊時

間のバラツキについては触れていない．しかし，製剤

　　　　Tablc　I．　Rcsults　of　thc　wclgllt　variation　test　lbr　commcrcially　availablc　chymotrypsill

　　　　　　　　and　tryps1n　prcparations

　・一　舳蛯X㎞㎞・臨19㎞議1：鰍鮮㎞9αW

Chymotrypsin　preparations

　　　l　　　　　　　　　256．1

　　　2　　　　　　　　　199．7

266．0～249．3

203．6～195，5

0（＞7，5タぎ）

0（＞7．5％）

1．93

1．19

Trypsill　preparations

　　　3　　　　　　　　　320．8

　　　4　　　　　　　　　308．9

　　　5　　　　　　　　　320．8

　　　6　　　　　　　　　252．8

358．5～293．5

330．0～295，0

336．9～311．6

271。8～235．4

5（＞5％）

1（＞5％）

0（＞5％）

0（＞7。5％）

4．67

2．68

2．22

3．69

唯　cocmcicllt　of　variation＝（stalxユard　deviation／average　wcight）×100
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Tablc　2，　Rρsults　of　the　disintegration　test　fbr　commercially　availablc　chymotrypsin

　　　　and　trypsin　preparations

Disintcgratlon　time

Sample　numbcr
1 2

Tablet　number
3　　　　　4 5 6

　Average
d量sintegration

　　time

C．V．＊

Chymotrypsin　preparatiQns

　　1　　　　　　49’　25”　　52’　25”　　52’　35”　　58’　30”　　60’　10”　　65’　10”

　　2　　　　　　　22’　10”　　24’　30”　　　25’　40”　　27’　40”　　28’　50”　　29’　20”

56’23”

26’22”

9．57

9．57

Trypsin　preparations

　　3　　　　　　　　10’　45”　　　11’　55”

　　4　　　　　　　　13’　40”　　　14’　05”

　　5　　　　　　21’　55”　　26’　30”

　　6　　　　　　21’　50”　　23’　40”

15’10”

15’20”

27’20”

24　10”

15’25”

15’50”

30’15”

27’55”

15’　50”　　　20’　45”

17’　15”　　　18’　45”

36’　05”　　　3プ　00”

30’　05”　　33’　30”

1458”
15’49”

29’51”

26’52”

21．39

11．11

17．87

15．07

＊cQe缶cient　of　variation：（standard　dev三at三〇n／averagc　dislntegrat王on　time）×100

Sample　l　and　2：Watcr　is　used　as　the　test　Huid．

Sample　3，4，5　and　6：The　2nd　fluid（JP　IX）is　used　as　the　test　Huid．

Table　3。　Contents　of　enzyme　activlties　in　commercially　available　chymotrypsin

　　　　and　trypsin　prcparat三〇ns

Enzyme　activlties

　　　　　　　　Labeled　amountSample　number　　　　　　　　　（units／tablet）
chymotrypsin trypsm

un至ts／tablet （％） units／tablet （％）

Chymotrypsin　preparations

　　　1　　　　　　　　　5000

　　　2　　　　　　　　　6000

6070．5

5582．7

（12L4）

（93．0）

145．5

285．6

Trypsin　preparations

3

4

5

6

5250

2500

　－
2500

　281．8

　　0

11521．夏

　304，3

5741．2

2384．5

33520．9

2778．6

（109．4）

（94．5）

（111．1）

の品質としてはできる限り均等に崩壊する方が優れて

いるといえ，製剤としての均一性をみる点ではむしろ

崩壊時間のバラツキの大小を調べる方が重要であると

思われる．今回倹謝したキモトリプシン製剤の検体で

は，平均崩壊時間に2倍以上の差がみられたが，その

バラツキの程度（変動係数，C．　V，）は同じであった．

トリプシン製剤の4検体の間では，平均崩壊時問に2

倍の，C．V．にも約2倍の差がみられるものがあった．

現在のところ，崩壊時間の変動係数を製剤の品質と結

びつける考え方はないので，今回の結果から製剤の品

質を論じることはできないが，崩壊試験法が今後とも

製剤の試験法の1つとして適用されていくならば，崩

壊時間のバラツキと品質との閃係についての検討がな

される必要があるのではないかと考える．

3．定量試験

　キモトリプシソ製剤は両検体とも含量不足は認めら

れなかった，むしろ検体1では約10％の含：量過多がみ

られた（検体1の含量規格値は90～110％）（Table　3）．

また，両検体とも少量のトリプシン活性の存在が認め

られた．これは恐らくキモトリプシン原体が不純物と

してトリプシンを含有しているためであろうと思われ

る．トリプシン製剤は，検体3，4及び6についてはト

リプシン1mg当たり2500　NFトリプシン単位と仮定

して含量％を算出したところいずれも含量不足は認め

られなかった（Table　3）．検体4にはキモトリプシソ

活性の存在は認められなかったが，検体3及び6には

わずかにその活性の存在がみられた．

　なお，これらのトリプシン製剤はプロメラインとの
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Fig．　L　Thc　course　of　cnzymatic　reactiQn　under

　　　the　conditions　used　to　detcrmine　trypsin

　　　actlVlty

Zcro　point　is　arbitrarily　assigned．

A：Blank
B：Bromelain（250　unitslmの

C：Trypsin（62．5　NF　units／mの

配合剤であった．プロメラインはトリプシンの定量試

験に用いる基質，BAEEにも作用する3）ために，トリ

プシンとブロメラインの共存外でBAEEを基質とし

てトリプシンのみを定量することは田難であると考え

られ，そのため過酸化水素でプロメラインを失活させ

た後にトリプシンを定量するなどの方法が考案されて

いる．しかし，日報で述べたトリプシン活性の測定条

件下ではプロメライン活控はほとんど発現しないこと

が明らかになった（Flg．1）ので，トリプシンの力価測

定にはプロメラインに対してなんらの処理を施すこと

なく前述の測定法を適用した．検体5はトリプシンあ

るいはキモトリプシンとしての表示はなく，すい臓性

たん白分解酵素と表示されており，単位もヘモグロビ

ン単位が使用されていた．したがって，その本質はす

い臓抽出物と思われ，そこにはトリプシン，キモトリ

プシンが含有されているであろうと推察されるので，

他の検体との比較の上からも今回はトリプシン及びキ

モトリプシンの力価測定法を準ノllしてそれらの活性

を測定した．その結果，1錠中にトリプシン活性は

33520NF単位，キモトリプシン活性は11521　NF単

位の高単位が認められた．囚みに，検体5の含量（％）

をヘモグロビン単位で求めれば97．7％であり，製剤と

しては規格に適合していた．

　再評価結果によればキモトリプシソ製剤の用法，用

量は通常，成人は1回5000～10000NF単位を1日3

～4回服用することになっている．一方，検体5の用

法，用量は通常，成人1回100000ヘモグロビン単位を

1日3～4回服用することになっている．これをキモ

トリプシンNF単位に換算すれば1回23000NF単位：

を1日3～4回服用することになり，再評価結果の2

倍以上の服用量になる．このことは臨床上不都合なこ

とが生じる可能性もあり，同種面諭の医薬品に関して

は表示単位を統一することが必要となる．
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1）谷本　剛ら：衛生試報，96，103（1978）

2）谷本　剛ら：衛生試報，97，29（1979）
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　　　　　Studies　on　Analysis　of　Pestic五de　Residues　in　Foods（XXXII）

Con丘rmation　of　the　Residual　Pesticides　in　the　Crops　by　Gas　Chromatography－Mass

　　　　　　　　　　　　　Spectrometry　with　Computer

Hiroshi　SEKITA，　KumikQ　SAsAKI，　YQukQ　KAw蝋uRA，　Mitsuharu　TAKEDA，

　　　　　　　　Yuk1o　S虹To　and　Mitsuru　UcHIYAMA

　The　investigation　by　gas　chromatograph－mass　spectrometer　with　computer（GC－MS－COM）was　carried

out　to　confirm　three　organochlorine　and　two　organophosphorus　pest三cides　whlch．were　detected　in　the

considerable　amounts　by　gas　chromatography　with　ECD　and　with　FPD　in　the　pesticide　residues　survei・

Ilance　of　the　domestic　and　imported　crops　in　1979　to　1981．　The　pesticidcs　con丘rmed　by　GG－MS－COM

in　this　study　were　as　fbIlows；endrin　dctectcd　in　the　cucumber　sample　cropped　in　Aichi　Pre飴cturc，

dicoR）1（Kelthane）and　parathion　detected　in　the　diHヒrent　lemon　samples　importcd倉om　U．S．A．，β一and

δ一HBC　isomers　detected　in　the　peanut　samples　and　green　tea－leafsalnples　imported症om　China，　and　more－

over，　ethoprop（Mo，ap）detected　in　the　only　one　sample　Qf　the　banana　samplcs　imported倉om　PhUippines．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　現在，残留農薬を初め各種の環境汚染物質の分析の

分野において，定性・定量にはECD，　FPD，　FTD，

N－PFID等の高感度でしかも特異性ないしは選択性

のある検出器を装着したガスクロマトグラフが繁用さ

れている．しかし，ガスクロマトグラフィーによる定

性は検出物質の保持時間が標準物質のそれと一致して

いるか否かによって判断しているので，検出物質の化

学構造上の確証は得られない，したがってその目的の

ためには，ガスクロマトグラフィー・マススペクトロ

メトリー（GC－MS）等による分析が必要である．最近

では微：量の残留物質の確認にはコンピューターを用い

てデータを処理する装置を接続したいわゆるコンピュ

ーターライズドガスクロマトグラフ・マススペクトロ

メーター（GC－MS－COM）が極めて有効な分析手段の

一つとなってきている．

　著老らの研究室には昭和53年度にデュポン社の

Dimaspec　321型のGC－MS－COMが設置されて以来，

ディルドリン1）等の残留農薬及びHCB2），フタル酸エ

ステル3）等の環境汚染物質の各種試料中での確認に大

いに役立っている．

　今回著者らは，国内産及び輸入農作物における残留

農薬の実態調査等において，ECD又はFPD付きガ

スクロマトグラフィー（ECD－GC，　FPD－GC）により，

相当量の有機塩素農薬又は有機リン農薬の残留の認め

られた試料について，GC－MS－COMによる確認試験

を行い，良好なデータが得られたもののうちで，既に

報告したものあるいは報告予定のものを除いたデータ

についてまとめて報告する．

実　験　方　法

　1．GC－MS用標準農薬及び標準溶液

　GC－MS用標準品のエンドリン，ジコホール，β一，

γ一，δ一BHC及びパラチオンは和光純薬工業（株）より購

入したものを用いた．また，エトプロップは厚生省食

品衛生課を通じて米国の農薬メーカーより入手した．

GC－MSの測定にはそれらの1．6～200μ9／lnZのη一ヘ

キサン溶液を用いた．

　2，GC－MS用試験溶液

　a）エンドリン分析用〔検液（1）〕

　昭和55年4刀，名古屋市中央卸売市場で収去された

愛知県産きゅうり検体から，同市場衛生検査所におい

て公定法4》にしたがって抽出精製して得られたECD－

GC用試験溶液（エンドリン分析値：0。009　ppm）．

　b）ジコホール分析用〔検液（2）〕
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　昭和54年度外国産農作物残留農薬実態調査5）におい

て，米国産レモン検体から公定法4）に準じて抽出精製

して得られたECD－GC用試験溶液（ジコホール分

析値：0．30ppm）．

　c）BHC分析用〔検液（3），（4）〕

　昭和54年度外国産農f刀心残留農薬実態調査5）におい

て，中国産ピーナッツ検体及び緑茶検体から公定法4）

にしたがって抽出精製して得られたECD－GC用試験

溶液〔BHC分析値：検液（3）（ピーナッツ），α体0．020，

β体0．097，γ体0．008，δ体0．006，総BHC　O」31

ppm；検液（4）（緑茶），α体0．071，β体0．047，γ体

α034，δ体0．033，総BHC　O．185ppm〕，

　d）パラチオン分析用〔検液（5）〕

　昭和54年度外国産農作物残留農薬実態調査5）におい

て，米国産レモン検体から公定法4）に準じて抽出精製

して得られたFPD－GC用試験溶液（パラチオン分

析値：0．12ppm）．

　re）エトプロップ分析用〔検液（6）〕

　昭和56年3月，横浜食品衛生監視員事務所で収去さ

れ，輸入食品検査（化学試験）用として送付されてき

たフィリピン産バナナ検体から，著者ら6）の方法にし

たがって抽出精製して得られたFPD－GC用試験溶液

（エトプロップ分析値：0．009ppm）．

　3．GC－MS－COMの操作条件
　（共通条件）

　装　置：Du　Pont社町Dimaspcc　321型に同社製

　　データシステム320型を接続したもの．

　カラム：内径3mm（ガラス製）

　充填剤（担体）＝Chromosorb　W－HP（100～120メッ

　　シュ）

　注入口温度：200。

　セパレーター温度1200。

　イオン源温度：180。

　イオン化電圧：70eV

　イオン化電流：500μA

　イオン化法＝EI法

　キャリアガス＝Hc，3．6kg／cm2

　注入量：0．5～5μJ

　a）エンドリンの分析条件

　カラムの長さ＝50cm

　カラム充填剤：1％OV－1

　カラム温度：180。

　至了量数日屯囲：　230～300

　1ntcgratlon　timc：7msec

　samplcs／AMU：6

　待機期間（注入時からインプット開始時までの経過

　時間）：35sec

　b）ジコホールの分析条件

　カラムの長さ：50cm

　カラム充溶剤12％OV－101

　カラム温度：240。

質量数範囲＝100～260

　intcgrat1on　tlme：5msec

samplcs／AMU：4

　f寺機ほ皐π騒：　20scc

　c）BHCの分析条伴

　カラムの長さ＝L2m

　カラム充唄剤：2％OV－17

　カラム温度1：220。

質量数範囲＝100～300

　integratiOII　time：4mSeC

samples／AMU：5

待機時間：10sec

　d）パラチオンの分析条件

　カラムの長さ＝50cm

　カラム充下剤：1％OV－1

　カラム温度：170。

　質量数範囲：95～145

　integration　time：5msec

　samples／AMU：5

　待機時間＝30sec

　e）エトプロップの分析条件

　カラムの長さ：50cm

　カラム充填剤12％OV－17

　カラム温度：180。

　質量数範囲＝100～250

　intcgratlon　time：8msec

　sample／AMU：5

　待機時間：30seC

　　　　　　　　結果及び考察

　1．国内産きゅうり中の残留エンドりンの確認

　エンドリンは殺虫効力の極めて強い有機塩素農薬の

一種であるが，毒性並びに残留性が高いことが判明し

たことから，作物残留性及び水質汚濁性農薬に指定さ

れ，現在では結実する樹齢に達していない柑橘類の果

樹の害虫防除の日的以外に，農作物に適用する農薬と

してはほぼ全面的に使用禁止となっているの．

　しかし，著者らの調査8）でもエンドリソ使用禁止以

後，エγドリソが使用されていないにも拘らず，かつ

てエンドリンが使用された畑地で栽培されたと考えら

れる落花生その他の豆類，きゅうり，キャベツ，大根
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Fig．1．　Mass　sp6ctra，　tQtal　ion　chromatogra面s（TIC）and　mass　chromatogra｝ns（MCG）

　　　lbr　con丘rmation　of　endrin　in　cucumber　by　GC－MS－QOM

等から，0．001ppmオーダーの徴量ではあるが，エ

ンドリンが検出された事例がある．

　今回，検液（1）について，エンドリンの分析条件で

GC－Ms－COMによる測定を行ったところ，　Fig．1

に示すようなマススペクトル（MS），全イオソクロマ

トグラム（TIC）及びマスクロマトブラム（MCG）が

得られた．これらをエンドリン標準溶液から得られた

ものと照合したところ，ほとんど一致していたことか

ら，きゅうり検体由来の検液（1）にはエンドリンが存

在することが確認された．

　2．　米国産レモン中の残留ジ：コホールの確認

　ジコホール（Dicofbl，．商品名Kelthane）は分子式

C14HgOC15から成る有機塩素系殺ダニ剤で，このもの

自体のMsg，においてはm／e　368に分子イオンピー

ク（M＋）が見出されるが，ガスクロマトグラフィー

においては，カラム内で分解してρ，ρ’一dichlorobenzo・

phenone（DCBP）となり，これと保持時間の一致する

ピークが見出される．したがって，ジコホールのGC－

MSにおいては，ジコホール本来のMSではなくて

分解産物であるDCBPのMsg）が見出される．
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　　　　con丘rmatlon　of　BHG　by　GG－MS－COM

　検液（2）の濃縮液について，ジコホールの分析条件

でGC－MS－COMによる測定を行ったところ，　Fig．2

に示すような層Ms，TIC及びMCGが得られた．・これ

らをジコホール標準溶液から得られたものと照合した

結果，ほとんど一致していたことから，レモン検体山

来の検液（2）にはジコホールが存在することが確認さ

れた．

　3．中国産ピーナッツ及び緑茶中の残留β一BHC

及び∂一BHCの確認

　現在でも国産の農作物について残留有機塩素農薬の

試験をすると，ほとんどの検体から1ppbのオーダー

ないしはそれ以下の極微量のα一BHC及びγ一BHCが

検出されるが，β一BHC及びδ一BHCが検出される事

例はほとんど．見当たらない，

　中国産のピーナッツ及び緑茶についての残留有機塩

素農薬の突態調査5）において，両者からβ一BHC及び

δ一BHCが共に検出され，総BHCとしてそれぞれ

0．131ppm及び0．185　ppmと比較的高濃度であった

ので，検液（3）及び検液（4）についてBHGの分析条

件でGC－MS－COMによる測定を行ったところ，　Fig．

3に示すようなMS，　TIC及びMCGが得られた．

これらをβ一BHC及びδ一BHC標準溶液から得られた

ものと照合した結果，中国産ピーナッツ及び緑茶両検

体にはβ一BHC及びδ一BHGが存在することが確認さ

れた．

　4．米国産レモン中の残留パラチオンの確認

　パラチオンは急性毒性の極めて高い有機リン殺虫剤

であり，わが国ではかっては使用が許可されていたが，

現在では食用に供する農作物には使用禁止となってお

り1ω，最近では国産の農作物からパラチオ’ンが検出さ
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Figβ一。．　TIC　and　MCG　of　peanut　and　green　tea－1eaf　cxtracts　imported廿om　China

　　　　偽rcon6rmatlon　of　BHC　by　GC－MS－COM

れた事例は見当たらない．

　米国産レモン中の残留有機リン農薬の実態調査5）に

おいて，パラチオンが検出されたので，検液（5）につ

いてパラチオンの分析条件でGC－MS－COMにより測

定したところ，Fig．4に示すようなMS，　TIC及び

MCGが得られた．これらをパラチオン標準溶液から

得られたものと照合した結果，ほとんど一致していた

ことから，米国産レモン由来の検液（5）にはパラチオ

ンが存在することが確認された．

　5．フィリピン産バナナ中の残留エトプロップの確

認

　エトプロップ（cthoprop，商品名Mocap，化合物名

S，S－dipropyl　cthyl　Phosphorodithlolate，分子式C8H19

02PS2）はわが国では製造も使用もされていない無登

録農薬であるが，諸外国では繁用されている有機リン

系殺線虫剤の一種である．

　昭和56年3月に行った輸入バナナの有機リン農薬試

験（輸入食品検査）において，フィリピン産バナナか

ら1検体のみではあるが，エトプロヅプが0．009ppm

検出されたので，その検液（6）についてエトプロップ

の分析条件でGC－MS－COMによる測定を行ったと

ころ，Fig．5に示すようなMS，　TIC及びMCGが

得られた。これらをエトプロップ標準溶液から得られ

たものと照合した結果，ほとんど一致していたことか

ら，フィリピン産バナナ由来の検液（6）にはエトプロ

ップが存在することが確認された．

　以上述べたように，著者らの研究室に設置されてい

るGC－MS－COMを用いて，検液のMS及びMCG
を同一条件で測定した当該農薬の標準溶液のMS及

びMCGと照合することによって，愛知県産きゅう
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Fig．4．　Mass　spcctra，　TIC　and　MCG角r　connrmation　of　pユrathion　in　lemon

　　　importcd　from　U．S．A．　by　GC－MS－GOM

りからエンドリンを，中国産ピーナッツ及び緑茶から

β一BHC及びδ一BHCの両異性体を，米国産レモンの

別々の検体からジコホール及びパラチオンを，更にま

た，フィリピン産バナナからエトプロップを確認する

ことが出来た．このように，GC－MS－COMは残留農

薬を始め各種の環境汚染物質の分析の分野において，

残留物質の化学構造の確証を得るという点で，今後益

々その威力を発揮するであろう．

　終わりに，本研究に当たり，エンドリソの試験溶液

を提供していただいた名古屋市中央卸売市揚衛生検査

所食品衛生監視員河合和三氏に感謝致します．
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　　　　　　クロマトグラフィーによる分析法

辰濃　隆・井上たき子・谷村顕雄

　　　　　　　　　Hygicnic　Cllemical　Stud1es　on　Plastics（VI）

Analysis　of　Phenolic　Antioxidants　by　High　Per丘）rmance　Liquid　Chromatography

　　　　　　　l・　　　with　Volutanmetry　Detcctor

Takas三TAT寧uNo，　Takiko　INouE　and　Akio　TANIMuRA

．　　　・　，

　Phenolic　ant五〇xidants　are　usually　added　to　many　kinds　Qf　plastics　as　stabilizcrs．

　Analysis　Qf　these　antioxidants　was　attemptcd　by　high　per熊）rmance　liquid　chromatography　with　volutan－

metry　detector（VMD－H肌C）．

By　VMD－HP正C血ethod・these　anli。xidants．　could．be　detectcd飴r　se恥itivcly　than　by　co㎜only鵬ed

UV　detector（UVD，280　nπ｝）一HPLG’method。　This　method　is　not　time．consuming．

The　method　was　apPlied　to　the　dcte㎜ination　Qf　phenolic　antiQxidants　such　as　2，6－di一ご8r‘一buty1・4－methy1－

pheno1（BHT），　tetrakis一［methylene・3一（3’，5’一di一’〃8－butyl・4’一hydroxypheny1）prQpionate］methane（Irganox

1010）and　1，3，5－trimethyl－2，4，6・tris（3，5－di一’6r’一buty1－4－hydroxybcnzyl）benzenc（lonox　330），　in　plast五cs，　and

of　those　migrated　f｝o㎡Plastlcs　to　fbod－simulated　solvents・As　shown　in　Table　5，　BHT　migrated　to　20％

ethanQl　and　Qlive　oil仕om　pqlyole且ns，　but　thcse　antioxidants　did　nQt　migrate　f士om　otker　plastics．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Recc五ved　May　30，1981）

ま　え　が　き

　　プラスチック二酸化防止剤としてブチル化ヒドロキ

　シトルエン（BHT）を始めとするフェノール系化合物

　が用いられており，Tablc　1に見られるように，分子

　量が1000を越えるものまで存在する．

　　これらの化合物の分析法としては寸々に，又は分子

　量の小さいものについては種々の報告がありP，また

　高分子量のものについては比色法2〕や高速液体クロマ

　　トグラフ法3）で行われている．特に同時分析には定性

　的には薄層クロ々トグラフ法4）が1定：量的には高速液

　体クロマトグラフ法が用いられている．

　　本報では，フェノール三酸化防止剤がポーラログラ

　フィー活性物質であることから，ボルタンメトリー検

　出器（VMD）5）を用いた高速液体クロマトグラフ法

　（HPLC）によって同時分析することを検討した．

　　その結果，VMDを用いた場合には，通常の紫外部

．　吸収による検出器（UVD）を用いた場合よりBHT，ほ

　かのフェノール系酸化防止剤を感度よく分析できるこ

　とを確認した，またこのVMD－HPLC法でプラスチ

ック中及びこれらから溶出する酸化防止剤について分

析し，良好な結果が得られたので報告する．

実　験　の　部

　1．使用機器

　高速液体クロマトグラフ：柳本製YANACO　L－2000

を用い，検出器としてUVDにはYANACO　SM－215，

またVMDにはYANACO　VMD－101を用いた．
　パルスポーラPグラフ：柳本製YANACO　Volutan．

metry　Ana星yscr　P－100Gなlllいた．

　2．　試　薬

　酸化防止剤仁1「｛準溶液：Tablc　1に示した酸化防止剤

をメタノール（HPLC用）に溶かして100μ9／mZにな

るように調製した．川時メタノールで薄めて用いた．

　HPLC用溶出液：メタノール（HPI．C用）lJに対

して，過塩素酸ナトリウム（特級）79及び過盗素酸

（60％，特級）1mJを加えて調製し，使用前に減圧で

溶存する空気を除いたもの．

　ポーラログラフ用電解液＝HPLC用溶出液を用い
た．



辰濃ほか：プラスチックに関する衛生化学的研究（第6報）フェノール系酸化防止剤
　　　　のボルタンメトリ．「・高速液体クロマトグラ7．．イーによる分析法　　．　． 99

Table　1．　Phenollc　Antloxidants　Used　fbr　the　Test

No． Chemical　name Commercial　name　　Mol．　wt．

1

2

3

4

5

6

7

2，6－D量一’8r’一butyl－4－methy1－pheno1（BHT）

2，2’一Methylene－bis一（4－methyl－6一α一cyclohexylphenol）

4，4’一Butylidene－bis一（2一’θ7’一butyl－m－cresol）

4，4’一Mcthylcne－bis一（2，6－di一励一butylpheno1）

Tr島一（2－methyl－4－hydroxy－5一∫8ア‘一butylphen》・1）一butane

1，3，5－Tri－methyl－2，4，6－tris一（3’，5’一di一∫〃∫一butyレ4－

　hydroxybenzyl）一bcnzcne

Tctrakis一［methylene－3一（3’，5Ldl－fθ7’一buty14’一．

　hydroxyphcnyl）一propionate］一methane

Ionol

Antioxidant　ZKF

Antage　W－300

10nQX　220

Topanol　CA

Ionox　330

Irganox　1010

220

408

382

424

543

732

1177

Table　2．　Plastic　Samples　Used　fbr　the　Test

Contens　Qf　Phenolic　antloxidant（％）

Plastic　sample AntiQxidant
Added Found＊1

Polyvinyl　chloride

Polycthylene（HD）＊2－1

一2

Polyethylene（1．D）＊3－1

　　　　　　　　　－2

Polypropylene－1

　　　　　　　　　－2

PoIystyrene－1

　　　　　　　　　－2

Acrilonitrile－Butadiene－styrene－1

　　　　　　　　　－2

Polyethylene　terephthalate－1

一2

BHT
BHT
．Irganox　1010

，BHT
Irganox　lO10

BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
Ionox　330

1rganox　1010

0．5

0．5

0．5

0．05

0．05

0．5

0，05

0．5

0．05

1．0

0．3

1，0

0．3

0．5

0．5

1．0

0．38

0．38

0．30

0．04

0，031

0．37

0．038

0．36

0．037

0．94

0．29

0．83

0．29

0．43

0。45

0．85

＊1Analysed　by　this　VMD－HPLC　method

＊2High　dinsity

＊3Low　density

　3．試　料

　実験に用いた試料はTable　2に示すもので，各プ

ラスチックに一定量の酸化防止剤を加えて成形した．

　4．　VMDの加電圧の検討

　VMDの加電圧を設定するためにパルスポーラログ

ラフを用いて，各酸化防止剤の酸化電位を測定した．

すなわち，酸化防止剤原中溶液1mZを竃解液で薄め

て10mZとし，この液を電解びんに移し，窒素ガスを

通じて除酸素を行った．電極にはグラシックカーボソ，

白金及び飽和カロメラ電極の三極を用いて0～＋1．2V

問のポーラログラムを測定した．

　5．　試験溶液の調製

　D　材質中の酸化防止剤の定量

　ポリエチレン（PE），ポリプロピレン（PP），ポリス

チレン類（PS，　ABS），及びポリ塩化ビニル（PVC）につ

いては，窒素気流中でヘキサソを用いて還流抽出を6

時間行ったのち，液を分取し試験溶液とした．

　ポリエチレンテレフタレート（PET）については，

1，1，1，3，3，3一ヘキサフル劇的ー2一プロパノールを用い

て溶かし，試験溶液とした。

　2）溶出試験

　試料の表面積1cm2当り2mJの割合’さ溶出溶媒
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（水，4％酢酸，20％エタノール，オリーブ油）をとり，

その中に試料を浸漬し，40。で10日間放置したのち液

を分取し，試験溶液とした．なお，オリーブ油の場合

は溶出後分取した油をジエチルエーテルで5倍に蒋め

て試験溶液とした．

結果及び考察

　1．　加電圧の設定

　各酸化防止剤のポーラログラムはFig。1のとおり

であり，加電圧を＋1．00Vに設定すれば，いずれの

酸化防止剤も酸化電流を生ずることが確認された，

　2．HPLCによる酸化防止剤の分離

　HPLC用溶出液には過塩素酸塩を含むメタノール

を用い，分離カラムにはODSカラムを使用し，各酸

化防止剤標準溶液10μ」を用い，それらの溶出時間を

検討した．

　Table　3にみられるように低分子量のものは溶出時

間が早く，互いに妨害することがあるが，その場合に

はメタノールに水を加えることによって分離されるこ

とがわかった．

　今回実験に用いた酸化防止剤はBHT（No．1），Ionox

330（No．6）並びにIrganox　1010（No．7）の三種類であ

り，溶出液はメタノール100％のものを用いることに

よりじゅうぶん分離することができた．この場合のク

ロマトグラムをFig．2に示した．

　3．VMDとUVDの検出感度の此較
　フェノール系酸化防止剤のHPLCによる分析には

通常UVDが用いられているので，　VMDを用いた

場合との検出感度を比較した．

　Tablc　4に両倹出器の最高感度にお｝ナる酸fヒ防止剤

1ng当りのクロマトグラムの波高を示した．　BHTを

　　　　毛N。7

　　　　歪　No．6
　　　　蓉No．5
　　　　コNo．4
　　　　偽No．3
　　　　当N。．2
　　　　§N。．1

　　　　揖　0　500　1000mV
　　　　　　　　　　I）otential　voltage

Fig．1．　Pulse　polarograms　of　Phenolic　Antiox・

　　　idants（100　ppm　Soln．）

　Condition　ofpulse　polarography：Scan　rate；5

mvlsec，　Pulse　interval；0．5　sec，　Modulation　am・

plitude；50　mv，　Working　elcctrode；G．C．E．，　Sup・

porting　clcctrolyte　soln．；Methano1（Containing

7gμofNaClO4，　l　mJμof　60％Hα04）

＊Their　chemical　name　are　given　in　Table　l

o
卜⊃

←

o
辺

o

VMD
　　inj．

UVD
inj．

職器、黙諮叫標33。

o
㎝

畔

0
0Q

9

Fig．2．　HPL－Chromatograms　of　Phenolic　AIltiox・

　　　idants（BHT：50　ng，　Ionox　330：50　ng

　　　and　Irganox　IO10＝150　ng）

　Gondition　ofHPLC：Detcctor；VMD（160　nAl

FS），UVD（0．03AUIFS），Solvcnt；Mcthanol（Con・

tahling　7gμof　NaC104　and　l　m’μof60％HCIO4），

now　rate；0．8　m〃min，　Column；Yanapak－ODS

（10μ），25cm，　i．d．4mm，　Chart　spccd；0．5　cm／

min

Tablc　3．　Rcしcntion　tlme　of　Phenolic　Antioxidants　by　HPLC

Rctcntion　timc（mi11）

No． Antiox三dant Conccntratioll　of　Metllanol（％）

100 97，5 95 90

1

2

3

4

5

6

7

BHT
Antioxidant　ZKF

Antage　W－300

10nox　220

Topanol　CA

Ionox　330

1rganox　1010

3，5

4．3

31
3，9

3，0

6．9

5，3

4．2

5．8

3．6

5，1

3，8

12．9

9．6

4．6

6．9

4．1

6，0

4．3

20．7

15．8

10，2

22．2

9．8

20．0

13．4

52．0

27．4

solvcnt＝Mcthano【（containing　79μof　Naclo4　and　l　m1μof　60％Hclo4）・lmJ／min

Column：Yanapack－ODS（10μ），25　cm，　i．d．4mm
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Table　4．　Comparison　of　Sensltivities　of　Phenolic　Antioxidants　with　Ultravio！ct

　　　　Absorptlon　and　Volutanmetry　Detectors

Peak　Helght（mm！ng）
No． Antioxidant

UVD（280　nm） VMD（1．00　volt）

1

2

3

4

5

6

7

BHT
Antioxidant　ZKF

Antage、V－300

10nQX　220

Topanol　CA

Ionox　330

1rganox　1010

2．0

3．7

5．1

3．0

4。0

1．3

2．1

218

509

405

154

159

131

31

Maximum　scns．　of　detectors　were　used負）r　the　experiments（uvD　o．ol　Au／FS，　vMD　l　nA／Fs）

Table　5．　Migration　of　Phenollc　Antioxldants仕om　Plastic　Sheets　into　20％Ethanol

　　　　and　Olive　Oil　at　40。　after　10　Days

Migration　of　Phenolic　Antioxidants（ppm）
PlastiCS Antiox1dant　　Contcnts（％）

20％Ethano1 01ive　oil

Pol》vinylchloride－1

Polyethylene（HD）＊2－1

Polyethylcne（HD）一2

Polyethylene（LD）＊3－1

Polyethylene（LD）一2

Polypropylcne－I

Polypropylene－2

Polystyrene－1

Acrilonitri1－Butadien－

　Styrene－l

Polyethylene－tere－

phthalate－1

Polyethylene－tere－

　phthalate－2

BHT
BHT
．Irganox　1010

BHT
BHT
BHT
BHT
BHT
BHT

BHT

BHT
Ionox　330

1rganox　1010

0．38

0．35

0．30

0．04

0．37

0．038

0．36

0．037

0．94

0．83

0．43

0．45

0．85

ND＊1

0．22，0．42

ND
O．05

0．45，　0．95

0，05，　0．10

0．17，　0．41

ND
ND

ND

ND
ND

ND

ND
7．7

ND
l．8

40

3．9

5。9

2．5

ND

ND

ND
ND

ND

＊1（ND：＜0．05　ppm）＊2　HD：High　denslty，＊3　LD：Low　density

例にとると，UVDの場合は，通常用いられる感度は

0．04AU／FSであることからIng当たりでは0．5mm

の波高であった．一方VMDでは1nA／FSで用いる

ことが可能であり，1ng当りの波高は218mmと

UVDよりもかなり大きく，10ppb溶液でもじゅうぶ

んに測定可能であった．

　4．　試料中の含有量並びに食品擬似溶媒への溶出量

の測定への応用

　Table　2に示した試料について，材質中の酸化防止

剤の含有量並びにそれらの試料からの油脂や食品擬似

溶媒への溶出量を，試験溶液10～20μZを用い，VMD－

HPLC法により測定した．

　その結采をTable　5に示した．

　水及び4％酢酸ではいずれの試料からもBHTなど

の酸化防止剤の溶出は認められなかったのに対し，20

％エタノール及びオリーブ油を用いたとぎにはBHT

を含むPE及びPPからBHTが溶出することがわ
かった．低密度PE（LDPE）では，同程度のBHTを

含む高密度PE（HDPE）やPPと比べて，　BHTの浴

出量が大きいことがわかった．Irganox　1010を含む

HDPEからは20％エタノール及びオリーブ油のいず

れの場合も溶出は認められなかった．PVC，　PS，　ABS

並びにPETについては，酸化防止剤の溶出は認めら

れなかった，
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暮
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暮
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VMD
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I・ganQ・101P
Ionox　330
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　BHT
Irganox　1010

　10nox　330

（B）　11㎝ 三nl．一

　赫　
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・婁

自

二

；

Fig．3．　HPレchromatograms　ofPhcnolic　AntiQx－

　　　idants　in　olivc　oil（A）Antioxidants　soln．

　　　in　olivc　oil，（B）olivc　oil

　Prcparation　of　test　soln．：2ml　of　olive　oil　was

diluted　to　lOmJ　wkh　ethyl　ether，　app1童cd　fbr　20

μof　tcst　soln．　at　HPLC

　Scns．：VMD　80　nA！FS，　UVD　O．04　AUIFS

　Chart　specd：0．5　mm／min

　Fig。3にオリーブ油並びにこれにBHT，　Irganox

1010及びIonox　330を溶かした液（いずれもジエチ

ルエーテルを用いて5倍に薄めたもの）のクロマトグ

ラムを示した．対照のオリーブ市中にはBHTがわず

かに認められるが他の酸化防止剤は含まれていない．

しかし，Irganox　IOIOの保持時間に近いところに妨

害ピークが現われるので，更に微量の定量を行うには，

アセトニトリルやジメチルスルポキシドを用いて油脂

分を除いて行う方法6・7）を用いる必要があると考えら

れる．

ま と め

VMD－HPLC法を用いることによって，　BHTなど

の低分子量のフェノール系酸化防止剤の微量分析が可

能であり，繁雑な濃縮や精製の操作が不必要となるた

め分析時間が短縮でぎる利点があることがわかった．・

　作成した試料で，添加量に比べて含有量の測定値が

約30％減少しているが，これは成形時の加熱による分

解あるいは揮散によるものと考えられる．

　溶出試験においては，ポリオレフィン系のプラスチ

ック（PE，　PP）から20％ニタノール及びオリーブ油中

にBHTが溶出したが，他の材質では酸化防止剤の溶

出は認められなかった．したがって，ポリオレフィン

系樹脂を脂肪性食品の容器包装に使用すると，BHT

などの添加剤が食品中に溶出し易いと推察される．

　なお，この報告は日本食品衛生学会第40回学術講灘

会で発表したものである．

　終わりにこの実験に当り，試料を提供して戴いたポ

リオレフィン等衛生協議会に感謝致します．
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．P∫α’40ηzoπα5　sp．シクロヘキシルアミンナキシダーゼの補酵素の推定

　　　菌の生育度に及ぼすビタミン拮抗体の阻害作用を利用して

土屋利江・山斗　力

　　　　　　　Estimation　of　the　Prosthet1c　Group　of　P5θπ（伽ηoπα5　sp．

Cyclohexylamine　Oxidase　by　Using　V五tamin　Antagonists　in　the　Bacterial　Cultivation

Toshie　Tsuc111YA　and　Tsutomu　YAMAIIA

　In　order　to　lndirectly　estimate　the　prosthctic　group　of　cyclohexylamine（CHA）一〇xidase，　the　inhibitory

eHセcts　of　the　vitamin　antagonists　on　the　growth　of　cyclamate（CHS）・assimilating　bacterium，　P5θπ面η20ηo∫

sp．，　possessing　the　enzyme　system（CHS－sul伍matase　and　CHA－oxidase）最）rming　cyclohexanone（CHnonc）

倉oln　CHSぬCHA，　were　investigated　by　using　quinacrine　and　toxopyrimidine．

　Qμinacrine　caused　the　prolongation　of　the　Iag　phase　in　CHA－medium　contalning　CHA　as　the　carbon

source　at　the　Iowcr　conccntration　th狐in　CHnone－mcdium　containing　CHnone　as　the　carbon　sour㏄．

　On　the　contrary，　toxopyrimidine　was　R）und　to　prolong　the　lag　phase　in　CHA－medium　to　the　salne　extent

as　that　in　CHnone－medium．

　Consequently，　CHA－oxidase　was　suggested　to　be　a　Havoprotein。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

ま　え　が　き

　Cyclamate（CHS）を飲料水として与えたモルモヅト

の糞から分離したP58μ40脚ηα∫sp．　K株Dにiよ，　CHSを

CHS－suIfamatase（EC　3．10。1．2）2）により　cyclohexyl－

amine（CHA）に，　CHAをCHA－oxidase（EC　L　4．3．

12）3，によりcyclohexanone（CHnoneMこ分解する酵素

系が存在する．anline　ox1daseには，　FAD及びpy・

r1doxal　phosphateなどを補酵素とするものが知られ

ている．

　そこで，このCHS資化菌に存在するCHA－oxidase

にいずれの補酵素が関与するかを推定するために，補

酵素を構成するvitaminのantag。nistによる菌への

生育阻害度を，培養基質間で比較した．すなわち，

CHS→CHA→CHnone→のように初期の代謝経路が判

明している場合，CHA及びCHnoneを唯一の炭素源

とし，培地に種々の濃度のantagonistを添加するこ

とにより生じる菌の生育阻害度を比較した．

　その結果，vitamin　B2　antagonistであるquinacrine

による生育阻害実験から，CHA。oxidaseはHavoprot・

einであることを支持する結果が得られたので報告す

る．

実験　方　法

　1．　試薬及び測定装置

　toxoPyrimidineは，大阪大学，平岡栄一博士より供

与されたものを使用し，その他は冷血特級試薬を使用

した．

　autobiophotometerはJobin・Yvon鋭刃（型式Bio・

Lo9皿）を，　Monod三振とう培養器は中島製作所製

を使用した．

　2．菌株
　P58認。擢。πωsp．（K株）を使用した．この株は，

sQdium　cyclamate（CHS・Na）を飲料水として与え，尿

中にCHA及びCHnoneなどを排泄しているモルモ

ヅトの糞から分離されたものであるP，

　3．　菌の保存方法

　培地：CHS－Na一無機塩一vitamin培地組成をTablc

Iに示す．この培地を121。，15分間加圧滅菌して使

用した．

　菌の保存：CHS－Na資化菌の1株であるP5θπゐ勘

伽α∫sp．を100　mJの三角フラスコ中の20　mJの培地

に加え，30。で静置して保存した．約10日ごとに，そ

の5～7mJをとり，遠心分離し，沈殿した菌を新しい

培地に加え同様に保存した．
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Tablc　1．　CHS・Na・inorganlc　salts－vitamlns　medium Table　2．　Basal　medium

CHS．Na
NaCI

MgSO4・7H20

MnSO4・4H20
FeSO4・7H20

CuSO4・5H20

Na2B407・10H20

ZnSO4・7H20

Na2MoO4・2H20
CaC】2・2H20

K2HPO4
KH2PO4
Thiaminc

Riboflav五n

ρ一Aminobenzoic　acid

Niacin

Calcium　pantothenate

Pyridoxine

Follc　acid

Biotin

、Vater　to

　0．259

　0．20g

　lOmg
O。50mg

O．50mg

　1．5μ9

　3，0μ9

　15μ9

　3．0μ9

6．Omg

　25mg
　25mg
　10μ9

　20μ9

　10μ9

　20μ9

　20μ9

　40μ9

　10μ9

　40ng
　100mJ

NaCI

MgSO4・7H20

MnSO4・4H20
FcSO4・7H20

CuSO4・5H20

ZnSO4。7H20

Na2MoO4・2H20
CaC12・2H20

CoSO4・7H20
K2HPO4
KH2PO4

0，409

2．Omg

l．Omg

1．Omg

3．0μ9

　30μ9

6．0μ9

12mg

24μ9

50mg
50mg

Na2SO4

（NH4）2SO4

120mg＊

60mg＊＊

　　　　　　　　　　　Watcr　to　IOO　mJ，　pH　7．0

＊contalning　only　in　CHA－medium

＊＊containing　only　in　CHnone－medium

pH　7．0

　4．菌液の作製

　保存培聞した培地の50～60mJを，15000　rpm，10

分間遠心分離し，約20mZの生理食塩水で菌体を3回

洗浄後，約5～6mZの生理食塩水に懸濁させる．この

ものを更に生理食塩水で15倍に希釈した菌浮遊液

（OD働nm≒0．3）を，　quinacrineを用いた実験のため

の菌液とした．

　toxopyr1midineを用いた実験では，上記の操作で

調製した菌浮遊液を更に150培に生理食塩水で希釈し

たものを菌液とした．

　5．　培地及び培養条件

　quinacrinc（vitamin　B2　an畝gonist）4）を使用した実

験では，Tablc　2に示す基礎培地に，悲質として0．34

％CIIA塩酸塩（分子旦135．6・1）及び0．25％CHnonc

（分子jll二98．14）を，それぞれ加えた2種預の培地を使

用した．

　上記の培地をそれぞれL字管に8．5mJ採り，種々

の濃度のquinacrinc（最終濃度0．15～10mM）及び水

を加えて16．5m～にする．渋苗後，苗液0．5m～を加

え，30。にて，Monod式振とう培養li：｝て培養した．

　一方，tox・Pyrlmldinc（・・itamin　B6　antagonist）5）を

使川した尖験では，Tablc　2に示す三二培地に，基質

として0．34％CIIA塩酸塩及び0．25％CHnoncを

それぞれ加えた2種類の培地を使用した．基礎培地を

autobiophotometer用セルに4mZ採り，種々の濃度

のtoxopyrimidine（最終濃度20，40　mM）及び水を加

えて7．75mJにする．滅菌後，菌液0．25　mJを加え，

30。にて，autobiophotometerで培養した．

　6．　生育度の測定

　菌の生育度は，550nmあるいは650　nmにおける

ODにより示した．　L字管を用いた実験では，培養液

4mJずつ抜取り，菌の生育度を測定した．

　autobiQphotomcter用セルを用いた実験では，セル

を白丁分光光度計にすえつけたまま，連続的に生育度

をプロットさせた．

結果及び考察

　CHS，　CHA及びCHnoncをそれぞれ基質にして培

義した．その時の培養時間と生育度の闘係をFig．1に

示す．

　CHSはCHS－sul飴matユsc2｝により脱硫酸されて

CHAに，　CHAは更にCIIA－ox1dase3）により酸化的

脱アミノされてCHnoncにまで分解されて，その後

資化されることが判明している．

　また，CHS－sulfamatascのK川値（5　mM）は，　CHA－

oxldascのK餌値（0．25　mM）より大きいことより，

CHS－su1｛hmatascがCHS代謝上kcy　cnzylneであ

ることが判明しているが2・3），このことは本実験結果か

らもうかがえる．

　CHAを基質にしたときは，比較的速やかにCHnone

に代謝されるために，CHnoneを基質にしたときとそ

れほど生育速度に差はないが，CHSを基質にしたと
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Fig，2．　Eflヒct　of　quinacrine　on　the　bacterial

　　　gro、島th　in　CHA－lncdium

O一〇，blank；×一一×，0．15mM；△一・一△，
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Fig．3．　EHヒct　of　quinac盛ne　on　the　bacterial

　　　growth　in　CHnone－medium

O一一〇，blank；×一一×，0．2　mM；△一一一△，

0．5mM；▲一一▲，1．O　mM；●一一●，10mM
（qUinaCrine，　final　cOnC．）

Table　3．　EfRコct　of　quinacrine　on　the　lag　phase

　　　　period　during　growth

substrate

qulnac「1ne
　（mM）

CHA CHnone
1ag

phase　ratlo
（hr）

lag

phase　　ratio
（hr》

0

0．15

0．20

0．50

1．0

10

10

30

50

70

150

1

3

5

7

15

10

10

10

30

130

1

1

1

3

13

きには，CHA及びCHnoneに比べ非常に生育速度が

遅いことが判明した．

　このことからも，CHSから脱硫酸されてCHAに

なるまでの過程が律速段階であることがわかる．

　CHA及びCHnoneを塾質としてP56μ40脚ηα5　sp．

を培養した場合のquinacrineの生育阻害を，それぞ

れFig．2，3に示す．

　いずれの基質を用いた場合も，quinacrineの濃度に

応じて阻害が強く現れるが，その程度は異なり，CHA

CHnoneの順に強く現れた．

　例えばCHnoneを基質にした場合（Fig．3）は，

quinacrine　O．2mM及び0．5mMでは阻害がみられ

ず，lmMでわずかに阻害がみられた．一方，　CHA

を基質とした場合（Fig．2）は，0．15mMのqulnacrine

で阻害が明らかに観察できる．

　P∫8副。脚πωsp，はvitamin　B2合成系を持ってい

ることや，quinacrineを分解するために，培費中に生

The　lag　phase　was　determined　as　the　period　during

wh1c110D650nm　was　increased　up　to　O，05．

育阻害の回復がみられる（F19．2，3）．したがって，定

常期のmaximum　growthを50％阻害するquinacrine

濃度をCHA及びCHnoneについて求め，阻害の程

度を比較することができない．

　そこで，基質の差異による阻害の比較を1ag　phase

の長さで比較することにした．しかし，両基質により

増殖速度がそれぞれ異なるので，それぞれの基質での

quinacrineを加えた場合と加えぬ場合のlag　phaseの

比をとり比較することにした．

　Table　3に示すように，　CHnoneの場合は，　quin－

acrine　l　mMで1ag　Phaseが3倍に延長されたのに対

し，CHAでは0．15mMで3倍，0．2mMで5倍の
延長が観察された．

　したがって，CHAを基質とした方が，　CHnoneを
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Tablc　4．　EHヒct　of　toxopyrim呈dine　on　the　lag

　　　　phase　period　during　growth

1 substrate

1
デ

’

toxopyrimidine

　　（mM）
CHA CHnone

’

1ag

phasc　　　ratio
（hr）

1ag

phasc　　ratio
（hr）

ロ

1　’
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Fig．4．　Ef艶ct　Qf　toxQpyrimidlne　on　the　bacterlal

　　　growth　in　CHA－and　CHnone－medium

Sub．　CHA＝○一〇，　blank；　ローHコ，20　mM；

△一一△，40mM／tube　of　toxopyrimidine

Sub．　CHnonel●一●，　blank；■一．一■，20　mM；

▲一一▲，40mM／tube　of　toxopyrimidine

類質とした場合よりもより低濃度のquinacrineで生

育阻害が生じることが明らかとなった．

　CHSは，　CHS→CHA→CHnone→の分解過程をへ

て代謝されることが知られている1｝．CHA→CHnone

の段階を触媒する酵素であるCHA－oxidaseにflavin

が関与することが以上のquinacrineの生育阻害実験

から予想される．

　同じ菌株から分離，精製したCHA－oxidaseは，

FADを補酵素とするβavoprotdnであることが直接

確かめられている3）ので，この方法で酵素反応に関与

する補酵素を推定することができると思われる．

　次に，vitamln　B6　anねgonistである　toxopyr三m・

idlnc5）による生育阻害について検討した．

　CHA及びCHnoncそれぞれを基質とした培嚢で，

実験したいずれの濃度のtQxopyrimidineに対しても，

Fig．4に示すように菌の生育は遅れた．

　この結果から，toxopyrimidincの阻害度の強さを

CHA及びCHnoncの2種の基質について比較した．

quinacrineの実験と同様に，　lag　Phaseの長さ（OD55D、m

O，04までに要する培養時間とした）をはかり，toxopy・

rimidineを加えないcontrQlに対する延長比を求め

た（Tablc　4）．

　その結果，両基質培養において，延長時間比がとも

に2前後を示したので，toxopyrimldineによる阻害

の強さは同程度であることが明らかとなった．

Thc　lag　phasc　was　dctcrmincd　as　the　pcriod　during

which　OD550nm　was　incrcased　up　to　O．04．

　これらのことから，CHA→CHnoneの段階を触媒

する酵素であるCHA－oxidaseにpyridQxal　phosphate

は関与していないことが推定された．

結 語

　L　CHS資化菌P58μゴ。加。ηα5　sp．によるCHS代謝

経路で，生育曲線より，CHSからCHAへの転換過

程が律速段階であることが示唆された．

　2．CHS資化菌におけるlag　Phaseがcolltrolの

3倍に延長されるときのquinacrineの濃度は，0．15

mM（培養基質：CHA）及び1mM（培養基質：CH・

none）で，　CHAの方がCHnoneより低濃度で阻害が

現れた．

　3．CHS意趣菌の生育は，　toxopyrimidineを使用

したとき，CHA及びCHno壁の培養基質間で，そ

のlag　phascの長さの延長に差がなかった．

　4．　したがって，CHSはゆっくりCHAに代謝さ

れた後，navoprotcin　enzymcと思われるCHA・oxidasc

によりすみやかにCHnoneに転換されるものと考え

られる．
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　　　実験動物の血清生化学値　V

溶血によるラットの血清生化学値の変動

斎藤　実

　　　　　　Biochemical　Values　in　Serum　of■aboratory　Animals　V．

Variation　of　the　Biochemical　Values　of　Rat　Serum　Contained　Some　Hemolysates

Minoru　S萬TOH

　The　present　exper三ment　was　undertaken，　using　the　blood　samples　obtained廿om　3．month．01日目Inale　Wis・

ter灯CL　rats，　to　examine　the　inter蝕ence　of　routine　serum　analysis　by　concomitant　hemolysis．　Additions

of　hemolysates　to　sera　in　concentrations廿om　O．13to　1．32　g／dl　ofhemoglobin　showed　to　cause　various　grades

of　changes　in　the　values　of　many　estimation　items；increase　in　the　valucs　of　urlc　acid，　creatinine，　total　pro・

tein，　albumin，　total　bilimbin（T－BIL），　nonesterified飴tty　acid（NEFA），黛ee　cholestero1（F－CHO），　potas－

sium，　inorganic　phosphorus　and　magnesium　and　of　the　activities　of　glutamate　oxaloacetate　transalninase，

glutamate　pyruvate　transaminase，　glucose－6。phQsphate　dehydrogenase（G6PDH），　malate　dehydrogenasc

（MDH），　Iactate　dehydrogenase（LDH），α一hydroxybutylate　dchydrogenase（皮一HBDH），　aldolase　and　iso・

citric　acid　dehydrogenase；decrease　in　the　value　Qf　leucin　aminopeptidase　actlvity．　It　was荻）und　that　the

conspicuosly　aHヒcted　items　were　T－BIL，　NEFA，　G6PDH，　MDH，　LDH，　F－CHO　andα一HBDH．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

は　じ　め　に

　実験動物から採取した血液を遠心分離して得られた

上清が赤色を呈していれば，それは赤血球の破壊によ

るヘモグロビンの混在を意味し，その原囚は主に採血

時における物理的刺激によるものと思われる．

　赤血球に限らず血球中に含まれる成分は血清中のそ

れと濃度を異にするものが多く，CarawayPは血漿に

対して赤血球中のLDH，　GOT，　K，　GPT及びCRN

が高く，UA，　Ca，　Naなどが低いことを報告している．

このことは，溶血した血液から得られた血清中の成分

の量は血球中の成分が混在するために，例へばLDH

は加算されて高い値に，逆にUAは稀釈されること

になり低い値を示す結果となる．

　著者はラットの血清成分測定時における溶血血清の

影響を調べ，若干の知見を得たので報告する．

実験材料及び方法

　1）実験動物　3箇月令のSLC，　Wistar系雄ラット

（静岡実験動物）15匹を使用した．

　2）飼育条件　4匹毎の集団で飼育し，飼料は旧型

飼料（船僑農場，飼育MM－1）を与え水と共に自由に

摂取させた．環鏡温度は24±1。である．

　3）検体　16時間除飼したラット15匹を用いた．

　（a）　血清分離　先づ無麻酔下に13匹のラットの腹

大動脈より採血針を用いて採血した．血液はそれぞれ

1匹分を試験管に取り，氷水中で冷却し，30分放置後

3000回転で10分間遠心し，血清を分取した．13匹分の

血清を合わせ，十分混和し混合血清とした．

　（b）赤血球の分離　残りの2匹から無麻酔下に血

清の場合と同様に採血（約3mのし1匹必ずつ生理食

塩水45mJを入れた50　mZの共栓遠心管に入れ，静

かに転倒混和し，3000回転で5分間遠心し，上清を除

去し，更に生理食塩液50m♂を加え同様に操作し，洗

浄血球を得た．次に重量既知の共栓試験管に一定量

（約0．5mのの洗浄血球を入れ，再び重量を廻り，つ

いで増加重量分の9倍量の水を加えて，転倒混和し溶

血液とした．

　（c）検体の調整　混合血清と溶1血液をTab！e　1

に示すような割合に調整し検体とした．

　4）　溶血血清成分の定量

　検体につき前報DのTable　1に記載した2壬項目の

他に遊離型コレステロール（F－CHO），ビリルビン（T－

BIL），アルドラーゼ（ALD），インクエン酸脱水素酵素

（ICDH），グルコース6一リン酸脱水素酵素（G6PDH），

グルタミン酸脱水素酵素（GLDH），グリシル・プロリ

ル・ジペプチジルアミノペプチダーゼ（GP－DAP），リ

ンゴ二二水素酵素（MDH）及びヘモグロビン（Hb）の
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Tablc　1．　Compos1tion　of　serum　samplcs

Number　of　sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Scrum

Hcmolysate＊

Normal　salinc
　solution

（mの　2　　1．992

（m1）0　0．08

（mJ）　2　　1．928

1．986　　　1．98

0．14　　0．2

且．874　　　i．82

1．97　　1．96　　1．95　　1．9・妥　　1．92

0．3　　0．4　　0，5　　0．6　　0．8

1．73　　　1．64　　　1．55　　　1．46　　　1．28

1．9　　1．8

1．0　　2．0

1．1　　0．2

＊：　dnuted　with　water　to　tcn・R）1d　volumc　thc　isolatcd　blood　cc11

Table　2．　Test　and　rcagcnt　kit

　　Tcst
（イ＼bbrcv｛atio11）

⊃しfanu亀cture

（Codc　numbcr）
ムiethod　and　princ量ple

To【al　bilirubin

　（T－BIL）

Aldorase

　（ALD）

　（G6PDH）

　（GLDH）

　（ICDH）

　（MDH）

Hemoglobin
　（Hb）

Frcc　choIesterQ1

　（F－CHO）

　（GP－DAP＞

Glucosc－6－phosphate　dchydrogenase

Glutamate　dehydrogcnas¢

Isocitrate　dchydrogenase

ムエalate　dehydrogenase

BMY（1239壬3）

BMY（123838）

BMY（124672）

Bムff（124311）

BMY（125989）

BMY（124940）

、Vako　（279－10701）

B剛（310328）

WAHLEFELD；Condcnsation　with　dlazonium　sa1亡（End　poin亡）

BEISENHERZ：Scission　of　C＿C　bond　or　fructose－1，6－diphosphatc
and　reduction　by　ALD，　TIM，　GDH　system！NADH（Rate）

KORNBERG：Oxidation　of　glucose－6－phosphate！NADPH（Ratc）

ANONYM：AminatiQn　Qfα一ketoglutarate1NADH（Rate）

WOLFSON：Decarboxylation　of　isocitratc（Rate）

BERGMEYER＝Tranεamination　of　aspartatc，　and　oxidatioa　of
　oxaQacctate　by　GOT，　MDH　systcm1NADH（Rate）

ICSH＝Formation　ofcyanmethemoglobin（End　point）

TRINDER＝Oxldation　by　cholesteroI　oxidasc

Glycylprolyl　dipeptidyl　aminopeptidase　NAGATSU：Hydrolys沁ofglycylprolyl－p－nitroanilide／p－nitroanilinc
　　　　　　　Fし口IZOHKI（FS－I13）　（Rate）

9項口（Table　2）を加え計33項目についてそれぞれ試

薬キットを用いて測定した．

　測定機．器は，畑鼠質（Na，1｛，CI）については電解質

オートアナライザー（702型，「1立製），別にNEFA

は血清遊離脂肪酸測定川NEFA試薬を用いて比色定

回した．蛋白質その他の項目にはオートアナライザー

（Gcmsacc　IV，米国Elcctro　Nuclcollic室Dを使用し

た．

　　　　　　　　実験結果及び考察

　各検体のHbの測定値をTable　3に示す．

　Flg，1に横軸には各検体のHb量を示し，縦輌に

は，各検体について33項目の血清成分の量を測定し，

溶血血清を加えていない血清の成分量を1とした時の

各検体の比率で表した．

　沿血血清中で最も変化の著しかったT－BILを例に

とってみると，1．320gHb／dJの溶血血清ではT－BIL

が正常血清に比べ約40傍の増加を示した（Fig．1－C）．

ラットの血中ヘモグロビンは平均169／dZである．こ

Table　3．　Hcmoglobin　conccntration　in　serum

　　　　samplcs

Number　of　sample　　　　HcmQglob三n（g　Hb／dl）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0．023

0．129

0．198

0．255

0．334

0．431

0．511

0．620

0．772

0．910

1．320

の1．320gHb／d1の溶血血清は赤血球の約1／工0が破

壊されたときに相当するが，その血清中T－BIL量は

正常血清に比べて約37催に増加することになる．この

ようにして，種々なHb濃度の溶血血清中の各種成分

の量を，そのHb濃度の増加に対比させてみると次の
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Fig。1．　InHuence　of　hemolysis　on　rat　senlm　components
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Abscissa：concentration　of　hemoglobin（gHb！dり
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CIass

Fig．2．　Distribution　of　concentratlon　of　hemoglobin

　　　　ln　rOUtlne　rat　SerUm

如くになる．

　蛋白及び窒素化合物（Fig．1－A）T－PRO，　ALBは

徐々に増加し，CRNは0．3gHb／d’附近から，また

UAは0．6gHb／dJ　Ff，近から急激に増加する．しか

し，BUNは何ら変化を示さなかった．

　蛋白代謝系酵素（Fig．1－B）GOTは0．4gHb／dJ

附近より，また，GPTは0．6gHb／dJ附近より増加

した．GLDHは1．32　g　Hb／dJで増加を示したにすぎ

ない．GP－DAPはα4gHb／dJで減少し始め，0，89

Hb／d‘以後は逆にわずかではあるが増加の傾向を示し

ている．LAPは0，8gHb／dJ附近から減少する傾向

にある．γ一GTPはいつれの倹体についても検出され
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なかった．

　糖，脂質及び生体色素（Fig．1－c）F－cHo，　NEFA

が増加し，特にT－BILはHb濃度にほぼ比例して

著しく増加した，PL，　T－GLY，　T－CHO，　GLUに｝よ大

きな変化はなかった．

　糖代謝系酵素及びTCA回路酵素（Fig，1－D）一G6・

PDH，　LDH，MDH，α一HBDHは0．1gHb／dJの濃度

より増加しはじめその後著しい増加を示している．

ALDは0、2gHb／d‘附近より増加している．　ICDH

は1．320gHb／d’で明らかな増加を示した．

　無機質（Fig．1－E）Kは0．3gHb／dJ附近から明

らかに増加した．Pi，　Mg，　Caは0．9gHb／dど以上で

増加した，Na，　Clには大きな変化は見られなかった．

　その他の酵素（Fig．1－F）CK，CHEには変化がな

く，ALPは0，5gHb／dJ附近から減少する傾向にあ

った．

　当研究室で最近行われた薬物負荷ラットから得られ

た398例の血清について調べたところ平均0．14±0．13

（SD）gHb／d‘の面すそ引きの型分布（Fig。2）で示され

るHbが測定された．

　このことは平均して，几そ赤血球の1／100の程度の

溶血を生じているとも考えられる，この中で＋1SD

を越える血清についてみると，そのうちのいくつかは

透明な赤色血清あるいは赤色の忍び血清であったが，

その他の大多数は乳び血清であった．

　この平均値を今回の溶血血清を用いた実験と対比し

てみると0．14gHb／dZ地点ではT－BIL（3倍），　G6・

PDH及びMDH（2倍），　LDH（L6倍），　F－CHO

（1．8倍），α一HBDH（1．3倍），その他変動が大きいが

NEFA（3．5借）などが増加していることがわかる．し

かしながら，ここに用いた溶血血清は赤血球に水を加

えて，半透膜を介しての細胞内外の滲透圧の差を利用

したもので実際の採血における機械的刺激による溶血

と同一の血清成分パターンを示すかどうかわからない

が，肉眼的に溶血の有無が不明の血清の場合でも上述

の7種の成分の測定値に影響が及んでいる可能性が考

えられ，血清成分の測定に当っての溶血の重要性が示

唆された．

結 論

　血清中に血球の破壊による血球成分が混入するとき，

血清成分は同一の血球由来成分が加算されたり，細胞

液に稀釈されたり，あるいは測定法の妨害によって生

化学値に大きな影響を及ぼす．UA，　CRN，T－PRO，

ALB　T－BIL　NEFA　F－CHO　GOT　GPT　G6PDH　　，　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　，

MDH，　LDH，α一HBDH，　ALD，　ICDH，　K，　Pi及び

Mgは見掛け上の増加を，またLAPは見掛け上の減

少をもたらす．特にT－BIL，　G6PDH，　MDH，　LDH，

F－CHO，α一HBDH等は溶血の影響を非常に大きく受

けるので，これらの険査項目に異常値が見られた場合，

投与薬物の影響を評価する前に溶血血清であるか乳び

血清であるかを確認する必要がある．

　終りに臨み，本報告に御校閲を賜わった戸部満寿夫

部長，御指導を戴いた中路幸男，鈴木幸子の両氏及び

惜しみなく協力された第三室の諸氏に深甚の謝意を表

します，
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合成化学研究部で合成した化合物の抗腫瘍効果（V）

宮原美知子・神谷庄造・中舘正弘・末吉祥子

　　　　　　丹野雅幸・宮原　誠

Antitumor　EHヒct　of　Compounds　Synthesized　in　the　Div1sion　of　Synthetic

　　　　　　　　　　　　　　Chemistry（V）

Michiko　MIYAIIARA，　Shozo　KAMIYA，ムfasahiro　NAKADATE，　Shoko　SuRYosHI，

　　　　　　　Masayuki　TANNo　and　Makoto　MIYAHARA

　As　an　extension　of　this　scries　the　antitumor　activity　of　255　compounds　synthesized　in　the　Division　of　Syn。

thetic　Chemlstry　was　tested　with　Donryu　rats　bearing　AH13cells　and　also　with　CDFl　mice　bearing　L1210

cells．　Twcnty　five　compounds　of　tllese　were　divided　into　three　groups　consisting　of　2－oxazolldones，　thia．

zoles，　thiadiazoles　and　other　compounds．

　Some　of　2－oxazolidone　N－nitroso　derivatives　were　slightly　eHヒctive　against　AHI3．　Some　of　thiazole

and　thladlazole　derivativcs　bcaring　an　alkylnitrosourea　group　were　cf琵ctive　against　AH130r　L1210．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　合成化学研究部は，昭和47年IL月より，当部で合成

した化合物についてその抗腫瘍性を2種の方法を用い

てスクリーニングを行っているが，現在まで255種の

化合物についてのスクリーニングを終了した．これら

のうち230種の化合物についてのスクリーニング結果

は本誌で既に報告した1－4）．今回，新しく合成した25

種（E－231～E－255）の化合物についてのスクリーニン

グ結果を報告する．

　1．　スクリーニンゲ方法

　〔1〕　AH13スクリーニングシステム

　106個のAHI3細胞をドソリュウラットの腹腔内に

移植し，3日後に腹水を採取し，培養状態を確かめた

上でテストに使う動物を決めた．1群6匹とし，処置

群は2～3群とした．移植後3日目より毎日1回計5

回連続投与により，効力を倹討した．効力の評価は移

植後60日での生存率によった．判定基準は次のように

定めた．

　　　AH　13スクリーニングの効果判定基準

評

±＊

十

升・

価 60日生存率
　　0／6

　0／6～1／6

　2／6～3／6

　4／6～6／6

＊ただし，60日生存動物がないものでも，60日以内

　での生存延長のみられたものを含めた．

　〔2〕　L1210スクリーニングシステム

　106個のL1210細胞をCDF1マウスの腹腔内に移植

し，2日と6日目に腹腔内に化合物を投与した．1群

3匹で3～4群の処置群を使った．効果は最高T／C

（処置群の平均生存日数／対照群の平均生存日数）％に

より表した．T／C％≧125％を有効の目安とした．

　2．化合物

　今回スクリーニングを行った化合物は3系統に分類

できる．その分類，化学聞及び融点又は分解点は次の

とおりである．

・（1）2一オキサゾリドン誘導体及び関連化合物

E－231：5－Bromomethy1－2－oxazolidone，　mp106－107。

E－232：5－Chloromethyl－3－nitroso－2－oxazolidone，

　　　mpI5－20。

E－233：5－Bromomethyl－3－nitroso－2－oxazolidone，

　　　mp　41－42。

E－238：5－Methyレ2－oxazolidone，　mp　l　13。

E－254＝1－Nitroso－2－imidazolid三none，　mp　98－100。

　（2）チアゾール誘導体，1，3，4一チアジアゾール誘導

　　　体及び関連化合物

E－239：2－Aminothiazole，　mp　90。

E－241：N－Methy1－N’一（thiazol－2－yI）urea，　mp　126。

E－242：N－MethyI－N’一（thiazol－2－yl）一N－nitrosour（沿，

　　　dp　109。

E－243：N一（2－Chlor㏄thyl）一N’一（thiazo1－2－yl）urea，
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　　　mp　128。

E－244：N一（2－Chlor㏄thy1）一N’一（thlazo1－2－y1）一N－

　　　nitrosourea，　dp　1210

E－245：1，1’一Hexamethylenebis［3一（thiazo1－2－yl）・

　　　urea］，　mp　242。

E－240：2－Amino－1，3，4－thiadiazole，　mp　191－192。

E－246：N－Methyl－N’一（1，3，4－th三adiazol－2－yl）urca，

　　　mp　231。

E－24フ3N－Mcthy1－N’一（1，3，4－dliadiazol－2－yl）一N－

　　　nitrosourca，　dp　128。

E－248：N一（2－Chlor㏄t！1yl）一N’一（1，3，4－thiadiazo1－

　　　2－yl）urca，　mp　161－162。

E－249：N一（2－Chlor㏄thyl）一N’一（1，3，4－thiadiazol－

　　　2－yl）一N¶itrosourea，　dp　l29。

E－250：1，1’一Hexamethylenebis［3《1，3，4－thiadiazol－

　　　2－y1）］urea，　mp　242。

E－251：1，1’一Hcxamethylenebsi［1－nitroso－3一（1，3，4－

　　　thiadiazol－2－y1）］urea，　dp　163。

E－255：2－Benzoylamino－1，3，4－thiadiazole，　mp

　　　206－207。

E－236：2，5－Bis（4－pyridyl）一1，3，4－thiadiazole

　　　dihydrochloride，　mp　250。

E－253：2－Accthylamino－1，3，4－thiad王azole，　mp　268。

E－235＝S－Methy1－isothiourea，　mp　235。

E－237：S－Methyl－thiosemicarbazide，　mp　136。

E－252：Ethyl　N－thioureidoR）rmlmldate，　dp　l63。

　（3）その他

E－234：4一（2－Clllor㏄thyl）cycloscrine，　mp　173。

　Result5

Compound
numbcr

　AH13
SC「cenlng

　1．1210

SC「eenmg
Max．　T／C％

E－244

E－245

E－2壬O

E－246

E－247

E－248

E－249

E－250

E－251

E－255

E－236

E－253

E－235

E－237

E－252

±

十

（3）Miscellaneous　compounds

　　E－234　　　　　　一

159

100

138

113

171

H3
118

104

116

119

140

109

109

100

98

107

3．　スクリー＝ンゲ結果のまとめ

以上の結果を次のように集計した．

化合物群

AH13

スクリー
ニ　ング

　≧±

L1210

Compound
number

スクリー
　　ニソグ
Max．　T／C％

　　≧125

　AH　13

sc「ccnlng

　L1210
　screcn且ng
Max．　T／C％

（1）　2－Oxazolidonc　derivadvcs　and　their　rclated

　　compounds

（1）2一オキサゾリドン誘導体

　　及び関連化合物　　　　3／5

（2）チアゾール誘導体

　　1，3，4一チアジアゾール誘

　　導体及び関連化合物　　4／19

（3）その他　　　　　　　0／1

1／5

4／18

0／正

E－231

E－232

E－233

E－238

E－254

±

±

十

102

114

109

113

168

（2）　Tlliazolc　deriv3tives，1，3，4－thiadiazolc　dcri・

　　vativcs　and　tllcir　relatcd　compounds

　　E－239　　　　　　　　　－　　　　　　　　　116

　　E－2・H　　　　　　　 十十　　　　　　　　100

　　E－242　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　184

　　E－243　　　　　　　　　－　　　　　　　　　113

　2一オキサゾリドン類については前年度の本誌におい

てもふれたが，次のことが考えられる．2一オキサゾリ

ドン誘導fl＝はN一ニトロソ鰭の滋入により，　AH13や

L1210に効力を発揮する．ただし，そのAHI3や
し1210に対する効力は｛．1．1当するイミグゾリジノγ誘導

体の揚合と比較すると弱い．また，その作用としてア

ルキル化が考えられるが，4一（ρ一nitrobcnzyl）pyridinc

による呈色反応によるアルキル化の度合と抗腫瘍活性

との問に関連はみられなかった5）．

　今回合成したチアゾール及び1，3，4一チアジアゾー

ルの2位にアルキル尿素のついた誘導体は，抗腫瘍性

に関して次のことが考えられる．（a）チアゾールは母
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核としては抗腫瘍性を示すものがあった．（E－241）

E－241の作用機作については目下検討中である．・（b）

E－241のニトロソ体であるE－242は，メチルニトロ

ソ尿素型でアルキル化を主体とした作用と考えられる．

（c）2一アミノー1，3，4一チアジアゾールはAHI3に無効

だが，既に報告のある通りL1210に有効であった6）．

このアルキル尿素体は両腫瘍に無効で，ニトロソ基の

導入によりニトロソ尿素型のアルキル化を主体とした

作用が表われると考えられる．ただし，直鎖アルキル

のニトロソ尿素体よりも効力は弱かった．

　以上，2系統の化合物についてまとめたが，今後は

更に2一アミノーL3，争チアジアゾールの誘導体を主体

として合成し，その抗腫瘍性について検討する予定で

ある．
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国立衛生試験所生三品（日本薬局方標準品）‘‘シアノコ

　　　パラミン標準品（Control　801）”について

太田美矢子・木村俊夫・川村次良

禽on　the　National　Institute　of　Hygienic　sciences　standard（the　Japanese　Pharmacopoeia

　　　　　Standard）‘℃yanocobalamin　Re免rence　Standard（Control　801），，

Miyako　OHTA，　TQshio　KIMu貼and　Jiro　KAwAMu臥

　The‘℃yanocobalamin　Re飴rence　Standard（Contro1801）”最）r　the　Japanese　Pharmacopoeia　was　pre－

pared．　The　R）110wing　analytical　data　were　obtained；loss　on　drying＝10・8％，　assay：100・5％by　Jp　method

（UV；ゐ61　nm）。　Four　contaminants　were　detected　by　thin－1a》・er　chromatography．　On　the　basis　of　these

results，　the　material　of　cyanocobalamin　was　authorised　as　the　Japanese　Pharmacopoeia　standard（contro1

801）．　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　第十改正日本薬局方（Jpx）のシアノコバラミン，

同注射液の定量法に用いる国立衛生試験所標準品（日

本薬局方標準品）を製造したので報告する．

　1．　標準品原料　日本メルク万有株式会社より購入

した．

　2．　試料及び試薬　日本薬局方標準品（Control　771），

他の試薬は試薬特級品を用いた．

　3．　装置　分光光度計（島津qv－50型），高感度自

記分光光度計（ユニナン技研製SM－401型），赤外分

光光度計（口本分光製DS－403　G型）

　4．試験　特に記すもののほかは，Jpxの一般試

験法及び医薬品各条“シアノコバラミン”の試験方法

を準用した．

　5．　試験成績　1）　性状　暗赤色の結品性の粉末で，

弄こおし、畳よなし、，

　2）赤外吸収スペクトル　KBr錠剤法で測定した漂

準品原料の赤外吸収スペクトルをFig．1に示す．こ

れは日本薬局方標準品の赤外吸収スペクトルと同一で

あった．

　4）　紫外及び可視吸収スペクトル　標準品原料

20．45mg（乾燥物換算量18．24mg）を蒸留水1000　mZ

に溶かしたときの紫外及び可視スペクトルをFig．2に

示す．Fig．2で明らかなように，279　nln，361　nm，

550nmで極大吸収をもち，それぞれの波長における

吸光度をA1，　A2及びA3とするとき，　A1／A2は

0．56，A3／A2は0．30であった．

　5）　乾燥減量　10．8％（0．05g，減圧，5mmHg以

下，5酸化リン，100。，4時間）

　6）薄層クロマトグラフ法未乾燥の標準品原料及

び日本薬局方標準品の5．6mg（乾燥物換算量は5mg



114 衛生試験所報告 第99号（1981）

　．登

慧超

§奮

出窓
・　お

100

　　　0
　　　　4000　　3600　　2400　　1900　　1700　　1500　　1300　　1100　　　900　　　700　　　500　　　300

　　　　　　　　　　　　　　　　Wave　number（cm『1）

Fig。　L　In庇arcd　spcctrum　ofmatcrial　R）r‘‘Gyanocobalamin　Rc艶rcncc　Standard”

　0。6
8

暴。，4

竃

馨。．2

0

　　　250　　　　　　350　　　　　　450　　　　　　550

　　　　　　　　Wave　length（nm）
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Solvent
front

hlain　spot

Origiml
Iine

Solvent
正ront

］～！ain　spot

Original

　hne

⊂⊃　　⊂＝；）　　（＝＝）　　o
　　　　　　　ビ．「．∵「四’か　　　　　；π：＝二

　　　　　　　JP－RS　JP－RS　　　JP－M　　JP－M

　　　　　　　100μ9200μ9　200μ9100μ9

　　Fig．3．　Thh1－1aycr　chromatogram　of

　　　　　　cyanocobalamin

Jp－Rs：Japancsc　pharmacopocia　standard（cont・

　　　　ro！771）

Jp・M：Matcrial　fbr　cyan・cobalamin　rc琵rencc

　　　　standard

Condltions；TLC　plate　silica　gcl　60　F254（Mcrck，

prc－coatcd），0．25mm，propano1－water－10％ammo．

nia　watcr（7：2：1），dctcctlng　undcr　UV　light（254

nm），10cm，120　min．

に相当する）をメタノールに1mZ溶かし，その20又

は40μ」をスポヅトし展開した結果をFig．3とFig．4

に示す．．薄層板はメルク製プレコーテングシリカゲル

60F254を用いた．　Fig，3に示した溶媒系では，可視

では不純物のスポットが認められないが，254nmの

紫外線を照射するとき，4つの微小の不純物スポット

を認めた，Fig，4に示した溶媒系では，シアノコパラ

（⊃　　o　　（＝＝）　o

　　　　　　　JP・RS　JP－RS　　JP－M　　JP－M
　　　　　　　100μg　　200μg　　　200μg　　100μg

　　Fig．4．　Thin・laycr　chromatogram　of

　　　　　　cyanocobalamin

Conditions：　η．buthano1－watcr．chloroR）rm．acetic

acid－methanol（25：11：10＝9：5），100　min．

Other　conditiQns　and　samples　are　identical　to

those　dcscribed　in　Fig・3・．

ミンのスポットのみで，不純物のスポットは認められ

ない．

　10）定量　標準品原＊’1をJPXの定量法により，日

本薬局方標準品（Control　771）を標準として定量する

とき，100．0％（η＝4，変動係数0．24％）であり，E｝塩

は206。3であった．

結 論

　標準品原料として入手したシアノコバラミンを日本

薬局方標準品（Contro！771）と比較検討した．その結

果，各種試験方法の値は良好であり，特に定旦仙はこ

の標準品と良く一致した．これらの試験結果により，

今回入手した標準品原料は国立衛生試験所標準品（日

本薬局方標準品）に適した品質を有することを認め，

Control　801として配布を闘始した．

　なお，従来20mg入りアンプル5本であった包装

単位が，56年4月1日から，200mg入り1びんに改

められた．終わりに，標準品を製造するに当たり，協

力していただいた日本メルク万有株式会社に感謝いた

します．
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国立衛生試験所標準品（日本薬局方標準品）‘‘プロゲ

　　　ステロン標準品（Control　721）”について

太田美矢子・木村俊夫・川村次良

On　the　National　Institute　of　Hygien1c　sc1ences　standard（Japanese　Pharmacopoeia

　　　　　Standard‘‘Progesterone　Refセrence　Standard（Control　721），，

Myako　ollTA，　Toshio　KIMuRA　and　Jiro　KAwAMuRA

　The　Progesterone　Refbrence　standard’，（control　721）R）r　the　Jap＆ncsc　Pharmacopoeia　was　prepared・

The　fbIlowing　analytical　data　were　obtained；meldng　point＝13LO。，　optical　rotation＝［α］饗＝十18L2。

（0．5％in　d1oxane），loss　on　drying：0．0％，　in倉ared　spectrum：same　as　International　Chemical　Rc驚rence

Substance（ICRS）and　USP　Re飴rence　Standard（USPRS，G），　thin－laycr　chromatography＝one　contam－

inant（bcnzene　l　ethylacetate＝4：1，400μ9），　assay＝100．0％by　Jp　x　method（uvl　2241）and　99・0％by

HPLC　method　against　ICRS．　On　the　basis　of　these　rcsults，　thc　material　of　progesterone　was　authorised

as　the　Japanese　Pharmacopocia　standard（control　721）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ReccivedムィIay　30，1981）

　鑓十改正日本薬局方（Jpx）のプロゲステロンの確

認試験（赤外吸収スペクトル測定法）に用いる国立衛

生試験所標準品（日本薬局方標準品）を製造したので

報告する．

　1．　標準品原料　帝国臓器製薬株式会社より購入し

た．（JPRS－M）

　2．　試料及び試薬　国際化学参照物質（ICRS，

Contro1167033），米国薬局方標準品（USPRS－G，

Control　G）及び他の試薬は試薬特級品を用いた．

　3．　装置　分光光度計（島津qv－50型及びユニオ

ン技研SM－401型），自動旋光計（応用電気研究所

MP－1T型），赤外分光光度計（日本分光DM－403　G

型），高速液晶クロマトグラフ（日立635型）を用い

た．

　4．　試験方法　特に記すもののほかは，Jpxの一

般試験及び医薬品各条“プロゲステロン”の試験方法

を準用した．

　1）薄層クロマトグラフ（TLC）法：メルク製プレ

コーテングシリカゲル60F254を100。で1時間活性化

後，JpRS－M，　ICRs，　usPRs－Gの5mgをメタノー

ル0．5mJに溶かし，その20μZ及び40μ」をスポッ

トした．ペンゼソ・エタノール（9：1），クロロホルム

・酢酸エチル（2：1）及びベンゼン・酢酸エチル（4：1）

の三種類を用いて展閉し，風乾後，紫外線（254nm）下

で観察する方法（検出方法1）及び2％過塩素酸のメ

タノール溶液を噴霧後，紫外線（366nm）を照射し，

けい光を観察する方法（検出方法∬）の2つの方法で「

検出した．

　2）高速液体クロマトグラフ（HPLC）法

　i）操作条件　カラム＝リクロソルブRP　18（プレ

パックド，4．Omln×250　mm），カラム温度：40。，溶

離剤：アセトニトリル・水（6：4），検出ILDCモニ

ター254nm，感度：0．32　AUFS，流量：1mJ／min（圧

力＝150kg／cm2），記録紙速度：2．5mm／mln．

　ii）定量方法　試料10mgを精密に量り，無水エタ

ノールを加えて溶かし，正確に100mZとし，この液

5mJに内部標準溶液5mZを加え無水エタノールで正

確に25m♂とし，その20μ‘を注入する。ただし，内

部標準溶液は日本薬局方メチルテストステロン0．025

gを量り，無水エタノールを加えて溶かし，正確に

200mZとする．

　5．試験成績

　1）　性状　白色の結晶性の粉末で，においはない．

　2）融点　131．0。（π＝3），なおICRSは131．1。，

USPRS－Gは13L3。であった．

　3）赤外吸収スペクトルKBr錠剤法で測定した

JPRS－Mの赤外吸収スペクトルをFig．1に示す．こ

れをICRS及びUSPRS－Gのスペクトルと比較する

とぎ，3者の吸収は同一波数のところで認め，またそ

れらの吸収強度は等しかった．

　4）紫外吸収スペクトル　JPRS－Mをエタノール

に溶かしたときの紫外吸収スペクトルをFig．2に示す．
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400μ9

Fig．3。　Thln。1aycr　chromatQgram　ofprogcstcrone

Solvcnt　systcm：bcnzcnc－cthanol（9：1）．　Othcr

conditions　arc　same　as　Fig．5．

　　　　　　　　　　　　ω（2）（3）（1）　（2）（3）

　　　　　　　　　　　　　200μg　　　　　　　400μg

Fig．4．　Thin－layer　chromatogram　ofprogcsterone

Solvcnt　system：chlQrQ長）rm一一ethyl　acetate（2：1）．

Other　condltions　arc　same　as　Fig．5。

Solvent

　fr｛mt

Main　Slx｝t

Originid

　Iine

　　ら　コ　くひ

GOO

試料溶液はJPRS－M　lo．5mgを量り，無水エタノー

ルを加えて溶かし100m♂とし，その5m1を量り，

無水エタノールを加えて50m1とし，測定した．極大

波長は241nmで，　Ei濫は541であった．

　5）旋光度　〔α〕岩。＝＋181．2（乾燥後，0．05g，ジ

オキサン，10mZ，100　mm），〔α珊＝＋186．8（乾燥

後，0，059，無水エタノー・レ，10mZ，100　mm）

　6）乾燥減量　0，0％（0．29，減圧，五酸化リソ，

4時間）

　　　　’17；・∵・魂二．｝

　　　　　　　　、～含、

P　■　，　．　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　■　，　P　，　，　」

（1〕②13）

　200μg

（11　②　13／

　　　400μ9

Fig．5．　Thin4aycr　chromatogram　ofprogcstcronc

Conditions：Si置ica　gcl　60　F25毛　（λlcrck，　prcgcoatcd

TLC　platc，0．25　mm），　bcnzcnc－cthyl　acctatc

（411），dctcαcd　undcr　UV　light（25・lnm）（conta曜

nlfnant　spots　werc　shown　by　borkcn　linc），dctcctcd

undcr　UV　light（366　nm）　aRcr　spraying　2％

perchloric　acid　in　mcthano！（contaminant　spots

wcrc　shown　by　dottcd　linc）

（1）JPRs－M，（2）IcRs，（3）uSPRs－G

　7）TLC法　クロマトグラムをFig．3，　Fig．4及び

Fig，5に示す．　Fig．3は，　JPxに採用されているベ

ンゼン・エタノール（9：Dで展開したクロマトグラ
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ムで，400μgの塗布でも，いずれの試料も不純物スポ

ットは認められなかった．F三g．4は，　USPXXに採用

されているクロロホルム・酢酸エチル（2：1）で展開

したクロマトグラムで，USPRS－Gのみが，検出方法

皿で1つの微小の不純物スポット（けい光）を認めた．

Fig．5はICRSの製造時の試験方法に用いられている

ベソゼソ・酢酸エチル（4：1）で展開したクロマトグ

ラムである．200μgの塗布では，検出方法皿でICRS

JPRS－M ICRS USPRS
一G

ab
ab c　d

0 8 16 0　　8 16　0 8 16

　　　　　　　Retenti。n　time（min）

　Fig．6．　High　speed　Iiquid　chromatogram　of

　　　　　progesterone

Instrumcnt：Hitachi　6351iquid　chromatograph

whh　上DC　UV　monitor（254　nm），　Column：

正iChrosorb　RP　18（5μm，　prcpacked）4x250　mm，

Solvent：acetonitrile一一water　（6：4），　Flow　rate：

1m’！min（pressure＝130　kg／cm2），　Sensitivity：0．32

AUFS，　column　temperature：40。，　Chart　spced：

2．5mm／mln，　Applied　amount：40μg　in　methanol

及びUSPRS－Gのみ1つの微小のけい光不純物スポ

ットを認めた．また，400μgの塗布では，検出方法工

ではUSPRS－Gのみ2つの微・』・の不純物スポットを

認め，検出方法∬ではJPRS－Mでは1つ，　ICRSで

は2つ，USPRS－Gでは3つ（検出方法1，■では検

出されるスポットが異なり，不純物総スポット数は4

つであった）であった．

　8）HPLC法による純度試験　JpRs－M，　IcRS及

びUSPRS－Gを40μ9（40μ」）注入したときのクロ

マトグラムをFig．6に示す．各試料ともに不純物ピ

ークは2つであるが，JPRS－MとICRSは同じ不純

物ピーク（a，b）を与えUSPRS－Gは前2者と異な

る位置（c，d）に不純物ピークを認めた．これらの不

純物ピークはプロゲステロンのピークを標準（100％）

として計算するとき，JPRS－Mではa：o．0％，　b：

0．3％，ICRSではa：0，0％，　b：0．1％，　USPRS－G

では。，d共に0．0％であった．

　9）定量Table　IにJpX法，　HPLG法による定

量値を示す．各定量値はICRSを100．0％としたとき

の値である．JpRS－MはJpx法で100．2％，99．7

％，HPLC法で99．0％であった．定量値：がHPLC法

で少し低いのは，JPX法ではUV吸収（241　nm）を

測定するため不純物も同時に定量するが，HPLC法で

は不純物を分離した後に定量されているためと考えら

れる．

結 論

　標準品原料として入手したプロゲステロンをICRS

及びUSPRS－Gと比較検討した．その結果，各種試

験方法での値は良好であり，定量値もじゅうぶんな値

を得た．また，TLC法やHPLC法による不純物の検

索でも，Fig．3～F三9．6に示すように，他の標準品と

Table　I． Assay　results　of　progcsterone　in　each　preparatlon　by　the　Jp　x　method

and　HPLG　method

ICRS JPRs－M USPRS－G

％ n　　　　c．V． ％ n　　　c．V． ％ n　　　　c．V．

J・澄1
o差：：

　HPLC＊4

100．060．87
100．0　　6　　0．84

100．060．40

100．260．56
99．7　　6　　0．93

99．0　　6　　0．46

100．2

99．9

100．0

6　α57
6　0．36

6　0，91

＊1：Measuring　the　absorbances　of　the　each　solutlon　atλmax　241nm

＊2：by　Union　Giken　SM－501　spectrophotometer

＊3：by　Shimadzu　Qy　50　spcctrophotometer

＊4：Determining　by　the　high　perfbrmance　Iiquid　chromatography

　n：number　of　test

c・v・：coe伍cient　ofvariatlon（％）
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同等以上の品質を有することが明らかになった．これ

らの試験結果より，今回入手した標準品原料は国立衛

生試験所標準品（日本薬局方標準品）に適した品質を

有することを認め，Control　721として配布を開始し

た．終りに，標準品を製造するに当たり，協力して頂い

たWHO化学標準物質センター，帝国臓器株式会社，

日本ユクラフ株式会社に感謝いたします．

国立衛生試験所標準品（日本薬局方標準品）‘‘酒石酸水素エ

ピネフリソ標準品（Contro1781）”及び‘‘酒石酸水素ノ

　　ルエピネフリン標準品（Control　791）”について

木村俊夫・太田美矢子・川村次良

on　the　National　Institute　of　Hygienic　Sciences　standard（Japanese　Pharmacopoeia

　　Standard）‘‘Epinephrine　Bitartrate　Re免rence　Standard（Contro1781），，　and

　　　　　‘‘Norepinephrine　Bitartrate　Refヒrence　Standard（Contro1791），，

Toshio　KIMuRA，　Miyako　oHTA　and　Jiro　KAwAMuRA

　Materials　R）r　Epinephrine　Bitartratc　and　Norop1nephrine　Bitartrate　Re距rcnce　Standards　werc　analyzed．

From　the　data　of　melting　point，　optical　rotation，　UV　and　IR　spectra，　thin－Iayer　and　high　pressurc　liqu…d

chromatography，　secondary　or　primary　amine　contents　in　respective　materlals，　thcse　materials　were　author・

ized　as　Japanese　Pharmacopocla　Re距rcnce　standards（control　781　and　791）respcctively・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

　日本薬局方（JP）のエピネフリン及びノルエピネフ

リン，及びそれらの注射液の純度試験と定量法に用い

る国立衛生試験所漂準品（日本薬局方漂準品）酒石酸

水素エピネフリン標準品並びに同酒石酸水素ノルエピ

ネフリン標準品（それぞれContro1781及びContro1

791）を製造したので報告する．

　1．　原料　Sigma祉製品の酒石酸エピネフリソ（EP），

酒石酸水素ノルエピネフリン（NE）をそれぞれ数ロッ

ト購入し，その中から選定した．

　2．試薬　すべて特級試薬を用いた。なお，ナフト

キノソスルホン酸カリウムは半井化学製，塩化ペンザ

ルコニウムは同仁化学研究所製，フォリソ三九は和光

純薬製を用いた．

　3．装置　ヤマト科学製MP－21型融点測定装置，

レスカ製プログラム温度制御装置，島津qv－50型及

びユニオン技研SM401分光光度計，応用電気研究所

製MP－IT白面旋光計，日本分光DS403G赤外分光

光度計，平沼産業Aq－1微量水分測定装置，日立635

高連液体クロマトグラ7，東亜電波pHスタヅトを用

いた．

　4．　試験方法

　D　融点，乾燥減量，吸光度，赤外吸収スペクトル，

旋光度はそれぞれJPX一般試験法に従い測定した．

定量法，アドレナロソ，アルテレノンは医薬品各条の

エピネフリン又はノルエピネフリソ記載の方法によっ

た．ただし，定旦法における非水滴定の終点は電位差

法により決定した．

　2）EP中の混一アミン　EP　10mgをとり，水1m♂

に溶かし，pH　9．6のホウ酸・塩化カリウム・水酸化

ナトリウム試液4mZを加え，以下JPXエピネフリ

ンの純度試験（3）ノルエピネフリンの項の方法に従い操

作して得たトルエン溶液の545nmにおける吸光度を，

種々の濃度のNE溶液を用いて同様に操作して得たト

ルエン溶液の吸光度と比較することにより求めた．

　3）NE中の第2アミンNE　10mgをとり，うす

めた氷酢酸（1→2）1mJに溶かし，水10mJを加え，

以下Jpxノルエピネフリンの純度試験（3）エピネフリ

ソの項の方法に従い操f乍して得た液の480nmにおけ

る吸光度を，種々の濃度のEP溶液を用いて同様に操

作して得た：液の吸光度と比較することにより求めた．

　4）　薄層クロマトグラフ法　（i）　フナコシ薬品製

セルロース薄層板（アビセルSF，10×10cm）に，　EP
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及びNE　50mgを10％酢酸5mZに溶かした液5μ」

を板の下端からIcmの位置にスポットする．π一ブタ

ノール・酢酸・水混液（5＝1：3），又は酢酸エチル・

酢酸・水混液（5：L5：3）を展開溶媒として原点から

約6cmの高さまで展開した後，風乾し，フォリン試

液を噴霧し，直ちにアンモニア蒸気中に置いて発色さ

せる．

　（ii）　メルク製シリカゲルG薄層板（20×20　Cln）に，

（…）で用いたEP又はNEの溶液2μZを板の下端から

1．5cmの位置に幅1cmの線状に付け，π一ブタノー

ル・酢酸・水混液（4＝1：2）を展開溶媒として原線か

ら約10cmの高さまで展開した後，風乾し，フォリン

試液を噴霧し，直ちにアンモニア蒸気中に置いて発色

Table　1．

させる．

　5）液体クロマトグラフ法ODSシリカゲル（メル

ク製，リクρソルブRP　18，5μm）を充てんした4×

250mmのステンスカラム及び，同じ充てん剤を詰め

た4×30mmのプレカラムを組合わせて用いた．移動

相には10％酢酸・アセト．ニトリル混液（9：1）を用い，

カラム温度30。，流量1mZ／min（圧力140～150　kg／

cm2），検出波長280　nm，感度0．16で操作した．試料

は種々の濃度に1％酢酸に溶かし，サンプリソグメル

ブから注入した，

　5．試験結果

　D　性状，融点，旋光度，乾燥減量，水分，吸光

度，アドレナロン又はアルテレノン及び定量の結果は

Allalytical　data　of　Epinephrine　Bitartrate　and　Norepinephrine　Bitartrate

Refbrence　Standards

Epincphrine　bitartrate Norepinephrine　bitartrate

Description

ムlehing　point

Optical　rotation

Loss　on　drying

Water

Abso】ptivity

　　〈Ei乱：279　nm）

Adrenalone　or　Aユterenone

　　（El塩：310nm）

Assay

、Vhite，　crystalline　powder　　　　　　　　　　　、Vhite，　crystallinc　powder

147．8。（decomposition）　　　　　　　　　102．4。（decomposition）

　　　一15．60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10，30

（n＝2，a血er　drying，0．1～0．15g，　watcr　10mJ，100　mm，　D・1ine，20。）

　　　0．17％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．20％

　　　　　　　　　　（silica　ge1，3hours）

　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，26％（P205，3hours）

　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　5。67％

　　　　83．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81．1

　　　　　　（10mg，0．GIN－HC12QO　mご，10mm）

　　　　1．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．5

99．6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99．6タ6

　　（potentiomctric　titration，0．01N　HC104）
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Fig．4．　Liquid　chromatograms　of　Epinephrine

　　　　　　Bitartrate　Refヒrcnce　Standard

Applied　amount＝（a）40μg（b）40μg　with　small

amount　（0．1μ9）　of　norcpinephrine　bitartrate

indicatcd　as　arrow

Other　condidons　are　shown　in　Fig．3．

Fig。2．　Utraviolet　spectra　of　Epincphrinc

　　　　　　Bitartrate（a）and　Norepinephrine

　　　　　　Bitartrate（b）Re腰ence　Standards

Concentrations　were　65．8μg（a）and　78μg

per　ml　ofO，01Nhydrochloric　acid　respcctivcly．

0 8

o 8

（a）

16 24

ひ

32（min）　0 8

（b）

16

〆

16 24（min）

Fig．3．　Llquid　dlromatogram　of　cphlcphrine

　　　　　　bitartratc　and　norcpincpllr三ne　bi之artmte

Instrumcnt＝Hitaclli　635　Liquid　Chromatograph，

CQlumn＝Lichrosorb　RP18（5μm，4x250　mm）
with　prccolumn（4×30　mm），　Column　tcmp．：30。，

ム10bil　phasc＝　acctonitrilc－10％a（；ctic　acid（9：1），

Flow　ratc：1mJ／min。（14．0－150kg／cm2），　Dctectlon＝

280nm，　Scnsltivity：0．16，　Chart　spccd：2．5　cm／

min．，　Applicd　amount：cplncphrinc　bitartra1c　lO

μ9（a）alld　n・rcplncphrinc　bitarにraこ。　5μ9（b）

Tablc　1にまとめて記した．

　2）赤外吸収スペクトル　Fig，1に示す．いずれも

前回EP標準品（Contro1522）及び前回NE標準品

24（min）

Fig．5．1．iquid　chromatograms　ofNorcpinephrinc

　　　　　　I3itartrate　R．cfbrcnce　Standard

App！icd　amoun亡：（a）40μg（b）40μg　with　sma11

amount（0．4μg）ofcpincphrinc　bitartrate　indicated

as　arro、V

Othcr　conditions　arc　shown　in　Fig　3．

（Comrol　641）と同一のスペクトルを示した．

　　3）紫外吸収スペクトル　Fig．2に示す．いずれも

吸収の極大は279nmであった．

　4）　薄層クロマトグラフ法　セルロースを用いた薄

κ’抄ロマトグラフ法では川いた2種類の溶媒のいずれ

によっても，EP及びNE標準品の原料は1スポット

を示した．またシリカゲルの薄層クロマトグラフ法に

おいても1スポットを示した．

　5）　液体クロマトグラフ法　EP及びNEをそれぞ

れ10μg及び5μg注入したときのクロマトグラムを

Fig．3に示す．保持時間はそれぞれ15．2分及びIL5
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分で，両者を明確に分離することができる．この条件

で不純物を検出するために注入できる最大量は40μg

であった．ng．4（a）にEP　40μgを注入したときの

クロマトグラムを示す．これにNEO．1μ9を添加し

た時のクロマトグラムをFig．4（b）に示す．　EP　40μg

中に含まれるNE，はNEの検出限界である0．1μ9

以下であることが確かめられた．

　同様に，NE　40μ9又はNE　40μ9にEP　O．4μ9

を添加したときのクロマトグラムをFig．5（a）及び

Fig．5（b）に示す．　NEのテーリングのため，この量

以下のEP量について確かめることはできなかった．

　以上のことから，EP中に含まれるNE，及びNE

中に含まれるEPの量は，液体クロマトグラフ法では

認め得ない程度であった．

　なお，約5分の位置に出現するピークは酒石酸のピ

ークである．

　6）EP中の第1アミン　EP　lOmgを用いて反応さ

せた液の545nmにおける吸光度が，　NE　O．04mgを

用いて同様に操作して得た液の吸光度以下であったの

で，EP中の第1アミンはNEとして0．4％以下であ

ると推定された．

　7）NE中の第2アミンNE　10mgを用いて反応

させた液の480nmにおける吸光度が，空試験液の吸

光度に等しかったので，NE中の第2アミンは無視し

得る程度の量と思われた．

結 論

　標準品原料として入手したEP及びNEを試験した

結果，JPエピネフリン，ノルエピネフリソ及びそれ

らの注射液の純度試験及び定量法において用いられる

標準品としてじゅうぶんな品質を有することを確かめ

た．この原料はそれぞれ国立衛生試験所標準品（日本

薬局方標準品）Contro1781及びControl　791として

昭和56年6月から配布を開始した．

衛生試験法改良法によるエアゾール製品中のメタノールの分析

中村晃忠・小嶋茂雄i・鹿庭正昭

Determination　of　Methanol　in　Aerosol　Products　by　the　Modi且ed“Standard　Method　of

Analysis　R〕r　Hygienic　Che㎡sts　Authorized　by　the　Pharmaceutical　Society　ofJapan，，

Akitada　NAKAMuRA，　Shigeo　KoJIMA　and　Masa－aki　KANIwA

　The　standard　method丑）r　determ1nation　of　methanol　was　modi丘ed　at　the　fbllowing　two　points＝i）Volume

of　the　dlstillatc　was　changed　f｝om　l5mJ　in　the　standard　method　to　25mJ，　in　order　to　obtain　better　recoveries；

il）Aprocedure　to　remove　volatile　contam量nants　by　extracting　with　hexane　was　applicd　a｛ter　distillation．

By　the　modi丘cd　method，0．2－100％of　methanol　in　water　and／or　1n　ethanol　could　be　determined　in　more

than　90％ofrecovery．　Several　commercial　aerosol　products　lbr　household　use　were　analyzed　by　thc　method．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

緒 言

　近年，多種多様の午アゾール製品が一般家庭で用い

られるようになってきた．その取扱いの簡便性と高付

加価値性のゆえにエアゾール製品はますます増える傾

向にある．反面，噴射された化学物質がいわゆるエア

ロゾルの状態となって浮遊し，呼吸器を経由したり直

接に皮膚や粘膜に触れるために，このような製品形態

は毒性を発現しやすい形にあるといえる．この点で安

易なエアゾール製品化は消費老の危険を不用意に増大

させるものと考えられる．かつて塩化ビニル・モノマ

ーがプロペラントとして用いられたことや，パークロ

ルエチレンが簡易ドライクリーニングと称してエアゾ

ール商品化されたこと1），などがその例である．

　さて，メタノールは劇物であり，その労働環境にお

ける許容濃度は200ppmに勧告されており2・3），更に

メタノールに対する感受性の個人差は大きいといわれ

ている4）．ところが，殺虫剤及び化粧品のヘアースプ

レー以外の家庭用エアゾール製品中のメタノール含有

：量についてはなんら規制はなく，高濃度のメタノール

を含むエアゾール製品が市販されている．このような

製品の使用により場合によっては気中濃度が200ppm
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を超すことも考えられる．

　我々は以上の背景の下にエアゾール製品内容小中の

メタノールの定量法として衛生試験法記載の方法5）を

追試し，若干の改良を行うとともに市販エアゾール製

品の分析を行ったので報告する．

実験　方　法

　1．試料

　市販のエアゾール製品12点は1980fF夏に購入したも

のである．標準エアゾール製品は，メタノール含イ∫旦

25，50，75，100V／V％（残部はエタノール）及びメ

タノール変｛生エタノール（メタノール4．16W／W％

を含有）を柏化学工業に依頼してエアゾール製品の形

にしたものである．

　2．　試薬

　メタノール，エタノール，流動パラフィン，ヘキサ

ンは試薬特級を用いた．塩化ナトリウムは局方品を用

いた．

　メタノール標準液：メタノールをエタノールで希釈

してメタノール20～200μ9／mどの標準溶液系列を作

った．

　3．装置及びガスクロマトグラフ測定条件

　島津ガスクロマトグラフ4CM－PFE型（FID付）

を下記の条件で用いた．

　条件　1）　Porapak　q（80～100メッシュ）

　　　　　　200cmI．×3mmi．d．

　　　　　　カラム温度，130。

　　　　　　検出賑及び注入口温度，160。

　　　　　　キャリヤーガス，N220　mJ／min

　条件　2）　10％PEG　15000n　Shimalite　TPA

　　　　　　（60～80メッシュ）150cm　1．　x　3mm　i。　d．

　　　　　　カラム温度，50。

　　　　　　検出器及び注入鳳毛度，150。

　　　　　　キャリヤーガス，N225　mJ／mln

　4．定皿法

　200mJのフラスコを氷冷し，ドラフト内でエアゾ

ール製品をフラスコ内に噴射して内容液を捕集した．

この液10．09を100mJのフラスコにとり，水20　m1，

塩化ナトリウム29，エタノール10mJ及び流動パラ

フィン2滴を加え沸騰石を入れ蒸留装置に接続し，直

火で蒸留を行い留液25mJをとった．留液を100　m’

の分液ロートに移し，受器を25mJの水で洗い，洗液

も分液ロートに移した．分液ロートにヘキサン10認

を加えて2分間しんとうし，水層を100mZのメスフ

ラスコにとり，吏に分液ロートに水20m1を加えてし

んとう後，水層を先のメスフラスコに合わせた．これ

を水で希釈して100mZとし，この1mJをとりエタ

ノールで10mJとして，これを検液とした．溶液1μ

をガスクロマトグラフに注入し，ピーク高による絶対

検量線法でメタノール含有量（W／W％）を算出した．

なお，検液のメタノール含量が高い場合は適宜エタノ

ールで希釈して測定した．

結果及び考察

　この定座法は衛生試験法とほとんど変りはないが次

の点で異なる．

　第一点は留手の採取量である．衛生試験法では15

mZをとることになっており5），注解によればこの留

液の量でメタノールの回収率は95％以上であるとされ

ている．しかし，我々の実験によれば，留液採取量と

回収率の関係はTable　lに示したとおりで，15m1で

は不充分であることがわかった．すなわち，エタノー

ル中にメタノールが存在する時の方が水中にメタノー

ルが存在する場合より回収率が悪い．しかし，25mJ

の留用をとればどちらの場合でもほぼ定量的な回収率

を得ることができた．

　第2点はヘキサンでしんとうする操作を加えたこと

である．検査の対象とするエアゾール製品は多種多様

で，中には蒸留時に油状物が水蒸気蒸留されてくるこ

とがある．それを除く意味でこの操作を加えた．衛生

試験法注解p．683の「クロモトロープ酸による定量

法」5）には同様の理由で蒸留前に試料を石油ベンジン

で抽出する操作が入っているが，蒸留前だと乳化して

分離しない場合があるので蒸留後にヘキサン抽出を行

った．なお，留液に多量のアルコール分が含まれてい

る場合，ヘキサン抽出により回収率の低下が懸念され

るので化粧品の基準の0．2％（ただし，本実験では

W／W％）及びメタノール変性アルコールのメタノー

ル含量に近い5W／V％のメタノールを含むエタノー

ルについて定量法（噴射操作のみを除く）にしたがっ

て笑験した，その結果，0．2％溶液を試料とした時の

回収率は91．7，92．9，102．4％（平均95．7％）であり，

5％溶液を試料とした時は96。9，99．9，97。5％（平

均98．1％）と良好な結果を得た．

　次に噴射操作をも含めた全操作を通じての回収率を

確かめた．結果をTablc　2に示した．原液のメタノ

ール含1iUよV／V％であり定旦値はW／W％で算出

されるが，メタノールとエタノールの比重はほとんど

等しいのでその点を無視して回収率を計算した．噴射

操作によって多少のロスが出るが，ほぼgo％以上の回

収率が得られた．

　最後に市販のエアゾール製品12点について分析した
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Table　1．　Innuence　of　volume　of　the　disdllate　on　the　recovery　of　methano1

volume　of　distlllate

　　　　　　mJ
「ccove「y
　　％

15

20

25

a．CH30H　in　ethano1＊

61．2

60．3

57．4

83．6

80．3

78，1

106．7

117．1

103．4

mean

mean

mean

59．6

80．7

109．1

b．CH30H　ln　water＊

87．8

89．7

94．9

105．8

98．7

100．6

100．8

100．0

100．0

Inean

mean

mean

90．8

101．7

100．3

＊0，2WIV％Methanol　solutions　in　erhanol　and　in　water、vere　used　in　both　recovery

　　tests，　a　and　b，　respectively．

Table　2． The　recoverics　of　methano1肋ln　the

standard　aerosol　samples＊

　　　CH30H　content　o田1e
No．　solution　packed　in
　　　aerosol　can＊（VIV％）

Found　Recovery
（W／W％）　（％）

　　Table　3．　Results　of　the　determination　of

　　　　　　　　　　methanol　in　commercial　aer6sol

．　　　　　　　　products　fbr　household　use

No． purpose　of　use CH30H　fbund
　（WIW％）

1

2

3

4

5

　4．16

25

50

75

100

3．72

22．4

51．8

70．1

91．3

93．9

89，6

103，6

93．5

91。3

＊The　solutions　of　2nd　column　in　the　table　were

　packed　in　aerosol　cans　by　Kashiwa　Kagaku

　Kogyo　Co．　Ltd．

結果をTable　3に示した．中には60％を超えるメタ

ノールを含むものがあった．また，市場にはほぼ100

％のメタノールを使用した製品もあるとの情報も聞く．

米国及びカナダにおいてはメタノールを含む製品は危

険表示を行うとともに，幼児に開けられないような容

器（cllild－resistant　container）の使用を義務づけてい

る6噌8）．日本においてもなんらかの施策が必要と考え．

られる．

　　　　　　　　　　　　　　　文　　　献

　　1）大阪府立消費生活センターニュース，4月号，

　　　　　No．92，昭和52年4刀

　　2）ACGIH：エ）o‘μη～8η’α’初qズ’乃8‘ルr∬乃。’〃∫二二α」μθ∫

　　　　ノうr∫麗う∫融η68∫加ω07左γooη；αか，3rd　ed．，　p．155－156

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

glass－polishing

glass用polishing

三nsecticide

anti一飯℃eze

antE－fセ℃eze

anti幽f止ceze

casy　dry　cleaning

dcodorant

fUngicide

sizing

static　elimination　for　disk

static　ellminat三〇n　fbr　disk

8．3

n．d．＊

n．d．

64．1

9．0

61．4

n．d．

n．d．

n．d．

n．d．

6．7

2．8

＊n．d，＝not　detected

　　（1971）

3）許容濃度等委員会：産業医学，14，49（1972）
4）　E。Brown量ng＝7bκf‘oZo9クαηゴム畠如う。”∫η～〔り「1カぬ一

　　5ヶfα’3b’灘η’∫，　p。311－323（1965），　Elsevier

5）日本薬学七三＝衛生試験法注解，p．683（1980），

　　金原出版
6）盈漉r4’魚忽r滅）μ∫ε麗う5’απ‘8∫」6’（USA）

7）Pof∫oπPrω6η伽91残π左＠η9」‘’（USA）

8）1漁z4r面μ∫Pプ。ぬ6’」‘’（Canada）
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実験動物飼料中のセレンの定量

鈴木隆・武田明治・内山充

Dctcrmination　of　Sclcnium　in　Expcrinlcntal　AnimaPs　Foods

Takashi　SuzuKI，　Mitsuharu　TAKEDA　andム1itsuru　UcHIYAMA

　As　thc　rcsults　of　the　determination　of　selcnium　levels　in　cQmmcrcially　available　experimental　diets，　all

thc　samplcs　contained　selcnium　bctween　O．19and　O．77　ppm．　The　samples　R）r　thc　same　animals　from　the

samc　manuihcturer　contained　almost　the　cons亡ant　lcvel　ofsclcnium．　However，　ones　fbr　thc　dif琵rcnt　species

of　animal　had　the　dif琵rent　seleniuln　levcls　in　some　cases。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rcccived　May　30，1981）

　近年脂質過酸化が老化，その他の各種の疾病との関

速において研究されている1噌3，．生体内過酸化脂質は

グルタチオンパーオキシダーゼ系で代謝分解される．

この際グルタチオソパーオキシダーゼ活性を示す酵素

の一つにセレン含有酵素が知られており，これらの酵

素レベルに動物飼料中のセレγが関与すると言われて

いる．

　著者らはこれらの視点から実験動物飼料中のセレン

量の調査を目的として市販実験動物用固型飼料のセレ

ン含量を調査した．

実験　方　法

　1．試料

　市販固型飼料を粉砕して用いた．各飼料の名称及び

用途は結果及び考察の項Tablc　1に記載した．

　2．試薬

　0．1％2，3一ジアミノナフタレン溶液（DAN）：市販

特級品0．059を0．1N塩酸50　mJに溶解し，50。で

20分悶加温した，放冷後，分液ロート中でシクロヘキ

サン10mZで2回洗じょう，水層をロ過して使用に供

した（用時調製）．

　七レン（IV）標準溶液：市販特級セレン（99．95％以

上）0，500gを秤取し，硝酸10mlで水浴上で加熱し

て溶解したのち，70％過塩素酸2mZを加え加熱2m♂

に濃縮した．ついで塩酸5mJを加え5分問水浴上で

加烈後，水で500mZとした．

　セレン（IV）標準液（Im♂＝0．2μ9セレン）：セレ

ン（IV）標準溶液を用時水で5000倍に希釈して使用し

た．

　0．IMエチレンジアミン四酢酸（EDTA），シクロへ

キサン，過塩素酸，硫酸，塩酸：いずれも市販特級品

を用いるか，又はこれを用いて調製した．

　3．装置

　蛍光分光光度計：島津RF　502型を使用した．

　4．実験操作

　灰化及び試験溶液の調製は衛生試験法無機化合物飯

食物試験法4），セレンの定量操作は，一般試験法5）の

項によった．

結果及び考察

　1．　添加回収実験

　実験動物用飼料19にセレン標準液5mJを加え，

以下実験方法の項にしたがって操作し，添加回収実験

を行った結果Tablc　1に示すように3回の平均回収

率は98．5％と満足すべき結果が得られた．

　2．　市販実験動物飼料中のセレンの測定

　市販実験動物飼料中のセレンの測定結果をTable　2

に示した．

　いずれの飼料も0．19ppmから0．77ppmの間にあ

りこれは鈴木ら6》の養鶏，牛用飼料についての測定結

：果とほぼ一致する．

　A社の中ではGM－1を除くとほぼ平均して0。45

Table　I．　Recovcry　of　Sclenium　Added　to　thc

　　　　　Commcrcially　Available　Experimental

　　　　Diets

Added（μg！g）　　Found（μg／g）　　Recovery（％）

0

1．0

0．44

1．43 98．5

Mcan　of　threc　experiments
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Table　2．　Selenium　Contents　in　Commercially　Avai！able　Experlmcntal　Animals　Foods

Abr。　Name（Manufhcturer） Used　R）r Contents

MM・1（A）

RM－1（A）

GM－1（A）

AM－2（A）

F－2　（A）

MB－1（A）

RC4　（B）

MF　（B）

GC－4　（B）

OA－2（C）

CE－2（C）

1．ab．　D　Stock

CRF　（E）

rat，　mouse　and　hamster

rabbit

guinea　p王g　and　rabbit

monkey

rat，　mouse　and　hamster

rat，　mouse　and　hamstcr

rabbit

rat，　mouse　and　hamster

rabbit

rat，　mouse　and　hamster

rat，　mouse　and　hamster

dog

p19

0．44

0，38

0。27

0。49

0．45

0．54

0．53

0．35

0．60

0．77

0．66

0．19

0．42

pm前後であり，これはセレンを比較的多く含む魚

類を同程度添加しているものと推察される．GM－1が

低いのは草食動物用に魚粉の添加を少くしてあるもの

と考えられる．一方B社ではウサギ用としてRC－4，

GC－4があるが，これも同程度のセレンが見出された

．しかしながらこの場合草食動物用の方が雑食性のラ

ット，マウス用よりも高かった。理由は明らかでない

が，異なる原材料を用いたかもしくは，別に添加した

可能性もある．C社：のラット，マウス用のOA－2，

CE－2もほぼ同程度であったが，　A，　B　2社に比べて

高く，メーカー間の飼料の調製法の違いか，原材料の

相達によるものと考えられる．

　Hafemanら7）によると飼料中のセレン含量が0．　l

ppmであるとぎ，グルタチオンパーオキシダ心胆に

対する必要量は確保されているとしている．したがっ

て上記の飼料はいずれもセレンの必要量は確保されて

いるといえる．

　　　　　　　文　　　　献

　1）八木国夫：老人医学，16，1327（1978）

　2）原一郎，島崎弘幸：化学と工業，32，151
　　　（1979）　　　　　　r
　3）金［B尚志＝油化学，29，295（1980）

　4）日本薬学会編：“衛生試験法，注解”P・423

　　　（1980），金原出版

　5）日本薬学会編：“衛生試験法，注解”P・54

　　　（1980），’金原出版

　6）鈴木助治，小泉清太郎，原田裕文，伊藤弘一，

　　　戸谷哲也：東京都立衛生研究所年報，22，153
　　　（1970）

し7）撫lli謝糠）賦髄甑lwα＝

市販果実かん詰中のスズ，ヒ素のバックグランド調査結果について

　　　　　　　　　　鈴木隆・武田明治・内山充

Investigation　on　the　Content　of　Tin　and　Arsenic　in　Commercially

　　　　　　　　　Available　Ca皿ed　Fruits

　　　　Takashi　SuzuKI，　Mitsuharu　TAKEDA　and　Mitsuru　UcHrrAMA

　The　analytical　results　of　23　commcrcia11y　available　canned　f｝uits　showed　that　the　contents　of　tin　were

between　453nd　113ppm（mean　77　ppm），　and　that　those　of　arsenic　wcre　no　more　than　O．01　ppm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivled　May　30，1981）
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ま　え．が　き

　かん詰食品中にスズが検出されるのは主としてかん

詰食品のかん材並びにスズハンダからの溶出に山来す

るものといわれている1尊5）。

　清涼飲料水中のスズ，ヒ素並びにカドミウムについ

てはすでに食品衛生法に基づいて現惰墓準が定められ

ているが，果実かん詰中のこれらの金属については魂

格がまだ設けられていない．今回著者らはかん詰食品

中の重金属の規格韮準設定のためのバックグランド調

査の一環として市販かん詰中のスズ，ヒ素の実態調査

を行ったのでその結果について報告する．

実験器具，試薬

　1．試料

　試料は市販のパイナップル（5件），みかん（5件），

白桃（4件），洋なし（4件），フルーツポンチ（2件）

並びにフルーツサラダ（3件）のかん詰を1980年6月

に購入，購入後2箇月以内に分析に供した．

　硫酸，耐酸，アンモニア水（1：1）飽和シュウ酸ア

ンモニウム溶液，6N一塩酸，IN一塩酸，酢酸鉛，臭化

水銀，エタノール及び，10％硫酸：市販の精密分析用

試薬，特級品もしくは原子吸光分析用試薬を用いるか，

又はこれらを用いて調製した．

　ヨウ化カリウム溶液：ヨウ化カリウム　（市阪特級）

16．59を水に溶かして100m♂とした．

　塩化第一スズ溶液＝市販塩化第一スズ（特級）4g

を塩酸250mZに溶かし，更に水250　mZを加えて調

製した．

　亜鉛：約20～30メッシュの粒状物（特級）を使用し

た．

　酢酸鉛ガラス綿＝ガラス綿を約5mmの幅に切っ

て酢酸鉛溶液（一滴の酢ド俊を含む水100mZに酢酸鉛

9．5gを溶かした溶液）に浸したのち取ウ出し風乾し

て芦川に供した．

　臭化水銀紙：ペーパークロマトグラフィー川ろ紙を

1c111×1cmの大きさに切り，これを臭化水銀5gを

エタノール100mJに溶かした溶液にしとし，1時間以

上暗所に置いたのち，ろ紙上で瓜乾して使川に供した．

　亜ヒ酸標準溶液：ゴll喫水亜ヒ酸をメノウの乳鉢中で微

粉としたのちデシケーター中で乾燥，その0，1009を

ビーカーに秤卜し，20％水酸化ナトリウム溶液5mJ

を加えて溶かしついで無炭酸水約400mJを加えたのち，

10％硫酸で中和した（リトマス紙）．頁にこれに10％

硫酸10mZ及び無炭酸水を加えて全量1000　mJとし

保存溶液を調製した，刑時保存溶液10mJをとり10％

硫酸を加えたのち，無炭酸水で全量1000mZとし標準

溶液とした．

　　　亜ヒ酸標準溶液　1mJ＝1．0μ9亜ヒ酸

　スズ標準溶液：金属スズ0．5009をビーカーにとり，

坂下40m♂を加え，時計皿を置き水浴上で加湿溶解

する．溶解後，時計皿をはずし，更に加熱濃縮して約

5m♂としたのち，1N塩酸で全量500mごとし保存溶

液を調製した．川石保存溶液10mZをとり1N塩酸で

全旦1000mJとし標準溶液とした．

　　　　　スズ標ll「i溶液　lmJ＝1μ9スズ

　3．装置

　原子吸光光度計：日立製f乍所170－50A型

　スズ中空陰極ランプ：日立製作所製

　ポリトロン

　ヒ素試験装置＝衛生試験法6）記載のヒ素測定装置を

用いた．

実験　方　法

　1．　試料の前処理

　開かん後直ちに全量をポリトロンを用いてビーカー

中で均一化し，そのうち50gを湿式又は乾式灰化に

供した．

　a）湿式灰化

　試料5．Ogを100mJのケールダールフラスコにと

り硫酸5m1，硝酸10mZを加え，1晩放置したのち

常法に従い灰化した．冷後飽和シュウ酸アンモニウム

溶液2．5m’を加え，更に白煙が生ずるまで加熱した

のち放冷した．アンモニア水（1：1）5mZを加え．液性

を弱酸性としたのち25mJ定容とした。

　b）乾式灰化

　試料50gを100　mJの硬質ビーカーにとり赤外線

ランプ照射下，120。の砂浴上で炭化させカラメル状と

する．ついで450。の電気炉中で24時間加熱する．冷

後電気炉中で取り出し，もし完全に灰化していない場

合には水5mJを加えガラス楕で細かく砕き，赤外線

ランプ照射下水分を除き，再び450。で加熱する．完

全に炭化するまでこれを繰り返した．灰化後6N一塩酸

4mZに溶かし赤外線ランプ照射下これを乾固し，熱

1N塩酸少量で繰り返し抽出し10mZ定容とした．

　2．定量

　ヒ素については湿式灰化液10mJを用いてグットツ

ァイト法6）により，スズについては乾式灰化液を用い

て波長224．6nm，ランプ竃流量10mAで原子吸光法

により定量した．検出限界はヒ素は0．1μg（肉眼観

察），スズは2ppm（S／Nニ2）が得られた．
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Table　1． Recovery　of　Tin　and　Arsenlc　from

Canned　Orange3

　　　　　ResidueMetal
　　　　　（ppm） 　調翻鞭
Sn（a）＊1

　（b）

As（a）

65　　　　　100　　　　　154　　　　　89（5）

65　　　　　100　　　　　158　　　　　93（7）

ND＊2　　　0，1　　　0。08　80（5）

＊1）a：wet　ashing，　b：dry　ashing　＊2）ND：not

detected　＊3）CJV：coefHcient　of　variation（n＝3）

Table　2，　Analytical　Results　of　Canned　Fruits

Sample（Manufhcture）　　Sn（ppm）　As（ppm）

1　pine　apple　　（A）

2pine　aPPle　（B）

3pine　apPle　（C）

4　pine　aPPle　　（D）

5　pine　apple　　　（E）

6　　0range　　　　　　（A）

7　0mllge　　　　　（B）

8　0range　　　　（C）

9　0range　　　　（D）

10　0range　　　　　（E）

11　white　peach　　（A）

12　white　peach　（B）

13whlte　peach（C）

14　whlte　peach　（D）

15　pear　　　　　　　（B）

16　pear　　　　　　　（C）

17　pear　　　　　（D）

18　pear　　　　　　（E）

19　fruits　punch　　（B）

20　nuits　punch　（D）

21　fruits　salad　　（A）

22　f士uits　salad　　（C）

23　fruits　salad　　　（E）

54

136

124

81

113

74

70

70

79

91

45

48

80

66

48

75

55

63

125

79

69

54

54

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
O．01

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

＊ND　means　not　detectcd．　The　detection　lilnit　of

　arscnic　is　O．01　PPm　as　As203

のち湿式灰化を行い，回収率を求めた．なおスズにつ

いては乾式灰化の結果をも併記した（Table　l）．

　いずれもほぼ満足すべき結果が得られた．スズに関

しては乾式灰化の方が良い回収率を得たが，これは湿

式灰化の際にメタスズ酸の生成があったものと考えら

れる．従って以後試料の前処理はヒ素については湿式

灰化により，スズについては乾式灰化により行った．

　2．　測定結果及び考察

　試料23倹体の測定結果をTable　2に記した．

　みかんについての調査（1965年当時）によるとかん

詰にする前の原料みかん中のバックグランド値は，ヒ

素で0．02ppmから0，10ppm，スズは0．8ppm以

下とされている1〕。又かん詰製造直後のスズ，鉛及び

ヒ素の測定結果によると鉛の含有量は原料よりもわず

かに高くなるのに比べ他の2つの金属の含有量は変動

しないとされており，更に製造後の年月を経るに従っ

てスズ及び鉛の溶出量が多くなると言われている7）．

　今回我々は製造年月とこれらの金属の含有量との関

係については追求しなかった．市販果実かん病中のス

ズの含有量は最低45PPm，最高II3PPm，平均77

ppmであり清涼飲料水の許容基準値の約半分であっ

た．これは他の報告とも良く一致している2の．ヒ素に

ついては検出隈界値の0．01ppmが検出されたものが

1検体あったのみで他は0．Ol　ppm未満であった．こ

の値は1965年当時の原料みかんのバックグランド値か

ら考えて相当低い値であるがこの点に関しては更に調

査を進める必要があるものと考えられる．

　いずれの金属も業者間における差，果実種におげる

差は認められなかった．

文

結果及び考察

　1．　添加回収実験

　ヒ素については0．1ppm，スズについては100　ppm

の濃度になるようにみかんのホモジネートに添加した

献

D早川順子，楢府直大，福島保男，堀川俊二：食

　衛誌，6，386（1965）

2）岩本喜f乍，前田琉子，堀尾嘉友：食衛誌，11，

　183　（1970）

3）堀尾嘉友，吉田千恵子3食衛誌，13，377（1972）

4）佐藤直樹，霜田克彦，鎌田　勲，成田静一，虻
　川1　宏：＝食＝争胃註芒1，　14，　245　（1973）

5）堀尾嘉友，岩本喜作，小村祥子：食衛誌，11，

　147　（1970）

6）日本薬学中編：衛生試験法注解，p・44（1973），

　金原出版
7）鈴木健次郎，森光国：食衛誌，12，4（1971）
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国内市販香辛料中のエトキシキソ

内山貞夫・近藤龍雄・内山　充

Ethoxyquin　in　Spices　in　thc　Domcstic　Markct

Sadao　Ucl11YAMA，　TatsuQ　KoNDo　and　Mitsuru　UclllYAMA

　Ch三li　powdcr　in　thc　domestic　markct　was　contamlnated　with　O．6　ppm　or　ethQxyquin　but　no　ethoxyquin

was　dctcctcd　in　thc　othcr　spices　obtaincd（6　kinds）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rcccived　May　30，1981）

　Ethoxyquin（6－Ethoxy－1，2－dihydro－2，2，4－trime．

thyl　quinQline，以下EQ）は諸外国において食品あ

るいは飼料の酸化防止剤として使用が許可されており，

米国ではチリパウダー及びパプリカの保管剤として

100ppmまで使用が認められている．日本では食品添

加物として使用が認められておらず，昭和55年5月日

本食品衛生学会第39回学術講演会において，東京都衛

生研究所から国内市販の香辛料中にEqを検出する違

反品が発見されたこと，並びに分析法が発表された1）．

更に昭和55年7月9日付厚生省通牒でこの分析法が公

示されるに至った2）．

　EQ自体は分子量，21ア．30黄色の液体（bp．123～

125。）で，その毒性はマウス静注LD50178　mg／kgで

ある3，，

　昏辛料に用いられたEQ．の分析法はケイ光分光光度

法及び高速液体クロマトグラフ法を用いている．香辛

料はほとんどがその原料を輸入品に依存している国内

⊇1評情を考慮すると，輸入に際して迅連な検査態勢が望

まれる，

　すなわち，限度試験を主としたより簡便でかつ特異

的な分折法であり，使用する横器はできるだけ安価で

あることが望ましい。そこでEq　lppm前後を検

出口標として検討した結果，薄層クロマトグラフ法

（TLC）を川いる簡易法を開発することができた4）．

　今回は国内香辛料製造販売業者5社の製品を入手し，

上記分析法を用いて行った調査結果を報告する．

実験方　法

　1．試料

　国内舌辛料製造販売業者5社にわたる製品，パプリ

カ，チリパウダー，レッドペッパー，チリペッパー，

ホワイトペッパー，ブラックペッパー，調味スパイス

を東京都内及び川崎市内の店舗より購入した試料とし

た，

　2．分析法

　分析法の詳細は現在投了中であるが，以下のように

して行った4》．

　2．1．　試験溶液の調製

　試料5gを細切し（含水の場合は無水Na2SO4を加

える），π一ヘキサン80mJで20分当振とうし，炉干ろ

過によって抽出液を分離した．残査はπ一ヘキサソ20

mZで洗い抽出液に合わし，2％Na2SO4含有0．4N

H4SO450　mZで2回抽出した．水層は6N　NaOH　12

m1を加えアルカリ性としたのち，π一ヘキサン50m1

更に40n11で2度抽出した．抽出液を合わし，少量の

蒸留水で洗い，無水Na2SO4で脱水し，40。で減圧

濃縮して0．5mJのπ一ヘキサソ溶液を試験溶液とし
た，

　2．2．EqのTLC
　EqのTLGは無げい光シリカゲルプレート（メル

ク社製）に試験溶液10μをスポットし，展開溶媒ペ

ンゼソ（1～1＝α22）又はメタノール（ノ～／＝0。82）を用

い展開した．なお各展開溶媒には500ppmのBHTを

溶かして用いた．展聞後暗所に1時聞方気匂したのち，

増けい光剤Tr三ton　X－100一ベンゼン混液（1：2）を

Eqスポットの位置に薄層が半透明；こなるまで均一に

噴霧し，直ちにヘヤードライヤーで冷風を吹きつけ増

けい光剤中のべソゼソを揮放させた．

　定性的には紫外線下（365nm）肉眼で青白色のスポ

ットを確認しEqの存在の有無を決定した．定量は

けい光濃度計（Schoc価1製Spectro－densitomcter　SD

3000A型，　Hewlett　Packard製lntegrator　3380A型

付）でけい光強度を測定し，同時に展開した標準Eq

量のけい光強度から含有量を決定した．
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Table　1． Analytical　results　of　cthoxyquin　in

spices　in　the　domestic　market

Kind　of　spices　Maker Ethoxyquin（ppm）

R．cd　pepper

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃
Paprika

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃
Chilli　powder

　　〃

　　〃
Chilli　pepper

　　〃
、Vhite　pepper

　　〃
Black　pcpper

　　〃
Seasoning　spice　I

　　〃
Seasoning　spicc　II

　　〃

A
A
A
A
A
B
B
C
C
D
D
A
A
A
A
A
B
B

A
A
A
B
B
B
B
B
B
E
E
E
E

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
O．6

0．6

0．6

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

した．Table　lに示すとおり，チリパウダー1種3検

体のみに0．6ppmのEqが検出された．　Eqを検出

したチリパウダーの製造阪売業者A社の製品について

はパプリカ，レッドペッパー10検体を分析したが，い

ずれもEqは検出されなかった．

　Eq　o，6ppmは米国におけるEq許容限度量100

ppmに比較して極端に少ない量であることを考慮す

ると，このチリパウダーに保色の目的で添加したもの

であるかどうかは疑問である．この点について，チリ

パウダーの製造過程にEqが混入した場合と，保色

の目的で添加したとしても時間の経過とともにEqが

分解したために少量しか検出されなかった場合とが考

えられるが不明である．　Eqが空気中で容易に分解

する事実を考慮すると，厳密に論ずるならば分解物を

分析しなければならないであろう．今回の調査では国

内市販品としたために香辛料製造販売業老5社，種類

も7種にとどまったが，今後より広汎にわたって調査

すべきであろう．

　本分折法の利点は薄層プレート上で発けい光性の低

いEqをEq　o．4ppmまで肉限で判定できるようにし

た点にあり，輸入検査業務のスクリーニング法として

大いに有効なものと考える．また定量に用いたTLC一

けい光濃度法はEqの判定に用いた薄層プレ占トをそ

のまま利用できる利点があった．

ND：not　detected，く0．4　PPm．

文

結果と考察

　国内市販香辛料のうち，EQ．検出可能性のあるペッ

パー類7種，31検体について上記分析法に基づき分析

献

　　1）藤沼賢司，冠政光，中沢久美子，中里光男，有

　　　賀孝成，直井家壽太：日本食品衛生学会第39回

　　　学術講演会，講演要旨，p．39（May，1980）．

　2）厚生省環境衛生局食品化学課，事務連絡：食品

　　　衛生研究，9，905（1980）．

）3）R・H・Wil・・n　and　F・Deed・・」9ハ抽・ゴC均・加・・7・

　　　203（1959）．

　4）内山貞夫，近藤龍雄，内山充：日本食品衛生
　　　学会第40回学術講演会，講演要旨，p．磁（Octo－

　　　ber，1980）．∫0ゐroη～α∫ogハに投稿中．
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食品中の残留農薬分析に関する研究（第33報）

台湾産レイシ（ライチー）中のEDBの残留分析

関田寛・武田明治・内山充

　　　　　Studfcs　on　Analys三s　of　Pcstlcidc　Res三ducs　in　Foods（XXXIII）

Determination　of　EDB（Ethylenc　Dibromidc）Rcsiducs　in　Litchi（Lychcc）Fruits

　　　　　　　　　　　　　　Importcd　f｝om　Formosa

Hiroshi　SEKITA，　Mitsuharu　TAKEDA　and　Mitsuru　UcHIYAMA

　In　scvcral　samples　oHfesh　Iitchi（lychec）fruits　imported　ffom　Formosa，　EDB（ethylene　dibromide，1，2・

dibromocthanc），which　is　used　in　plant　quarantine　practice正br　the蝕migation　offセesh倉uits　and　vcgetables，

and　slllgly　or　in　combination　with　othcr　fumigants最）r　the血migation　of　the　stored　agricultural　crops　such

as　ccreals，　pulses，　and　so　on，　and　of　animal艶cds，　were　cxtractcd　continuously　with　Dean－Stark　distiller

and　dctcrmined　by　gas　chromatography　with　EGD．　The　residue　levcls　of　EDB　in　litch1　samples　ranged

O．14to　2．18ppm　in　the　wholc　Iltchi　fruits　and　O．23　to　1．42　ppm　in　the　litchi　pulps。　It　was　concluded

that　the　considcrab王e　portions　of　EDB　used‘o　the　fumiga亡ion　pcamea亡cd　casily　into　the　Iitchi　pulp　in　the

氏）rm　of　the　original　compound　without　decQmposition．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rcceived　May　30，1981）

　EDB（ethylene　dibromide，1，2－dibromocthane）は

沸点131～132。，25。における蒸気圧が11mmHgと

比較的蒸気圧の高い液体で，土壌の殺線虫剤としての

他に，植物防疫の必要性から生の果実・野菜のくん蒸

に使用されたり，穀類・豆類等の貯蔵農作物や家畜飼

料のくん蒸に単独又は他のくん蒸剤と併用して使用さ

れている．EDBの食品中の残脅基準値（トレランス）

はわが国では厚生省，環境庁でも未だ設定されていな

い．また，米国におけるEDBのトレランスが穀類に

ついては設定されており，生試料で20ppm，粉末試

料で5．Oppm，加工品で0．1ppmと定められている

が，呆実類に対しては定められていない。

　1｝1：年6月，2箇所の食品衛生監視員事務所から輸入

ゴミ品化学検査事項として台湾産レイシ（ライチー）中

のEDB試験の依頼があり，それを契機としてレイシ

中のEDB試験法の検討を行った．　EDBの残留分析

法の一般的なものとしては，後藤・加藤による残留農

薬分析法のテキストPにあるDean－Stark蒸留装置を

川いた力法が最も簡便で短時間でしかも高感度に検出

出来ると考えられたので，この方法がレイシ中のEDB

試験に適川出来るかどうかを検討したところ，良好な

結呆を得たので，この方法を採用して実際の試料につ

いて残留分析を行った．

実験　方　法

　1．試　　　料

　台湾産生レイシ（東京港3検体，成田空港1検体，

及び昨年7月上旬東京都渋谷区内で購入した市販品1

検体の計5検体）

　2．　試薬・装置

　アセトン，かヘキサン等の有機溶媒は残留農薬試験

用に適合するものを用いた．

　水は全ガラス製蒸留水製造装置（藤原製作所製）に

よる再蒸留水を用いた．

　EDB標準品ε東京化成（株）製微量分析用（純度99

％以上）

　液相分離用ろ紙＝ワットマン社製IPS

　ワーリングブレングー＝口木精機製作乃1製マルチブ

　　　よ　　　　　　　ヘ

レンターミル

　Dean－Stark蒸留装置1》＝前田製f知所製

　ガスクロマトグラフ：島津製作所製GC－4BM型

（EGD付き）にクロマトグラフ用データ処理装置とし

て同社製クロマトパックC－RIA型を接続したもの．

　3．　ガスクロマトグラフの操作条件

　カラム＝内径3mm，長さ2m（ガラス製）

　充損剤：25％polyethylene　glycol　20M／Gas　chrom

　　　　　q（80～100メッシュ）
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　カラム温度：130。

　注入口・検出器温度＝200。

　キャリアガス＝N2，1．6kg／cm2

　感度：8

　記録紙送り速度：3mm／min

　注入量＝1μ

　4．　検量線の作成

　EDB標準品100mgを正確に秤取し，100　mZのメ

スフラスコに移してアセトンに溶解し，これを保存溶

液（1000μg／lnJ）とした．この保存溶液を更にπ一ヘキ

サソで適宜希釈して，各々1mJ中にEDBが0．　Ol，

0．1，0．2，0．4，0．6及び0．8μ9を含むように検量

線用のEDB標準溶液を調製した．次いで，これらの

標準溶液の各々1μをガスクロマトグラフに注入し

て得られた標準品のクロマトグラムについて，各々の

濃度のEDBのピーク面積をデータ処理装置で測定し，

絶対検量線法により検量線を作成した．

　5．EDBの抽出及び定性・定量

　ワーリングブレンダーで破砕均一化したレイシ試料

509を1」のDean－Stark装置用蒸密フラスコに秤

思し，水200mZ及びη一ヘキサン10mZを加え，こ

れをDean－Stark蒸留装置に装着し，マントルヒータ

ー（450W，10A；スライダックを60Vに設定）を用

いて1時間加熱還流してEDBを連続的に抽出した．

放冷後，トラップ内のη一ヘキサソ及び水を液晶分離

用ろ紙を用いてろ過し，ろ液は50mZのメスフラスコ

に取った．トラップ及び冷却管の内壁をη一ヘキサソ

10m1及び水20m♂で洗浄し，洗液を同様にろ過し，

前述のろ液と合した後，π一ヘキサンで定容とし，これ

をガスクロマトグラフィー用検液とした．この検液

1μをガスクロマトグラフに注入し，試料のクロマト

グラムを記録した後，クロマトグラム上の標準EDB

と保持時間の一致するピークの面積を測定し，前項4

で作成した検量線からEDB検出量を求め，次式より

試料中のEDB量を算出した．

　試料中のEDB濃度（ppm）

　　　　　　EDB検出量（ng）×検液量（m1）
　　　　　　検液注入量（μ）×試料採取量（9）

　今回のEDB試験においては，試料採取量を509，

検液量を50m1，検液注入量を1μ1としたので，

　試料中のEDB濃度（ppm）＝EDB検出量（μg／mJ）

となる．

結果及び考察

　1．　検量線及び検出限界

　実験方法の4の項で述べた方法で操作して得られた

EDBの検量線は，　Fig．1に示したように，　EDB　O．1

～0．8μg／m1の範囲でほぼ良好な直線性のある検量線

が得られた．実際の定量の場合には，低濃度及び高濃

度の標準溶液として0。2及び0．4μg／mJ溶液を用い

た2点検量線法で検量線を作成し，データ処理装置に

より試料中のEDB量を算出した．

一100
§

と

暮80

塁6。

§

葦40
§

至20
£

　　0 0．10．2　　 0．4　　　0．6　　 068

　　　EDB（μg／mの

Flg．1．　Calibration　curve　fbr　EDB

A

L＿＿＿　，｝

B

腿
　ぜ

C

　　…

、LL
’1

D

F三g．2．Typical　gas　chromatograms　of　EDB　standard　and　oflitchi　f｝uit　extract

　　　　A：Rcagent　blank　B：EDB　O，01　ng　C＝EDB，0．20　ng

　　　　D＝Lltchi　fbu1t（貸om　Tokyo　port，　No。1）
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Table　1．　Recovery　of　EDB　added　to

　　　　litchi　fをuit　homogenate

　・嶋留・鞭㎡羅（％）

Table　2．　Rcsidues　of　EDB　in　the　f廿esh　litchi

　　　　島・uit　samples　imported　from

　　　　Formosa　in　June，1980

Sample　SQurcc

EDB　residucs（ppm）

Blank

R－1

R－2

R－3

R－4

R－5

0

20．0

20．0

20．0

20．0

20．0

5．86

23．14

22．36

22．66

23．10

23．08

Wholc＊　Pu1P串

17．28　　　86．4

16．50　　82，5

16．80　　8壬．0

17．24　　　86．2

17．22　　　86．1

Mcan
Standard　dcviation

85．O

L72

Tokyo　port　No．1

　　　　　No．2

　　　　　No．3

Narita　air　port

Bought　at　Shibuya，
　Tokyo，　on　July　1，1980

0．30

2．18

2．17

0．78

0．14

1．42

L24

0．23

　また，EDBの最小噴出量はFig．2に示すように

0．01ng（0．01μ9／mZ）と判断して，　EDBの検出限界

は0．01ppmとした．

　2．　添加回収実験

　レイシを分析試料としたEDBの残留分析の報告は

見当たらないので，後藤・加藤による残留農薬分析法

のテキストPに示されている一般的なEDB試験法に

したがって，Dean－Stark蒸留装置を用いて，レイシ

のホモジネートにEDBを0，4ppm濃度に添加して

回収実験を行ったところ，Tablc　1に示すように平均

85．0％とほぼ満足出来る回収率が得られた．

　3．　試験成績並びに市販品の分析結果

　各食品衛生監視員事務所から送付されたレイシ試料

計4検体について，丸ごと及び果皮を除去した果肉部

（いずれも種子を含む）のそれぞれについて，実験方

法の項に述べたような操作でEDBの残留分析を行っ

たところ，Tablc　2に示すような結果が得られた．ま

た，1倹体だけではあるが，市販品について同様の操

作でEDB試験を行った結果も合わせて掲げた．

　今回の試験結果から，丸ごとのレイシからはEDB

が最高2．2ppm検出されたが，くん燕剤として使用

されたEDBが輸入食品倹査試料から検出されたのは

恐らく今回が初めての事例と考えられる．また，レイ

シの果肉部（果肉部と果皮部の重量比は約5＝1）から

もEDBがL2～1．4ppm検出された．したがって，

レイシを果肉部と果皮部とに分けた場合のそれぞれの

EDBの残存比は約1．4：1であることがわかった．

また，同様のくん蒸剤である臭化メチルが極めて分解

Each　value　is　the　mean　of　the　two　experimcnts．

＊：Both　samples　contユilled　the　seeds．

一：not　analyzed

し易い物質であるのに対して，EDBは分解されずに

原化合物のままで，レイシの果肉部まで浸透し易い物

質であることが判明した．しかし，前述のように，

EDBの農作物Pのトレランスがわが国では設定され

ておらず，また，米国でも果実類には規制値はないの

で直接の比較は出来ないけれども，今回の生レイシ中

のEDB残留量の最高値の2．2ppmという値は，米

国における加工及び調理の際の減少を見込んだ穀類に

対する20ppmというトレラγスと比較するとかなり

小さい値と言える．

　また，今回のDean－Stark蒸留装置を用いたEDB

の残留分析においては，ガスクロマトグラム上でEDB

以外のピークは溶媒以外にはまったく認められず，残

留農薬等のECD一ガスクロマトグラフィーにおいて

通常見受けられるような溶媒その他の試薬に由来する

不純物ピークや検体に由来する爽雑ピークもまったく

認められなかったことから，本装置はEDBのような

水に不溶性でしかも蒸気圧の比較的高い物質の抽出に

は，極めてイf効な装置であると言える．

　終わりに，本研究に当たり，Dean－S餓rk蒸留装置

に便宜を図っていただいた（財）日本食品分析センター

加藤誠哉部長に深謝致します．

文 献

1）後藤真康，加藤誠哉＝残留農薬分析法，p・30D

　（1980）　ソフトサイエンス社
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食品中の残留農薬分析に関する研究（第34報）

米国産おうとう中の有機リン系殺虫剤の残留分析

　　　　　河村葉子・武田明治・内山充

　　　　　Studies　on　Analysis　of　Pesticide　Residues　in　Foods（XXXIV）

Analys1s　of　Organophosphorus　Insecticides　in　Fresh　Cherries　Imported　fセom　USA

Youko　KAwAMuRA，　Mtsuharu　TAKEDA　and　Mitsuru　Ucl11YAMA

　From　1978　to　1980，19　samples　of　f｝esh　cherries五mported仕om　USA　were　tested　fbr　g　organophosphorus

insecticides．　Parathfon　was　detectcd　in　6　samp正es．　Diazinon　and　malathion　were　detected　in　each　one

sample．　But　fbnitrothion，　chlorpyr1phQs，　chlor琵nvinphos，　phenthoate，　EPN　and　phosalon　wcre　not　de・

tected　in　all　samples．　Parathion　contents　in貸esh　cherries　werc　f｝omα007　to　O．026　ppm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rccelved　May　30，1981）

　昭和53年7月，米国産おうとうの輸入が解禁となり，

輸入が開始された．それに伴い3年間にわたり輸入お

うとう中の有機リン系殺虫剤の残留検査が実施された．

対象はダイアジノン，マラチオン，パラチオン，フェ

ニトロチオン，クロルピリホス，クロルフェソビンホ

ス，フェントエート，EPN及びホサロソの合計9種

類とした．

　有機リン系殺虫剤は，有機塩素系殺虫剤が食品，環

境及び生態系に対する汚染が問題となり多くの国で使

用が禁止されて以来，世界中で最も繁用されている殺

虫剤の一つである．しかし国内産農作物については検

出される頻度は低い，

　輸入おうとう中の有機リン系殺虫剤の残留検査結果

を報告する．

実　験　方　法

　1．試料

　東京港，横浜港及び成田空港より送付された米国産

おうとう計19検体（53年度：8検体，54年度：5検体，

55年度：6検体）

　2．試薬

　農薬標準品は和光純薬（株）製を使用した．

　3．装置

　ガスクロマトグラフは島津製f乍所製GC－4BM－PF

（FPD検出器付）を使用した．

　4．実験操作

　4．1．抽出

　検体の呆柄及び種子をのぞき，ミキサーにより破砕

均一化した．その100gを分液ロートにとり，アセト

ン100mJ，π一ヘキサソ150　m1を加え，振とう機で10

分間振とう後静置した．分離した溶媒層を三角フラス

コに移し，残査にπ一ヘキサソ150mZを加え10分間振

とう後，分離した溶媒層を三角フラスコにあわせた．

無水硫酸ナトリウムで脱水後，クデルナダニッシュ濃

縮盟を用いて，50。以下の水浴中，減圧下，20m1に

濃縮した．

　4．2．精製

　内径2．2cm，長さ30　cmのクロマト管の先端にガ

ラスウールをつめ，フロリジル10gをπ一ヘキサンを

用い湿式で充填し，更に無水硫酸ナトリウム約10g

を層積した．このカラムに抽出液5mZを注入し，50

％エーテル含有π一ヘキサン200mJで溶出させた．こ

れをクデルナ・ダニッシュ濃縮器を用いて5mJに濃

縮し，試験溶液とした．

　4．3．　ガスクロマトグラフィー

　試験溶液3mJを下記の測定条件のFPD－GCに注

入し，分析に供した．

a．4％シリコンOV－101／ガスクロムq（3　mm　x　1．5

　　m），カラム温度220。，窒素ガス1．Okg／cm2

b．10％シリコンqF－1／ガスクロムQ（3　mm×1．5

　　m），カラム温度220。，窒素ガス1．Okg／cm2・

c．2％DEGS十〇．5％リン酸／ガスクロムq（3　mm

　　×2m），カラム温度180。，窒素ガス0．8kg／cm2

実験結果及び考察

昭和53年～55年の3年間に送付された米国産おうと

う19検体について，実験方法の項でのべた操作に従い

9種の有機リソ系殺虫剤の残留分析を行ったところ，
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Table　L　Contents　of　dlazione，　malathiQn　and

　　　　　parathion　in　f｝csh　cherries　importcd

　　　　　f｝om　USA

Table　2． Lim五t　ofdetection　of　organopho・

sphorus　insectiddes　in　fk）ods

insccticides　limit（ppm）　inscctlcidcs　limit（ppm）

year　NO．　diazinon　　　malathion　　　parath三〇n

1978

1979

1980

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

O．004

ND
ND
ND
ND
ND

O．005

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND

O．011

ND
ND

O．007

ND
ND

O．009

ND
O．Oll

ND
ND

O．026

0．008

ND
ND
ND
ND

diazinon　　　　O．002

malathion　　O．005

parathion　　　　O。005

驚nitrothion　　O，005

chlorpyriphos　O。005

chlor｛bnvinphos　O．　Ol

phcnthoatc　　　　O．　Ol

EPN　　　　　　　O．03

pho3ユ10n　　　　　　O。05

Tablc　3．　Frcqucncy　of　dctcction　of　organo・

　　　　　phosphorus　insect三cidcs　in　domestic

　　　　　vegetablcs　and　f士uits

insecticides
」｝equency　of　detcction（％）

vcgetables 症u量ts

diazinon

malathion

parathlon

琵nitrothion

EPN

ND；not　dctcctcd

1．2

0．6

0，3

LO
1．1

6．2

0．4

0．4

1L7

0．7

フェニトロチオン，クロルピリホス，クロルフェンビ

ンボス，フェントエート，EPN及びホサロンは全検

体から検出されなかった．またグイアジノン，マラチ

オン及びパラチオンについてはTable　1に示すよう

な試験結果が得られた．本分析法における有機リン系

殺虫剤の検出限界をTable　2に示した．

　分析した19検体中7検体から有機リン系殺虫剤が検

出された．そのうちわけはパラチオン6検体（0．007

～0；026PPm），ダイアジノン1検体（0．004　PPm），

マラチオン1検体（0．005ppm）であり，マラチオン

を倹出した倹体からはパラチオンを同時に検出した．

　食品衛生法に基づくおうとうの残脅基準Pは，グイ

アジノン0．1ppm，パラチオン0．3ppm，フェニトロ

チオン0．2PPm及びEPN　O．1PPmが定められてい

る．これらの基準値と比較すると，今回の検出値はい

ずれも1／10以下であった．しかし，パラチオンは急、

性毒性が強いため，わが国では昭和46で1こに使用が禁止

された殺虫剤である．米国産おうとうの分析結果から

判断して，パラチオンが栽培中に使用されていること

は明らかであり，使用頻度も高いと考えられる．

　昭和46年～54年まで9年問の食品汚染物モニタリン

グプログラム2）における国内産野菜・果実中の右機リ

ン系殺虫剤の検出率をTablc　3に示した，検出率は1

％前後，とくに高い果実中のフェニトロチオソ，グイ

アジノンでは11．7％，6．2％であった．一方，輸入農

作物においては小麦3】をはじめ種々の農作物において

有機リソ系殺虫剤が高頻度に検出されてきた．今回の

輸入おうとう中のパラチオンの研出率は32％であった．

　輸入農作物への依存度がますます高くなってきてい

る現在，輸入農作物中の残留農薬ミ夢に対するじゅうぶ

んな監視が必要であると考える．

文 献

1）げミ品残脅農薬基準一覧表」でミ匹～11衛生関係法規

　鱗三，　負τ2分1冊，　P．853LG978）　ロン仁法！見出lt反

2）　1勺【［1　ヲ己：｛1行生1レ℃｝【芝，　97，　1　（1979）

3）｝II∫村葉子ら：食衛誌，21，，70（1980）
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ゴム製乳首等に含有されるニトロソアミン

石綿　肇・川崎洋子・山本　都・酒井綾子

　　　　　山田　隆・谷村顕雄

Nitrosamines　in　Rubber　Nipples

Hajimu　IslllwATA，　Yoko　KAwAsAIα，　Miyako　YAMAMoTo，　Ayako　SAsA！，

　　　　　　　Takashi　YAMADA　and　Akio　TANIMuRA

Nitrosamines　in　mbber　nipples　were　dete㎜ined　by　gas　chromatography　or　by　high，perfbrmance　Iiquid

chromatography　using　a　themal　energy　detector．　Rccoveries　of　nitrosodimethylamine（NDMA），　nitro－

sodiethylam五nc（NDEA），　nltrosodibutylamine（NDBA）and　nitrosop三peridine（NPIP）were　more　than

60％except鉛r　NDMA血om　the　natural　rubber　Iatex　nipple．　NPIP　was　determined　at　the　concentrations

of　10－110　ppb　in　the　isoprene　nlbbcr　nipples．　NDBA　was　determined　up　to　60　ppb　in　both　isoprene

rubber　and　natural　rubber　latex　products．　Trace　amounts　of　NDMA　and！Qr　NDEA　were　detected量n

some　of　the　samples．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　1981年2月，スイス連邦内務省保健局よりゴム製乳

首等にニトロソアミン類が存在することが報告され

たD．同月，厚生省食品衛生課より11検体の試料の送

付があり，分析を行ったところ，10険体中にニトロソ

アミン類を検出したので報告する．

実験　方法

　試料　イソプレンゴム製乳首3検体（試料No．1～3），

シリコンゴム製乳首3検体（試料No．4～6），天然ゴ

ムラテックス製乳首（試料No．7），天然ゴムラテック

ス製おしゃぶり（試料No，8）以上国産品．天然ゴム

ラテヅクス製乳首（試料No．9），イソプレンゴム製乳

首（試料No．10），天然ゴム製乳首（試料No・11）以

上輸入品．

　器具及び装置

　ホモジナイザー：ULTRATURRAX（外径18mm：

IKA，　WERK，　Cα）

　セライトカラム：セライト545（和光純薬）を700。

で一夜加熱し，冷後その109を擬拝しながら6N塩

酸5m♂を少しずつ加えた．これを内径1．5cmのガ

ラスカラムに高さ8cmとなるように充唄し，η一ペン

タンで湿潤した．

　ガスクロマトグラフ：Shimadzu　GC－6AM（島津製

作所）

　高速液体クロマトグラフ：Shimadzu　LC－3A（島津

製f乍所）

　検出器：熱エネルギー検出器TEA－502（Thermo

Electron　Co，）

　ガスクロマトグラフ条件：カラム＝10％PEG　20M

on　Gas　chrom　P　1．5mx3mmi．d．
　　　　　　　，
　カラム温度：IlO。又は160。

　検出器分解炉温度＝400。

　検出器トラップ：ジクロルメタン・液体窒素

　高速液体クロマトグラフ条件：カラム：Zorbax　CN

4．6mm　i．d．　x25cm

　移動相：イソオクタン・エタノール8：2

　流速：1．OmJ／min

　検出器分解炉温度：450。

　検出器トラップ：エタノール・ドライアイス

　抽出法乳首等を細切し，その約10gを二丁し，

ジクロルメタン100mZを加え，ときどき掩」馴しなが

ら室温で20分間放置したのち，ホモジナイザーで1分

間磨砕し，磨砕液にジクロルメタン100m1を追加し

た．試料1，2，3，7及び10では磨砕前にジクロルメ

タンを追加した．その後20分間放置し，再び1分間磨

砕し，更に20分間放置したのち，磨砕液を東洋ろ紙

No．2Aでろ過した．残留物はジクロルメタン100　mZで

フラスコに集め，20分間放置したのち1分間磨砕した．

この操作を更に1回繰り返したのち，20分間放置し，

磨砕液をろ過した．残留物を少量のジクロルメタンで

洗浄し，ろ液と洗液を合わせ，減圧下30～40。で約

10mZに濃縮した．その後，窒素気流下で試料1，些，

5及び6はlmZ，試料2及び3は2mJに濃縮した．

試料7～11はセライトカラムにのせ，ペソタン100mZ，
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Table　1．　Rccovery　test　of　nitrosamines

Rec・very（％）
Sample　No． MateriaI

NDMA NDEA NDBA NPIP

2

5

7

Isoprcnc　rubber

S正Hcon　rubber

Natural　rubbcr　latcx

72

60

8

74

74

72

60

62

60

Nitrosamincs，500　ng，　wcrc　addcd　to　the　dichloromcthanc　suspcnsion　Qr　nipplc　tips（10　g）．

Tablc　2．　Material　tcst　of　rubber　nipplcs飾r　nitrosamincs

Concentrat三〇n，　PPb

Sample　No． MateriaI

NDMA NDEA NDBA NPIP

　1

　2

　3

4

　5

　6

　7

8

9

10

11

Isoprene　rubl〕er

Isoprene　rubber

Isoprene　rubber

Sil三CQn　rubber

S量licon　rubber

Silicon　rubber

Natural　rubber　Iatcx

Natural　rubber　latcx＊1

Natural　rubber　latex

lsoprene　rubber

Natural　rubber

nd

nd

nd

nd

tr

nd

nd

nd

nd

nd

tr

nd

nd

tr

tr

tr

nd

nd

nd

nd

nd

nd

50＊2

10

nd

nd

nd

nd

20

60

10

nd

nd

110＊2

80

60

　tr

nd

nd

nd

nd

nd

10

nd

＊1：

＊2：

nd：

tr：

baby－soother

detcrm1ned　by　high－pcrR）rmancc　liquid　chromatography

not　detected

trace，1ess　than　10ng／g

A B

NPIP

1

2

1：NDBA
2：NPIP

　　　0123456　　　　0123456
　　　　　　　　　　　　retention　time，　min

Fig．　L　Chromatograms　of　the　6xtract　obtained

・　　　貸om　niPPles

A：Gas　chroma亡ogram　of　NPIP正n　thc　sample

　　　No．2

　　　Conditlons；gas　chromatograph＝Shlmadzu

　　　GC－6AM，　column：10％　PEG　20　M　on

　　　Gaschrom　P，1．5m×3　mm　i．　d．　column

　　　temperaturc：1600，　detcctor：Thcrmal　Encrgy

　　　Analyzcr　502

B：High－pcrfbrmancc　liquid　chromatogram　of

　　　NDBA　and　NPIP　in　thc　samplc　No．1

　　　Conditions＝1iquid　chromatograph　l　Shimadzu

　　　LC・3A，　column＝ZQrbax　CN，4，6mm　i．　d．×

　　　25cm，　solventl　iso－octane：ethano1，　812，

　　　detector＝Thermal　Energy　Analyzer　502
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ついでジクロルメタン50mZで溶出した．ペンタン溶

出液は試料7では2mJ，試料8～11では1m1に濃縮

した．またジクロルメタン溶出液は1m♂に濃縮した．

これらの濃縮液を熱エネルギー検出器付ガスクロマト

グラフあるいは熱エネルギー検出雅付高速液体クロマ

トグラフを用いて分析した．なお，セライトカラムに

おいて，ペンタン画分にはN一ニトロソジブチルアミ

ン（NDBA）及びN一ニトロソピペリジソ（NPIP）が，

またジクロルメタン画分には，N一ニトロソジメチル

ァミン（NDMA）及びN一ニトロソジエチルアミン

（NDEA）が溶出される．

結 果

　回収率：イソプレンゴム製乳首（No．2），シリコン

ゴム製乳首（No．4），天然ゴムラテックス製乳首（No．7）

を細切し，その10gにジクロルメタン100　mZを加え

たのち，ニトロソアミン0．5μgを添加して回収率を

もとめた．結果をTable　1に示す．試料7に，　NDMA

を添加した場合，回収率が8％と異常に低い他はいず

れも60％以上の回収率を示した．

　乳首昏昏のニトロソアミン：乳首等に含まれるニト

ロソアミン類の分析結果をTable　2に示す．本法の

定量限界は10ng／gであり，また定量値は回収率補

正を行っていない．

　イソプレンゴム製品ではNDBA，　NPIPがそれぞ

れ最高値で50，110ppb，天然ゴムラテックスでは

NDBAが最高60　PPb認められた．　NDMA及び

NDEAは一部の試料において，こん跡を認めたにす

ぎなかった．試料1の外合，NDBAのピーク付近に

妨害ピークが認められたため，高速液体クロマトグラ

フィーにより定量した．

　Fig．1に代表的なクロマトグラムを示した．

考 察

　本報において用いられた方法は材質試験に相当する

ものであり，最高110ppbのニトロソアミンが測定

された．しかし，ゴム製乳首からだ液やミルク中へ溶

出されるニトロソアミン量は，これよりかなり低くな

るものと考えられる．スイスの報告によれば亜硝酸塩

20pp・nを含む人工唾液を用いておしゃぶりの溶出試

験を行い，ゴム重量に対してNDMA及びNDEA　3～

6PPb，またNPIP　I　l～28　PPbを人工唾液中に検出し

ている．同時に6～166ppmの二級アミン類も検出さ

れており，このことから人工唾液中に検出されたニト

ロソアミン類は溶出されたものだけではなく，溶出し

た二級アミンと人工唾液巾の亜硝酸塩とから二次的に

生成されたものも含まれる可能性がある．唾液中ある

いは胃内に亜硝酸が存在することから2）高濃度の二級

アミン類の溶出はニトロソアミンの存在と同等あるい

はそれ以上の問題を含むものと考えられる．

　本実験を行うにあたり，有益な御助言をいただいた

食品添加物部辰濃隆技官に感謝します．

文 献

　　1）私信
）／2）s・R・Tann・nb・um・A・J・sl・・k・y・M・w・i・m…．

　　　、V．　Bishop＝ノ」2鞭〃．σαη‘871箆∬，，53，79（1974）
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　塩化ビニル樹脂の衛生化学的研究（第5報）

食：品包装用フィルムからの可塑剤の溶出について

辰濃　隆・非上たき子・谷村顕雄

　　　　　　Hygicnic　Chcmical　Studies　on　Polyvinyl　Chloridc（V）

Migration　of　Plasticizcr廿om　Soft　Polyvinyl　Chloridc　Used　R）r　Food　Packaging

Takashi　TATsuNo，　Takiko　INouE　and　Akio　TANIMuRA

　D三一2・cthyl　hcxyl　adipate（DEHA）and　di－2－ethylhexyl　phthalate（DEHP）have　bcen　used　ln　soft　poly－

vinyl　chloridc（PVC）film　fbr　food　packaging．　These　two　plasticizers　were　rccently　doubted　of　the三r　car。

Cmogeneclty・
　Thc　two　plasticizers　wcre　studied　on　the　contents　in　soft　PVC丘1m　used　lbr熊）od　packaging　and　on　the

migration　into　fbod　simulated　solvcnts　from丘lm．

　The　results　showed　that　the　plastlcizcr　detected　in丘lms　was　DEHA　only，　and　it’s　contents　were　abQut

13％in　the丘lm藍）r　house　and　26％in　thc丘lm　fbr　meat　or　vegetable　packaging．

　In　the　migmtlon　tests　of　DEHA，　the　sample　was　the丘lm　R）r　meat　packaglng　which　contained　24。9％of

DEHA．　We　could五nd　that　DEHA　was　easily　migrated　into　Iard　and　Iittlc　migratcd　into　20％cthanol

三nall　cond三tions，　but　DEHA　was　not　mlgrate4　inωwatcr　and　4％acαic　acid　aε10wcr　room　tcmperatures。

　From　these　fhcts　we　could　get　a　concluslon　that　soft　PVC丘1m　should　not　bc　uscd　closely　to血tty　or　alco－

hol三。　fbods．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccived　May　30，1981）

ま　え　が　き

　軟質塩化ビニル樹脂（Soft　PVC）フィルムは食品を

包む用途に多用されている．このSQft　PVCは可塑剤

を10～40％含み，他の添加剤より使用量が多く，その

ために溶出しやすいのではないかと考’え．られる．

　現在，食品包装向けPVCについては，塩ビ食品衛

生協議会で白主規格器準があり，可塑剤についても規

定されている．それらはフタル酸エステル，脂肪酸又

は多塩基酸エステル及びリン酸エステルであるが，フ

タル酸エステルは現在のところ，数年前のフタル酸騒

ぎから使用が少なくなっていると見られる．

　さて，昨年7刀にアジピン酸ジ2一エチルヘキシル

（DEHA）が，同年10月フタル酸ジ2一エチルヘキシル

（DEHP）が発ガン性を持っているのではないかと報

道され1｝2），現在，米国では，食品容器への添加使用

について，禁止するかを検討している．

　本報はSoft　PVCにどのような可塑剤が用いられ，

食品を包装した場合，食品にどの程度移行するかを検

討した。

　可塑剤の同定には赤外吸収スペクトル（IR．スペクト

ル）法を川い，各標準品の特異吸収から種類を推定し4），

水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ（FID・

GG）によって材質中の含量及び食品擬似溶媒中へ移

行する量を測定した．

実　験　の　部

　L　使用機器

　赤外分光々度計：日木分光A－102型

　水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ：ヒュ

ウレット・パッカド祉製HP－GC－57iOA型．

　2．試薬

　各種可塑剤のうち，多く用いられているDEHP，

DEHA，セパシン酸ジブチル（DBS），アジピン酸ジオ

クチル（DOA），アセチルクエン酸トリブチル（ATBC）

などを一定旦とり，クロロホルム（特級）で薄めて1％

溶液を調製し，必要に応じてクロロホルムで薄めて用

いる．

　4％（v／v）酢酸：酢酸（特級）40mJを水で薄めて

1Zとする．

　20％（v／v）エタノール：エタノール（特級）200mJ

を水で薄めて1♂とする．

　豚脂＝食用に供するものを使用，

　　3．試料
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↓ ユ

2min．

H

↓

Table　2．　Conditlons　of　Mlgration　Test

巣

　婚

　　　　（1）　　　　　　　（2）　　　　　　（3）　　　　　（4）

Fig．1．　Gaschromatograms　of　plast量cizer　in　So庇

　　　　PVC
（1）used　at　house（2）used　fbr　vegetable　（3）uscd

fbr　meat（4）standard　mixed　plasticizer　solution

（200ppm　of　ATBC，　DBS　and　DEHA　ln　chloro－

fbrm　solution）

　Condition　of　FID－GC．

column；2％sillcon　qF－l　on　chromosorb　WIAW

（60－80mesh），　glassσ＝1．8　m，　i．d．＝4　mm）

temp．；ovcn　2300，　inj．　port　3000　　　carrier　gas；

nitrogen　30　mJ／min　　　sens．；range　100，　att．28

volume　ofinj．；3μ

Temp．

一25。

　十5。

and　RGom
　temp・

70。

Solvent

Lard

Water，4％Acetlc
acld，20％EtOH
Lard

Water，4％Acetic
acid，　Lard

Term

1，3，5，7，30days

1，3，5，7，30days

1，3，7，24，48hr

Table　l。　Rctentiorl　tlme　of　Plasticizer　used

　　　　負）rFood　Packaging

1250：storage　in　freezer，十50：storage　in　icebox

and　70。＝warmed　box

Table　3． Contents　of　DEHA　in　So仕PVC丘lms

used｛br　Food　Packaging

No．

Compound RCtentiOn　time（min）

A
B

C
D
E
F

G

Contcnts　of　DEHA（％）

Used　fbr
vcgetable

Used　R）r

　meat

Used　at
house

24．9

25．3

27，4

30．2

29，3

23．9

24．8

25．9

30．2

28．4

25．5

23．2

30，6

25．1

DBS

DEHA
ATBC

11．0

16．4

15．6

11．3

15．6

2．18

3．49

3．23

　市販されているSoft　PVCフィルムには営業用と家

庭用があり，前者は食肉用と野菜用に分けられる．

　用いた試料は家庭用5検体，食肉用，野菜用各7検

体である．

　溶出試験に用いた材料は営業用のなかから1検体を

抜き出して用いた．

　4．実験操作

　1）　可塑剤の同定

　フィルムを直接用いて，IRスペクトルをとり，ベ

ンゼン環及びリン酸の有無を検討したところ，検体用

にはいずれの吸収もなく，脂肪酸又は多塩基酸のエス

テルと判別した．

　2）　材質中の可塑剤とその含量

　試料1gを細切し，還流冷却器をつけた300　mZの

三角フラスコに入れ，クロロホルム100mJを加えて，

6時間還流抽出する．この液を用いて，ガスクロマト

グラフ用試験溶液とする．

　また標準溶液のガスクロマトグラムはFig．1に示す

とおりであり，その保：持時間はTable　lのように，

ATBCとDEHAが近接しているが，分離定量には

大きな障害はなかった．

　FID・GCの測定条件は次のとおりである．

　カラム：2％シリコンqF－1／クロモソルブW／AW

（60～80mesh）ガラスカラム，長さL8m，内径4mm

温度：オーブン230。，注入口300。

　キャリヤーガス：窒素301nJ／min．

　感度：材質中の感度はRangc　100，　Att．は28付近

で行い，溶出量はRange　1，　Att．は適宜変更した．

　注入量は3μZとした」

　3）溶出DEHAの測定
　試料A（野菜用）を用いて，Table　2の条件で溶出

試験を行った．

　水，4％酢酸，20％エタノールの場合は，溶出液

100m♂をとり，クロロホルム30　mJを用いて3回抽

出し，ロータリーエパボレーターで2～3mZまで濃

縮する．

　豚脂の場合はクロロホルムに溶かして，その液を直

接ガスクロマトグラフに注入した．

　5．　実験結果及び考察

　D　材質中の可塑剤について
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Table　4． Migratcd　DEHA　from　Soft　PVC丘lm
uscd氏）r　FQod　Packaging（ppm）

Solvent

Water

4％Acetlc

　acid

Telnp．

　＜十5。

Room　tcmp．

　＜十5。

Room　tcmp．

20％EtOH．　く十。5

　　　　　Room　tcmp．

Lard 　一25。

　＜十5。
　　　　　ホ
Room　tc皿P．

Term（days）

1　　3　　5　　7　　30

ND　ND　ND　ND　ND
ND　ND　ND　ND　ND

ND　ND　ND　ND～0．08

ND　ND　ND～0．05一

冨1’o

l　　　ク’階離
岩・，5・　　　＿、／（＋5．）

1ニグニ』　　　　　　　　　　　　　　F一一一一一→（一25り

嚢

NDO．080，140．140．17

0．100．180．230．26一

0

1　　3　　5　　7

1　　3　　5　　7　　　24

　　　　　　　tern1

30da）・5
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Fig．2　Migration　of　DEHA　into　Lard　from　So仕
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0．23　0．33　0．41　0．45　0．53

0．30　0．45　0．650．74　0．84

PVC　Con恥r　Table　4

は3日目に0．08PPm室温放置では1日目で0．1PPm

ND：0。05　ppm　　＊two｛hces
が検出された．

SQIvent

Wa亡er

4％Acetic
　acid

　Lard＊

Temp．

700

Term（hours）

1　　3　　7　　24　48

ND　ND　O．060，070．07

NDO．050．070．070．09

0．50　0．50　0．52　0．66　0．80

ND：0．05　ppm　　＊two魚ccs

　IRスペクトルから脂肪酸エステルであると見られ，

この溶液をGCでクロマトグラムをとったところ，単

独のピークで，保持時間はDEHAと同一であったの

で，DEHAの検量線を作製した．その結果，Ψニ2。35エ

の直線性が認められた．

　この検量線を用いて，市販のSoft　PVCフィルム中

のDEHA量を測定したところ，　Tablc　3に示す結果

を得た．

　家庭用は営業川よりDEIIA旦は少なく，これは密

漕性が後者に要求されるためと考える．

　2）　溶出DEIIAについて

　Table　2の条件で，溶出溶媒中に移行する量を

Table　4に示す．

　まず水の場合，溶出が認められないものは冷蔵庫で

30日，室温で7日，温蔵庫で5時間の条件のものであ

り，温蔵璋7時間では0．06ppm程度の移行が認めら

れた．

　4％酢酸では，冷蔵庫内7日，室温5日では溶出は

認められず，温蔵庫内3時聞で0．05ppmの溶出が見

られた．

　20％エタノールでは他より溶出は早く，冷蔵山内で

　豚脂の虫合は，冷凍厘，冷蔵庫のような低温でも

DEHAの移行があり，高温では溶融によって両面か

らの溶出状態となるので，移行：量は増加する（Fig．2）。

　このことから，Soft　PVCは油脂に密着すれば低温

時でも移行は生じるので，脂肪分の多い食品には用い

ない：方がよいであろう．一般食品の短時間，低温貯蔵

ではDEHAの溶出は0．05　ppm未満であり，衛生的

に問題ないと．見てよいであろう．

ま と め

　市販Soft　PVCに用いられる可塑剤はDEHAのみ

で，その含有量は営業用26％程度，家庭用13％程度で

　あった．営業用フィルムを用いてTable　2に示す条

件で，D見HAの溶出量の変化を見たところ，室温で

は水，4％酢酸にはほとんど溶出は見られず，70。で

7時間保存するときに僅かながら溶出が認められた．

　20％エタノールや豚脂にフィルムを接触させるとき

は溶出が客易に生じるので，アルコール含右食品や高

脂肪食品にはSoft　PVCフィルムを使用することは問

題があると思われる．

　終わりにこの実験に当り，試料を提供して下さいま

した塩ビ食品衛生協議会に感謝致します．
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　　　プラスチックに関する衛生化学的研究（第7報）

ガスクロマトグラフィーによるメタクリル酸メチル（MMA）の定量

井上たき子・辰濃　隆・谷村顕雄

　　　　Hygienic　Chemical　Studies　on　Plastics（VII）

Determination　of　Methyl　Methacrylate　by　Gas　Chromatography

Takiko　INouE，　Takashi　TATsuNo　and　Akio　TANIMuRA

　Polymethyl　methacrylate（PMMA）is　widely　used飴r飴od　conta1ners．　Migration　of　residual　methyl

methacrylate（MMA）行om　PMMA　wares　to最）od．simulated　solvents　was　investigated　by　gas　chromato・

graphy．

　No　signl丘cant　di伽renccs　were　fbund　in　the　analytical　results　obtained　by‘‘direct　method，’and　by‘‘dis・

tillation　method．”The　detection　Iim三t　of　MMA　was　O．05　ppm　by“direct　method．”

　The　amounts　of　resldual　MMA負）und　in　l　3　commercial　PMMA　wares　werc童om　O．03　to　1．00％．　The

migrated　MMA仕om　PMMA　wares　to　water　or　4％acetic　acid　were　not　detected．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received△1ay　30，1981）

ま　え　が　き

　メタクリル樹脂（PMMA）は透明性にすぐれ光透過

率が非常に高いことからガラスと同様にコップや食卓

用器具（しょう油さし，水さし，調味料入れ）などに

広く用いられている．

　現在，プラスチヅク個々についての規格の制定がす

すめられており，PMMAもその対象として取り上げ

られている．そこで今回著者らはPMMA中の残存モ

ノマーであるメタクリル酸メチル（MMA）の試験法に

ついて検討した．

　PMMAは古くから医療用などに使われているため，

残存モノマーの分析法については以前から比色法1〕，

熱分解ガスクロマトグラフ法2），UV法3），滴定法のな

どが用いられていたが，最近ではかスクロマトグラフ

（GC）法5），液体クロマトグラフ法6・7）などが用いられ

ている．

　今回はGC法を採用し塩ビモノマー追い出し装置8）

を準用して溶出液中のMMAを蒸留する方法9）と溶出

液をそのまま用いる方法について比較険匂した．

実験　の　部

1．試薬

メタクリル酸メチル（MMA）：三菱レイヨン製

エタノール：和光純薬試薬特級

アセトン及び酢酸は試薬特級を用いた．

2．試料

メタクリル樹脂（PMMA）シート7種類，市販品（コ

ップ，しょう油さしなど）13倹体，

　3．使用機器

　蒸留装置：食品中塩ビモノマーの追出し捕集装置を

準用した．

　ガスクロマトグラフ：ヒューレットパッカード製

5710A及び柳本製G80．検出器はいずれも水素炎イ

オン化倹出器を用いた．

　4．GC条件
　A：カラム；Porapak　Q（50～80　mesh）をL8mx

4mmi．d．のガラスカラムに充填したもの，カラム温

度；200。，検出器及び注入口温度；250。，キャリヤー

ガス；窒素30m1／mln

　B：カラム；30％D－Sorbitol　on　Shimalite　NAW

（60～80mesh）を5m×4mm　i．　d．のガラスカラムに

充墳したもの，カラム温度；100。，検出眼及び注入口

温度；150。，キャリーガス；窒素40m1／m1n

　5．材質試験

　試料約2gを硯川し，アセトン50　mJに溶かした．

この溶液3μZをGCに注入し，残存MMA量を測

定した．GC条件Aを用いた．

　6．溶出試験

　試料のシートの表面積を測定し，その表面積1cm2

当り2mJになるように20％エタノールをネスラー管

にとり，その中にシートを浸潰した．また，市販品の

コップなどは水，4％酢酸，20％エタノールを満たし

た．これらを60。に保ちながら30分放置したのち，溶
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Tablc　l． Recovery　of　MMA食om　the　Solutions

bジ‘Distillation　Method’，

Solvent Added
（μ9）

Found
（μ9）

Recovery
　（％）

　≦

　手

　§

∀L

Water

4％AcOH

20％EtOH

11．6

58．0

11．6

58．0

11，6

58，0

9．7

49．0

9。9

5Ll

lO．6

55．7

82

84

85

88

91

96

P

　0　2　4　6　8
Retention　time（min）

　　Fig．1．　Gas　Chromatogram　of　MMA

Condition：Column；PQrapak　q（50－80mesh）1．8

m×4mm　i，　d．，　Column　temp．200。，珂ection

tcmp．250。，　carrier　gas；Nitrogcn　30　m’1min，

Volume　of　injection；1L6　ppm，3μ」

Table　2．　Compar島on　of　Analytical　Results　of

　　　　　Mlgra亡ed　MMA肋m　PMMA　Shee給
　　　　　by“Direct　Method”and‘‘Distillatlon

　　　　　Method”

Migrated　MMA　to　20％
　　EtOH宰（ppm）

Direct
method

Disti11ation

　method

．全

1n】・

01234

．↑．

1nJ・

≦

≡

．↑．

m，・

≦

旨
ぐ

PMMA　Sheets 1

2

3

4

5

6

7

0．40

0，60

0，60

0．85

Lll

I．17

1，75

0．28

0．62

0．69

0．87

α88

1．38

2．28

01234　 01234
　　　　　　　Retentio皿time（min）
20％EtOH（Blank）　MMA（0，12　ppm）　MMA（L2　ppm）

　　Fig．2。　Gas　Chromatograms　of　MMA

Condition：Column；30％D－Sorbitol　on　Simali〔e

NAW　51n　x　4　mm　i，　d。，　Column　tcmp．10G。，

Injcαion　tcmp，150。，　Carricr　gas；Nitrogen　40

mηmln，　Volumc　of　injection；5μ’

出液を分取し，次の蒸留法又は直接法にしたがって試

験溶液を調製した．

　1）蒸留法

　溶出液80m1を蒸留フラスコに移し，水及び4％酢

酸の場合はエタノールを1～2m’加えた．捕集用試験

管にエタノールを1m1入れ蒸留装置を・ヒットし窒素

ガスを通じ沸とう水浴上で20分間蒸留を行った．捕集

液をエタノールを用いて一定量にしたものを試験溶液

串Condition　uscd＝60。，30　min

とし，その3μ‘をGGに注入して溶出したMMA量

を測定した．GC条件AあるいはBを用いた．

　2）直接法

　溶出液をそのまま試験溶液としてその5μ」を直接

GCに注入し，溶出したMMA量を測定した．　GC条

件Bを用いた．

実験結果及び考察

　GC条件A及びBにおけるMMAのクロマトグラム

をそれぞれFig．1及び2に示した．

　蒸留法による水，4％酢酸及び20％エタノールから

のMMAの添加回収率を検討したところ，　Table　1に

示すように82～96％と良好であった．蒸留時間は15～

20分でじゅうぶんであった．

　7種類のPMMAシートを用いて直接法と蒸留法に

よる測定値の比較を行った．Table　2に示すように，

直接法と蒸留法の値に顕著な差は見られなかった．し

たがって，通常の測定には操作時間が短くてすむ直接

法の力がよいと考えられる．
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Table　3． MMA　Content　in　Food　Wares　and　MMA　Migratio面om　Those

Wares　with　Food－Simulated　Solvents

Sample M：MA　content

　　（％）

Migrated　MMA（ppm）

Water　4％AcOH　　20％EtOH

Soy－sauce　pot

Cup

Bread　case

Suger　pot

Candy　pot

Dripolater

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

Kitchen　ware　bowI

0．04

0．05

0．07

0，10

0．33

0．05

0．03

0．03

0．06

0．08

0．14

0．26

1．00

ND＊
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ND
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

0．20

0．43

0．29

0．55

0．81

0．37

0．24

0．43

0、30

0．40

0．59

0．91

2．16

＊ND＜0．05　ppm

　直接法の場合，あらかじめ溶媒のエタノールのガス

クロマトグラムを測定し，MMAの定量を妨害するよ

うなピークが現われないことを確かめる必要がある．

また直接法で使用したD－Sorbltolを液相とした充填

剤は比較的劣化が早く感度が低下するのでじゅうぶん

注意しなくてはならない．なおMMAの標準溶液も

長期間放置すると重：合体が生じることがあるので長期

の保存は避けるべきである．

　市販品13検体についての試験結果をTable　3に示し

た．材質中の残存MMA量は0．1％以下が8検体，

0。1～0．5％が4検体，また1％が1検体であった．溶

出試験は直接法を用いて検討した．20％エタノール

への溶出量は0．20～2．16ppmですべての検体から

MMAが溶出しており，材質中0．1％以下のものから

も0．5ppm程度の溶出がみられた．水及び4％酢酸

への溶出量はいずれも検出限界以下であった．

ま と め

　材質中の残存MMA量はポラパックqを充唄した

カラムにより測定した．

　MMAの溶出：量の測定は，直接溶出液をGCに注入

する方法と溶出液を蒸留してMMAをエタノールに

捕集した後GCに注入する方法を比較検討したところ，

2つの方法とも良好な結果が得られた．直接法での検

出限界は0．05ppmであり通常の分析にはじゅうぶん

利用できるが更に微量のMMAを分析する場合は蒸

留法を用いるほうが適当と思われる．

　市販のPMMA製品から20％エタノール中へかなり

の量のMMAが溶出した．したがってPMMA製品
はアルコールを含む食品の容器には適していない．食

卓用品として多くのPMMA製品が出まわっており，

消費者がまちがった使い方をしないよう標示等に注意

を払うことが必要と思われる．

　終りにPMMA試料の供給並びに測定法の研究に協

力いただいたメタクリル樹脂協会に感謝します．
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メタクリル樹脂からのモノマーと添加剤の溶出について

非上たき子・辰濃　隆・谷村顕雄

　　　　　　　　　　　Hygicnic　Chcmical　Studies　on　Plastlcs（VIII）

Migratlon　Tcst　of　Mcthyl　Mcthacrylatc　and　Plastic　Additives氏om　Polymcthyl　Mcthacrylatc

Taklko　INouE，　Takashl　TATsuNo　and　AkiQ　TAMMuRA

　Migrat三〇n　of　Inethyl　methacrylate（MMA）and　plastic　additivcs，2・（2’一hydroxy－5－methylphcnyl）・bcnzo－

triazolc（HMPBT）and　stearyl　alcohQl（StOH），　into　food　simulatcd　solvents　from　the　materia1，　polymethyl

methacrylatc（PMMA），　was　determined　by　gas　chrolnatography　or　UV　spectrophotometry．

　Migratlon　of　MMA　into　20％ethanol　was　rcIatively　high，　and　l　ppm　fbr　l　day　and　10　ppm　for　90　days

at　25。　wcrc　observcd．

　The　amount　Qf　migrated　MMA　into　water仕om　PMMA　was　undcr　detection　limit　R）r　90　days　at　25。，

but　2　ppm　ofMMA　was　found｛br　24　hr　at　70。．

　Mgration　of　HMPBT　and　StOH　into　20％cthanol　was　both　less　than　O．1ppm食）r　90　days　at　25。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccivcd　May　30，1981）

ま　え　が　き

　我々は前報＊でメタクリル酸メチル（MMA）の微量

測定法を検討した．この方法を用いてメタクリル樹脂

（PMMA）から通常の使用条件で食品擬似溶媒へ移行

するMMAを測定し，また添加剤として用いられる

紫外線吸収剤〔2一（2’一ヒドロキシー5メチルフェニル）

ベンゾトリアゾール：HMPBT〕，滑剤（ステアリルア

ルコール）についても分光分析やガスクロマトグラフ

ィーで移行量を測定した．

実　験　の　部

　1．試薬

　MMA＝三菱レイヨン製

　HMPBT：工業用試薬

　ステアリルアルコール，エタノール：和光純薬工業

試薬特級

　ヘキサソ，π一ヘプタソ，アセトン，酢酸はいずれも

試薬特級を用いた，

　2．試料

　PMMAにHMPBT，ステアリルアルコールを添加

＊プラスチックに関する衛生化学的研究（第7報）

して作製した2種類（A，B）のシートを用いた．

　3．使用機器

　ガスクロマトグラフ（GC）：ヒューレヅトパッカー

ド製5710A，柳本製G80，検出器はいずれも水素炎

イォソ化検出器を用いた．

　分光光度計；島津製UV　100－02，10mmセル．

　4．材質試験

　（1）試験溶液の調製

　試料約29を精照し，アセトン50mZに溶かした．

　（2）MMAの測定

　前報の材質試験にしたがって行った．

　（3）HMPBTの測定

　HMPBTアセトン標準溶液（1～10PPm）の344　nm

における吸光度をアセトンを対照として測定し検趾線

を作成した．試験溶液は同様に測定し検1it線よりH・

MPBTの量を求めた．

　（4）ステアリルアルコールの測定

　試験溶液3μ」を直接GCに注入して測定した．

　GC条件
　カラム：Thermon　1000（5％）／Chromosorb　W（80

～100mesh）を1．2mx4mm三．　d．のガラスカラムに

充てんしたもの，カラム温度＝200。，検出器及び注入

口温度：250。
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　5．溶出試験

　試料の表面積を測定し，その表面積1c皿2当り2mJ

になるように，食品擬似溶媒（水，4％酢酸，20％エ

タノール，η一ヘプタソ）をネスラー管にとり，その中

に試料を浸潰した．これを5。，25。，70。で一定期間放

置した．また25。で7日間ごと70。で1時間ごとに試

料をとりだし，新しい溶媒に浸漬する．これを3回繰

り返した．

　（1）MMAの測定

　前報の直接法で行った．

　（2）HMPBTの測定

　材質試験と同様に，HMPBTπ一ヘプタソ標準溶液の

検量線を作成した．

　a．π一ヘプタソ溶出液

　溶出液をナス形フラスコに移し，ロータリーエパポ

レーターで濃縮し10m‘としたものを試験溶液とした．

　b．水，　4％酢酸，20％エタノール溶出液1

　溶出液を分液漏斗に移し，η一ヘプタソ20mJずつで

3回抽出，η一ヘプタソ層を脱水後濃縮し10m♂とした．

　a，bの試験溶液の344　nmにおける吸光度を測定

し，検量線よりHMPBTの量を求めた．

　（3）ステアリルアルコールの測定

　a．かヘプタソ溶出液

　溶出液をナス形フラスコに移し，ロータリーエパポ

レーターで濃縮して2mJとした．

　b．水，4％酢酸，20％エタノール溶出液

　溶出液を分液漏斗に移し，ヘキサン30mZずつで3

回抽出しヘキサソ層を脱水後濃縮して2mZとした．

　a，bの試験溶液を材質試験のGC条件にしたがっ

て測定した．

Tablc　1．　MMA　and　Plastic　Additives　CQntent

　　　　in　Mater三a1

Kind
Content（％）

A B

Monomer　　　MMA
PIastic　addltives　HMPBT

　　　　　　　　StOH

0．22　　　0．52

0．79　　　0．73

0．05　　　0．15

時間放置したもので2ppmの溶出があった．20％エ

タノールの場合，10ppm程度でMMA特有のにおい

があり，24時間放置したシートにはひびがはいり，劣

化が生じた．

　また，繰り返し試験の結果はFig．1に示すように，

初めに比較的多量に溶出し，次第に減少した．

　（2）HMPBTの検量線をFig．2に示した．

　HMPBTの溶出はTable　3に示すように，25。では

水，4％酢酸への溶出はみられず，20％エタノールと

ルヘプタンにわずかながら溶出している．70。24時間

で20％エタノールへ2ppm，η一ヘプタソへ0．3ppm

の溶出量であった．

　（3）ステアリルアルコールの溶出はTable　4に示す

ように，25。では90日で20％エタノールにわずかなが

ら溶出しており，π一ヘプタンへ0．5ppmの溶出がみ

られた．

　70。では水，4％酢酸への溶出はみられず24時間で

20％エタノールへ1ppm，π一ヘプタソへ2ppm程度

の溶出量であった．

ま と め

実験結果及び考察

　1．材質試験

　実験に用いた2種類のシートの残存モノマー，添加

剤の量をTable　1に示した，

　2．溶出試験

　（1）MMAの溶出はTable　2に示した．温度条件

で比較してみると，5。ではいずれの溶媒でも検出限界

以下であった。

　25。では，水への溶出は90日でもみられない．4％

酢酸へは7日間で溶出がみられ90日では残存モノマー

0．5％のものから1．4ppmの溶出がみられた．20％エ

タノールへは1日で1ppmの溶出があり，90日では

10ppmと高い値であった．

　70。ではいずれの溶媒でも溶出がみられ，水でも24

　以上の結果から，室温ではPMMAから水への

MMA及び添加剤の溶出はみられなかったが，4％酢

酸へはMMAの溶出がみられた．また20％エタノー

ルへの溶出は多く，特にMMAは移行しやすい．

　70。でMMAは水へも移行しており，24時間で

2ppmの溶出量であった．添加剤の溶出は比較的少な

かった．

　現在，食卓用品として使用されることが多く，保存

用容器としてはあまり使われてないが，しょう油など

のような中性食品の保存用容器としては問題ないと思

う．しかし，酢，ドレッシングなどの酸性食品あるい

は酒などのアルコール食品の保存には適さない．特に

20％エタノールへは室温1日でも1ppm程度の移行

があり，食卓用器に酒類など入れないよう注意したほ

うがよい．
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Table　2．　Migration　Qf　MMA食om　PMMA　Sheets

Migration　of　MMA（ppm）

Tcmp． Term

A
Watcr

B
4％AcOH
A　　　　B

20％EtOH
A　　　　B

5。 7days ND＊　　ND ND ND ND ND

25。

1

3

7

15

30

90

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　〃

　〃

0，22

0．12

0．22

0．53

　〃

　〃

0．32

0．42

0．70

L40

0，53

0．74

1．50

1．30

2．40

2．72

0．99

1．80

2．63

2，71

4．66

9．33

70。

1hr

3

6

24

0．06

0．27

0．83

1．31

0，24

0．36

0．92

L93

0．08

0．41

0．86

L90

0．56

0．96

1．33

2．74

2．20

4．05

5．75

24．83

4．83

9．80

13．38

59．36

＊NDく0．05　ppm

ppm

　5

≦4
二

〇

〇3
．量

二

四2
葦

　1

o

、、、

＼＼・、／風7ぴ（B）
　ヘへ　　　　　ぢ

　　、、　　　＿鴨噺　　。25。（B）
　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　、、。『　　　喝『尺70。（A）

　　　　　　　、一唱一咽◎25。（A）

　0．6

80・5

至。．4

§

薫。・3

　0．2

　0。1

Fig．1．

　　　1　　　　　2　　　　　3times　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　　4　　6　　8　　10　ppm

Mlgration　ofMMA廿om　PMMA　　　　　　Fig．2．　Calibration　curvc　of　HMPBT　in
shcets　in　20％EtOH　　　　　　　　　　　　　　　　　π一Hcptane　at　344　nm

　　　　　　　Tablc　3，　Migration　of　HMPBT　f士om　PMMA　Sheets

Migration　of　HMPBT（ppm）

Tcmp． Tcrm

A
Watcr

B
4％AcOH
A　　　　B

20％EtOH
A　　　　B

η一Hcptane

A　　　　B

5。 7days ND＊　　ND ND ND ND NI） ND ND

25。

7

15

30

90

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　〃

0．OI

O．Ol

O．02

　〃

0．02

0．04

0．08

　〃

　〃

0．OI

O．Ol

　〃

　〃

0．03

0．05

70。

1hr

3

6

24

　〃

　〃

0．Ol

O。02

　〃

　〃

0．02

0．04

　〃

　〃

0．02

0．06

　〃

　〃

0．05

0．09

0．18

0．36

0．48

0．56

0．37

0．82

0．69

1．95

　〃

　〃

0．05

0．14

0．06

0．13

0．ll

O．30

串ND＜0．Ol　ppm
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Table　4．　Mlgration　of　StOH蛭om　PMMA　Shects

Migratlon　of　StOH（PPm）

Temp。 Tcrm

A
Water

B
4％AcOH
A　　　　B

20％EtOH
A　　　B

π一Heptane

A　　　　B

5。 7days ND＊　　ND ND ND ND ND ND ND

25。

7

15

30

90

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　〃　　　　　　〃

　〃　　　　　　〃

0．02　　　0．02

0．05　　　0。07

　〃　　　　　　〃

0．08　　　0，05

0．19　　　0．24

0．45　　　0．47

70。

1hr

3

6

24

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

0．11　　　0．22

0．20　　　0．28

0．51　　　0．59

1．20　　　　1，22

0．59　　0．44

1．14　　　　0．99

1．70　　　　1．25

2．52　　　2．07

＊ND＜0。01　ppm

　また，中性食品の場合でも70。以上で長時間の使用

はさけたほうがよいと思われる．

　終りにPMMA試料を提供して下さったメタクリル

樹脂協会に感謝します．

食品に添加された合成β一カロチンの定量について

神蔵美枝子

Studies　on　Determination　of　Syntheticβ。Carotene　Added　to　Food

Mieko　KAMKURA

　Sevcral　aluminium　oxide　adsorbents　were　tested｛br　clean　up　ofβ。Carotene，　and　two　kinds　of　the　adsorb

ent（Table　1）werc　selected．　Rccovcries　by　the　solvcnt　extractlon　method　were　92．59　per　cent（in　dark）

and　92．12　per　cent（in　light），　respectivcly。　Recovery　data　ofβ。CarQtenc　added　to　fbods　are　shown　in

Table　3，　and　degradation　ofβ一Carotene　on　a　silica　gel　plate　are　shQwn　in　Figure　l　and　2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　食品中のβ一カロチンの定量に関しては，とくに栄

養価の点から測定法の検討が種々なされている．Ge・

bhardtDらはA．0．　A．　C法に若干の改良を加え，　MgO

（Malinckrodt）・ハィフロスーパーセル（1＝1）又は

（1：3）のカラムを用い，1～10％アセトン・石油エー

テル溶液を溶出液としてα一，β一カロチン及びクリプ

トキサンチンの分離を行い，また，S亡ewart2〕はMgO

カラム，1％アセトン・ヘキサン溶液を溶出液とする

高速液体クロマトグラフ法（HPLC）でα一くβ一くγ一カ

ロチンの順に保持時間（RT）が大きくなるとし，オレ

ンジジュース中のカロチノイド色素の分析に応用して

いる．しかし，カラム用担体としてのMgOはFisher

S－120（Sea　Sorb　43）と指定しており，またMalinc。

krodtの製品も入手しにくい．

　本研究においては衛生試験法中3〕のβ一カロチンの吸

光度法による定量法につき，特にカラムクロマト用酸
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化アルミニウムの品質につき，また定性法として行わ

れる薄層クロマトグラフ法（TLC）における分解につ

いての検討を行ったので，それらの結果について報告

する．

実験　の　部

　1．使用機器

　自記分光光度計：Varian　Tecktr・n　Modcl　635．

　島沖高速薄層クロマトスキャナCS　920形．

　2．　試薬及び試液

　エチルエーテル，石油エーテル（bp　40～60。の留

分），リグロイン（bp　80～110。の留分），π一ヘキサン

はいずれも試薬特級品でいずれもジブチルピドロキシ

トルエン（BHT）（試薬特級）を50μ9／mZになるよ

うに添加する．

　エチルアルコール，メチルアルコール，コレステロ

ール，水酸化カリウム，’一アスコルビン酸ナトリウム

はいずれも試薬特級品．

　TLC用シリカゲルプレート1メルクArt　5721ケ

イ光剤不含20×20cm，幽厚さ0．25　mm．

　カラムクロマトグラフィー用酸化アルミニウム：メ

ルクArt　lO76，1077及び1097，和光純薬活性アル

ミナ．

　β一カロケン（合成）：食品添加物，F．　HoH〕mann・La

Roche＆Co．　Ltd．

　メチルアルコール性水酸化カリウム溶液：水酸化カ

リウム18gを水10mJに溶かし，メチルアルコール

を加えて100mJとする．

　β一カロチン原液：β一カロチン10．Omgを正確には

かり，陀一ヘキサンに溶かして100mJとする．窒素ガ

スで置換し，冷暗所に保存する．

　β一カロチン標準液：β一カロチン原液1mZをとり，

π一ヘキサンで100m1とする．本液1mJはβ一カロチ

ン1μ9を含む．

　3．分析法

　3．1，　油性食品

　試料59を正確にはかり，アスコルビン酸ナトリウ

ム溶液（1→10）2m！及びメチルアルコール性水酸化

カリウム溶液15mJを加え，還流冷却器をつけ60～

70。で20分間加熱した後，反応液にメチルアルコール

70mZを加え，混和する．この混液を石油エーテル

100m1，50　mJと振り混ぜた後，石油エーテル層を合

わせ，水10mZを用いてアルカリ性を呈しなくなるま

で洗う．ついで減圧下で石油エーテルを除去し，残留

物をπ一ヘキサン10m1に溶かし，カラムクロマト曲

試験溶液とする．

　3．2．　水性食品

　液体食品は試料109を正確にはかり，水100mZを

加えて泥和し，石油エーテル・エチルエーテル泥液

（1：1）100mZ，50　mJと振り混ぜた後，石油エーテル

・エチルエーテル混晶（1：1）を合わせ，減圧下で溶

媒を除去し，残留物をπ一ヘキサソ10mZに溶かして

試験溶液とする．

結果及び考察

　1．カラムクロマト用酸化アルミニウムの検討

　カラム用酸化アルミニウムとしてTable　1に示す

2社4品種を用いて検討を行った．衛生試験法では活

性アルミナの調製法として約200メッシュのものを3

倍量の水で3回洗い，細かい部分を除き，乾燥器（80

～100。）中で5時間乾燥した後，電気炉（800±50。）で

3時間加熱して活性化した後，250～300。まで冷却し，

乾燥剤を用いず，デシケーター中で放冷し，保存する．

そして，使用前日に活性化したアルミナ10gを50　mZ

の三角フラスコにとり，10％アスコルビン酸ナトリウ

ム溶液1mZを加えよく振り混ぜ，ついでコレステロ

ールを含むπ一ヘキサン20mZを加えて混和し，調製

カラムクロマト用アルミナとし，内径10mm，長さ

100～200mmの活セソ付カラムクロマト管に注ぎ，

カラムの高さを約100mmとして試験溶液を加え，

η一ヘキサン30～40mJを流し，つぎにリグロイン・エ

チルエーテル（95：5）三二約100mJを流し，リグロ

イン・エチルエーテル（25：27）混液約500mZを流

してβ一カロチンを溶出させ，吸光度測定法によって

定量するよう記戟されている．

　そこで，Tablc　1の4品種の酸化アルミニウムを節

にかけて100～200メッシュの粒子を集め，上記の方法

にしたがって活性化した後，種々な容量のアスコルビ

ソ酸ナトリウム溶液（1→10）を加えて水分を調節し，コ

レステロール含有π一ヘキサソを加えて，カラムに注ぎ，

β一カロチン原液lmZを加え，溶出状態を調べた．そ

の結果Art　1076及び1097ではアスコルビン酸ナト

リウム溶液を添加しなくともリグロイン・エチルエー

テル（95：5）混液でβ一カロチンは溶出し，Art　1077

及び和光純薬活性アルミナでばアスコルビン酸ナトリ

ウム溶液を0，3mJ添加した場合，リグロイン・エチ

ルエーテル（95：5）心隔で溶出するが，アスコルビソ

酸ナトリウム溶液を添加しなければ同血液でβ一カロ

チンは溶出せずリグロイン・エチルエーテル（25：27）

混晶で捕集できることがわかった．したがって，β一カ

ロチンを他のカロチノイド色素類から分離するための

カラムクロマトグラフィー用担体としての酸化アルミ
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Table　1． Adsorptive　characteristics　of　aluminium　oxide　fbr　column　chromatography，

with　rc最）rence　to　separation　ofβ・Carotcne

Alumin1um　oxide

　（Adsorbent）

Treatment
Adsorbent

　（9）

　　10％

Na　Ascorbate

added（mり

Eluate（mの＊

Activatcd　Sieved
　（℃）　　（mcsh）

　　　　　Ether　　5　　27
η．Hexane
　　　　　I，三gro…n　95　　25

Merck

一｛

Art．　1076

basic

activity　I

Art．1077

neutral

activity　I

Art．　1097

act1Vlty

II－III

Activated

about　200

mesh

800　　　　100一一200

3hr

800　　　　100－200

3hr

800　　100－200

3hr

800　　100－200

3hr

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0．0

0．3

0．0

1．0

0．5

0．0

0．3

0．0

0．0

30（一）

30（一）

30（一）

30（＋）

30（＋）

30（一）

30（一）

30（一）

30（一）

50（＋）

20（＋）

50（一）　　　30（十）

20（＋）

20（＋）

50（一）　　　30（十）

50（一）　　　30（十）

＊　100μgofβ一Garotene　was　added　onto　colurnn

（一）Not　cluted　　（十）Eluted

Tablc　2．　Recoveries　ofβ一Carotene　by　two

　　　　methods

β。Carotene
Re一

Table　3．　RecQveries　ofβ一Carotene　added　to

　　　　various｛bod　andβ一Carotene　content呈n

　　　　fbods　by　spectrophotometric　analysis

：Mcthod Condition　　Added　　Found　cove「y

　　　　　　（μ9）　　　（μ9）　　（％）

β・Car・tene

Sample

　　　　　　in　dark
Solvcnt　　　　N2gas

　Extraction　in　Iight

　　　　　　a1r

　　　　　　in　light
Sapollification　air

　　　　　　70℃，20min

97　　　89．81　　92，59

Addcd　　Found
（μ9）　　　（μ9）

Recovery

　（％）

97　　　89，36　　92．12

ムlargarine　　59

　　　　　　　59

　O　　l5．20　3．Oppm

100　　　95．30　　　　80．10

97　　　89．37　　92．13

Butter 59
59

　0　　19．20　3．8ppm
lOO　　　IO2．95　　　　83。55

ニウムはメルク社Art　IO77，和光純薬活性アルミナ

を水分調整することなく使用する必要がある．

　β一カロチンは光，空気に不安定であるため，試薬中

にBHTを添加し，また，かっ色羅具を用い，暗室内

で操作し，N2ガスを用いるなどの条件が付けられて

いる．そこで，暗室内，かっ色器具，N2ガス使用の

場合と，けい光燈下，通常の実験室内で操作した揚合

とのβ一カロチンの回収についての影響を調べた．そ

の結果，β一カロチン97μ9についての酸化アルミニウ

ムカラムからの回収は双方共に95，42％と一致した値

を示し，BHT含有溶媒を使用すれば空気，光の影響

をほとんど受けずに分析できることがわかった．しか

し，カラムのトップにかすかに黄色がかったパソドが

出現するなど操作中におけるわずかな分解が認められ

た．Table　2に抽出法を含めた両法の比較を示す．い

Sour　milk　　10g

　beverage　　10g

　0　　0
100　　　　85．41

0

85．41

Orangejuice　209

　　　　　　209

　　　　　　209

　0　　62．50　　3．lppm

　O　　2．50　　0．1ppm

100　　　90．51　　　　88．00

ずれも回収率は一致した値を示した．実際にはすべて

かっ色の器具を用い，また全操作を暗室内で行うこと

はむつかしく，したがって，短時間のうちに分析が終

了すれば，特に遮光した状態で操作しなくとも，実用

上大きな支障はないものと思われる．

　以上の結果に基づき’，種々な食品にβ一カロチンを

添加した場合の回収実験を行ったところ，80～88％と

良好な結果を示した．また，食品中のβ一カロチン含

量を測定した結果も併せてTable　3に示した．

　なお，けん化法の検討ではアルカリ加水分解液から
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Fig．1．　Degradation　ofβ。Carotene，　when

　　　　standing　plates　after　spotting

Devcloping　solvent：

　・一・Ligroin　containing　BHT（50μglm‘）
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Scanncr　CS－920
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石油エーテルで抽出後，石油エーテル層をじゅうぶん

に水洗しないと，残留物がゲール状を呈し，このもの

はNo．3のガラスろ過器でろ過して不溶物を除かない

と，カラムの流速を極度に遅らせることがわかった．

カラムの流速は4mヴmin程度が好ましく，この流速

に調節するためにN2ガスを用いて加圧するプ∫法がと

られているが，止むを得ない場合には空気を用いても

それほど影響はないものと思われる．

　A．0．A．C．法によればマーガリン中のビタミンA

並びにカロチンの定量に用いる酸化アルミニウムは

Alcoa　grade　F－20又はF三shcrの“アルミナ”と記さ

れ，No．60の節をパスするものが50％以下，　No．100

の節をパスするものが約50％，No．100の節をパスし

ないもの≦20％はNo，60の節をパスすることなど

の条件が付けられているほか，Adsorption　Indcxとし

てOil　Ycllow　OBの石油エーテル溶液（20　mg／’）を

用いてテストした揚合，30～40の1直（カラムからOil

Yc110w　OBが溶出するに要する溶出液の容量）を示

すものとしているなど，アルミナの品質が分離に閃与

するファクターはかなり微妙なものと考える．

　2．β一力ロチンの薄層上における安定性

　β一カロチンは通常TLCによって定性する方法がと

られている．そこでβ一カロチンの100ppm・π一ヘキ

サン溶液2μを用いてシリカゲル薄層上における安定

性を調べた．

　その結果，BHTを含有しない場合スポットは徐々

に退色し，約30分後に60％，60分後に50％，90分後に

　　　　　0　　　　　　30　　　　　60　　　　　90　（min）

　　　　　　　　　　Time

Fig．2．　Degradation　ofβ一Carotene　in　deve－

　　　　10ped　chromatograms

Developing　solvent；

　．一・Ligroin　containing　BHT（50μg／mZ）

　×…×　Ligro1n

Instrumentl　Shimadzu　Hlgh　Spced　TLC
Scanner　CS－920

40％の残存率となり，BHTを含有する場台は同条件

で70％，60％，50％にとどまった．これらのプレート

をそれぞれリグロイン及びBHT含有リグロインで展

開するとβ一カロチン（R∫0．25）のスポットの濃さは，

風乾の時間に応じて減少し，さらに原点に黄色スポッ

トが出現した（Fig．1）．

　また，展開後のクロマトグラムは時間とともに退色

し，30分後には8HT含イ∫の場合約50％に，　BHTを

含有しない場合は約30％となり，90分後には17％並び

に12％に減少し，また原点におけるスポットも同様な

傾向を示して退色した（Fig．2）．

　以上の結果から，β一カロチンをTLC一デソシトメト

リーによって定量することは測定条件の設定が極めて

むつかしいものと考える．

　なお，β一カロチンの酸化防止の目的で川いられる物

質としてはBHT，♂ムα一トコフェロール，エトキシキ

ンがあるが，物質の安定性，取扱いの点からBHTが

優るものと考える．

結 論

　β一カロチンの精製に用いるカラムクロマトグラフィ

ー用酸化アルミニウムはメルク社Art　1077又は和光

純薬活性アルミナがその目的に適しており，水分調節

することなく使用し，特に飾過（100～200メッシュ）

する必要はないものと考える．β一カロケソの回収はカ
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ラムからは，けい光燈下，暗室内でいずれも9翫42％，

溶媒抽出法92．59％，けん化法92。13％，食品からは

80～88弩であった．したがって短時間で分析が終了す

る場合には，実用工特に暗室内で操作する必要はない

ものと考える．また，薄層クロマトグラフィーによっ

て定性する場合はスポット後すみやかに展開する必要

があり，また展開溶媒中にもBHTを加えておけば退

色の防止に役立つが，TLC一デソシトメトリーによる
。

定量は測定条件の設定が極めてむつかしい．
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規格基準設定のためのマヨネーズ，ドレッシング類，マ

　　　　ーガリン及びシ。一トニソグの；真菌試験

宇田川俊一・坂部フミ・鈴木明子・成田紀子・倉田　浩

Mycological　Survey　of　Mayonnaise，　Salad　Dressings，　Margarine　and

　　　　　　Shortcning　fbr　Standardization　Purposes

Shun一…chi　UDAGAwA，　Fumi　SAKABE，　Meiko　SuzuKI，　Noriko　NARITA　and　Hiroshi　KuRATA

　Atotal　of　43飴tty長）ods，　which　were　composed　of　5　mayonnaises，30　salad　dressings，6margarlnes　and　2

shortenings，　commercially　produccd　and　procured　at　the　reta｛11evel　was　examined　R）r　total　number　of

血ng五．

　The　results　of　the　examination　on　the　mayonnaises，　margarines　and　shortenings　indicated　a　better　ovcr－

all　mycological　quality．　Only　one　of　the｛｝esh　dress五ngs（Bland　Thousand　Island　S）had　a　totaHhngal　count

over　10　per　g．　Four　salad　dressings　had　total　counts　under　lO　per　g，　Among　the丘1ngi　detected　on　the

dressings，　the　most　prevalent　group　was　yeasts　and　the　sccond　was浸ψ8碧〃κ∫species．

　Even　though　thesc魚tty最）ods　can　be　produced　commerclally　with　cxcellent　sanitation　and　less蝕ngal

counts，　the　data　of　this　survey　are　suggestive　that　need魚）r　a　microblologica星standard　may　be　considered

R）rchilled　type　ofdressings．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　各種の油脂を含む食品の変敗，劣化の原因として，

微生物によるトリグリセリド成分の劣化が挙げられて

いる．このような脂質の劣化に関与する微生物として

は，躍16αZぎ98π63，Mf‘roω6‘冴∫，　P∫砲ゴ0加0π4∫，88徽’fαな

どに属する細菌とともに，各種の脂肪分解性真菌（糸

状菌，酵母）の存在が報告され，酸敗あるいは遊離脂

肪酸，メチルケトンなどの生成をひき起こすことが知

られているP．

　今回の調査対象食品，マヨネーズ，ドレッシング類

（サラダドレッシング，サウザンアイランド，フレン

チドレッシγグなど，以下単にドレッシングという），

マーガリン及びショートニングについては，いずれも

過去の曹学的研究あるいは体量がみられず，市販食品

の微生物学的品質についての実情がじゅうぶんに把握

されていない品目であった．しかも，ドレッシングの

一部及びマーガリン，ショートニングは低温流通の製

品であり，じゅうぶんな微生物学的衛生管理が必要と

されることから，早期に徴生物を対象とした規格基準

が検討されるべき食品と思われる，

試　験方　法

　1．　試料：市販のマヨネーズ5銘柄，ドレッシング

30銘柄，マーガリン6銘柄，ショートニング2銘柄を

購入し，合計43試料を供試した．以上のうちで，低温

流通商品はドレッシングのうちの8銘柄と，マーガリ

ン，ショートニングの全製品である。また常温流通商

品のうちで製造後の経過期間が長期のものはいずれも

ドレッシングで，2～3箇月程度経過が8銘柄，5～
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Table　1．　Summarlzcd　rcsults　on　mycological　testing　of　rctailed　dressings

Commercial　brand ・HTempﾙ諾d’tion　Fun監置unts Kind　of　fungi　detcctcd

Thousand　Island　q　　　　3．2

Fresh　Fancy　O　　　　　　　　　3．6

Frcsh　American　Frcnch　B　4．4

Fresh　Curry　B　　　　　　　　3．4

Fresh　Thousand　Island　S　3．8

rQom
chi11y

chilly

chilly

chilly

＜10

〈10

〈10

＜10

＜102

molds（孟ψ8r8濯Z∬，7｝’6乃0ゴ‘r加α）

ycasts

ycasts

molds（r1ψ‘r8〃μ∫），　ycasts

ycasts

6箇月程度経過が5銘柄，7～8箇月程度経過が1銘

柄であった．そのほかは，すべて製造後2笛月以内の

製品であった．

　2．　真菌生菌数測定法：真菌の生菌数測定は1973年

発行の食品衛生検査指針〔1〕検査法別2）に準拠した．

主要な処理条件は以下のようである．

　試料の各10gを扇取し，5％ポリソルベート80含

布生理食出水液中に均一に分散させた後，希釈試料液

を調製した．使用した培地はクロラムフェニコール添

加（100mg／リポテト・デキストロース寒天であり，

マヨネーズ及びドレッシングについてはpH無修正の

培地と10％酒石酸を添加してpH　3．5に修正した培地

を併用した．試料を塗抹した寒天平板を23。，5～7

日間培養し，発生した真菌コロニーを計測した．

　マヨネーズ及びドレッシング試料については，調製

した試料原液についてペックマソpHメーターを用い，

それぞれのpHを測定した．

結果及び考察

　1．マヨネーズ，マーガリン及びショートニング

　これらの製品については供試試料のいずれからも真

菌のコロニーが検出されず，菌学的な面から食品衛生

上問題となるような商品は認められなかった．したが

って，該当食品の製造及び製品の流通，販売環境は良

好であることが推察された．なお，供試したマヨネー

ズ製品のpHは3．7～4，5の範囲を示し，平均値はpH

4．併であった．

　2．　ドレッシング

　ドレッシング30試料についての結果では，常温流通

製品1検体，低温流通製品4検体，合計5検体から真

曹のコロニーが検出された．真菌検出試料の内容を

Table　lに示す．

　表のように常温流通のドレッシング22検体中で真菌

の倹出が認められたものは，糸状菌がく10／g発生し

た1検体にすぎず，陽性率はわずかに4．5％であっ

た．これに対して，低温流通のいわゆる“生ドレッシ

ング”といわれている商品からは陽性率50％で真菌が

検出された．しかも，すべての陽性検体に酵母が発生

した点が注日され，その酵母数は3検体がく10／g，

1検体がく100／gであった．また，糸状菌は1検体

からのみ認められ，＜10／gであった．

　培養条件による三曹検出状況の差違は多少認められ，

pH無修正の培地が上記のように真菌が5検体から認

められたのに対し，pH　3．5の酸性培地での真菌発生

は2検体に止まった．しかし，酸性培地で検出される

真菌の存在は耐酸性菌として衛生管理上重要視する必

要があるものと思われる，

　供試ドレッシング製品のpHは3．0～4．5の範囲に

あり，平均値はpH　3．68であった，

　ドレッシングは油脂を含み，水分活性値も微生物の

生育を支えるのにじゅうぶんな量がある．しかし，酸

度が上記のように高く，したがって細菌の生育よりも，

酵母あるいは糸状菌の生育により適当な条件である．

食用油脂の劣化には，115ρ878ま伽5，C飢ゴfぬ，　C1αゴ05Po・

7fμ切，080’7∫6加加，、Pα8‘ぎJo吻1‘85，　P8πf‘ま”f4加，　PゐfαJo・

助074，To雇0ρ廊などの諸属に分類される真菌が主と

して関与する．ドレッシング製造の際の原料に用いら

れる果汁，ピクルス，トマト加工品，卵，でん粉糊，

ガム，ゼラチン，野莱細片，香辛料，着香料，糖頬，

調味料などのうちで，これらの真菌が検出され，一次

汚染源となりうる品口も少なくない．

　今回の調査試料は真菌生菌数の点からは，ほとんど

が汚染度は低いものと思われるが，“生ドレヅシソグ”

といわれている低温流通の商品は殺菌工程がない上，

比較的多旦の生野菜，香辛料などが原料として使用さ

れているため，真菌，特に酵母頬が掘当高ひん度に倹

出されたようである．これらの真菌は常温に放置され

るならば急速な繁殖を開始する可能性があるばかりで

なく，酵母類のうちには低温環境でも生育し，またド

レッシングを変敗してガスを発生させる種類がある3）．

糸状菌は二二後のドレッシングに生育し，特にでん粉

やペクチンを加えた製品において変敗を起こす例が多

い．

　以上の諸点から，低温流通を要するドレッシングの
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流通，販売に際しては，必ず要冷蔵と明示し，製品の

温度管理をじゅうぶんに監視する必要があると考える．

ま と め

　市販製品の真菌試験から，マヨネーズ，ドレッシン

グ（常温流通品のみ），マーガリン，及びショートニン

グについては真菌を対象とした微生物学的規格基準を

設定する必要はないが，低温流通の“生ドレッシング”

については，成分規格　真菌数（lg当たり）20個以

下，保存基準10。以下という設定が望ましい．

　本調査研究は昭和53年度厚生省環境衛生局食品衛生

調査費によって実施した．
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規格基準設定のための即席食品及び乳製品類似食品の真菌試験

宇田川俊一・鈴木明子・成田紀子・倉田　浩

Mycological　Survey　of　Convenience　Foods　and　Dehydrated　Milk

　　　　　　　　　　長）rStandard量zatiQn　Purposes

Shun－lchi　UDAGAwA，　Meiko　SuzuKI，　Noriko　NARITA　and　Hlroshi　KuRATA

　Atotal　of　66　dehydrated　convenicnce　R）ods，　which　were　composed　of41　soups，16miso　soups，4rice　cakes

bQiled　with　vegetables（the　Japanese　name：z6ni）and　5　azuki－bean　soups　with　rice　cake（the　Japanese

name：shlruko），　and　29　dehydrated　milks　commerc量ally　produced　and　prQcured　at　the　retail　level　was　ex－

am三ned　fbr　total　number　of釦ngi．

　The　results　ofthe　examination　on　the　soups　and　rice　cakes　boiled　with　vegetables　indicated　a　better　over・

all　mycological　quality．　Of　thc　9　positive　samples　in　the　miso　soups　tested，　five（31％）contained　more

than　1．0×10長mgi　in　the　population　per　gram．∠1ψθ㎎〃μ5　was　the　most　common　group，　R）llowed　by　yeasts，

E脚’彪加，P8η溜」伽贋，αα面ψo磁加，　and　Pα8‘f’o吻168∫．　Characteristically』ψ8㎎〃μ∫勲螂and翫ro融麗spp．

were長）und　to　be　components　of　the　Hora　of　miso　soups．　Presumably　these　nmgi　were　o實en　present　in

miso（one　of　the　ingrcdients）and　not　inhiblted　much　by　the　dehydration　proccss．　The　survey　of　azuki－

bean　soups　showed　that　three（60％）had　total血ngal　counts　over　10　per　g．　Numerous　diHヒrent血ngi　were

fbund　but　the　most　common　were　species　ofオψθ顧」1榔，　P8η16〃’π雛，　andル食κor．　Of　the　29　samples　of　de・

hydrated　milks，　only　two（7％）had　total　counts　over　10　per　g．　The丘equently　encountered　nmgi　in　the

milk　be1Qnged　to　the　genera温ψ6㎎〃μ5　and　Rゐ詑ψμ∫．

　The　results　obtained　f｝om　th呈s　survey　support　the　suggestion　that距rther　improvement　of　processing

procedures　in　miso　soups　and　azuki－bean　soups　is　very　e缶cient　fbr　mycological　quallty　of　the　convenience

｛bods．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

　これまでインスタント食品の微生物学的品質につい

ては，ジュース類，コーヒー及び紅茶，ココア，しる

こなど118検体を対象として調査し，1963年に報告を

行ったP，しかし，その後生活水準の向上に伴い，食

生活の多様化，高度化とともにスーパーストアーの発

達から伝統的な商品に代わってインスタント食品と総

称される形態の加工食品が大量に製造され，消費され

る今日に至っている．現代人の嗜好に合ったインスタ

ント食品は今後ますます発展することが予測され，ま

たこうした食品の品質（安全性）が国民の健康に及ぼ

す影響は極めて大きいものであることは，その飛躍的

な消費量の伸びからいっても当然である．しかしなが

ら，急成長の反面まだ品質についての実態がすべての

面にわたって調査されているとはいえず，消費側から
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の疑問に応えうる資料に欠けている憾みがある．そこ

で今回は市販のインスタント食品として，スープ類

（みそ汁，ぞう煮，しるこを含む），クリーミーパウダ

ー類を対象に菌学的調査を行い，規格韮準作成のため

の基礎資料を得た．

Tablc　l．　Summarized　results　on　mycological

　　　　examination　of　convenience　fbQds

　　　　and　dehydrated　milk

試験方　法

Food
N…N…Noｷ認ive
‘cstcd　ncgユtivc　F。。9。1、。。n、、

samplcs　samples＜lo／g　lo／9

　1．　試料：市販のインスタントスープ18銘柄41検体

（粉末17検体，葛引6検体，円型18倹体），みそ汁8銘

柄16検体（すべて粉末），ぞう煮1銘柄4検体（粉末），

しるこ1銘柄5検体（粉末），合計28銘柄66検体を具毒

識し，スープ類の試料とした．同様に，市販のコーヒ

ー川クリーミーパウダー13銘柄2g険体を購入し，乳製

品類似食品の試料とした．上記各試料の製造後の経過

日数は，最も長期のものでおよそ5箇月，大部分が2

～3箇月以内の製品であった，

　2．　真菌生菌数測定法＝真菌の生菌数測定は1973年

発行の食品衛生検査指針〔1〕検査法別2）に準拠した．

主要な処理条件については以下のようである．

　試料の各5gを秤取し，減菌生理食塩水液中に均一

に分散させた後，希釈試料液を調製した．使用培地は

クロラムフェニコール添加（100mg／」）ポテト・デキ

ストローろ寒天で，作成した寒天平板上に試料を塗抹

した後，23。，7日間培養し，発生した真菌コロニー数

を計測した．

Soup

Miso　soup

R三cc　cakcs　boilcd

with　vcgctablc3
（z6ni）

Adzuki－bcan　soup
w五th　rice　cake

（shiruko）

Tota1
　（％）

41

16

4

5

66

29

7

4

1

12

4

1

5

3

　41　　17　　　8
（62）　　　（26）　　　（12）

結果及び考察

Dehydrated　lnilk　　29
　（％）

　24　　　3　　　2
（83）　　　（10）　　　（　7）

　1．スープ類

　不一プ類66試料の真菌試験をまとめるとTable　lの

ような結果を得た．表のようにぞう煮はすべて真菌の

口出が認められず，またインスタントスープも70％以

上の検体が真菌非検｝ilであり，残りの30％もいずれも

真苗生菌数く10／gの数値を示し，これらの製品は菌

学的な面から∫ミ品衛生上問題となるおそれはないもの

と判断された．

　これに舛して，みそ汁及びしるこにば真菌生菌数の

高い検体がかなり認められた．全休としては真菌非倹

出及び真菌生菌数がく10／9の製品が88％を占め，ま

た残りの12％もく102／gであって，該当食品の製造及

び製品の流通，販売環境は概して良いものといえる．

　1963年の試験結果Pとの比較は，しるこ以外では対

匁食品の違いもあって一概に論じられないが，真菌生

1∵敵が102／g以上の製品が30％程度も認められた約

15年前の品質と現在の品質とでは格段の衛生管理上の

巡：歩が認められる．

　真苗険出、1期∵1の詳細についてTable　2に示す．

インスタントスープから分離された真菌は大部分が

オ5ρ87gε娠∫に属し，次いで酵母頬，　P87諏～伽ηz，融r60一

うα5f♂∫μη，　C加6’0π吻加，ααゴ05汐or’～〃η，　P礁∫～0ηザ‘85な

どが少数ではあるが検出されている，

　みそ汁の場合は，特に白みそ使用のものに真菌生菌

数が多く認められ，全体的には♂｛∫P87g’」ごZ‘∫，酵母頬の

検出率が高く，次いでEμ濯1㈱，P‘ア砒fJ晦ηz，α認〇一

5ρ雪融加，！籍760加∫fゴ珈ηZ，Pα8‘f！01ηLγぽ5などが1司定され

ている．発生した・4∫ρ6ア81”μ5のうちで，瓦魚ご～‘∫，

オ．伽∫榔など麹菌としてみそ醸造に侮用されたもの

と推定される菌猛が5検作1二，忍められた．これに対し

て，二次汚染菌と思われる‘1∫μr8漁∬はr1．灘r∫ど‘o～or，

E雄0‘動配αアη∫’ζJoぬ配f，　E．πカ‘〃∫，　E，加r加r’o膨1πなど

で，特にE脚’∫α17z　spp．が5検lfごから分離されたこと

は他のスープ類と比較し特徴的であった．以上のよう

に検出された真菌の内容から推測すると，みそ汁の真

菌生菌数が高い原因は原料のみそ；二起田しているもの

と考えられる．

　しるこの西出真菌としては・、∫1κorか最も多く，

11∫ρ8プ8f1融∫，πα躍∫カ㌃これに次ぎ，そのほかP6雇‘f”fご‘η卍，

・1πr8・ゐα5酒姻などが少数認められた，二九らの主要

菌は原料の豆に山メミしている可能性がある．

　みそ汁及びしるこについては，製造ロットを異にす

る検体問の真菌数に1目当の差違があり，また以上のよ

うに製造原料に由来すると思われる画種も分離されて

いるところがら，製造加工面での徴生物学的品質管理

に一層の改善が望ましい．

　「2．乳製品類似食品



字田川ほか：規格基準設定のための即席食品及び乳製品類似．食品の真菌試験 155

Table　2， Fungal　counts　in　convenience　fbods　and　their五dentiGcat1on

Food Commerclal

　brand
Fungal　counts

　　pc「g
Kind　offUngi　dctectcd

Soup Potage　A

Potage　A

Chickcn　cream　A

Ghicken　crcam　A

Mushroom　A

MushrOQm　A

Consomme　A
Corn　potage玉｛

Corn　potage△I

Com　potage　M

Potage入I

Potageム1〔

＜10

く10

＜10

＜10

＜10

く10

＜10

く10

〈10

〈10

く10

〈10

∠4ψ飢9’zん∫

・4ψ6れ9〃㌶5

ご4ψ6履g〃ε‘∫

オψ8＠〃μ∫

」ψ8れgfJん∫，　yeasts

Imper〔bct氏mgus，　yeasts

P6πf‘f〃z4η～

」ψ8乳gf〃～4∫，　Cゐα8’oηぬη2

1mper｛bct氏mgus

44Z〃80うα∫5ゴf～ηη

C1α議｝功0γ∫μ7η，　yea‘ts

．｛功8＠〃π∫，1）α86〃0πひ・‘8∫，1）8ηfσ〃’耀，yeasts

Miso　soup Akadashi　N

Akadaslll　N

M量soshiru　N

Misoshiru　N

Sh1romiso　N

Shiromiso　N

Shiromiso　N

Shiromiso　N

Akadashi　N

1．2×10

1．4×10

　く10

　く10

3．4×10

5．2×10

1．8×10

　〈10

　＜10

∠｛ψ以9ゴ！！z‘∫，ααぬψorf～〃z，　E雄。”μηz，　Pαご‘f’oηり，‘8∫，　P‘’zゴ。∫〃πηz

・4ψ8耽9〃2ピ∫，r1㍑oうα5読2〃ちP’ηf‘〃加泥

晶｛5ρ8思〃μ∫，yeasts

・4ψ8㎎f〃zど∫，ycasts

」ψ8rg〃zピ∫，ααぬψ・rfz‘切，　E～〃・伽η，　yeast3

．卸卿1！～ど∫，Ez‘r・百～’加，　yeasts

Eμro’fz’ηz，　P8〃f‘〃fz‘加，　ycasts

Eμroごfz〃η，　P8η～6～〃∫μηZ，　yeasts

P飢‘‘fZ’f田Fl

Azuki－bcan　　Shiruko　I

soup　wi正h　　　　Shiruko　I

r1ce　cake　　　　　Shiruko　I

　　　　　　　Sh1ruko　I

　〈10

4．0×10

7．6×10

4．8×10

E雄。”αηε

オψθ：9〃z∬，∠、fπ‘or，　P8π’‘〃勧7η

・｛ψ既g〃～4∫，」μπoδα∫∫4～～‘η2，C1α面ψor’z〃2～，λ∬π60r，1）θ～’6〃’πη

」ψ8τ9’」～zピ∫，」、血‘oγ

、Tablc　3． Fungal　counts　in　dehydrated　m三1k

and　their　identification

Food ・・T・1謙IK翻畠・g・
　　　　　　　pe「g

E膨7ゴ6811α，0加θ彦。アη5π7π，R乃た。加∫と一定の傾向はみ

られないが，同一ブランドの製品（CG－1～3）に多発

していることは，一部の製造工程において微生物学的

な品質管理が不十分であることを伺わさせる，

Dehydrated

milk

CR
MA
CC－1

C⊂】一2

CC－3

　＜10

　＜10

　＜10

2．2x10

1．6×10

C乃αぐ’0ノη’Z〃η

1～乃た。似∫

E2π8r’‘8〃α

・｛ψ8確〃f‘∫，

R比ψπ∫

」ψ6㎎〃～‘∫，　’

Rゐ’zoρμ5

　Table　1に乳製品順鞘食品29酔t料の真菌試験をまと

めた．表のように93％の検体が非倹出，又は真菌生菌

数がく10／gの製品であり，製造及び製品の流通，販

売環境は極めて良いものといえる．

　真菌の発生した5検体について，その詳細を示すと

Table　3のようになる．検出された真菌は11∫ρ878〃1f∫，

ま と め

　市販製品の真菌試、験から，スープ頬（インスタント

スープ，みそ汁，ぞう煮，しるこ），乳製品1煩似食品

（コーヒー用粉末ミルク）などについての真菌を対象と

した微生物学的規格基準設定の必要性は少ないものの，

一部の製品（みそ汁，しるこ，粉末ミルク）にやや真

菌生菌．数の高いものが認められたことから，製造工程

における徴生物制御を中心・とした衛生管理に一段の改

善が必要と思われる．調査対象食品は毛髪具食品あるい

はdehydrated　foodsとよばれ，通常召、，0．60． ﾈ下の

水分活性∫窪に維持されているため，多少の真菌の存在

は変敗に直ちに結びつくことはない3）．　しかし，不完

全な取扱いに伴って吸湿などが起こり，真菌の増殖を

’
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招くことも絶無とはいえない．したがって，現状から

みて真菌生菌数はg当り10個以下に抑えることが望ま

しいものと思われる．

　本調査研究は昭和52年度厚生省環境衛生局食品衛生

調査費によって実施した．

1）

2）

3）

文 献

衛生微生物部：衛生試報，81，102（1963）

厚生省環境衛生局監．修：食品衛生検査指針1．検

査法別，p．615（1973），日本食品衛生協会，東

京
LR．　Bcuchat（cd．）：」Fboゴαπ4　B8む8ro88ル｛｝1‘o’o即1，

p。527（1978），Avi　PubL，、Vestport，　CQnnecticut

肝障害の多角的評価に関する基礎研究

戸部満寿夫・粕谷　豊・中路幸男・小林和雄・高橋　惇・田中　悟

鈴木幸子・斉藤　実・内藤克司・内田雄幸・安原加寿雄・三原康夫

大野泰雄・川西　徹・川島邦夫・中浦愼介・降矢　強・川崎　靖

関田清司・松本清司・萩埜恵子・落合敏秋・金子豊蔵・鎌田栄一．

池田康和・小川幸男・高村二三知・鈴木康雄・吉本浜子・川俣一也

門馬純子・会田喜崇・高田幸一・大場　栄・赤木　博

Studies　on　Gomprehcnsive　Evaluation　of　Toxic　Liver　I煽ury

Masuo　ToBE，　Yutaka　KAsuYA，　Yukio　NAK！Ψ，　Kazuo　KQBAYAslll，　Atsushi　TAKAIIAsm，　Satoru　TANAKA，

Sachiko　SuzuKI，　Minoru　S虹To，　Katsushi　NAITo，　Osayuki　UcHIDA，　Kazuo　YAsullARA，　Yasuo　MIHARA，

　　　　　Yasuo　OIINo，　Tohru　KAwANIsHエ，　Kun正。　KAwAsHIMA，　Shinsuke　NAKAuRA，　Tsuyosh量FuRuYA，

　　　　　　Yasushi　KAwAsAKI，　Kiyoshi　SE阻TA，　Kiyoshi　MATsuMoTo，　Keiko　HAGI黄。，　Toshiaki　OcHI鵠

　　　　　　Toyozoh　KANEKo，　Eiichi　KAMATA，　Yasukazu　IKEDA，　Yuklo　OGAwA，　Fumlnori　T継AMuRA，

　　　　　　Yasuo　SuzuKI，　Hamako　YosHIMoTo，　Kazuya　KAwAMATA，　Junko　MoNMA，　Yoshltaka　AmA，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kohichi　TAKADA，　Sakae　OHBA　and　Hiroshi　AKAGI

、

　　The　principal　ohicct　of　this　invcstigation　was　to　evaluate　the　toxicological　data　comprehensively．　Typ－

ica！hepatotoxins，　N－ni亡rosodimcthylaminc（NDMA，0．075　mmolc／kg），　carbon　tctrachlor正de（CC14，5m・

molelkg）and　4－dimcthylaminoazQbenzenc（DAB，　o，5　mmolelkg）wcre　admlnistcrcd　orally　to　rats　and

pathologica1，　biochcmical　and　hcmatological　cxaminations　were　pcrfbrmed　at　thc　5，10and　15th　days　a翫er

thc　repcatcd　admlnistration．　Thus　the　characteristic　changes　in　thc　biochemical　and　hematological丘ndings

by　thcsc　hepatotoxins、、・crc　comparcd　to　be　rclated　to　the　pathological丘ndings．

NDMA：Body　wc1ght　was　markcdly　decreascd　and　two　out　of　9　mts　died　at　thc　13and　I4th　days．　L董vcr

wcight　was　decrcased，　and　splcen　and　adrcnal　wcights　were　incrcased．　A　massivc　hepatic　necrosis　with

hcmorrhagc　in　centr三Iobular　arca，　a　fatty　degcncration　in　llcpatocytes　and　collagen丘bris　hyperplasia　in

portal　triad　were　evidenced　by　the　hlstological　observation。　Thc　characterist…c　cf驚cts　of　NDMA　werc

the　marked　decrease　in　serum　albumin（ALB）and　the　Iargc　incrcase　in　scrum　total　bilirubln（T・BIL）．

The　decrcascs　in　semm　tQtaI　protcin（T・PR．O），α・globulin（α一GLB），　glucosc（GLU）and　triglyccridcs（T。

GLY），　and　the　increase　in　serum　total　cholesterol（T・CHO）also　occurrcd．　The　incrcascs　in　serum　GOT，

GPT，　ALD，　ICDH　and　LDH　were　associated　with　thc　dccrcascs　in　these　enzyme　activitics　in　thc　livcr．γ・

GTP，　G6PDH，　ALD　and　LAP　activities　wcrc　incrcased　both　in　the　serum　and　the　liver，　ahhough　the　degree

of　thc　increascs　varied　cons三dcrably．　Serum　GLDH　was　also　increased．　ChE　activity　was　decreased

in　thc　serum　and　1三ver．　Cholesterol　esters（E－CHO）and　nonesteri丘ed　fatty　acids（NEFA）in　the　liver

wcre　increascd　and　the　comparable　changc　in　lipid　components　was　fbund．　The　hepatic　drug・metab・

olizing　enzyme　activities　wcre　markedly　decreased．　Blood　coagulab皿ity　measured　by　prQthrQmbin　time，

activatcd　thromboplastin　time　and　hepaplasth　test　was　significantly　reduced．　Normocytic　anemユa　and

thc　markcd　dccrease　in　platelct（PLT）were　also　observed．

CC14：　Body　weight　was　decrcascd．　Livcr　weight　was　increased　and　spleen　weight　was　decreased。　Livers
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discolored　and　cnlarged．　A　single・cell　necrosis　in　centrilobular　hepatocytes　and　a　fatty　degeneration　in　the

entire　arca　of　liver　were　observed．　Thc　CC14　ef距cts　on　the　serum　componcnts　and　the　enzy甲。　activities

in　the　serum　and　the　livcr　were　almost　simllar　to　those　produced　bv　NDMA，　while　the　increases　ln　the　serum

T・CHO　and　T」RIL　were　not　marked　and　se士umβ一GLB　was　increased．　CCI4　was　charactcrized　by　the

Iarge　increases　hl　the　liver　E－CHO，　NEFA　and　T－GLY．　The　reduction　in　the　blood　coagulability　was

obscrvcd，　but　changes　in　thc　hematological丘ndings　were　not　signi丘cant．

DAB：　Body　weight　was　decreased　and　liver，　spleen　and　adrenal　weights　werc　increased．　1。ivers．　were　dark

red　in　color　and　enlargごd．　Sign　of　extramedullary　hematopoiesis，　Berlin　bluc　reacting　matcrials　in　Kup仁

飴r’scells　and　a　hyaline　dcgcneration　in　hepatocytes　and　bile　capillary　hyperplasia　were　observed．　The

characteristic　changes　by　DAB　were　increascs　in　the　serumγ一GLB　and　T－GLY．　The　decreases　in　the

serum　T－PRO，　ALB　and　GLU　and　the　increases　in　T－CHO　and　T－BIL　also　occurred，　Another　char－

acteristic　change　was　the　marked　incrcase　in　the　serumγ一GTP　in　the　latc　stage，　whereas　the　changes　of　the

other　enzyme　activities　in　the　serum　and　the　liver　were　slightly　or　not　observed．　NEFA　conterit　in　the　livcr

was　increased．　DAB　reduced　aminopyrine　demethylase，　NADPH　cytochrome　c　reductase　and　phenacetin

X－dcacetylase　activitics，　but　P450　content　and　NDMA　demethylase　were　less　a錠cted　and　phenacetin

O－deethy〕atlon　was　stimulated　in　the　carly　stage．　The　blood　coagulability　was　not　aHセcted　clearly．　hiacro－

cytic　anemia　which　assumed　hemQlysis　in　the　hematological　and　h｛stological　findings　was　obscrved．

　It呈s　concluded　that　NDMA，　CCI4　and　DAB　can　cach　produce　a　characteristic　hepatic切ury　on　the　path－

Qlogical　observatiqns　and　als6　characteristic　changes　biochemically　and　hematologically．　The　biochemical

evidences　and　the　blood　coagulabi王ity　changes　seem　to　correlate　with　the　histological丘ndings。　It　is　of

some　intcrest　that　the　hematological　findings　show　dif琵rent　patterns　of　response　to　the　hepatotbxins，　but

the三r　relationkhip　to　hepatotoxic1ty　is　not　yet　clear．　h　thls　experiment，　the　hepatic　i町’uガy　induced　by

the　typical　hcpatotoxin写was　widely　investigatcd　and　the　results　obta三ned　seem　to　bc　usc而l　Ibr　cvaluating

the　hepatotoxicity　of　the　other　chem至cals・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Receivcd　May　30，1981）

は　じ　め　に

　医薬品，農薬，食品添加物及び化粧品等の化学物質

について，その安全．性を評価する試験の一部として，

短期あるいは長期の一般毒性試験が行われている．こ

れらの試験では一般症状，体重，摂餌：二等の観察ある

いは測定，病理組織学的橡費，血液学的検査に加えて

臨床生化学的検査が実施され，これらの検査結果を総

合的に判断することにより結論が下される．しかし，

これらの検査値の相互関係，特に病理組織学的所見と

臨床生化学検査成績との関述性については総合的判断

の方法を具休的に示した例はない．そこで今回我々は

主として肝に障害を誘発し，かつ毒性発現機序の第一

段階である代謝的活性化をそれぞれ異にする化学物質

としてN一ニトロソジメチルアミン（NDMA），四塩

化炭素（CCI4）及びρ一ジメチルアミノアゾペソゼソ

（DAB）を対象薬物として選び，ラットの実験的肝障

害について総合的な実験を行い，具体的な毒性評価に

あたって有用な若干の知見を怨たので報告する．

実　験　方　法

　1．実験動物　ウイスタ一系雄ラット（静岡県実験

動物農協，stdウイスター）を使用した．5週令の動

物を購入し，室温24．5±1。，湿度60～70％の飼育室

で8週間，水及び飼育用固型飼料（オリエンタル酵母，

MF）を自由に摂取させて飼育した後，13週令で体重：

約260gの動物を選び，次の5．群に分けて実験を行っ

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　2．薬物及び投与方法薬物はN一ニトロソジメチ

ルァミン（NDMA，東京化成），四塩化炭素（CCI4特級，

和光純薬），かジメチルアミノァゾベンゼン（DAB特

級，関東化学）の3．種を使用し，投与量は予試験にお

いて求めたおよその最大耐量に近い量とした．

　薬物は午前10時～11時に胃ゾンデを用いて1日1回

ラットに経口投与した．投与期間は5，10及び15日間

とした．

第1群＝水を投与した対照群一精二水5mJ／kgを投与

　　　　　した．

第2群：NPMA投与群一NDMAを精製水に溶かし
　　　　　0．075mmole（5．56　mg）／5　m1／kgを投与し

　　　　　た．

第3群：Com　oilを投与した対照群一corn　oi15mZ／kg

　　　　　を投与した．

第4群：CC14投与群一CC14をcorn　oi1に溶かし，5

　　　　　mmole（769．1mg）／5　mZ／kgを投与した．

第5群：DAB投与群一DBAをcorn　oilに溶かし，

　　　　　0．5mmo！e（112．65　mg）／5　m〃kgを投与した．

動物数は1群7～9匹とした．
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Table　1．　Test　and　reaσent　kit
　　　　　　　　　　o

　Test　　　　　　　卜1anufacture

（Abbreviation）　　　（Code　number）

　　Test　　　　　　　凹anufacture

（Abbreviatうon）　　（Code　number》

Total　protein

　（丁一PRO）

AIbumin

　（ALB）

WAKO　（274－24301）

WAKO　（274－24301）

Blood　urea　nitrogen

　（BUN）

Creatinine

　（CRN）

Glucose

　（GLU）

丁riglycerides

　（T－GLY）

SHINOτEST　（97016）

BMY　（124192）

BMY　（1ち6391）

BMY　（126012）

Total　cholestero1

（T－CHO）

丁otal　bilirubin

　（T－BIL）

Aldorase

　（ALD）

Bト1Y　（172626）

B凹Y　（123943）

B卜1Y　（123838）

Alkaline　phosphase

　（ALP）　　　　　　　レJAKO　（277－64191　etc）

Cholinesterase

　（CHE）　　　　　　　BMY　（124125｝

Glucose－6－phosphate　dehydrogenase

（G6PDH） B岡Y　（124672）

Glutamate　dehydrogenase

　（GLDH）　　　　　　B卜1Y　（124311｝

Glutamate　oxaloacetate　transaminase

　（GO丁）　　　　　　　EIKEN　（S－9049）

Glutamate　pyruvate　transaminase

（GPT） EIKEN　（S－9079｝

γ一Glutamyl　transpeptidase

（γ一GTP） BMY　（158208）

Isocitrate　dehydrogenase

（ICDH） BMY　（125989）

Leucine　aminopeptidase

（LAP） WAKO　（279－64391　etc｝

Lactate　dehydrogenase

　（LDH）

Calcium

　（Ca）

SHINO丁EST　（SVR）

Phosphorus，1norganlc

　（Pi）

Sodium

　（Na）

Potassium

　（K》

WAKO　（272－21801》

WAKO　（278－231ql）

　The　concentration　of　an　enzyme　in　solution　is　expressed　as　milliunits　per　mnliliter

（mu／m’）　at　300・

B岡Y、B。e，1，ger・・nnh・i・Y・m・n・uchi，EIKEN・Eiken　k・g・k・C・・Ltd・・

　SHINOTEST　：　Shinotest　1己boratory，　WAKO　：　Wako　Pure　Chemical　Industries

　3．　検査及び測定

　3．1器官重量　　動物は採血後，放血致死させ，

肉眼的観察を行った後，脳，心臓，肺臓，肝臓，腎臓，

脾臓，精巣及び副腎を摘出して，その重旦を測り100

g体重比を算出した．

　3．2　病理組織学的検査　　肉眼的検査終了後肝臓

は10％中性ホルマリン液で固定し，常法にしたがって

薄切し，Hcmatoxylin－Eosin重染色標本を作製し，ま

た必要に応じてSudan皿染色（脂肪染色）Azan罫ミ色

（膠原線維染色）Pcriod三。　Add－Sch旺染色（PAS法，

多塘類染色）及びBcrHn　bluc染色（2価及び3価の

鉄塩染色）を飽し，検索した．

　3．3　血液学的検査

　3．3，1　血液組成　　赤血球数（RBC），5モグロビ

ソ量（Hb），ヘマトクリット値（Ht），平均赤血球容積

（MCV），平均赤血球色素量（MGH），平均赤血球色

誹1濃度（MCHC），赤血球分布幅（RDW），血小板数

（PLT），血小板クリット値（Pct），平均血小板容積

（MPV），血小板分布幅（PDW）及び白血球数（WBC）

を多項目血球計数器（コールターSP，米国Coulter

Countcr社）により測定した．

　3．3．2　血球像　　白血球百分比〔好塩工｝1（Baso），

好酸球（Eosin），好中球（Neutro），リンパ球（Lymph），

単球（Mono）〕及び赤血球のプライズ・ジョーンズ曲

線1）（面積法による）を自動細胞分析装置（Microx，立

石電機）により測定した．

　3．3．3骨髄像　　各群2匹のラットの大腿骨につ

いてMyeloid／Erythroid比（M／E比）を中心に観察

した．

　3．3．4血液藁固機能　　無麻酔下に頸静脈血を採
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嘱し，血漿のプロトロンビン時間（PT），活性部分ト

ロンボプラスチン時間（APTT）及びヘパプラスチソ

テスト（HPT＝第∬，、1、　X因子の活性）をオートフ

ァイ（米国Dade社）により測定した．

　3．4　臨床生化学的検査

　3．4．1血清成分　　無麻酔下に腹大動脈より採血

した血清について，Table　1に掲げる血清成分を多項

目自動分析機（ジエムサックIV型，米国Electro　Nu－

cleonics社）及び原子吸光光度計（170－50型，日立）

により測定した．

　3．4．2血清蛋白の分画　　セパラフォア皿（セル

ロース・アセテート膜（米国Gelman社）を支持体と

して電気泳動を行い，分画パターンをデンシトメ心耳

（Gelman　ACD－15型，米国Gelman社）により測定

した．

　3．4．3　肝ホモジネート及び細胞分画の調製　　肝

臓を3～5mm3に細切し，氷冷した等張塩化カリウム

溶液（ε一KCI，1．15％）中で洗浄し，その一定量（湿重

量）に3倍量の氷冷した‘一KCI溶液を加え，　Potter型

テフロン軸ガラスホモジナイザー（高島商店製）で往

復5回ホモジナイズした，そのホモジネートを10000

xσで20分間冷却遠心し，上清（10り00×g上清分画）

を得た．

　この上hlfを更に，分離用超遠心機（日立80P－7型）

を用い，105000×σで60分間遠心し，その上清と沈澱

に分け，沈澱した分画を氷冷したレKCI溶液に懸濁

させ，ミクロゾーム分画とした．

　3．4．4肝の酵素活性の測定　　肝ホモジネート

10000xσ上清についてGOT，　GPT，　ALD，　LDH，

G6PDH，　ICDH，　ALP，　LAP，γ一GTP及びCHEの活

性を血清成分の測定と同様の方法で測定した。

　3．4．5　肝脂質組成

　肝ホモジネート（g／4mりについて各脂質分画を

TLC－FID法2・3）で定量した，

　3．4．6肝の薬物代謝活性の測定　　チトクローム

P－450（cyt．　P－450）含量は大村及び佐藤の方法4，に従

い，一酸化炭素複合体の差スペクトルを高感度白記分

光光度計（SM－401型，ユニオン技研）を用いて測定

した．NADPHチトクロームC還元酵素（NADPH
cyt．　c　red）活性はWilliamsらの方法5》に準じて測

定した．アミノピリン及びNDMAの脱メチル化活性

は肝10000xg上清（9／4　mJ）を用いてVenkatesanら

の方法6）に準じて生成したホルムアルデヒドをNash

の方法ηに準じて測定した．なお基質濃度はアミノピ

リンは1mM，　NDMAは5mMである．フェナセチ
ンめ代謝はKadlubarらの方法8）に準じて測定した．

碁質のフェナセチン及び代謝物のフェネチジン及びア

セトアミノフェンをエーテル抽出し，高速液体クロマ

トグラフィー（シリカカラム：Shodex，　Sihcapak　HP

－250，移動相：10％のイソプロパノールを含む炉ヘ

キサン溶液，63kg／cm2）を用いて各成分を分離定量

した，

結果及び考察

　1．体重及び死亡

　水浴はcom　oilを投与した対照群では実験期間中

順調に体重増加が認められたのに対して，NDMA，

CC14及びDABの各投与群では投与開始後1～2日
目から体重減少が認められ実験期間を通して減少が続

いた。薬物投与開始直前の体重に対する15日間投与後

の体重減少率はNDMAが24．9％，　CC14が7。8％，

DABが10．4％で，　NDMAの体重減少が特に著明

であった．またNDMAでは13及び15日目にそれぞ

れ1匹の死亡を認めた．

　2．器官重量

　器官重量の変化は実重量及び100g体重比ともに同

一方向の変化を示すものを異常として評価した．（Ta・

ble　2）

　NDMAでは，肝重量の減少，脾，副腎重量の増加

が5，10，15日の各時期に認められた．

　CCi4では，肝重量の増加が，各時期に認められる

ほかに，脾重量の減少が15日目に認められた．

　DABでは，肝，腎，脾及び副腎重量の増加が，各

時期に認められた，

　3．　病理学的検査

　3．1肉眼所見

　5，10及び15日目の各時期における肝臓及び他の臓

器の主な変化は次のとおりである。

　対照群（水及びCorn　oil投与）では，各時期を通

して殆んど変化を認めなかった．

　NDMA：各時期で肝の表面及び割面が帯黄赤褐色

を呈し，肝小葉中心部に充うっ血を認めた．なお，15

日目の2／6例に表面の粗造化及び小葉間質の増殖，6／6

例に肝各葉の癒着がみられた．また，他の臓器では，

10日目に脾の軽度の腫大，15日目に腎の槌色，脾の腫

大及び胃粘膜面の点状出血が認められた．

　CCI4＝各時期で肝の槌色及び腫大が全例に認められ

た．しかし，他の臓器では各時期を通して著変を認め

なかった．

　DAB：各時期で肝，腎の帯黒色化，脾の帯黒色化及

び腫大が認められた．また，15日目では，肝の軽度の

腫大が8／9例にみられた，
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Tablc　2．　Absolute　and　relative　organ　weights　in　male　rats　treated　with　NDMA，　CCI4　and　DAB

閥。．　of　　Body肘eight　　Braτn
rat5　　　　　　〔9）　　　　　　　（

Hear亡
（9）

L糊 しfver
（9）

Kid目eys
　（9）

Spleen
　〔9）

Teste5　　　　Adrenals

　（9｝　　（m）

5days

　Contro17
　（water）

NDI弓A　　　7

Contro1　7
（oi1）

CC14　　7

DAB　　　7

10d己ys

　Contro1　　7

　（watεr）

　Nc購　　　7

Contro1　　7

（。i1）

CC14　　7

DA3　　　7

15days

　Contro18
　1water）

　NDIイA‘　　6

Contro1　8
（oi1｝

CC14　　8

DAB　　　9

276土τ8

258219

274±16

258土15

251，11

284土21

24δ窪17

27フ判1

241；14

24ち：13

289土27

19〒室15

292土15

24…窒26

23δ窒22

1。81圭O。04　　　0．83診0．05

（O．66全O．03）｛O，30±O．03）

　　　　　　きか1．82幻．04　　0．72土0．06

10．71圭0．05）（0．28土0．01）

1幽79土O・04　　　0・78±0。07

（0。65重O・03｝　　（0．29士OgO2｝

1．7920．03　　　0．82iO．05
　ウ　　　　　　　　　　　　　　ぐ
〔O陰69ま0．04》　　10・32圭0602）

1。82ま0．02　　　0。84±0．05
　むカ　　　　　　　　　　をセ
（O．71土0．03）（0．33土O。02）

1．82圭0．Oフ　　O．82±0．03

（0噂64土0。03）　（Or29土0．01）

　　　　　　ナセ1．83土0．05　　　0．74土O．05
　ナカ　　　　　　　　　　　セ
（0．77土O．05｝〔O．31±0．01）

1．82＝O．05　　　0．82圭0．04

〔O．66圭O．02）　（0●30±O．02｝

1．79圭O．04　　　0．75歪0．13

　ウを｛O●ア2まO．04）　（0・30よO。05）

1，80土O．03　　　0．85±0．02

　ゆセ　　　　　　　　　　　ゆか
lO。73糞O，04）　　〔0●34まO．02）

1。09土0．11

10，39ま0。04）

L84土1．88

（0．75±0。84）

2．08圭2．53

（O．79土1．01）

1・50土1巳01

（O．58土0．38》

1．56±0．83

（O．51±0，33）

1●30±O匿59

｛O．46土0・19）

1．54±O．92

〔0．6牡0，3η

2．15±1．23

（O．78土0．46）

1■2B≦二〇の21

（0，52土O，09）

1，80≦；1．14

（O．72ま0・42）

1．85±0．03　　　0．85±O．C5　　　1．48士0．58

｛0陰54±OpO5）　‘0．29土O．02）　（O．52土Or21）

　　　　　　ゆぐ1。82±0．04　　　0．72まO。05　　　2．28±1●72
　オむ　　　　　　　　　　　むき
｛0．95土O．07）　（O．38土O．03｝　（1●24ま1。01）

1．85土0．03　　0．84土O．06　　　1・15之0。15

（0．64土0．03）　〔0．29主0巳01）　（0．39まO．04）

　のを　　　　　　　　　　　かウ
1●76土0．07　　　0，69土0．09　　　1。09ま0●13

　やも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
（O．73圭0．06）　（O．29±O．02》　‘0．45土O．05）

　ウ1．81士O．04　　　0．85±OgO6　　　2．OOま1．61
　ウセ　　　　　　　　　　むき
（O，79二〇。06｝．　（0・3アまO●04）　（0●91含0・82｝

9，55±0，69

（3．45土O，10）

　むウ
7．68±O．84

　ウヤ〔2．97土0・19｝

9，0ア土0．94

13．31土0．21｝

　ぐセ
10●37土0．50

　のセ（4●02土0．23｝

9，50±O．75

　ヤぬく3・69土0．19）

1．71乏0．14

（O。62土0・03）

1．64‡0．09

（0．6コ土O．03）

1●61ま0●11

〔0，59まO．02｝

1．6ア土0。07

　ナな（0．65ま0．03）

　オゆ
1．85±0．16

　むみ（0．72ま0．06）

9。69±0．q5　　　1．67之0．05

〔3，42土0．11）　　（0●59±OpO4）

　セな　　　　　　　　　　　をか

7■36圭1，05　　　1・96土D．12
　ナ　　　　　　　　　　　　　かゆ
（3rO6±O．28〕　（O．82±O．04）

9，18忠O．41　　　1．69±0．03

（3．32±0．19）　、（O●61士0．04）

　ぬヤ
12．52±0．65　　　1．71忠0．06
　ヤオ　　　　　　　　　　ナな
（5rDアま0．18〕　　（0．69之0．03）

　をヤ　　　　　　　　　　　カ

10．04土O．55　　　1．95土0．23

　セヤ　　　　　　　　　　　オを
〔4，04圭O．16）　（0．79士0，12）

10．07±1．22　　　1の84圭0．13

（3．4Sま0．15）　（0●64士0響04）

　ヨヤ4・56±1。18　　　1．94とO・14

　★★　　　　　　　　　　　　★禽
（2．39まD．62）　｛1．01土0．06）

10．OO土O。81　　　1．76土O，13

（3。43まO．16）　（O．60土0．03）

　をむ13．94之2．30　　　1．60土O．17

　★★　　　　　　　　　　　　★費
〔5，73土O．41，　〔0．66iO．03）

　　　　　　やむ11の13士1．52　　　2．31二〇r41

　脅★　　　　　　　　　　　　★脅
（4．8鳶±0．52）　（1．01土O．21）

O．47土0．03　　　2●69土O．07

（0．17ま0。00）　（O匿98よ0，05）

　をセ
0。60土0．03　　　2．6620含10

　ぐウ‘O．2310．01）　く1．03まO．05）

0．47土O．04　　　2．77ま0．20

10．17圭O．01）〔LO1きO．60）

　ウの
0●41まO．03　　2．69まO．78

‘O．1530901）　（1，0弓≧0．5ξ）

　ゆセ
1．17まO．07　　　2．76壽0．91

　ウの10．45ま0．04）　（1．07ま0．43｝

0．48土O．04　　　2．67土0．22

（0．17土O◆01）　（0◎94まO．05）

　ウカ1．23まD．24　　2．尋8±O．13

　ナナ　　　　　　　　　　　ナを
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1．74圭0。22　　　2，57土0．94

　ぐむ（0．70士0．06）　〔1．Oε±0．28）

0．52土O．05　　2．78圭O．12

（0．18土0・01）　　（0．97含0　10｝

　をセ　　　　　　　　　　　　ナセ
0，85±0．13　　　2●09士0．11

　ナぐ　　　　　　　　　　　ラ
｛0●44土O．07）　11．1e二〇．05｝

0．51土0．03　　　2．ε5土O．14

（0．17まO．01）IO．93三〇．06）

　ぐぐ　　　　　　　　　　　ウを
0．37圭O●04　　 2752土Or11

　むぐ（0・15土O．01）　　（1．05含0．Q9）

　ナむ　　　　　　　　　　　カ
1．87土O．32　　2．フ1ま0．14

　をウ　　　　　　　　　　　　セラ
（0．81ま0．12｝　（1．18三〇．05）

33土7

（12±2｝

38土4
ラ

（15ま1）

35±3

〔13土2）

35±3

（14土2）

弓0土7

む

（16ま3｝

34巧

112土n

カナ

48士3
なカ

（20土2｝

37歪4

（13土2）

39全3

（15±1）

オナ

47ま4
カセ

（19慮2）

37圭3

（13土2）

カヤ

54土8
ナセ

（28土5）

35土1

（12ま1）

33土5
セ

（13土D

ウヤ

53ま1

ヤオ

123土7）

Figures　in　parεntheses　show　reldt｛ve　organ　weight　（　g　or　mg！　100g　body　weight　｝

Values　；　meon土S。D　　　　　　響　　；　Pく　0．05　　　　禽曹　i　Pく　O．01

　3．2病理組織学的所見

　5，10及び15日口の各時期における肝臓の病理組織

学的検査結果は，Table　3に示すとおりである．

　対照群（水及びCorn　oil投与）＝各時期を通して殆

んど変化を認めなかった．

　NDMA：5日目では，小葉中心部の出血，肝細胞壊

死，円形細胞及び多核白血球の浸潤，小葉辺縁部の肝

細胞の肥大が認められた．10及び15日目では，5日目

と同1兼の所見をみるが，その程度は経時的に強くみら

れ，特に15日目では，毛細胆管の増殖，出血壊死巣内

及び小葉問質の結合織の増殖がみられた．また，特殊

染色を施したものでは，Sudan皿染色で，5日目に

は肝細胞内に徴細陽性頼粒がみられ，10及び15日目と

経日的に陽性穎粒は多く，かつ大きく認められた．

Azan染色では，10及び15日目に出血壊死巣内及び小

葉閻質に膠原線維の増殖がみられた。PAS染色では，

各時期とも出血壊死巣を除く単細胞に陽性穎粒を認め

た．Berlin　blue染色では，15日目にクッパー細胞内

に軽度の陽性三三がみられた．

　CCI4：5日目では，小葉中心部の肝細胞は空胞化を

呈し，また小葉辺縁部では，前細胞の腫大がみられた．

10及び15日目では5日目と同様の所見のほかに小葉中

心部の肝細胞の壊死（単細胞性）が認められた．特殊染

色を施したものでは，Sudan皿染色で各時期とも肝

細胞内に大型の陽性穎粒が認められた。また，Azan，

PAS及びBerlin　blueの各染色の結果は，いずれも陰
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Table　3．　Histopathological　5ndings　of　rats　trcated　with　NDMA，　CCI4　and　DAB

Group

，b．　of　animals　examined

　　　5　days　　　　　　　　　　　　　　　　　10　days　　　　　　　　　　　　　15　days

麟）ND凹A甜1・CC14　DAB儲）NDMA齢CC1・DAB融）ND図A（llll’CC1・DAB

　7 77777
Uver

hepatlc　cell　enlargement 士

十

十十

十十十

3

1

3

3

1

1

4

2

　　1
2　　1

5 1

5

7

1

3

6

mitosis 一

十

十十

十十十

1

3　　1
1

3

3　　4

1　　1

centrilobular　necrosis
　with　hemorrhage

士

十

十十

十十十

，

4

2．

1

3

1

1

3

2

centrilobular　necrosis 下

弓

十十

十十十

1

3

3

1

6

vacuolization 十

十十

十十÷

2

7

2　　2
2

7

3

3

3

8

hyaline　degeneration 士

十

2

4 9

hepatic　cords　irregularity 7 7 7 7 6 8　　9

round　cell　and　leucocyte

　infiltratfon 十

十十

十十十

6 τ

2

3

1　　1 1

3

1

bile　capillary　hyperplasi己　＋

　　　　　　　　　　　；

　　　　　　　　　　十十
　　　　　　　　　　十十十

1

1

2

4

1

1

2

3

3

Kupffer，s　cell

　　　phagocytosis 士

十

1 5

4

extramedullary　hematopoiesfs　＋

　　　　　　　　　　　十

2 1

2

4

5

Azan　stain
collagen　fibris　hyperplasia　　　一

士　暉　士　一　一　＋　一　士　一　一　＋＋＋　一　士　＋
Sudan　111　stain
Positive

一　　　　十　　　噂　　十十十 ま 一　＋＋士＋＋＋士　一　＋＋＋士＋＋＋士

　　　　　　　　　士εvery　slfght　　＋3slfght
　　　　　　　　＋＋＋　＝　　marked

性であった．

　DAB：5こ口では，2／7例に髄外造血像が認められ

たが，肝細胞には殆んど変化を認めなかった．10日目

では，髄外造血像のほか，肝細胞の硝子様変性がみら

れた．15日目では，5及び10日目に認められた所見の

ほか，小葉中心部の肝細胞の小型化，また小葉辺縁部

＋＋　　　　moderate

の肝細胞は軽度に肥大し，原形質は明調に抜けた胞体

を呈していた．そのほか，毛細胆管の増殖がみられた．

また，Azan染色では，　H－E染色で硝子様変化と認め

られた肝細胞原形質は，淡青色に染色され，また毛細

胆管の増殖を認めたところでは，管腔構造を形成する

その周囲に膠原線維の増殖がみられた．PAS染色で
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は，5日目には殆んどの肝細胞に陽性南西を認めたが，

10及び15日目には，小葉中心部の肝細胞には殆んど認

められず，小葉辺縁部の肝細胞に陽性頼粒がみられた．

Berlin　blue染色では，10及び15日目にクッパー細胞

内に陽性穎粒を認めた．

　以上のように，NDMAでは，小葉中心部の出血を

伴う壊死，毛細胆管増殖，小葉辺縁部の肝細胞の肥大

及び空胞化（脂肪変性），またAzan染色による出血

壊死巣内あるいは小葉間質の膠原線lil髭の増殖などが認

められたことから，肝の代謝障害は勿論のこと，この

変化が進行した場合，肝硬変へ移行することが推察さ

れる．

　CCI4では，者時期で進行性の変化は殆んど認めら

れず，肝細胞の壊死及び脂肪変性などのいわゆる退行

性変化，また肝細胞内のグリコーゲンの消失（PAS陰

性）が認められた．このような形態学的な変化は，同

時に見られた肝脂質の増加及び血糖の減少と相関する

ものと考えられた．

　DABでは，5，10及び15日の各時期で，髄外造血

像の出現，10及び15日目でクッパー細胞のヘモジデリ

ン負食像，また肉眼所見での脾臓の腫大などから，血

液障害（溶血）が起り，その後，肝細胞の有糸分裂及

び毛細胆管の増殖などの増殖性の影響が及ぶものと推

察される，

　4．血液学的所見

　4，1血液組成

　NDMA：RBC，　Hb及びHtは5日目で軽度に増加

したが，10日目では減少に転じ，15日口で著しい減少

を示した，MCV，　MCH，　MCHC及びRDWでは著

明な変化がなかった．PLT及びPctは各時期で著し

い減少を示した．WBCは15日口で増加を示した．

　CCI4：各時期でRBC，　Hb，　Ht及びRDWが軽度

に増加した．PLT及びPctは減少を示した．　WBCで

は10，1500て．増加が認められた．

　DAB：RBCは5日目で減少し，10，15日目では著

しく減少した．5，10日目のHb及びHtは軽度に減

少し，15日目ではその程度が大きくなった．MCV及

びMCHは10，15日目で著しく増加した．　RDWは

5日口で増加し，10日目では対照群と差がなくなり，

15日口では逆に減少した．PLT及びPctは，5，10

口口で著しく増加したが，15日目では変化が認められ

なかった．WBCは著しく増加した．

　NDMAは初期から強いPLT及びPctの義心があ

り特徴rlりである．またRBG，　Hb及びHtはいずれも

投与期間が長くなる1こしたがい減少するが，MCV及

びMCHては大ぎな増減が見られていない．これは

正直性の貧血を示すものと考えられる．しかし，15日

目のプライス・ジョーンズ曲線（Table　6）に大赤血球

の軽度の増加があり，MCVでもおずかではあるが増

加傾向を示している．これは大球性貧血へ移行する可

能性を示す所見とも考えられる．

　CCI4では各時期でRBC，　Hb，　Ht及びRDWが増

加し，PLT及びPctは減少，またWBCは増加をそれ

ぞれ示した．しかし，いずれも軽度の変化であること

からCCI4の血液組成への影響は少ないと考えられる．

　DABでは投与期間が長くなるに従い，　RBC，　Hb及

びHtは著しく減少し，逆にMCV及びMCHは増加

した．これらのことからDABでは大山性貧血が生じ

るものと考えられる．プライス・ジョーンズ曲線

（Table　6）からもこのことは裏付けられた．　WBGで

は著しく高い値を示したが血球像の所見（Table　5）で

赤芽球の著明な増加がみられ，用いた測定法では白血

球と赤芽球を区別し得ないのでこの増加は真の値を示

しているものと考えられない．しかし，赤芽球の出現

率は15日目で平均60．6％（121．2／200有核細胞）であ

ることから，表に示したWBC　54200のうち真のWBC

はおよそ21350であると考えられ，WBCは対照群に

比してやはり増加していると思われる．DABの病理

組織所見で肝のヘモジデリン沈着（TabIe　3）また脾の

腫大がみられたこと及び血清臨床生化学検査でビリル

ビンの増加（Table　I　l）がみられたことからDABは溶

血性貧血を起こすものと考える，また，骨髄所見での

M／E比の減少（Fig．1）と肝の髄外造血像（Tab！e　3）

より赤血球の産生は充恥しているものと思われる．

　4．2　白血球百分比

　結果はTablc　5の通りである．

　NDMA：50目では変化がみられなかったが10日

目ではN／L比（好中球％／リンパ球％）の上昇がみ

られ，4例で後骨髄球（Met）の出現を認めた．15日目

では，10日目と同様N／L比の上昇がみられ，桿状核

好中球（Band）の軽度増加を認めた．また赤芽球（Eb1）

が有核細胞数200に対して平均11．2個認められた．

　CCI4＝5日目では変化が認められなかった．10日目

ではN／L比の上昇が認められたが，他の血球につい

ては，Eblが6及びll個認められた2例を除き対照

群と差がみられなかった．15日目でもNIL比の上昇

が認められた。

　DAB：5日目，10日目及び15日目のいずれの時期に

もN／L比の上昇及びEblの著明な増加が認められ

た．N／L比の上昇は10日目が一番強く，Eb1は5日，

10日，15日と投与日数が増すに従い，83．9，110．1及

び121．2個と高値を示した．



戸部ほか：肝障害の多角的評価に関する基礎研究 163

Table　4． Hematological　valucs　of　rats　trcatcd　with　NDMA，　CC14　and　DAB

　　　　　　　　　　Cont．（Water）　　　ND凹A，

丁est　　Ullit　　Day　　　N　　門ean　　S．D．　　　N　　Mean　　S．D．

　Cont．（Oil）　　　　　　CC1、，

口　Mean　　S．D．　　N　　凹ean　　S．D．

　DAB，
N　　阿ean　　S．D．

RBC

Hb

Ht

凹CV

凹CH

囲CHC

RDW

PLT

Pct

凹PV

PD”

トBC

　　　5
10己　　10

　　　15

　　　5
9／dl　IO

　　　15

　　　5
∫；　　　10

　　　15

　　　5
μm3　　10

　　　15

　　　5
P9　　10

　　　15

　　　5
％　　　10

　　　15

　　　5
　　　10
　　　15

　　　5
103　　10

　　　15

　　　5
fl　　　10

　　　15

　　　5
μm3　10

　　　15

　　　5
　　　10
　　　15

　　　5
103　　10

・　　　15

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

フ

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

7

7

8

9．54

9，42

9．47

15．8

15．3

16．4

47，3

鳶6．5

46，5

49．6

49．3

49．0

17．6

17．3

17．3

35．5

35．1

35．3

11。5

1L4
11．2

690

刀6

738

0．39

0．40

0．41

5．7

5．6

5．6

15．7

15，6

15．8

8．7

8．8

9，3

OD44　　　7　 1D．06　　0．16　 ★

0．27　　　7　　6．88　　0．62　　★★

O．32　　　6　　5．15　　1．43　★★

0匿5　　　7　　17，7　　　0．3　 ★★

O．4　　　　7　　　、1．5　　　　100　　★★

0．5　　　6　　　9．1　　　2．3　　★★

2．1　　　7　　49．9　　　0．8　★

1。3　　　7　　33．5　　　2．9　 ★★

1．7　　6　　26．2　　7．3　★★

0．6　　　7　　49．5　　　0．5

0，3　748．7　0．6★
0．7　　 6　　50．8　　 1。6　★

0．5　　　7　　17．6　　　0．4

0．3　　　7　　16．8　　　0．6　 ★

O．2　617．8　1．3

0．7　　　7　　35．5　　　0。5

095　　　7　　34．4　　　0．9

0，2　　　6　　3550　　　1．8

0・8　　　7　　12．5　　　1．O

O．7　　 7　　11．1　　　0．6

0．8　　6　　10．6　　　1．0

　29　　　7　　　108　　　　33　　★★

　337　5ア　22★膏
　50　　　　6　　　　142　　　　　76　　★淘

O．02　　　　7　　　0．07　　　0●02　　★歯

O，02　　　　7　　　0．03　　　0．02　　噛粋

0．03　50●080．04★嚢

0．2　　　7　　　6．0　　　0。3

0．2　　 7　　 5．9　　 0．7

0．256．10．4★★
G．9　　　7　　16．9　　　1．o　 ★

0．3　　　7　　19．2　　　3．5

0．4　　　6　　　29．0　　　24◎1

2．578．72．9
1●9　　　7　　　7．7　　　3．4

1．1　　6　　13．0　　3．1　★

7　9．83　　0．32　　　7　 10．82
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Each　value　represents　皿ean　±　SgDし

・（P・0．05）．・・（P・0．01）・Sig・iff…tdiff・・e・・e　f・。…ch　cont「01　vaτue

N　：　Number　of　animals

　以上の隊に，白血球百分比で明らかに変化が認めら

れたのは，N／L比及びEb1についてであり，　N／L

比の上昇はNDMAで最も強く認められ，　Ebiの出

現についてはDABで著明であった．

　4．3　赤血球面積

　結果はTable　6の通りで，4μ2ごとの出現率で表

わした，

　NDMA：5日口及び10日目では変化がみられない

が，15日目ては，大赤血球（36μ2以上）が平均約20％

の増加を示した．

　CC14：いずれの時期にも変化は認められなかった．

　DAB：5日日では，大赤血球は約12％みられ，投与

日数が増えるに従い，正常赤血球が漸時減少し，大赤

血球の占める割合が増加した．この変化は，MCVの

変化と一致するものであった．

　以上のように，NDMA及びDAB投与によって赤

血球面積に変化が認められ，DABで著明であった・

　4．4骨髄像
　骨髄はリンパ球を除く血球産生の場であり，血球の

量的質的変化を検索するうえで重要な臓器の一つとい

、
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Table　5． Dif琵rential　leukocyte　counts　of　rats　treatcd　with　ND：MA，　Cα4　and　DAB
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　　　　　　5～15　　5　　10　　15　　　5　　10　 15　　　5　　10　　15（days）

　　　　　　1．20　1．090．751．08　1．211，191．40　0．480．220．19（average　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MIE　ratio）
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Fig．1．　Bone　marrow　cellular　composition　of　rats　treatcd　with　NDMA，　CC14　and　DAB

Table　7．　Blood　coagulability　of　rats　trcated　with　NDMA，　Cα4　and　DAB

　　　　　　　　　　Days　of　　　　　WaterBlood　coagulability
　　　　　　　　　treatment　　　　（5m’1kg）

　　ND凹A
（0．07㎜。lelkg）

Corn　oi1
（5m’／kg）

　CC1貼　　　　　　　DAB
（5mmole／kg）　　　　（0．5rmoτe／kg）

PT　（sec．）

513。6±0。14（7）
10　　　　　　14．7±0。19　（7》

15　　　　14。6±0。22（8》

　　　ナを17・9±0．32　　（7）

　　　　ナオ23．6±1983　　（7）

　　　　ナナ40●0±7．72　　（6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ナオ　　　　　　　　　　ぬヤ13・9±0．19　（7｝　　16．3土0．31　　（7）　　15．1土0。19　　（7｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　ナゐ　　　　　　　　　　ナ　14●4土0．19　（7｝　　17。0±0．25　　（7｝　　16．8±0．75　　〔ア｝

　　　　　　　　　　ナヤ13．8土0．14　（8）　　　16．7±Or17　　（8）　　　14．9±0．58　　（9）

APTT　 （sec．）

523．6±0．こi7（7）

10　　　　　24．2±0．68　（7）

15　　　　　23，7±0．56　（8｝

　　　　ナキ36畳0±Or98　　（7）

　　　　オナ41。5±3．97　　（7）

　　　　ナな70。5±13．6　（6）

　　　　　　　　　　ナを22．8±0．31　（7）　　34．2土2．03　　（7）　　　20，8±0．45　　（7｝

21．9土0．60　（7｝　　3093±0．83　　（7）　　22．5±1●12　　（7）

　　　　　　　　　　ナセ23唱4±0．56　（8）　　2ア．9土1979　　（8）　　21．7土1．09　　（9）

H町（，；）

5

10

15

102±2．8　　（7）

104±4．0　（7｝

104±5．4　（8）

　　ナナ52±1．1　　　（7）

　　ナぬ35±4．2　　　（7）

　　ナを14±τ●9　　 （6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ナオ　　　　　　　　　オを102土3．1　　（7）　　　　53±3．9　　（7》　　　　78±3．5　　（7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ナセ　　　　　　　　　ぬヤ103±2陰7　　（7）　　　　59±3．0　　（7）　　　　65±5．6　　 （7｝

　　　　　　　　　　キ100±294　　（8）　　　　60±3．0　　〔8）　　　100±9．9　　（9）

Data　are　mean±S．D。　　Figures　in　parenthesis　indicate　No．　of　rat　examined，

★（p〈0．05），　索★（pく0．01）：Significant　difference　from　each　control　group。

PT3　Prothrombintime，　AP丁T：　Activated　partialthromboplastin　time，　HPT：　Hepaplastin　test。

える．そこで，M／E比（一粒球系細胞／赤血球系細胞）

の測定を行った．結果はFig．1の如くである．

　NDMA：10日目でM／E比の軽度低下がみられた

が，5日目及び15日目では変化が認められなかった．

　CCI4：いずれの時期にも著変はみられなかった．

　DAB：5日目では，　M／E比が0．48と低い値を示

し，10日目及び15日目でもそれぞれ0．22及び0．19と更

に低い値を示した．

　このように，DAB投与によってM／E比の著明な

減少が認められた．

　以上，肝障害を誘発するとされる3種の化学物質を

ラットに投与し，血球像，赤血球面積及び骨髄像につ

いて検査したところ，N／L比の上昇及びEblの増加

がいずれの化学物質を投与しても認められ，赤血球面

積の変化は，NDMA及びDABでみられ，骨髄M／E

の低下がDABで認められた．

　N／L比の上昇はNDMAの10日目を除ぎ，いずれ

も白血球数の増加と同時に認められ，好中球出現率の

増加と白血球数の増加量がほぼ一致することから，こ

こで認められた白血球数の増加は好中球の増加による

ものと考えられた．一般にN／L比の上昇は炎症反応コ

に対してみられることが知られている．NDMA投与

でも組織学的検査の結果の通り肝の炎症像がみられ，

多核白血球の出現も5日目から15日目にし’ずれも認め

られている，このように組織学的変化が5日目で認め

られるのに対し，N／L比の上昇は10日目以後に，白

血球数の増加は15日目にみられ，このような末梢血の

反応が遅延して観察されたのは，15日目で穎粒球プー

ル9）からの好中球の動員があったためと考えられる．

　赤血球面積についてはDABで著明な変化がみられ，

10日目及び15日目では正常赤血球がほとんど消失し，

大赤血球症の像を呈した．一方，ラットの赤血球の寿

命は40～50日目されており1。），DAB投与により赤血

球寿命が短縮されたと推測される．

　骨髄では，DAB投与により，　M／E比の減少がみら

れ，15日日では0．19と低い値を示した．これは骨髄構
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成細胞の約80％を赤血球系細胞が占めていることを表

すもので，Eblの増加，大赤血球像，　RBCの減少等

の変化からも明らかなようにDABにより大忌性貧血

をきたし，骨髄で赤血球が過形成の状態にあるためと

考えられる．

　なお，赤血球面積の測定及び骨髄の倹査は現在まだ

安全性試験の分野で広く行われていないが，今回の結

渠から血球を調べるうえで非常に重要な資料を提供す

る検査項目であると思われた．

　4．5　血液凝固機能

　血液凝固因子の多くのものは肝で生成される11・12）．

したがって，肝の障害は血液凝固機能に対して影響を

及ぼすことが考えられる，そこで，外囚性凝固系であ

るPT，内軸性凝固系であるAPTT及び第H，第W，

第X凝固囚子の活性を示すHPTを測定した．成績は

Tablc　7に示した．

　NDMA：投与5日目ですでにPT及びAPTTは有
意に遅延し，HPTは有意に低い値を示した．10日，

15日と投与日数が長くなるにしたがってPT，　APTT

及びHPTの変化は更に大きくなった．

　CC14：5日，10口及び15日の各時期ともPT及び

APTTは右意に遅延し，　HPTは有意に低い値を示し

た．しかし，NDMAとは異なり，投一与日数が長くなる

にしたがってそれらの変化が更に大きくなるという成

績は得られなかった．また，PT，　APTT及びHPT

の変化の程度はNDMAより弱いものであった．

　DAB：5日及び10日目ではPTは有意に遅延し，　II

PTは有意に低い値を示した．しかし，これらの変化

の程度はNDMAに比1陵して極めて小さく，またAP

TTは有意な遅延を示さなかった．15［1目ではPT，　AP・

TT及びHPTともに．f∫意な変化が認められなかった．

　以上の成績から，NDMA及びCCI4は第H，第、1

及び第X凝固娘子の活性を低下させるとともに，外囚

性及び内囚性のLIIj凝固系に対して1ω夜凝固障’、1∫作用を

示すこと，並びにその凝固障害の程度はNDMAが擬

めて強いことが明らかにされた．DABでは明らかな

1血L液凝固障害は認められなかった．

　NDMAではPT，　APTT及びHpTの変fヒと肝障
害の指標とされている血清及び肝組織中の酵素活性の

変化との間に高い関連性が認められるとともに維織

学的には肝の壊死が観察されていることから，中浦

ら13・14）が発表しているように，NDMAによる血液凝

固蝕害は主として肝で生成される凝固囚子の変化に起

因したミ，のと考えられる．更に，血小阪数が著しく減

少したことから，」血L小阪数の減少も関与しているもの

と考’えら．｝しる．NDMAによる血小擬数減少の原因に

ついては的確に考察することは困難であるが，巨核民

話は対照群と大差なかったことから，肝で生成される

凝固囚子活性が低下したことが出血性素因となり，そ

の出血傾向を阻止するために流血中の血小板数が減少

したものと考えたい．

　CCI4の血液凝固障害作li1については多くの報

告15曜19）があり，肝障害のために肝で生成される凝固画

品が減少することに山来するものと考えられている．

　DABでは明らかな血液凝固障な穿は認めめられなか

ったが，組織学的にも肝の壊死は観察されておらず，

また肝障害の指漂とされている酵素橘性の変化も小さ

いものであった．なお，DABの5日及び10日日にお

けるPTの遅延は，　HPTが低下したにもかかわらず

APTTは遅延しなかったことから，特に第、1因子活

性の低下が考えられる．

　現在，いわゆる毒性試験において，血液凝固に関す

る検索は殆んど行われていないが，本実験成績は毒性

試験において血液凝固障害の倹索が重要でかつ応用可

能であること，及びNDMAは血液凝固障害を調べる

場合の陽性対照として有用な化学物質の1つであるこ

とを示唆したものと考える．

　5．　血清生化学値及び補酵素活性に及ぼす影響

　5．1　血清成分及び肝酵素

　血清酵素の1回生の変動は肝酵素の動態に左右される

ものが多く，特にトランスアミナーゼはE癌ヨ胞からの

逸脱酵素として知られ，血清中の活性増大力二肝障害を

示唆するものとされている．そこで3億り茱物投与に

よってそれぞれ実験的II日：’ド害を惹起させ，231飽）血清

成分及び10種の肝酵素の活1生を測定し，これらの経時

的な変化と組織学的変化を；ζf⊥．ヒさせることによって，

先のトランスアミナーゼのように肝障害を示唆する血

清成：分の変動パターンを得ることを語口た．

　血清成分の経時的な変化はTable　8に，また，こ

の中の酵素，及び肝酵素を比活性（酵競1単位／mg蛋白

質）として表わし，Table　9～11に示した．

　NDMA：（血清成分）T－PRO，　ALB，　BUN（5日

目），GLU（10，15日日），　T－GLY（5，　LO日LD，

CHE，　Ca（15日目），　Pi（10，15日目）及びK（10，

15日口）が減少し，T－CHO，　T－BIL（10，15日日），

GLDH，　GOT，　GPT，　ALD（10，15〔目），　LDH，

G6PDH（15日目），　ALP（10，15日目），　LAP及び

7－GTP（10，15日目）が増加した．

　（肝酵素）GOT（5，10日目），　GPT，　ALD（10，

15日口），LDH，1CDH及びCHE（5，15日口）は減

少し，G6PDH（10，15日目），　ALP，　LAP（10口口）

及びγ一GTP（10，15「］目）は増加した．
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Table　8． Changes　in　serum　components　of　rats　trcated、vlth　NDMA，　CC14　and　DAB
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Table　9． Changes　ofenzyme　activities　in　serum　and　liver　of　rats

treated　with　NDMA

Serum Liver

Enzyme　D　　　N 1 N　　工1 N 1 N　　II

　　　5
GOτ　10
　　　15

　　　5
GP丁　10
　　　15

　　　5
ALD　10
　　　15

　　　5
LDH　10
　　　15

　　　5
G6PDH　10

　　　15

　　　5
1CDH　10
　　　15

　　　5
ALP　10
　　　15

　　　5
LAP　10
　　　15

　　　5
γ一GτP10

　　　15

　　　5
CHE　10
　　　15

7　1．05±0．09

7　1．63土0．62

8　1．23土0。32

6　0．46±0．05

70．80土0．29
8　0．66±0・21

6　0，22±0．03

7　0。28±0．06

8　0●20±0・07

7　3．6±1．2
7　　6．9±3．6

8　　4．2±0．6

70。10土0．07
70．11±0．08
8　0．03±O．02

70．08±0．01

70．16±0。09
8　0●11±OgO5

6　 9．8土1．7

79．3±0．9
8　8，4±0．8

60．66±0．04
70，71±0．03

80．66±0。03

6く0．01
7く．0．01

80．02±0．OI

6　8．8土1．4

79．2±2．4
8　　7．9土1●9

7　13．4±5．9★☆

714．8±10．1★
6　19．7±990★★

714．7土6．1★★

7　 5。6±4●1★

6　　6．5土2．9★★

6　0．89土0●26★★

71．53土0．91★

60．50±0．84

7　　8．5±2．0

7　34．2±32．1

674．3±78。4

70．11±0．03
7　0．26土0。06★★

60．33土0．31

70．33±0．12★★

71．10±1．11

60．48±0．35

7　13●4±2曾0★★

718．9±5．3★★

621．8±7。3★★

7　1．17±0．13★★

7　1．42土0．40★★

61．73±0633★★

6　0．02±0．01

70．09土0．03
60。16±0●08

64．2土0．4★★

78．0±1●7
6　 7．1±1●9

7　　505±95　　　　　7　　392±75★

7　　650±84　　　　　7　　331土148★愛

8　　577土143　　　　6　　553±195

7　　287±49　　　　　7　　157土31★★

7　　343±27　　　　　　7　　107土32★★

8　　331±43　　　　　6　　　99土35★★

7　5．4±0。6　　　　7　 4．8土Og7

711．3土0●7　 78．2±0．9★★
8　19●7±；1・2　　　　6　　7●8士3．0★掬

7　3067土387　　　　7　2369±453★★

7　3492土222　　　　7　2328±436★★

83312±347　　62133土517★歯

77．0土1。3　 77●7土1．5
7　11．5±0●4　　　　721●1土3．8★歯

8　 8．2±0．6　　　　6　13．2土4。3★

7　　112±35　　　　　7　60。6±4●8★★

7160±12　 758r2±22．7★★
8　175土12　　　　6　17．7±15．9★★

73・5±0●9　 77。8±2・3★歯
7　 3．4土0・5　　　　620．2土13．4★

8　 5・1±0。5　　　 631●4±10．8★★

72．24±0・43　　72．06±0．43
7　2．96±0・36　　　7　4．69土0。66★★

8　3．38土1。00　　　 6　3．60土1．32

7　ND　　　　　7　　ND
7　0．93±0●35　　　7　1・57±0．44

80．24土0●11　 61．52±0．40

7　595±0．6　　　　74。03±1．19☆

7　2．6・±1・0　　　　44．10±3．62

8　8．7±0．7　　　62．52土1．82★責

Each　value　represents　mean　±S．D．　（mu／mg　Proteてn）．

歯　（Pく0・05），　★★（Pく0．01）　：　Significant　difference　from

each　control　value・．

1　：Water　contro1　（5　m〃kg）．
II　：　目D凹A　（o．075　mmole！5　mエ1kg）璽

D　：　Number　of　days　of　treatmentg
麗　：　Number　of　animals．

ND　＝　NQt　detected．

　血清たん白は経時的に極めて著しく減少した．組織

学的には，各時期を通じて肝細胞の肥大及び出血を伴

った広汎な壊死が観察されている．血清GOT，　GPT

は著しく増加したのに対して，肝GOT，　GPTは5

及び10日目の問に急激な減少がみられた．これは肝細

胞構造蛋白質に著しい変性が生じ，広汎な壊死を引き

起こす一方，残存細胞の膜透過性も充熟しているため

に肝GOT，　GPT活性の低下が血清GOT，　GPTの

上昇をもたらしたものと考えられよう．

　血清GLDHは5日目に最大の増加を示した．

GLDHは肝細胞において主としてミトコンドリアに

局在しており，正常血清では活性が低い．したがって

この場合，GLDHが血中に漏出するほどの細胞膜構

造の障害が5日目に既に最大に生じているものと考え

られる．

　血清γ一GTP及び肝γ一GTPは共に10日目より増加

した．組織学的には10日目より結合織の増殖が観察さ

れている．実験的肝障害ラットについて，藤沢ら20）は

障害を生じた肝組織の修復過程に関連して肝γ一GTP

の産生が誘導されることを見出し，また組織学的に見

られた結合織の増殖は壊死部分の補修を意味すること

から，NDMAによる障害に対して，修復が10日目よ

り始まったものと推察される．

　血糖は10日目より著しく減少した．組織学的には各

時期を通して肝臓中にPAS陽性顎粒の存在を認めた

が，壊死を生じた細胞では壊死巣を除いた辺縁部にの
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Table　IO． Changes　of　enzyme　activities　ln　serum　and　liver　of　rats

treated　wi　th　CCI4

Serum Liver

Enzyme　D　　　N 1 N　　II． N 1 N　　II

　　　5
GOτ　10
　　　15

　　　5
GPT　10
　　　15

　　　5
ALD　10
　　　15

　　　5
LDH　10
　　　15

　　　5
G6PDH　10

　　　15

　　　5
1CDH　10
　　　15

　　　5
ALP　10
　　　15

　　　5
LAP　10
　　　15

　　　5
γ。GTP　10

　　　15

　　　5
CHE　10
　　　15

71．49±0．13

71．29±0．34
81．11±0．15

70。49土0．04

70．63±0．25
80．54±0．12

7　0．24±0。05

70．24±0．06
8　0．29±0．02

7　　3。2±0．7

7　　5．5±3．9

8　 5．1±1．8

70。08±0。02

70．10±0。04
8　0．04±0．02

70。08±0．02
70。08土0。02
80．08±0．03

710．2±1－9

79．0±1．8
8　 9。1±0．7

70。69±0．03

70．76±0．04
80．68±0．03

70●04±0●07

70．01±0．02
8く0．01

77．7±1・4
77．6±1。0
8　　8曾9±0．8

7　26．5±9．6★★

7　55。5±25・2★★

8　30．8±10．2★★

7　30．0±9。3★★

7　29．1±6．9★★

8．16」4±5．5★★

71．77±0。55★★

73．31±0．79★★

82。03±0。65

712●1±5．0★★

7　28．0±10。1★★

8　16●6±5●3★★

70，17±0．03★★

70。33±0．03★★

8　0．19±0．03☆★

70．51±0．25★★

70．88±0．31★★

80．62±0。20★★

718．8±4．1★★

719．0±3．6★★

8　21．0±3．0★★

71。56±0．25★★

73．44±0．60★★

82．34±0．41★★

70．03±0
70三〇8±0．04

80．21±0．03

7　4．0±0．3★★

75．5±1．4★★
8　　3．7±0．3

7　352±78
7　408±66
8　341±54

7　216±44
7．　235±50

8　241±54

74．10±0．46
710．0±1．6

812．6±1．7

7　2668±516

73504±627
8　3292±511

74．7±0．7
7．8。9±3．1

8　6．0±1．1

7　61±22
7　129±37
8　147±26

73．79±2．30　．
7　4．34±1．39

8　4．19±0．70

71．69土0．61

73●16土0．49
8　2・23土0，32

7　ND
71．01ま0．29
8　0．24土0．06

7　5．4±1．0

7　8．3±1．8

8　7．4±068

7266土58★
7　364±146
8　　250±57★★

7121±26★★

7152±60★
8　　109±25ナ「★

76．7±1●2去★

78．1±5。6
810。2士3．2

71700±354★★

72649±791★
8　1ア20±；326★★

78．3±2。1★★

724．7±8．9★★
8　11。9±3．．7★☆

76．5±5．4★★
751，3±34。3★★
8　12．1±4．3★★

71．3±0．4★

76．3±2．2
8　　6．2±3．8

71．46±0．63
73。37土1．14

82，31±L32．．

7　　ND
71．03±0．59

80。61±0●15

7　3．24±0。85★f

72．46±1．96★☆

8　3．65±1．53★★

Each　value　represents　mean±S，D。　（mu／mg　Protein）．
★　（Pく0。05），　★★　（Pく　0．01》　：　Significant　difference　from

each　control　value．

1　：　Corn　oil　contro1　（5　m’／kg）・

II：CC1辱（5㎜01e／5　ml！kg）C
D　：Number　of　days　of　treatment．
N　：　Number　of　animals．
ND　：　Not　detected．

み偏在することが観察されている．この血糖の減少は，

主として肝グリコーゲン分解系が抑制され，肝からの

GLU放出に何らかの障害があるものと思われる．

　血清T－GLYは5日目で著しく減少したが，15日

目には対照群と有意の差を示さなかった．組織学的に

はSudan皿陽性の小型頼粒の出現が観察されてい

る．この穎粒は経時的に大きくなっており，肝からの

脂質放出機構の障害によるものと思われるが，血清

T－GLYの経時的な減少がみられないことからみて穎

粒中の中性脂質はT－GLYではないと考えられる．

　血清中のT－CHO，　T－BIL，　ALP．　LAP及びγ一GTP

は増加した．これに対し，肝ALP，　LAP，γ一GTP及

びE－CHO（Table　13）の増加が認められた．コレス

テロール及びビリルビンは胆管から排泄：され，また

ALPは小葉澗辺帯に2P，　LAPは毛細肛管周囲に22），

またγ一GTPは全胆管に23）局在し，胆管閉塞時にはこ

れら成分の排泄が妨げられ，一方，その障害の進行と

ともにこれら酵素の産生が尤進ずることが知られてい

る．このことから上記成分の血清中及び肝臓中での増

加は肝細胞から毛細胆管への排泄障害が生じているこ

とを示唆するものと思われる．組織学的に観察された

毛細胆管増殖はこの胆管障害に起因するものと考えら

れる．

　CCI4：（血清成分）T－PRO（15日目），、ALB（15日

目），GLU，　T－GLY（5，15日目）及びCHEは減

少し，BUN（15日目），　CRN（10，15日目），　T－qHO

（10，15日目），T－BIL（10，15日目），　GLDH，　GOT，

GPT，へしD，　ICDH，　LDH，　ALP，　LAP，γ一GTP及

びK（10日目）が増加した，

　（肝酵素）GOT（5，15日目），　qPT，　LDH，　ICDH
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Table　11． Changes　of　enzyme　activities三n　serum　and　liver　of　rats

treated　with　DAB

Ser㎝ Liver

Enzyme　D　 N 1 N　　II N 1 N　　II

　　　5
GOT　10
　　　15

　　　5
GPT　10
　　　15

　　　5
ALD　10
　　　15

　　　5
LDH　10
　　　15

　　　5
G6PDH　10

　　　15

　　　5
工CDH　10

　　　15

　　　5
ALP　10
　　　15

　　　5
LAP　10
　　　15

　　　5
γ，G丁P　10

　　　15

　　　5
CHE　10
　　　15

7　1．49土0．13

7　1．29土0，34

8　1，11±0．15

7　0．49±0．04

7　0963±0。25

8　0●54土Og12

7　0●24土0．05

7　0．24土0．06

8　0．29±0．02

73．2±O．7
75．5土3。9
8　5．1±1．8

70．08±0．02

70r10±0．04
8　0。04±OgO2

70．08±0．02
70暉08土0畳02

80．08±0．03

710．2±1．9

79．0±1．8
89．1±0．7

70．69土0．03
70．76±0。04
8　0・68±0，03

70．04±OgO7
70．01±0．2

8く0．01

77．7±1。4
77．6±190
8　　8．9土0響8

7　　1。9±Og3　★

7　　3．1±2，4

9　　5．1±6．8

7　2．09土0．27★★

70．94土0。43
91・37±0・84★

70．36土0．06★★

7　0．88±0．67★

91．56±2。20

74．30土2．20★★
ア　16．4±9．6★

914．8±14．3

70．08土0．03
70．17土0●06★

90。08±0●06

7Q畳10土0．05
70．35土0．32

90。33±Og29★

79．1±0．8
712．0±2．8★
916。2土3．5★★

70。98±0．07★★

71．23土0．22★★

91．19生0．11★☆

6く0．01
7く0．01
90。10土0．07

714．4±3．2★★

7　 9。1±4●4

911。2±4．0

7　352±78
7　408±66
8　341土54

7　216±44

7　235±50
8　241±42

7491±0．5
710。0±1。6
812．6±1．7

72668±516
7　3504±627
8　3292±511

74．7土0．7
78．9±3．1
8　6．0±1．1

7　　61±22

7　129±37
8　147±26

73．79±2。30

74．34土1．39
8　4．19±0．70

71。69±0．61
73．16±0．49
8　2．23土0．32

7　　ND
71．Oi±0．29
8　0．24±0。06

75．4±1．0
7　8．3±1．8

8　 7．4土0．8

7208±20★☆
6　　196±64★★

9184土53★☆

7194弐148
6　　　77±53★曹

g67±29★★

7　　4．7±0．7

66．5土2・6☆
97．4土2．6★★

72235±212
62843±743
92671±685

73．8±0・4★
6　13．5±3．4★

912。2±3．1★★

770．8±20・6
692．3±51．4
937．3±23．6★★

72．50土0．56
62．95±0．54★

93．14土0。64★★

72。24土1．36
63．25±0●86
9　2．81±0．75

7　　ND
6　1937ま0．40

90．14土0．13

7　3．4±1．2★★

66．2±2・1
9599±2。1

Each　value　rePresents　mean　±S，D．　（mulmg　Protein）．
★　（Pく　0・05）・　★★　（P40。01）　二　Significant　difference　from

each　control　　　　　　value．
1　：　Corn　oll　contro1　（5　mZ！kg）．

II　：　DAB　（0．5　mmole15　m’ノkg）．

D　：　Number　of　days　of　treatment．
N　：　Number　of　animals．

ND　；　Not　detected。

及びALP（5口目）は減少し，　ALD（5日目），

G6PDH，γ一GTP（15日目）は増加した．

　血清蛋白は僅かな減少を示すに過ぎなかった．これ

に対して血清GOT，　GPTはそれぞれ対照群に比べて

約20～40倍及び30～60倍に増大した．これは肝細胞が

壊死に至る前段階として，膜透過性の異常な充進によ

る肝GOT，　GPTの血中への逸脱が著しくなったもの

と解される．組織学的には各時期を通じて肝細胞の肥

大が認められ，壊死は細胞単位で散見される程度であ

った．

　血清GLDHは10日目が最大値を示し，肝細胞の障

害のピークがこの時期であることを思わせる．

　血清γ一GTPは経時的に増加し，肝γ一GTPは15日

Dに増加を認めた．組織学的には有糸分裂像が5日目

に1例，10日目以降では多数例観察されている．有糸

分裂は細胞の再生を示唆するところがら，10日目頃か

ら壊死に対する修復が始まっているとみられる．

　血糖は5日目で既に著しい減少を示した．組織学的

には肝細胞にPAS陽性頼粒は観察されていない．こ

れは肝グリコーゲンが枯渇した状態にあることを示し

ているが，糖新生に関与する肝GOT，　GPTの著しい

減少，あるいはICDEの減少からも糖産生能が著し

く抑制されていることを示唆している，

　血清T－GLYは著しく減少した．組織学的には

Sudan皿陽性の大型三三の出現が観察されている．

これは肝の脂質放出機構の障害によるものと考えられ

るが，肝T－GLY（Table　13）の量が対照群に対して

9～18倍にも増大していることから，Sudan皿で染
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色された中性脂質はT－GLYを主成分とするもので

あることが解った．この中性脂質を含む穎粒が出現す

る現象は，CC14が代謝的に活性化されるとCCI3ラ

ジカルを生じ，これが，特に小胞体膜構造を破壊する

とリポ蛋白合成が障害されることから，T－GLYがい

わゆる低密度リボ蛋白として幽翠に分泌されなくなり，

その結果細胞内にT－GLYを貯留した脂肪滴を出現

させると考えられている24）ことによく一致している．

　血清T－CHO，　T－BIL，　ALP，　LAP及びγ一GTPが

増加したが，肝ALP，　LAPは増加が認められなかっ

たことから胆管の排泄障害はないと考えられた．組織

学的にも胆管には異常が観察されていない．

　DAB：（血清成分）T－CHO，　Am，　CRN（5日目）

及びGLUが減少し，　T－GLY（5，15日目），　T－CHO，

T－BIL，　GLDH（15日目），　GPT（5，15日目），　ALD

LDH（10日目），　G6PDH（10日目），　ICDH（15日目），

ALP（15日目），1・AP，アーGTP（15日目），　CHE，　Pi

（15日目）及びNa（15日目）が増加した．

　（肝酵素）GOT，　GPT（10，15日目），　ALD（10，

15日目），ICDH（15日目），　ALP（10，15日目）及び

CHE（5日目）が減少し，　G6PDH（10，15日目）が

増加した．

　血清たん白は経時的に減少した．また血清GOT，

GPTは軽度に増加したのに対して肝GOT，　GPTは

著しく減少した．

　これらは肝の蛋白合成の抑制あるいは蛋白の変性に

由来するものかも知れない．組織学的には10日目より

肝細胞の肥大及び硝子様変性が観察されている．

　血清G正DHは15日目に増加した．肝細胞障害は

NDMAあるいはCCI4よりも遅れて生じているよう

に思われる．

　血清γ一GTPは15日目に増加したが肝では変化がみ

られなかった．組織学的には有糸分裂像が10日目に1

例，15日目に6例観察されている．これらのことから，

肝細胞の変性は軽度であり，再生も徐々に行われてい

る状態にあると推察される，

　血糖は減少した．組織学的にはPAS陽性穎粒の存

在を認めるが，それは小葉辺縁部にのみ偏在している

ことが観察されている．これは，NDMAと同様に，

肝グリコーゲンの血中への放出が何らかの機転で障害

されているのであろう．また，辺縁部にのみグリコー

ゲンを認めたことは，DABの肝細胞に対する障害も

また，NDMA及びCC14と同様に，主として小葉中

心部に及ぶことを示唆している．

　血清T－GLYは著しく増加した．血清成分の変化

の上でNDMAあるいはCC14と最も異なる点はここ

にある．この血清T－GLYの増大は，肝T－GLY
（Table　13）の量に大きな変化がみられないことから，

肝のT－GLY合成能あるいは放出機構に問題はなく，

むしろ末檎組織での取込みに障害があるのではなかろ

うか．

　血清T－CHO，　T－BIL，　ALP，　LAP，γ一GTPが経時

的に増加したのに対して，肝ではこれらの中の酵素に

活性増加は認められなかった．しかし，組織学的には

10日目より毛細胆管の増殖が観察されており，排泄障

害が全く否定されるとは考えられないが，血液学的に

溶血が認められ，また組織学的にも肝細胞内にヘモグ

ロビン由来と思われる鉄の存在を見出されていること

から，このような血清成分の変化は溶血に基づく変化

とも考えられた．

　この実験に用いた3つの薬物は代謝的に活性化され

てアルキル化剤に変化し，生体高分子を変性させる

NDMA25）及びDAB26》，さらに同様に代謝的に活性化

されて，不飽和脂肪酸をラジカル化し，膜構造を破壊

するCC14であった．これらのものはいつれも肝小葉

中心部壊死及び脂肪変性をきたし，また発がん性を有

する点で共通している．これらの薬物の投与量は同一

モル数でないために障害の程度を比較することは無意

味であろう．しかしながらほぼ最大耐量に近い投与量

という条件下では，NDMA＞CCI4＞DABの順に強い

障害が出現したといえる．

　これらの薬物によって影響を受けた血清生化学値に

共通するものは蛋白及び糖の減少であった．中でも血

清酵素と肝酵素が対野牛に変化するものはGOT，

GPT及びICDH，また血清酵素と肝酵素が共に増加

するものはG6PDHであった．また，この実験的肝

障害に対して，血清中に増大する酵素として肝細胞の

上清酵素GOT，　GPT及びICDHは初期的変化を，

ミ．トコソドリア酵素GLDHは障害の最盛期を，また

ミクロゾーム酵素γ一GTPは修復の時期を示している

ように思われる．

　血清生化学値の変化のみから，NDMAによる肝脂

肪滴の出現，あるいはCCI4による隣国障害の否定を

指黙することはでぎなかった。これらに対して，肝ホ

モジネート中の構成脂質，及び肝ホモジネート10000

×σ上清中の酵素活性の測定は血清生化学値の変化を

裏づけるのに極めて有用であった．また，こらの検査

値の変化から組織学的変化を意味づけるのにはその間

に存在する囚子があまりにも複雑すぎるが，それでも

なお薬物による障害の型，部位及び程度を血清生化学

値の変化のパターンから知る上に，更に組織学的な変

化と対比させながら初期的変化を評細に検討する必要
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があろう．

　5．2　血清蛋白分画像

　NDMA＝総蛋白，アルブミン及びα一グロブリンの

著明な減少が全投与期間でみられた，β一グロブリンは

10及び15日目に減少し，γ一グロブリンは15日目に増加

した．これらの変化は投与期間が長い程強く認められ

た．

　CCI4：α一グロブリンの減少とβ一グロブリンの増加

が各時期にみられ，総たん白とアルブミンは15日日に

減少した。

　DAB：総蛋白とα一グロブリンが各時期で減少し，

γ一グロブリンは10及び15日目で増加した．アルブミン

は15口口，β一グロブリンは5及び10日目で減少した．

　NDMAの各分画の減少は，　CCI4やDABより著

明であった．これはNDMAでアルブミンと相関が

ある肝のコリンエステラーゼ27）の低下がみられ（Table

9），肝細胞壊死が著明であること（Tablc　3），及び最

初にミクロゾームが障害される28）ことから肝での蛋白

生成能の低下によると考える．

　NDMAやDABでも認められたアルブミンやα一グ

ロブリンの低下はCCI4では軽度であった，　CCI4での

β一グロブリンの増加は他の群には認められない特徴的

な変化であった．しかし，CCI4でも肝硬変を示すよ

うな中毒の進行した状態では，β一グロブリンの増加は

観察されていない29）．

　γ一グロブリンは，NDMAよりDABで著明に増加

した．これはDABで，肝でのγ一グロブリンの生成

部位30）であるクッパー細胞に貧食像が強くみられたこ

と（Table　3）から細網内皮系全ll：の機能の充進が考え

られる．

　5．3　肝脂質組成

　NDMA：T－GLYは10日目，　PI・は5日目で減少し，

E－CHO，　NEFAは5及び10日口で著明に増加した．

しかし，総脂質量は変化なかった．

　CCI4：T－GLY，　E－CHO及びNEFAは各時期で

いずれも著明に増加し，総脂質量：も著明に増加した．

F－CHOは5日目で減少し，10日目で増加した．　PL

は15日口で減少した．

　DAB：T－GLYは5日目で増加，10日目で減少した．

E－CHOは5日目，　NEFAは5及び10日目で著明に増

加した．しかし，総量質量では変化がなかった．

　総脂質量で著明な変化を示したのはCCI4でNDMA

とDABでは変化がなかった．しかし，　NDMAでは

組織学的検査でSudan皿に濃染した小頼粒が認めら

れた．これはT－GLYの増加が見られないので，増

加の見られたE－CIIOが主に染色されたものと考え

られる．しかし，細胞内に脂肪滴として出現するには

量的に少なく，5日目でPしの低下が認められること

からfat　phanerosis（脂肪顕現）3Pの状態にあったと推

察される．

　CC14ではT－GLYの増加が特徴的であり，紐織学

的所見でもNDMAとは異った変化を示し，　Sudan皿

染色では大脂肪滴を認めた．また，肝でT－GLYが

高い値を示すにもかかわらず血中では低い値を示した．

これは肝でのリボ蛋白の生成が阻害されたためと考え

られ，Seakinらの成績32）とよく一致した．

　DABでは肝のE－CHOは5日目で増加するが，

F－CHOの方が多く，全期間でエステル比は低かった．

また，PLは10日目で増加した．これらの変化がDAB

と脂肪肝を示したNDMA及びCC［4との相違点であ

り，更にコレステロールエステル比の肝におげる増加

．とPしの減少が脂肪肝の特徴33・卸であると考えられる．

　5．4　肝薬物代謝活性

　肝の薬物代謝活性に及ぼすNDMA，　CCI4及びDAB

の効果をTable　14に示した．

　NDMA＝肝ミクロゾームのcyt．　P－450，　NADPH

cyt．　c　red．活性及びアミノピリンの脱メチル化活性

は経時的に著明な低下を示した．NDMAの脱メチル

化活性の低下も5日目ですでに著明であった．一方，

フェナセチンの0一脱エチル化によるアセトアミノフ

ェンの生成は5日目で既に著明に低下し，10日目，15

日目においてはそれ以上の活性の低下はみられなかっ

た。フェナセチンの脱アセ．チル化によるフェネチジン

生成の抑制は軽度であり，5日目では84％に抑制され

たのみであった．しかし，10～15日目においてはフェ

ネチジン生成の抑成は経時的に強まり，アセトアミノ

フェン生成の抑制と同程度までになった，

　CC14：cyt．　P450含：量，　NADPH　cyt．　c　rcd．及び

アミノピリンとNDMAの脱メチル化及びフェナセチ

ンの0一脱エチル化活性は5日目で既に著しい低下を

示し，10日及び15日目においてもそれ以上の活性の低

．下はみられなかった．しかし，フェネチジンの生成は

5日目で65％に抑制されたのみであった，

　DAB：cyt．　P－450含量は5～10日目では有意な変

化はみられず，15日目に75．3％に減少したのみであっ

たが，NADPH　cyc．　c　red．活性は5日目で既に52．4

％に低下した，一方，アミノピリンの脱メチル化活性

は5日目で50．2％に低下し，10～15日目でその活性が

更に経時的に低下した．しかし，NDMAの脱メチル

化活性の低下はみられなかった．フェナセチンの代謝

では，フェネチジソの生成が経時的に抑制され，5日

目で78．9％に低下したのに対し，アセトアミノフェン
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Table　12．　Scrum　protein　patterns　ofrats　treated　with　NDMA，　CC14　and　DAB

Items 丁erm

Days n

cont（water）

9／d’　　　n

ND凹A

9／d’ n

cont（oi1）

9／dJ　　n

CC1貼

9／d’ n

DAB

9！d‘

T－protein

Albu而n

α一GTobulin

β一Globulin

γ一Globulin

　5

10

15

　5

10

15

　5

10

15

　5

10

15

　5

10

15

7

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

7．4土0．5

7．3±0．5

7．6±0．3

3。78　±0。25

3。67　±0。25

4．25　±　0．36

2．03　±　0．22

1．96　±0．16

1．72　±　O．26

1．01±0。14

1．04　ま　0●06

1。04±0。11

0．60±0．11

0．63±0．11

0．64±0．17

6

7

6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

6

7

6

　　　　　　　　★☆
6．1±0．2

　　　　　　　　★★
5．1±0．5

　　　　　　　　★★
4。8±1．1

　　　　　　　　　★★
3．11　±0。15

　　　　　　　　　ナナ
2．39　±0．18　』

　　　　　　　　　★★
1。94　±　0．47

　　　　　　　　　★★
1●41　±0●07
　　　　　　　　　★★
1。08±0．1、4
　　　　　　　　　★★
0．86　±0．28

0。98　±　O．08

　　　　　　　　　★
0．92　±　0013

　　　　　　　　　★★
0．73　±　0．22

0．65　±　0，11

0。71±0．16
　　　　　　　　　★1．04　±　0，44

7

7

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7，1

6．9

7．3

3．63

3．22

3．68

1．68

1．82

1．87

LO9

1」5

1．07

0．69

0．70

0．72

±0．3　7

±0．3　7

±0．2　　8

±0，25　7

±0，39　7

±0，22　8

±0．12　7

±0．20　7

±0．12　8

±0．13　7

±0．11　7

±0．08　8

±0．21　7

±0．10　7

±0。12　8

6，9

6．6

6．8

3．55

3。14

3．19

1．38

L35
1．38

1．29

1．53

1．52

0．71

0．61

0．75

0，4

0．2

　　★
0．5

0．20

0．12

　　　☆★
0．23

　　　★★
O，14
　　　　★★

0．07
　　　　★★
0．15

　　　　★
0．16
　　　　★廊
0。14
　　　★★
0．21

0．18

0，08

0．11

7

7

9

ア

7

9

7

7

9

7

7

9

7

7

9

6．5

6．0

6．2

3，50

3。06

2．9τ

1。21

0．99

1。08

0．88

0．92

0．99

0．85

1．17

1．20

　　　　★★
＋0，2

　　　　★
＋0．7

　　　　★★
±0．6

羊0．11

＋0，32
　　　　　★☆
±0．43

　　　　　★★
±0．16
　　　　　メ醜
＋0．34
一
　　　　　★★
＋0．20
　　　　　．壬

±O．05．

　　　　　★禽
±0，11

±0．15

±O，19
　　　　　★★

＋0．12
　　　　　★★

±0．35

Each　vaτue　represents　mean　±　S．D．

★　（pくO．05）　★★　（p（OrO1）　：　signific己nt　difference

n　3　number　of　animals

from　controτ　value

Table　13， Liver　Lipid　Components　ofRats　Tteated　with　NDMA，　Cα4　and　DAB

Groups T－GLY F－CHO E－CHO PL NEFA Tota1

　　5

Days

Cont．（H20）

14DMA

Cont．（Oi1）

CC1辱

DAB

　　3．83＋1。07

　　2魯60　＋2．75

6・6♀

119．12＋

10．70

1．59　＋0．20
　　　　　－

1．84＋0．46

0，92　＋0●29　　　38，13　＋5．10

2．12　＋0．59★★31．24　＋4．51★

2．49

8．70

一　一　一　一　曽　一　一　一　一　一　一　一　一　〇　一　一　一　一　一　冒　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一　甲　一　　咽　騨　一　一　一　■　一　｝　一　一　一　一　一　一　一　●　o　一　一　一　一　一　■　一　冒　一　冒　一　一　■　一　冒　一　一　　一　一　一　一　一　甲　一　一　鞠　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　■　一　一　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋2．27　　　1●88　＋0．46　　0．63　＋0．19　　40．00　＋2．33　　　1．32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25。33★★　1．16　＋0．15膏★　3。69　＋1．01★★　37．16　＋6．31　　　12．85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋3．44零　　1．47　＋0．11　　　1．02　＋O●35引「　36．96　＋5．91　　　3．83
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

＋1．06　　46．96　＋5．50

＋4．93★★46．52　＋2．78

＋0。90　　　50．53　＋4．46

＋2。64★★173．99＋30．71★★

＋2，05★★　53．99　＋9．59

10

0ays

Cont．（H20）

ND岡A

Cont．（Oi1）

CC1恥

DAB

5．51

2．54

10．ア9

96．29±

6．40

＋0．90

±0，6ぴ★

＋2．83

23．0〔ア★

±4．1♂

1．53　＋0．37

1●98　＋0．17

0．70　＋0．16　　47．47＋12．01

2。76　＋0．91日目　45．24　＋5．15

1．34　＋0．43　　 56．54＋12．76

4．09　＋1，01★★　56．62　＋6．37

一〇一一一一ロー一■一一一一一一一一一一聯一，一一一一卿一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一〇〇一一一一一一一一一一一，一一一一，一，，一一，o一一一■一鞠一一一冒ロ曽瞳。一曽一一囎

1．67　＋0．14

2り34　＋0．61★★

1．70　＋0●18

1r17　＋0‘35

6．69　＋1●91★★

1．47　＋0。27

38．89＋10書63　　　2．34

36．06　＋8．35　　　27．50

52．99　＋2．48戸「★　14．54

＋0．33　　　54●90　＋8．87

＋3．68★★168．89＋20．17☆★

＋8．68★★　77．12　＋8．33

15

Days

Cont．（H20）　　　　5．00　±1．47　　　1．70±0．80　　0．75　±0．20　　52．59±13．07　　　2。66　±0．91　　　62●72±15．39

一一騨騨●一，，ロー一一一一一一一一一一冒一一一冒一■一一一〇一一一一，一一一卿，一一一●一一一〇曹一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一，一一一一一一一一軸一一一一一一一一一一一一一

Cont，（Oi1）　　　　8．85　±3．80　　1．83　±0。46　　1．06　±0。31　　58．12±10．34　　　4。40　±1，62　　　74．28±12608

CC1㌧　　　　　　　91。17±27．17爵★　1．87　±0。12　　3．27　＋0．51★★　32．36＋9．18酵★　12．33　＋4．24オ★141．03＋32．52紫★

DAB　　　　　　　　　　10．01　±5，92　　　1。72　±0．31　　　1・10　±0．45　　　63．19±12．13　　　　9．36　±9．20　　　85．39＋20．03

Each　value　represents　mean±S．D．　（mg！g　l　iver）

★　（pく0．05），　★★　（pく0，01）　　：　Significant　difference　from　each　control　value．

T－GLY　：　Tr｛glyceride，　F－CHO　3　Free　Cholestero1，

NEFA　：　Nonesterified　fatty　acid

E鱒CHO　：　Cholesterol　　ester，　PL　：　Phospholipids，
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Table　14． Altcrations　of　hepatic　microsomal　cnzymes　in　rats　treatcd　with　NDMA，　CC14　and　DAB

Enzymes

τreatment1　CONT

　　　　　（Water｝
　days　　　（5m’／kg）

NDI4A

（O．075㎜01elkg）

CONT
（Oi1）

（5m’！kg）

　CC14

（5㎜01e／kg）

DAB

（0．5㎜01e／kg）

Cyt．　P－450　cont．

（nmole／9　1iver

NADPH　cyt．c　red曹

520．0±2，42

10　　　18●3土2・2

15　　18。4±1．1

5

（nm。1e／nlrn！91iver》10

Aminopyrine
demethylase
（∫‘lnole／30min

　／9　1iver）

NDMA　demethylase
（nmole／30min

　！9　11ver）

Phenacetin　metab．　to

　Acetaminophen
　（nmole／30nlin
　　19　1iver）

　Phenetidine
　（nm。τe／30mfn
　　19　1iver）

Protein　in
の　　じむヨむ　　

（mg！9　1iver）

Protein　in
105，000g　sup●
（mg！9　1iver）

15

3885±　497

50ア1±1084
5048土　622

52●95±0。27
10　　2．79±0，15

15　　3．07±O。16

5　　464±84
10　　　　524±140

15　　　502±85

5386土116
10　　　　349±　6ア

15　　　399±　3ア

5　　431±44
10　　　448土39

15　　　402土29

525．5±293
10　　　2695±2・7

15　　27曹5土394

583・6±5。9
10　　　98。3±4・5

15　　95・2土9．7

11．7，2．2（58》3・★・421．0，2．1

5．9士1．3　（32｝★★★

3，3土1．7（18）轍

2829±269　（73）★★★

2409土545　（48）★★脅

1694土404　（34）★★★

1．00土0．18（33）★★★

0．59土0．19　（21）★★★

0．42土0．15　（13）★★★

219±44

217±24

147±50

（47）★★★

（41）★

（29）★★★

159土58　　（35）★★去

160士20　　（46）★★☆

101±50　　（26）★★★

362±39　　（84）★★

178±38　　（40）★★晋

　92±43　　（23）★★★

2498±3．0　（9ア）

22曾4±1．9　（84）★★

22。9±4謄5　（85）★

81。0土4・7　（97）

95．8±6．1　（97）

59．6±5．4　（63）★★★

19．1±3。3

18。7土1．6

4237±521

4997土674
4994土265

2975土0●28

2。51±Og34
2．81±0．14

473土84
506±105

531土55

483土125

445±38
500±72

452±41

388±36
386土21

24．8±1●7

24．9±1。8

22●6土2．2

80．9土5・9

92．6±7．4

90．2±7・1

7．9土1．4　（38》★★★　20．9±2．6　（100｝

5．6土1．1　（30）★★★　19．7±4．5　（104）

6．8士1。0　（36）★★☆　1399±2．7　（　74）★★☆

2354土2ア7　（56）★★★　2236土277　（53）★★★

2174±227　（44）★★★　2638上391　（53）★★★

2693土505　（54）★★★　3046土297　（61）★★★

0．42±0・12　（15）★★★1．37土0．24　（50）★★★

0．33±0．14　（13）★★★0．96土0．49　（38）★★★

0．48土0●11　（17）★★★0●72±0。23　（26）★★★

84±24　　（18）★★★　　579土109　（122）

69±56　　（14）★★☆　　582±196　（115》

135±52　　（25）★★★　　491±　73　（　92）

　64土22　　（13）★★鳶　　ア11±τ68　（147）★

113±57　　（25）★★★　　487±　91　（109）

　55±27　　（11）★★★　　482±126　（　96）

269土32　　（60）★★☆　　356土41　　（79）★★★

τ42±16　　（37）★★☆　　309±59　　（80）★

146±20　　（38）★★★　　277±62　　（72）★★★

22。4±3，5　（90）　　　24．1±3．0　（97》

18．9±4．7　（76）★　　24．0±2．2　（96）

15。3±1。6　（68）★★★　21●7土1●7　（96）

69．7±　5●1　（86）★★　6999±7。0　（86）★★

74．3±6．6　（80｝★★★74．1±5．4　（80）★★汁

86．3±14．5　（96）　　77．8±4．8　（86）★☆★

1｝；　Drugs　were　administered　per　os　once　a　day　for　the　period　indicatedg
2）；　These　figures　indicated　mean±SD　of　6－9　animals．
言ll　llgllll．’n　pa「entheses’ndfcated　the　pe「cent　changes　f「om　each　c。nt「019「oup（ND凹A　vs　Wate「・CC14　and

4）；★，★★，★★★　：　indicate　the　statistically　significant　difference（★：Pく0．05，★★＝P＜0．01，★★☆：Pく0．001）　from

each　control　group・

の生成は逆に147．1％に増加した．

　ll．Fミクロゾームの蛋白含111はCC14投与群で経時的

に減少したが，NDMA又はDAB投与群においては

軽度であった．105000×σ上清の蛋白含旦はCC14及

びDAB投与群において減少がみられた．

　NDMA及びCCI4は5「10で既にcyt，　P－450，ア

ミノピリンとNDMAの脱メチル化及びフェナセチン

の0一脱エチル化活性が著しく低下し，経時的な変化

をとらえることはできなかった．これらの活性の変化

と組織学的及び臨床生化学的所見との関係を明らかに

するためには，今後更により低用量のNDMA及び

CCI4を投与した場合の実験が必要と思われる．本実

験結果より次のような点が考察できる．

　アミノピリンの脱メチル化活性は肝ミクロゾームの

cyt．　P－450に依存していると考えられているが，　cyt．

P－450含並の減少がみられなかった5～10日目のDAB

投与群における著明な低下がみられた．一方，この群

における　NADPH　cyt．　c　red．活性の低下は5～10

日目で既に著明であり，またこの酵素はcyt．　P－450

red．と同一35）で，薬物代謝活性の律速酵素とされてい

る．そこで，DAB投与群の5～10日目におけるアミ

ノピリンの脱メチル化活性の低下はNADPH　cyt．　c

red．活性の低下によるものと考えられる．

　NDMAの脱メチル化酵素は基質濃度の違いによっ

て異なると考えられており，主に高濃度時のdemeth・

ylasc　Iと低濃度時のdemethylasc∬に分けられる・

dcmethylase工は誘導剤や阻害剤の効果等によりcyt．

P－450系と同じだと考えられるが，demcthylase　Hに

は種々の説があり，従来のcyt．　P－450系からなる酵

素とは性質が異なることが報告されている36）．本実験

で用いた5mMの董質濃度は，主にdemethylase■

による代謝が行われる濃度であり，DAB投与群につ

いて，アミノピリンの脱メチル化活性が減少するのに

対して，NDMAの脱メチル化活性は減少しなかった．

この結果は，demcthylase皿力～従来のcyt．　P－450系

と異なることを示唆している．しかし，NDMAの脱
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メチル化活性はアミノピリンの脱メチル化活性に比較

すると15～20％にすぎず，このためcyt．　P－450　red．

が律速段階になっていない可能性も否定できず，今後

の検討が必要である．

　フェナセチンの代謝に対し，NDMA及びCCI4は

DABとは異なる効果を示した．　NDMA及びCCI4を

投与した場合，0一脱エチル化活性の低下は初期より

著明であるのに対し，脱アセチル化活性の低下は初期

においては弱かった．低用量のNDMAを投与した

場合にも0一脱エチル化活性が有意に低下したのに対

し，脱アセチル化活性は低下しなかった（未発表）．フ

ェナセチンの脱アセチル化によって生じるフェネチジ

ソはメトヘモグロビン形成及び溶血などの血液毒性に

関係している37・38）と考えられている．NDMAまたは

CCI4を投与し，軽度の肝障障を起こさせたラットに

フェナセチンを投与した場合にはフェネチジンの生成

が相対的に多くなり，メトヘモグロビンの形成及び溶

血作用が強く発現する可能性が示唆される．一方，

DABを投与したラットにフェナセチンを投与した場

合，正常ラットに投与した時よりも多くのアセトアミ

ノフェンが生成する可能性が考えられる．

　DABの肝薬物代謝系に対する抑制はNDMAや

CCI4ほど強くなく，逆に初期においてフェナセチン

の0一脱エチル化活性の上昇が見られた，DABが肝

薬物代謝系に対し，活性の上昇と低下の両面の効果を

示したことは，DABには肝薬物代謝店性を充進させ

る作用と活性代謝物の生成に伴う肝薬物代謝系の抑制

する作用の二面があると考えられ，DAB投与後の時

期及び投与量によって両作用のバランスが変わるため

と考えられる．

　以上のように肝障害を誘発させる代表的な化学物質

を投与した場合においても，薬物代謝系に対する作用

は化学物質の謝謝，その投与期間及びその投与量によ

って異なり，活性の上昇あるいは抑制がみられること

は化学物質の安全性を評価する上で重要な意義を持つ．

我々の環境中には多くの化学物質が存在し，常に複数

の化学物質に暴露されている可能性があり，また，医

療面では多剤併用療法が行われるケースが多い，これ

らの状況におかれるヒトにおいては化学物質の相互作

用による毒性発現も考慮する必要があり，化学物質の

安全性を評価する場合には薬物代謝系に及ぼす効果も

検討しておく必要があると思われる．

ま と め

　毒性評価における総合判断の具体化に資すること

を目的として，NDMA（0．075　mmole／kg），　CC14（5

mmole／kg）及びDAB（0．5mmole／kg）を5，10及

び15日間連続経口投与したラットについて，肝の病理

組織学的検査並びに生化学的及び血液学的検査を行い，

各薬物の特徴を調べ，肝の形態的所見と生化学的所見

との対応を試みた．

　NDMA：体重は著明に減少し2例が死亡した．肝

重量は減少し，脾及び副腎重量は増加した．組織学的

に肝小葉中心部の出血を伴った広汎な壊死，小葉辺縁

部の肝細胞の脂肪変性及び間質膠原線維の増殖が認め

られた．血清のT－PRO，　A工B，α一GLB，　GLU及び

T－GI・Yが減少し，　T－CHO及びT－BILが増加した

が，特にALB及びT－BILの変化が著明であった．

血清のGOT，　GPT，　ALD，　ICDH，　LDH，γ一GTP，

G6PDH，　ALP，　LAP及びGLDH活性が上昇し，

CHE活性は低下した．肝組織ではγ一GTP，　G6PDH，

ALP及びLAP活性は上昇し，その他の酵素活性は

低下した．肝のE－CHO及びNEFAが増加し脂質組

成に変化が認められた．肝薬物代謝活性の低下及び血

液凝固障害が認められた．正球性貧血所見及びPLT

の著しい減少が認められた．

　CC14：体重は減少した．肝重：量は増加し，脾重量は

減少した．肝は退色腫大しており，組織学的には小葉

中心部の単細胞性壊死及び肝全体の脂肪変性が主たる

変化であった．血清成分の変化はNDMAとほぼ同じ

傾向であったが，T－CHO及びT－BILの増加はそれ

ほど著明ではなく，β一GLBが増加した．血清及び肝

の酵素活性の変化もNDMAとほぼ同傾向であった．

肝のE－CHO及びNEFAに加えてT－GLYの増加が

特徴的であった．肝薬物代謝活性の低下及び血液凝固

障害が認められた．血液の形態組成に著変はなかった．

　DAB：体重は減少した．肝，脾及び副腎重量は増加

した．肝は帯黒色で腫大しており，組織学的には髄外

造血像，鉄染色陽性穎粒，肝細胞の小形化，硝子様変

性及び毛細胆管の増殖が認められたが脂肪変性は認め

られなかった．血清のT－PRO，　ALB及びGLUが

減少し，γ一GLB，　T－GLY，　T－CHO及びT－BILが

増加した．特に7－GLB及びT－GLYの増加は特徴

的な変化であった．血清のγ一GTP，　GPT，　ALD，

LDH，　G6PDH，　ICDH，　LAP，　ALP，　GLDH活｛生に

加えてCHE活性も上昇したが，γ一GTPを除き，い

ずれも軽度な変化であった．肝組織ではG6PDH活性

は上昇し，その他の酵素活性は変化を示さないかある

いは軽度に低下した．肝のNEFAが増加した．肝の

薬物代謝活性には基質により抑制と増強の両面が認め

られた．明らかな血液凝固障害は見られなかった．大

球性貧血所見が認められ，肝の組織所見と合せて溶血
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が示唆された．

　以上，NDMA，　CCI4及びDABについて，肝の病

理組織学的所見では明らかな肝障害の特徴が認められ

た．これに対して，血清及び肝組織中の蛋白，脂質及

び諸酵素活性並びに血液凝固機能においてそれぞれ薬

物間で特徴ある変化が認められ，これらの生化学的及

び血液機能所見は肝の病理組織学的アク『見と対応したも

のと考えられた．なお，血液形態所見において，肝障

害との直接的な関連性は明らかでないが，薬物問で差

異が認められたことは興味ある知見であった．本実験

は薬物性肝障害について多角的に比較検討したところ

に意義があり，得られた結果は毒性の総合評価におけ

る貴虫な基礎資料になるものと考える．

　木研究は「医薬品，食品添加物等安全性評価のため

の新技術利用と評価基準の確立に関する研究」の一部

として，昭和54～56年度特別研究費により実施した．
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発熱性物質試験の自動化について

斎藤淑子・高仲　正・田中「悟・溝上敬之助　　『

井上和秀・簾内桃子・粕谷　豊・大森義仁

Computer　Control　System　of　Pyrogen　Test

Shukuko　SAITo，　Akira　TA阻NAKA，　Satoru　TANAKA，　Kei－nosuke　Mlzo臥MI，　Kazuhide　INouE，

　　　　　　　　　M6moko　SuNoucHらYutaka　KAsuYA　and　Yoshihito　OMoRI

　Since　1977　the　number　of　sample　ofglucose　i両ection　submitting　fbr　national　cgftification　to　the　Division

has　increased　re皿arkably．　At　the　end　of　1977．　and　therca氏er，．computer　cohtrOI　system　Qf　pyrQgen　test

丘）rnational　certi丘cation　had　becn　cxamined　thoroughly　fbr　saving　of　the！abor　and　the・time　required｛br

the　test，　then　the　computcr　control　system　was　introduccd　in　the　Division負）r　the　pyrogen　tcst　s三nce　October

1978．

　The　computer　control　s》・stem　consists　of　body　weight　rccording　system　and　body　temperature　measur－

ing　systcn，　organized　with　personal　computer，　protting　typewr三tcr，　electronic　balance，　data　lo99er　with　30

thermistor　sensors　and　2　inter魚ces．

　By　the　use　of　body　weight　recording　system，　all　data　of　animal　we三ght，　fbod　intake，　diarrhea　and　experi－

mental　history藍）r　100　rabbits　are　stored　in　a　mini－floppy　dlsket　and　are　ready　fbr　use　on　the　pyrogen　test．

The　body　temperature　measuring　system　is　programmcd　along　the　pyrogen　test　procedure　in　the　Japanese

Pharmacopoea　and　it　is　capable　of　the　testing最）r　10　samples（30　rabbits）in　one　day．

　The　introduction　of　the　computer　control　system　to　the　pyrogen　test　resulted　in　the　Iabor－saving　and

time－saving　e免cts　on　the　test．　In　l980，753　samples　of　glucose　i可ection　and　Ringeゼs　solution　were　sub－

mittcd　to　the　pyrogen　test　but　738　samples　have　been　tcstcd　within　the　year　by　the　computer　contrQl　system．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　May　30，1981）

ま　え　が　き

　ブドウ糖注射液とリンゲル液は昭和26年に国家倹定

品目に指定されて以来，薬理部において発熱性物質試

験を行っており，現在では石川，岐阜，愛知県以東で

生産される両注射液について，引き続き検定を行って

いる．そのうち，ブドウ糖注射液の年間検体数は図1

に示すように昭和42年から51年までは年平均349検体

であったが，52年には528検体と急激に増加した．そ

の結果，検体の受付から報告までの期間が延びるとと

もに，当部の他の業務の遂行にも大きな影響を与える

ことが明らかになった．そこで昭和52年後半から試験

の自動化を検討し，昭和53年10月より発熱性物質試験

を自動化して，検体数の急激な増加に対処し良好な結

果を得たので，この自動化を検討する過程及び自動化

の概略について報告する．

　1．　自動化に当たっての検討

　1．L　検体数

　昭和42年から51年までの過去10年間におけるブドウ

．糖注射液及びリンゲル液の総検体数は3785件で，年問

平均379件であった．そこで将来の増加を見込んで

（約85％増），年間倹品数を700．検体と予測した．

　1．2．　検定回数

　1年間の稼動数を50週とすると，700検体を処理す

るには1週当たり14検体となる．また，昭和51年まで

の結果から考えて検定は週2回とした．

　L3．　ウサギ数
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図1　国家検定検体数の推移（昭和42～55年）
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表1発熱性物質試験の作業日程表

月火水小金土日月火水口金土日月火水木金土日月火水用金土日．

検　　検
定　　　定

盤　楚 笙　釣 餌　猿
　　　ノじ
ノ↓三

ウ

サ縫康状態チェック
ギ
入飼粁の経口的増加

イlf（0一→100g）
（25匹）

一1一器一　一一一
糾こ　　練
（2）　　（3）

　ウ
　サ
　ギ鮭康状態のチェック

，，継雪踏

　　憂1

　　ノε
→IJIi一一一ラ
　　糾〔
　　（1）

ケ交
監

ジ換

ケ交
：

ジ換

ケ交

ジ換

ケ交
1

ジ換

　昭和51年までの結果から考えて，体温測定を開始し

てから，体温が不安定なため及び体温上限（39．9。以上）

を越えたために使用できないウサギを30％と見込むと，

14検体を処理するには週に60匹のウサギを要する．更

に，ウサギの再使用を考慮し，その休養期間を最低3

日間とすれば重複を考えて約50匹のウサギが必要であ

る．また「使用前1週間以上体重の減少をみなかった

もの及び栄養状態のよい健康なウサギ」（日本薬局方）

を考慮に入れると使用可能なウサギは過去のデータよ．

り約70％であったので，毎週14検体を処理するために

は常時約75匹が必要であると算定した．更に，常時75

匹のウサギを維持するためには隔週に25匹を購入し，

各2週間をかけて予備飼育，健康状態のチェック及び

固定訓練をする必要があり，したがって全体としては

100匹のウサギを飼育することとした．

　1．4．　まとめ

　以上をまとめると，年IL；1コ口検体数700件，検定回

数週2回，1回に処理する検体数7件，ウサギの飼育

数100匹，常時検定に使用しうる匹数75匹，購入する

ウサギ数隔週25匹となる．これらの条件を用いて以下

の準備をすすめた。

　1，5．　　f／F業｛碧モ要

　発熱性物質試験の作業日程表を表1に示す．

　1）　予備飼育・固定訓練

　隔週の火曜日に25匹のウサギを購入し，当日は飼料

を与えず以後健康状態をチェックしながら，30，60，

100gと増量して1週間後に1日100gの飼料を与え

る．更に次の週から固定訓練を木，月，木曜日の順で

時間を延ばしながら3回行い，固定器に慣れさせるこ

とによって固定中の骨折及び固定による体温低下など

を防ぐ．この間，体重増加と健康状態をチェックした

後，検定に使用可能なウサギとする．

　2）検定日

　検定は火曜日と金曜日に行う．

　3）飼育ケージの交換・ベルトの洗瀞

　現在当所における動物の飼育は，動物管理室で集中

的に行っており，飼育ケージの交換は週1回行ない同

時に飼育ベルトも洗諜するため，これに1日の作業時

間が必要である．したがって水曜日をこれに当ててい

る．なお，室内及び飼育ベルトの清掃は毎日行ってい

る．

　2．　自動化のための準備

　2．1．　ウサギ飼育室

　自動化前のウサギ飼育室は45匹が収容できるベルト

式飼育機2台を有していたが，自動化に伴ってウサギ

の常時飼育数を100匹に増加する必要があり，またウ

サギの体重を電子天汗ではかり，オンラインでコンピ

ュータに記憶させるためには電子天秤の動線から考え

て，片側50匹，両側100匹の飼育スペースが必要であ

る，

　2．2．　体温測定室

　薬局方の規定から動物の飼育室と検定室との条件を

同一にする必要上，飼育室内において検定を行うこと

とした．以上のことから，ウサギの飼育室は予備を含

めて51匹用のベルト式飼育機3台及び30匹のウサギに

ついて検定を行うに必要な広さの室に改装した．

　2．3，　自動化のための俵器の選定

　1）電子天秤

　天秤はコンピュータにオンラインで接続する必要か

らデジタル信号が得られる電子天秤とし，ウサギの体

重上限を3kg，ウサギを入れる容器の重さを2kgと

して，秤量5kg以上感量10g以下のものを考えた．

また実際に体重を測定する場合，1匹のウサギにかか

る時間は約15秒であるので，この間にウサギの体重の
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信号が天秤からコンピュータに送られるような天秤が

望ましい．以上のことから，ザルトリウス電子天秤

（3802MP）を導入した．この天秤は秤量6kg，感量

0．1gであり，0．5秒間隔で重さを自動的に測定し，2

回の測定値の差が±3デジット以内になった時，その

重さがアウトプットとして得られる，なお，ウサギを

普通の状態で天秤にのせた場合は，速やかに静止する

ことは考えられないのでウサギの腹部及び両側部が内

壁面に密着して動きにくくなるV字型の容器を試作す

ることにより，ウサギを天秤にのせてから，おおむね

15秒以内に天秤からのアウトプットが得られるように

した。

　2）温度集録機

　測定した体温をコンピュータで処理するにはデジタ

ル信号のアウトプットを得られる温度集録機が必要で，

それまで使用していた打点式温度記録計に変るものを

検討した．温度集録機としては，小数点以下2桁の体

温値が得られるものであり，1日に平均7検体を処理

するには前に述べたように測定開始の時点では10険体

（30匹）分のウサギの体温を測定し，集録することが

必要である．更に，計算機がダウンした時のことを考

慮に入れて集録機自体にプリンタを内蔵した宝工業の

温度集録機（K700）を選んだ．

　3）　サーミスタセンサ

　体温を測定するサーミスタセンサは小数点以下2桁

まで測定できるものを選んだ（宝工業PXN－64）．な

おサーミスタセンサはメーカーにおいて標準温度計に

対して±0．05。の範囲に入るものを選び，サーミスタ

センサごとに標準温度計との測定値の差を記入したラ

ベルをつけて購入した．

　4）　コンピュータ

　この種の作業を行うには一般にミニコンピュータが

考えられるが，このシステムの場合フロッピーディス

ク，ディスプレイ，プリンタなどの周辺機器が必要で，

更にインターフェイス及びプログラムの作製料を含め

ると相当高価になる．そこで計算速度は遅いが，ミニ

フロッピーディスク，ワンライティングディスプレ

イ，プリンタを内蔵しており，プログラム作製が手慣

れているSEIKOディスクトップコンピュータ5900

（32KB）を選んだ．なお，このコンピュータは本来技

術計算用のものであり，検定に使用しない時は，デー

タの計算にも使用できる．

　5）　プロッティングライタ

　これまで使用していた打点式記録計では体温がグラ

フとして記録される．自動化に当たってディジタル式

の温度集録陵に変えたので，検定結果，報告書の作製

表2　発熱性物質試験に使用する機器

機 器 形　　式　　台数

L

2，

3．

4．

パーソナルコソピュータ

メインメモリー

ミニフロッピーディスク

プリンタ

ワンライティングディス
　プレイ

温度集録機

プロッティングライタ

電子天秤

5．サーミスタセンサ

6．　インターフェイス

　　電子天秤用

　　温度集録機用

SEIKO　5900　　1

　32KB
　l43　KB

宝工業K・700

SEIKO　7015・II

ザルトリウス

　　3302MP
宝工業PXN－64

SEIKO　7150

1

1

1

1

2

パーソナル
@‘コンピュータ

インターフェイス電子天秤

0 ワンライテ《ング

f｛λプレ｛

…‘フ97ピー
fィスク

プロッティング

宴Cタ

温度集録機
インターフェイ

プリンタ

Lーボード
プリンタ

サーミスタ

Dセンサ

@30本

図2　発熱性物質試験の機器構成
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図3　体重測定時の機器構成
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図4　体温測定時の機器構成
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霊

智

貧

，

鋸

茜　鴇　象　お　P　禽　茜　P　穿　鵠
高　《這　＆　　純　丙　縞　　＆　高　【壱　＆

鈷　お　駿　9　P　鵠
d　高　＆　邸　昌　縞

1黙竃 3
昌

ミd。。崎オ頃。卜。。α9コ5管茗92自雪ag訂尉鵠葛鴇
套

などには普通のタイプライタでじゅうぶんであるが，

研究用などで体温変化をグラフに表わすことも考えて

プロヅティングライタ（SEIKO　7015一五）を選んだ．

　6）　ウサギ固定器

　自動化までは，ウサギが固定中も前後に動ける首輪

式固定器を開発して使用してきたが，比較検討の結果，

直腸に挿入したサーミスタセンサの脱落する頻度，脱

落したセンサの再挿入などの容易さから，ウサギが固

定中に動きにくい首かせ式とし，局方に規定されてい

る体重範囲のウサギを固定するのに適するサイズ，洗

三時の容易さを考えて6連式一段のものを5台作製し

た（夏目製作所）．
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　3．　自動化の概要

　3．1．　発熱性物質試験の機器構成

　発熱性物質試験に使用する機器を表2に，またその

結合の様式を図2に示す．各機器を結合するに当たっ

て，まず電子天秤と温度集録機は詳細な仕様書を入手

し，コンピュータと結合可能であるかを検討した．更

に電子天秤と温度集録機を計算機メーカーに持込んで

各々のアウトプットを実際に確かめた上で最終的に決

定した．

　1）　体重測定時の機器構成

　体重測定時の機器構成を図3に示す．天秤は動物室

内を自由に移動しうるようキャスター付きワゴンにの

せ，この上にインターフェイスと入力スイッチを設置

した．また天秤とコンピュータは161nのケーブルで

接続し，天秤にウサギをのせ入力スイッチを押すと，

ふれが±0．3g以内になったとき，その読みを自動的

にコンピュータに送る．コンピュータはこの信号を

1gの桁で四捨五入し，　kg単位に換算して小数2桁ま

でをメモリに記録する．読込み完了の信号は内蔵のブ

ザーと天秤サイドの入力スイッチに組込んだランプに
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表4注射をするウサギの番号と当日の体重表

ウ”事、、　ノ　NO．

タイシ、、ユウ

骨骨督督脅督督●骨督笹ケコタイ　NO．　1骨働骨脅骨骨督勇。曹管

ウワツケNO．2：54

　2　　　　　　　　　5　　　　　　　　　導

2．02KG 2．3蝋G 2．70KG

o畳。●o誉督畳骨●骨ケコタイ　NO。

ウケツケNO．235

　7　　　　　　　　ユ0

2．3叫KG 2。44KG

2管骨脅骨督誉骨昏●脅■

11

2．25KG

ウリ芋」、　ノ　NO．

ヲでシ、、ユウ

働腫骨。●⇔o●60曹ケンタイ

ウコツケNO・2う6

1う

2．62KG

15

NO．　三5脅■骨曾脅。齢。骨骨齢

2．叫KG

16

2．21KG

■齢鱒骨曾曹鱒■リン穿で　NO◎

ウケツケNO●2」57

18　　　　　　　　21

2．う耳KG 2．叫KG

1↓骨■価■o口口。愚闇曹

26

2．19KG

ウリ手、、ノ　NO．

タイシ“ユウ

鱒骨曇骨督骨縛脅骨脅骨ケンタイ　NO．

ウケツケNQ・2三58

3う　　　　　　　　36

2．43KG 2，56KG

5誉骨曽畳鱒賛一脅。

婦。

2．15KG

盤憂脅曽骨脅費骨骨督督ケ⊃タイ　NO●　6骨軸骨骨骨費糞鱒骨畳費

ウケツケNQ・2159

42

2．60KG

嬬5

2．05KG

4貼

2．叫うKG

ウ”手、、ノ　NO．

タイシ、、ユウ

曾骨曼昏督骨膏脅聾脅曽ケンタイ　NO・

ウケツケNO，2叫O

耳5　　　　　　　　46

2．66KG 2．68KG

7脅管脅普骨昏◎骨脅骨脅

47

2．ラ9KG

督舗骨骨骨曇畳骨骨脅ケンタで　NO。

ウケツケNO．2叫1

50　　　　　　　51

2．叫1KG 2．55KG

8管督管⇔督曽静骨脅齢督

5う

2．58KG

ウリ害、恥ノ　NO．

タイシ、、ユウ

●輔脅鱒曾騨鱒ケ，クイNO．
ウケツケNO・2L42

55

2．う貼KG

より測定者に知らせる．

　2）　体温測定時の機器構1此

56

2．19KG

9脅脅費麓鱒骨骨費脅。管

57

2．貼2KG

　体温測定時の機器構成を図4に示す．計時は温度集

録機に内蔵した時計によってデュアルタイムで行い，

ウサギの直腸に挿入したサーミスタセンサからの信号

を5分おきに各サーミスタセンサ当たり30秒聞ずつ読

み取り，時刻（時，分，秒）とサーミスタセンサの番

号及び体温（小数点以下2桁）を温度集録機のプリン

タでプリントアウトするとともに，インターフェイス

を介してコンピュータに送る．

　3．2，　プログラム

　このコンピュータはPLAINとBASIC言語を使用

できるが，発熱性物質試験の全プログラムはPLAIN

を用いて作製した．なお，操作の繁雑さと誤使用を避

骨葺畳oo骨鍾賛骨骨●ケン5置イ

ウケツケNO．2耳3

60　　　　　　　　65

2．18KG

NO．10曇費響骨億帰憂骨骨費脅

2．65KG

75

2．5昌κG

けるため，必要な全プログラムに加えて100匹のウサ

ギについて，体重（42日分），検定使用回数，検定使用

日のデータ及び飼育室の最高・最低温度（42日分）と

会社名をすべて1枚のミニフロッピーディスケットに

たくわえるようにした．：更に，空エリアには発熱性物

質試験の全データ1回分も記憶している，

　1）　体重測定用

　オンラインで体重を測定するプログラム（1773ステ

ップ）の他にコンピュータがダウンした時に手動で測

定した体重をミニフロッピーディスケットに書き込む

プログラムからなる．

　2）　体重表作成用

　ミニフロッピーディスケットに収容されている各ウ

サギの体重から，月ごとの体重表を作製して保存する
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ためのプログラム（824ステップ）である．

　3）　体温測定用

　局方に定められた順序にしたがって体温を測定し，

結果の判定を行い，所定のフォーマットにしたがって

検定結果及び報告書をオンラインで作製するメインプ

ログラム（6909ステップ）と，使用したウサギの番号

を指定することにより検定中の5分ごとの測定値とそ

のグラフをタイプアウトするプログラム及びコンピュ

ータがダウンした揚合，温度集録機からのデータを用

いて手動で検定結果と報告書を作製するプログラムか

らなる．

　4）その他

　白動化を行った後に，上記プログラム以外に必要に

応じて，自作したプログラムである．

　3．3．　自動化による国家倹定

　1）　体重測定
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表7　発熱性物質試験の作業手順と1検体当たりの所要時間

日本薬局方に記載された条件 作業項目及び時間

〔準備1〕

　○栄養状態のよい健康なウサギ

　○体重の減少を見なかったもの

○栄養状態のよい健康なウサギ

○体重の減少を見なかったもの

O栄養状態のよい健康なウサギ

O体重の減少を見なかったもの

O栄養状態のよい健康なウサギ

。体重の減少を見なかったもの

○栄養状態のよい健康なウサギ

○体重の減少を見なかったもの

02時間ごとに体温を4回測定する

○栄養状態のよい健康なウサギ

○体重の減少を見なかったもの

02時間ごとに体温を4回測定する

　○栄養状態のよい健康なウサギ

　O体重の減少を見なかったもの

　02時間ごとに体温を4回測定する

　　　小　　　計

〔準備五〕

前7日

前6日

前5日

前4日

前3日

前2日

前1日

・摂耐量，健康状態のチェック

・体重の測定

・摂餌量，健康状態のチェック

・体重の測定

・練餌量，健康状態のチェック

・体重の測定

。摂餌量，健康状態のチェック

・体重の測定

・摂測量，健康状態のチェック

・体重の測定

・体温測定

・摂餌量，健康状態のチェック

・体重の測定

・体温測定

　　・摂餌量，健康状態のチェック

　　・体重の測定

　　・体温測定↓

　　（注1）
75分／75匹

60分／75匹

75分／75匹

60分／75匹

75分／75匹

60分／75匹

75分／75匹

60分／75匹

　75分／75匹

　60分／75匹

3分×4回／1匹

　75分／75匹

　60分／75匹

3分x4回／1匹

　75分／75匹

　60分／75匹

3分x4回／1匹

1検体（3匹）
当たり（分）

○注射筒及び注射針

　あらかじめ250。で30分間以上加熱

　して発熱性物質を除く

〔発熱性物質試験〕

○試験用趾（10m！／kg）決定のための

　体重測定

O検定に使用するウサギの選定

O体温計を直腸内に挿入し尾に固定

　して，ウサギを固定器に固定する

前1日

　　・注射筒，針の洗濫

　　・注射筒，針の加熱
↓　　　　（室温→250。　30分250。を維持　30分）

当　日

・体重測定

・健康状態，摂餌状態，休温，体

重等を見て使用するウサギを選

ぶ（30匹）

・体温計（サーミスタ）の挿入

及びウサギの固定

・使用する検体名，種類，ロット

番号，会社名，使用動物の番号

等を記憶させる

60分／30組

60分／30組

60分／75匹

30分／75匹

　　（注2）
60分／30匹

15分ノ10桓ミ体

3．0

2．4

3．0

2．4

3．0

2．4

3．0

2．4

3。0

2．4

36．0

3．0

2．4

36．0

3．0

2．4

36，0

145．8分

6。0

6．0

2．4

1．2

6．0

1．5
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○体温測定開始（0時間）

体温測定（1時間後）

体温測定（2時間後・対照体温）

　　体温測定（3時間後）

　　体温測定（4時間後）

　　体温測定（5時間後・最終体温）

　　　小　　　計

〔後処理〕

　○ウサギを飼育ケージに戻す

　○ウサギの給飼

　○体温計，固定器の洗｝條・消毒

　○体温測定結果の検討・報告書の作

　　製

　　　小　　　計

↓

↓

・体温測定全システムのチェッ

　ク

・ウサギの固定状態，体温計の

脱落チェヅク

・測定1時間の体温グラフのチ

　ェック

・ウサギの固定状態，体温計の

脱落チェック

・検体を約40。に加温する

・検体を手早く注射筒に充填　　　　　　（注3）
する　　　　　　　　　4名×10分／7検体

・使用可能なウサギを選別し，　　　　　（注3）

検体を注射する　　4名×15分／喉体

・ウサギの固定状態，体温計の

脱落チェック

・ウサギの固定状態，体温計の

脱落チェヅク

・ウサギの固定状態，体温計の

脱落チェヅク

体温測定時間（5時間）　　　　300分／7検体

・ウサギを固定器からはずす，

体温計を取り去る

・ウサギの状態を観察し給飼す

る

・体温計を二二・消毒する

・固定器を洗潅・消毒する

　30分／21匹

　　1分／匹

　30分／30本

60分／30匹用

20分／7検体

5．7

8．6

42．9

80．3

4，3

3．0

3．0

6．0

2．9

19．2

合 計

1検体（ウサギ3匹使用）当たり所要時間

　　245．3

（4．0時間）

注1　現在衛生試験所（東京）で検定に使用可能なウサギ（体重1．5～2．7kg，固定訓練済）は75匹である．

　　なお，ウサギは購入後1週間予備飼育する，この期間中は飼料の：量をOgから100　g／dayまで段階的

　　に増量し，飼料摂取量，健康状態，体重等をチェックする．第2週目に入って3回時間を延ばしながら

　　固定器にかけウサギを固定器に馴れさせる．これが終った後検定に使用可能になる．以上にかかる時間

　　は上記の計算には含まれていない．

注2　一度に作温を測定出来るウサギの総数は30匹（10険体面）である．

注3　10倹体分のウサギ（30匹）について測定を開始しても「第2回及び第3回の測定体温が一致しない場

　　合（〉±0．3。），または39，8。を超える場合」に該当するウサギが出る．過去2年間の統計より検体を

　　注射し測定出来るのは7検体である，
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　試験に用いるウサギは「使用前1週間以上体重の減

少を見なかったもの」という規定から，毎朝1回検定

に使用可能な75匹及び予備飼育中の25匹について体重

を測定し，ウサギごとの体重ファイルを作製している．

　体重測定用のプログラムをコンピュータに入れ，コ

ンピュータのディスプレイの表示に従って対話形式で

作業をすすめる．まず，「取り変えるウサギの番号」

「休日の有無」「測定月日」　「飼育室内の最筒・最低

室温」を入力した後，1藩のウサギから順次天秤にの

せ入力スイッチを押す．天秤からの信号がコンピュー

タに送られたことを確認して，次のウサギに進む．な

お，欠番のある場合はそのまま入力スイッチを押すと

コンピュータは10g以下の重さの場合は欠番として

記訂する．最後のウサギの体重測定が終了した後，デ

ィスプレイの表示に従って健康状態の悪いウサギの番

号と状態を入力し終えると，過去1週間の体重表がプ

リントアウトされる（表3）．表中。Dは下痢のウサギ

を，Fはエサを残したウサギを示す．この表によって，

当日の測定値に異常がないかを確認したうえ，ミニフ

ロッピーディスケットに書込んで体重の測定を終了す

る．

　2）体温測定

　体重測定によって得られた体重表より過去1週問に

体重の減少が見られず，休養期間が3日以上あり，ま

た使用回数が10回以下のウサギを30匹選び出す．

　各ウサギの直腸にサーミスタセンサを挿入してヒモ

で尾に固定した後，固定器に固定する．

　体温測定用プログラムをコンピュータに入れ，ディ

スプレイの指示に従って「試験口」「天候」「その日

の検体数」「π試験のイ∫無」「杉1定室の乾球・湿球・

湿度」を入力する．ついで試験を行う検体について

「検体名」「受付番号」　「種類」「ロット番号」「会

社名」をそれぞれ入れた後，各サーミスタセンサの番

号に対応するウサギの番・号を入力する．以上の準備が

終了した後，温度集録機を稼動させ体温の測定を開始

する．

　測定開始1時間後に各ウサギについて二二のグラフ

をタイプアウトする（図5）．このグラフは体温の不安

定なウサギの確認に用いる．ついで測定開始2時間後

に，その時の体温と1時間前の体温を比較して差が±

0．3。以上のウサギ及びその差は±0．2。以内であって

も体温が39．8。を超えるかあるいは38．50以下のウサ

ギは除外する．残った検定に使用可能なウサギを3匹

ずつ揺り（再試験を行う揚合は第1検体目を5匹），

その口の各ウサギの体重とともに注射用の表をタイプ

アウトする（表4）．この表に基づいて各ウサギに検

体を10m1／kgの割合で静脈注射する．その後3時間

体温を測定する．体温測定終了後，各検体ごとに局方

の判定塞準に従って判定を行い，試験結果及び使用し

たウサギの過去1週間の体重と飼育室の温度などを表

にしてタイプアウトする（表5）．続いて国家検定報告

書及びその控をタイプアウトし（表6），発熱性物質試

験を終了する．

　なお，測定期間中にウサギの排糞などによりサーミ

スタ・ヒンサが直腸から脱落することがある．これのチ

ェックは測定期間中を通して5分ごとの体温データを

そのつど調べ，その値が38．5。以下の時は直ちにサー

ミスタチェックの表示に続いてウサギの番号と体温を

コンピュータのプリンタにプリントアウトすることに

よって行っている．

　なお，5分目との体温測定値はミニフロッピーディ

スケットにたくわえてあるので，必要に応じてウサギ

の番号を指定すれば図6に示すように，5分ごとの体

温とそのグラフをタイプアウトすることもできる．以

上が発熱性物質試験の自動化の概略である．

　4．　自動化の結果

　4．1．　所要時間の短縮

　発熱性物質試験に要する1検体当たりの所要時間を

表7に示す．この表は自動化後，約1年間の結果をも

とに作業時間を積算したものである．下中毎日の体重

の測定及び〔発熱性物質試験〕の項について今回自動

化を行ったが，これによって1検体当たりの所要時間

は38％短縮された．また，発熱性物質試験の全行程を

通して，検体をウサギに注射する以外はすべて1人で

処理しうるようになり，検体当たりの作業時間の短縮

とともに検定にかかわる人数が減少した．更に検定終

了と同時に検定結果と報告害がタイプアウトされるの

で二二目前に見られたデータの整理，報告書の作製な

ど事務処理の繁雑さが解消された．その結果として図

7に示すように，自動化前の昭和50年と52年では検体
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数が144件（十37．5％）増加したのにつれて，検体を

受付けてから報告書を作製するまでの検体処理日数は

8．7日から10．3日（十18．4％）に増加したのに対して

自動化以後の昭和54年では52年に比べて検体数は86件

（＋16．3％）増加したが処理日数は0．2日（＋1．9％）

とほとんど変わらなかった．

　　一方自動化に伴って消耗品費が増加し，更に測定機

器の維持管理費を入れると1検体当たりの経費は約15

％増加した．

あ　と　が　き

び補助プログラムのデバックには約2ヵ月を要したが，

異なるメーカーの機器を結合してコンピュータで処理

するというこの計画が比較的スムーズに進行したのは，

発熱性物質試験の歴史が長く，すべて規格化されてい

たこととプログラム作成者が非常に熱心で，対応がは

やかったことによるものと考える．

　　なお，自動化が完了した昭和53年の後半より北海道

に1メーカーが工場を新設し，稼動を始めた結果，昭

和55年の検体数は自動化を検討した時点での予測を上

回る年間753検体となっている．

自動化を完成するに当たって，メインプログラム及

Results　of　Product　Examination　of　Coal－Tar　Dyes　including

　　Dye　Aluminum　Lakes仕om　April　in　1979　till　March　in

1981（on　the　Product　Examination　of　Coal－Tar　Dyes　XIX）

Masahiro　IwAIDA，　Keizo　NAKAMuRA，　Yasuhide　ToNoGAI，　Akiko　MAsA町and　Michiyo　YoDosHI

　　The　numbers　of　the　dyes　inspccted　in　the且scal　year（1979／1980　and　l980／1981）werc　571　and　497，　re・

spectively．　In　the　period　1979／1980，410ts　of　tartrazine　were　disqualified　because　ofexcess　of　soluble　chlo噌

ride　plus　soluble　sulf琶te　content，　and　the　passing　ratio　reached　to　99．3％．　But　no　dye　was　disquali丘ed

in　the　period（1980／1981）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lReceivcd　May　30，1981）

　　The　number　of　the　dycs　inspectcd　in　the丘scal

year（197911980）was　571　including　dye　aluminum

lakes，　and　showed　an　increase　of　70（14％）compared

with　the　Iast　period．

　　The　numbers　of　the　dyes　tested　in　each　month　are

summarized　in　Table　1．

　　The　fbllowing　dyes　were　not　sent　to　our　Iaboratory

during　the　period　fbr　product　examination：Food

Red　No．2Aluminum　Lake，　Food　Rcd　No．104

（Phloxine），　Food　Red　No．105（Rose　Bengale），　Food

Green　No．3（Fast　Green　FCF）and　Food　Green　No．

3Aluminum　Lake．　The　most　numbcr　among　the

長）od　coa1－tar　dyes　inspected（including　aluminum

lakes）in　the　period（197911980）was　Food　Yellow

No．4，　the　same　as　in　other　years，　occupying　54．4％

of　all　the　fbod　coal－tar　dyes　tested．　Food　Yellow

No．5and　Food　Red　No．102　were　the　second　and

third　numbers，17．2％and　14。7％of　all，　rcspectively．

The　number　of　dye　aluminum　lakes　was　65，0ccupy．

ing　11。4％of　the　dyes　inspected　in　the　period．

　　Four　lots　of　the　dyes　applied　as　FoQd　Yellow　No．

4were　d…squalified　b8cause　of　cxcess　of　soluble　chlo－

ride　plus　soluble　sul魚te　content　（6．45－6．89％）．

The　passing　ratio　reached　to　99．3％．

　　In　the　fiscal　year（1980！1981）the　number　of　the

dyes　inspected　was　497　including　dye　aluminum

lakes，　and　showed　a　dccrease　of　74（13．0％）compared

with　the丘scal　period（1979／1980）。　The　number　of

the　dyes　testcd　in　each　month　are　summarized　in

Table　2．　The　dyes　whlch　were　not　sent　to　our

Iaboratory　in　the　periQd　（1980／1981）　R）r　prQduct

examination　were　the　same　as　in　the　periQd（1979／

1980）．

　The　most　number　of　the　R）od　coal－tar　dyes　in－

spected　in　the　period（198011981）was　Food　Yellow

No．4，　the　same　as　in　the　Iast　year，　occupying　46．6％

of　a11．　The　second　and　third　were　Food　Yellow　No．

5and　Food　Red　No．1020ccupying　18。5％and　17．8

％ofall，　respectively．　The　nulnber　of　dye　aluminum

Iakes　was　55，　showing　11．0％of　the　dyes　inspected．
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No　Iot　of　the　dyes　was　disqualified　in　this　period．

　　Since　the　lst　of　April，1981，　the　cxamination　fヒe

of　the　Minister　of　Health　and　Wel伝re　was　raised

廿om￥16000　to￥23000　pcr　lot（maximum　300　kg）．

Table　L　Numbers　of　thc　coa1－tar　dycs　testcd　in　each　month血om　April　in　l979　till　March　in　1980

Classificatlon
1979 1980

4 5 6 7 8 9 10　11　12 1 2 3

　　　　　　Quantity

Total　passed
　　　　　　　　（kg）

Food　Red

　No．2（Amaranth）

　No．3（Erythrosinc）

　No。3Aluminum　Lake

　　No．102（New　Coccine）

　　No．106（Acid　Red）

Food　Ycllow

　　No．4（Tartrazine）

　　NQ．4r　Aluminum　Lake

　　No．5（Sunset　Yellow　FCF）

　　No．5Alum三num　Lake

Food　Blue

　　No．1（Brilllant　B工ue　FCF）

　　No．　l　Aluminum　Lake

　　No．2（lndigo　Carmlne）

　　No．2Aluminum　Lake

4

1

7

2

26

2

7

2

1

3

4

1

3

2

5

1

17　24

2

5

3

2

1

1

2

2

4

2

2

1

15

1

2

5

2

5

1

2

1

5

27　31　32　16
　　　　　　　（4）

7　1　1　3
6　5　11　3
　　　　1　2

1

1

3

1

2

2

1

1

2

　　　2

　　　3

10　10

1　1

26　30

2

14　12

　　　6

2

2

1

1

2

1

1

4

1

i

2

11

1

10　12　28

6　　　　6

8　　1　8

2　　2

1

2

H
22

　9

82

13

279
（4）

30

81

16

16

　7

2

3

3300

6500

2700

24600

2576

82230

8924

24050

4800

4380

2100

600

900

Tota1 52　　37　　39　　50　　61　65
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

32　　59　　65　　31　21　　59 571
（4）

167660

O＝numbers　of　disqualified　lot

Table　2．　Numbcrs　of　the　coal－tar　dyes　tested　in　each皿onth仕om　April　in　1980　till　March　in　I981

Classl丘cation

1980 1981

4 5 6 7 8 9 10　11　12 1 2 3

　　　　　　quantity

Total　passed
　　　　　　　　（kg）

Food　Rcd
　　No．2（Amaranth）

　　No．3（Erythrosinc）

　　No．3Aluminum　Lake

　　No．102（Ncw　Coccine）

　　No．106（Acid　Rcd）

Food　Yellow

　　NQ．4（Tartrazlnc）

　　No．4Aluminum　Lake

　　No．5（Sunsct　Yellow　FCF）

　　No．5Aluminum　Lake

Food　Blue

　　No。1（Brilliant　Blue　FCF）

　　No．1Aluminum　Lake

　　No．2（Indigo　Carmine）

　　No，2Aluminum　Lake

1

3

1

3

8

2

2

2

1

12　6

2　2

2

3

3

4

1

26　　20　　22　　22　　12

4　　2　　5　　　　5

8　5　10　6　5
　　　　5　　　　　　　2

2

3

3

1

2

1

1 2

1

3

2

8

4

4

1

3

2

4

12　16

1　1

18　　16　21　32

　　　4

6　7　10　6
3　　　　4　　2

2

1

3

1

2

1

3

1

3

1

2

2

2

5

1

5

7

10　6
1

12

1

1

1

12

31

　7

88

11

205

24

75

16

16

　5

　4

　3

3600

9000

2100

26300

2242

61500

7200

22500

4800

4450．5

1500

1200

900

Tota1 51　46　　56　　40　　39　　43　　37　　55　　65　　9 37　19 497 147292．5
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Results　of　the　Chemical　Inspcctions　of　Imported　Foods，　UtensiIs，

　　　Container・packages　and　Toys　in　Osaka　Branch　f｝om　April

　　　　　　　　　　　　　　　　　in　1979　till　March　in1980

Yoshio　ITo，　Yasuhide　ToNoGAI，　Masatake　ToYoDA，　Hideyo　SuzuKI，

　　　　Sh呵iro　OGAwA，　Michiyo　YoDos斑and　Masahiro　IwAIDA

　　Tota1179　samples　were　tested　on　242　items，　and　both　the　numbers　of　the　samples　and　itcms　decreased

considerably　compared　w1th　the　last　period，443　samples　and　845　items．　More　than　half　of　the　samples

came　f｝om　Kobe　port，18．5％仕om　Naha　port，12．9％f｝om　Kagoshima　port，　and　9．6％仕om　Osaka　port．

Among　the　l　Hbod　groups　classi丘ed，　sea　fbods　occupied　abQut　one　third（56　samples）of　the　total　samples，

in　which肋zen　prawns　and　shrimp　were　the　main　sea　fbods　inspected．　The　reason　of　the　disquali丘ed　pro－

ducts　and　the　inspection　procedurc　adopted　are　dcscribcd　in　detaiL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reccivcd　May　30，1981）

　　TQtal　of　179　samples　were　sent倉om　the　western

half　of　Japan　during　the　period　by　the　government

長）od　sanitatlon　inspectors，　in　which　one　sample肋m

Naha　was　sent　back，　since　lt　was　ilnpossible　to　pro－

ceed　the　inspection　on　the　requested　items　cQncerning

detection　and　determination　of　calcium　caseinate

丘om　canned　creamed　chicken　soup．　In　Japan，　the

use　of　calcium　caseinate　as　a　fbod　add五tive　is　fbr－

bidden　on　one　hand，　while　the　use　of　sodium　casc・

inate，　on　the　other　hand，　is　permltted　on　varieties　of

fbods．　It　is，　however，　impossible　to　discriminate
　　　　　　　　　F〆　ゴ

whcther　the　cascinate　contained　in　a　fbod　had　becn

added　in　the　R）ml　of　sodium　cascinate　or　calcium

case三nate，　thus　the　sample　was　sent　back　w三th　the

answer　belng　impossible　of　carrying　out　inspection，

Accordingly，　total　of　178　samplcs　wcre　tested　on　242

items．　Both　the　numbers　of　samples　and　items

decreased　considerably　comparcd　wit血the　last　period，

443samples　and　845　itemsD，　indicating　that　more

and　more　samples　inclined　to　be　inspected　in　ports

and　the　designated　laboratories．

　　Samples　were　sent丘om　the　oHices　shown　in　Table

I．

　　More　than　half　of　the　samples　came貨om　Kobe

port，18．0％i｝om　Naha　port，12．9％仕om　Kagoshima

port　and　9．6％f｝om　Osaka　port．　No　samples　were

sent倉om　Osaka　air　port　and　Yokkaichi　port．　Clas・

si丘cation　of　the　samples　and　inspection　items　are

showll　in　Table　2．　Twenty－nine　samples　were　rc・

jected，　and　the　disquali丘cation　ratio　rcached　to

16．3％．

　　Among　the　l　l　fbod　groups　classlHed，　sea丘）ods

occupled　about　one　third（56　samples）of　the　total

samples，　and　thc　items　wcre　59．　Five　samples　of

丘ozen　shrimp　f廿om　Hong　Kong　were　r司ected，　be・

cause　they　contained　excess　borate（0．19－0．7591kg　as

H3BO3）．　Borate　was　directly　chelate－extracted行om

unshelled　shrimp　by　use　of　2。ethy1－1，3－hexanedoil　and

Table　1． Number　ofsamples　and　items　sent　to　Osaka　Branch　l｝om　April　in　I979

till　March　in　l980艶r　chem且cal　inspection

轟艦鼎ま。N・g・y…ak・K・b・Sh・m・n・・ek・M司・H・・…聚膿 Kagoshima　Naha

Number　of　samples

Distr三bution（％）

1　　17　　　94

0．6　 9．6　 52．8

1

0，6

3

1．7

2

L1

5

2．8

23

12．9

32

18．0

Number　of　items

Dist㎡bution（％）

1　　20　　116

0．4　 8．3　　47．9

1

0．4

5

2．1

2

0．8

5

2．1

41

16，9

51

21．1

Tota1

178

100，0

242

100．0
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Table　2． Results　of　the　chemical　inspection　of　imported丑）ods，　utensils，　container－packages　and

toys　in　Osaka　Branch　covering　f｝om　Apri1，1979　to　March，1980

Classification No。　of

sample
サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ

mspectlon　ltem
惣fpass　Rqec・・dj趨1、

1．Utensils，　container－packagcs　and　toys

　　　tea　pot

　　　woodcn　spoon　and　chopsticks

　　　salad　bowl

　　　cylindrical　containcr　of　tea　madc　or　tin

　　　milk　pot　madc　of　tln

1

2

1

1

1

Pb，　Sn，　Sb

fbrmaldchydc，　co】our

colour

rrLatcrial　tcst

matcrlal　tcst

3

4

1

1

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

totaI 6 10 2 1 3

2，　｝レfcat　products

　　　chickcn　noodle

　　　　creamed　chicken

　　　　corncd　beef

　　　　livcr　paste

　　　fbie　gras　truHセs

l

1

1

6

4

PCB
PCB
NO2

NO2，　NO3

NO2，　NO3

　l

　l

　1

12

8

1

1

1

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tota1 13 23 13 0 0

3．［Alcoholic　beverages

　　　wine 5 SO2，　sorbate 8 4 1 0

tota1 5 8 4 1 0

4．Non－alcohQlic　beverages　and　powdcrcd　soft　drinks

Korcan　glnscng　conccntrate

Korcan　ginseng　tea

Shasta　IclnQn　lime　soda

Kirsch　crcam　sQda

mango　ncctar
　　　　　　　　の　　　　　コ

aspa「agUS　jUlcc

P玉ncapPlc－orangc　ju三ce

P三ncapPlc－pink　grapc　fruit　juicc

4

2

6

1

2

1

1

1

benzoate

benzoate

benzoate

benzoate

bcnzoate，　sorbate

benzoate，　sorbate

colour

colour

4

2

6

1

4

2

1

1

0

2

0

0

0

1

1

1

0

0

3

1

2

0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

tota1 18 21 5 6 7

5，　Vcgctablc　fbods（cxcluding　f廿uits　and　o三ls）

　　　ricc　nood且。

　　　dricd　mashcd　potato

　　　脅ozcn　lot鵬root

　　　　instant　mashed　potato

　　　h・ozcn　potato　products

　　　bean　paste，　sugared（Ner三an）

6

1

1

1

1

1

SO2

SO2，　BHA

H202

SO2，　BHA

EDTA
SOrbate，　benZOate

dehydroacctate

salicylate；methyl，

ethy1，　propy1，　isopropy1，

butyl　or　Bobutyl　ester　of

parahydroxybenzoic　acid

6

　2

　1

2

　1

10

4

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tota1 11 22 9 2 0
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Classifヨcation
No．　of

sample
コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　コ

1nspectlon　ltem
惣fp・・sR・jec・・dj愚、

6．　Seasonings　and　fぬvQur量ロgs

　　　　　　　　　ロ
　　　ma「ga「1ne

　　　　　　　　　　　　
　　　mayonna！se

1

2

EDTA
EDTA

1

2

0

2

1

0

0

0

　　　　　　　totaI

7．lMilk　products

　　　dessert　powder

　　　coHbe　cream　powder

3

2

2

3

bcnzoate　　　　　　　　　　　　　　2

sodium　sillco　aluminate，　4
diacctyl　tartaric　acid　ester

of　mono－glyceride

2

0

1

1

1

1

0

1

0

8．

　　　　total

Sea　foods

倉ozen　prawns　and　shrimp

　frozen　eel

frozen　tetrodon

　dr丑ed，　seasoned丘le丘sh

　bo重1ed＆dried　seasoned　cuttlc　fish

4

48

　3

　1

　2

　2

SO2，　H3BO3

H202

blue　colour

SO2

sorbate

6

51

　3

　1

　2

　2

1

43

　3

　0

　1

　2

2

5

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

9．

　　　　totaI

Fruits　and　f士uit　products

dr三ed　fruits

dried　P∫fdf1〃π92’の’αηα（guava）

shelled　peanuts

dr三ed　kumquat

preservcd　apPIe

dried　prunes

preserved　dates

r量pc　olives

　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ

aprlcot　Jam

raspberry　jam

orange　marmalade

strawbcrry　jam

grap£jelly

　chcrries

56

6

5

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

saccharate，　dulcin

丘lth　test，　SO2

aHatoxim

SO2，　sorbate

SO2

sorbate

SO2

fセrrOUS　glUCOnate

bcnzoate，　sorbate

benzoate，　sorbate

benzoate，　sorbate，　co1Qur

benzoate，　sorbate，　colour

benzoate，　sorbate

benzoate，　sorbate

59

10

13

　1

2

　2

r
　3

　1

　2

　2

　3

3

2

2

49

0

4

1

1

2

1

3

1

0

1

0

0

0

1

6

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10．

　　　　total

CQnfections

chewing　gum

gelatin　dessert

　sweet　fruit　jelly

biscuit

　Japanesc　crackcr　with　shrimp

　sesame　candy

26

7

8

　1

6

2

10

BHT，且uorescent
substance，　colour，　TiO2

colour

cdour
colour

colour

aHatoxin

47

14

8

　1

　6

　2

10

15

7

8

　1

6

　2

10

10

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

11．

　　　　tota1

0thers

colour－retaining　PQwdcr

　colour－rctaining　blue

34

1

ユ

ingred萱ents

ingredients

41

1

ユ

34

0

0

0

0

0

0

1

1

total

TQtal　sum

　　2

178

　　2

242

　0

134

　0

29

　2

15
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dcte㎜ined　by　the　modi丘ed　curcumin　colourimctry

developed　by　us2）．　Provisional　regulations　in　Japan

require　that　resldual　borate　in　prawns　and　shrimp

with　shells　must　not　cxcecd　O．15　g　H3BO3　per　kilo－

9「amme・

　　One　samplc　of　dried，　seasoncd丘1c丘sh　was　r（jcctcd

because　of　its　high　sulph五te　content（0．383　g　SO2！kg）．

Sulphite　in　file丘sh　is　contcmporarily　rcgulated　with－

in　O．03　g　SO2／kg．

　　It　happcncd　in　NQvcmbcr　in　1979　that　thc　bodics

of　the　fセozcn　tctrodons　landcd　at　Shimonoseki丘sh

markct　colourcd　1三ght・blue．　Further　investigation

revcalcd　that　the　colour　was　due　to　Iionol　blue，　a

phthalocyanine　pigment3）．　Pathalocyanine　blue　is

used　as　a　blue　pigment　in　the　preparation　of　palnts

fbr丘shing　boat．　The　tetrodons　might　havc　bcen

contalninatcd　wi匡h　this　pigment　afヒer　catching．

　　Concerning　milk　products，　two　samplcs　of　coHヒe

cream　powder　were　inspected　in　order　to　detect

sQdium　sillcoaluminate（sodium　aluminosiIicate）andl

or　diacctyl　tartar三。　acid　ester　of　mono・or　di－glyceride．

Sodium　silicoalum1nate　is　widcly　uscd　in　the　United

States　as　an　anticaking　agent　fbr　co価。　crcam　pQwder

and　othcr　fbods．　The　FDA　recognlzes　it　as　sa琵

（GRAS）fbr　use　at　a　Ievel　not　exceeding　2％in　ac．

cordance　with　good　manufacturing　practice（GMP）．

sincc　its　use，　howcver，　is　proh量bitcd　in　Japan，　it　must

not　be　dctcctcd　f士om　cQ既e　crcam　powdcr．　Slnce　si．

1三con　and　aluminium　cannot　bc　sensitively　detected

by　atomic　absorption　spcctrometry，　a　nuoresccnt　X－

my　technique　was　success侮1量y　applicd　to　thc　analysis

ofSi，　AI　and　Na　in　thc　dilutc　powdcrs．　Onc　samp．

1e　of　coflbc　crcamer　madc　in　USA　was　condcmn．

cd，　bccausc　it　containcd　l．01％of　sodium　silicoa1．

uminatc4，．

　　D三acctyl　tartaric　acid　cster　of　glyceridc　is　widely

used　in　the　baking　industry　and　confbctioncry　in　USA，

but　it　is　also　an　excellent　emulsi丘er　in　thc　prcpara・

tion　ofcoflヒe　crcamcrs．　Sincc　it　is　an　ester　of　organic

dibasic　acid，　its　acid　valuc　comes　bctwcen　62　and

765》．　contrary　to　this，　it　is　prescribcd　in　thc　Japar

ncsc　Standards　of　Food　Add三tiveも6）that　the　acid

value　of　glycerin血tty　acid　ester　must　not　be　morc

than　6．　Accordingly，三t捻fbrbidden　to　use　diacetyI

tartaric　acid　ester量n　the　preparation　of　coffヒe　cream．

crs．　Fortunatcly，　that　ester　was　not　detected愈om

the　imported　samples．

　　Import　of　dcssert　powder血om　West　Germany　was

once　stopPed，　bccause　it　conta三ned　o．190　9／kg　of

benzoic　acid，　but　latcr　its三mport　was　permitted　since

the　containcd　benzoatc　was　judged　to　have　occurrcd

naturally　in　yoghurt噸quark　powdcr　which　consistcd

of　40％of　thc　dcsscrt　powdcr．　It　is　a　mattcr　of

common　knowlcdgc　that｛fom　30　to　40　ppm　of　bcn・

zoic　acid　is　produccd　during　Iactic　acid恥rmcntation

ofskim　milk7）。

　　One　sample　of　margarine　and　two　salnplcs　of

mayonnaise　imported　f｝om　USA　were　su可ccted　to

the　detcction　of　EDTA（ethylenediamine　tctraace・

tate）．　Its　use　is　allowed　on　a　var量ety　of氏）ods　in

USA，　and　its　addition　in｛ヒ）ods　cxhibits　such　cf琵cts

as　prescrvation（margarine，　mayonnaise　and　dressing），

promotion　of　colQur　retention（potato　products）and

so　on　through　the　anticatalytic　eHセct　by　its　chelating

and　masking　actiQn　to皿etals．　In　Japan，　the　add五一

tlon　of　EDTA五n　any　fbod　is　explicitly　prohibited．

EDTA　was　isotachophoretically　determlned　a仕er

making　it　into　a　stable　R）rm　of　EDTA－Fe　complex，

detcction　limit　bcing　lO　ppm　as　disodium　EDTA8》．

The　mayonnaisc　was　r（jccted，　because　40　ppm　of

EDTA　was　detcctcd．

　　Six　samplcs　of　dried　f｝ults　wcre　r司ected．　Two

dried　prunes倉om　China　contalned　IO．O　and　14．O

g／kg　of　saccharin　cxprcsscd　as　sodium　salt，　whllc　R）ur

samplcs仕om　Taiwan　contalned　O．49－1．9091kg　of

dulcin　bcsidcs　5．26－8．2891kg　ofsaccharin　sodium．

　　Orange　marmaladc，　strawberry　jam　and　grapc

jelly　werc　disqualificd，　bccause　they　contained　ben・

zoate．

　　Thc　prescncc　of　fセrrous　gluconate　was　pursued　in

ripe　olivcs．　Ferrous　gluconate　is　authorized　as　one

of　thc　enrichmcnt　in　USA，　but　its　usc　is　fbrbiddcn　in

Japan．　In　thc　sample，　no　gluconate　could　bc　fbund．

　　Ingrcdicnts　of　colour－rctaining　Powdcr　and　colour・

retain五ng　bluc　that　had　bccn　uscd　R）r　thc　whitcning

of　5ゐガ7α∫μ　（wh五tcba1t，　thc　young　of　sardincs）werc

analyzed，　130th　contained　about　9．4％　of　a　fluo剛

rescent　dye，　while　anhydrous　sodium　sulphate，　a

diluent　of　the　dye，　occupied　the　Iargest　part　of　88％

among　the　ingredicnts．　Blue　tone　of　colour－retaining

blue　was　due　to　the　presence　of　O．02％of　ukramarine．

The　fluorescent　dye　was　identi丘ed　to　be　sodium　salt
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of　4，4’・bis一（2・anilino・4－diethylamino・1，3，5－triaz1ne－6。

ylamino）一stilbcne－2，2’一disulphonic　acid，　a　triazinyl

aminostilbene　dyeg）．

　　Orange　II　and　acid　orange　7　were　eluted丘om

Indian　salad　bow工s　into　watcr　at　room　temperature．

Materials　of　tea　pots，　milk　pots　and　cyllndrical　con－

tainers　of　tea　were　analyzed　X－ray　nuorometrically．

1）

♂2）

Re｛brences

3）

4）

5）

6）

7）

Y．1・・，Y．　T…9・i，　M．　T・y・d・，　S．09・wa，　M．　V／8）

Yodoshl，　M．　Iwaida：B〃．ぬ’．血∫’．、喚．∫‘ら97，

169（1979）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）

S．Ogawa，　M．　Toyoda，　Y．　Tonogai，　Y．　Ito，　M．

Iwaida：」㌦」∬06．　q∬二呂4πo’．（ン18加．，62，610（1979）

Y．Tonogai，　Y．　Ito，　M．　Iwaidal　Bμ〃．翫∴1｝∬’．

坊宮．56f．，93，152（1980）

S，Ogawa，　Y．　Tonogai，　Y．　Ito，　M．　Iwaida：≠1勉04

1かg．5b‘．漁1》αη，21，148（1980）

蓋bo4α8廊‘αJ　Cb伽，2nd　Ed．，　p．239（1972），　Nat－

ional　Academy　of　Sciences，　Washington，　D．C．

賜8みpαπ8∫85如η面rゐ（ゾ万bo4．4蹴だひ85，4th　Ed．，

p．257（1979），The　Federation　of　Food　Additives

Associations　in　Japan

T．Nishimoto，　M．　Uyeta，　S．　Taue，1．　Takebayashi：

」㌦恥。♂1むg．50‘。」㍗1〕4π，9，58（1968）

Y．Ito，　M．　Toyoda，　H：．　Suzuki，　M．　Iwaida＝≠

∠置∬o‘．q∬；♂4πα」．α8η2．，63，1219（1980）

Y．Ito，　H，　Suzuki，　S．　Ogawa，　M．　Toyoda，　Y。

Tonogai，　M。　Iwaida：Bμ」乙温！‘．1池∫診．坊tg．5ヒら99，

66（1981）
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昭和55年度業務概況

所長　下 村 孟

　昭和55年度における業務報告のうち，先ず第1に行

政改革について報告する．行政改革の推進は，政府に

とって緊急かつ重要な課題であり，昭和54年度は行政

全般にわたり徹底した簡素化，効率化を図る「昭和55

年行政改革：」が実施されてきたが，行政改革に対する

国民の期待と関心が益々高まりつつある情勢にかんが

み，更にこれを強力に推進することとなり，前記「昭

和55年行政改革」に新たに行政の減量化を中心とする

改革を加えた「今後における行政改革」が昭和55年12

月29日の閣議で決定された．この閣議決定により推進

されている行政改革のうち，当所に関連のある事項の

概要は次のとおりである．

　i）行政サービスの改革　行政改革に伴い国民に対

する行政サービスが低下することのないよう，窓ロサ

ービスを中心とする行政サービスの改革が進められて

おり，当所に行政サービス向上推進委員会を設置し，

行政サービスの向上及び経費使用の効率化の具体的方

針を定め，実施に移している．

　ii）行政事務・事業の整理委譲　行政の減量化を図

るため行政事務・事業の整理委譲が進められているが，

当所が行っている医薬品の検定業務について，対象品

目の縮減を検討し業務の簡素化を進めることとなり，

昭和56年度中に具体的な品目が確定する予定である．

　避）公務員管理等　公務員管理等については，昭和

55年度を初年度とする第5次定員削減計画を進める一

方，定年制の導入及び退職手当の減額についてもこれ

を実施することとし，先の第94国会に国家公務員定年

制導入法案及び退職手当減額法案のいわゆる公務員二

法案が提出された．この二法案は，衆議院を通過し参

議院に送られたが，国家公務員定年制準入法案につい

ては成立したものの，退職手当減額法案については与

野党の合意が得られず参議院で継続審査となった．国

家公務員定年制導入法案の成立に伴い，定年制は昭和

60年3月3旧から実施されることとなり，今後3年余

の猶予期間はあるが，この制度が円滑に実施すること

ができるように，長期的な人事管理の推進及び所要の

準備をする必要がある．

　なお，以上の当面の課題のほかに，80年代以降の行

政を展望した行政のあるべき基本理念及び基本的な改

革案を策定するための新たな臨時行政調査会を設置す

る法案が，昭和55年ll月の国会で成立した．この調査

会は，昭和56年3月から本格的な審議を進めているが，

関係者が従来にない厳しい姿勢で臨んでいるので，か

なり思い切った答申が出されるであろうことを予測し

ておかなけれぽならない．

　次に昨年度にも報告した国際化学物質安全性計画

（Ipcs）は，その後昭和55年5月8日にi）当所がリー

ド機関として化学物質の評価事業を分担する，ii）厚

生省はこの計画のため1980年度分として2，925万円相

当米ドルの拠出をすること，を主な内容とする覚書を

WHOとの間に取り交したことにより本格的に進めら

れることとなった．同年7月に開催された第1回テク

ニカルコミティにわが国の作業計画を提出して以来ド

ラフトの作成作業が具体的に始まったが，限られた期

間内に膨大な業務処理を現体制で行うことは極めて困

難であると認められたので，臨時に情報委員会を設置

して当該業務の処理に当たることとした．しかし，ド

ラフト作成業務は当初予期していた以上の業務量であ

り，また個々の化学物質についてのドラフト作成業務

以外にメソドロジーのガイドライン作成作業にも参加

するよう要請があることから，昨年度に引き続き昭和

56年度にも国際情報室の新設及び増員を要求したが認

められなかった．当所における情報業務は，国内のみ

ならず国際的にも重要性を増しつつある情勢にあるの
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で，今後の処理体制は当面，前記情報委員会の強化に

より対応せざるを得ない厳しい現況にある．

　第3は省エネルギー対策についてである．石油危機

以来省エネルギー対策は，国を挙げての重要施策とし

て推進しており，当所においてもこの施策に沿って諸

種の措置を講じてきたが，所の運営に対する影響が比

較的少なかったことからややもすると取り組み方に厳

しさが不足している面があった．しかし，昭和55年4

月に行われた竃気及びガス料金の大幅な値上げは，当

所の運営に重大な影響を及ぼすところとなり，早急に

その対策を講ずる必要が生じたため，昭和55年6月

「省エネ対策協議会」を設置した．この協議会におい

て，冷房期間及び時間の短縮等従来に勝る厳しい措置

を講ずることを申し合わせ直ちに実施するとともに，

更に部長会議において退所時間を定め，退所時間を超

える居残りの届出を行わせるなど，所の試験研究業務

に支障を来たしかねないような強力な対策を進めてき

た．このように所員が一：丸となって省エネ対策を講じ

た結果，昭和55年度の電気，ガス及び水道の使用量は，

それぞれ前年度に比べて約1割から2割の節約が図ら

れたが，これは所員各位が省エネ対策に格別の理解を

示すとともに，積極的に協力した賜物であり，深く感

謝する次第である．今後のエネルギー問題は，依然と

して不安定な情勢が続くことが予想され，また当所の

運営はエネルギーへの依存度が高いことから，今後も

更に省エネ対策の推進に努める必要があるので所員の

協力をお願いする．

　第4は防災対策の推進について報告する．防災対策

にはハード面とソフト面とがあるが，まずハード面に

ついては，薬品戸棚等の転倒防止対策の実施と危険物

倉庫の新設である．当所には各種の薬品類が保管され

ているが，建物が老朽化しまた狭脆であるため，毎年

行われている消防署の立入検査で保管状況が適正でな

いこと等の指摘を受けてきた．指摘事項を改善するに

は，巨額の予算を必要とし改善が囚雌なものもある

が，予算的に改善が可能なものから逐次改善すること

とし，昭和54年度末は薬品戸棚等の転倒防止対策を実

施したのに引ぎ続き，昭和55年度は危険物倉庫新築の

予算が認められ同年度末に完成した．次にソフト面に

ついてであるが，火災・震災等の災害の予防対策等は，

消防法に基づぎ「国立衛生試験所消防計画」を制定し

て対処してきた．しかし，大規模地震特別措置法に基

づき警戒宣言が発せられた場合の対策については，前

記消防計画には定められていないので，部長会議の承

認を得て「国立衛生試験所地震防災応急対策」及び

「RI地震防災応急対策」を制定した．更に前記消防

計画及び地割応急対策の円滑な運用を図るため「災害

対策運用方針」も作成して具体的な事項について定め

た．以上のように防災対策のハードとソフトの両面に

おいて対策を強化したので，当所における防災体制は

かなり充実したものになったといえよう．

　第5は週休2日制が実施されたことである．週休2

日制は，民間企業における普及率が逐年上昇傾向にあ

ることから公務員についても導入することが検討され，

昭和51年及び昭和53年に試行が実施された．試行の結

果は，全体として公務に支障をきたすことがないよう

順調に行われたと認められたため，人事院は昭和54年

及び昭和55年の2回にわたって所要の措置をとるよう

政府に勧告した．政府はこれを受けて一般職の職員の

給与に関する法律の一部を改正するとともに関連の人

事院規則を制定し，昭和56年4月4日の土曜日から4

週1回・交替半休の週休2日制が実施された．週休2

日制の導入に当たっては，行政サービスの低下を招か

ないこと，定員の増加要求は認めないことが基本的条

件となっているので，この制度が円滑に実施されるよ

う，公務の能率の向上及び厳正な服務規律の確保に留

意していく必要がある．

1．組　織

総 務　　部

部長　北原　数　美

　昭和55年4月5日から附属図書飽を廃止し，代わり

に化学物質情報部を設置することが認められ，厚生省

組織規程及び国立衛生試験所組織細則の一部改正が行

われた．（調査室，情報係，管理閲覧係を情報調査室，

情報加工係，図書係に変更：）．

　なお，等級別定数の改訂により主任研究官の定数が

45人から48人に改められた．

　2．　定　員

　昭和54年度末の定員は313名であったが，昭和55年

度は増員が認められず，第5次定員削減計画に基づき

行政職（一）1名，研究職2名，計3名の定員が削減さ

れたので，昭和55年度末の定員は，指定職2名，行政

職（一）52名，行政職（二）40名，研究職216名，計310

名となった．

　なお，昭和56年度においても増員は認められなかっ

た．

　3．予　算

　昭和55年度予算総額は，2，339，849千円で前年度の

2，375，476千円に比較して35，627千円の減額となって
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資料昭和55年度予算額

区 分
昭和54年度
　　㈹

昭和ﾋ耀麟 備 考

（組織）厚生本省試験研究機関

　（項）厚生本省試験研究所

　　　人当　経　費

　　　一般事務経費

　　　研　　究　　費

特別研究費

標準品製造費
安全性生物試験研究センター運営費

薬用植物栽培試験場運営費

情報活動運営費

　　　施設管理事務経費

　（項）血清等製造及び検定費

　（項）厚生本省試験研究所施設費

（組織）厚生本省試験研究機関

　（項）国立機関原子力試験研究費

　（項）放射能調査研究費

　（項）国立機関公害防止等試験研究費

　　　　　　　計

　（千円）

2，261，409

2，146，636

1，391，484

　49，619

　219，316

17，468

　3，429

363，387

100，148

　1，017

　　　768

　103，679

　11，094

　114，067

　29，724

　　1，689

　82，654

2，375，476

　（千円）

2，232，981

2，102，853

1，441，245

　52，438

　222，684

17，426

　（千円）

△28，428

△43，783

　生9，761

　2，819

　　　　　人当研究費単価の増　3，368
　　　　　＠1，190千円→1，210千円

　　△42　1．　生活関連諸物質の微
　　　　　　量：分析新技術の開発研
　　　　　　究（9，431千円）

　　　　　2．　医薬品，食品添加物
　　　　　　等の安全性評価のため
　　　　　　の新技術利用と評価基
　　　　　　準の確立に関する研究
　　　　　　（7，995千円）

　6，633　　　　　　3，204

198，387　　　△　165，000

147，983　　　　　47，835

15，289　　　　　14，272

　　　768　　　　　　0

　103，659　　　　　　　△　20

　26，469　　　　　15，375

　106，868　　　　　ム　7，199

　34，970　　　　　　5，246

　　1，661　　　　　　　△　28

　70，237　　　　△　12，417

2，339，849　　　△　35，627

機械羅具整備費の減

WHO化学物質健康影響
評価経費及び情報管理経
費の新規増

いる．

　減額の主な内容は，安全性生物試験研究センター運

営費のうち機械器具整備費の予算措置が54年度で終了

したので，165，000千円の減額となったものである．

　また増額の主な内容としては，人当経費49，761千円

を除くと研究費のうち人当研究費は3，368千円（1人

当たり＠1，190千円→1，210千円），薬用植物栽培試験

場運営費は54年度100，148千円（2箇月の運営費）で

あったものが55年度は平年度化（12箇月の運営費）さ

れ47，835千円増額された。

　国立機関原子力試験研究費においては，新規テーマ

1課題（放射性医薬品の品質試験法に関する研究5，110

千円）が認められた．

　このほか55年度予算においては，UNEPナショナル

コレスポンデント経費のほか，新規事業としてWHO

化学物質健康影響評価経費（11，877千円）及び情報管

理経費（2，052千円）が情報活動運営費として新規に認

められた．

　なお，昭和55年度事項別予算額は別表のとおりであ

る．

　4．手数料等の改正

（1）国家検定手数料

　　当所が検定することとされている医薬品（44品目）

　の国家検定手数料は，昭和56年3月25日付厚生省告

　示第35号で改正され，平均53％の値上げとなり，同

　年4月1日から適用されることとなった．

（2）試験検査依頼手数料

　　当所が依頼を受けて行う試験検査手数料は，昭和

　56年3月25日付厚生省告示第36号で改正され，平均

　51％の値上げとなり，同年4月1日から適用される

　こととなった．

（3）標準品交付手数料

　　当所が製造し，申請者に交付している医薬品試験

　用標準品（52品目）及び色素試験用標準品（37品目）
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　の手数料は，昭和56年3月25日号厚生省告示第37号

　で改正され，平均57％の値上げとなり，同年4月1

　日から適用されることとなった．

（4）製品検査手数料

　　当所が検査することとされている食品添加物（タ

　ール色素）の検査手数料は，昭和56年3月27日付政

　令第44号で改正され44％の値上げとなり，同年4月

　1日から適用されることとなった．

⑤　腸線縫合糸の品目の削除

　　昭和56年5月19口付政令第172号で輸出検査品口

　令の一部が改正され，当所が検査していた「腸線縫

　合糸」の品目が削除された．

合成化学研究部

部長　神　谷　庄　造

概要

　55年度より厚生科学研究「医薬品原料規格集の作成

に関する研究」の主任研究老となり，特別審査制度が

でぎる以前に承認された医薬品の中で既に「再評価」

の終了したもの約400成分について，それぞれ統一規

格を設定することになった．関係各部の御協力をお願

いしたい．このように古い医薬品の品質規格の中には，

現在の水準より見るとき不じゅうぶんなものが多い．

一方，各種免疫賦活化剤，インターフェロン関連物質，

各種高分子生理活性ペプタイド，人工血液など新らし

いタイプの医薬品，また遺伝子組変えや無重力下生産

など新らしいオリジンの医薬品が続々と出てくること

が予想されるので，当所としても古い医薬品ともども

対応策を十分考えておくべきであろう．

　55年12月1日付で口触正弘室長が化学物質情報部情

報調査室長に配置換えとなり，合成第一研究室長と併

任となった．

研究業績

　1．生理活性物質の合成とそれらの化学反応に結す

る研究

　先に，1位に2一クロロエチル，イソプロピル，イソ

ブチル，シクロヘキシルなどの置換韮を有し，3位に

3一ピリジルメチル基を有する1一及び3一ニトロソ尿素

誘導体を合成し，これらの1一及び3一ニトロソ異性体

をギ酸，酢酸，塩酸などで処理するとニトロソ基がそ

れぞれN1よりN3に，　N3よりNlに転位することを

明らかにした．今回はより核窒素の影響を受けている

1一置換3（2一ピリジルアルキル）一1一ニトロソ尿素甘干、

びそれらの3一ニトロソ異性体を合成し，これらの二

トロン尿素類の酸による脱ニトロソ化及び転位を速度

論的に検討した（→学会発表2），このタイプの転位

反応は生体内でも起こることが予想されるので，転位

機構を含めて更に詳細に検討中である．また，これら

の化合物の化学構造，脱去トロン化速度，アルキル化

能などの化学的パラメーターと染色体異常誘発能との

相関について変異原性部と共同研究中である．

　1，3一ジアリル尿素煩のニトロソ化について研究中で

あるが，今回は。，o’一ジε量換1，3一ジアリル尿素類のニ

トロソ化を試み，二，三の新らしい知見を得た．　（→

学会発表4）

　N一アルキルニトロソ尿素類及びN一アルキルニト

ロソウレタン類の化学構造と発癌の臓器特異性につい

て病理部と共同研究を行っており，これらの化合物は

ラットの系統によっても発癌漂的臓器が異なることが

判明した．また，これらの化合物の発癌機構の有機化

学的考察を行うために，これらの化合物とチオール類，

特にシステインとの反応を検討した結果，S一ニトロソ

体が生成すること，更にこのS一目トロン体は他のア

ミンが存在するとニトロソ基の分子間転位が起き，N一

軒トロン体を生成することがわかった．　（→学会発表

5，6）（→文部省がん特別研究，岡田班報告）

　芳香族アミン類の毒性発現機構の有機化学的研究の

一環として，メチル基を1個及び2個有する芳香族ア

ミン類の代謝中間体と考えられるN一水酸化体及びそ

れらのN，0一ジアセテートを各々10種合成し，変異

原性部との共同研究でサルモネラ菌に対する変異原性

を検討した．すなわち，ジアセテートよりはN一水酸

化体の方が強い変異原性を示すこと，更にトランスフ

ォーメイションの実験結果からN一水酸化体が直接核

酸や蛋白質などの生体成分と反応しうることがわかっ

た．（→学会発表7）

　アジド化合物（RN3）はナイトレン源であるので，

何らかの生理活性を期待してアジド化合物の医薬品へ

の応用を研究して来た．今回，キノリソ及びシンノリ

ンの4位アジド化合物など21種を合成し，これらの化

合物のラット腹水肝癌AH－13に対する抗腫瘍性を調

べたが無効であった．（→誌上発表D

　2．抗腫班性化学官能基を有する化合物の合成とス

クリーニングに関する研究

　新らしい抗腫瘍性化学官能基を見いだすための研究

として，シアノトリアツェン誘導体の合成研究を行っ

ている．今回，これらのシアノトリアツェン誘導体の

アルキル化を試みた．すなわち，クラウンエーテル存

在下，クロロホルム中，ジメチル硫酸でメチル化する

と2種のN一メチル体が得られ，またメタノール中で
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同様にメチル化すると一方の異性体のみが得られた．

これらのメチル体の構造をNMR及び別途合成によっ

て決定した．現在，これらの化合物の抗腫瘍性を検討

中である，（→学会発表3）

　エチルカーパメイト（ウレタン）は，かつて慢性骨

髄性白血病薬として用いられており，カーパメイト構

造はマイトマイシンCの部分構造として，また環状カ

ーパメイト構造は抗腫瘍性植物成分のメイタソシソ類

の部分構造として存在しているので，今回，環状カー

パメイトである2一オキサゾリドソ類とそれらのN一ニ

トロソ化合物を合成し，AH－13及びL－1210に対する

抗腫瘍性を調べた．すなわち，ニトロソ基の無い化合

物は無効であったが，AH－13に対しては3一ニトロ

ソー2一オキサゾリドンが，また工一1210に対しては5一

メチルー3一ニトロソー2一オキサゾリドソが最も強い活性

を示した．相当する直鎖型ニトロソカーパメイト及び

直鎖型ニトロソ尿素よりもそれらの環状型化合物の方

がより強い抗腫瘍性を有することがわかった．このこ

とは，恐らく環状ニトロソ化合物が生体内で開環し，

直鎖型ニトロソ化合物の場合とは異なった活性中間体

を生成するものと考えられる．（→学会発表1）（文部

省がん特別研究，水野班報告）

　56年4月より実験動物を共同利用飼育室でお願いす

ることになった，

　3．その他

　厚生省がん研究助成金による「変異原性物質の動物

発がんテストに関する研究」の研究班に検体の配布を

継続した．（厚生省がん研究助成金，河内班報告）

薬　　品　　部

部長　江　島 昭

概要

　国家検定，特別審査，一斉取締試験などの検査業務

は総件数において昨年度より若干増加した．これは主

としてブドウ糖注射液の検定申請の増加による．第十

改正日本薬局方公布直前の年度に当たり，当部におい

てもかなりの勢力を注いだ．

　生物学的同等性の判定基準作成に関する研究（第4

年次）は，引続き東西両医薬品協会製剤研究会の協力

を得，順調に成果を挙げつつある．かぜ薬・解熱鎮痛

薬の試験法の改正と追加を行い，特別審査業務の迅速

化をはかった．

　覚せい剤事：犯は増加の傾向に，あるため，益々重：要と

なって来た体液中の覚せい剤の検出法に関する研究
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　（千葉大学教授北川晴雄班長）は第2年次を終了し，

来年度に完成の予定である．

　最近，熱帯病島島の増加と，これに対する治療薬の

欠乏により重症例の発生も起こり，問題となって来た

ことから，厚生省では治療薬を緊急輸入し，この対策

に万全を期することとなったが，胴部においても医薬

品の品質保証についての協力を始めた．

　医薬品の原料規格集の作成に関する研究（合成化学

研究部長神谷庄造班長）及び医薬品添加物の使用基準

に関する研究（センター長大森義仁班長）への協力並

びに変異原性物質の動物発癌テストに使用する薬物の

品質検定への協力が行われた．

　部長はチュニジア国へ，医薬品の品質管理に関する

技術援助協力のため昭和55年4月18日から2箇月間出

張した．第二室斎藤恵美子技官は環境衛生化学部へ転

出し，本田典子技官が採用された．吉岡澄江技官は昭

和56年4月，米国カンサス州立大学薬学部から1年間

の留学を終了し帰国した．

業務成績

　1．国家検定

　総件数は915件であった．前年度より74件（8，8％）

の増加である．これは主としてブドウ糖注射液が大幅

に増加したこと（90件，14％）と避妊薬が減少したこ

と（48％）による．件数の内訳はプロチオナミド5件，

同錠4件，エタンブトール50件，同錠103件，避妊薬

20件，ブドウ糖注射液723件，リンゲル液10件で，抗

結核薬は漸減し，避妊薬は1年ごとの増減中55年度は

減少の年であった．ブドウ糖注射液ではポリオレフィ

ン製容器が更に増加し，262件となり，塩化ビニル製

容器も増加し38件となった．リンゲル液はほとんど変

化ない．

　2．特別審査試験

　総件数は202件で前年度より43件（17．6％）の減少

であった．解熱鎮痛薬及び新薬が減少し，殺虫剤が増

加した．

　3．　特別行政試験

　総件数49件で前年度とほぼ同数である，このうち34

件がインドからの輸入あへんで，他は国産あへんであ

る．需要及び供給がほぼ安定しているようである．

　4，一斉取締試験

　グルタチオンを含有する錠剤35こ口ついて確認試験

及び定量を行ったが，試験品の中にはグルタチオソ以

外の還元性物質を含むものはなく，含量についても不

適品はなかった。

　5．標準品製造

　麻薬等の鑑識に供する標準品として，向精神薬
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DMT（1＞，1V－dimethyltryptamine）20　g及び大麻成分

TH（△9－THC）0．2％溶液675mZ（l　mZ入りアンプ

ル675本）を製造した．

　6．その他

　第十改正日本薬局方収載化学薬品に関する改正作業

（安全課），生物学的同等性判定基準作成に関する研究

（第4年次報告，審査課），体液中の覚せい剤検出法に

関する研究（第2年次報告，麻薬課），医薬品の原料規

格集の作成に関する研究（第2年次，審査課），医薬品

添加物の使用基準に関する研究（審査課），厚生省が

ん特別研究「突然変異原性物質の動物発癌テストに関

する研究」などについて協力した．

研究業績

　1．医薬品の分析化学的研究

　i）高速液体クロマトグラフ法を用いる方法

　サルファ剤の分離（→学会発表12），体液中のキサ

ンチン誘導体の定量（→学会発表13）．プレラベルけ

い光法によるアミノ酸の分析（→学会発表14）はオル

トフタルァルデヒドとSH試薬とを結合させてけい光

化合物を形成させた後，液クロを行う方法で，従来の

アミノ酸分析計よりはるかに短時間（約30分間）で尿

及び血中アミノ酸の一斉分析が可能である．液・液抽

出カラムを用いたシロップ期中の抗ヒスタミン薬・鎮

咳薬の定量（→学会発表15）は，シロップ剤中の微量

成分の定量に妨害となる糖及びアセトアミノフェン，

カフェインなどを前もってシリカゲルカラムに吸着さ

せた後，実施するもので，迅速化に成功した．

　ii）ガスクロマトグラフ法を用いる方法

　ヘッドスペース法による含エタノール製剤中のエタ

ノールの定量（一・学会発表11）は，市販チンキ心中の

エタノール含量の測定について従来の蒸留法より簡易

であり，第十改正日本薬局方にもアルコール数測定法

の第2法として採用された．

　2．　医薬品の有効性に関する研究

　i）スルピリンの分解生成物2種についてその鎮痛

効果を測定したところ，それぞれスルピリンの62％及

び48％の効力があり，これらは鎮痛作用の主たる薬物

ではないことがわかった．（誌上発表2）

　ii）市販ピリドキサール腸溶融のbioavailabilityと

溶出試験との関連性及びbioavaililityに及ぼす胃酸度

の影響について検討した．（→学会発表8，誌上発表

3）

　五i）BiQavailability評価においてヒトに代わる実験

動物の検討をグリセオフルビン製剤について行い，ミ

ニブタGの有用性を評価した．（→学会発表9）

　iv）固形製剤のbioavailabilityに及ぼす食事の影響

について検討した．（→学会発表10，誌上発表4）

　v）固形製剤のb三〇availabilityに及ぼすヒト被験者

の胃液酸度の影響を検討し，bioavailability予測のた

めの溶出試験はpHl，5，7の試験液で行うことが望

ましいことがわかった．（→誌上発表5）

　vi）ニトログリセリンの経口吸収に及ぼすゴマ油エ

マルションの影響を検討し，ニトログリセリンを含ま

ない同エマルション前投与によってニトログリセリン

の吸収が増大することがわかった．（→誌上発表6）

　3。麻薬及び習慣性薬物に関する研究

　ヒト汗中に排出する覚せい剤の超微量検出法の研究

は前年度に引き続き行い，マイクロクリスタルテスト

についても実施した．（→学会発表16）

概要

生物化学部

部長川村次良

　チュニジア国の技術援助のプロジェクト「医薬品の

品質管理に関する研究」に関する当所の協力事業とし

て，昭和55年7月～10月の間National　Institute　of

Nutr三tion（Tunis）のM篤Saddem　Abderazakを研修

及び見学の目的で受け入れた．また，昭和54年11月か

ら同プロジェクトに基づく派遣エキスパートとして同

研究所へ出張中であった徳永裕司技宮が，昭和55年11

月帰国した．

業務成績

　1．国家検定

　インシュリン製剤120件及び脳下重体後葉関係製剤

62件について検定を行ったが，いずれも合格品であっ

た．なお，昭和55年6月10日厚生省告示第106号でも

ってブタ精製インシュリン亜鉛水性懸濁注射液及びブ

タ精製中性インシュリン注射液の2品目が国家検定品

に追加された．

　2．特別審査試験

　血液用剤（溶血阻止剤など），ペプチド製剤（血中

Ca低下用剤など），ステロイドホルモン剤（前立腺肥

大症，思春期早発症治療など）及びアミノ酸製剤12件

について審査を行った．

　3，　一斉収去試験

　トリプシン及びキモトリプシンを含有する錠剤及び

カプセル剤（配合剤を含む）について崩壊試験及び定

量試験を行った結果，α一キモトリプシン含量過量の不

合格品が1検体あった．

　4。特行試験



業 務

　副腎皮質ホルモンを含有する疑のある蛇の粉製剤5

検作について試験を行った．

　5．　標準品製造

　昭和55年度の標準品製造品目及びその出納状況につ

いては，巻末の表を参照されたい，ビタミン標準品を

始めとして需要が全般的に増加する傾向にあることは

昨年と同様である．なお，時間的に予定が若干遅れて

いるが，カリジノゲナーゼ製剤の国際標準品をWHO

が確立するために行う国際共同検定は，その検定試料

が当所にも送付されてきたが，昭和56年11月を日標に

検定結果などの解析が行われる予定である．

　5．その他

　i）第十改正日本薬局方及び動物用抗生物質製剤基

準の作成に参加し，主に一般試験法の改正に対して提

案を行った，（→誌上発表7，8）

　ii）セラチオペプチダーゼ，β一ガラクトシダーゼ，

セアプローゼ，ウロキナーゼ製剤などの規洛・試験法

について検討し，薬務局審査課へ報告した．

研究業務

　1．　生体内活性物質の作用機序に関する研究

　　セファロースに固定化したウシのニューロフィジ

ン（NP）工及び∬を用いたアフィニティークロマトグ

ラフィーによって両NPとオキシトシソ及びバソプレ

シンとの相互作用を調べ，その結果からNPとホルモ

ンとの結合機序について考察を加えた．（→誌上発表

9）

　2，　ステロイドホルモンの代謝及びその作用機序に

関する研究

　20β一hydroxysteroid　dehydrogenase及び20－oxo－

stenoidsを用いてステロイドホルモンに対するステロ

イドホルモン代謝酵素の結合様態並びに反応機作を明

らかにするとともに，化学修飾法などを利用して酵素

分子における構造と機能に関する検討を行った．（→誌

上発表10，11，学会発表17，18）

　3．医薬品の免疫機能に及ぼす影響に関する研究

　臨床上問題となっている薬剤起囚性の易感染に関す

る基礎的検討を行うため，各種抗炎症剤がヒト多形核

白血球（PMNs）の食作用機能に及ぼす影響を∫ηむ∫‘ro

で検討した，その結果，一部のピラゾリジソ系薬剤が

PMNsのCαπ4ξ面σZδ∫‘απ∫に対する貧食作用の段階を

阻害し，一部のピラゾロン系薬剤が特異的に殺菌作用

の段階を阻害することを見いだした．（→学会発表19）

　4．　ホルモン製剤の持続作用に関する研究

　一昨年からの継続研究で，今年は高純度原料を用い

る試作研究及び初年度試作製剤について，インシュリ

ン結品の状態及び液中亜鉛含量の変動，結品性インシ
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ユリソの定量及び持続性に関する研究を行った．その

結果，レンテ製剤の規格試験法において，性状，作用

持続性試験及び結品性インシュリン定量値などに異常

を認めない場合は，亜鉛規格下限値の0．20mg／100　U

に固執する必要はなく，各試験項目の結果を総合して

判断してもよいと考えられる．また，100U／mJのレ

ンテ製剤の理論的最低亜鉛：量は，0．14mg／100Uとい

われているが，実験誤差及びアメリカにおいて市販製

剤亜鉛量の実測値などを勘案すれば，規格の下限値は

0．12mg／100　Uに設定してもよいという結論に達した．

（静岡薬大，北大薬学部と共同の厚生科学研究）

　5，酵素製剤の規格及び試験法に関する研究

　　i）市販トリプシン，キモトリプシン製剤につき，

力価試験，崩壌試験及び重量偏差試験を用いた製剤学

的検討を行った．〔衛生試報，99，84（1981）〕

　　ii）起源を異にする同種の酵素問の物理化学的，

酵素化学的諸性質の相違を調べ，その結果から同種同

効であるという酵素製品の同等性を明らかにするため

に必要な試験項目を検討した．また，免疫学的手段を

組合せた酵素活性測定法と酵素製剤の純度測定への高

速液体クロマトグラフ法の応用について検討した，（岐

阜薬大，新潟薬大と共同の厚生科学研究）

　6．標準品の品質規格に関する研究

　　i）第十改正日本薬局方フルオシノロソアセトニ

ドの定量法に採用された液体クロマトグラフ法の原案

について検討し，より洋灰に利用でぎる条件を提案し

た，（→誌上発表12，，学会発表20）

　　ii）エピネフリン，ノルエピネフリソ，シアノコ

バラミン及びプロゲステμン衛生試験所標準品につき，

TLC，　HPLC法などを用いて不純物の検索を行った．

〔衛生試聴，99，23，113，115，118（1981）〕

放射線化学部

部長　寺　尾　允　男

概要

　放射線化学部においてこれまで行ってきた，放射性

医薬品，天然中の天然放射性核種，依存性薬物や家庭

用品の代謝，環境汚染物質，特に重金属の毒性発現に

関する生化学的アプローチなどの分野の研究に加えて，

昭和55年度においては免疫学及び生体膜の分野の研究

も行った．

業務成績

　1．　放射性医薬品の特別審査試験

　RIA等による珈漉roテスト用キヅト，∫π吻。に



204 衛生試験所報告 第99号（1981）

適用して診断に供する99Tc標識医薬品及びユーザー

が用時標識して用いる非放射性の標識用医薬品キット

など30品目について，提出された中請書の試験法を中

心に書類審査を行った．その結果14品口について試験

方法等に問題が認められ，再度検討することが要求さ

れた．

　直立の対象となった製品別品口数は以下の通りであ

る．

　1251標識助碗70テスト用キット

　99Tc標識‘πごf〃。診断薬

　99Tc標識用医薬品キット

研究業績

，1，

18品目

1品目

1品口

　　　放射性医薬品の品質確保に関する研究

　i）「ヨウ化チロシン化ヒドロコルチゾン（1251）」に

含まれる可能性が考えられる放射化学的異物のハプテ

ン抗体結合性について

　RIAに用いるハプテンの1251標識に際して，副反

応によって目的物以外の放射化学的異物が生成するこ

とが予想されるが，この副反応生成物と抗体との反応

性が市販のRIAキットの精度に影響を及ぼす可能性

がある．そこで，ヨウ化チロシン化ヒドロコルチゾソ

（1251）を例にとり，この標識化合物合成の際に生成す

る放射化学的異物の抗体との反応性を検討した．

　企業で行われているクロラミンT法によるヨウ素化

では，反応時間を長くするとヨウ化チロシン化ヒドロ

コルチゾン（1251）のほかに，構造未知の放射化学的異

物が容易に生成することを認めた．しかしこの化合物

は抗ヒドロコルチゾン抗体とは，ほとんど反応しない

ことが明らかとなった，（厚生科学研究，55年度）

　ii）RIAキットにおける抗原の品質確保に関する

研究

　抗原の純度は抗体を調製する場合でも，標識抗原を

調製する場合でも，じゅうぶんに確保されている必要

がある．そこで抗原の純度を調べるためにSDS一ポリ

アクリルアミドゲルによる電気泳動法について検討し

た．インシュリン及び1251標識インシュリンを用い

て条件を検討し，10％ゲルが良い結果を与えることを

示した．（厚生科学研究，55年度）

　2．99mTc一標識放射性医薬品の迅速分析法に関する

研究

　ユーザー（医師）が使用直前に99Mo－99mTcジェネ

レータから溶出させた99mTcO4一溶液と種々のキレー

ト試薬を反応させて調製し，直ちに患者に適用する

99mTc一標識放射性医薬品キットが市販されている，現

在の放射性医薬品基準に記載の純度試験法では，患者

に適用する前に品質試験を行うことができない．これ

らの99mTc一標識放射性医薬品について，患者に適用

する前に現場で利用できる迅速品質試験法を確立する

ために韮礎的研究を行った．

　Gelman社製ITI．C－SG（1×6cm）のTLCプレー

トを用い約4cm（30秒）展開する方法により，すべて

の操作が2分以内に行える99mTc一標識放射性医薬品

の迅速品質試験法を闘発した．なお，この方法と放射

性医薬品基準の純度試験の方法との問で良い相関性が

認められた．（原子力研究費）

　3．　依存性薬物の生物学的研究

　〔N－methyl－14C，　C－6－3H〕モルヒネを合成し，マウ

スを用いる動ぬ。及び玩漉70の代謝実験を行った，

　モルヒネの6－OHが酸化された代謝物（モルヒノ

ン）が微量に生成し，肝臓中のグルタチオソと反応し

肝臓中のグルタチオソ濃度を減少させること，及びタ

ンパク中のSHと化学的に結合し体内に長期間残留す

ることを認めた．モルヒノンの急性毒性はグルタチオ

ン，システィンを投与することにより抑制されること

が認められた．（→学会発表21，22）

　4．家庭用品に含まれる化学物質の代謝に関する研

究

　ポリエステルの染色助剤として使用されている2一

メチルナフタレンのモルモットにおける吸収，分布，

排泄及び代謝について検討した．

　2一メチルナフタレンは，経口投与した場合も，皮膚

に塗布した場合も，特定の臓盟への蓄積性は観察され

なかった．

　経皮吸収の場合に，正常皮膚からも表皮を剥離した

皮膚からも同じように吸収されたことから，2一メチル

ナフタレンは表皮を比較的容易に通過しうるものと思

われる．排泄は尿＝糞中へ約7：1の割合で行われた．

　尿中代謝物としては，メチル基の酸化された2一ナ

フトエ酸，そのグリシン抱合体及びグルクロン酸抱合

体が約76％，2一メチルー8一ナフトールのグルクロン酸

及び硫酸抱合休が約8％確認され，その他，システイ

ン抱合体と思われるものが約10％存在した．（環鏡衛生

局行政研究）（→学会発表23）

　5．環境試料中の天然放射｛生核種の分析に馴する研

究

　前年度に引き続き，季夏県太田市池田鉱泉地区の断

水の238U，235U，226Raの分析が継続された．（→学会

発表24）

　6．環境試料中の人工放射性核種の分析に関する研

究

　i）食品中の安定ヨウ素の定量はフォールアウト汚

染による放射性ヨウ素の体内移行を考察する上で重要



業 務

である．本研究では特に海草類について，安定ヨウ素

の分析法を検討し，満足しうる結果を得た．（→誌上発

表14）

　ii）前年度に引ぎ続き，科学技術庁が主宰する放射

能測定基準化委員会に協力し，放射能測定のためのサ

ンプリング法について検討を行った．

　7．環境汚染物質の動槙物における化学形態に関す

る研究

　210Pb（OAc）2をラットの静脈内に投与して，血液中

における鉛の挙動について検討した．

　血液中，21。Pbの減少は極めて速く，210Pbの相当量

が赤血球のcytoso夏に分布した．　cytosolにおける210Pb

の結合物質は4種類以上存在し，このうち，赤血球に

おける鉛の取り込みあるいは流出に関係すると思われ

るタンパク質の分子：量は約8万で，SH基を多く含む

ことが推定された。このタンパク質を更に精製し，膜

機能との関係を知るために研究を継続する．（国立機関

公害防止総合研究，内山班報告）（→学会発表25）

　8．　マクロファージ走化機構の分子論的研究

　モルモヅトマクロファージ細胞膜の構成糖タンパク

の組成，膜での存在状態を検討するととともに，走化

活性を有するα一カゼイン及びfMet－ku－Pheのレセ

プターについて単離同定を行った．（文部省一般研究），

（→誌上発表16）

　9．赤血球の老化に関する研究

　無核細胞であるヒト赤血球及び有核細胞であるニワ

トリ赤血球膜のタンパクリン酸化機憐について検討し

た．ヒト赤血球膜のcAMP依存｛生タンパクリン酸化

酵素及びcAMP結合性タンパクを精製し，その性質

を調べるとともに，それらのタンパクの赤血球膜での

存在状態について調べた．またヒト赤血球膜には

cAMPホスポジェステラーゼが存在することを．見い

だし，その性質を調べた．またニワトリ赤血球膜での

Ca2＋依存性タンパクリソ酸化機構について検討した．

（→誌上発表17，18，学会発表26，27）

生　　薬　　部

部長　名　取　信　策

業務成績

　1，本年度は一斉取締試験・特別行政試験の該当品

目がなかった．

　2．局方生薬の規格整備　本年度は日局第10改正の

作業の最終年度であったため，各条の生薬について規

格値及び試験項目の整備等に多くの努力が行われた．
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　3．特別審査　従来と同様，生薬を含む製剤（かぜ

旧約42件）について審査を行った．

研究業績

　1．生薬・生薬製剤の規格・試験法の基礎研究

　近年の漢方製剤の利用の増加に伴い，多くの問題が

あるが，本年度は第一室の欠員の補充が行われていな

いため，特に成果はない．

　2．植物資源の医薬的利用に関する研究

　先きに研究を行ったタイ生薬‘Plai’（Z‘πgiう67σα∬麗・

襯α7の根茎，ショウガ科）の成分研究について発表

した．（→誌上発表28）

　中国において繁用されている生薬の一つである‘板

藍根’σ5漉亘麟80漉σの根，アブラナ科）の成分とし

て，そのジクロロメタンエキスからCPIgαtrlnを，エ

タノールエキスから2－hydroxy－3－butenylthiocyanate，

adenoslneを分離同定した．（→学会発表29）

　薬用植物の資源的・化学的品質評価の調査研究を続

行し，漢薬の薬物に関連した成分検索の準備を開始し

た．

　3，天然有害物質の化学的研究：特に変異原性・発

がん性及び細胞毒性を示す物質の検索，同定，構造研

究及び生物活性

　i）有害植物成分特に変異・発がん物質の研究

　変異原性を示すフラボノイド，クエルセチソ・ルチ

ン等の発がん実験に協力してきたが，これらは発がん

性を示さないことがほぼ明らかにされつつある．（国立

がんセンター，東大医科研との共同研究）

　ワラビの発がん物質の追究は多くの試みにもかかわ

らず，現在まで成功していないが，変異原性による検

索を続行し，Evansらの牛の血尿症発症フラクション

の含有成分の同定を行う一方，改めてメタノールエキ

スを作成して発がん実験に供した，（東大医科研共同研

究，文部省癌特研による）

　なお，ワラビの特異成分で1－indanone骨核をもつ

セスキテルペンptcmsin，　pteroside類について13C－

NMRの系統的解析を行った．（→学会発表31）

　ii）マイコトキシソの研究

　C加蜘漉加属の菌類のマイコトキシン産生の検索

を完了し（→学会発表33），chaet㏄hrominの亜急性

毒性，0－methylstcrigmatocystinの発がん実験が進行

中であるが，chaetochrominの構造について報告した．

（→誌上発表19）（衛生微生物部，東京都老人研，千

葉大生物活性研と共同研究）

　この属の代謝産物chaetQglobQsins　A－G，　Jはin・

dolyl塞をもつ新しいeytochalasinとして注目される

が，これらの13C一標識化合物を用いた生合成実験を開
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豪し，またこれらを含む約20種のcyt㏄halasinについ

て，C3H細胞の形態変化，　actin　cableへの作用，リ

ンパ球のcappingの阻害などと，　actinの重合阻害と

を比較し，これらの作用の機甲について明らかにした

（→学会発表34，36）（東京都臨床医研と共同研究）．

日下，これらの構造，活性相関を明らかにするため，

誘導体の合成，1℃一NMRによる解析なども行われて

いる．（→学会発言38）

療 品 部

部長大場琢磨
概要

　1980年はアメリカにおいて，ホルムアルデヒドの吸

入及びNCIによるフタル酸エステルの経口発がん実

験並びにタンポンのTSS問題など，恥部に関連する

事項が起こった．この2つの発がん実験は，いずれも

高濃度ではあるが陽性であった．今後のアメリカにお

ける行政の対応が注口されるところであるが，このよ

うな実際に人体が受けとる量に比べはるかに高濃度で

の発がん実験をどのように評価するかは，近く解決し

なければならない大きな課題であろう．

　この点を含めて，12月に当所を訪れたFDAのBu・

rcau　of　Mcdical　DcvicesのDupty　Dire㏄torのMr．

Victor　Zafraと意見を交換した．また10月目ワシント

ンへ出張した際，同じBureauのDr．　Carl　Bruchと

もエチレンオキサイドの規制について話す機会をえた．

　昭和56年3月には国際協力事業団（JICA）の調査団

の一員として，インドネシアの国営コンドーム隅一設

立訂画の技術援助のため出張した．

業務成績

　1．　医療用具の基準作成

　口本薬局方の第10改正に際し，輸液用プラスチック

容器試験法が一部修正されたのに合わせて，医療用プ

ラスチック協会制定の医療用プラスチック原料規格作

戒に協力した．これは昭和56年4月に完成し，今後の

活用によりプラスチックの品質向上に役立つものと期

待される．

　以前から検討を続けられてきたプラスチック製視力

補正用単焦点レンズ基準は，昭和55年11月6日厚生省

告示弟195号により定められた．

　2．　家庭用品の試験検査

　55年度の試験検査品目は先に決定された3箇年計画

の第2年度口で，これに基づいてゴム添加剤，染色助

剤各2品［1について行った．

　レコード盤の清拭用として使用されているスプレー

製品の中にメタノールを含むものがあり，この分析法

及び合板から発散するホルムアルデヒドの定量につい

て，また防炎剤ビス（2，3一ジブロモプロピル）ホスフェ

ートの分析法について韮準化のための検討を行った1

（家庭用品対策室へ報告）（→学会発表34，35）

　3．　輸出倹査　　　　　．

　昭和36年2月に省令により定められた腸線縫合糸の

輸出検査法に基づいて，20年間の長期にわたって当所

において検査を実施してきたが，行政改革の一環とし

て2～3年前から廃止することが検討された結果，昭

和56年5月19日付で腸線縫合糸の輸出検査業務は廃

止と決定した．昭和55年度の検査件数は41件，合計

118，498ダース，56年4，5月で5件，3200ダースで

あり，不適品はなかった．

　4．理化学試験室の管理と機器分析の依頼測定

　機器の購入，選定，保守管理，指導，測定，改良，

修理は極めて煩雑な仕事である．所内の質量スペクト

ル測定依頼はほぼ前年と変わらないが，核磁気共鳴吸

収装置に関しては，FX－200型が稼動を開始したので

依頼件数は増加した．殊に13C－NMRの測定が容易

になり，構造解析に役立っている．

研究業績

　1．ディスポーザブル医療用呉に残留するエチレン

オキサイド（EO）の安全性に関する研究

　天然ゴム及び合成ゴムの18種類を試料とし，これに

対するEOの吸着及び蒸散するEOの定量を行い，蒸

散に対する温度及び換気の影響について検討した．．

　更にEQを残留した人工腎臓用血液回路内に生食液

あるいは馬血清を循還したとき，液中に溶出するEO

及び生成するECH，　EGを定量し，　EOの安全性につ

いて究明した．（厚生科学研究，薬理部，束京医科歯

科大学と共同，薬務局へ報告）（→学会発表38，39）

　2．　生体成分及び細胞成分の分離技術に関する総合

研究

　科学技術庁の1‘掃111費による研究として，咋年度に続

いて，イオン交換樹脂を用いて尿素を除去することが

できた．そこで，その際尿毒症患者の血液中に尿素と

共存する尿酸，クレアチニン等の影響を検討し突用化

の見込があったので，「尿素吸着用樹脂」という名称で

昭和55年11刀特許出願を行った．（科学技術庁特別研究

調整費，衛生微生物部と共同，主任研究者東京女子医

大へ報告）（→誌上発表23）

　3．人工腎臓用ダイアライザーの放射線滅菌と血液

透析能に関する研究

　吸着型人工腎臓に使われている吸着剤は，ハイドロ



業 務

ンあるいはゼラチンでコーティングされた活性炭が用

いられている．これにγ線を照射させて吸着能に対す

る影響を検討した．（原子力研究費，衛生微生物部と共

同）

　4．　家庭用品に含まれる化学物質の分析化学的研究

　塗料，鉛筆，クレヨン，水彩絵具中の鉛の分析調査

を行い，特に塗料から高濃度の鉛が検出されるものが

あった．（→学会発表36）

　厚生省のモニター病院から，塩ビ手袋，作業用ゴム

手袋，ブラジャー，パフ，水虫メガネの計6件のカブ

レ事故の検体がもち込まれた．これらの原因化学物質

を検討の結果，このうち作業用ゴム手袋についてはフ

ェニルイソプロピルー：ρ一フェニレソジアミソが有力な

原因物質と推定した．（家庭用品安全対策室へ報告，東

京医大，東邦大医学部と共同）

　また「家庭用化学製品による事故防止対策に関する

研究」の研究班に参加し，表示及びマークはどうある

べきかというテーマで調査を行った．（厚生科学研究，

主任研究者お茶の水大学へ報告）

　5．機器分析におけるコンピュータ利用に関する研

究

　FX－200型NMRが稼動し始め，スペクトルデー

タはディスクに収納されるため，その保存整理に種々

の問題があるので，既存のNOVAミニコンの磁気テ

ープに蓄積する方法について検討した．

環境衛生化学部

部長　谷　村　顕　雄

概要

　大気関係では前年度に引き続ぎ，都内3箇所におい

て大気汚染物質の測定を実施するとともに，大規模建

築物内の大気汚染状況等について検討した．化粧品等

に関しては化粧品の経時安定性，化粧品原料基準，．化

粧品中のニトロソ化合物に関する研究などを実施した．

水道水に関しては，トリハロメタンの暫定目標値を設

定し，また，トリハロメタンの発生メカニズムと除去

方法，低沸点有機塩素化合物の生体影響に関する研究

を実施している．

　佐谷戸安好室長は，昭和55年8月30日～9月9日ま

で，第13回国際水道会議に出席のためパリ，ジュネー

ブに出張，また同年9月19日目り同月28日まで飲料水

水質基準に関するWHO　Task　group　meetingに出席

のためコペンハーゲンに出張した．北スマトラ地域保

健対策プロジェクト研修として，昭和55年3月3日よ
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り同年3月31日までインドネシア国Reglonal　Health

Laboratory，　Medan　SubsectiQn　of　Food　and　Drinks，

、Microbiology所属のMorcas　Ginting課長の研修を

実施した．

業務成績

　東京都内3箇所の既設自動車排出ガス測定所におい

て，各種自動計測器を用いて大気汚染物質の常時測定

を実施した．調査項目は次のll項目である．一酸化炭

素，．一酸化窒素，二酸化窒素，二酸化硫黄，オゾン，

アルデヒド，浮遊粒子状物質，交通量，メタン，非メ

タン，全炭化水素．（環境庁大気保全局へ報告）

　2．　化粧品の一斉取締試験

　化粧品等に含有されるホルモン類は化粧品品質基準

によって規制されている．本年度は卵胞ホルモンを含

有する化粧水18団体について，卵胞ホルモン，鉛，カ

ドミウムの定量試験及びpHの測定などを行った．そ

の結果，卵胞ホルモン量が中請書と相違するものが1

検体認められた．（薬務局監視指導課へ報告）

　3．化粧品原料i聖準改訂

　化粧品原料i崔準の追加品口の審議に当たり，各国の

公定試験法及び関連文献の調査等を行い，審査課に報

告した．その後，担当品目を詳細に試験し，その規格

について審議した．（薬品局審査課へ報告）

　4．水道水中の総トリハロメタンの存在状況に関す

る研究

　全国15箇所の衛研，水道局水質検査センターとのク

ロスチェック用試料の作成，39水道水のデータ処理並

びに沖縄県内水道の現地調査とll試料について，総ト

リハロメタン（プロモホルム，プロモジクロロメタソ，

ジブロモクロロメタソ，クロロホルム），KMnO4消

費量，色度，残留塩素等について分析を行った．（環境

．衛生局水道整備課へ報告）

　5．FAO／WHO食品汚染物モニタリング計画

AqAに関する研究

　同計画におけるAqA（分析精度確認）に関するク

ロスチェックに参加し，野菜3，貝類1についてPb

とCdについて分析し，　WHO，　Dr．　KnQwlsに報告

した．．

　6．筑波薬用植物栽培試験場用水調査

　同場使用水道水並びに地下水中の懸濁物を確認のた

め昭和56年1月現地調査を行い，茨城県営水道，同場

地下水6水系について分析し，その原因がCaを主体

とすることを明らかにした．（筑波薬用植物栽培試験場

へ報告）

研究業績

　1．建築物内における空気質の衛生管理基準の設定
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に関する研究

　i）大規模建築物（オフィスピル，デパート，地下

街）内における窒素酸化物汚染の実態を大気汚染状況，

室内発生源及び空調設備等との関連において検討した．

〔衛生応報，98，26（1980）〕

　ii）大規模建築物（オフィスビル，デパート），ブ

レハプ住宅及び一般家庭内等におけるホルムアルデヒ

ド汚染の実態を大気汚染状況，室内発生源及び空調設

備等との関連において検討した．（・→学会発表44）

　2．　空気中に含まれるガス状及び粒子状物質の徴量

分析法の開発及び挙動に関する研究

　呼吸器疾患等の原因物質の一つである大気中の硫酸

ミストをテフロンフィルターに捕集した後，2一プロパ

ノールを用いて硫酸ミストを抽出後，クロラニル酸バ

リウム試薬を用いて吸光光度法で定卜する力法を確立

した．（→誌上発表24）

　3．化粧品の経時安定性に関する研究

　化粧品の安定性を短期間に推測でぎる試験方法を確

立することを目的として本研究を行った．保存条件す

なわち長期保存条件及び加速条件（耐温試験，耐光性

試験）などの検討を行い，併せて剤型別にその適用に

ついての可否を検討した．（厚生科学研究，薬務局審査

課へ報告）

　4。化粧品中のニトロソ化合物に関する研究

　前年度に引き続き，化粧品中のN一軒トロン化合物

について研究を行った．各種タイプの市販化粧品の実

態調査を行った．ニトロソ化合物の検出は，Thcrmal

Energy　Analyzer（ニトロソ化合物専用検出盟）を使

．用し，前処理法としてイオン交換樹脂を利用する方法

についても検討した．また，生成機脇二関する研究の

一環として，2一プロモー2一ニトローL3一プロパンジオー

ルから生成するホルムアルデヒドの定数法についても，

アセチルアセトン法及びクロモトロープ酸法を用い詳

細に検討した．（薬務局安全課へ報告）

　5．染毛剤の分析法に関する研究

　染毛剤原料の自主規格の改訂追加に関し，特に確認

試験法などを全般に統一できる方法に検討を加えた

（ヘアカラー工業会技術委員会，薬務励審査課）．また

高速液体クロマトグラフィーを用いて，染毛剤の分析

法に関し二，三の基礎的検討を行ったところ，充唄剤

にZorbax　CNを用いると良好な分離が得られること

がわかった．

　6．化粧品配意許可ホルモンの光の影響に関する研

究

　化1：IE品にその配伍が許可されているホルモンの光に

よる影響について検討した．TLCを用いて紫外線照

射後のスポットの変化について検討したところ，一般

に卵胞ホルモンの方が安定であった．また自然光に近

いといわれるFade　Meterを用いて，モデル化粧品中

のホルモンの光分解反応について検討した．苛酷条件

におけるブレドニゾロンの光分解生成物については，

現在GPCを用いて分離検討中である．（→学会発表

45）

　7．水道水質基準及び試験方法の設定に関する研究

　i）水道水の標準分析法の開発

　水道水質基準の改定又は追加などの基礎資料を得る

ため，フルオランセン，3，4ベソゾフルオランセγ並

びに非イナン界面活性剤に関する分析法を研究した．

（水道環境部へ報告）

　ii）温泉の衛生化学的研究

　温泉浴揚水の維持管理指針の設定のため，温泉水質

分析資料の収集と解析を行った．（環境庁自然保護局へ

報告）

　血）公共用水域における有機塩素化台物の発生メカ

ニズムとその除去方法に関する研究

　トリハロメタンの生成機構を解明するため，フミソ

酸及びその構成因子に次亜塩素酸を作用させた場合の

低沸点有機塩素化合物クロロピクリンの分離・同定と，

その生成機構の検討を行った．（水道環境部，環境庁総

合プロジェクト研究，丹保班報告）（→学会発表46）

　iv）低沸点有機塩素化合物の生体影響

　ブロモホルムをラットに投与し，その生体運命と肝

薬物代謝酵素誘導による呼気排泄量の変動について研

究した．（環境庁公害防止総合プロジェクト研究，大森

班報告）（→学会発表47）

　8．　水道用品等の規格設定

　アルギン酸ナトリウム，活性アルミナなどの成分分

析と合成ゴム系塗料の溶出試験について検討した．（水

道環境部へ報告）

　9．水利用に関する衛生化学的研究

　i）水道原水中の発がん物質に関する研究

　フミン酸の塩素化によって生成する中間塩素生成物

の分離を行い，これらの染色体異常並びに変異原性に

ついて研究した．（厚生省がん研究助成金，谷村班報

告）

　10．有害性金属の衛生化学的研究

　i）ニッケルの生体内挙動と存在形態に関する研究

　ニッケルの動物体内における存在形態を知るため，

63NiCI2をラットに投与し，尿中における主要代謝産

物の分離・同定について検討を行った．（環境庁公害防

止総合プロジェクト研究，内山班報告）　（→学会発表

48）



業 務

食 品　　部

部長　内　山 下

概要

　食品中の残留物，汚染物，異物及び変質成分など各

種有害物に対する監視，調査及びその方法論の開発は，

当部の継続的業務の中心である．それらと並んで上記

有害物の，食品生態系内での分布・や代謝，生体への影

響に関する基礎研究も行われつつある1

業務成績

　1．　特別行政試験

　食品川の残留農薬実態調査は徐々にその形を変えつ

つあるが，輸入の大豆，小麦，トウモロコシ計30検体

につぎ，わが国で登録の無い農薬で諸外国で用いられ

ている主な農薬を含め，これまでに実態がじゅうぶん

把握されていない農薬を対象として試験が行われた．

大阪支所を始め国内5機関との共同調査であり，当部

はクロロフェノキシ酢酸系除草剤を担当した。

　2．輸入食品検査

　化学試験としては，オレンジのべノミル3件，台湾

産レイシのEDB　4件，比国と台湾産バナナ中のアル

ディヵーブ1（TEMIK）とエトプロップ（MOCAP）11

件，ブラジル産茶葉中の有機リン剤且1件，台湾産マッ

シュルームかん詰中のスズ，鉛3件，冷凍味付肉中の

安息香酸3件が検査され，異物試験として，ドジョウ

の顎口虫24件の検査が行われた．

　港の食品衛生監視官の研修は2名につき例年通り2

箇月間行った．

　3．　規格・基準試験

　クロレラ中のフェオホルパイド量及びクロロフィラ

ーゼ活性の試験法の検討，及び清涼飲料水中の重金属

試験法の改訂に関する韮礎的検討が行われ，基準設定

の資料となった．果実かん詰中のスズ，鉛，ひ素の実

、態調査〔衛生二二99，125（1981）〕，香辛料中のエト

キシキンの実態調査，香辛料中の異物の検査などを行

い，それらの結果を環境衛生局に報告した．

研究業績

　1．農薬の残留とその変動に関する研究

　i）食品中に検出された各種農薬のGC／MSによる

確認〔衛生試報99，89（1981）〕及びその応用としての

イガイのドリソ剤の残留分析〔衛生試報99，41（1981）〕

につき検討した．

　ii）オウトウ中の有機リン剤〔衛生試報99，133

G981）〕及びレイシ中のエチレソジブロミド〔衛生試報
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99，130（1981）〕について調査研究し，更にオレンジ

中のべノミルの定量にHPLD法を導入した．〔衛生

試報99，47（1981）〕

　皿）有機リン剤エトプロップの残留分析法を検討し

た．

　2．食品中の人工汚染物の化学毒性学

　i）リン酸トリエステル系難燃剤による魚介汚染に

関連して，静水及び流水系において水中と魚体中にお

ける分布，消長及び代謝を明らかにするための実験を

展開し，構造との相関を明らかにした．（国立機関公害

防止総合研究）

　ii）クロロジフェニルエーテル系除草剤の魚体内蓄

積と消長についても構造との特異的相関を見いだした．

（国立機関公害防止総合研究）

　3．食品中の天然汚染物に関する研究

　i）オクラトキシンAの酵素免疫化学的定量法に関

し，化学発光法を応用して検討を行った．ステリグマ

トシスチン及び関連化合物の分析をGCあるいはGC

／MSを用いて行う方法を確立した．（厚生省がん研究）

（→誌上発表29，学会発表61）

　ii）ステリグマトシスチンの分析法をHPLCを用

いて改良し（→学会発表57），それを用いて動物体内

の分布を追究し，更にメダカにおける発がんとの関連

を検討するとともに，代謝物の検索なども行った．（→

学会発表58，59）

　皿）食品中に見いだされた昆虫の混入時期の判定に

利用するため，インクエン二二水素酵素活性を利用す

る方法を検討した，（→学会発表56）

　iv）飼料中のセレン含量が動物に対し影響を及ぼす

可能性を考慮し，その測定を行った．〔衛生試報99，

124　（1981）〕

　4．食品中の有害物質に対する生体応答

　i）低毒性有機リン剤フェニトロチオン及びその酸

素同族体の脱メチルによる解毒に関して速度量論的に

検討し，他の解毒系と比較することにより低濃度汚染

レベルにおける生体内挙動を推論した。（→学会発表

52）

　ii）植物性多糖類の免疫賦活作用をPFC法を用い

て検討し，種々の条件下のマウスに経口投与後再現性

ある賦活化傾向を認めた．また同時に肝の解毒酵素活

性の上昇も認めた．

　皿）有害異物に対する生体の貧食作用の変動を知る

手段として，細胞内H202の生成量測定につき各種電

気化学的方法，化学発光法などを利用して検討した．

（特別研究）

　5．食品汚染物の調査，監視，検知システムの確立
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とその応用（→誌上発表30，学会発表65，67）

　i）全国の食品汚染物データのインプットは昭和55

年度末で約56万件に達し，端末機からのデータ取出し

も順調となった．FAO／WHOの計画に対しては必要

項目を整理して送付した．（→学会発表62，63）

　ii）日常食中の汚染物摂取量調査は節4年口を迎え，

9機関で行われ汚染物の安全性評価に有効に用いられ

た．（厚生科学研究）（→学会発表64）

　灘）有機塩素剤，マイコトキシンについてFAO／

WHO，　FDA等のAnalysis　quallty　Assuranccに参

加した．

　iv）未検知汚染物の検知システムとして，汚染物の

パターン認識及び生物質の機能と形態を指標とする方

法を検討した．

　6，　動謡物体内の重金属の化学形態

　食品及び生体中の金属の存在形態につき，放射線化

学及び環境衛生化学の両部を始め14機関の協力で行わ

れた研究の最終年であり，関連学会に多くの報告が行

われ，化学形研究の機運を育成定着させた。（国立機関

公害防止総合研究）

　7．食品成分とその変質物に関する研究

　i）加熱たん白質中に生成するフリーラジカルの存

在形と安定性について検討し（→誌上発表31），他成

分へのラジカル転移などについて検討した．

　ii）けい光デンシトメトリーにおける増げい光の理

論的考察（→誌上発表30）により見いだされたTriton

Xなどの増けい光剤の応用を種々の食品成分につき

試みた．

　田）化学発光法，生物電気化学センサーなどの食品

部門への応用のため，固定化酵素に関する検討を行っ

た．（文部省税学研究）

　iv）TBA法の改良により組織中の過酸化変性を多

角的にとらえることに成功した（→誌上発表33）．ま

た，他の化学指1票との相閃（→学会発表55）や，組織

の分画によるTBA反応因子の挙動（→誌上発表34）

などを検討するとともに，発色時における酸素の関与

につき新知見を得た（→学会発表54＞．

　v）有機塩素系毒物により誘起される生体成分の変

化をCC14やHCBを用いて検討した．（→誌上発表

32）

　vi）クロロフィルの変性による光増感物質の生成や

クロロフィラーゼ活性を知る一手段として，フィトー

ルの微量分析法を確立した．（→学会発表60）

　8，食品規格に関する検査法の改良と調査

　i）食品中のエトキシキンの簡易定量法を開発し

（→学会発表53），実態調査に応用した．〔衛生試報99，

128　（1981）〕

　ii）化学発光法によるH202の定量法につき検討し

た．（→学会発表66）

　皿）植物性ソースにつき油脂変敗測定法を応用する

微量測定法を検討した．（環境衛生局へ報告）

　9，食中毒に関する研究

　i）海藻（オゴノリ類，モズク類）の毒性に閃し化

学的倹討を行い，毒性部と協力して中毒原囚の解明と

対策の立案を行った．（原生科学研究，科学技術庁特別

研究促進調盤費）

　ii）クロレラによる光過敏症皮膚炎の原囚物質の生

成，作用及び試験法を検討した．（→誌上発表36）

食品添加物部

部長　谷　村　顕雄

概要

　現行の第四版食品添加物公定書（1978年）の規格並

びに収載品口を国際的なレベルに近づけるための準備

作業が始まっている．この内容は第五版に収載される

予定である．ニトロソ化合物の生体暴露量が大きな問

題となっているので，研究面ではニトロソ化合物特に

不揮発性ニトロソ化合物の定量法の検討，生体内で生

成されるニトロソ化合物及びその前駆物質である硝酸

塩の生体内消長等に重点をおき，研究を実施している．

業務成績

　1，製品検査（昭和55年1刀～12月）

　食用色素＝検査件数424，合格424，不合格0

　2．　特別行政試験

　i）各都県から送付された調製粉乳検体中のジブチ

ルヒドロキシトルエン（BHT）の汚染実態調査を行っ

た．微旦分析法を新たに設定し，この方法によって痕

跡～0．163ppmのRHTを検出した．（乳肉衛生課）

　ii）わが国では指定されていないが，米国などで酸

化防止剤として使用されているエトキシキンについて，

けい光分析法により分折を行ったところ，13～18日目m

のエトキシキソを検出した．（食品化学課）

　五i）オルトフェニルフェノールナトリウム（OPP－

Na）中の不純物について

　OPP－Naを有機溶媒にとかしガスクロマトグラフ

で分析した結果，フェノール0．25％，パラニトロフェ

ニルフェノール0．04％，ジフェニルエーテル微量のほ

か，同定不能の小さなピーク5つを検出した．（食品化

学課）

　iv）ゴム製乳首等に含まれるニトロソアミンについ



業 務

て

　ゴム製乳首10険体，ゴム製おしゃぶり1回目につい

て揮発性ニトロソアミンの分析を行い，材質Ig当た

り最高110ngのニトロソピペリジン，60　ngのニト

ロソジブチルアミン，痕跡程度のニトロソジエチルア

ミン，ニトロソジメチルアミソを検出した．（食品衛生

課）

　3，洗浄剤の残留試験

　i）ポリオキシエチレン脂肪酸エステル　il）ポリ

オキシソルビタン脂肪酸エステル　温）脂肪酸カリ石

けん　iv）ショ糖脂肪酸エステルについて，食品衛生

法に基づく使用基準の条件下で，食器（材質の異なる

3種類）への残留量を測定した．i）の残留量は。．　Ol

～0。09ppm，　ii）は0．03～0．29　ppm，灘）は0．08～

0．65ppm，　iv）は0．06～2。54　ppmであった．（食品化

学課）

　4．食品添加物標準分析法の作製

　「食品中の添加物分析法」第5，第6集分としてオ

ルトフェニルフェノールなど13品目の分析法の修正原

案を作製した．この原案は，日本食品添加物団体連合

会提出の86品日の原案とともに，検討委員会を経て

「食品添加物分析法指針」としての審査を終了した．

（食品化学課，厚生科学研究費）

　5．　標準分析法検討委員会

　上記委員会（厚生省食品化学課主管）において，55

年度分としてβ一カロチン，塩素系酸化剤，リン酸化合

物の分類法，乳酸と他の右上酸との分離法，総カルシ

ウム，総アンモニウム，総マグネシウムの定量法など

の分析法を作製した（地方三野と共同）．これらの分

析法は前記4．の「指針」の一部となる予定である．

（食＝品イヒ学課）

　6．天然添加物の成分規格の設定

　天然添加物については日本食品添加物団体連合会が

作製した自主規格が存在するが，54年度から国の機関

による規格のチェックと改訂の作業が進められている．

現在までに着色料のうち，アナトー，ウコン，コチニ

ール，カラメル（第一法，第二法）が終了し，56年度

はクロロフィル，クチナシ，ラック，パプリカ，カロ

ブについての作業が進行中である．また糊料について

はカラギーナン，ローカストビーン，アラビア，トラ

ガント，ヵラヤなどのガム類が終了し，56年度はグア

ー，タマリンド種子多糖類，ペクチン，アルギン酸，

天然ビタミンEについての作業が進行中である．

　7．器具，容器包装について

　前年度に引き続ぎ，プラスチックからの溶出物につ

いて検討を行った．対象はポリアミド（ナイロン），メ
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タクリル樹脂，ポリメチルペンテソで，ポリアミドに

ついてはモノマー（カプロラクタム，ラウロラクタム

など），メタクリル樹脂についてはモノマー，酸化防

止剤，紫外線吸収剤，ポリメチルペソテンについては

モ！マー，酸化防止剤などの溶出試験を行った．この

結果は，現在規格化を行っているプラスチックの個別

規格作製の韮礎資料として用いられる．また清涼飲料

水の規格改正のために容器の規格の見直しを行い，現

行の缶，ガラス，ポリエチレンのほかにも，現在個別

規格がつくられているポリ塩化ビニルなど6種につい

ての適応性などと，缶内面塗料からのエピクロルヒド

リン，塩化ビニルなどモノマーの溶出について検討を

行った．

　8．畜水産食品中に含まれる合成抗菌剤の残留分析

法の作成

　畜水産用飼料添加物，動物用医薬品につき，畜魚肉

からの化学的分析法の検討を行い，検査法を確立した．

（→学会発表68）（食品衛生調査研究委託費，乳肉衛

生課）

　9．食品添加物の1日総摂取量調査に関する研究

　添加物と関係のある食品の摂取量を調査するととも

に，陰膳方式による添加物の1日摂取量を実験的に求

めた．（厚生科学研究）

研究業績

　1．　ニトロソ化合物の分析に関する研究

　揮発性及び不揮発性ニトロソ化合物の高速液体クロ

マトグラフィーによる分離・溶出条件について検討し

た．また高速液体クロマトグラフに熱エネルギー検出

器（TEA）をつけた場合についても検討し，揮発性及

び一部の不揮発性ニトロソ化合物については微量分析

が可能になった．ニトロソウレア類等については検討

中である．

　2．医薬品のニトロソ化に関する研究

　i）スルピリンのニトロソ化生成物である1一ジケ

トブチリルー1一フエニルー2一メチルー2一ニトロソヒドラ

ジド（DPMN）の変異原性に対する各種還元剤の影響

を検討し，システィン，グルタチオソが著しくその変

異原性を増強することを見いだした．（→学会発表69）

　ii）三級アミノ基を有する医薬品についてヒト胃内

に近い条件下（WHOによってrccommendされた反

応条件）での亜硝酸との反応によるN一ニトロソ化合

物の生成を検討した．揮発性ニトロソアミンについて

は，GC－TEAを用いて測定し，10検体中8検体につ

いてその生成を認めたが，生成率はいつれも1％以下

であった．不揮発性ニトロソアミンについては，TLG

を用いて検出を試みたが，検出されたものはなかった．
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　3．　ラット血液中のN一ニトロソジメチルアミンの

消長について

　血液中のN一心トロンジメチルアミン濃度の経時変

化についてはまだじゅうぶんに検討されていない．そ

こで，雄のウィスター系ラット（10～12週令）を用い，

N一町トロンジメチルアミン50μ9を腹壁静脈より投

与し血中濃度の減少を追跡した．その結果血中からの

N一ニトロソジメチルアミンの消失は連やかであり，

生物学的半減期は4．8分であった。

　4．　ラット消化管下部における硝酸塩の分泌につい

て

　ウィスター系ラット10～18週令の雄を用い，消化管

内における硝酸塩の分布と血中硝酸塩の消化管への分

泌について検討した．硝酸血を5000ppmの濃度に

添加した飼料で1週間飼育した場合，胃を除き，消化

管内には硝酸塩，亜硝酸塩のいずれもほとんど認めら

れなかった．一方，小腸，盲腸，大腸をそれぞれ結紮

し，内容物を洗い出した後，腸壁静脈より硝酸塩5mg

を投与したところ，15分後に結紮部内に24～26ppm

の硝酸塩の分泌が確認された．このときの血清中硝酸

塩は65～69ppmであった．

　5．着色料に関する研究

　食用タール色素に含まれる付随色素，中間体，反応

成績体などの不純物の分離定量，食品中のカロチノイ

ド色素の分析法につき検討した．天然着色料について

は有害混入不純物の検出法，主成分の確認法を検討し

た．

衛生微生物部

部長　倉　田 浩

概要

　医薬品，化粧品，医療用具，食品類の徴生物検査及

び研究を引き続き実施しているが，医薬品関係では，

10局改正に伴う無菌試験法及び滅菌法などを重点的に

とりあげ，必要とする試験研究を行った．輸入食品心

血は近年そのほとんどが港の各食品衛生監視事務所で

実施しうるようになったので，当所に送られて来る検

体は急減した．このために，当部の研究の主体を食品

微生物検査規格の確立を目ざす研究に置くよう食品関

係の業務内容を次第に変更しつつある．病原微生物の

取扱いのマニュアルとしてバイオハザードに関する所

内規定の原案作製に協力した．倉田浩部長は昭和55年

6月1口より2週聞，昭和56年3月22日より1週間，

それぞれハンガリー及び台湾にマイコトキシソの協力

研究のために出張した．

業務成績

　1．　国家検定，検査（輸出検査を含む）

　ブドウ糖，リンゲル，インシュリン，ホルモン及び

腸線縫合糸など1954件（うち細菌試験987件，真菌

試験967件）を行ったが，不適品はなかった．

　2．　一斉取締試験

　卵胞ホルモン含有化粧品，コカルボキシラーゼ注射

液，ディスポーザブル注射筒及び注射針について計

207件（うち細菌試験110件，真菌試験97件）を実施し

たところ，ディスポーザブル注射筒の2件が真菌試験

で不適となった．

　3．　輸入食品検査

　細菌試験は総計199件のうち冷凍家禽類3件，ナチ

ュラルチーズ7件の不適品が認められ，真菌試験では

25件で，そのうち不適が2件あった．

研究業績

　L　放射線照射による医薬品，化粧品の微生物汚染

防止に関する研究

　漢方生薬原料10品目12検体，胃腸薬2品目に対して．

60Coのγ線の照射処理を行ったところ，10～500　krad

で1～2オーダの微生物の滅菌効果を認め，かっこの

照射範囲では，主要成分量の変化は認められなかった．

　2．　医薬品，化粧品などの防腐殺菌剤に関する研究

　市販清浄綿23品目について，その清浄度とその使用

されている癩菌剤の効果を検討したところ，2品目か

らは細菌が検出され，使用薬剤の防菌効果がほとんど

認められない製品がかなりあった．規格の再検討が必

要と考えられた．（→学会発表73）

　3．人工腎臓用ダイアライザーの放射線滅菌と透析

能に関する研究

　人工宵淫心ダイアライザーの滅菌に6。Coのγ線照

射を用いた場合の透析膜に及ぼす材質の変化を走査型

電顕によって観察したところ，2．5Mradまでの照射

では表面構造に変化が認められないことが判明した．

（→誌上発表50，学会発表74）

　4．　各種交換樹脂の微生物吸着性に閃する研究

　各種イオン交換樹脂の微生物に対する吸着除去効果

を検討したところ，強塩基性イオン交換樹脂が最も高

い吸着性をもつことが知られた．

　5．大腸菌変異株の性質とその応用に関する研究

（→誌上発表51，学会発表75）

　6．　食品の衛生微生物学的研究

　1）腸管内微生物の代謝に関する研究

　サルにおけるニトロソ化合物の生体内生成に関する
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実験を引き続き行っているが，この生成に関与する細

菌（好気，嫌気両菌を含む）を種のレベルまで明らか

にした．（→誌上発表52，学会発表76）

　2）液卵，凍結卵，乾燥卵などの細菌学的規格基準

の設定

　海賦卵及び卵黄は60。，3．5分の低温殺菌条件が，

サルモネラ及びブドウ球菌に対して有効であることが

判明した．（→学会発表78）

　3）Bα‘∫〃榔‘8r8μ∫の病原生態毒素原性などに関す‘

る研究

　食品，自然界由来株160株についてコリシンに対す

る感受性による型通を試み，また各戸系の毒素原性の

検討を行った．

　4）天然添加物の豆腐の保存性に対する効果

　5）炭酸飲料の静菌効果に関する研究

　各種の炭酸飲料の炭酸濃度の静菌効果の詳細な検討

を行い，規格の基礎資料を提供した．

　6）食品中の有害真菌に関する研究

　厚生省がん特別研究及び厚生省食品衛生調査費によ

る継続研究で，翫5α吻況toxin生産菌の地域的分布差，

モニリホルミソ産生菌の条件，D78‘ゐ∫研α一Hぬ癬乃。・

∫ρor融加菌株のマイコトキシソ産生性などについて鶏

胚及びマウスによる毒性の検索を行った。（→誌上発表

53，54，55，学会発表79，82，85，86，87）

　7．一般真菌の分類・同定・生態

　1）子のう菌の分類研究では，チリー，アルゼンチ

ンで採集した家畜糞由来の菌株を加えて実施した．（→

誌上発表56，57）

　2）恥5α傷心菌種の生理的性質による分類を試み

た．（→誌上発表58，学会発表81，83，84）

　3）　自然環境由来のFπ∫α7極印，Cメ5雇∫06αψoπなど

の菌学的研究を行った．

　4）　医真菌関係では臨床材料より検出された菌株の

同定を行っているが，喀疾よりスエヒロタケの一種の

80乃∫zoρ乃ノ蜘加‘oη剛π8をわが国で初めて検出した．

（→誌上発表59，学会発表80）

　5）酵母に関する衛生学的研究

　そう菜などの食品由来の，特に腐敗に関与したと考

えられる酵母の代表菌株の脂肪，蛋白，炭水化物など

の分解能の検索を行った．また酵母の乾燥保存法に関

する実験をつづけている．（→学会発表88）
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概要

医　化　学部

部長　山　羽 力

　新村寿夫医化学第二室長が昭和56年4月1日付で退

職し，同日付で嶺岸謙一郎主任研究官が同室長に昇任

した．

業務成績

　1．特別審査試験

　解熱鎮痛剤中のビタミンの規格・試験法に関する審

査を7件行った．

　2．一斉取締試験

　コカルボキシラーゼ注射剤の規格・定量試験法を作

製し，その試験は都道府県衛生研究所において実施し

た．

研究業績

　L　食品添加物の代謝に関する研究（環境衛生面行

政研究）

　i）オルトフニニルフェノール（OPP）及びオルト

フェニルフェノールナトリウム（OPP－Na）の代謝

　OPP－Na投与のラットに膀胱腫瘍が高率で発現した

という報告に基づき，OPP及びOPP－Naの代謝研究

を行った．！4Cでラベルした両化合物をFischer系雄

性ラットに1回経口投与後，尿，糞中への排泄，組織

分布，全身オートラジオグラフィー（薬理部で実施）

並びに尿中代謝物の比較を行った．現在のところ両化

合物の問に著しい差異は認められていない．

　il）ソルビン酸の代謝

　高濃度のソルビン酸を長期間投与したマウスに肝臓

腫瘍が発現したという報告に基づき，ソルビン酸及び

ソルビン酸カリウムをICR系雄性マウスに長期間投

与し，その腸内容物及び肝臓中の代謝物について変異

原性を指漂に追跡し，発癌との関連を検討することと

した．本年度はAmes法やRec法の習熟と，予備実験

を行い，56年度から木格的な動物実験に入る．

　茄）没食子酸プロピルの代謝

　前年に引き続き，没食子酸プロピルのラット腸内細

菌による分解経路と，分離肝細胞による代謝について

検討した．

　iv）BHAの代謝

　3H－BHAをラットに経口投与し，組織中の代謝物を

炉紙電気泳動で分離定旦を行った．（→誌上発表62）

　2．家庭用品に含まれる化学物質の代謝に関する研

究（環境衛生局行政研究）
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　i）ゴム加硫促進剤の代謝

　14C－N－cyclohexyl－2－benzthiazyl－sulfenamideをラ

ットに経口投与し，尿，糞，胆汁中への排泄，臓器内

分布，尿中代謝物の検討を行った．

　ii）染色助剤の代謝

　三4C－1，2，4一トリクロロベンゼンをラットに経口投与

し，その尿，糞，血液，呼気中の代謝物の同定を行っ

た，またラット腸内細菌による脱クロルについても検

討した．（→学会発表91，93）

　∬i）防炎加工剤の代謝

　①ビス（2，3一ジブロモプロピル）リン酸（BIS－BP）

の代謝

　14C－BIS－BPをラットに経口投与後，その吸収，分

布，排泄：について調べ，14C－TRIS－BPの場合と比較

検討を行った．（→学会発表92）

　②トリス（1，3一ジクロロプロピル）リン酸（TRIS－

CP）の代謝　　　　　　　　　　　’　　　　　・

　14C－TRIS－CPを合成し，ラット｝こ経口投与・後，そ

の吸収，分布，排泄について調べた．（→環境衛生士へ

報告）

　iv）フタル酸エステル系可塑剤の代謝

　フタル酸ジヘプチル（DHP）をラットに経口投与し，

尿中のminor　metabolitesの構造の詳細について検討

した．

　v）アジピン酸エステル系可塑剤の代謝

　ラット肝，小腸，膵エステラーゼによるdi－2－eth囑

ylhexyl　adipateを始めとする一連のアジピン酸エス

テルの加水分解の阻害実験を行った．

　vi）リン酸エステル系可塑剤の代謝

　リン酸トリクレジル（TCP）の尿，胆汁，糞，1乎気

中の代謝物について検討し，その同定を行った．（→学

会発表89）

　3．　N一ニトロソ尿素誘導休の生化学的研究

　　i）1，1’一cthylcncbis（1－nitrosourca）（EBNU）の生

化学的研究

　尿素炭素及びエチレン炭素を：4CでラベルしたEB－

NUによるポリリジンのカルパモイル化の機構につい

て検討した．（文部省がん研究）（→誌上発表60，61，

→学：会発表90）

　ii）1－Propyl－1－nitrosourcaの代謝研究

　1－propol－1－nitorsourea（PNU）のラットに．よる代謝

を14C－PNUを使って調べた．尿素炭素は血中での残

存が著しく，プロピル炭素は肝臓にかなり集積するこ

とが明らかになった．また呼気中の代謝物としてイソ

プロパノールを証明した．（文部省がん研究）

　4．　：放射性腎診断薬に関する研究

　99mTc一標識化合物を中心として，新診断薬の開発研

究を行った．その結果，分子内に配位子として水酸基，

カルボキシル基，チオール基を有する化合物中，チオ

ール基が隣接し，脂肪族で直鎖炭素が3ないし4の

99mTc一化合物が，腎親和性が最高で，すぐれたima－

glng　agcntとなりうることがわかった．

　5．その他

　i）細管式等星電気泳動（イソタコホレシス）によ

る代謝物の分析

　イソタコホレシスによるヒドロキシジフェニルのグ

ルクロニド及びサルフェートの同時定量，並びにβ一

グルクロニダーゼによる分解過程の追跡について検討

した．（特別研究）

　ii）分離生細胞による代謝研究

　メタ重亜硫酸カリウムの各種脱水素酵素への影響

を，ラットの分離肝細胞系と精製酵素系との比較を行

った．（特別研究）

　遡）食品添加物等の代謝活性化による生体高分子と

の結合性

　14CでラベルしたTRIS一，　BIS一，　MONO《2，3一ジ

ブロモプロピル）リン酸を合成し，ラット肝ミクロソ

ーム系での代謝活性化による生体高分子への結合性を

調べたところ，TR．IS体＞MONO体＞BIS体の順で，

変異原性の強さと一致した．（原子力研究）

　vD肝ミクロソームによる脂環第一アミンの酸化的

脱アミノ機構

　肝ミクロソームによる種々の脂環第一アミンのN一

水酸化と脱アミノ機構について検討した．

概要

化学物質情報部

部長　竹　中　祐　典

　名称の変更のみで室の新設及び増員の認められない

まま新規事業（四際化学物質安全性計画）に着手した

この1年は，予想以上に困難な道程であった．しかし

ながら，昭和55年10月の部長会で臨時委員会としての

情報委員会（委員長：竹中部長，副委員長：内山部長，

委員5名）が認められて宇部への協力体制が敷かれ，

また昭和55年12月1日付で合成化学研究部中舘正弘第

一研究室長が当部情報調査室長に併任され，それぞれ

当婁者各位が当部事業に対して正しい認識と熱意を示

されたために，大きく予定を狂わすことなく事業を進

めることができたといえよう．．

　当事者各位の御努力，並びに当部の補強策を講じら



業 務

れた関係者各位の御配慮に謝意を表する．

業務成績

　1．　国際化学物質安全性計画（IPCS）

　IPCS第1回技術委員会（昭和55年7月，ジュネー

ブ）にわが国のリード機関として当所が提案した「陰

イオン界面活性剤」と「食用赤色102号」の評価につ

いては，前者は全面的に受諾され，後者は一部の実験

報告を提出するよう求められた．この指示に従いIPCS

所内協力委員会と当部は協議を重ね，「陰イオン界面

活性剤」のヘルスクライテリア作成のための物質群と

して，直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩（LAS），

アルキル硫酸塩（AS），α一越レフィソスルポソ酸塩

（AOS）を，またドラフト分担執筆者として池田良雄

（実験動物毒性），富山新一（物理化学的性質，環境へ

の影響），山総力（代謝），平賀興吾（催奇形性），渡辺

靖（ヒトへの影響）の各先生を選んだ．関連文献の書

誌事項と原著論文の収集は情報調査室がオンライン並

びにマニュアル検索で行い，情報委員の協力を得て抄

録カードを作成，分類し各分担執筆者に配布した．な

お，情報調査室が検索した全文献リストはIPCSの情

報専門リード機関であるIRPTC（2．参照）で照合作

業を受けている．

　これらの配布文献に基づいて，各分担老が定めた執

筆方針についてはIPCSセントラルユニットのコメン

トを受け，そのコメントを入れて執筆された第1次ド

ラフトは情報調査室が回収し，情報委員の閲覧を経て

英訳に出し，英文ドラフトは分担執筆者，情報委員の

校閲を受けた上で，情報調査室がIPCSのf日成指針に

合致するよう修正している．

　LAS，　AS，　AOSとも「ヒトへの影響」の項を除き

ドラフトの英訳作業がかなり進められている．

　化学物質の健康影響評価のこの事業は，上に示した

物質の選択からドラフトの執筆までの1サイクルに，

所内協力委員会，ドラフト作成委員会及びドラフト原

案検討委員会という所内の各種の会合で繰り返し検討

を行うのみでなく，5人委員会，同幹事会，国際協力

懇談会，省内連絡会及び各省連絡会という所外の諸種

の会合で了解並びに調整を取りつけなければならず，

極めて繁雑な手続ぎを要している．

　「食用赤色102号」については，吸収，分布，排泄

の実験報告の作成を薬理部に委託した．

　「LASと関連化合物」及び「食用赤色102号」のド

ラフト作成進行状況は，IPCS第2回技術委員会（昭

和56年2月，ジュネーブ）に報告した．

　2．　国際有害化学物質登録制度（IRPTC）

　IRPTCに関連する国内情報ネットワークの整備は，
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昨年度に開かれた関係者との会合で一応の手がかりを

得，IRPTC情報誌（BuUetin）及び資料の伝達は一層

円滑化した．しかしながら，関連省庁間のネットワー

クの整備にはなお若干問題があったので，改善をはか

るべく大臣官房国際課の協力を得てアンケートを発送

し目下回収中である．

　報告及び照会一回答サービスは今年度内に約8件あ

り，わが国からの報告事項としては，過酸化水素の使

用韮準改正，水酸化ナトリウム等の有害物質を含有す

る家庭用品の規制垂準などがあり，IRPTC本部から

の照会事項としてはシャンプー中のジエタノールアミ

ンとモノクロロアセトアミドの使用状況と安全性につ

いての照会をはじめ数件，また，わが国からの初めて

の照会事項として通産省からの依頼によりドリソ剤に

ついての情報の提供を求めた．

　IRPTCが蓄積するわが国の関連データには，当所

がナショナルコレスポンデントに指定される以前に入

力され，訂正を要するものも認められるので，省内関

連部課並びに関連省庁の協力を得て情報調査室が訂正

作業を行っている．

　昨年に引ぎ続き，昭和56年2月27日にIRPTC国内

協力委員を招き，ナショナルコレスポンデント業務の

全般的検討を行った．

　IRPTC第5回科学諮問委員会は昭和56年2月16日

から20日までジュネーブで開かれたが，わが国からは

当所安全性生物試験センター大森センター長が出席し

た．

　なお，IRPTCはIPCSの国際リード機関として情

報交換業務を分担しており，当所がIPCSのリード機

関として評価作業を始めた「LASと関連化合物」に

ついて情報交換の申し入れがあったので，情報調査室

検索分の全文献リストをIRPTCに提供し，照合を受

けた．

　3．文献検索

　オンライン検索は日本科学技術情報センターとの問

に専：用回線が設置され検索上便利になった．利用件数

は369件で，うちJOISが246件，　DIALoGがlo9

件，CISが14件となっている．利用度の高いデータベ

ースはCAS（195件），　TOxLINE（61件），　JICST

（30件）などである．

　4．情報調査室ニュースの発行

　情報調査室の新着資料を所員に逸早く紹介し，また

その内容を伝えるために，昭和55年5月から情報調査

室ニュースの発行を始めた．内容は1）新しく追加さ

れたファイル，2）新着資料・購入図書，3）ニュース，

4）お知らせからなり，原則として毎月25日を発行日と
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する．これまでにNα10までが発行された．

　5．衛試情報の発行

　従来の調査月報は，情報調査室の業務量の増大に伴

い休刊状態にあったが，業績誌としての衛生試験所報

告に対し，情報誌を発行することの必要性が情報委員

会で認められ，同委員会の全面的な協力のもとに誌名

を衛試情報に変更し，内容を一新して当面季刊として

発行することになった．内容は　1）動向シリーズ，2）

未発表研究の紹介，3）特別研究報告の紹介，4）海外出

張報告，5）内外トピックス，6）資料紹介の6本を柱と

し，その創刊号を昭和56年3刀に発行した．

　6．図書係

　昭和55年度の図書係における図書購入状況は次のと

おり．（）内は弱年度分を示す．

外国図書

外国雑誌

国内図書

国内雑誌

合　　計

2，783千円

10，433

　704

13，920

（2，172千円）

（10，391　　　）

（　619　）

（　738　）

（13，920　　　）

　昭和53年度以降図書購入費の増額がないのに対し，

書籍費の高騰がみられ，また研究内容の変化にともな

う新雑誌，図沓購入の要望にも応じきれず，図書購入

の実態はやや膠着状態にあり，製本費の不足に伴う未

製本雑誌の処理の問題も含め，見直しの時期に至った

感がある．

　図書委員会は3回闘かれ，（1）壷網購入の選定，（2）衛

生試験所報告98号の編集について主に討議した．外国

図書費のうち86万円の単行本購入費の割当てについて

は，小委員会が各部の要望を調査の上選択を行った．

　昭和55年度の図書館への外来閲覧者数は延べ276名

で，外部からの文献依頼は53箇所から520件に達した．

　日本薬学図書館協蒔直関東地区例会（昭和55年7月

1日中央大学画期館）には部員1名が参加した．．

　7．　厚生丁・｝学研究の分担

　昭和55年度厚生科学研究‘‘化学物質の安全性情報に

関する研究”（主任研究者：久保文苗）を分担した，

安全性生物試験研究センター

センター長大森義仁

　昨年2月当センターの病理部長が急逝され，病理部

の膨大な業務の処理を従来同様に円滑に実施すべく鋭

意後任部長をもとめていたが，昭和55年10月1日に，

食品薬品安全センター秦野研究所より林裕造博士を迎

えることができた．林部長は東京医科歯科大学を卒業

されてから実験病理学を専攻され，医薬品，食品添加

物その他の化学物質の毒性研究に多くの業績を挙げて

来られ，当センターの病理部の業務担当には最適任の

研究者を得ることができ，今後の活躍を期待するもの

である．

　昭和55年度の当センターの業務は従来のものと大き

な変化はみられないが，国家検定，痴話省劇務局，環

境衛生局，水道環境部，環鏡庁，科学技術庁などから

の委託試験研究業務のほか，厚生省，文部省などの特

別研究や所外各研究機閃との協同研究等匝めて広範囲

にわたるもので，各部報告にもみられるように検討の

対象となっている物質も多岐にわたり，その安全性の

検討も動癬70並びにfπ痂。で各種生物系を用い，

機能と形態両面からの化学物質多種の安全性の検索が

行われている．国外への研究出張派遣も例年通りで，

55年度は病理部より新たに1名選ばれた．

　近い将来に予想される医薬品等の安全性試験実施に

かかわるGLPとの関連で充実をはかっており，国内

外からの連絡や視察も増大しつつある．

　センター各部の部長は国際機関のWHO，　IARC，

IRPTCなどの専門家会議の委員としての参加や試験

研究業務の分担に従来以上に活躍している．

概要

毒 性　　部

部長戸部満寿夫

　全般的に特記すべき事項の見当たらない年度であっ

た．

　56年1月1日付で，5年間を共にした三原康夫技官

（第一室所属）が退職された．

　また，照射食品の健全性試験について研修する目的

で，IAEAフェローとして1年有余にわたって下部に

参加していたバングラデシュのMatin君が55年7月

無事帰国された．

研究業績

　1．特別研究

　「医薬品，食品添加物等安企性評価のための新技術

利用と，評価基準の確立に心する研究」一肝障害の多

角的評価に関する基礎研究一

　肝障害ラットに対して血液学的検査及び臨床化学的

検査の成績を病理組織学的検査のそれに対応させるこ

とを試みた．血清酵素の変化は肝酵素の動態をよく捕

え，障害の程度を推測しうる可能性がある．

　2．医薬品



業 務

　i）注射剤の安全性に関する研究（急務局委託研究）

　49年度から5年間にわたって，「注射剤の局所障害

性に関する試験法」基準作成に係わる筋注の局所障害

について検討したが，54年度からは新たに皮下注によ

る局所障害について基準作成のため，ラットを用いた

実験を行っており，55年度は連続皮下注による局所障

害について実験を行った．（劇務局へ報告）

　ii）抗腫瘍剤の併用時の毒性に関する研究（厚生省

がん研究）

　「がん化学療法効果判定の基準に関する研究」の一・

担として，ラットを用いて抗腫瘍剤の多剤併用時の毒

性についての基礎的研究を行った。（厚生省報告）

　3．　照射食品の安全性に関する研究（原子力研究）

　i）照射かまぼこのマウスによる慢性毒性試験及び

ラットによる慢性毒性試験

　ii）照射ウィンナーソーセージのサルによる慢性毒

性試験

　通）照射みかんのマウスによる慢性毒性試験，ラッ

トによる慢性毒性試験及びサルによる慢性毒性試験

（科学技術庁原子力局へ報告）

　4．　食品添加物

　i）オルトフェニルフェノール（OPP）とチアベン

ダゾール（TBZ）の相乗毒性に関する研究

　ラットを用い，6箇月閥の亜急性試験による相乗毒

性の検討を行った．

　ii）チアベンダゾールのウサギ及びマウスの催奇形

性試験を行った．

　5．家庭用品

　i）ゴム加硫促進剤のメルカプトベンゾチアゾール，

ジフ＝ニルグアニジン，メルカプトイミダゾリソ及び

2一（モルホリノ）ベンゾチアゾールのマウスによる慢

性毒性試験を継続して実施し，またN一シクロヘキシ

ルー2一ベンゾチアゾールスルフェンアミドのラットに

よる急性毒性試験を行った．

　ii）防炎加工剤のトリス（2，3一ジクロロプロピル）

ホスフェートのマウスによる慢性毒性試験を継続して

実施している．また，ビス（2，3一ジブロモプロピル）

ホスフェートーマグネシウム塩のラットによる長期毒

性並びに催奇形性試験を実施した．なお，長期毒性で

は，ラットに雄では消化器系の腫瘍，雌では肝腫瘍が

それぞれ認められた．

　置i）塩化ベソザルコニウムの妊娠初期マウスに及ぼ

す影響についての追試を実施している．

　iv）厚生科学研究として，「家庭用化学製品の事故

防止対策に関する研究」のうち“家庭用化学製品の毒

性試験について”，「家庭用品に使用される化学物質の

’
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吸入毎歳に関する韮礎的研究」のうち“長期吸入実験

装置の開発及びホルムアルデヒド長期吸入試験”，「家

庭用スプレー製品の安全対策に関する研究」のうち

“スプレー製品の成分の毒性調査”の3テーマについ

て研究を行った．

　6．既存化学物質

　ビス（2，3，3，3一テトラクロロプロピル）エーテルとペ

ンタクロロエタンのラットによる亜急性毒性試験，パ

ラー58‘一ブチルフェノールのラットによる急性毒性試

験，2，4，6（トリブロモフェニル）2一メチルー2，3一ジブロ

モプロピルエーテルのラットによる慢性毒性試験，及

びポリ臭素化ビフェニル（PBB）のマウスによる長期

毒性試験を実施した．

　7．　その他

　i）低沸点有機塩素化合物の生体機能に及ぼす影響

に関する研究（環境庁）

　プロモフォルム，ジブロモクロロメタン，プロモジ

クロロメタソをそれぞれマイクロカプセル化して飼料

に添加，ラットを用いた1箇月間の亜急性試験と，そ

れに続く長期毒性試験に着手した．

　ii）溶血による血清生化学値の変動

　逝）前処置の違いによる血清生化学値の変動

概要

薬 理 部

部長　粕　谷 豊

　ミシシッピー大学メディカルセンターに留学してい

た藤森田之助主任研究官は本年3月に帰国した．

　砥究業務はほぼ前年度に引続く課題について行われ

た．

業務成績

　1．国家検定

　昭和55年度はブドウ糖注射液723件，リンゲル液10

件について発熱性物質試験を行い，そのうちブドウ糖

注射液1検体が不適と判定された．

　2．　輸液用プラスチック容器試験

　対照プラスチック1件について移殖試験を行い適と

判定された．

研究業績

　1．医薬品等の薬理作用に関する研究

　i）医薬品等の中枢作用に関する基礎的研究

　医薬品を含む諸種化学物質の中枢作用機序の解明及

び安全性評価法開発の一環として，MAO阻害薬及び

L－DOPAにより神経伝達物質を増加させる処置をし



、

218 衛生試験所報告 第99号（1981）

たラットの自然運動量，及び条件回避・逃避行動に対

する向精神薬及びPCBの影響を調べ，併せて条件回

避・逃避行動の解析法を検討した．（→学会発表103）

　ii）医薬品と亜硝酸塩との相互作用によるN一遇ト

ロン化合物の生成に関する研究（厚生劣がん特別研究）

　肋瞬70及び円弧。におけるクロルジアゼポキシド

のニトロソ化について検討し，更にクロルジアゼポキ

シドと亜硝酸ナトリウムの同時経口投与及びN一ニト

ロソクロルジアゼポキシドの経口投与による肝，腎，

血液，脳，脊髄への障害性を検討した．肝薬物代謝活

性の尤進が見られた以外には著しい変化が認められな

かった．

　エタンブトールと亜硝酸の相互作用によるN一鞭ト

ロン化合物の生成について検討した．（→学会発表

105）

　血）多剤併用の安全性に関する研究（厚生科学研究）

　N一ニトロソジメチルアミソ投与により肝障害を誘

発させたラットにゲンタマイシソを投与すると，その

腎障害性が増強されることを認めた．（薬務局報告）

　iv）注射剤の局所障害性に関する研究（厚生科学研

究）

　血清クレアチンホスホキナーゼの活性を測定するこ

とは，注射剤の局所障害性を予知するうえで右用な方

法の一つであることを認めた．（黙認局報告）

　v）N一ニトロソジメチルアミンの血液凝固障害作

用に関する研究

　〕亜硝酸とアミノピリンとをラットに併用経口投与し

た場合，肝障害の指標とされている諸酵素活性の変化

及び血液凝固機能の低下が認められた，（→学会発表

98）

　N一ニトロソジメチルアミンによる血液凝固障害は

主として肝再来の凝固骨子活性の低下に起因するが，

一血L小板数の減少も関一与していることを明らかにした．

（→学：会発表99）

　2．　医薬品，食品添加物等の後世代に及ぼす影響に

関する研究

　i）食品添加物の後世代に及ぼす影琶…に関する研究

（厚生省委託研究）

　ピペロニルブトキサイドのラット胎仔及び出産仔に

及ぼす影響を催奇形性を中心に調べた．

　酢酸レチノールのラット胎仔及び出産仔に及ぼす影

響を，催奇形性及び機能発達の面から検索した．

　li）次世代動物の肝機能異常に関する研究（文部省

一般研究）

　胎仔期に投与されたメチルテストステロンの肝機能

への影響は，薬物代謝酵素活性を指標とした場合，生

後150日以上持続していた．また雄では血中テストス

テロン：量の低下が認められている．

　岱）出産前後の肝薬物代謝酵素系に及ぼす誘導剤の

効果に関する検体

　肝ミクロゾームにおけるヘキソパルピタール，アミ

ノピリンの代謝活性のメチルコラントレンによる誘導

は胎仔期のみに認められた．（→学会発表104）

　3．薬理学研究用動物の種差に画する研究

　i）ゲンチンゲソミニブタの実験動物化とバイオメ

ディカル研究における有用性に関する研究（文部省特

定研究）

　ミニブタの薬理学的特性に関する研究の一環として，

血液組成，血液凝固能，赤血球脆弱性等について，及

び肝と腎における薬物代謝活性，代謝様式についてイ

ヌやサル等他種動物と比較検討した，更に胎仔肝につ

いても薬物代謝活性を調べた．

　生　医療用具の安全性に関する研究

　i）医療用具材料に残留するエチレンオキサイドの

溶血性に関する研究（厚生科学研究）

　ディスポーザブル医療用具の各種材料について，材

質及び可塑剤添加量と残留エチレンオキサイドによる

溶血性との関係を調べ，材料の種類及び可塑剤の添加

量によって溶血に差異が認められた．（論点局報告）

　5．安全性評価法の開発に関する研究

　i）医薬品，食品添加物等の安全性評価のための新

技術利用と評価基準の確立に関する研究（特別研究）

　代表的な肝障害誘発物質である四塩化炭素，N一ニ

トロソジメチルアミン，ジメチルアミノアゾベンゼン

をラットに投与した場合の血液凝固機能及び肝，腎の

薬物代謝活性の変動を検討し，特異性のあることを認

めた．

　胎仔期，授乳期に投与された諸種化学物質の影響を，

ラットの光町過伸二従って行動薬理学的に倹索するた

めの実験条件及びデータ解析法について基礎的研究を

行っている．

　ii）標識化合物による医茱品，食品添加物等の安直

性を予測するf’1凛0試験法の開発接院（原子力研究）

　2，4一キシリジンのぬa潅。におけるN一水酸化活性

及びDNA，蛋白質との共有結合性を，ラット，マウ

ス，ハムスター，モルモットについて倹旧した．ラッ

ト及びマウスの‘η漉roでの結果は2，4一キシリジン

の肝障害性の種壷差と相関していることを認めた．



業 務

病　　理　　部

部長　高 点　造

概要

　昭和55年10月1日付で林裕造が部長を命ぜられた．

また同年9月より萩生俊昭君が米国に留学中である．

今年4月には今沢孝喜君が採用された．部の仕事とし

ては厚生省がん研究助成金による「環境化学物質の動

物発癌試験に関する研究」が林班として発足した，そ

の他については咋年と特に変わりはない．

研究業績

　1．　自然発生腫瘍に関する研究（文部省がん特別研

究）

　2．化学物質の癌原性と標的臓器との相関に関する

研究

　3．食品添加物，農薬等の安全性に関する研究

　i）チラム慢性毒性及び癌原性の研究（厚生省がん

特別研究）

　il）臭素酸カリウムの慢性毒性及び癌原性の研究

（厚生省がん特別研究）

　揃）カラメルの慢性毒性及び癌原性の研究（厚生省

がん特別研究）

　iv）ピペロニルブトキサイドの慢性毒性及び癌原性

の研究（厚生省がん特別研究）

　v）次亜塩素酸ナトリウムの慢性及び癌原｛生の研究

（厚生省がん特別研究）

　vi）酢酸レチノールの慢性及び癌原性の研究（厚生

省がん特別研究）

　4，化学物質の癌原性閾値に関する研究

　i）エチルニトロソ尿素の癌原性閾値に関する研究

　5．実験動物による発癌試験法の開発に関する研究

　i）新生仔投与法に関する研究

　ii）経胎盤投与法に関する研究

　五i）胃癌発生における修飾因子に関する研究

　6．癌の動物モデルを用いた実験的研究

　i）膵臓癌発生に関する実験的研究

　ii）プρピルニトロソ尿素の発癌性における種差に

関する研究

　逝）魚粉加熱分解物の癌原性倹索に関する研究

　7，　試験管内発癌の実験的研究

　i）器管培養法による実験

　ii）細胞培三楚法による実験

　8．　原発性白血病の実験病理学的研究

　i）白血病の発生機序に関する研究
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　ii）白血病発生過程α細胞遺伝学的釣索及び組織発

生に関する研究（変異原性部と共同）

　9．　移植腫瘍の細胞病理学的研究

　i）可移植腫瘍細胞α増殖，浸潤及び転移に関する

研究（合成化学部と共同）

　ii）制癌剤のスクリーニングに関する研究（合成化

学部と共同）

10．　組織反応特に血管反応を中心とした組織の病的

改変に関する研究

　i）パラコート中毒による肺出血の解析

　ii）発癌過程における肝血管構築の変型

　血）モノクロタリン中毒における心筋変化の研究

概要

変異原性部

部長　石　館 基

　医薬品その他の生活関連物質について，徴生物並び

に哺乳動物細胞を用いる変異原性試験を行ってぎた．

特に，厚生省がん研究員では，環境中の発癌性物質の

短期スクリーニング法の開発に関する研究を分担し，

変異原性の定量的評価を試みつつある．また，環境衛

生局食品化学課の要請により，現在使用されている食

品添加物（天然添加物を含む）の変異原性に関する総

点検を実施中である．

　今年度，植木環境変異原学会の奨励賞，並びに高松

宮妃がん研究基金研究助成金を授与されたことは，当

部にとって大きな名誉でもあった．

研究業績

　1．食品添加物の変異原性に関する研究

　天然添加物を含む食品添加物60樹種について，サル

モネラ菌を用いるAmes試験，及び培養細胞を用いる

染色体異常試験を行った．

　また，前年度の検体のうち7種について，更にマウ

スを用いる小弓試験を行った．（食品化学課へ報告）

　2．照射食品の変異原性に関する研究

　照射ソーセージと照射かまぼこについて，抽出・分

画操f乍を行い，それぞれの画分についてAmes試験及

び染色体異常試験を行った．（科学技術庁委託研究班

報告）

　3．工業用原料の変異原性に関する研究

　アニリン，ニトロトルエン，トリクロロエチレンな

ど15種の工業用原料について，Ames試験及び染色体

異常試験を行った．（環境庁保筐調査室へ報告）

　4．環境汚染化学物質の変異原性並びにその試験法
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の開発に関する研究

　前年度試作した装置を用いて，ガス状大気汚染物質

及び揮発性物質数種について，染色体異常試験を行っ

た．（環境庁へ報告）

　5．低沸点性有機塩素化合物の変異原性に関する研

究（毒性部と共同）

　ジクロロブロモメタソ，ジブロモクロロメタソ及び

トリブロモメタンについて，代謝活性化系（S9）を併

用した染色体異常試験を行った．トリブロモメタソに

ついては，マウスを用いる小口試験を行った．（環境庁

へ報告）

　6．　ディーゼル・エンジン排出ガスの変異原性に関

する研究（食品部と共同）

　ディーゼル・エンジンの排気中に含まれる固形物質

について，染色体異常試験を行った．（環境庁大気保全

局へ報告）

　7．　染色体異常による発がん物質短期倹索法の改善

と評価に関する研究（厚生省がん研究）

　培養細胞を用いる染色体異常試験の結果について定

量的評価方法を検討した．（→学会発表132）

　8．サルモネラ菌による発がん物質短期険索法の改

善と評価に関する研究（厚生省がん研究）

　前変異原物質の代謝活性化法を中心に検討を加えた．

　9．　アミノベンゼン類の変異原性に関する研究

　メチル韮を有する10種のアミノベンゼン類について，

サルモネラ菌を用いて変異原活性の強さを比較すると

ともに，各種の酵素阻害剤による影響を調べた．また，

高速液体クロマトグラフィーを用いて，代謝産物につ

いて検討した，（→学会発表127）

10．変異原性試験に用いられるS9に関する研究

　i）4系統のラットから肝S9を調製し，薬物代謝

酵素の活性測定及びAmcs試験によって，フェノパル

ビタールとナフトフラボンの併用誘導がPCB誘導に

代わりうるか否かについて倹蝕した．（→学会発表128，

誌上発夫8の

　ii）ゴールデン・ハムスターの肝S9について，誘

導剤による違い，並びに酵素阻害剤による影響などに

ついて検索した．（→学会発表129）

　五i）i）のS9について，染色体異常試験に適用し

た場合の効果を比較した．（→学会発表i26）

11．スチレンの代謝的活性化と突然変異原性に関す

る研究（東京薬科大学と共同）

　スチレンの代謝産物であるフェニルオキシランの変

異原活性に及ぼすグルタチオンの阻害効果について検

討した．（→誌上発表80）

12．変異原物質のDNA損傷型に関する研究

　大腸菌のDNA修復欠損株を用いて，アルキルニト

ロソ尿素類のDNA損傷型を調べた．（→誌上発表81）

13，　マウスを用いる小核試験の開発

　小核試験に対して高感受性をもつ系統として開発さ

れたマウスについて，種々の変異原物質を用いて従来

の系統と比較し，その有用性について検討した，（→学

会発表131）

M，医薬品，食品添加物等の安全性評価のための新

技術利用と評価基準の確立に関する研究（特別研究）

　前年度に引き続き，生体内の染色体異常試験である

小核試験の基準について検討した．

15．　人工水棲生態系における環境汚染物質の動態に

関する研究（食品部と共同）

　モデルエコシステムの試験物質であるアニリン誘導

体6種について，代謝活性化系を併用した染色体異常

試験を行った．

16．　哺乳動物の体細胞変異に関する研究

　チャイニーズ・ハムスター培養細胞を用い，Ames

試験陰性の化合物9種について，6一チオグアニソ耐性

を指標とする突然変異試験を行い，染色体異常試験の

結果と比較した．（文部省がん特別研究）（→学会発表

130）

17，　ラット白血病の発生と増殖過程における染色体

分析（病理部と共同）

　プロピルニトロソウレアによって誘発されたラット

胸腺腫より由来する腹水腫瘍十数系について，G一バ

ンディング法により核型の解析を行った．（文部省がん

特別研究）

大　阪　支所

支所長井上哲男
　大阪支所は，国家検定，製品検査，一斉取締試験，

特別行政試験，輸入食品検査などを例年のとおり行っ

ているが，輸入食品検査については，前年度の約1／2

の件数に減少していのるが特に口立っている．

　これらの業務のほかに，厚生科学研究及びその他大

阪支所の特異性をもたせた研究について，以下の各部

で述べるようなテーマについて研究が行われ，それぞ

れに一応の成果を挙げている．

　以下，各部別に詳述する．



業 務

薬 品　　部

部長　持　田　研　秀

概要

　昭和55年度厚生科学研究「造粒医薬品の製剤学的有

用性に関する研究」及び「カリクレインの定量法に関

する研究」は，それぞれ後述の所期の成果を収めて終

了した，一方，日局10改正に伴う国家検定業務に注射

剤の不溶性微粒子検査法が強化されたので，試験に必

要なクリーンベンチ，ハイアック自動微粒子測定装置

などの整備が図られた．

　昭和55年10月，科学技術関係中期在外研究員として，

持田薬品部長は2箇月間，医薬品の安全性・：有効性に

関する研究の調査のため，米国・カナダの国立研究機

関に出張した．

業務成績

　1。国家検定

　本年度の処理件数はブドウ糖及びリンゲル液1213

件で，5％100mZブドウ糖注2件が異物検査で不適

となった．ブドウ糖注の容：日別総量に対するプラスチ

ック容器の占める比率は，500mJ以上36．1％，20　m♂

64％と従来の増加傾向は頭打ちとなった．別にプロチ

オナミド錠10件の理化学試験を実施し，いずれも適品

であった．

　2．　一斉取締試験

　局所麻酔剤のプロカイン注射液15件につき，不溶性

異物検査，実用量及び定量試験を実施し，内1件は異

物検査で不適となった．

　3．　特別行政試験

　国内産収納あへん11件（内訳，和歌山1件，岡山7

件，香川3件）のモルヒネ含有量の試験を実施した．

　4，その他

　昭和55年度厚生科学研究「医薬品原料規格の作成」

につき，アミノ酸関係4品目（L一シスチン，L直柄リソ，

L一チロジン，L一プロリン）と石灰水の規格及び試験法

を作成し，審査課に提出した．また，化粧品原料規格

につき，アロエ末，コハク酸ニナトリウム，ポリエチ

レングリコール200，600，1000，20000及びγ一オリ

ザノールの規格及び試験法を作成し，医療用具化粧品

審査室に提出した．

研究業績

　ここ数年にわたって，進展させてきた医薬品の有効

性を評価する新技術の利用と評価の基準の設定に関す

る研究課題の充実を図った．
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　L　医薬品の安定性と相互作用について

　一斉取締試験で問題となったプロカイン注の安定性

について，その分解生成物であるパラアミノ安息香酸

の分離に溶媒抽出法を確立した．更にこの加水分解を

防止するために，低pH領域におけるプロカインとプ

ロムチモールブルーイオン対抽出による定量法を確立

した（→学会発表135）．脂肪消化力試験のミクPエマ

ルジョン測定系に用いる胆汁酸塩の酸一塩基平衡の解

析から酸解離定数，対イオンの解離度，ミセル構造を

明らかにした．アラビアゴムの主成分であるアラビア

ン酸のテトラアルキルアンモニウム塩について，他の

塩を共存させるときの導電率の測定から，対イオンの

結合性を調べ，高分子電解質の特性を明らかにした

（→学会発表136）．これらは製剤学的に問題となる課

題を含んでいる．

　2．薬物への標識イムノアッセイの実用化

　前年に引継ぎ，キニン遊離酵素カリクレインの標準

化を設定する口的で，酵素標識イムノアッセイを確立

し，従来のイヌの頸動脈血圧低下及び血流増加反応な

どの生物学的検定法に代わる方法として，昭和55年度

厚生科学研究「カリクレインの定量に関する研究」に

報告した．

　3．造血医薬品の製剤学的有用性に関する研究（昭

和55年度厚生科学研究）

　造粒医薬品の物性と試験法に関する研究班（C班）

に参加し，流動層，押出し，破砕及び転動造粒法によ

り製造された5種の共通試料を用い，JPIx製剤総則

の粒度試験のほか，安息角，静カサ密度及び摩損度の

各物性値を測定し，受忍験者間の比較並びに物性値の

相関を検討した．特に粒度の試験について，試料量，

使用ふるいの組合せ，ふるい分け操作法の細部にわた

る検討を行い，現行の細粒剤の粒度試験の試料量を

209から109に変更することを提案した．本研究に

は次期JP改正への足掛かりとして貴重な資料と提言

が行われた．

　4．　漢方製剤の薬剤学的研究

　麻黄中の」一エフェドリン，4一ブソイドエフェドリン

の銅キレートについて，二波長分光光度法及びトリフ

ロロ酢酸誘沸体のGLCによる定量法を確立し，市

販麻黄，麻黄配合製剤の分析を行った（→学会発表

137）．またヨーロッパ諸国の薬局方に収載される生薬

のTLC法を調査し，カッコソ，タイソウ及びハマボ

ウフウのTLCによる確認試験法を作成した．（→学

会発表138，誌上発表85）
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概要

食 品 部

部長　慶　田　雅　洋

　昭和55年8月10日に豊田正武技官が，1年間にわた

るタイ国（医科学局食品分析研究所，バンコック）出

張を終えて帰国した．出張期間中はタイ国研究所職員

に食品中の添加物（亜硫酸，L一グルタミン酸など），

食品中の有害物質（ほう酸，ヒスタミンなど），魚介

類の中毒原囚物質（テトロドトキシソ，シガトキシン）

の分析法を確立し指尊したほか，チャソタブリ県の食

品衛生事情の向上に著しく貢献した（→誌上発表99，

100，101，102，103，104，105）。鈴木英世技官が昭和

55年8月13日より1箇年間（昭和56年7月31日まで）

の予定で米国ノースカロライナ大学薬学部薬品化学科

（Pro£Dr．　K．　H．　Lec）へ留学した．

　過酸化水素の新しい使用基準（最終食品の完成前に

分解又は除去すること）が昭和55年10月1日よりの実

施に間に合うように，高感度の試験法の開発に闘する

研究を行ってきた，その結果，4一アミノアンチピリン

比色法を改良し，これを厚生省に報告し，“過酸化水素

新分析法について”（昭和55年11月11日厚生省環境衛生

面食品化学課事務連絡）として全国に通知された．

　過酸化水素の新序制の実施により，事実上食品工業

の全分野で食品添加物としての本品の使用がストップ

したが，数の子については原卵のアニサキス幼虫の殺

虫のために本品を使用せざるを得ない状態が生じたた

めに，北海道中央水産試験場と協力して，カタラーゼ

処理またはカタラーゼ・亜硫酸処理により過酸化水素

の残留をなくす新技術のμ｛1発のための協同研究を行っ

た．

業務成績

　1．製品倹査

　タール色素497検体について試験を行った，不合格

品はなかった．

　食用タール色素の規格の全面改訂作業はキサンチン

系の食用赤色3号，同1併出及び同105号を除いて作

業が終了し，改訂案を厚生省食品化学課に提出した。

　2．　輸入食品の検査

　8壬倹体について143項目の試験を行った．試験数は

54年度（178検体，242項目）に比べて半減し，53年度

（443検体，845項目）に比べると実に1／5に減少して

いる，これは海・空港の厚生省食品衛生監視員事務所

の検査態勢の充実と，民間の検査機関による自主検査

の普及に負うところが大きい．検体数の最も多かった

のは神戸港の53検体で63．1％を占め，以下大阪6検体

（7．1％）の順となっている．管轄外の横浜からも検体

が送付された．厚生省食品衛生課の食品衛生監視員の

研修を犬竹義明，伊藤澄夫（いずれも神戸港）及び上

原隆利（大阪港）の3名について実施した．

　3．　特別行政試験

　54年度の輸入食品の我貿五隻薬試験は，港における検

体の採取が遅れたので55年度にずれ込んだ，台湾産緑

茶II検体（大阪港1，名古屋港10），中国産ウーロソ

茶1検体（名古屋港），アメリカ産レモン11検体（神

戸港），アメリカ産落花生8検体（神戸港），中国産落

花生2検体（神戸港）及びアルゼンチン産落花生1検

体（神戸港），合計34検体についてヘプタクロル，ヘ

プタクロルエポキシド，クロルダン（α及びγ異性体）

並びにベンゾエピン（α及びβ異性体）の残留を測定

した．各検体とも4種農薬の残留を認めなかった．

　55年度の輸入食品の残留農薬試験は大豆10検体，小

麦粒10上体及びとうもろこし粒10検体，合計30加温に

ついて，カルパメート系農薬4種とその代謝成績体の

残留を測定したが，者検体ともそれらの残留を認めな

かった．

研究業績

　1．食品中の添加物の分析に関する研究

　昭和55年7月目当部を中心にして，地方衛生研究所

及び民間の有志の協力をも得て，西日本の食品中添加

物の標準分析法検討委員会を組織し，原案の作成並び

に審議を行い，12月までに8割強の品目について作業

を終了し，最終日を厚生省食品化学課に送付した．今

後の予定としては，昭和56年度中に成文化作業を進め，

とりあえず当初は“参考法”として1順次整備された段

階で通知する手はずになっている．（→学会発表139，

141，144，147，誌上発表96，97）

　2．fξ品中における過酸化水素の超微量分析技術の

開発に関する研究（昭和55年度厚生科学研究，総括研

究者神戸学院大栄養，田中擾一）

　4一アミノアンチピリン比色法の改良を分担し，その

結果0．OI～0．02　ppmレベルまで測定することが可能

になった（→学会発表140，142，145，誌上発表95，

97）．なお，本法は高感度分析法であるが，操作は繁

雑で全行程に約2。5時間を要するので，現場段階でも

使用できる迅速簡便法（酸素電極法）の闘発に昭和55

年11月より着手し，56年3月に完成した．　（→学会発

表150）

　き．食品添加物の一日総摂取量調査に関する研究

（昭和55年厚生科学研究），
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　本年度は，26種の食品群にわたって幅広く保存の目

的で使用されているソルビン酸を対象に設定し実態調

査を行った．昭和51～55年度の5年間の市販食品9171

検体についてソルビン酸含且を求め，昭和53年度国民

栄養調査による食品旧記1口摂取量からソルビン酸の

1日総摂取量を算出したところ，平均値は63．8mgで，

WHOのADI　12．5mg／kgの約10％であった．また

農林水産統計をもとにして算出した平均値も71．2mg

と類似していた．一方7日間のモデル献立による陰膳

方式からの1日総摂取量は平均25．5mgで先の値の40

％程度に低下し，意図的にソルビン酸摂取を増加させ

る食品を選択しない限り，安全な摂取量であることが

明らかとなった．

　4．　輸入食品の検査法に関する研究（昭和55年度厚

生科学研究，総括研究者：（財）日本医療食協会付属研

究所食品検査センター，高畑京二）

　低分子ハロゲン化アルキル農薬3種類（ジブロモク

ロロプロパン，1，3一ジクロロプロペン及びトリクロロ

ブタノール）並びにその関連物質7種類について，か

んぎつからの系統的な同時分析法を開発した．すなわ

ち，精油定量器を用いて試料から農薬等を蒸留した後，

留液をフロリジルカラムでクリーンアップし，濃縮し

た後，ガスクロマトグラフィーによって測定する．検

出限界0．1～10ppb，妨害成分の少ない試料について

は操作を簡略化できる．

　5．　モデルエコシステムにおける環境汚染物質の動

態に関する研究（昭和55年度国立機関公害防止総合研

究）

　環境汚染化学物質の安全性評価の一つとして魚に対

する毒性を調べるために，モデル水系エコシステムを

用いてヒメグカに対する化学物質の影響とこれらの物

理化学的特性との相関を検討した．

　本年度は，前年度の結果から，LC50値とπ一層クタ

ノ．一ル・水間の分配係数との間に相関性の得られたア

ニリン誘導体8種類を選んでモデルエコシステムにお

ける動態について検討した．毒性評価の実験法として

の静水系と流水系の有用性を比較検討し，揮散性の高

い化学物質については回外への損失のない流水系がよ

り有用であることがわかった．4種類のアニリン誘導

体ではヒメダカに対して横転，仮死状態等挙動の異常

を引き起こすことが認められ，化学物質の魚毒性を示

す指標としてLC50のほかにEC50を導入し，両者の

比較を行ったところ，最大48mg／」の差があることが「

わかり，毒性評価の指標としてLCsoのみならずECsD

も溝入する必要性を示した．一力，FTD－GCを用い

たヒメダカ中のアニリン誘導体の定量分析法を検討し，
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四散性化合物についても良好な回収率を得る方法を確

立した．三法を用いてアニリン誘尋体の魚毒性とヒメ

ダカ中の濃度との相関について検討を続行中である．

（→学会発表146）

　6．食品中のタウリンの分析法に関する研究

　タウリンのHPLCによる迅速測定法を確立した，

Shodex　Ionpak　C－811（スルホン化ポリスチレン系ポ

ーラスポリマー）をカラムとして用い，示差屈折検出

器で測定した，1％りん酸を溶離液とした場合に有機

酸，アミノ酸，糖類などの共存物質の影響を受けずに

良好な分離が得られた．本法を食品成分等の分析に応

用した．（→学会発表148）

薬理微生物部

部長加納晴三郎
概要

　8月1日付を以って長年薬理室長として当部に貢献

された吉田稔技官が東和薬品K．K．開発研究部次長と

して転出され，新たに神戸大学医学部助教授（薬理学

教室）荒木宏昌氏を後任として迎え，一層部の充実を

はかった．部長は9月下旬より約2週間にわたり中日

学術交流団に参加し，中国各地の医薬品検定所を歴訪

した，

　本年度は部全員は健康に終始し，精励恪勤は二心す

べきであった．したがって，後述の如く業務・研究両

面に活躍し，みるべき成果をあげた．

業務成績

　一般業務としてはブドウ糖及びリンゲル注射液の国

家検定が1213件あったが，発熱及び無菌試験にはい

ずれも全件数が合格した．輸入食品の細菌検査は行わ

れなかった．

研究業務

　研究面では従前から一貫した研究テーマとしての発

熱及び発熱物質に関する研究と，胎生薬理学に関する

研究との二つのグループによって行われた．

　前者は前年度に引き続き厚生科学研究のテーマとし

て標準内毒素に関する研究を予研と協同で行い，ほぼ

その調製が終了し，更に詳細な物理化学的ないし薬理

学的研究が行われた．その業績の一部は本年度薬理学

会総会及び薬学会年会で発表された（→学会発表160，

161）．また，従来から発熱物質試験法で問題となって

いたウサギの保定法についての問題点を基礎的立場か

ら研究を行い，これを解決した．（→学会発表153，166）

　後老は前年度に引き続き胎仔性α1－globlinに関する
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研究を行い，新たに開発した方法により精製を行うと

ともに，二，三の妊娠ラットにおける生理学的知見を

得ることができ，本年度先天異常学会で発表された．

更に毒素のウサギに及ぼす影響については，内毒素と

外毒素の発熱性や毒性に及ぼす相乗効果を既に明らか

にしたが，これを妊娠ラットについて検討したところ，

ウサギの場合ほど箸明でないが，中等度の相乗効果を

示すことが明らかとなり，引き続きその機構について

検討を加えつつある．（→学会発表154，156，157，164）

　また，催奇形性の傑準物質ともいえるアスピリンを

用いてその組織内移行性や内毒素による増強作用等を

明らかにし，胎生薬理学への知見は次第に深まりつつ

ある．（→学会発表152，155）

　以上の研究実績に対して，本年度は家庭用品安全対

策の一環として，ゴム製品の加硫促進剤であるN一シ

クロヘキシルー2一ベンゾチアゾールスルフェンアミド

の催奇形試験を行い，安全性を確認した．（厚生省報

告，55年12月）

北海道薬用植物栽培試験場

場長本間尚治郎
概要

　昭和55年の根雪終日は4月240で前年より3日おそ

く，耕起始は5月6日で平年に比べて数日おくれた．

農期間の気象の特長は気温が平年に比べて低くかった

ことで，5月から8月まで平年より低く，特に7，8

月の月平均気ll正は18。，17。で平年より20～3。下廻り，

イネを始め多くの作物が冷筈を蒙ったドその間の雨量

は平年より少なく，特に7刀は月合計が27mm（平年

比27％）で圃場は干ばつ状態となった．この状態は8

刀下句まで続き，以降は平年並にもどり10刀は・やや多

かった．日照時間は6，8，9月は平年よりやや多くそ

の他の月は平年並であった．種子交換は国内外より入

手した種苗が61件，124種．配布は58件，188種であっ

た．また，’81年交換用として採種したものは186種で，

調製後，筑波薬用植物栽培試験場に送付した．

研究業績

　1．　シャクヤク

　優良系統を育成する目的で株分苗13系統（早生系，

中生壁各々5，晩生系3），実生苗1系統について’75

年10月7日に定植し，’80年9月17日に収穫して生育収

量を調査した．結果は，1）全般に地上部の生育（草丈，

茎数，葉数，株張等）は定植後3年目までは急激に上

昇し，4年目で最高に達しそれ以降は横ばい状態を示

す．株分苗と実生苗では株分苗がわずかに優り，株分

苗の中では中，晩生系のものが早生系のものよりやや

優っている．2）生根重，根数も地上部の生育と同様に

株分苗（1191g，34．6本）が実生苗（7829，22．7本）

より優っている．株分苗の中では中生系（1229g）が

早生系，晩生系より多面であった．3）収穫した根を大，

中，小クズの太さ別に分けた場合，大，中恨の占める

割合は株分笛より実生菰の方が大であった．

　2．　ボタン

　当地方における薬用ボタンの栽培適否を知る目的で，

茨城県より’75年に3種類の苗（薬用ボタン尖生1年

生，株分1年生，株分4年生）を導入し同年10月3日

に定植，’76年より’80年に至る5箇年間生育を調査，

’80年9月3日に掘上げて収量を調査した．その結果

は1）草丈は各区ともに毎年増加し定植4年目で最高に

達し，5年目は横ばいかやや低下する．実生1年生苗

の定瓶4年目草丈は74．3cm．2）株張りも草丈と同様

の傾向を示し定植2年目でほぼ最大となり，5年目は

横ばいの状態を示す，実生1年生苗定植4年目株張り

105x106　cm．3）開花は各区ともに定植3年目より始ま

り，4年目にはほぼ全株開花する．定植4年目の株当

たり開花数は7．7で果実数は0．9であった．4）虚数も

年々増加し定植5年目で平均16本となる．最多は株分

4年生苗（18．5本），最少は実生1年生苗（11．5本）で

あった．茎の太さは反対に実生1年生苗（18．5mm）

が最大であった．5）乾根収旦は実生1年生苗（999g）

が最も高く，草丈株張りと同様の傾向を示した．ボタ

ン皮の収量も実生1年生苗（291g）が最も高く，次い

で株分1年目苗，株分4年生苗の1順であった．以上の

結果から当地プ∫でもボタンの栽培は可能で，苗は実生

1年生が良好の結果が得られ，1a当たりの乾根収量

は170～80kgと推定された．

　3．　ケシ

　アヘン収量の低収性，年次間変動の原因を解析し，

多収穫技術の砿立をはかる目的で，’79年当場産一貫種

を用いて次の区分に従がい，アヘン収旦，モルヒネ，

コデインの収旦を調査した．区分は5区に分け，切傷

時期により開花後7口に切取法1回のものを工とし，

開花後12日，17日，22日を各々皿，皿，IV，　Vは慣行法

（闘花後12日～17日切取法2回，宵切朝出法1回）とし

た．栽植密度は1～IVは60　x　5　cm，　Vは60×10cm

とした．結果はD単位面債当たり果数は予定どおり

・得られた．有効果歩合は開花後7～12日（1，∬）は

同程度で95％前後，17日（皿）になるとやや低下し，

22日（IV）には84％と大きく低下した。慣行区（V）

は切傷回数が進むに従って急激に低下，3回目は32％
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であった．2）1果当たりのアヘン収量は皿でやや低く，

皿（32．98mg），　IVで高かった．慣行区（V）は140．89

mgであった．3）アヘン中のモルヒネ含量は1～IVは

大差なく，最高は豆（15．75％）であった，Vは切傷1

回目が11．24％，2回目5．11％，3回目1．23％と急激

に低下した．4）100m2当たりモルヒネ収量は∬

（8．309）を除きいずれもV（9．349）より高く，最高

は皿（15．64g）であった．慣行法（V）の低収の原因

は二二数の上に，切傷回数が進むごとに有効果歩合及

びアヘン中のモルヒネ含量が著しく低下するためであ

る．5）本年のアヘンで著しく特異なことは慣行区（V）

のコデイン含量が非常に高く，3回目の切傷ではモ

ルヒネ含量と逆転しており，コデイン収量もモルヒネ

収量を上廻っていた．6）種子の収量は切傷時期にはほ

とんど影響を受けないようで，工～IVは各区ともに約

10kg／aを示した．これに対しVは密植に比べて低く，

わずか5kg／aであった．

　4．　バカマオニゲシ

　i）栽植密度試験

　最適栽植密度を収量と農業機械による管理作業の両

面から検討する目的で，春日部産WG－1を用いて’79

年5月30日に播種，同年8月29日区分にしたがって間

引し，株間を10cm（1），20　cm（皿），30　cm（皿），40　cm

（IV）の4区分とした．’80年7，月28日に収穫し抽二二

30株について生育収量を調査した．その結果はD草丈，

茎数，茎太，1株花数について区間の差異は小さく，

2年次の生育では栽植密度の影響はほとんど現れない．

1区草丈55．9cm，茎数1．0本，茎太6．　O　mm，花数

1．0箇．2）したがって個体収量も同様の傾向を示し，

三二収量はいずれの区もlg前後であった．3）単位面

積当たり（a）収量は1（346．29）からIV（101。39）と栽

植密度の高い順に高く，抽苔株数の区間差によく一致

している．

　ii）播種期試験

　寒冷地における播種適期を知る目的で，春日部産

WG－1，北海道産WG－1の2系統を用いて’79年5月

30日に第1回播種（1），以後15日ごとに計9回播種し，

最終回（IX）は9月29日で発芽並びに越冬を調査した．

その結果は1）8月14日以後に播種したVI～IX区は2

系統ともに発芽良好であったが，それ以前に播種した

1～V区は極めて不良であった，2）各区の越冬率は全

般に低率で，早く播種したもの（1～V区）は当然生

育が進んでいるが，両系統ともに約50％程度の越冬率

であった．秋期（VI～双三）に播種したものは北海道

産WG－1のVI，　W区を除き，更に低率で春日部産は

この傾向が著しい．以上積雪寒冷地における播種適期
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は気温の下降が著しくなく，秋霜の初期に当たる8月

中，下句と考えられる．

　5。　トウキ

　i）蒐集系統の特性調査

　優良系統を育成する目的で，全国各地よりヤマトト

ウキ8系統（No．1～No．8），ポッカイトウキ8系統

（No」1～No．18）を蒐集して種子の調査並びに発芽試

験を行った．発芽試験は室内実験では播種温度を5。，

10。，15。，23。の4水準とし1区10反復とした．戸外

実験では播種期を’80年5月19日，6月4日，6月26日

の3期に分け1区20反復とした．その結果は1）100粒

重：はヤマトトウキ系統（最小N（L5，195．0±21．3mg，

最大No．1，228．2±25．2mg）よりポッカイトウキ系

統（最小No．17，263．6±22．5mg，最大No。18，406．4

±22．8mg）の方が大きくほとんど二二することがな

い．また粒重の系統問及び系統内変異はヤマトトウキ

で小さく，ホヅカイトウキで大きい．高発芽率のもの

（No．5・6・15・17）は粒重の大小ではなく，変異の小

さい系統で得られている．2）室内発芽試験は5。では

ヤマト，ポッカイ二種とも発芽はみられず，各系統

とも15。において発芽率高く発芽勢も良好であった

（No．577％，　No．690％，　No．1582％）．しかし発芽

率50％以下の系統も多く，それらの系統は発芽期間も

長い．全般的にホッカイ系統は，10。になると発芽率

が著しく低くなるのは予想外であった．3）戸外発芽試

験では発芽率は各系統ともに播種期間で差はなく，室

内実験同様系統間の差が大きい．

　ii）断根試験

　収量構成要素の成立と各要素の相互関係を把握する

目的で，ヤマトトウキ，ホヅカイトウキを用いて主根

長と分岐根数を制限した処理苗（主根を10cm及び

5cmに切断）と無処理苗について調査した．その結

果D両種ともに出葉日数は生育前半は約10日の規則

性を以って生育する．ヤマトトウキでは9～10葉，ポ

ッカイトウキは8～9葉に出葉転換点をもち，転換期

以後の出葉経過はやや乱れる．三根はその程度が強い

ほど出葉が多少おくれる傾向があるが，出葉転換点以

後はおくれが見られなくなる．2）ヤマトトウキにおい

ては主恨の切断は分岐根数に影響を及ぼしておらず，

各系統ともに50本余（根径2mm以上）発生している，

主根切断の有無にかかわらず，2年目にも発生するも

のと推測される．ポッカイトウキの分岐根数は断根の

影響を受けており，活着率も合わせ考えるとヤマトト

ウキより発根能力が低いものと思われる．3）地下部重

における主根の比率は1／3～1／4にすぎず，残余は第

1次分岐根と第2次分岐以上の根が半々である．ヤマ
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トトウキでは第1次分岐根が，ホッカイトウキでは主

根が収量の主要部をなしているという一般論とはかな

り傾向が異なる．分岐根の生育収量，構成要素として

の役割については次年度以後の時期別根系調査で検討

を続ける予定である．

筑波薬用植物栽培試験場

場　長　宮　崎　幸　男

概要

　昭和55年6月1口付で飯田修技官が東京都南多摩農

業改良普及所より就任した．

　本年度は筑波移転の初年度であり，標本園，試験圃

場，そのほか場内全般の整備に多くの労力と時問を注

がざるをえなかったため，研究業務などについては必

ずしも予定通り実施できない面があったが，今後の研

究方針として新しい施設，設備を十分活用し，ほかの

4試験場との連携をも一層緊密にして，研究の効率を

高めることを企図し再出発した．

　主な研究業務としては下記のようなミシマサイコ，

トウキに関するものを中心とし，ジュズダマについて

も若干の研究を行ったが，ほかに次のような調査研究，

種子交換などに関する業務を行った．

業務成績

　1．薬用植物の自生地調査

　筑波，新潟県米山でトウキ，サイコを主口標として

調査し，種苗の採集を行ったほか，当場周辺の自生薬

用値物の調査，採集を行った．

　2．交換用種子の採集

　古峰山，大平山（以上栃木県），筑波山，加波山，

足尾山，大竹海岸（以上茨城り19などで約300種．

　3．　種子交換の実績

　種子の保管　約700種（試験場分）

　受入　　134件　延べ1800種

　配布　　90件延べ1726種

　なお，農林水産物にかかわる種苗法について，昭和

55年度に薬用瞭物のヨモギがとりあげられ，新品種登

録審査規準の作成が行われることになったが，薬用植

物に関てしは厚生省側からも参画することになり，本

年度は当揚の宮崎場長，西，佐竹両室長が参加し同規

準案の策定に当たった．

研究業績

　1．　ミシマサイコ（科学技術庁特別研究）

　従来，春口部において選抜を繰り返し，かなり特性

が均一化したと思われる系統を供試し，本系統につい

．て栽培条件と生育，収量との関係を明らかにすること

を目的とし，本年度は栽培条件として気温と土性をと

りあげ研究を行った．

　i）気温

　1，　ファイトトロンを用い，15。，20。，25。，30。の

温度条件の異なる4区の下で，ポット栽培により幼植

物の地上部，地下部の生育について比較研究を行った．

地上部，地下部ともに25。区で生育最も良好で，次い

で30。，20。区の順に低下し，15。区で最も劣る傾向が

みられた，

　ii）土性

　コンクリートポットを用い，土性については当場土

壌（壌土，C）を標準区とし，ほかに黒土区（壌土，

L），赤土区（砂壌土，SL），山砂区（砂土，　S）の計

5区を設け，1年生植物の生育の比較を行った．地上

部，地下部ともにCで生育最も良好で，しがこれに次

ぎ，SL及びSではともに前2区に比べてかなり劣る

傾向がみられた．

　2．　トウキ（科学技術庁特別研究）

　優良系統の育成を目的とし，先ずオオブカトウキと

ポッカイトウキについて，栽培条件と生育との関係の

比較研究を行うこととし，本年度は温度条件をとりあ

げ，幼植物の場合と生育盛期の場合とに分けて研究し

た．温度条件はいずれの場合もファイトトロンを用い，

15。，20。，25。，30。の4区とし，ポット栽培によった．

　i）幼植物の場合

　地上部の生育についてはオオブカトウキ，ホッカイ

トウキとも25。区が最も良好で，次いで30。，20。区の

順に低下し，15。区で最も劣る傾向がみられた．地下

部について生育の最も良好なのは25。区で，20。区と

30。区がこれに次ぎ，15。区で最も劣る傾向がみられた．

ただ個々の形質については両系統間に温度の影響の差

異が若干みられた．

　ii）生育盛期の場合

　地上部の生育は両系統とも25。区で最も良好で，次

いで20。，30。区の順に低下したが，これら両区間の差

はほとんどなく，15。区で最も劣る傾向がみられた．．

一方，地下部の生育については地上部の場合とやや異

なり，両系統とも20。区で最も良好で，25。区あるいは

15。区がこれに次ぎ，30。区で最も劣る傾向がみられ

た．しかし田々の形質については幼植物の場合と同じ

く，両系統問に温度の影響の差異が若干みられた．

　3．　ハトムギ

　生薬市場品ハトムギの原植物の形態及び生態を明ら

かにすることを目的とし，市場品としてタイ国産，中

国産，北朝鮮産の3系統，比較のために春日部で保存



業 務

してきた系統，ほかに厚種であるジュズダマの緑色，

赤色の2系統，計6系統を供試した．ファイトトロン

の15。，20。，30。の3温度区の下でポット栽培を行い，

種子の発芽，その後の生育と温度条件との関係並びに

それらの系統間差異について研究した．子葉と雌ずい

の色，草丈そのほかの草状，果実の大ぎさ，着き方，

熟期などについて系統間に著しい差異がみられた．

伊豆薬用植物栽培試験場

場長　大　野　忠　郎

概要

　昭和51年の青野川の氾濫による水害に対する，激甚

災害緊急特別対策整備事業に基づく河川改修工事の5

箇年計画の期間は55年度で終了したが，当場圃場の大

部分が新たに河川敷となる工事は，57年度に静岡県の

中小河川改修工事として行われることになっている．

この工事に伴う圃場面積の補償は，53年度に割譲した

圃場の一部も含めて譲渡する面積と等面積の土地をも

って行うとの確約を得ている．

　本年度の主な業務は，研究業績の項に記したような

ズボィシア，ミシマサイコ，センナなどについての栽

培及び育種の研究であるが，ほかに下記のような種苗

交換に関する業務も行われた．

　種苗交換　採集種子　80種

　　　　　　入手　20件，延べ440種

　　　　　　配布　28f乍，延べ　61種

研究業績

　1）　ズボイシア

　目的：優良系統の育成及び栽培法の確立

　実績＝i）成分含量からみた優良系統の選抜

　昭和54年度採葉の25倹体につき千葉大学薬学部で成

分の分析を行い，成分含垂からみた優良系統の選抜に

ついて検討した．

　当場での主口標はスコポラミン含量の高い系統の育

成であるが，前年度優良系統の候補にあげたM一皿一8

－2，M一■一8－6，　M一互一8－14，　L－1－33は昭和54年度

もスコポラミン含量1タ6に近く，優良系統であること

を示した．特にM一皿一8－6はこの年も優良系統の最右

翼であった．

　ヒョスチアミγ含量2％以上のもの5系統がみられ，

特にM一∬一18のように3％以上の系統も見いだされ

た．

　匝陽栽培での個体別，収穫部位別（葉と茎，葉は長

さ2Cln以上の展開葉の第1葉から第3葉までを幼葉，
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第4葉から第10葉までを成葉，第11葉からは古葉とし

た）のアルカロイド含量は，系統と部位の二元配置の

分散分析を行った結果，茎部は葉部（成葉，幼葉，古

葉）に比し総アルカロイド，スコポラミン，ヒョスチ

アミンともに含量が低く，成葉，幼葉，古葉の各々の

問には各成分含量に有意差は認められなかった．

　ii）昭和55年度採取検体の特性

　圃場栽培のものの有効成分含量の時期的変化を知る

目的で，昭和55年6月10日，8月4日，10月6日の3

回二葉を行った．別にシニド一系の鉢栽培のものは8

月5日と10月7日の2回採白した．

　本年も系統（または佃体）により生育，収量に顕著

な差異がみられた．6月10日収穫の風乾成葉収量の星

個体当たり平均を比較すると，M－1－3はM一五一18，

M一皿一8－6に比し5％の危険率で有意に多いことが確

められた．シドニー系（M－IV）の個体間にも生育収量

にかなりの差が認められるようである．

　2）　ミシマサイコ

　ロ的：栽培法の確立と品種改良

　実績：五）画場栽培における生育，収量の経年変化

　昭和55年4月25日播種したものを同年12月より毎月

1回収穫調査中である．

　ii）土壌pHの相違が生育と収量に及ぼす影響

　ミシマサイコの栽培においては酸性土壌によく生育

し，石灰の施用はしない力がよいといわれているが，

この点を実験により明らかにするため，ポット試験を

行った．

　土壌pHの条件は炭酸カルシウムと粉末硫黄で調節

し，微酸性（pH　6．4），強酸性（pH　5．4），甚強酸性1

（pH　4．5），極強酸性（pH　4．1）の4水準とし，2000

分の1aポット（各区くりかえし5）で昭和55年4月

20日播種，7月24日から2週間間隔で地上部の生育調

査を行い，12月2日収穫調査を行った．

　生育，収量ともにpH　5．4の強酸性区はpH　6．4の

微酸性区と有意差はないが，pH　4．5の甚強酸性区，

pH　4．1の極強酸性区に比し優れた（5％の危険率で

有意）結果を示した．pH　6．4の微酸性区はpH　4．5

の甚強酸性区，pH　4．1の極強酸｛生区と生育，収量に

おいて有意差の認められない項目が多かった．本年度

の実験では生育収量ともにpH　5．4の強酸性区が最

も良かった．

　五i）優良品種の選抜に関する研究

　野生の系統を育種の材料とするた：めに伊豆地方の各

地で採種を行い，次のような実績を得た．

　　採種地　　　　　　　　　　　採種種子量（g）

　南伊豆町（石廊崎）　　　　　　　　　29．9214
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河津町（天子山）

同上54年の苗から55年当場採種

東伊豆町（バイオパーク）

伊東市（大室山）

南伊豆町（長者ケ原）

　生殖様式及び近交弱勢について

1．5936

7．2409

0．8993

0．4039

0．5029

　自家受精，他家受精のいずれであるかを確認する口

的で，7月10日個体別に寒冷紗で被覆して11月下句結

実状態を調査した．寒冷紗で被糧（被覆区，無処理区

ともに2個体）したものも，無処理のものもともに結

実し，その1心当たり種子重量，種子粒数ともに有意

差は認められなかった．種子1粒量は被覆区の方が無

処理区に比して重く，5％の危険率で有意であった．

　3）　センナ

　質的：栽培適地の環境条件の解明及び栽培法の確立

　実績：昭和54年8月～9月に温室内及び圃場で採種

した種子を用いて，圃場栽培における1年生植物の生

育，収量について調査した．55年5月22日から10日間

隔で湿室及び圃場採種の各区1畦（戸長4．5m）ずつ

播種した．50cm間隔に9箇所に1箇所粒播とした．

収穫調査は昭和55年10月9日に行った．

　本年は夏期8月の気温が平年に比して著しく低く

（8月の平均気温で平年より2，1。低く，特に上旬平均

は平年値より4．2。も低かった），日照時間は8月は平

年より11％も少なかったことが原因と思われるが，生

育は各区ともに著しく悪かった．

　発芽したものも発芽後5日ぐらいで枯死するものが

多く，10月収穫できたものは5月22日質種区のものは

全くなく，6月3日播種区のものは画場採工区，温室

採種区ともに各1個口，6月13口播種区のものは両論

（温室採種区，圃易採種区）ともに2個体にすぎなかっ

た．生存したものも生育不良で，6月13日播種の温室

採種区のものが1個体開花（911130）したが結実しな

かった，心葉量も1株当たり風乾0．2～2．7g程度で

極めて少なかった．

　4．　ステビア

　日的：系統の保存

　実績：昭和52年度より継続して栽培中のものの生育

調査を行い，系統を保存中である．

和歌山薬用植物栽培試験場

場長　堀　越 司

概要

　台風の被害も少なく，比較的穏やかな年であったが，

12月から3月にかけて寒波の襲来と3，0cmの積雪を

見たのは18年振りであった．温室（ガラス室）内の植

物は被害を受け一部枯死した。ケシのf乍柄は平年並み

であった．ケシの特性調査，オウレン，ミシマサイコ，

トウスケボウフウなどの掘り上げ生育，収量調査に追

われ多忙を極めた．なおオウレンの植付け，ミシマサ

イコの開花順位と結実との関係について種子検定にも

追われた．8刀1口付けで小峰常行主任（32fF在職）が

退職された．永年和歌山試験場負圧乏のため尽された功

績に対し謝意を表したい．

業務成績

　1．薬用植物栽培文書応答　46件

　2，　植物入手　　　　　　　35件　97種

　　　〃　配布　　　　　　　20件　80種

　3．植物調査　センブリ，アワアイ，ツパキハタデ

アイ，オウレン，コセリパオウレン，シャクヤク，キ

ハダ，オオバコ，ウツボグサ，ワサビ，サルトリイバ

ラ，オケラ，キイジョウロウホトトギス，チャボトト

ギス，ツルニンジン，アセビ，アケビ，コブシ，サン

ショウ（ブドウ種），ササユリ，イワタバコ，オミナエ

シ，シライトソウ，アリドウシ，クチナシ，テングイ

ウヤク，ノキシノブ，シャガ，ナンテン，カギカズラ，

フユノハナワラビ，パイカイカリソウ，ダイモンジソ

ウ

　4．　ケシ耕作者栽培講習会，京都市C80，102～3）

　5．種子交換用として77種を採種調製して，筑波薬

試に送付した。なお大阪税関下津税関支署職員のケシ，

大麻の講習会（’80，5．8～10），和歌山県日高県事務所

林業指導課主催グリーンスクール（’80，11．13），日高

郡印南町薬草栽培研究会設立（’80，10．31），印南町農

業祭薬草展示（’80，11．22～3）などの指導協力．見学

ほかの来場者は250余名であった．

研究業緕

　1．　ケシ

　品種及び系統保存並びに技術保存を目標に育成管理

し，成熟期には特性調査，アヘン収量，モルヒネ含量

について調査を実施した．その方法は生育最盛期に慎

垂に検討し選別した5箇体について特性調査を，アヘ

ン収旦モルヒネ含量はさく果の形状より判別し，30県

について調査した．

　i）特｛生調査

　’80年5月に下記のとおり実施した．品種保存（11），

系統保存（27），早生多収型F5（13），早生育成交配（14），

一貫種個体選抜（4），耐寒性系統（3），耐病性系統（4），

優良系統（2）．なお，種子の色は品種及び系統の特性

を表す重要な要素と思われるので，さく果の形はもと
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より，花色も揃えかつ生育の揃ったものを育成保存し，

特性を更に明確にしていく必要のあることを附記す

る．

　ii）アヘン収量

　’80年5月に下記のとおり調査した．品種保存（11），

早生多晶晶F5（13），早生育成交配（14），一貫種個体

選抜（6），耐寒性系統（5），耐病性系統（2），優良系統

（2），薬剤散布（5）．畑地により可成りの差異が認めら

れるので，畑の均一性を考えたい．例えば一貫種につ

いてみると，30果当たり上畑が10，3gの最高で，下

畑の7．3gが最低であった．各系統中最高が一貫種の

10．3gであって，最低は薬剤散：布区（ベンレート）の

5．89であった．

　血）モルヒネ含量

　’80年7月に前記アヘン収量と同様区について測定

した，最高が一貫種の17．8％下畑であって，最低は早

生多同型F5のIXAR2－7．10＋1．1193，上畑10．4％で

あった．AWXI6－3＋1．1．1全般に畑地によるアヘン収

量とモルヒネ含量との関係はあるようで，アヘン収量

では上畑〉下畑の傾向が，モルヒネ含量では上畑く下

畑の傾向が見られた．

　2．　オウレン

　オウレンの生育年次，生育収量品質について検討す

る．定植後4年，7年のオウレンを’81．1．14に掘り

上げ調査を実施した．

　i）4年と7年の差は大きく，生育，収量ともに根

茎で約5倍，ひげ根で約4倍であった．

　ii）昨年ベルペリンを定量した結果，3年，6年と

もに10％前後であって，生育年次による差異は認めら

れなかった．

　3．　ミシマサイコ

　ミシマサイコの除草剤散布と生育収量について検討

する．播種後2年のミシマサイコを’80．11．28掘り上

げ調査を実施した．

　1．無処理区，n．ニップ乳剤（播種直後），皿．ク

ロロIPC（播種直後），　IV．トレファノサイド（播種前），

V．トレファノサイド（播種直後）

　i）生育収量に大差は認められない．

　ii）1年次に薬剤散布して，2年生の残効性を検討

した．地上部の生育は促進される傾向を示したが，根

の収量には影響しないようである．

　なお春播きのものについて摘心法，掘り上げ，2年

生のものについては開花採播種調査を実施した．

　4．　タイワンキハダ

　増殖の目的でさし木を実施した．

　i）　緑イヒ互率50～70タ6，　発｛艮Σ韓25～45．5％，　発｛艮工ヒ36
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～71％であった．

　ii）キハダの場合はカルス形成が盛んであったが，

タイワンキハダではカルス形成の有無に関係なく発根

することが確認された．（→学会発表17D

　5。　サジオモダカ

　ケシの後作（水田移殖）としての有利性を確認し，

生育，収量，品質について検討する．秋未に掘り上げ，

生育，収量を調査をするとともに調製し，品質につい

て検討したところ，中国産（福建，四州）のものに比

し優るとも劣らぬことが確認された．今後は栽培法の

確立を目標に追究したい．

種子島薬用植物栽培試験場

場長　高　城　正　勝

概要

　気温は最高，最低とも2～3月及び12月が0」～

2．8。低く，5～9月及び11月において0．3～L2。高く

なっており，初夏から初秋にかけて異常高温を示し，

冬季は逆にきびしい寒さを記録した．台風は9月上旬

に13号が接近通過したが大した被害はなかったが，10

月14日の19号台風は種子島を斜めに横断したため風

速49．2mを記録し，また雨を伴わなかったので潮風

によって栽培植物は全減に近い被害を受けた。古老の

話によればまだ経験したことがないといい，自然林を

形成しているタブノキやマテバシイの葉でさえ褐変脱

落した．降雨量は年間288．54mmで，その65％は3

～6月に降った．

　栽培試験はトウスケボウフウ，ウコン，ウィタニア，

ミシマサイコ及びニッケイ属などについて行い，系統

保存及び展示植物としてはRα鷹。扉α属植物，ガジュ

ツ，クミスクチン，コカ，キメ及びステビアなどであ

った．

　特にミシマサイコについては鹿児島県内の栽培希望

者196人に種子の分譲を行い，南日本新聞に薬用植物

の解説を毎週1回掲載した．

　交換用種子は島内において115種採集し，自生植物

の採集調査は島内全域において実施した．

研究業績

　1．　トウスケボウフウ

　i）根挿苗による肥料三要素試験

　口的：暖地におけ’る栽培法を確立する．

　内容：供試苗は54年11月長さ3cmに切った根を，

露地挿しによって活着した苗を2千分の1aワグナー

ポットを用い4月3日に植付けた．肥料は成分量とし
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て1ポット当たり各1gを用いガラス室内で管理した．

薬剤はダニマイト水和剤1000倍液及びペスタン乳剤

700倍液を散布した．

　地下部乾燥根重量（収量）は完全区が26」8gで最

』高を示し，次いでPK区5．61　g，以下P区4．18g，

0区2」39，N区1．759，　NK区1．499，　K区が

1．339であった．

　根頭部直径の平均は最高は完全区で19．18mm，次

いでPK区9．0・｝mm，以下N区8．2mm，　P区7．93

mm，　NK区7，0壬mm，0区6．67　mm，　K区5．79　mm

の順であった．

　ii）時期別話地恨挿試験

　口的：暖地では開花するも不稔であるため，無性繁

殖によらねばならない．前年は箱挿しで良好な成績を

毎たので，本年は露地挿しを実施してその適否を知り，

暖地における栽培法を確立する．

　内容：供試根は54年3月播種育成した株を用い，同

年12月から毎月1回掘り取り，長さ3cmに切ってL区，

S区に分け翌年4月まで実施した．試験区は1／10a

とし，供試本数は152本とした，L区及びS区の重量

は12月挿しがし区194．12g，　S区79．54g，1月挿し

は196．82gと83．13g，2月挿しは220．74gと64．94

9，3月挿しが243．789と83．249，4月挿しは

158．88gと55．98gであった．

　崩芽率は12月のL区が90．8％，S区が88．2％，平均

89．5％で最高を示し，次いで1月挿しが平均35，5％，

2月挿しが29．3％，4月挿しが22．7％，最低は3月挿

しで14．5％であった．本植物の根の露地挿しは12月が

望ましく，1～4刀挿しは好結果を期待できないこと

が判明した．

　2．　ウコン

　i）種いもの大小が生育及び収1止に及ぼす影欝

　目的：実際に生産するに当たって10a当たりの殖

付量を知り栽培法を生山旧する．

　内容：供試種いもはジャワ系No2を用い，1箇の

重五上を209，309，409，509，609及び709の6

区を設け，2千分の1aポットに55年4月植付けた．

肥料その他管理は当場の慣行法によりガラス室内で管

理した．

　収穫根茎の総重量は709区が346．79で最高を示

し，次いで609区328，09，以下309区301．69，409

区290．5g，50　g区283．5g，最低は20g区で249．1

9であった．

　主恨茎（最初に形成された根茎）の収量は70g区

が212．6gで最高を記録し，次いで60g区が212．6g，

以下309区が189．59，409区が186．99，509区が

185．39で，最低は209区の177．39であった，主根茎

の収量と植付けた種いもの重量比は倍率において20

g区が8．77倍で最高を示し，次いで30g区が6．24倍し，

409区4．64倍，509区3。67倍，609区3．52倍，最低は

70g区の3．01倍であった．以上の成績から総合的に判

断すると20～30gの種いもの植付けが最も経済的で

あると考えられる．

　3．　ウィタニア

　i）　月巴料肝要聾ζ序匙験

　目的：生育及び収量を比較して南西諸島における栽

培法を確立する，

　内容＝54年9月筋播きし，5千分のlaポットに55

年4月定植した．試験区は完全区から無肥料区まで8

区設け，ガラス室内で管理した．管理は当場の慣行に

よった，

　風乾根重はNPK区が6．49，次いでNP区が5．81

9，N区が4．829，NK区が4，29，　P区が2．989，

PK区が2．63　g，0区が2．32　g，K区が最低で2．22　g

を計量した．本試験の結果，窒素質の肥効が顕著に現

れていることが判明した．

　4．　ミシマサイコ

　i）多収穫i密植栽培試験

　目的＝南西諸島における栽培法の確立

　内容：鹿児島県本土において栽培した種子を55年3

月播種した．・試験区の面積は1／10a（5　x　2m）とし畦

巾は30，40，50，60及び70cmの5区を設け，播種

：量は1区当たり10gとした，施肥量など栽培管理は

当場の慣行によった．

　主茎高は9月現在で40cm区が77．1cm，50　cm区

が68．3cm，30　cm区が67．3cm，70　cm区が64．3cm

で，最低は60cm区の63．9cmであった．

　主茎枝数は主茎から分枝した枝の長さ2cm以上の

枝数を調査したが，最高に達した時期は各区とも8月

上旬～9月上旬であり，最も早かったのは60cm区が

8月7日，次いで30cm区，40　cm区及び70　cm区が

8月21口，50cm区は9月5日であった．

　収穫調査は9月H日の13号台風及び10月14日の19号

台風（潮風害）により，全試験採が潰滅的打撃を受け

枯死株が続出して調査不能になったため中止した．

　三i）2，3肥料の施肥用量試験

　目的：鶏糞及び骨粉の使用によって生育及び収量を

比較し，栽培法を確立する．

　内容：供試種子は鹿児島県本土において栽培した株

から株種したものを用い，55年3月に播種した．

試験区は鶏糞及び骨粉の単簡区と併用区及び1／2分：量

区の単用及び併用，更に2倍用：量の単用及び併区と無
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肥料の10区を設けた．

　10a当たり鶏糞は600　kg，骨粉は85　kgとし，試

験区の面積はそれぞれ1／10a，畦巾は60　cmとした．

生育期間中ハイイロヒョウタンゾウムシの幼虫が異常

発生し，喰害により枯死株が多発した．

　主茎高は1／2用量の併用区が70．5cm，同鶏糞単用

区が55．1cm，骨粉単用区が47．5cm，無肥料区が

31．2cmであった．基準量の併用区が76．3cm，同骨

粉単用区が66．Ocm，同鶏糞単用区が64．3cmであっ

た．2倍用量の骨粉単用区が78，5cm，鶏糞単用区が

68．2cm，併用区は65．5cmを測定した．

　本試験も前記同様2度の台風により地上部がほとん

ど飛び散：つたため収穫は中止した，

　5．　ニッケイ属植物

　目的1鹿児島県及び南西諸島における栽培法を確立

する．

　内容：広南桂枝（C‘ηπαηZOη2μηz　C455‘α）は樹高3mに

達し，55年4月に囲花，56年3～4月に種子が成熟し，

22粒採種．現在育苗中である．
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じ　　　　　Sy■1tbesis　of　4●Azidoquillolille　　1騨Oxides

　　　　　and　Related　Compo皿ds

　　　　　Shozo　KAMIYA，　Shoko　SuEYoslll，　Michiko

　　　　　MrrAIIARA，　Kimie　YANAGIMAcHI　and　Toshlakl

　　　　　N継AsmMA＊：α8η～．　P加7π～。βμ〃．，28，1485

　　　　　（1980）

　　　2位にメチル，シアノ，カルパモイルなどの殿換基

　　を有する4・azidQquinoline類及びそれらの7位クロ

思わせる吸収パターンを示した．グリセオフルビンは

両群で有意な差は認められなかった．これらの結果か

ら，肋痂ro溶出速度からbioavailabilityを予測する

為には，pH　1，5，7の3点で測定した結果の総合的

な判断を行う必要性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純国立療茎「仏所東京病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2国立横須賀病院

＿トリ。＿チ嚇体を合成。＿〆／X。＿＿。・一一一
d㏄innoline類も同様に合成した．4－NqOとの関連一一．@glycerin　Pharmaco1血etics

においてこれらのアジド類の1一オキサイド誘導体を

合成し，実験腫瘍AH－13及びL－1210に対する抗腫

瘍性を調べたがすべて無効であった．また，これらの

化合物のstrcptQmycin－dependent　E．‘oJf　Sd－841の

streptomycin・nondependentへの変異をマーカーとす

る突然変異誘発能を調べたが，4－azidoquinolinc　l－oxi・

deに徴弱な変異原性が認められた．

＊エスエス製薬株式会社，中央研究所

　　Hlroyasu　OGATA　and　Ho－Lung　FuNG＊1血’．∫

　　Pぬαrη；．，5，335（1980）

ニトログリセリン（3．5mg／kg）をラットに，20％ゴ

∂恥＿＿晩＿蜘
　　　from　SoHd　1⊃osage　Form血Human　and

　　　D五ssoluti・n　Rate　3　Acidity　of　Huπ・au　Gas・

　　　tric　Fluid　and　Drug　Bioava翌ab皿り「

　　　Hlroyasu　OGATA，　Nobuo　AoYAGI，　Nahoko

　　　KANIwA，　Masanobu　KolBuclll，　Toshio　SluBA－

　　　zAKI，　Akira　EJIMA，　Yasushi　WATANABE，　Kiyo・

るヒト被験者の胃液酸性度の影響を検討し，その結某

をもとに加r酢。溶出試験に川いる溶媒の液性につい

て考察を加えた．被験者は，ガストロテスト⑪による

結果から，強酸群と低酸群の2群に分けた。用いた薬

物と剤形は，ジアゼパム（裸錠），グリセナフルビン

（裸錠），TDS（糖衣錠），　PAL－P（腸溶錠）である．ジ

アゼパムに於ては，pH　4より中性領域で溶出の遅く

なる錠剤のbioavallabilityが弱酸群に於て有意に強酸

群より悪い結果を示した．TDSに於ては，被膜物質

の異なったpH依存の溶解性から，その溶出性が異な

った，pH　7で極端に悪い溶出性を示した錠剤は弱酸

群で悪いbioavailabllityを示した．　PAL－Pでは，そ

の崩壊の臨界pHが異なることが認められ，それが

pll　4．5にある錠剤は，弱酸群で胃内で溶出した事を

マ油エマルジョン中に溶かし経口投与を行った場合，

水溶液での投与の場合と比べ，血中ピーク濃度は減少

したが，bioavailabilityは同じであった．一方，薬物

無添加のエマルジョンを3日間前投与した後，ニトロ

グリセリンを水溶液で投与した場合，対照と比べ，

bioavailabi［ityで2．5倍，血中ピーク濃度で5倍の上

昇が認められた．また，この上昇は，エマルジョン処

理をやめると可逆的に認められなくなった．エマルジ

ョン前処理によるbioavailabiIity上昇の原囚を検討し

たが，ニトログリセリンの体内分布や消失過程の変化，

肝臓中の代謝酵素活性の変化なども認められず，また，

界面活性剤の影響も認められなかった．

＊Department　of　Pharmaccutics，　Schoo［of　Phar－

　macy，　State　Univcrsity　of　Ncw　York　at　Bufぬlo．

　　’飲食物と薬物のBioav証1ability

　　　緒方宏泰：日本薬剤師会雑誌，33，47（1981）

　医薬品のbloavaHab三lityが服用条件，特に食事の摂

取により影響を受げることは多くの報告例で明らかに

なっている．特に患者の状態に即して厳密に血中濃度

をコントロールしなければならない薬物の揚合，飲食

物による血中濃度の思いもよらない変化は，治療上，

重大な意味を持つ．そこで，飲∫ミ物の摂取によるbio－

availability変化の原囚となる申子について論述し，

医薬品の経口川乏用時に食事を摂取することの意味につ

いて考察した。
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　　　Relation　between　Drug　Bioavailabnity　が，日木では第10改正薬局方から採用されることとな

　　　from　Dosage　Form　in　HumIm　and　Dissolu・　つた．この試験法の目的，適用医薬品，許容範囲の考

　　　tion　Rate3Bioava皿ability　of　Enteric　Coat・　え方，試験方法等につき，例を挙げて解説した．

謝欝謝鷺一ご¢ノァ・・力薬局方鯉）一国民医薬品集

　　　AoYAGI，　Masanobu　K：olBucH！，　Toshio　SHIBAr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NF）15版について

　　　zAKI　and　Akira　EJIMA：∫P加r砿坊”・，4，　s－11　　　　川村次良，木村俊夫：医薬品研究，11，437

　　　（1981）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1980）

　市販PAI・・P腸溶錠のbloavailabilityと溶出試験と　　　1980年始めに発行され，同年7月1日から発効する

の関連性及び，bioavailabilityに及ぼす胃酸度の影響　　上記のUSP－NF合本について，収載品目の選定方針，

について検討した．PAL－P腸溶溶は溶出臨界pHが　　一般試験法等の改正点，新収載品目，削除品目などの

異なる3つのグループに分けられた．溶出臨界pHが　　改正点を解説した．

論繊灘膿傭灘u｛1・＝：（》2・一・一一画一一一
vailabilityの良かった製剤の中にも，溶出臨界pHが　　　　　phy5地Iand　n　with　Oxytocin　a1皇d　Vaso・

4．5と低い製剤では，低酸群の人の胃の中でPAL－P　　　　pressin

の溶出が始まっていることが示唆され，一方，同pH　　　　　HideQ　FuKuDA，　Takao　HAYA鮎wA　and　Jiro

が6．6の製剤では，PAL－Pの溶出開始が胃酸度の高　　　　　KAwAMuRA：C勧肱P加肱Bμ〃・，28，3418

い人程遅れる傾向が認められた，　　　　　　　　　　　　　（1980）

　pH　5．9の緩衝液を用いた崩壊試験変法における溶．

出速度は，bioavailabilityと良い相関性を示した．

つ The　Ana量gesic　E」艶ct　of　the　1）ecomposition

Products　of　Sulpyrhle，　N匿2・（5・H：ydm竃y噂

metby1・2，3，4，5・tetrahydm・2，3，4－tr止ydroxy）

furyl　methy1・N・methylantipyrine　and

Antipyriny1鰯4，pero】【ide

Sumie　YosHloKA，　Hiroyasu　OGATA，　Toshio

SHIBAzAKI　and　Akira　EJIMA：　C舵7π．　P加r2η．

B〃ム，29，　1179（1981）

　Sulpyrineの分解生成物であるN一［2一（5－hydroxy一

皿ethyレ2，3，4，5－tetrahydr（｝一2，3，4－trihydroxy）furyl］一

methyl－N－methylantipyrine（MAAG）とantipyriny1一

4－peroxide（AP）の鎮痛作用効果を雄性マウスを用い／「 @ノ
た酢酸writhing抑制法によって測定し，　sulpyrln♂一．10．

及びantipyrineのそれと比較した．

　MAAGとAPは，親水性であるにもかかわらず，

それぞれsulpyrineの62％及び48％の効力を示した．

この鎮痛作用効果はこれらの物質自体にもとづき，代

謝物によるものではないことが示唆された．

¢フ含量均一性試＿＿プ＿

　　　木村俊夫：ぶんせき’，425（1980）

　錠剤など経口投与剤の1錠1錠の中に含まれる主成

分量のばらつきの程度を規定するための含量均一性試

験法は，米国及び英国薬局方ですでに採用されている

　セファロースに固定化したウシのニューロフィジソ

（NP）1及び五を用いたアフィニティークロマトグラ

フィーにより両NPとオキシトシン及びバソプレシン

との相互作用を調べたところ，NP－1を用いたカラム

ではpH　5．8から酸性側あるいは塩基性側へのいずれ

のpH勾配溶出によっても両ホルモンは分離して溶出

され，NP・∬ではほとんど分離されないことが明らか

となった．この事実から，RobinsonとWalkerがNP

を用いたアフィニティークロマトグラフィーで両ホル

モンの分離に失敗した原囚が両NPを分画せずに固定

化したものを用いたためと推論した．更に，NPに対

する両ホルモンの結合が温度依存性であることが明ら

かとなり，これらのことからNPとホルモンとの結合

機序について考察を加えた．
　｝

InHuence　of　the　Structure　of　tbe　A　and　E

Rhlgs　of　Various　20・Oxo・steroids　on

Their　Illteraction　with　20β一Hydroxysterg

oid　Dehydroge皿ase

Takao　HAYAKAwA，　Tsuyoshi　TANIMoTo，　To－

shio　KIMuRA　and　Jiro　KAwAMuRA：α8肱

P乃αrη～．」B㍑〃．，29，456（1981）

　20β一ヒドロキシステロイド脱水素酵素の基質結合部

位との相互f’F用に際して，20一オキソステロイドのA

環及びB環周辺が果す役割について調べるため，28種

のステロイド類を用いて反応動力学の面から検討した．

　その結果，1）A環並びにB環そのもの，更にはA環
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　　の周辺及びB環のα一面側は酵素との相互作用にほと

　　んど関与していないこと，2）酵素一基質複合体にあっ

　　ては，酵素のおそらくは疎水性基質結合部位の一部が

　　ステロイド基質B環のβ一面上方を覆うような形で位

　　忙しており，その際10β一メチル基が結合手としての

　　役割を果しているであろうことなどが明らかになった．

ご／1｝ノ1：瀦翻1器翻畿；

　　　　　of　20β・Hydroxystεroid　Debydrogenase

　　　　　Jiro　KAwAMuRA，　Tsuyoshi　TANIMoTo，　HidcQ

　　　　　FuKuDA　and　Takao　HAYAKAwA：C乃θη～．　p加ηπ．

　　　　　Bμ〃．，29，　476　（1981）

　　　30種余りの20一オキソステロイド誘導体を用いた反

　　応動力学廿日討から，ステロイド分子のC環及びD環

　　周辺の置換基，立体構造，電気的性質などが，20β一ヒ

　　　ドロキシステロイド脱水素酵素の基質結合部位，触媒

　　部位との相互作用に果す役割を明らかにした．また従

　　来得られた結果をも総合して，酵素とステロイドとの

　　相互作用の分子機溝に関する模式図を提示した．更に

　　木具体例を通して，一般にステロイド一隻ンパク質相

醗襯賄雛紹箏罐誕フ植物中の。ウ素の定量

　　分がもつ剛性（rigidity）と，側鎖部分がもつ柔軟性

　　（Hcxibility）についても考慮することがきわめて重要

／絶ることを指摘した・

　　　／

L12’液体クロマトゲラ7法を用いた7ルオシノロン

　　．一㌔　アセトニドの定量

　　　　　太田美矢子：医薬品研究，12，456（1981）

　　　第九改正口本薬局方では，フルオシノロンアセトニ

　　ドの定量法として吸光度測定法（UV法）を採用して

　　いる．このプ∫法は，34－3・ケト基のUV吸収を測定す

　　るために，この基を有する不純物も同時に定日される．

　　そのため，不純物を分離したのち，フルオシノロンア

　　セトニドを定量することが望ましい．第十改正日本桀

　　局方では，一般試験法に高速液体クロマトグラフ法が

　　導入され，これを用いた分離定量法がフルオシノロン

　　アセトニドに適用される予定である．我々は局方原案

　　について追試を行い，ピーク高さ比法（原案では面積

　　比法採用）によっても良好な結果を得た．また原案で

　　はポンプにかかる圧力が250～300kg／cm2と大きく，

　　充てん剤の劣化を招きやすいことから，溶離剤を原案

　　の水・アセトニトリル（70：30）から水・アセトニト

　　リル・ジクロルメタン（70：30：0．9）に変えることで，

　　低流趾・低圧での測定が可能となった．

Abso叩tion，　Distribution，　E】【credon　and

Metabohsln　of　Ethyle皿e出iourea　in　G曲ea

P量gs

Reiko　TEslllMA，　Kunisuke　NAGAMATsu，　Yasu－

masa　KIDo　and　Tadao　TERAo：衛生化学，27，

85　（1981）

　ゴム加硫促進剤として広く使われ，発癌性，催奇形

性を有することが知られているエチレンチオウレア

（ETU）のモルモットにおける経皮吸収，体内分布，

排泄及び代謝を，14C－ETUを固いて倹討した．14C－

ETUは正常皮膚からの吸収は極めて遅いが，脱表皮

した」支膚からは比較的容易に吸収された．

　経口投与後における生体内分布では，投与後1時間

では脂肪組織を除く全組織に一様に分布したが，48時

間後では甲状腺にのみ顕著に残留した．甲状腺におけ

る生物学的半減期は4L8時間で，血液におげるそれの

約6倍であった．甲状腺に蓄陣する傾向は，経皮吸収

の場合も同じで，ETUの甲状腺における発癌性を考

える上で重要と思われる．

　ETUはモルモットにおいてはほとんど代謝を受け

ずに排泄された．

k15　　　　　　　　　　　A　Receμor　Proteins　of

　　　　Plasma　Me塒branes　of　Guinea　Pig　Maαo・

　　　　phages

　　　　Isao　ADAcHI＊，　Takuya　KATAGIR1＊，　Tadao

　　　　TERAo　and　Toslliaki　OsAwA壊：α〃5’rπσ’πr6απゴ

　　　　Fπη‘び。π，5，247（1980）

　　モルモット腹腔浸出マクロファージ細胞膜のコンカ

　ナパリンAレセプタータンパクについて，それらの膜

　貫通構築性について検討した．

　　コンカナバリンAのアフィニティクロマトグラフィ

　一により，膜小胞をRightside　out及びInside　out小

　胞に分画し，固定化ラクトパーオキシダーゼを用いて，

　　　亀谷勝昭，河上一美＝分析化学，29，651（1980）

　植物中のヨウ素定量法として，有機物の酸化分解を

クロム一一硫酸により，そして分解と同時にできるヨ

ウ素酸の還元蒸留を亜リン酸を川いて検討した。ヨウ

素酸をヨウ素として還元蒸留する際，溶液内に少量の

硝酸ナトリウムを加えておけば，亜リン酸の還元作用

で硝酸イオンが亜硝酸となり，この亜硝酸がヨウ素の

蒸留を促進することが明らかとなった．1251をトレー

サーとして海草からの回収率を求めた結果，回収率は

97％以上であることが明らかとなった．

2＿＿曲
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膜の表面及び裏面から！25工標識した．この結果，分

子量147K，125K，102K及び77Kの膜糖タンパクがト

ランスメンブレタソパクであることが明らかとなった．

　　＊東京大学薬学部

　　　Alpha・Case量n・Bind血g　Protehls　of　Gu軌ea

　　　Pig　Macrophage　Membranes　and　their

　　　Possible　Roles　in　Chemota瓢s

　　　Takuya　KATAGIRI＊，　Tadao　TERAo　and　Toshi．

　　　aki　OsAwA＊：∫B∫oσ乃θη．，87，1421（1980）

　マクロファージのchemoattractantであるα一カゼ

インに対ずる特異的なレセプターがモルモット腹腔マ

クロファージ細胞膜に存在することがわかった．レセ

プターはタンパク性のものであり細胞1個あたり7。5

×105個程度存在し，α一カゼインに対する親和定数は

膿驚㌧に、る。。，。テ，ク。マ（：拶

トグラフィーによりレセプターの単離を行ったところ，

分子量130K，100K，65Kのタンパクが得られた．

α一カゼイン以外のchemoattractantとして知られる

fMet・Leu。Pheを用いたアフィニティクロマトグラフ

ィーでも同じタンパクが得られたことから，これらの

タンパクが走化殴溝に関与するレセプターである可能

性が大きい．

　　＊東京大学薬学部

の　　　　Puri丘catio皿　aud　Characterization　of　a

　　　　Catalytic　Sロbu轟it　of　an　Adenosine　3’＝5’・

　　　　Monopbosphate・Dependent　Protein　Ki・

　　　　nase　f面m　Human　Erythrocyte　Mem・

　　　　branes

　　　　Kazuhiro　SuzuK1＊，　Tadao　TERAo　and　Toshi－

　　　　aki　OsAwA＊：ノ．　B∫06乃8π～．，89，1（1981）

　　ヒト赤血球膜からイオン交換クロマトグラフィー及

　びヒストンーセファロースによるアフィニティクロマ

　トグラフィーにより，タンパクリン酸化酵素を純粋に

　精製した．この酵素は分子量41000で，ピストンやプ

　ロタミソをよくリソ酸化するがカゼインやホスビチソ

　などのタンパクはリン酸化しない．

　　この酵素はヒト赤血球膜から精製したcAMP結合

　タンパクにより阻害を受け，cAMPにより活性が回復

　することから赤血球膜のcAMP依存性タンパクリン

　酸化酵素であり，赤血球においてはBand　4．1，4．2及

　び4．5タンパクをリソ酸化していることが確認された．

＊東京大学薬学部

の…d一一・醐M・一・…ph　
1　．．PhosPllodiesterase　of　Human　Erytbrocyte

　　　Membranes
　　　Kazuhiro　SuzuKI＊，　Tadao　TERAo　and　Toshi－

　　　aki　OsAwA＊＝．8’06配ητ．β1ψ妙∫．，4‘’α，602，78

　　　（1980）

　ヒト赤血球膜に膜結合性のcAMP　phosphodieste・

raseが存在することを見い出し，その性質について調

べた．

　この酵．素は赤血球膜の裏側に内在性タンパクとして

存在し，活性発現にはMg2＋が必須であるが，　Ca2＋や

カルモジュリンは要求しない．またテオフィリンによ

って強い阻害を受ける．本酵素はcAMPに対し特異

的に活性を有していることが明らかとなった．

　＊「涼大学薬学部

　　　Chaetochromin，　a　B五s（naphtllodihydro・

　　　pyran轟one）Mycotoxin　f士om　O距αefαπε麗η2

　　　爾ε1α吻f♂e麗’π3ApPlication　of　l3C・1H　Lo・

　　　ngrang　Coup1五ng　to　the　Struc　ture　Elucid暉

　　　ation

　　　Setsuko　SEKITA，　Kunitoshi　YosmHIRA，　and

　　　Shinsaku　NAToRI：αθη～．1）加ηη．　B～〃．，28，2428

　　　（1980）

　本菌からの各種の毒性を示す代謝産物，chaet㏄三n，

chaetochromin，　sterigmatocyst1n，0－methylsterigma－

t㏄ystinなどの分離の詳細を報告した，新マイコトキ

シンchaet㏄hrominの構造を主として物理的方法

（UV，　IR，1H一及びエ3C－NMR，　MS）で1と決定した

が，13C」Hのlong　rangc　coupling（2ノ，3ノ）が芳香

環及びその置換基の結合様式の決定の手段として，極

めて右効であることを示した．

　　　　　　　　OH　OH　O
　　　　　　　ノ＼ノ＼ll．CH3

　　　　　　　　　　　　　　　　　－CH3
　　　　　HO／＞＞＼0

　　　　Y＼1／Y－CH・
　　　　　OH　OH　O
　　　　　　　　　l

Furtber　Characteτizatio且of出e　Consti．

加ents　of　a　Thai　Med…cinal　Plant，　Z∫πgε・

δe7・c麗3sππ甚麗παr　Roxb．

Masanori　KuRoYANAG1＊1，　Sdgo　FuKusHIMA＊1，

Kunitoshi　Yos正．｛IHIRA　Shinsaku　NAToRI
　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ

Thaweephol　DEcHATIwoNGsE＊2，　Kunihide
M田AsHI＊3，　Masatoshi　NlsH1＊3，　and　Shuuji

HARA＊3：（読8η～．　P乃αγη～．βμ1乙，28，2948（1981）

ll一：つ
　｛一1／・希　
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〆

／

・性薬‘pl・i’の成分について・その・一ホ・レζ2｛

ム抽出物のクロマト分離を行い，13種のCポC4，儒一＼

C8－C6，　C5－Clo骨格を持つ芳香族化合物を分離した．

そのうち8種は新化合物で，各種のスペクトルデータ

と化学反応から1～8の構造であることが明らかにさ

れた．この構造は13C－NMRによっても確かめられた．

　　　　　　　　　　＼／＼OMe
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　OMe

　　　1：R＝H，R1＝OMe

…ぐ／肉

　　　　　　　　　　＼γ／＼oM・

　　　　　　　　　　　OMe

　　　2；R＝H
　　　3：R＝OMe

　　　　R

　　　ノ＼／＼～Rl
　　i　l
M・0／＼　／

　　　　OMe
　　　4：　R＝H，　R1＝O－pal

　　5：R＝R』H
　　　6：R＝OMe　R1＝H
　　　　　　　　，

　　　　＜＜＜　　　　l　ll

M・0／Y
　　　　　OMe

　　　　　　7

　　　　　0
　　　　　ロ

　＜＜l　ll　ll

。こ（YOMe
l　ll

　＞＼OMe　　　　

　　OMe
81R＝OMe

＊1静岡薬科大学

＊2Department　of　Med三cal　Scicnces，　Thailand

＊3福岡大学薬学部

quantitadve　Gas　Chmmatographic　De昌

te定n血ation　of　Tris（2，3剛dibromopropy1）

pbosphate　in　the　10■ng　I㎏nge　by　Ushlg　a

O．8．mm　1．D．　Colu㎜Packed　witb　a　High

I」iquid　I・oaded　Support

Akitada　NAKAMuRA，　Shigco　KoJlMA　and

Masa・aki　KAMwA：．ハCゐro剛08r．，196，133

（1980）

　発癌性の防炎剤の重ris（2，3－dlbromopropy1）phosph－

atc（TRIS）は硅藻土担体を用い低液相の時にはガス

クロマトカラム中で分解して測定できない．これを改

善するには，できるだけ液相を厚くし担体量を少くす

ることがよいことが判明した．15％OV－1／Gas－Chrom

（～，（100－120mesh）の充唄剤を0．8mmのカラムにつ

めて用いたところ，FPDを使って15－300　ngの範囲

で検量線は直線となりピークの対称性，再現性も著し

く向上した．

ディスポーザブル医療用具のエチレンオキサイ

ド滅菌とその残留について

辻楠雄：医自学，50，518（1980）

　医療用具の滅菌に用いられているエチレンオキサイ

ド（EO）は，有効な減菌剤として現在広く利用されて

いるが，1978年6月，FDAは，　EOとその二次生成

物であるエチレソクロルヒドリン（ECH）とエチレン

グリコール（EG）の残留限度の規制案を示した．

．曄療用具に吸着しているEOはその材質，形態，滅

菌条件，温度，湿度などによって異なり，また脱離に

ついては以上の因子の外にエアレーションの条件，保

管温度，時間それに減耳袋の種類などが大きな影響を

与えている．

　EO，£CH及びEGの定量にはGLCを用いて同一

条件での分析法を確立した．また，EOからECH，　EG

への変換には，EOの初期濃度，　pH及び温度が深く

関与していることが明らかになった．

　滅菌操作の終了したEOは，排出に際しては，労働

衛生並びに大気汚染の防止に充分対策を講じなければ

ならない．

　　　｝

　　！

　目的）

除去する目的で，活性炭や非極性吸着型樹脂が利用さ

れているが，良好な結果が得られていない，そこで，

r各種樹脂を用いた尿毒症成分としての尿素の吸

着機構について

新谷莫晴，辻楠雄，大場琢磨＝人工臓器，10，

345　（1981）

　　尿毒症患者の血液中に貯留している尿素を
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種々のイオン交換樹脂及び極性を変えた吸着型樹脂を

用いて，尿素の肋痂70における吸着実験を行った．

その結果，良好な結果を回ると共に尿素の樹脂に対す

る吸着機構を解明できた．

　結果）　1）イオン交換樹脂及び吸着型樹脂の尿素吸

吸光光度計で定量する．本法による検量線は，0～

100μgまで直線性を示し，倹出感度も10ng／m’と良

好で，実際試料水の添加回収実験も良好な結果を示し

た．

着量を比較。た．その結果，縢の囎、プ。，．が◎金属化合物の染色体異常誘起性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付加しプラスに帯電した尿素のカチオン体とカチオソ　ヤ　　　佐谷戸安好，調室克彦＝変異原と毒性，12，34

交換樹脂のマイナスに帯電した交換基の間のイオン結　　　　　（1980）

合が主要な要因である．　　　　　　　　　　　　　　金属化合物の染色体異常誘起性に関する報告はあま

　2）イオン交換樹脂を用いて，尿素溶液中に種々の尿　　り多くない・しかし，著者らは既に2フ種の金属化合物

毒症成分を共存させて尿素吸着に及ぼす共存物質の影　　のリンパ球を用いた染色体異常誘起性試験について検

響をみた．その結果，塩化ナトリウムは尿素吸着に影　　討を行っている．そこで，これらの金属のうち，毒性，

賦するがその他の尿毒症成分はほとんど影響しないこ　　発がん性及び突然変異誘起性などの点で注目されてい

　とがわかった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るクロム，ヒ素，セレン，水銀化合物などの染色体異

ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常誘起性について，これら使用金属の化学形を含めた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物理化学的諸性質と生体成分との相互作用などを考慮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して論じた．

クロラニル酸バリウム試薬を用いた吸光光度法

による大気中の硫酸ミストの定量

松村年郎，樋口英二＊1，亀谷勝昭，内海　喩＊2＝

日イヒ，12，1933（1980）

　呼吸器疾患あるいは光化学スモッグ発生時の眼刺激

の原囚物質の一つとして注目されている大気中の硫酸

ミストの定量法を検討した．すなわち，大気中の硫酸

ミストをテフロンフィルターに捕集したのち，これに

2一プロパノールを加えて硫酸ミストを選択的に抽出後，

クロラニル酸バリウムを用いて発色させ，吸光光度法

で定量する方法である．本法は，従来から報告されて

いる硫酸ミストの定量法に比較し，硫酸アンモニウム

の影響がほとんどなく，かつ検出感度も高いことから

短時間のサンプリングで大気中の硫酸ミストの定量が

できるという従来法にない特徴を有する．本法を都市

大気中の硫酸ミストの実測に適用した結果，硫酸ミス

ト濃度は2噌11μg／m3，硫酸塩のしめる割合は10～53

％であった．特に，硫酸ミスト濃度は夏季の光化学ス

モッグ発生時に濃度の高くなることが明らかとなった．

　　＊！電気化学計器（株）

　　＊2日木大学理工学部
1つ禰量アンチモンの無漏原子㈱、よる定恕

㌧　　量

　　　　佐谷戸安好，松井啓子，山回克彦：水道協会雑

　　　　孟言，　555，　42　（1980）

　　水中に存在する微量アンチモンを，無炎原子吸光法

　により定量する方法について検討を行った．検水を塩

　酸及び硫酸酸性下で硫酸第ニセリウムによりSb（皿）

　を酸化してSb（V）とし，このSb（V）を更に強塩酸

　酸性としてイソプロピルエーテルで抽出し，無炎原子

　　　ノ
　27／Colnparative　Studies　of　Chromosoma1
気／。㎞。、i。n、。、＿d　by監、va恥。，。nd

　　　　Pentavalent　Arsenic

　　　　Katsuhlko　NAKAMuRo　and　Yasuyoshi　SAYATo＝

　　　　君f起’αffoη1～8∫．，88，73（1981）

　動：．3価及び5価ヒ素化合物の哺乳動物細胞のDNA，

　RNA及びたん白質合成に与える影響と染色体異常の

　比較検討を行った．

　　ヒトリンパ球の染色体異常誘起性は5価ヒ素（Na2・

　耳AsO4，　H3AsO4とAs205）よりも3価ヒ素（NaAsO2，

　AsC13とAs203）化合物に有意に高いことを示した．

　また，ヒト線維芽細胞の染色体異常もリンパ球と同様

　な結果を示した．ヒト線維芽細胞を用いたコロニー形

．成能実験から3価ヒ素の方が5価ヒ素より毒性が高い

　ことを示した．更に，DNA，　RNA及びたん白質合成

　に与える影響において，3価及び5価ヒ素がリンパ球

　のDNA及びたん白質合成を阻害することを示した．

・4
　　　製薬工場排水処理の考え方　その法的規制と各

一．一@　種処理法
　　　佐谷戸安好：インファケム，1，29（1981）

　　製薬工場排水は，特定事業場の指定をうけ，排水一

律基準や上乗せ基準の適用は勿論，閉鎖水域では総量

規制の対象となっている製薬工場排水処理に実用化さ

れている固液分離法（凝集沈殿，浮上分離，ろ過）と

可溶化物質に対する生物化学処理法としての高温メタ

　ン醸酵法，活性汚泥法及び散水ろ床法について記述し

た．
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巴舞聴診∫㌻ダ鶏縮
　　食品中の有害性物質によってもたらされる種々の食

　品衛生上の問題点について，研究及び行政の立場で今

　後10年間に取組むべき姿勢を論じた．食品汚染物の安

　全性の評価に当り極めて重要な位置を占めるモ陰門リ

　ングをregulatory　mQnitoringと　investlgatory　mo－

　nitoringにわけ，前者についてはtotal　dict　studyの

　重要性とspecimcn　bankingのすすめをなし，更に分

　析における多項口同時分析，前処理の白上化などの必

　要性を諭じた．後者については毒性情報の不足してい

　る物質についてのdccision。makcに当ってのモニタリ

　ングの必須性を示し，更に未知汚染物の検知システム

　の確立が急務であることを提唱した．

　／　　1
　／

　　30　Phy5ico・cぬemical　Properties　of　the　Most
侵　S面、。b1。Sp．。yR。。g。。・f。。n＿。。e。。。

　　　　　Enhancement血Tbh」・1ayer　Ckromato・

　　　　　graphy

　　　　　Sadao　UcmYAMA　and　Mitsuru　UcmYAMA＝」．

　　　　　」乙fg認4（涜£oη凋’ogハ，3，681（1980）

3時間）によっても影響はなかった．

　♪

321四塩化炭素投与ラット肝における過酸化脂質と
＼∠一　チオバルビツール酸値についての一考察

　　　三原翠，内山充：薬学雑誌，101，221
　　　（1981）

　薄層クロマトグラフィ（TLC）の粘性有機溶媒を噴

霧する漬けい光法について，けい光物質としてDNS－

dimctllylamine（DMA）を用い．けい光と噴霧剤の性

質の関係について検討した．有効な噴霧剤はけい光物＼33’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
質に高い発げい光性を与えることとけい光物質を吸着

剤から噴霧剤へ高い移行性を与える二囚子を有してお

り，この二因子の積が大きいことが必須であった．

Triton　X－100とクロロホルム二二（2＝8＞はDNS・

DMAに対して最も高い積を与え，実際プレートで

100僑増けい光した．またこの混液は他のDNS一誘導

体，DNS一アミノ酸，　DNS一ペプチドにも有効であった．

（9イ喚呼濫糠野血㎞に㎞
　　　　Sadao　UcH【YAMA　and　Nfitsuru　UclllYAMA＝ノ1

　　　　凸0456∫．，46，l13（1981）

　　L一リジンとカゼイン中のフリーラジカル（g＝2．0042

　～2，0053）は加熱時間の増加とともに増大した．L一リ

　ジンの加熱産物（200。，20分）について，右機溶媒と水

　に不溶な画面に全フリーラジカルの48％が検出された．

　この相孫は脱水縮合によるもののようであったが，元

素分析の結果はポリリジンの窒素量よりも少い価を示

　した．カゼインの加熱により変性した水不溶の物質を

　生じた．この生成したフリーラジカルは水中で一週間

　は安定であり，ペプシン及びパンクレアチン消化（3フ。，

　1％H3PO4法によるTBA仙の意義を明らかにす

るため，CCI4中毒肝を用いてTCAによる分別・右

機溶媒による分別・遠心分離による分別を行い，それ

ぞれの分画による過酸化脂質測定値（共役ジェソ量・

過酸化物価・TBA値）の変化を比較した．

　その結果，TBA値はcontrolでは分別しない方が

した場合より値が小さく，CCI4投与群では分別しな

い方が高い値がえられた．他の指標は分別による影響

はあまり認められなかった．またTBA法は抗酸化剤

が共存することによって値の抑制がみられ，その傾向

は組織のままと脂質単独の場合ではいくらか異なり，

生体内における抗酸化剤の役割を一部示している様子

もみられた．

　これらのことよりTBA法はそこに存在する過酸化

脂質量だけを測っているのではなく，生体中の抗酸化

剤あるいは酸化促進因子をすべて含めた脂質の状態を

表わす指漂と考える．

　！

Thiobarbitu㎡c　Acid　Value　on　Fresh

Homogenate　of　Rat　as　a　Parameter　of

Hpid　Peroエidation辻監Ag㎞9，　CC141ntox玉。

catiOn，　and　Vitamh箆EDe5ciency

Midoriム血IIARA，　Mitsuru　Uc田YAMA，　and

Kenji　FuKuzAwA掌：　βご。‘乃8η～．　ルf8鼠，　23，　302

（1980）

　1％H3PO4法によるThbbarblturic　acld法を用い

て，ラットの老化，CCI4中毒，ビタミンE欠乏症に

よる変化を測定した．その結果，老化では週令とTBA

値の間の相関係数は次のようになった．肝（3～42週

令）r＝0。6鱗，精巣（3～16週令）0．906，（3～42週

令）0．775，CCI4投与によってII．FのTBA値1よきわだ

って高くなり24時間後まで増加した．

　ビタミンE欠乏動物の臓器（肝・腎・心・肺・精巣）

のTBA値はイ∫意に商くなり，今まで生体の過酸化を

高めるといわれていた場合の多くにこのTBA法が有

効であることが明らかとなった．

＊徳島大学薬学部
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3　　生体内脂質過酸化の各種測定法による検索　　　　かかる種頬の食中毒防止についての基本的考え方を論

ヴ言欝，）鞘山充：過酸化月旨質研船3∵ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r．　　　　　〆
　過酸化脂質測定法の中で最もよく用いられている方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴3ヲ食品中の食品添加物の分析

法（共役ジエン法・過酸化物価法・TBA法）を用い＼心．ノ　　原田基夫，神蔵美枝子，谷村顕雄：ぶんせき，

　　て・‘ηびε’70あるいは∫ηぬ。での組織の過酸化の変　　　　36（1980）

　　化を測定した・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973年目ら1979年置でに発表された食品中の添加物

　　　その結果・∫η吻・戸η痂roいずれの場合もTBA値　分析法のうち，主要な内外の37文献について紹介した．

　　が最も強くその変化を表わしており・しかもTBA値　対象は保存料，殺菌料，甘味料，酸化防止剤，漂白剤，

　　は組織を種々の方法で分別すると・その和は元の値よ　　発色剤，着色料（合成着色料，副色素と中間体，天然

　　り低くなることが判った・この傾向はぎπぬ。の場合に　　着色料）の各グループである．特に最近の機器分析の

　　特に強く・TBA値が過酸化脂質量そのものでなく共　使用による確度の高い分析法を多く紹介した．これら

　　存する環境因子の影響をうけて値を表わすものと考え　　の方法は最近ようやく整備されつつある食品中の添加

　　られた・このことはTBA反応時に抗酸化剤や酸化促　　物分析法の公定法に採用されているものも多く，それ

　　進剤が共存すると値が変化することからも推定できた・　らの背景と有用性について考察した．

∂三盗盈灘＿評脚継警驚繋束彰＿
　　　　　dihydmsterigmatocysthl　by　GC－mass・　　亜硝酸塩はニトロソアミン類生成の先駆体となり，

　　　　　spect「omet「y一　　　　　　　　　　　　　　硝酸塩はこの亜硝酸塩の供給源として重要である．こ

　　　　　斎藤行生：マイコトキシン12・14（1980）　　　のためこれらの両成分について食品中における分布を

　　　ステリグマトシスチンはアフラトキシンと構造上の　　調査した．硝酸塩は植物性食品特に野菜に2000～3000

　　類似性を有する発がんの強いマイコトキシンである・　　ppmの多量が含まれ，亜硝酸塩は新鮮野菜中にはほ

　　またこのマイコトキシンの産生菌である！1・研廊010ア　とんど含まれていない，しかしこれらの野菜も漬けも

　　は広く世界的に分布しステリグマトシスチン産生頻度　　のあるいは調理したあとでは，亜硝酸塩の急激な増加

　　も高い・現在食品汚染例は少いが更に詳しい食品汚染　　がみられる．これはやがて消失するが，この現象は主

　　の実態の解明が望まれる・化学分析法としてはGC法・　として還元微生物の消長に比例することがわかった．

　　T上C法・液クロ法などがあるが今回より確実な定性　　ハム，ソーセージなどに含まれる亜硝酸塩は，発色剤

　　法を兼たGC－MASS法による分析法の開発を試みた・　として添加されたものであるが，市販品の実態調査か

　　その際・上記通常の分析法では分離分析の困難なジヒ　　らその量は約20ppm前後で，許容量の約30％程度で

　　ドロステリグマトシスチソとの同時高感度分析を念頭　　あった．外国における分布の調査結果についても紹介

　　におき検討した・その結果・ともに10ngを定量限界　　した，

　　とする分析法を確立することができた．　　　　　　　　へ

紹＿＿生＿＿礁灘雲離欝㎜，
　　＼　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　食品添加物の毒性評価について，WHOにおける評

　　　　　内11」充：食品衛生研究，31，423（1981）　　　価のしくみ，特に最近の「食品添加物リスト」につい

　　　クロロフィルの分解産物の中でphotodynamic　acti・　て，またわが国における添加物の安全性対策を紹介し

　　onを示すフェオホルパイドやクロロフィライド等は，　た．特に最近5年間における慢性毒性，次世代影響な

　　大量に摂取して日光に暴されるとはげしい光過敏症皮　　どの各種試験の現状と，厚生省がん研究班による添加

　　膚炎を誘起する．いわゆる健康食品クロレラの大量摂　　物の変異原性試験の結果を一覧表で示した．

　　取によって起された中毒を契機として，フェオホルバ　　　最近の話題として①過酸化水素の発がん性，②臭素

　　イド等に関る塞準が設定されたことにかんがみ，その　酸カリウムの使用実態と変異原性，③プロピレングリ

　　生成機序，生体影響及びその機構，更にはクロロフィ　　コールの安全性，④天然添加物の安全性チェヅクの現

　　ル，その分解物，フィトール，クロロフィラーゼ活性　　状，⑤アメリカにおけるサッカリン騒動についての現

　　などの測定法までを含めて，これまでの知見を紹介し，　状を紹介した．
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　　　｝
401s魂atioll　and　Characterization　of　an　Eロdo・
　　　1
　　　β・galactosidase　from　a　New　Strdn　of　E8・

　　　chθrfcεαfreHπ♂距

　　　L夏＊1：ノLβめ’．α躍η～．，255，5955（1980）

　人のふん便より分離したE∫6乃厘諏∫r8姻西の新し

いstrainをケラタン硫酸0．3％を含む培地で培養し，

培地からエソドーβ一ガラクトシダーゼを分離・精製し

た．精製には，アミコンHIP10ホロファイパーによ

るろ過，硫安分画，QAE－Scphadcx　A－50，　CM－Sepha－

dex　C－50によるクロマトグラフィーを用いた．精製

した酵素は，プロテアーゼ活性，エキソグリコシダー

ゼ活性を示さず，分子量28000，至適pH　5．5～5．8，

pIはpH　8。0であった．この酵素は種々の起源のケラ

タン硫酸を分解して，6－0－sulfo－GlcNacβ1→3Galを

主成分として与える．そのほか，この酵素の種々の糖

結合に対する作用についても調べた．

　＊1チューレン大学

　＊2九州大学農学部

つ

ジメチルアミン（NDMA）が検出された．この結果は

ヒトの消化管下部におけ’るニトロソ化合物の生体内生

成の可能性を示唆している．

∠・

1　坪N・・・…C・m・・皿・・f・・m・d・・血・Rひ

’・i　　action　of　Sulpyrine　witll　N五trite

　　　　謡臨憲計…伽／φ日　社生物　ター

　　スルピリγと亜硝酸とをヒト胃内に近い条件下で反．、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．＼．ノ
応させ，反応混合物より三種のN一ニトロソ化合物を

分離し，その構造を決定した．それらは，4一（N一応チ

　ルーN一ニトロソ）アミノアンチピリン（1），1一ジケト

　ブチリルー1一フェニルー2一メチルー2一ニトロソヒドラジ

　ド（∬）及び1一アセチルー1一メチルー2一ニトロソー2一フェ

　ニルヒドラジン（1皿）である．これらのうち，主生成

物は1と1工である．更に，主生成物工，∬の反応経路

についても若干の倹索を行った．
．一 A

〃

’

Volat三1e　Nitrosoamhles五n　Human　Blood

before　a凪d　after　Ingestion　of　a　Meal　con・

t・血並9珊gh　Co証cen‘「ations　of　Nit「a ﾉ
and　Secondary　Amhles

Miyako　YAMAMoTo，　Tak＆shi　YAMADA　and

Akio　TANIMuRA＝Fゴ，　Co∫加8‘．：τbκf60ム，18，297

（1980）

　硝酸塩及び2級アミンを多く含む食事を摂取する前

とした後のヒトの血液を採り，その中の揮発性ニトロ

ソアミンを定量した。8名の被験者の32の血液試料い

ずれに4，痕跡（〈0．5ng／mり～1．3ng／mZのニトロシ

！／

　43／Induction・f　8・Azaguanine・resistant　Muta・

・、　tion　and　Ne・Plas¢ic　Tmnsformat三〇n　of
　＼
　　　　Hamster　Embryon三。　Cells　by　Coadmln・

　　　　istrat量on　of　Sodium　Nitri‘e　and　Amino．

　　　　py「me
　　　　Naomichi　INu1＊，　Yoshisuke　Nlslll卓，　Masahlko

　　　　HAsEGAwA＊，　Masako　TAKEToMI＊，　Myako

　　　　YAMAMoTo，　and　Akio　TANIMuRA：∫Cα’z‘8r　R∬．

　　　　C’孟0π608．，97，1ig（1980）

　　妊娠中のハムスターにアミノピリン（AP）とNaNO2

　を同時に経口投与した後，胎児の細胞をとり出して培

　養し8一アザグアニン（8－AG）耐性突然変異試験を行

　つたところ8－AG耐性コロニー数は著しく増加した．

　また培養細胞に悪性のトランスフォーメーションがみ

　られた．この細胞を若いハムスターの頬嚢に移殖する

　と腫瘍（線維肉腫）が発生した．同楼の現象はニトロ

　ソジメチルアミン（NDMA）を投与したときにもみら

　れた．動物にAPとNaNO2を同時に投与したとき胃

内にNDMAが生成した．

　　　　　ヨウ素滴定による食品中の過酸化水素定量法の

　　　　　改良

　　　　　山本　都，谷村顕雄：食衛誌，22，60（1981）

　　　従来のコウ索滴定法は食品から融q製した試験溶液が

　　濁る場合が多く，終末点も見難いので定量限界が高く

　　バラツキも多い．そこで食品を硫酸亜鉛溶液と水酸化

　　ナトリウム溶液でホモジナイズして試験溶液としヨウ

　　素滴定を行ったところ，より澄明な試験溶液が得られ

　　滴定時に指示薬の変色が明瞭になり滴定が容易となつ

　　た．かまぼこ，つみれ，しらすぼしにこの方法を応用

　　したところ1ppmまでの定jLl：が可能となった．

　　・ラ）天然添加物の現状と蘭点

、　　　　神蔵美枝子：臨床栄喪，57，177（1980）

　　　天然物と化学的合成品の法的解釈について初めに述

　　べ，特に天然着色料をとりあげ，使用の歴史と背景及

　　び研究の動向につきわが国及び諸外国の状況を述べた．

　　使：用の現状については種々な市販食品と着色に使用さ

　　れている天然色素につき種子，根茎，花弁，山砕など

　　の原材料及び天然着色料希釈液を原色によって示し，

　　更に解説した．また，衛生的問題点及び今後の課題に
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ついても言及した．

＠　　　　天然及び合成色素についての最近のトピックス

　　　　神蔵美枝子：日本薬剤師会雑誌，32，895（1980）

　　天然及び合成の着色料について，使用の歴史，規制

　に関するわが国及び諸外国の状況を述べ，安全性につ

　いては混入不純物の問題をとりあげて解説した．また，

　天然着色料の最近の動向については法的規制に基づく

　開発の限界，更に摂取量との関連で食品への使用量の

　調査の必要性を述べた．

④　　　　高速液体クロマトゲラ7イーによる食品中のゲ

　　　　リチルリチンの定量

　　　　加藤三郎：衛生化学，26，318（1980）

　　イォソ交換型Zipax　SAXの湿式充てんによるカラ

　の口腔内，胃内，腸内における変化や分泌，吸収につ

　いて，また，乳，尿，糞中への排泄や生成などについ

　て解説を行った．更に，ニトロソ化合物の生成との関

　係についても併せて論じた．

　　　、

k、50　　医療用具の無菌試験法について

　　　　栗栖弘光：医科器械学，50，5H（1980）

　　医療用具，特に人工臓器の無菌試験について，抜取

　り検査，培地，再試験について各国薬局方との比較検

　討を行い，また，日局10版に新たに採用されたメンブ

　ランフィルター法の適用について検討した．無菌試験

　の機器分析化と迅速化について，L4Cを用いたラジオ

　メトリー法について研究結果を報告した，

■　！

51

。（内径2．1．長さ・。。mm）を用いてグリチルリチ、

ン（G）の定量を検討した．

　G及び副成分の保持時間と移動相のpH及びNaCl。

04濃度との関連を検討したうえで，定量には0．05M

NaCIO4－0．05Mリン酸緩衝液（pH　5．4）を用い，　UV

検出器でGO．4μg以上において注入量とピーク高さ

の間に直線関係が成立し，添加回収率はタクアン，シ

ョウ油，ミソなど溶出前端に大きな不明ピークのあら

われるものにも200ppmにおいて96％以上であった

が，ポリアミドカラム前処理によればこの不明ピーク

は除去され，回収率は更に向上した．GC法と比較し，

おおむね近似する値となるが，GC法は食品成分の共

存によって値が著しく低下するので，本法の方がはる

かに簡便迅速であるうえ確実である．

暁エ響挿櫛奪一・・テ…

　　　辰濃　隆，井上たき子：食品衛生研究，30，

　　　1125　（1980）

　厚生省告示第109号（昭和55年6月20日）において，

表記のプラスチックについての規格試験が定められた．

　その規格のできるまでの経緯，試験の方法について

の詳細のデータなどを示し，規格試験の解説をしてい

る．

ζP生体内における野塩及び硝酸塩

　　　石綿　肇，谷村顕雄：変異原と毒性，11，58

　　　（1980）

　硝酸塩はその摂取丑が多いにもかかわらず，ヒトや

動物における吸収，代謝，分泌，排泄などについては

あまり知られていない．そこで，硝酸塩及び亜硝酸塩

ノ。。m蜘。。，、。a。、、。。、㎞、E騙。f

　Blood　upon　Mutagenicity　of　N・methy1・

　N’・nitm－N－nitmsoguanidine　and　N・metb・

　y1・N一皿itrosourea　in　E8cハεrfcぬ」αco1‘

　Tomiko（NAKAJIMA）SHIMoDAIRA，　Akira　HIRA－

　TsuKA＊1，　Kyu　Charn　CHuNG＊2　and　Akira

　TANAKA＝ハf漉α’ゴ。η1～8∫．，72，389（1980）

　MNNGは細菌に対して極めて強い変異活性を示し，

ストレプトマイシン依存性大腸菌を用いた試験での変

異誘発率はMNUの約10倍である．しかしMNUそ
の他の発癌性ニトロソ化合物と異なりその発癌は殆ん

ど投与部位に限られる．この理由に関して肝ホモジネ

ートによる変異活性の低下が報告されているが血液の

関与も考えられるので，MNUを対照として血液の変

異活性におよぼす影響を比較観察した．MNNGと

MNUの変異活性の比が3＝1に相当するように調製

した高濃度の両化合物をラットに静注し1～数分後に

得た血液及び肝において，MNUの活性は有意に認め

られたのに対しMNNGの活性はいずれの場合も検出

されなかった．人並びにラットの新鮮血液を用いた試

験管内実験で，血液は明らかにMNNGをMNUよ
り早く不活化し特に洗浄赤血球とその溶血液は特異的

に影響することを認めた．MNNGとSH化合物が細

菌あるいは生細胞内で反応して生じる活性中間体は効

率高く細胞の核物質と反応することが実証されてい

る．赤血球は多量のSH化合物を含むが核を持たない

ので，生体内でのMNNGの不活化におげる血液の役

割りは高いと考える。

＊1東京薬科大学

＊2東京大学葵学部
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52　ジメチルアミン並びに硝酸ナトリウム投与サル

　　　のニト回ソジメチルアミン胃内生成に関する実

　　　験

　　　林　長男，寺岡葉子，小高秀正，牛嶋峰子，谷

　　　ホ寸　　顕奴左，　倉［日　　を告：づ1こ衛大塚，　21，　273　（1980）

　　NDMA胃内生成の良好なサル（最高833・6ppb）

　は，不良なサル（検出されず）に比較して胃内pH値

　が高く，サル胃内におけるNDMA生成は，サル個体

　　の諸条件に由来する胃内pH値と生成されたNO2一濃

　度に強く影劉iされる傾向を示した．サル血液中の

　NDMA濃度（検出限界0，2ng）は，投与0から7時

　間まで，いずれの採血時期にも検出されないか，又は

　　こん跡を示す程度で，サル胃内におけるNDMA生

　成量との間にめいりょうな相関性は認められなかっ

　　た．

3四国・九州地域・・おける・9・晦麦の勅ピ

被害とその代謝物質について

諸岡信一判，一戸正勝，芳沢宅実＊1，奥弘　文＊1，

真山真理＊1，木谷清美＊2：マイコトキシン，10，

19　（1980）

能を検索し，石川，埼玉産ムギ由来株では主にニパレ

ノールを生産し，四国産とは異ったパターンを示した．

ゼアラレノンに関しては西日本では生産菌の割合が低

いのに対し，北日本にいたるほど生産菌の占める割合

が高くなり，米培養における産生丑が高かった，

率1国民生活センター

＊2香川大学農学部

紹埼玉県衛生研究所

　四国，九州の各地より収集した小麦，裸麦，大麦計

54点につき赤カビ病菌（F召∫αぬmg7α藤π8αγμ加）の罹病

粒率，分離菌株の地域的分布特性，フザリウム轟素産

生能を検討した．

　赤カビ病被害率と罹病粒率とはほぼ相関を示し，分

奨盤麟欝瓢難潔鷺1（ご．2瓢麟欝：盟押一es…
£oη∫ρorμη～などを分離した．　　　　　　　　　　　　　　Shun一五chi　UDAGAwA：7｝α器7砂‘oJ．506．∫ψ4η，

　トリコテセン系かび毒はfusarcnon・X産生採14株，　　　　21，17（1980）

dcoxynivalenol産生株12樗こなどを得た．

　54険体中15検体にテトラヒメナに対する毒性分画の

存在を認めた．

＊1香川大学農学部

＊2香川短期大学

の
亡ノ

F粥αrf即1トキシン生産菌の地域的分布差

一戸正勝，天野立繭＊1，諸岡信一＊2，芳沢論語＊2，

鈴木敏正＊3，栗栖　誠＊3：マイコトキシン，11，

20　（1980）

　国産ムギ類につき，四国一応，石川，埼玉，宮城，

北海道の各地より収集し，F㍑∫4吻加菌種の分布を調

査したところ，F．　g7α履π84躍濯が主要菌種であったが，

宮城，北海道ではやや少なかった，その他瓦8卿5痂，

E5‘ηどfご昭μ加，夙ρ048，　Rσ6”而πα伽iなどが地域によ

り優先した．E8rα而ηθ4rμ規につきトリコテセン産生

13、）かび毒の食品汚染、その対策

＼

　　　一戸正勝：公衆衛生，44，492（1980）

　今日までに数多く知られるかび毒（マイコトキシン）

の中で，食品類の中に自然汚染の形で検出されるアフ

ラトキシン，オクラトキシン，ステリグマトシスチン，

パツリン及び二，三のフザリウム毒素類について国内

及び国外での報告例をとりまとめて解説した．

　アフラトキシンは国内流通食品では落花生，落花生

製品，チーズなど乳製品に汚染が認められるがその他

穀類，豆類，香辛料も要注意である．オクラトキシン，

ステリグマトシスチンは長期貯蔵米を除いて国内汚染

例は少ない．フザリウム毒素ではニパレノール，デオ

キシニパレノール，ゼアラレノン汚染が国産ムギ類に

みられている．対策として毒素生産菌の生態を把握し

て生育，毒素蓄積を防止すること，汚染農作物の部分

的排除，解毒分解の重要性について強調した．

　東南アジア土壌から分離された以下の2新種を含む

子のう菌類9種についての分類学的知見を報告した．

珈fo∫or44加7μ8054はソルダリア科に属し，8胞子性

の子のうと小型，表面の隆起が波状の子のう胞子を形

成する点が特徴である．σ6～ωiπ05汐07ααη07助0ρor‘磁

はソルダリア科に属し，子のう胞子の表面が極めて不

定形の隆起によって覆われている，既知種としては，

浸π‘κf8〃4　fη♂ぎ‘召　C加6‘ozηf麗π3’ゐf8」αびゴ〇三48μノη　E’8μ晒8r4噂
　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

∬召5‘7ε5‘α’μ5，E．’8‘’σゴだ，　F珈磁r56〃47αう8π加ア5’だ，

3074”f4ρ「oJ哲‘4，1翫κψ溜4∫μπμ’0∫αを記載したが，

これらのうちでC加8’o海μ珊鋸814σlo∫48μπ；はステリグ

マトシスチン，0一メチルステリグマトシスチン，ケ

トシン，ケトクロミンなどのマイコトキシンを生産し，

食品などの一次汚染菌として注目された．
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7　Some　New　or　NotewortLy　Coproplliloug

　　　Pyrenomycetes　from　So腿山America

　　　Shun－lchi　UDAGAwA：7｝ση∫．ηりτo’．30戯」ψαη，

　　　21，283（1980）

　南米産糞生核菌煩として7i磁πg”α加属の2新種と，

オηぬ加47た0π8η∫8，κ〃廊癬544，POゴ0∫ρor4ゐi‘orηf5，

且‘μπ1μ」α，P，勧9畷br海5，58」耀4μ砒乃rαの既知6種

を分離し，分類学的研究結果を報告した．7滋πgぬ7fα

ozll朋はチリーのPaine山において採集の羊糞から得

られ，子のう殻の毛の先端がふくらむこと，大型の子

のう胞子，円筒形の胞子付属物などの形質が特微であ

る．一方，丁融ηgぬ磁fαr4ヴ諏8π∫はオートミール寒

天培地などの上で極めて生育がおそく，やや小型で疎

らな毛のある子のう殻，小型で，しかも円筒形の付属

物を有する子のう胞子を形成するなどの特徴がある．

本四はアルゼンチンのAconcaguaにおいて採集され

た牛と思われる糞から分離された．

砂 F鵬αr加脱属菌の同定におけるパーオキシダ

ーゼの電気泳動パターン比較の有用性について

斉藤道彦＊，一戸正勝，鶴ヨ　理＊：日高報，21，

229　（1980）

　植物病原菌及びマイコトキシン生産菌を含むF翼∫α一

r5耀属11種のパーオキシダーゼのポリアクリルアミ

ドゲル電気泳動パターンを比較し，これらのパターン

がFπ∫α7fz’7ηの分類に際し参考になることを示した．

特にF．0茂｝，5ρ0川η～，且η！0η’」肋ηη8，E50」αη‘の泳動パ

ターンは種特異性が強く，他菌種のいずれとも明りょ

うな差異を認めた．

　　＊農水省食品綜合研究所
61臨床材渤のキ．。の辮山

　．・　一戸正勝，松井泰夫＊：M8ゴf副7「励πoZ．，9，

　　　　280　（1981）

　　気管支拡張症の基礎疾患のある49歳の主婦の喀疾中

　よりBasidiomycetes，　Homobasidiomycetldac（キノコ

　の仲間）に属するスエヒロタケ5砺20ρ妙伽㎜‘o規四五8

　を連続的に分離した．

　　抗真菌剤による治療を行ったが著効なく，外科的に

　左肺舌葉部切除術を行った．切除肺よりの真菌分離に

　は成功しなかったが，病理組織学的に肺膿瘍中に真菌

　菌糸の存在を特殊染色により確認した．従来，キノコ

　の仲間の人体からの分難例は極めて少なく，世界的に

　も本菌による4例の他，キララタケによる1例が知ら

　れるのみである．

＊日本赤十字社医療センター呼吸雅科

’60、／Comparative　Studies　on　the　Mutagenicity

　　　　of　1，1’・Ethyle皿｛トb董5・（1・㎡trosourea）and　Re。

　　　　1ated　Compounds　i皿」配8chθrfc配αcoJε㎞

　　　　Reladon　to　止e　Form就ion　of　DNA

　　　　1餓terstrand　Cross．lin1｛5

　　　　Kazushige　MoRIMoTo，　Kunie　YosHIKAwA　and

　　　　Tsutomu　YAMAHA：σαπη，71，674（1980）

　　EBNUのDNAへの結合様式について調べた．

　EBNUは分解過程でethylene基の両側にcationの

　生成が予想されるため，且‘oJ‘DNAの二本鎖間の

cross・linkingの生成の有無についてヒドロキシルアパ

　タイトカラムクロマトグラフィーを用いて調べた．

EBNUと比較する目的でCCNU及びMNUについ
　ても検討した．CCNUは本法においてもDNAに対

　するcross－linking作用が認められたが，　EBNUには

その作用が認められず，MNUと同じくmonofuncti－

onalなalkyl化作用を有していることが判明した．

　また同一の栄養要求性マーカーを持つ，DNA修復能

　の異なる大腸菌の同一遺伝子系株を用いてEBNU，

MNU，　CCNUの変異原性及び致死作用を調べたとこ

　ろ，EBNUはH／r　30　R（野生型）よりH、30　R＠r

　左）に対して高い致死作用及び突然変異誘発能を

示し，1－carbQxymethyl－1－nitrosoureaと同じtypeの

alkyl化f乍用を有していることがわかった．一方，

MNU，　CCNUは両脚に対して致死作用，突然変異誘

発能とも差がなく，MNNGと同じtypeのalky1化

　作用を有していることがわかった．
／　）

（・・ノM。鵬。。・。。。・P。1州y。b。・yT・…

　　／
　　　　ment　with　1，1’・Ethylene・bi5（1・nhrosourea）

　　　　」πDffro

　　　　Kazushige　MoRI団oTo，　Akira　TANAKA，　Michlo

　　　　SATo，　and　Tsutomu　YAMAHA：（；α朋，72，189

　　　　（1981＞

　　EBNUとpoly（Lys）の結合物の構造について調べ

　た．14C－EBNUを用いて反応後，酵素で完全加水分解

　し，その分解物をTLCによるオートラジオグラフィ

　一で調べた．EBNU［‘αr60ηメ」4G］との反応では2スポ

　ット，EBNU［8ご乃メ8π8」4C］では4～5スポットが検

　出された．予想される化合物としてN5一（carbamoyl）一

　L－lysine［CA－Lys］，　N6一（2－imidazolidinone－N－carbo－

　nyl）一L－lysine［INC－Lys］，及びN6一（2－hydroxyethyl－

　carbamoyl）一L－lysine［HEC－Lys］を合成し，完全加水

　分解物と比較した．その結果主結合物はCA－Lysで

　あり，ほかにINC－LysやHEC－Lysがわずかに生成

　していることが判明した．またN2一アミノ基を∫87か
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の反応産物より主反応物としてCA－Lysを単離し同

定した．EBNUのalky1－14Gのpoly（Lys）への結合

は，ethylene基を有した種々のイソシアネートがLys

のN6一アミノ基と反応してINC－LysやHEC－Lysを

生成する一種のカルバモィル化反応によることがわか

った．

⑤ Di5廿丑bu6・n　of　Butylated　Hydr・xyanis・1e

and　lts　Conjugates　in　the　Tissues　of　Rats

Iくcn噂ichiro　NIINEGIsHI，］y正itsuo、VATANABE　and

Tsutomu　YAMAIIA：C加ηz．　P加rπ～．β〃り　29，

1378（1981）

　　BHAとその抱合体の分布を3H一標識BHAをラッ

　トに経口投与し1時間及び3時間での肝，腎，膵，血

　漿，尿について調べた．組織における総放射能は腎〉

　肝〉血漿〉膵の順であった．BHA－S（硫酸抱合体）と

　BHA－G（グルクロン酸抱合体）はろ紙電気泳動によ

　って良好に分離された．竜気泳動によって分離された

　BHA及びその抱合体の放射能を測定し，その割合を

　計算によって求めた．未変化体BHAは主に肝及び膵

　にみられ，BHA－Gの割合は尿〉腎〉血漿〉膵〉肝の

　順であった，一方PHA－Sは血漿〉腎〉膵〉肝〉尿の

　順であった．BHA－Gは尿中で糊代履物でありBHA－S

　は少量代謝物ている．しかしながらBHA－Sは血漿中

　でかなりの割合で認められたので，3H一標識一BHA－S

　を腹腔または静注投与によって帽秘するグルクロナイ

　ドに変換するかどうかについて調べた．

63｝　尿路悪性腫瘍と尿中ポリアミン（第1報）

　　　、．’ @赤阪雄一郎＊，町田呈1と平＊，田中　彰：臨床泌尿

　　　　瓢｝手：卜，　34，　25且　（1980）

　　尿中ポリアミン量を，酵7斯去を恥いたポリアミンテ

　ストによって，正常人25例，尿路悪性腫瘍患者30例｝こ

ついて測定した．正常人の平均値はll．4±620μmol／

dayであり，年令差，日差とも著明な変動は認めな

かった，一方尿路悪性腫瘍患者の平均値は47±31．8

μmol／dayであり，5％の危険率で正常人との間に有

意の差を認め，ある程度尿中ポリアミン測定の有用性

が示唆された．尿中ポリアミンの酵素法による測定は，

個々のアミンの分画測定が不可能な上，薬剤の服用な

　どに伴う尿中の反応阻害物質の影響をうけ易いなどの

欠点もあるが，臨床レベルの検査法としては価値のあ

　ることが認められた．今後は尿中ポリアミンの分画測

定による臨床的意義について検討予定である．

＊東京慈恵会医科大学泌尿器科

＼

実験動物用飼料中における農薬残留，特に有機

塩素系殺虫剤について

降：矢　強，落合敏秋，萩埜恵子，松本清司，関

田清司，川崎　靖，児玉幸夫，金子豊蔵，内田

雄幸，内藤克司：東京獣医学畜産学雑誌，27，

139　（1979）

　実験動物用飼料の汚染が飼1／「H！のどの原科に山来．し

ているかを郷明するr1的で，口本四験動物飼料協会の

協力を得，有機塩素系殺虫剤の残留旦を測定したとこ

ろ，原料及び製品ともα及びγ一BHGの汚染が多くみ

られ，他のBHC異性体，　DDT及びその近縁化合物

とドリソ剤農薬については若干の汚染が槻察された．

　　　EEect　of　Patulin　o血Hepatic　Monooxygen－

　　　ase　in　Male　Mice

　　　Mohamed　Y．　SIRAJ，　A．　Wallancc　HAYEs，

　　　Akira　TAKANAKA　and　Ing　Kang　Ho：∫

　　　1伽ひf70η．」Po’乃01．7か月∫‘oム，4，545（1980）

　雄マウスにPatullnを1，3及び4．5mg／kg，1回

腹腔内投与し，肝薬物代謝酵素に及ぼす影響について

検討した．Patulinを連続投与したものについても同

様の検討を加えた．

　1回投与では，ヘキソパルビタールの水酸化に及ば

す影響はみられなかったが，アニリンの水酸化は

3mg／kg投与群で48時間後に有意に増加した．アミノ

ピリンとエチルモルヒネの脱アルキル化は3あるいは

4．5mg／kg投与群で48及び72時・問後に明らかに増加し

た．チトクロムP－450含量は1及び31ng／kg投与群

で48時間後に12％の増加がみられた，NADPHチトク

ロムC還元酵素活性，NADPI．1脱水．1；酵素活i生も一部

に増加が認められた．

　連続投与群ではヘキソパルビター・ンの水酸化を除き，

薬物代謝酵素の変化：よみられなかった．

　Pat磁nは肝薬物代謝酵素をル参導するが，その作用

は亟めて弱いことが明らかとなった，

⑤　　　The　Inh玉bh三〇n　and　Poteatiatio賦of　Pro瞬

　　　carbazine　on　Hepat己。　Mixed・function

　　　O区idases　in　Pentobarbital　Tolerant　and

　　　Non・tolerant　1㌧1二ce

　　　Kin一三chi　ONoDA　and　Ing　Kallg　Ho＊：Drμgαπゴ

　　　Cli67π．7bκ’‘oム，3，185（1980）

　抗腫瘍剤の一つであるプロカルバジソ（PCZ）は，

マウスにおけるヘキソパルビタール催眠持続時閥を延

長させることが認められており，その要因として肝薬

物代謝酵素の阻害が示唆されている．本四では，肝薬
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談盤舗鰭驚慧よ錨灘毒鴇（．、
にPent錠を背部皮下に埋め込んだPent耐性マウス

（耐性群）を用いて詳細に検討した，実験の1時間前

にPCz（200　mg／kg，　i．　P．）を投与してから薬物代謝

酵素系の活性を測定した結果，すでにPentによる酵

素誘導の見られる耐性群ではそれ以上の変動は認めら

れなかったが，ブラセボ埋め込み群（Pl群）では約50

％の活性低下が見られた．また実験の3日前にPCZ

を投与すると，耐性群における酵素誘導が増強された

がその機序は明らかでない．一方Pent催眠持続時間

は，耐性群，PI群ともに1時間前のPCZ処置によ

り有意に延長された．それ故，PCZによる他の薬物

の催眠持続時間延長の一因として，PCZとの協同効

果も関与していると考えられる．

　　＊Department　of　Pharmacology　and　Toxicology，

　　　Universlty　ofMississipPi　Medical　Center．

2。＿㎡＿＿＿，並
　　　　出eMouse
　　　　Kannosuke　FuJIMoRI，　Ing　K：ang　Ho　and

　　　　Harlhara】～1．ムfEHENDALE＝ノ；τbxf‘oJ・Eη擁70η・

　　　　1ノ～’ゐ．，6，869（1980）

　　マウスに10，25，50mg／kgの3用量のPhotomirex

　を経口的に連日投与した．死亡はそれぞれ16，7，4日

　目に出現し始めた．累積LD50は225－250　mg／kgで

　ある．PhotQmircxは摂食，摂水量の増加を引き起こ

　したが，用量依存性の体重減少を引き起こした．また，

　行動上の変化は特に見出せず，体温の変動も認められ

　なかった．血糖及び遊離脂肪酸も対照に比し変らず，

　脳内アミンレベルも変化しなかった．Photomirexの

　毒性は末梢に限ると，母化合物のMirexのそれによ

　く似ているようである，

0一＿＿＿ナプス性
　　　　α・adrenoceptOfの役割

　　　　遠藤上野：医学のあゆみ，114，63（1980）

　　前シナプス性α一adren㏄eptorの局在は，形態学的

　にも，生化学的にも明らかではない．しかし，近年，

　　ノルアドレナリン作働性ニューロン終末にそのtran－

　smitter遊離を調節する作用部位とこの部位と親和性

　を有する薬物群に関する報告が数多くなされている．

　薬理学的仮説に基づき，この部位は古典的な“後シナ

　プス性受容体”に対して“presynaptic”受容体とよば

　れている．本稿では，とくに前シナプス性α一adreno・

　ceptorの役割について，その二本的概念を説明した．

、」ソEect　of　Chm㎡c　Ad曲’5t「at’on　of

　　　　Phencych曲1e　on　Hepatic　Mixed・f皿cdo鳳

　　　　Oxidases　in　the　Mouse

　　　　Ing　Kang　Ho＊，　Kin－ichi　ONoDA　and　Bryan

　　　　A．FLINT＊＝βfo6乃襯．　P加7加α‘o乙，30，545（1981）

　　フェンサイクリジン（PCP）は麻酔薬であるが，ま

　た一般に販売されているある種の製剤にも配合されて

　おり，濫用のおそれが指摘されている．一方，エタノ

　ール，ヘキソパルビタール又はベントバルビタールの

　催眠持続時間や，鋭痂70の薬物代謝活性等に対する

　PCPの影響を調べた報告は種々あるが，それらの知

　見はPCPの用量や投与期間など実験条件により一様

　でない．曲面では，PCP（40　mg／kg，　i。　P．）をマウス

　に7日間又は14日間反復投与し，最終投与の24時間後

　に肝薬物代謝酵素系の活性を調べた．その結果，薬物

　代謝活性及びNADPH依存性電子伝達系の活性は明

　らかに増加したが，cyt．　P－450及びcyt．　b5の含有量

にはあまり大きな変動は認められなかった．

（70

＊Department　of　Pha㎜acology　and　Toxlcology，

University　ofMississ1ppi　Medical　Ccnter；

　．ノ　N一ニトロソ尿素によるラット脳神経系腫瘍の
＼、

　　　発生と病理

　　　前川昭彦，荻生俊昭，小野寺博志，古田京子，

　　　小田嶋成和：神経研究の進歩，24，255（1980）

　①N一アルキルニトロソ尿素の成熟ラットへの経口

、

投与では，神経系腫瘍の発生にはアルキル基がメチル

基であることが必要で，その場合，MNUは主として

末梢神経系の，その誘導体であるAc－MNUは中枢神

経系の腫瘍を発生させる．②白血病誘発物質である

BNUは経胎盤投与でその仔に高率に神経系腫瘍を発

生させ，その前駆物質であるBUと亜硝酸の併用投与

でも同様に神経系腫瘍が好発する。③N一ニトロソ尿

素で誘発されるラット神経系腫瘍は，中枢及び末櫓の

両方より発生し，中枢のそれはひとの成人型膠腫に類

似し，末檎のそれは神経鞘腫である．

θ 悪性黒色腫の剖検6例

宮田幸忠＊，村崎元五＊，長谷川良平＊，広瀬雅

雄＊，高橋道人，伊東信行＊＝癌の臨床，26，

287　（1980）

　最近右前胸部皮膚にメラニン産生を伴う腫瘍の摘出

術を受け悪性黒色腫と診断されたが，その約2年後突

然右腋窩部表在リンパ節に腫瘤形成をきたし，更にそ

の2ヵ月半後には縦隔洞及び両三を中心にほぼ全身に
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ鰍死亡・た症例を得た・・かし剖検の結燃・曾

れたすべての組織においてメラニン産生性を認めず非

メラニン産生性に転化した悪性黒色腫の症例に遭遇し，

検索する機会を得たので，その検索結果を他の5自験

症例のメラニン産生性悪性烈色腫症例と比較した．

　　＊名古屋市立大学

万7化学物質毒騰の現状。動向II灘離
ど

　～、　及び癌原性試験

　　　　高橋道人：変異原と毒性，10，46（1980）

　　慢性毒性試験及び癌原性試験の実施方法における最

　近十年問の発展，変遷は日覚ましく，最近これらの国

　際的な合意をはかるため，OECDやIARCなどで検

　討が進められている．本章では最近OECDで調査さ

　れ，検討されている各種ガイドラインを参考にしつつ，

　　　　Concanava1㎞AStai皿i」ロg　i皿Exper…mental

　　　　Gastr五。　Cancers　Induced　in　Wistar　Rats

　　　　by　N・Methy1・N，・皿tro・N・nitrosogua㎡dh塞e

　　　　・r4・Nitro吼㎡noHne　1・0コdde

　　　　Mase　TATEMATsu＊1，　Thutomu　KATsuYAMA＊2，

　　　　Shqii　FuKusHIMA＊1，　M三chlhito　TAKAIIAsHら

　　　　Tomouuki　SHIRAI＊1，　Nobuyukl　ITo＊1　and

　　　　Tsuyoshi　NAsu＊2：ノ八℃ろ64，835（1980）

　　ウイスターラットにおけるMNNG又は4－NqO
　による実験胃癌における1ぞ1｝i液組織化学について，実験

　胃癌をパラドキシカル・コンカナバリンA染色法及び

　鉄ジアミンアルシアンブルー染色法によって検索し

　た．分化型腺癌では次の如き4型の細胞の混合であっ

　た．

　　1）　sulfatcd　and／or　slalatcd　class　II　mucinを持つ

　　　　た被覆粘膜上皮

　　2）sialated　and／or　sulfated　class　III　mucinを持

　　　　つた幽門腺細胞

　　3）su1鉱tcd　class　II　mucinを1午つた杯細胞

　　4）　刷子縁を持つ小腸吸収上皮

　　以上の結果により，胃癌の組織発生について知見を

　碍た．

＊1名古屋市立大学

＊2信州大学

　マストミスもま，

腺胃に自然発生腫瘍を多発することが出目をひいてい

る動物である。この腺胃の細胞を魏濡r・で悪性化さ

せた場合の組織像を検討する目的で自験が行われた．

3～6週令の動物の腺胃をexphnt法により培養し，

その後上記の化学発癌剤MNNGで処理をした．無処

置細胞2／4，処置細胞6／11系で移殖により腫瘍形成

が認められた，痂。癖。では細胞は上皮様形態を示し

ていたが，移植された腫蕩の組織像は，平滑筋肉腫隊

の像を専ら示し，上皮細胞は，わずかに認められたの

みであった．

Carci且ogenisis　of　Gla盤dular　Stomach

Ce皿30f　Praomys（Mastomys）Nata旦ensis

加　ひ髭ro　by　N・皿e出y1。N，嘩nitro・N鱒nitro・

sogua㎡dhle　an【1　t1・e　Morphology　of

Transplantable　Tumors

Yujl　KuRoKAwA，　Sachiko　SAITo＊and　Haruo

SATO＊＝　εoμ’ゐ　！切ぜ‘αη　Cr1’～‘6プ　β～’〃”～’7，　24，　420

（1980）

　　　　　アフリカ原産のゲッシ煩の一種で，

＊東北大学医学部

An　IUltrastructural　Study　of　Precancero駕s

and　Cancerous　Les三〇11s　of　the　Pancreas

i血Sy由n　Golden　Hamsters　hlduced　by

N・Nitrosobis（2・ox・propy1）ami皿e

Michihito　TAKAIIAsm，　Hitoshi　ARAI＊，　Takeshi

KoKuBo，　Fumio　FuRuKAwA，　Yashu3hi　KuRATA

and　Nobuyuki　ITo＊：σαπη，71，825（1980）

　ハムスターにBOPを投与し，経時的に屠殺し膵菅

上皮の変化を透過型電子顕微鏡にて観察した．膵管の

変化は5週口より見られ，前癌変化は10週口に見られ

た．この細胞の特徴は，明瞭な核小体を持ち，不規則

なERが認められた．15週目には腺管形成を示す膵癌

が見られ，楕円形の核と穎粒状のクロマチンを有して

いた．ERの発達は悪く，不規則に分布し，細胞表面

はmicroviHiで粒われていた．前癌変化と癌との間

の共通所見は多数のmlcrovilliの存在と細胞分化の喪

失であった．

　　＊名古屋市立大学：

θ舞留淵、㍊膿
　　　　tbe　A（江1N　rat

　　　　Akihiko　MAEKAwA，　Hiroshi　ONoDERA，　Kyoko

　　　　FuRuTA　and　Shigcyoshi　ODAsHlMA＝0αππ，71，

　　　　811　（1980）
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癌剤で，成熟ラットに連続的に経口投与すると口腔よ

り前胃迄の上部消化管に，ほぼ100％腫瘍を発生させ

る．今回BNURを用いて，経胎盤投与あるいは新生

仔直接投与による癌原性を検討した，BNURを妊娠

後期に投与した母親より生まれた仔，及び生後24時間

以内の新生仔期に投与されたラットには僅かながら神

経系腫瘍が発生したが，その発生頻度はニトロソ尿素

類の場合と比べ著しく低かった．

1一一一二・・ソウ・タ・（一）は強力・発ぐ7り食品添加物の変異原性謝績一昭和・獺厚

∂ Chromosome　Aberration　Tests　with　Chi・

nese　Hamster　Cells　lπひεlro　witk　and

w量thout　Metabolic　Activation＿A　Com．

parative　Study　on　Mutagens　and　Carci皿o・

gens

Motoi　IsmDATE，　Jr。　and　Kunie　YosHIKAwA：

老レ‘乃．7bκf60’り3置ヵρ乙，4，41（ig80）

　癌原性物質，食品添加物，医薬品，農薬，工業原料

などを含む環境中の化合物400余種について，5π麟。

での染色体異常試験を行い，その結果を細菌を用いる

変異原性試験（Ames試験）の結果と比較した．約半

数の化合物は，どちらかの試験で陽性となった．染色

体異常試験で陽性となった物質の中には，Ames試験

で陰性であっても動物で癌原性の証明されているもの

が含まれていた．従って，哺乳動物細胞を用いる試験

系は，環境中の変異原及び癌原性物質の第一次スクリ

ーニングとして必要なものであると考えられる．

縢原織瀞繍現状
　昭和48年から，厚生省がん研究班の一つとして，が

ん原性物質を検索するための短期試験法の開発研究班

が組織された．その中から取り上げられたいくつかの

試験系を用いて，昭和50年から4年間にわたり，年間

約30種の生活関連物質について変異原性の検索が行わ

れた．そこで変異原性の証明された物質の中から毎年

7種ずつ選び，さらに発がん性テスト班でラット及び

マウスを用いる発がん性試験が実施されてきた．その

結果，既知発がん物質の中にも，変異原性試験にかか

らないものが約20％ほど存在した．また，いずれかの

試験系で陽性となりながら，発がん試験で陰性となっ

たものもかなり多い．本稿ではこうした問題点につい

て解説し，更に，亜硝酸ナトリウムや過酸化水素など

10種類の食品添加物について，現在までに得られてい

る試験結果を略述し考察を加えた．

ソ’ 生省試験研究費による第一次スクリーニング・

データ（第一回）

石舘　基，吉川邦衛，祖父尼俊雄：変異原と毒

f生，　12，　82　（1980）

　昭和54年度より5力年計画で，食品添加物に関する

安全性の再評価の一環として，現在使用されている食

品添加物の変異原性試験を開始した．今回は昭和54年

度分として，53検体について，サルモネラ菌6株を用

いる復帰突然変異試験（Ames試験），並びに，チャイ

ニーズ・ハムスター培養細胞を用いるfπ漉ro染色体

異常試験を行った．Ames試験の結果では，純度50％

のファーストグリーンFCF及び亜硝酸ナトリウムが

陽性となった以外はすべて陰性であった．染色体異常

試験では，18倹体が陽性，8検体が疑陽性の結果を示

し，残りは陰性であった．今回の検索では，色素類に

染色体異常を誘発するものが多かったが，含まれてい

る不純物の影響も無視できない．また，天然添加物や，

そのほかの食品関連物質の染色体異常誘発性について

も検討を加えた．

＠ Studies　on　Metabolism　and　Toxicity　of

Styrene　m。　The　EEect　of　MetaboHc　h．

activation　by　Rat・1iver　S90n　the　Muta・

genicity　of　Phenyloxirane　towardεα」π10・

πeπα’〃Pみεπ1πrf即ε

Kunie　Yosl11KAwA，　Masakazu　IsoBE＊1，　Tadashi

WATABE＊1　and　Eigo　TAKABATAKE＊2：漁’o’foη

ノ己r∫．，78，219（1980）

　Phenyloxlraneは，肝臓中での，変異原活性をもっ

たStyreneの主要代謝産物である．このphenyloxirane

の代謝的不活性化に影響を及ぼす酵素的要因について，

ラット肝ホモジネートの9000g上清（S9）中の，可

溶性91utathione　S－transferase及びミクロソーム中

のe】軍）xlde　hydrataseに着目して検討した．　Phcnyl（ト

xiraneの8αZ加。π8伽りψ湿規μr∫μ拠TA100株に対する

変異原活性は，glutathiQne共存下でS9によって著

しく減少した．非共存下では，減少の程度は小さかっ

た。Glutathioneによるこのような減少効果は，　S　9の

可溶性画分に関係したものであってミクロソームによ

るものではなかった．ガスクロマトグラフィーの結果

によれば，91utathioneの効果は，実験系から変異原

性化合物が消失することに起因していることがわかっ

た．その消失率は，4mM以上のglutathioneを加え

た場合，可溶性応分中ではミクロソーム画分院の10～

20倍であった．今回の結果から，ラヅト肝臓中での
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Phenyloxkaneの解毒に関しては，ミクロソーム中の

epoxide　hydrataseよりも細胞質中のglu陰thione　S－

transferaseの方がより重要な役割を果していること

が強く示唆された．

＊1 結椁�ﾈ大学
＊2国立公衆衛生院

の
）

D冠fereatial　Mutagenicides　of　6N・Mtmso・

N．a11藍ylurea　Der五vatives　j㎞　E8d星erfc五fα

coπ　Str無hls　with　D温erent　DNA騨Repair

Capaci¢ies

Kunic　YosHIKAwA，　Masahiro　NAKADATE，

Tadashi　WATABE＊1，　Motoi　IsHIDATE　Jr．，　and

Sohei　KoNDo＊2＝ムf癩‘foπRθ∫．，79，319（1980）

　6種類のκ一n三tros（〉一1＞一alkylurea誘導体（NMU，

NEU，　NBU，　NIBU，　NAU）の復帰突然変異誘発性

及び致死効果を，大腸菌H／r30R（野生型），　Hs　30R

（μこア♂｛雪），016（ρo紐一），NG　30（r8‘澄冒）の4株を用い

て比較した．ρoM『と780左の高温は，6化合物のす

べてについて，致死効果に対する感受性が野生型及び

躍磁噌株よりもはるかに高かった。野生型とπo磁冒株

の間には差は見られなかった．NMUは野生型，㍑o磁一，

カ01！1一株においてほとんど同じ強さで突然変異を誘発

し，それより弱いが78磁一でも変異原活性を示した．

NMU以外の5つの化合物は，　r8‘4雪では突然変異を

誘発しなかった，NEU，　NPU，　NBUは，野生型，

聯濯糟，ρo猛『の3株の問で変異原活性の強さはほぼ同

じであったが，NIBUとNAUは，αひ磁’株において

他の2株より強い活性を示した．以上の結果から，今

回用いたアルキル基の異なる6種の化合物を，変異原

性のパターンに関して3つの型に分類できることがわ

かった．

（3MC）の3種の誘導剤で前処置したラットの肝S9

について，凍結保存（一80。）日数による影響を調べた。

指標としては，dcmethylase活性，及び，ジメチルニ

トロサミンと併用した場合の変異原活性について検討

した．PBで誘導したS9は凍結7日目でdemethylase

活性が40％低下し，変異原試験でも同様であった．

PCB及び3MCで誘導したS9は，1束結30日以内で

は活性の低下はほとんど見られなかったが，360割目

には，それぞれ37％及び53％低下した．無処置ラット

のS9は，変異原試験では最も低い成績を示したが，

そのdemethylase活性は凍巨霊360日後にも変化してい

なかった．

　　　Du－atio期of　S9　Activity　in　Agar　Overlay

　　　TakehikQ　Nol｛MI，　Kunie　YosHIKAwA，　Rumiko

　　　MIYATA，　Saeko　NAKAMuRA　and　Motoi　IsHI－

　　　DATE　Jr．＝ハfμ如’foηR85。，91，37（1981）

　肝S9を併用してAmes試験を行う場合，寒天壷中

での酵素反応の持続時聞については，よくわかってい

ない．そこで，ミクロソーム酵素系の阻害物質である

7，8一ベンゾフラボン（BF）を用いて，この点につい

て検討した．基質として加一フェニレソジアミンを

1μmole用いた場合，プレート当り500　nmolesのBF

で，基質＋Sgmixの変異原活性はほぼ完全に抑制さ

れた．従って，S9による侮フェニレソジアミの代謝

活性化は，チトクロームP－448が関与したものであ

ることが示唆された．次に，反応婦中にBFを加える

時期を種々に変えてみると，少なくとも6時亜目まで

は，ほぼ直線的に変異原活性が増加していくことがわ

かった．この結果は，ミクロソームの酵素の活性が，

寒天層中で少なくとも6時間は維持されていることを

刀『｛している．

し

、．

　　＊1東京薬科大学

　　＊2大阪大学

／9
8＿　　　Stab週ity　of　Sg　During　Frozen　Storage　in

＼．　Salmonella／S9　Assays

　　　　Kunie　YosHIKAwA，　Takehiko　NoHMI，　Ayumu

　　　NAGAHARA，　Yoshiyuki　INoKAwA　and　Mo亡oi

　　　　IsHIDATE　Jr．：ルf～4’α’∫oπR85．，74，389（1980）

　サルモネラ菌を用いる突然変異試験においては，代

謝活性化系として，凍結保存された肝S9（肝臓の

9000g上清）が一般的に使われている．この保存中に

S9の活性が維持されているかどうかは重要な問題で

ある．今回は，無処置のWistarラット，及び，　PCB，

フェノパルビタール（PB），3一メチルコランスレソ

PCB誘導とNF十PB誘導のS9における前変
異原物質の代謝的活性化

古川邦衛，能美健彦：変異原と毒性，12，8

（1980）

　Amesの報告（1975）以来，前変異原物質の代謝的

活性化には，PCB誘導によるSpmgue－Dawley（S．　D．）

ラットの肝S9を用いるのが一般的であったが，それ

に代わる誘導法として，フェノパルピタール（PB）と

β一ナフトフラボン（NF）の併用が提唱されている．そ

こで，4系統（S．D．，　Wistar，　Donryu，　Fischer）のラ

ットから肝S9を調製し，6種の前変異原物質の代謝

活性化，及び，3種の薬物代謝酵素の活性を指標とし

て，PCB誘導とPB＋NF　i誘導における誘導効果の特
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徴を比較した．

　ベンツピレソやジメチルニトロサミンのような強力

のラットのS9でも変異原性が検出されるのに対して，

PB＋NF誘導ではS．D．及びF1schcrラットのS9を

用いた場合のみ検出できた．このように，PCBの代

わりにPB＋NF誘導を採用するに当っては，ラット

の系統の選択が重要なカギを握っていることが明らか

になった．

　　　　ヨーロッパ諸国の薬局方収載生薬の薄層クロマ

　　　　ト試験法について
　’

　　　　野口　衛：漢方研究，67（1981）

　　スイス，東ドイツ，西ドイツ，イギリス，フランス

　の各国及びヨーロッパ薬局方に収載される生薬の種類

　及び薄層クロマト試験法の有無について調査し，その

　記載内容及び標準品の取扱いについて考察した．

回しても遊離型と結合型の存在比で測定結果が変動す

るので，結合型BAの多い食品の測定には聞題が残る．

　　　Comparison　of　Two　Methods　to　Deter－

　　　mine　Sorbic　Acid　hl　Cheese

　　　YQshio　ITo，　Masatake　ToYoDA，　Sh呵iro

　　　OGAwA，　Masahiro　IwAIDA：∫Foo4　Pro’8‘’．，43，

　　　601，　602，　607（1980）

　溶剤抽出・ガスクロマトグラフィー（ガスクロ法）

とAOAC法の比較を行った．試料としてはサムソー

．チーズとチェダーチーズより調製したソルビン酸をそ

れぞれ’14．5又は72．3ppm含む2種類のプロセスチ

ーズを使用した．概してAOACによる測定値は高く，

理論値に対する比率は98．0－135．9％であった．これ

はソルビン酸以外の成分が2一チオパルビツール酸と

反応して呈色したためと考える．これに対して，ガス

クロ法では理論値に対する比率は97．5－106．296の範

囲であった．72．4ppmのソルビン酸を含む検体にあ

っては2法による測定値の差は有意であった．ガスク

ロ法はAOAC法よりも簡便迅速であり，測定精度も

優れている．

　　　慶田雅洋：食衛誌，21，301（1980）

　4種の前処理法，すなわち溶媒抽出法（エーテル使

用，A法），水蒸気蒸留法（B法），改変水蒸気蒸留法

（C法），及びアルカリ分解法（D法）によって抽出し

た後，ガスクロマトグラフィーによって安息香酸（B

A）を定量し比較倹晒した．しなちく及び高麗人参茶

では常にA法による測定値が最も低く，B法による値

はこれよりもやや高く，留出液の液量を調整した蒸留

法であるC法では，液量の増加につれBAの定量値は

高まることがわかった．D法の測定値が最も高く，　A

法による場合の5．1～32．6倍の値を示した．

　A法により測定されるものは遊離のBAであるが，

これに対してD法によれば種々のBA誘導体（結合型

BA）をも含めた総BAを定量することができる．　B

及びC法の結果から，結合型BAの一部は蒸留中に遊

離型に分解すると推定される。

　添加したBA及びその塩は，食品中で大部分遊離型

で存在するものと考えられ，他方では天然由来のBA

は主として誘導体であるので，A法とD法により遊離

型及び総BAを求め，遊離型と結合型BAを分別定量

することは，BAの由来を解明するための有力な手が

かりとなる．一方，水蒸気蒸留法は装置・留出速度を固

　　　Studies　on　the　Toxicity　of　Coa1・tar　Dyes

　　　m．Reason　of　Acute　Toxicity　to　Fish

　　　Caused　by　Coa1・tar　Dyes　and　Their　In・

　　　dustrial　EfHuents

　　　Yasuhide　ToNoGAI，　Yoshio　ITo，　Masahiro

　　　IwAIDA，　Masatomo　TATI＊1，　Youki　OsE＊2　and

　　　Mikio　HoRI＊2：∫乃κゴ‘o乙5‘ム，5，23（1980）

　タール色素及びその工場排液により引き起こされる

魚に対する急性毒性の原因が，次の三つのポイントか

ら検討された．

　1）π一オクタノール・水間の分配係数が数種のター

ル色素について測定され，分配係数の大きいほど魚毒

性の強いことがわかった．

　2）　光照虚心におけるキサンチン系色素の存在形態

について測定した結果，溶液中の色素は励起三重項状

態にあり，色素分子中のハロゲンは遊離の形で脱離す

ることが判明した．

　3）　タール色素が次亜塩素酸ナトリウムで処理され

た時，：有害なクロロホルムの発生することを見い出し

た．クロロホルムとその関述物質は低いTLm値を示

し，魚に対して重大な影響を持つことが明らかになっ

た．

＊1岐阜大学

＊2岐阜薬科大学
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89　　しらすぼし中のけい光物質の検出

　　　伊藤誉志男，外海泰秀，豊田正武，鈴木英世，

　　　小川俊次郎，慶田雅洋：邑智誌，21，435（1980）

　紫外線照射下でけい光を発する台湾産しらすぼしか

ら，ガーゼ染着性のけい光物質を溶出し，同定した．

　回しらすぼしのけい光物質は抽出，精製の初期の段

階では2つの吸収極大を示したが，クリソアップの進

行と共にそのうちの一つは消失し，敢終的に励起波長

338nm，けい光極大430　nmの物質を得た．

　本物質を市域けい光染料と比較した結果，けい光の

励起・吸収極大が一致し，薄層クロマトグラムもほぼ

一致するものを認めた．本立は有機溶媒中で太陽光線

下でcis化するトランス化合物であることを知った．

　赤外及び，核磁気共鳴スペクトル更に元素分析など

の結果より，塩けい光物質はトリアジンアミノスチル

ベン系染料〔4，4’一ビスー（2一アニソノー4一ジエタノール

アミノー1，3，5一トリアジンー6一イルアミノ）一スチルベγ

一2，2’一ジスルホン酸ナトリウム〕C40H42qoN1β2Na2・

3．5H20と同定した，

AGeneral　Survey　on　Borate　Contents　hl

Foods

Tetsuo　INouE，　Masahiro　IwAIDA，　Yoshio　ITo，

Shu可iro　OGAwA，　Katsuhiko　TAJIMA窒，　Taka－

nori　MINE＊，　Yoshinobu　F隅AwA　and

Suzuyo　KuBoTA：食衛誌，21，465（1980）

　2一エチルー1，3一ヘキサンジオールにより各種食品中

のホウ酸塩をサレート抽出し，グルタミン法で比色定

量した．生鮮野菜ではホウ酸として4～18ppm，乾燥

品では14～38ppmであった．架実類はリンゴ（28～

31PPm）を除き，約10PPmであった．蓄肉は2～3

ppmと低い．海産生鮮，乾燥魚介類では3～25　ppm

で，海水（20～35ppm）よりもやや低い．輸入冷凍え

び及び塩蔵くらげでは大きなばらつきがあり，ホウ酸

添加を疑われるものもあった．また，海藻類について

加工処理中のホウ酸の除去法も検討した．

　＊サントリー（株）中央研究所

　　　Isotacbopboretic　Determh且ation　of　Ethy1・

　　　ened肱翼ninetetraacetate　i且Salad　Dress量ng，

　　　Mayomaise，　and　Margarine

　　　Yoshio　ITo，　Masatake　ToYoDA，　Hidcyo　Suzu・

　　　Hand岱lasahiro　IwAIDA：」「・ノ1∬o‘。　qが‘・オπα」・

　　　C’乙8ηz．，63，1219（1980）

　イソタコフオレーシス（細管式等速電気泳動分析装

置）を川いて，輸入食品中のEDTAの分析法を開発

した。サラダドレッシング，マヨネーズ，及びマーガ

リンを水抽出し，遠心分離を行った後，上澄液をイオ

ン交換カラム（Dowex　l×4）に入れ，水及び0．01N－

HC1で洗浄し，糖，有機酸などの爽雑物を除去した

後，0．2N－HCLにてEDTAを溶出させた．溶出液

を沸騰水浴中で減圧乾固し，塩酸を除去した後，少量

の水に溶かし，」塩化第二鉄を加えて，EDTAの鉄キ

レートとした後，イソタコにより定i止する．リーディ

ング液には0．01N－HCIにβ一アラニンを加えて，　pH

3．5とした後，トリトンX－100を0．05％になるよう

に加えた．ターミナル液には，0．OIMのカプロン酸溶

液を用いた．EDTAの水溶液は，2～4個の帯に分

れて，定量は困難であるが，EDTAを鉄と反応させ

ることにより帯は1個となり，定量が容易になる．

EDTA・2Naを100及び1000　PPm上記の3種類の食

品に添加したときの回収率は，いずれも90％以上とな

り，良好な結果が得られた．本法でのEDTA・2Naと

しての検出感度は10ppmである．

　　　Gas。Liquid　Cbromatographic　Determhla。

　　　tion　of　Tert…ary－Buty111ydroquhlone（TBg

　　　Hq）hl　Dried　Fish，　Frozen　Shrimp，　Vege。

　　　table　Oils，　Bu就er，　and　Margar血e

　　　Masatユke　ToYoDA，　Shunjiro　OGAwA，　Yasu－

　　　hide　ToNoGAI，　Yoshio　ITo　and　Masahlro

　　　IwAIDA：／．ノ1∬・‘．　qが‘．」7認．α8ηz．，63，1135

　　　（1980）

　tcrt一ブチルヒドロキノン（TBHq）の新しい分析力

法を開発した．TBHQ，は∫ξ品中から酢酸エチルで抽

出し，溶剤を留去後，残囲物を惣ヘキサソ・酢酸エ

チル混液（99＝1）で溶解し，2％食塩水に転溶し食品中

の妨害成分と分離した．TBHqを更にη一ヘキサン・

酢酸エチル況液（1＝1）にて再抽出し，濃縮後FID－

GLGにて定慣した．しらすぼし，にぼし，乾燥かわ

はぎ，サラダオイル，大豆油，綿実油，パター及びマ

ーガリンを用い，TBHqの分析を行った場合，　TBHq

IOO　ppm添加で回収率は85％以上と良好であった．ま

た検出限界は1．Oppmであった．

④　　Gas・Li騒㎡d　Cbromatogmphic　Detem血a・

　　tion　of　Buty】ated　Ilydroxytoluene　hl

　　Mod迅ed　Powdered　M皿【

　　Yoshio　ITo，　Masatake　ToYoDA，　Hideyo　Suzu・

　　KI，　Shunjiro　OGAwA　and　Masahiro　IwAIDA：ノ1

　　動。ゴPro陀6’．，43，832（1980）

粉乳中のBHTの定量法を確立した．粉乳から脂肪
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を有機溶剤にて抽出した後，乳脂肪中に含有する脂質

たん白を濃アンモニア水にて分解する．ついで，η一ヘ

キサンにて抽出し，液々分配法により精製を行った後，

ガスクロマトグラフィーにより定量する．BHTを粉

乳に10ppm添加したとぎの回収率は89．2％であり，

本法での検出感度は0．1ppmである．本法を用いて，

市販粉乳中のBHT含有量を測定した結果，1977年末

のものでは，8検体のいずれからもBHTが検出され，

その含有：量は0．25～0．40ppmであった．粉乳中への

BHTの混入原因を調べた結果，生産及び製品化行程

におけるプラスチヅク容器からの混入による事が証明

された．その後，各社では，BHTの混入防止の努力

をしてきた．1979年の1～2月に測定した8検体の市

販粉乳中からBHTは全く検出されなかった．

チーズ中の安息香酸の自然含量について（とく

にホエイチーズを中心として）

慶田雅洋：食品衛生研究，31，291（1980）

　乳及び乳製品中には安息看酸はその常成分として存

在する．搾乳直後の牛乳中の含量は約0．2ppmであ

るが，市乳中では0．2～0。7ppmの範囲で一般に季節

変動は認められない．1ppmを超える場合には，原乳

の取扱いの不備又は殺菌不十分が原因としてあげられ

る．牛乳中の安息香酸の始原物質は馬尿酸であって，

乳酸菌の作用により加水分解してグリシンと安息香酸

なり，冬期の畜舎飼育期には約12ppmであるが，夏

期の牧場飼育期にば38ppmに達する．発酵乳，ヨー

グルトなどにおける安息香酸含量は精々30ppm程度

である．馬尿酸よりの理論生成量以上の安息香酸が検

出されること｝まない．

　チーズ製造時には，焉尿酸は大部分ホエイ中に排除

され，しかもカードの水洗などが行われるので，安息

香酸含量は通常20ppm以下であって，これまでの文

献値ではエスロームチーズの40ppmが最高である．

チーズホエイ中の総馬尿酸（馬尿酸と安息香酸を馬尿

酸に換算したものの総和）含量は，牛乳の場合と同じ

く6～9月期に高く28～49ppmの値が得られている

が，それらの月以外ではおおむね20ppm以下である．

チーズホエイをホエイチーズに加工した場合に総馬尿

酸はほぼ11．9倍に濃縮されることを確めた．

生が認められたことが発表された．これを受けて厚生

省では同年1月11日に，食品加工上可能な限り過酸化

水素を使用しないよう加工業者に要望するとの環境衛

生局長談話を全国に通知した．食品衛生調査会は同年

1月30日に開かれ，厚生省の取った措置をとりあえず

妥当なものとして認め，本品の殺菌剤としての食品衛

生上の有用性についても評価した結果，最終食品に残

留する形で使用することは適当でないとの意見具申を

厚生大臣に行った．これを受けて，厚生省は昭和55年

2月20日に「食品，添加物等の規格基準」を一部改正

し，「最終食品の完成前に過酸化水素を分解し，除去

しなければならない」と改めた，分析法については，

現在の所では数ppmレベルの残留をチェックする方

法しかないが，大気中のオキシダントはppbレベル

で規制しているので，食品中の残留についてもppbレ

ベルの高感度試験法の開発について研究中である．こ

のような状況から実際問題として過酸化水素は使用禁

止に近い状態となったが，食品添加物としての指定を

削除されたわけではない．いかなるか酷な条件で行わ

れた実験でも発がん性が認められた場合には添加物と

しての使用を認めないという現在の厳しい考え方は，

将来において変更される希望もあり，木品の食品衛生

における殺菌剤としての布用性を再評価する時期が遠

くない将来においてくるものと確信する．

を生ず一網酸含量は季節に・・て著・・異
i9

④讐奪難垂灘禁蹴意思
　　　　慶［B雅洋：化学と生物，18，544（1980）

　　昭和55年1月に，過酸化水素投与マウスにがんの発

　　　食品の食品添加物分析についての最近の進歩

　　　伊藤誉志男：科学と工業，54，216（1980）

　食品中の食品添加物の分折法は，最近驚異的な改善

と進歩をとげた．その理由は，この分野での分析機関

と技術者の急増，分析機器の発達と普及，現場の技術

者による従来法の欠陥の指摘と改良などである．改善

方向としては，各種食品添加物の系統化，全ての食品

に適応できる方法，簡単でしかも分単位でできる迅速

法，Clcan　Analysis化などがあげられる，

　分折法は次の7つの行程から構成されている．①試

料の採取，②固体食品の均質化又は液化，③抽出，④

精製，⑤脱水，⑥濃縮，⑦定量．この分野の分析で最

も重要なのは①と④である．著老らはこの目的に沿っ

て，次のような方法を開発した．通気蒸留による亜硫

酸の定量法，：炎光検出器付ガスクロマトグラフィー

（FPDGC）によるサッカリンの定量法，2・4キシレノ

ールを用いる硝酸のガスクロマトグラフィーによる定

量法，BHTの分司法，食品添加物と並行して，違反

添加物の分析法の閉発も進められており，著老らは，

食品中のホウ酸，二硫化炭素等の迅速分析法を開発し

た．
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　　　食品中の過酸化水素の微量分析法について

　　　伊藤誉志男：食品衛生研究，31，15（1981）

弱いながらも発ガン性が認められたことから，厚生省

では規格改正を行い，使用してもよいが最終食品の完

成前に分解又は除去しなければならなくなり，したが

って微量分析法の開発が必要となった．そこで厚生省

食品化学課では，この分野の専門家を集め，TレPAR

試薬による比色法，ケミルミネアンスによる定量法の

開発，ヨウ舞1還元算定法の改良，かヒドロキシフェ、ニ

ル酢酸を用いる蛍光法，ABTSを用いる吸光度法等が

検討されたが，良好な結果が得られなかった．そこで

；著者らは，4一アミノアンチピリン（4AA），フェノー

ル（P）及びペルオキシダーゼ（E）を用いる横山らの

比色法を改良し，0．1ppmまで測定できる微量定量法

を開発した．改良点は，H202の磨砕の際の安定剤と

して，臭素酸カリウムを用いた事，フロリジルカラム

を用いて精製を行った事，濃縮を行い感度を高めたこ

とでるあ．本法の定量態度は原爆の200倍，本法でう

どん，かまぼこ，しらす干し，及びかずのこに2ppm

添加の際の回収率はいずれも85％以上と良好であった．

を聞いて改めるべきところは改め，．最終的に食品中添

加物標準分析法として大成する。

　　　タイ国の食品衛生事情一食品化学を中心として
＼　　　豊田正武：食品衛生研究，31，163（1981）

　国際協力事業団のタイ国地域保健活動向上計画の下

に，タイ国公衆衛生省医科学局食品分析部で行った仕

箏を中心に食品衛生1事情を紹介した．先ずタイ国の食

品衛生法及び食品の監視機構を簡単に示し，ついでチ

ャンタブリ県におけるこれまでの食品中汚染物（博覧

農薬，アフラトキシン，水銀），添加物（着色料，安

息香酸，サッカリン，ほう酸）の試験，品質規格（魚

条，グルタミン酸ナトリウム，魚の缶詰，コーヒー豆

粉末，着色料，飲料）試験，微生物試験の結果，特に

　ピーナッツのアフラトキシン汚染と着色料の違反使用

が多かった．

　著者が紹介した分析方法とそれらによる結果につい

ては，乾燥ヌードル中の残留亜硫酸は500ppm以下

で，加工マンゴー中のほう酸は一部高含量，魚醤中の

グルタミン酸は添加の判別が可能となり，魚介缶詰及

び乾燥品中のヒスタミンはそれほど高含量ではないが，

一部のフグより高含皿のテトロドトキシソが検出され

た．

灘鐙鰹雛灘鴛互（9
ては，昭和34年厚生省告示第370号を以て整備され，

昭和35年には第1版食品添加物公定書が発行された．

これに比べて，ゴξ町中の添加物の分折法の整備は非常

に遅れており，告示で添加物の使用基準を通知しても，

分析のための公定法は定められていないというのが大

部分である．

　食品中添加物標illl分析法の作製作業1よ昭和51年より，

国立衛生試験所を中心にスタートし，これまで第1～

4集を公表して来た．ところが，このやり方で1年に

数品目ずつ作っていたのでは完成までに数十年を要す

るので，厚生省では昭和54年末より，広く民間の分析

技術も活用して早急に標準分析を作製することに計画

を変更し，昭和55年4月1日に「食品中，食品添加物

分析手法原案その1」を，同年6月に「原案その2」

を作り上げた．両原案及び前述の第1～4集をもとに

して審議するための作業委員会が同年7～10月にかけ’

て，東京・大阪に組織され，原案の審議を行い，55年

12∫∫に終了した．今後は上部委員会の手直しを経て56

年度より，とりあえず参考法として数次にわけて通知

される予定である．参考法について利用者などの意見

　　　Food　Safety　Survey　in　Cbanthaburi

　　　Amara　VoNGBuDDIIAPITAK＊，　ChawecwQn

　　　HALILAMIAN＊，　Achara　M肌vAsANA＊，　Hajilnu

　　　Is削wATA　and：Masatakc　ToYoDA＝B〃．1）ψ’．

　　　2～∫8菰5‘f．，22，77（1980）

　タイ国甫攻部のチャンタブリ県で消費される食品の

安全性を確保するために，1978年から1979年まで5回

にわたり366の食品試料を集め，残留農薬，アフラト

キシン，水銀，着色料，保存料，’甘味料及びほう酸の

分析並びに品質規格試験を行い，さらに微生物学的試

験も行った．乾燥豆より0．11～0．15ppmのエンドリ

ンが検出され，ピーナッツ及びピーナッツ製品の約27

％は20ppb以上のアフラトキシンで汚染されていた．

着色食品の約68％は不許可の着色料を使号していた．

一部の水道水は鉄を0．7ppm以上含み，細菌数が

500／mJ以上であった．これらの問題は中央及び地方

行政機関の協力により一部解決又は改善された．

＊Department　Qf　Medical　Sciences，　Thailand
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　　　　Determination　of　Histamine　in　Canned

　　　　and　Dr三ed　Seafoo【15

　　　　Amara　KINGKATE＊，　Chanchai　JAENGsAwANG＊，

　　　　PatraPorn　CHAKRANGKooN＊　and　ム1asatake

　　　　ToYoDA：Zη’6r加Rψor’II（ゾ’乃8　Pro2ηo’ξoηげ

　　　　Proこアf2～‘’α’飾α1’乃3θr乙01685　P7q／8‘‘，　p．305（1981）

　　タイ国地域保健活動向上計画の一環としてタイ国の

　魚の缶詰及び乾燥魚などのヒスタミンを分析した．タ

　イ国ではこれまでヒスタミン分析は全く行われていな

　かったので，日本で採用されている比色定量法を紹介

　した．缶詰まぐろ中のヒスタミン量は0．079～0．281

　mg／9であり，乾燥えびでは平均0．10mg／9であっ

た．チャンタブリ県で採取した乾燥魚などのヒスタミ

　ン量は0．08～1．32mg／9で，平均0．198　mg／9であ

　つた．さば1検体が幾分高い値を示した以外，いずれ

　も問題はないと判定された．

　　＊Departmcnt　ofMedical　Sciences，　Thailand

　　　　Residual　Sulphur　D量oxide　in　Some　Kinds

　　　　of　Tha三Noodles

　　　　Amara　KINGKATE＊，　Chanchai　JAENGDAwANG＊，

　　　　Patraporn　CHAKRANGKooN＊，　Chaweewon

　　　　HALILAMIAN＊and　Masatakc　ToYoDA：血’8r∫アη

　　　　1～ψor∫II（ゾ’乃θPro脚翻。ηqブP70痂‘’oJ翫α」疏

　　　　Sθ70∫‘8∫、Prqタθ‘ちp．313（1981）

　　タイ国地域保健活動向上計画の一環としてタイ国特

　有のヌードル中の亜硫酸量を測定した．亜硫酸の分析

　は改良ランキン法によって行い，遊離型亜硫酸と結合

　型亜硫酸の両者を分別定量した．クェッテオ11試料で

　は1試料のみ136ppmの亜硫酸を検出した．ブンセ

　ン24試料では0～157ppmの亜硫酸を検出し，セソミ

　一9試料では0～285ppmの亜硫酸を検出したが，い

　ずれも使用限度量の500ppm以下であった．また加

　熱調理による残留量の変化についても検討を加えた．

＊Department　ofMedical　Sciences，　Thailand

　　　　Deterπ目皿at畳on　of　Boric　Acid　in　F『esh　and

　　　　Salted　Mango　and　T㎜ip

　　　　Amara　KINGKATE＊，　chancha量JAENGsAwA麗G＊，

　　　　Wanthanee　THANIsooRN＊and　Masatake　To－

　　　　YODA：1π’8r珈Rψ0ノ‘IIげ’乃θPr・加・だ・πげP70一

　　　　τfη‘ゴα’飾α～‘ゐ3670f‘85　Prq／86’，　p．322（1981）

　　タイ国地域保健活動向上計画の一環としてタイ国産

　マンゴー加工口中のほう酸含量を調査した．ほう酸は

　新しいキレート抽出による比色定量法によって分析し

　た．対照としての新鮮マンゴー中のほう酸は平均9．0

ppm，塩漬マンゴーで平均斗．8ppm，甘味マンゴーで

平均5．2ppmであったが，塩漬マンゴー及び甘味マ

ンゴーそれぞれ1検体より400ppm近いほう酸が検

出され，保存料としてほう酸が使用されたものと判定

された．更に大根加工品についても同様な分析を行っ

た．

＊Department　ofMedical　Sciences，　Thailand

　　　　as　Cllromatograp1丘。　Determillation　ofツ伽励一・勧㎞，
　　　Amara　KINGKATE＊，　Wanthnee　THANIssoRN＊，

　　　Amorn　WQNGRuKpAMcH＊and　Masatakc　To－

　　　YODA＝1加増Rψ・r’IIψ乃8　Pro剛’・πげP70－

　　　o加‘ぬ」」磁α1’ん＆7擁‘8∫、Prqノθ‘’，　p。330（1981）

　タイ国地域保健活動向上計画の一環としてタイ国で

最も普遍的である魚醤の品質規格試験のためにグルタ

　ミン酸の分析を行った．グルタミン酸はN一トリフル

オロアセチルーη一ブチルエステルとしてFID－GLCに

て定量した。工場の製造パットからの1級品のグルタ

ミン酸含量及び他のアミノ酸パターンと，市阪の1級

品及び混合魚醤のそれとを比較する事により，品質判

定が容易となり，グルタミン酸添加の有無を知る事が

出来た．

＊Department　6f　Medical　Sciences，　Thailand

　　　　etect丑on　Methods　a且d　Survey　of　Cigua・

　　　tox飯」and　Tetrodotoxh1㎞Fishes　of　Tllai帽

　　　1a皿d

　　　Amara　KINGKATE＊，　chanchal　JAENGsAwANG＊，

　　　Wanthanee　THAMssoRN＊，　alld　Masatake　To－

　　　YoDA：1ぬ’8加RψoκIIげ’乃8　Pr㈱’f・πげPro一

　　　乙，」π‘言αZHθo〃ゐ＆π，f‘85　Prq／86らp．345（1981）

　タイ国地域保健活動向上計画の一環としてタイ国近

海で捕獲される魚の魚毒について調査を行った．バン

コク，チャンタブリ，チョンブリの魚市場より20種の

シガテラ魚を集めシガトキシンの検査をマウス試験で

行ったが，いずれの検体からもシガトキシンは検出さ

れなかった．一方チャンタブリ，サムトサコーン，ト

ラトの魚市場より5種のフグを集めテトロドトキシソ

の倹素をマウス試験にて行ったところ，2種のフグの

卵巣より高濃度のテトロドトキシンが検出され，最高

1482マウス単位と極めて毒性が強く，注意の必要な事：

が明らかとなった．

＊Department　of　Medical　Sciences，　Thailand



254 衛生試験所報告 第99号（1981）

＠ 家兎肝臓ミトコンドリアのMAO活性と呼吸活

性に対するPyrogenの急性効果と慢性効果

西尾　晃＊，加納晴三郎＝日薬理誌，76，301，

（1980）

　家兎にPyrogenを一回投与したときと，長期にわ

たり頻回投与したときの肝臓ミトコンドリア（Mt・）

の内外膜の変化を生化学的に検討して以下の成績を得

た．1）Pyrogcn（0．5μ9／kg．，　i．v．）を投：与すると投一与

15分前後より直腸温が上昇しはじめ30分後に約0．5。，

60分後に1。前後となり約3時間倹に最高の約2．5『を

示し，以後次第に下降するが，5時間後でも1。以上

の上昇が持続していた．2）肝Mt．のモノアミンオキ

シデース（MAO）活性はPyrogen投与30分後に一過

性に上昇した．しかし，呼吸活性は有意に変動しなか

った．3）Pyrogcnを0．5μ9／kg（1．v・）から20μ9／kg

（Lv，）まで次第に増量して投与すると約40日後には

0．5μg／kg（…・v・）のPyrogcn量では発熱反応を示さな

くなった．この状態の家兎を発熱耐性家兎と定義した．

4）発熱耐性家兎ではMAO活性は上昇していた．呼

吸酒性もglutamatcを韮質としたときADP／0比が

右回に上昇していた．これらの成績からPyrogenの

急性効果はMt．の外膜に現われ，慢性効果は外膜のみ

ならず内膜にも及ぶことが考えられた．

　　＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教室

‘・・7）廉1・P…・・㎞帥一㎞一
　ノ

　　sponse　to　endotoxin量n　rabbit

　　Akira　NlsHlo＊and　Se三zaburo　KANoll：∫4ραπ．

　　∫1）1リマ∫’oJ．，30，645（1980）

25。及び中性温（T。）下での家兎における且‘oJ‘

endotox1n（LPS）に対する発熱反応の変化を日令を追

って検討した．一1口令の家兎にLPS　O．5μ9／kgを

静注すると，T．下では発熱反応を示したが，25。下で

は反応を示さなかった．10μ9／kg，　SC及び0．0001μ9／

kg，　ICでも同様であった．直腸温の上昇度は日令の

進むに伴って増加した．3日令の家兎ではpropranoI

によりLPSの発熱は完全に抑制されたが，この抑制

効果は14日令では不完全であり，28日令では認められ

なかった．工PSによる発熱反応に対するphentramine

の抑制効果は3日及び28日令ではみられなかったが，

M日令の家兎においては認められた，LPS投与後の

shlver三ngは3日令ではみられず，7日及び14日令で

は28日令の家兎に比べて弱く，かつ持続時間も短い

shlvcringがみられた．　LPS投与による耳皮膚温の有

意な下降は3日令では認められなかったが，14日令以

後の家兎では認められた．以上の結果より，一1日令

の家兎においても発熱感受性が明らかに存在し，LPS

による発熱の基となる熱産生の機構は，出生後の最初

の1ケ月間で，カテコールアミンを介するnon－sh量vc－

ringからshivering性産熱に移行することが示唆さ

　れた．

＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教宝｛

潔。。v。1。pm醐。。scep、蝕、es。，　bb、、s

to　various　b三〇10gical　activities　of　bacter…al

endotOX三n

Aklra　Nlslllo＊and　Scizabqro　KANoH＝ノ♪π．

」し　碗‘．56∴，42，651（1980）

　家兎の細菌内毒素に対する各種反応性の変化を日齢

を追って検討した．妊娠30日目の家兎より帝王切開に

より得た新生児家兎でも内毒素の静注（0．5μ9／kg）又

は皮下注（1μg／kg）により発熱反応を示した．自然分

娩して一日後の新生児家兎（1日齢）に内毒素を大槽

内投与（0．1μg／kg）しても同程度の発熱がみられた．

上述の発熱反応は基礎代謝が最低となる環境雨下では

認められたが，室温25。では認められなかった．内毒

素の大槽内投与による死亡率は，0日齢の家兎で高く，

7日齢から21日齢で低く，その後日齢の進むに伴い高

くなった．静注時もほぼ類似の成績であった．内毒素

の静注による内毒素ショック及び皮内注による皮膚血

管透過性充進反応は，共に21口齢までの家兎ではほと

んど認められなかった．これらの成績は，内毒素に対

するreceptor－effector機ll，は既に新生児家兎の中枢神

経系に存在するが，末棺でのrcceptor－cffect・r機fl・手の

発達には，日南を要することを示している．

　＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教室

ぜ灘盤：雛贈血・・一・

　　　Scizaburo　KANoH　and　ル1akoto　EMA＝　Coπ8．

　　　！1πo〃～α’。，20，151（1980）

　E．‘oJ‘のcndotox1nをラットの妊娠7，12あるい

は17日に1v投与し，妊娠20日にラットを開腹し，胎仔

への影響について検討した．妊娠後半，すなわち妊娠

12日又は17日の投与で，吸収胚又は死亡胎仔の著しい

増加が認められた．1000μg／kg及び100μg／kg投与

群では，生存胎仔がほとんど得られず，妊娠12日の

10μg／kg投与群でも子宮内死亡率は約40％であった．

しかし，妊娠12日の10μ9／kg投与群を除いて，その

他の投与群の生存胎仔体重はいずれも対照群との問に

差はみられなかった．また，生存胎仔の外表，骨格，

内臓検索の結果，投与による著しい影響は認められな
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　かった．以上の結果から，妊娠後半のLSP投与が強

　い胎仔致死作用を現わすことが明らかとなった．この

　機序を解明するため，日下田に検討を加えている．

⑤一㎡川副一一一
　　　　methylmercury　and　polychlor面ated　b量・

　　　　pbenyls（PCBs）ou　tbe　development　of

　　　　mouse　offspring

　　　　Takashi　TANIMuRA＊，ムlakoto　EMA　and　Taka－

　　　　hide　KmARA＊：‘‘Advanccs　in　the　studies　of

　　　　birth　de飴cts　voL　4”163，　cdited　by　T．V．N．

　　　　Persaud，　MTP　press　limitcd，　Lancaster（1980）

　　妊娠0日から離乳日（分娩後21日）までPCBs（Kane－

　chlor　500）を500　PPIn添加した飼料又は正常飼料を

　与えたJCL－ICRマウスに，妊娠15日から離乳日まで

　塩化メチル水銀を水銀として4，0．4又はOmg／kg　1

　日1回経口投与した．これら6群の妊娠マウスはすべ

　て自然分娩せしめ，離乳後仔はすべて正常飼料にて生

　後80週まで飼育した．PCBs給餌の3群と水銀4mg／

　kg単独投与群の仔に体重増加抑制がみられた．離乳

　後押1週の仔の死亡率はPCBs給餌の3群で高く，特

　に水銀4mg／kgとの併用群で最も高かった．また，

　この群の仔のvisual　placingとhindlimb　supportの発

　現が遅延した．Open・field検査により，水銀4mg／kg

　単独投与群の仔の探索行動の増加が生後21日と10週目

　認められた．生後9週目20～21週における水迷路試験

　ではPCBs給餌の3群で学習能力低下の傾向が示唆さ

　れたが，併用による効果は明らかではなかった、生後

　32～36週に開始した条件回避反応試験では水銀単独投

　与群とPCBs単独投与群に学習能力低下がみられたが，

　併用の効果は明らかではなかった．また，仔の生殖能

　力はいずれの群ともに良好であった．以上の結果より，

　併用群では水銀単独投与群に比べて発生毒性がより顕

　著に示されたが，それは主としてPCBsのf乍用による

　ものであると考えられる，

　　＊近畿大学医学部解剖学教室

（⑳畿綴畿潔一一
　　　　Sc五zaburo　KANoH，　Makoto　EMA　and　Aklra

　　　　Nlsmo：7をr吻Jo即㌧22，23A（1980）

　　5飢勿og8πθ∫の培養源液より得られ，発熱性を有す

　る外毒素（Ex）の前処置が，　E．‘・’iの内毒素（LPS）の

　ラットにおける胎仔致死作用を如何に変化させるかを

　検討し，以下の成績を得た．1）雄ラットに対して，

　Ex　10mg／kg静注後3時間にLPSを静注したとぎ，

　LPSの致死作用が増強された．2）妊娠7，12又は17

　日にLPSを静注したとき，妊娠後半，特に12日の投

　与で子宮内死亡率が最も高かった．3）ExをLPSの

　場合と同様に妊娠ラットに静注したところ，50mg／kg

　以下の投与では，胎仔毒性はみられなかった．4）こ

　れらの成績に基づいて，Ex　100μg／kg，三vを前処置

　後3時間にLPSを静注したとき，妊娠後半の投与で

　LPS単独投与に比べ胎仔毒性が強く発現した．また，

　併用投与群に口蓋裂2例及び膀帯ヘルニアと後肢減形

　成の合併奇形1例が観察された．以上の結果から，妊

　娠後半におけるLPSの胎仔毒性のExによる増強が

　明らかになり，この機序について検討を進めている．

∫翅＿M＿＿＿副
㌔し〆 @　fetus　in　pregnant　rats

　　　　Scizaburo　KANoll，　Makoto　EMA　and　Taka・

　　　　hmi　ITAMI：7㌃r伽Jo即，22，23A（1980）

　　著者らは先にRcserpineを妊娠ラットに投与すると

　摂食の低下と共にSFDを生ずることを示したが，対

　照とした絶食ラットではその効果は著明でないことを

　認めた．この機序を明らかにするため摂食制限と胎仔

　の発育及び母体の生化学的変化との関係を検討した．

　1）母作重の低下は摂食制限度に対応して認められた

　が，胎仔体重及び化骨進行度への影響は軽微であった．

　2）f畢体二一胎盤一二仔肝系の生化学的活性度の指標

　として各組織の呼吸活性を測定したところ，いずれの

　組織も低下は認められなかったが，母体肝のみATP

　含量の低下が認められた，3）組織のBiomineralization

　に重要と考えられているAlkalin　phosphatase（ALP）

　活性は肝で減少し，小腸で昂進した．しかし胎盤では

　変化はなかった．4）絶食により胎盤ALPの分子量に

　変化はみられなかったが，その物理化学的性質（Km

　値及び」一アミノ酸による阻害度）に変化を認めた．

　　これらの変化は母体環境に対応しているものと思わ

　れた．

論淫畿ご認識二諜嵩
　　　　pregnant∫ats

　　　　Taka角mi　ITAMI，　Makoto　EMA　and　Se屹aburo

　　　　KANoll＝∫7bκf‘o乙＆ゴ．，5，266（1980）

　　妊娠ラットにおけるAsplrln（ASA）の吸収・代謝

　及び胎仔毒性に対する細菌性発熱物質（LPS）の影響

　について検討し，以下の結果を得た．1）妊娠ラヅト

　（15日）にASA（250　mg／kg　P．o）あるいはLPS（20

　μg／kgま・のを単独投与する時，母体重の抑制は認めら
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　れないが，併用投与すると顕著な抑制が観察された．

2）妊娠20日目に胎仔を検査したところ，併用投与群

　で強い胎仔毒性（吸収胚，低体重仔及び骨格異常など）

　が観察された．3）ASA投与後の母体血中Sallcylic

acid（SA）の濃度はLPS負荷群で高く，消失速度も

　緩やかであった．4）ASA投与後の母体臓器及び胎仔

　への分布もLPSの負荷により増加したが，特に胎盤

　及び胎仔での増加が著しかった．5）∫ぴ口気，胎盤及び

　胎仔肝のATPレベルは併用投与群で著明に低下した．

　　以上の結果から，LPSによるASAの胎仔毒性の増

　強は，LPSのATP産生の阻害及び透過性；昂進因子の

　遊離による組織内SA濃度の上昇と関わりがあると推

　定される．

　．…．and　matemal　f皿cdo皿5．4．班ect　of

　　　　starvat量on　on　alkalh真e　pbosphatase　activi・

　　　　tles　ln　pregnant　rats

　　　　SelzaburQ　KANoH，　Makoto　EMA　and　Taka－

　　　　fumi　ITAMI：」ψαπ．　J乙P加r2ηα‘o乙，30，　SuppL

　　　　59p．（1980）

　　前報で著者らは妊娠ラットに対する絶食の効果につ

　tase（ALP，　EC　3．1．3．1．）について検討した．①妊娠

　末期に種々の程度の摂食制限を行なったところ，母体

　重はその程度に応じて著しく減少したが，胎盤重量は

　変化せず，胎仔の死亡や異常も認められなかった．②

　β体肝一二二一胎仔月1〒系の生化学的活性度の指標とし

　て各組織のMit㏄hQndriaの呼吸活性及びATP含量

　を測定したが，母体肝のみ低下が認められた．③各組

　織のALP活性を測定したところ，絶食による低下は

　母体肝のみであった．④絶食時の胎盤のALPの物理

　化学的特性について正常時のそれと比較倹話したとこ

　ろ，分子量の変化はみられなかったがKm値が高かっ

　た．またZ－Phenylalanineによる阻害度が低下した．

　　以上の結果から，絶食時における胎仔の保護に，胎

　盤A工Pの物理化学的特性の変化が重要な意味を持つ

　』＼．　　τabbits　by　restriction　in　prone　or　supine

　　　　Hironoshin　KAwAsAKI，　Se三zaburo　KANoH　and

　　　　Akira　NlsHlo：」乙7bκガ‘o乙3‘f．，5，291（1980）

　　家兎の体温は腹位あるいは背位固定により低下する

ことが知られている．我々は室温（23．5±0．5。）におい

てLps（loμg／kg，　i．v．）による発熱反応を比較するこ

とによりこの現象のメカニズムを検討し，D下位固定

の直腸温はLPS投与によりやや上昇するが，撃墜固

定ではほとんど変化せず固定法を相互に変換するとそ

の反応性もまた変換した．2）耳の皮膚温はいずれも室

温にまで低下した．3）流血中に現われる発∫：llのmediat

orであるcndogcnous　pyrogcnの産生は両固定法にお

いて差異はなかった．4）Iprolliazid（50　mg／kg，　i。v。）

あるいはAtropine（2　mg／kg，　i．v。）とHcxamethon1・

um（2　mg／kg，　i．v．）により前処置しても両固定法；こ

おける直腸温及び耳の皮膚温に影響はなかった．5）そ

れら前処置した家兎にLPSを投与しても反応性に影

響なかった．6）背位固定の場合腹部を布でカバーする

と直腸温は四位固定の場合とほぼ同様の反応性を示し

た．7）Urethane（25％，4mZ／kg，　s．c．）前処置すると

直腸温は下位あるいは目下のいずれの固定法において

も有意な低下を示さなかった．

　以上の成績から，腹位あるいは背位固定による体温

低下のメカニズムを充分明らかにし得ないが，四肢を

しばる固定法は家兎に重大なストレスとなることが示

唆された．

Studies　on　the　di正ference　i皿the　biological

activities　bduced　by　pyrogen　h・rabb且ts

restra加ed　by　two　d置erent　methods

Akira　NIslllo＊and　Scizaburo　KANoH：」ψα2露．

JLP乃αrηzαωム，30，568（1980）

　家兎を腹当固定（prone－rcst臓int：P－R）あるいは背

位固定（supinc－restraint：S－R）したときのpyrogen

に対する反応の差異を検討した。P－R，　S－Rともに固

定により1r〔野州が下降し，これらの家兎にpyrogen

10μ9／kgをiv投与すると，　P－Rでは直腸温の上昇を

認めたが，S－Rでは変化はみられなかった．両固定

法による心拍数の差はみられず，pyrogen投与により

両保定法の家兎ともに心拍数は増加したが，保定法に

よる差はなかった．urcthane投与後3時間以内は直腸

温の変化はみられず，その後両固定法の家兎ともに直

腸温は下降したが，pyrogcn投与による影響はともに

認められなかった．また，urcthanc投与により，P－R

で心拍数は増加したが，S－Rでは変化はみられず，両

固定法の塚兎ともにpyrogen投与による心拍数の変

化は認められなかった．以上のように，家兎の保固法

がpyrogenに対する反応に影響を及ぼすことが明ら

かにされた．

＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教室
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　　　　外野離による内毒素の致死作用の増強機序

　　．　西尾　晃＊，加納晴三郎：鹿児島大学農学部学

　　　　術報告，31，107（1981）

　　家兎を用いて外毒素（Ex）による内毒素（1・PS）の低

度の弱い効果を示した．以上の成績より，AMの解熱

効果は主に末梢性に発揮される可能性が示唆された．

死㈱の職が，…の発熱又は，・臓一書縣への短し

用の増強によるのかを検討し，以下の成績を得た．1）

Exの静注（iv）により1～2。の発熱がみられた．2）

Exをiv後3hrに，　LPSをivすると発熱は抑制され

全例死亡したが，LPSを大槽内投与しても増強効果は

みられなかった．3）両毒素を単独でivすると発熱に

伴い心拍数の増加，耳翼皮膚温の下降及び呼吸数の減

少がみられた．4）Exにより増加した心拍数はLPS

のivにより急激に減少し不整脈を伴う例がみられ，

これは両毒素の投与量に依存していた．5）耳翼皮膚温

と呼吸数も両毒素単独投与では低下したが，両毒素を

併用投与するとLPS単独投与とは逆の反応を示した．

6）両毒素とも1000μg／kg，　ivの単独投与では血圧下

降はみられなかった。両毒素の併用投与では著しく血

圧が下降したが，これはatropineにより阻止された．

7）Exを2週間連日投与した家兎では発熱及び心拍数

　＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教室

〆）

　19　発熱物質

　　　加納暗三郎：温熱生理学，中山昭雄編，P．438，

　　　理工学社，東京（1981）

　発熱物質を細菌性発熱物質，内因性発熱物質，化学

的発熱物質及びその他の発熱物質に大別し，物質とし

ての面から，これらの特性について置旧の研究室で得

られた成績をも含めて概説を試みた．先ず，細菌性発

熱物質については，内毒素の化学構造，発熱物質の倹

定法，毒性及び発熱耐性について詳細に解説した．内

因性発熱物質については，白血球性発熱物質の物理化

学的性質及び生物学的特性について記述した。また，

化学的発熱物質については，これらの例をあげ説明を

加え，その他の発熱物質の項では，これらの例をあげ

た．最後に，解熱剤についてその種類と作用機序につ

いて解説した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　／

の増加はみら繍・PS投与による血圧下降轍酢（一・2・／EE・・…f・・d…虹…・・・…血峨（時

用増強もみられなかった．

　　＊鹿児島大学農学部家畜薬理学教室

ζの内毒素による発綱す。＿卿と

＼＼　　Sod…um　Acetylsalicylateの解熱作用につい

　　　　て

　　　　西尾　晃＊，加納晴三郎：日薬理誌，77，9（1981）

　　家兎を用いて内毒素（LPS）による発熱に対する

aminopyrine（AM）の解熱作用が中枢性か否かを

　sodium　acetylsalicylate（ASA）のそれと比較検討し，

　以下の成績を得た．1）50又は100mg／kgのAMの静

　注（iv）は正常体温を下降させたが，0，5又は5mg／kg

　の大槽内投与（ic）ではその度合は極めて弱かった．

　140mg／kg，　ivのASAは正常体温に影響を与えなか

　つたが，0．7又は7mg／body，1cでは正常体温を下降

　させた．2）0．5μ9／kg，　iv又は0．01μ9／body，　icの

　LPSによる発熱に対して50　mg／kg，　ivのAMは解

　熱効果を示し，特にLPSの発熱が最高となる3hr後

　に顕著であった．しかし，5mg／body，　icのAMで

　はLpsのiv又はicによる発熱に対する効果は極め

　て弱かった．3）ASAの140　mg／kg，　iv又は0．7mg／

body，　icによる発熱に対して同程度の解熱効果を示し

　た．4）AMの主な代謝産物である4－aminoantipyrine

　はivの場合にのみ解熱効果を示した．　N－acety14－

aminoantipyrlneはicしたときAMのic投与と同程

　　　t11τogen玉。　toxin　of　8’r¢pfoeocc麗3　P5ρσe．

　　　πe3）on　pregnant　rabbits　and　rats

　　　Seizaburo　KANoH，　Makoto　EMA　and　Akira

　　　NISHIo：／ψ召η．」口、f6鼠5‘∴βJo’．，34，54（1981）

　妊娠家兎及びラットに対するendotoxin（LPS）又

はexotoxin－A（Ex）の作用を検討した．妊娠4～6

日，11～13日，19～21日あるいは25～27日の4群の家

兎にIoμg／kg，　scあるいは。．1μg／kg，　icのLPsを

3日間連続投与したところ，妊娠家兎の発熱反応には

各群間に差はみられなかったが，妊娠家兎の体重増加

は妊娠の経過した群ほど抑制が大きかった．ic群では

sc群よりも子宮内死亡率が高く，これらの群に生存胎

仔体重及び胎盤重量の低下が認められた．また，妊娠

7，12あるいは17日のラットにLPSを静注したとこ

ろ，妊娠後半，特に12日の投与で子宮内死亡率が最も

高かったが，Exを妊娠ラットの各時期に静注しても

50mg／kgまでの投与では胎仔毒性は認められなかっ

た．Exを前処置した妊娠ラットにLPSを静注したと

き，胎仔毒性が増強された．

暫 ケシ（Pdpαoθr　801ππf飽r朋l　L・）の生産力に

およぼす気象要因の影響（第3報）一貫種及び

早生型系統の収量予測

大野忠郎，木下孝三＊，小峡常行：生薬学雑誌，

35，　38　（1981）
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　一貫種の場台は闘花期の前半にほぼ梱当する5月第

1半旬における平均最高気温，平均気温較差及び降水

量とあへん又はモルヒネ収量との間に有意の相関が認

められる．上記の各要因の重相関，偏旧関を検定した

結果，平均最高気温は他の要囚の影響を除いた場合で

も最も強くあへん及びモルヒネ収量に相閃することが

わかった．それゆえ一貫種のあへん及びモルヒネの収

量は5月第1半旬の平均最高気温によって予測した．

　早生型系統AWxI4－53－6は開花期の前半にほぼ相

当する4月第5半旬における平均気温較差によって同

様に予測を試みた．

　予測収量は実収量に近似しており，収量予測は可能

である．

＊元和歌山薬川植物栽培試験場長



学　会　発　表

1．宮原美知子，中舘正弘，神谷庄造，前川昭彦：

　Tbiazole及びThiadiazole誘導体の抗腫瘍性につ

　いて

　第39回日木癌学会総会（1980．11．7）

2．　末吉祥子，丹野雅幸，神谷庄造：1一置換3一（2－

　Pyridyl　methy1）urea類のニトロソ化について

　日本薬学会第101年会（1981．4．3）

a　丹野雅幸，末吉祥子，神谷庄造＝シアノトリアツ

　ェン類の合成とそのアルキル化反応について

　日本薬学会下101年会（1981．4．3）

4．宮原　唱，中舘正弘：1，3一ジアリル尿素類の二ト

　ロソ化反応について（その3）オルト置換体のニト

　ロソ化

　日本薬学会第101年会（1981．4．3）

5．　高橋道人，竹内正紀，荻生俊昭，小久保　武，中

　舘正弘：プロピルニトロソ尿素（PNU）によるラット

　十＝指腸腺癌の発生過程における病理形態学的変化

　第39回田本癌学会総会（1980．11．5）

6．　竹内正紀，荻生俊昭，中舘正弘，古田京子，小田

　嶋成和：1一ブチルー1一ニトロソ尿素（BNU）による

　Fiscllerラット上部消化管腫瘍の発生

　第39回口木癌学会総会（1980．1L7）

7。能美健彦，宮田ルミ子，吉川邦衛，事解　基：

　Am㎞obenzene類の変異原性の検索

　第9回日本環境変異学会（1980．11。29）

8．丁丁なほ子，緒方宏泰，青柳伸男，鯉渕昌信，柴

　崎利雄，江島　昭：リン酸ピリドキサール腸溶錠の

　B沁ava紐ab董雌tyと溶出試験法

　第12回薬物代：謝と薬効・毒｛生シンポジウム（1980．

　10．8）

9．　青柳伸男，緒方宏泰，江島昭，谷岡功邦＊，安田

　幸雄＊：固形製剤のBioava鑓ability評価のための

　実験動物の検討（1）ゲリセオ7ルビン製剤に対する

　ミ＝ブタGの有用性

　日本薬学会第101年会（1981．4，2）

＊実験動物中央研究所
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10．緒方宏泰，鹿庭なほ子，江島昭：固形製剤の

　bioavaHab翌ityに及ぼす食事の影響

　日本薬学会第101年会（1981．4．3）

”．江島　昭，柴崎利雄，斉藤恵美子，石橋無味雄，

　浅野忠之，村田忠行＊，壇　国夫＊：ヘッドスペース

　・ガスクロマトゲラ法による含エタノール製剤中の

　エタノールの定量

　日本薬学会第101年会（1981．4．4）

＊；立石製薬株式会社

12．柴崎利雄，浅野忠行，石橋無味雄，江島　昭，高

　井信治＊：第一級アミン及び第四級アンモニウム型

　スチレンジビニルベンゼン共重合多孔質粒子の

　HPLC・カラム特性一ザル7ア剤の分離

　日；本薬学試適101年会（1981．4．2）

＊東京大学生産技術研究所

13．立沢政義，仁木喜治，江島　昭：高速液体クロマ

　トゲラ7イーによる体液中のキサンチン誘導体の定

　量

日本薬剤師会第13回学術大会（1980，9，23）

14．松田りえ子，仁木喜治，立沢政義，江島　昭：プ

　レラベルけい光高速液体クロマトゲラフィーによる

　アミノ酸の分析

　日本分析化学会第29年会（1980，10．11）

15．仁木喜治，松田りえ子，立沢政義，江島　昭：液

　・液抽出カラムを用いたシロップ剤中の抗ヒスタミ

　ン鎮咳剤の定量

　日本薬学会第101年会（198L4．2）

15．島峯望彦，高橋一徳，大野昌子：覚せい剤及びそ

　の類縁体のマイクロクリスタルテスト

　第65次日本法医学会総会（1981．5．21）

17．早川尭夫，谷本　剛，川村次良：20β一Hydm竃y－

　steroid　Dehydrogenaseの基質結合部位との相互

　作用における20－Oxo－stero董dのA環及びB環の

　役割

　日本薬学会第101回年会（1981．4．3）

18．谷本　剛，早川尭夫，福田秀男，川村次良：20β一
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Hydm濫ysteroid　Dehydrogena3eの作用機序酵素

の光化学修飾及びd量ethylpymcarbonateによる

修飾

日本薬学会第101回年会（1981．4．2）

19．Tadashl　OslIlzAwA，　Tal｛ao　HAY八KAwA，　Hiromasa

　SIIIoDA＊1　and　Masaichi　YAMAMuRA串21　Common

舷ti・lnH－atory　Drugs　l　Study　of　their　E∬・

　ect　fπひf’ro　on　Pllagocytic　Activ鮭y　of　Human

　Neutroph皿5

　4th　IntcrnatiQnal　Congrcss　of　Immunology，　Paris

　（1980．7．　）

＊1国立相融融病院【皆、蘇研究部

＊2東海大学医学部

20．太田美矢子，木村俊夫，川村次良：高速液体クロ

　マトグラフィーを用いたコルチコイドの分析

　第1ア回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．26）

21．永松國助，城戸靖雅，寺尾允男，石田隆＊，土岐

　智＊：M・叩hh・e関連化合物の代謝並びに毒性につ

　いて

　第12回薬物代謝と薬効毒性シンポジウム（1980．10．

　8）

　＊福岡大学薬学部

22．永松國助，城戸靖雅，寺尾允男，石田隆＊，土岐

　智＊：M・rphh・eの代謝と毒性について

　口才薬学会第101年会（1981．4．3）

　＊福岡大学薬学部

23．手島玲子，永松國助，池渕秀治，城戸靖雅，寺尾

　允男：染色助剤2一メチルナフタレンのモルモット

　による代謝について

　日本薬学会第101年忌（1981．4．4）

24．亀谷勝沼，松村年郎，河上一美：温泉水中の天然

　放射性核種

　第17回理工学における同位元素研究発表会（1980．

　7．2）

25．池渕秀治，城戸三二，寺尾允男，山恨靖弘＊＝血液

　における鉛の動態について

　口本薬学会第101年会（1981．4．3）

26．鈴木和博＊，大沢利昭＊，寺尾允男：ヒト赤血球膜

　の蛋白質リン酸化酵素の精製と性状分析

　第53回日本生化学会大会（1980．10．15）

　＊東京大学薬学部

27．田付澄子＊，鈴木和博＊，中島元夫＊，大沢利昭＊，

　寺尾允男：ニワトリ赤血球膜の膜蛋白リン酸化現象

　第53回口本生化学会大会（1980．10，15）

　＊東京大学薬学部

28．関田節子，義平邦利，名取信策，矢原一郎＊1，海

　田誠＊2：σ触e’oη1加〃ε属の代謝するサイトカラシ

　ンとその哺乳動物細胞に対する効果

　第3回天然薬物の開発と応用シンポジウム（198α

　8，2）

　＊1東京都臨床医学綜合研究所

　＊2横浜市立大学医学部

29．黄　喬書＊，義平邦利，名取信策；枝藍根の成分

　検索

　日本生薬学会第27回年会（1980，9，29）

＊千葉大学薬学部

　＊中華人民共和国天津市薬物研究所

30．矢原一郎＊，原田記子＊，関田節子，義平邦利，名

　取信策：細胞構造に対するサイトカラシンの効果の

　解析

　第3回生体膜と薬物の相互11F用シンポジウム（1980．

　11．18）

　＊東京都臨床医学綜合研究所

31．義平邦利，福岡正道，名取信策，三僑国要芝＊，西

　正敏＊：ワラビの研究X皿1－hldanone誘導体の

　13C－NMR

　日本薬学会第101年会（1981．4．2）

　＊福岡大学薬学部

32．袖山節子，義平邦利，名取信策，矢原一郎＊1，原

　田記子ホ1，梅田　誠＊2：Chaetoglobosh・sの構造活

　性相関を明らかにするための二・三の試み

　日本薬学会第101年会（1981．4．2）

　判東京都臨床医学綜合研究所

　＊2横浜市立大学医学部

33．関田節子，義平邦利，名取信策，宇田川俊一，杉

　山佳子，倉田　浩，梅田　誠＊：0んαθ如襯f麗配及び

　関連属におけるマイコトキシンの生産性の検索（続
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報）

第13回マイコトキシン研究会（1981．1．23）

＊横浜市立大学医学部

34．小嶋茂雄，鹿庭正昭，中村晃忠：合板からのホル

　ムアルデヒドの発散について

　日本薬学五趣101年会（1981．4．4）

35．．中村晃忠，小嶋茂雄，鹿庭正昭，舘野周之＊：2，

　3一ジブロモプロピルホスフェートに関する研究：モ

　ノ及びビスエステルの合成，分析及び変異原性

　日本薬学会第101年会（1981．4．3）

42．叶多謙蔵，片桐　禅，津村修，四居靖彦，大草

　忠雄，長沢一彦，酒井稔夫＝1H・NMRスペクトル

　検索システムの検討

　日本化学会第42回秋季大会（1980．9．17）

43．Yuzuru　KATAGIRI，　Kenzoh　KANoHTA，　Kazuhiko

　NAGAsAwA，　Tadao　OKusA，　Toshio　SAKAI，　Osamu

　TsuMuRA　and　Yasuhiko　YoTsul＝S加dy　on　F紐e

　Search董ng　System　for　Proton㎜Spectra

　5日目　Intemational　Con飴rence　on　Computers　in

　Chemical　Research　and　Education（1980．10。16）

索横浜市衛生研究所

36．鹿庭正昭，小嶋茂雄，中村晃忠：家庭用品中の鉛

　の分析一特に塗料，鉛筆，クレヨン，水彩絵具につ

　いて

　日本薬学会第101コ口（1981．4．3）

37．外間治夫＊，川崎　了＊，徳田断章＊，中村晃忠：

　衣類皮膚炎の抗原探索

　日本研究皮膚科学会第5回年会（1980．7．5）

44．松村年郎，亀谷勝昭，谷村顕雄，村松　学＊1，樋

　口英二＊2：ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に

　ついて

　第21回大気汚染学会（1980．11．7）

＊1東京都衛生局

＊2電気化学計器（株）

45．木嶋敬二，斉藤恵美子，谷村顕雄：化粧品中配伍

　許可ホルモンの光の影響について

　第17回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．25）

＊東京医科大学皮膚科学教室

38．辻楠雄，鈴木宏，水町彰吾，大場琢磨：医療

　用具の残留エチレンオキサイドに関する研究（IV）．

　水中のエチレンオキサイド，エチルクロルヒドリン

　及びエチレングリコールの微量定量法並びに生理食

　塩液中のエチレンオキサイドの挙動について

　第55回日本医科器械学会（1980。5．29）

39．辻　楠雄，菊地　寛，新谷英晴，大場琢磨＝医療

　用具の残留エチレンオキサイドに関する研究（V），

　手術用ゴム手袋に残留するエチレンオキサイドにつ

　いて

　第55回日本医科器械学会（1980．5．29）

46．佐谷戸安好，中室克彦：トリハロメタンの生成機

　構に関する研究（1）　アミン酸の塩素処理によるク

　ロロホルム生成

　第31回全国水道研究発表会（1980．5．15）

47．中室克彦：飲料水の水質基準にかかわる諸問題

　水質基準とその意義について

　第17回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．25）

48。佐谷戸安好，中幅克彦，松井啓子，谷村顕雄：ニ

　ッケルの生体内挙動と存在形態に関する研究

　第7回環境汚染物質とそのトキシコロジー（1980．

　11．14）

40．辻楠雄＝ディスポーザブル医療用具のエチレン

　オキサイド減菌とその残留について

　日本医科器械学会第49回滅菌法研究会（1980．7．26）

41．水町彰吾，辻楠雄，大場琢磨＝生理食塩水中の

　エチレンオキシド，エチレンクロルヒドリン，エチ

　レンゲリコールの定量

　日木薬学会第101年会（198L4．4）

49．安藤正典，佐谷戸安好：トリハロメタンの生体運

　’命に関する研究（第2報）　CHBr3の吸収，排泄に

　ついて

　日本薬学会第101年会（1981．4．4）

50．石塚美恵子，入口政信，佐野　仁，頭本藤雄，中

　室克彦，佐谷戸安好：トリハロメタンの生成機構に

　関する研究（第2報）クロロホルム生成に与える共

　存金属イオンの影響について
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　日本薬学会第101年会（198L4．4）

51．中宿克彦，松井啓子，佐谷戸安好，植木　肇：ト

　リハロメタンの生成機構に関する研究（第3報）　低

　沸点塩素化合物の生成について

　日本薬学会第101年会（1981．4．4）

52．河村葉子，武田明治，内山　充：フェニトロチオ

　ン及び7エニトロオクソンの低濃度レベルにおける

　解毒について

　E】ン仁薬学会舞；101勾三会　（1981．4．3）

53．内山貞夫，近藤龍雄，内山　充：粘性有機溶媒を

　増けい油剤として用いるエトキシキンのTLC一けい

　光分析法

　日本食品衛生学会第40回学術講演会（1980．10．23）

54．三原翠，内山充：Evaluation　ohhe　modi・

　五ed　TBA　test　as　a皿bdex　of　hpid　peroxidation

　　　　　　　コ

　1n　t1S5ues

　策4回過酸化脂質研究会（1980，11．7）

55．三原　翠，近藤龍雄，内山　充：生体組織及び脂

　質過酸化物中のTBA反応物質

　日本薬学会第101年会（1981．4．3）

56．光楽II召雄，斎藤行生，内山充：食品異物として

　の昆虫の加熱等による脱水素酵素活性変化の検討

　一アタリダンの生成を指標として一

　日本食品衛生学混融40回学術講演会（1980．10．22）

57．五十畑悦子：ラット，マウスと。ηzias　latipes

　におけるステリグマトシスチンとその関連化合物

　策7回カビ毒研究連絡会シンポジウム（1980，8．28）

58．五十畑悦子，斎藤行生，内山　充＝ラット，マウ

　ス，メダカに七山投与にしたステリグマトシスチン

　の臓器内消長について

　日本食品衛生学会第40回学術講演会（1980．10．22）

　一光過敏症との関連性を考慮して一

　日本薬学会第101年会（198L4．3）

61．斎藤行生：ステリゲマトシスチンの化学分析

　第12回マイコトキシン研究会（198L8．30）

62。内山　充，樫本　隆：食品汚染物モニタリンゲの

　推移と問題点

　第17回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．26）

63．内山充，川崎きよみ＝食品汚染物モニタリンゲ

　の推移

　第17回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．26）

64．内山　充，武田明治：日常食品中の汚染物摂取量

　調査一定量限界に基づく計算値の問題点など

　第17回全国衛生化学技術協議会年会（1980．9．26）

65．Mitsuru　UcH：YAMA：Recent

　Hygie㎡c　Chemistry

　29th　Annual　Congress　of　the

　Society　of　Korea（1980，12．6）

problems　in

Pharmaccutica1

59，五十畑悦子，内山　充：メダカを用いての発がん

　過程とステリグマトシスチンの動態との関連

　節24回液体クロマトグラフ研究会（1981．2．17）

60．武田由比子，斎藤行生，内山　充；クロレラ製剤

　並びにクロロフィル含有食品中のフィトールの分析

66．内山充＝ルミノール化学発光法による過酸化水

　素の測定

　日本食品衛生学会第40回学術講演会（1980．10．23）

67．Mitsuru　UcHIYAMA：Preservation　of　Natural

　Enviro㎜ent－Foods　and　Cllem三cals＿

　8th　International　Scminar，　Kyung　pook　NatlonaI

　Univcrsky，　Daegu，　Korea（1980．　l　l．28）

68．酒井綾子，古川邦衛，谷村顕雄，雷田勲＊：スル

　ピリンと亜硝酸との反応により生成するN一二トロ

　ソ化合物の変異原性に対するL一システイン，グル

　タチオンの影響

　口八面学会第101年会（198L4．3）

　＊瀞早薬得大学

69．辰濃　隆：アクリロニトリルの材質含有量とその

　溶出についての関係

　第17回全国衛生化学技術協民会総会（1980．9．26）

70．辰濃隆，井上たき子谷村顕雄；プラスチック

　の衛生化学的研究第6報一フェノール系酸化防止剤

　のボルタンメトリック検出器・高速液体クロマトグ
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ラ7イーによる分析について

日木食品衛生学会第40回学術講演会（1980．10．23）

71．石綿　肇，水城弘子，酒井綾子，谷村顕雄：N一

　ニトロソ化合物前駆物質の生体内挙動（第4報）　ラ

　ット消化管下部における硝酸塩の変化

　日本食品衛生学会第41回学術講演会G981．5．15）

72．神蔵美枝子：息肉中に残留するチアンフェニコー

　ルの分析法

　日本食品衛生学会第41回学術講演会（198L5．15）

73．石関忠一，倉田　浩：清浄綿及び添加薬剤に対す

　る微生物試験について

　第7回日本防菌二二学会（1980．5．20）

74．栗栖弘光：医療用具の無菌試験法について

　日本医科器械学会第49回滅菌法研究会（1980．7．26）

75．下平冨子：N－1nethy1－N’Lnitm－N－11itrosogua・

　n姻h肥と鉄（n）イオンとの錯化合物形成とその変

　異活性について

　第9回日本環境変異原学会（1980．11．28）

76．林　長男，寺岡葉子，牛嶋峰子，谷村顕雄，倉田

　浩：サル胃内におけるニトロソジメチル7ミン生成

　好気性菌の活性条件

　第40回目本食品衛生学会（1980，10．22）

77．牛嶋峰子，林　長男，寺岡葉子，谷村顕雄，倉田

　浩：サル胃内におけるニトロソジメチルアミン生成

　菌の検索一嫌気性菌について一

　第40回日本食品衛生学会（1980．10．22）

78．小沼博隆，高山澄江，鈴木　昭，倉田　浩：スパ

　イラルシステムによる食品の回数測定に関する研究

　日本食品衛生学会第41回学術講演会（1981．5．14）

79．一戸正勝，倉田　浩，上村　尚＊，西島基弘＊，直

　井家寿太＊：植物病原性F切αア加配類のモニリホ

　ルミン生産性

　日本食品衛生学会第40回学術講演会（1980．10．22）

　＊東京都立衛生研究所

80．一戸正勝，坂部フミ，倉田浩，稲木一元＊，折津

　愈＊，松井泰夫＊，田中　勲＊，森田豊寿零：8c屠20・
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P勧π即；co配7π麗πθを分離したPIE症候群の1例

第24回日本医真菌学会総会（1980．11．21）

　＊日赤医療センター

81．一戸正勝，杉浦義紹＊：F肥αr加ηggrωπ加eαrπm

　の分生子形成の誘導

　第13回マイコトキシン研究会（1981．1．23）

　＊東京理科大学薬学部

82，鈴木敏正傘，栗栖　誠＊，一戸正勝：赤かびをめぐ

　る諸問題一トリコテセン産生菌

第13回マイ・トギシン研究会（1981．L23）

　＊埼玉県衛生研究所

83．一戸正勝：樹液より分離したF粥αr∫ππε属につ

　いて

　日本菌学会第25回大会（1981．5．29）

84．宇田川俊一：中南米産糞焼核菌類知見

　第24回日本菌学会大会（1980．5．24）

85．宇田川俊一：食品製造における一次汚染真菌の障

　害

　第1回食品衛生微生物研究会（198α11．14）

86．関田節子，義平邦利，名取信策，宇田川俊一，杉

　山佳子，倉田浩，梅田誠10加efo7πε脚π及び

　その関連属におけるマイコトキシンの生産性の検索

　（続報）

　第13回マイコトキシン研究会（1981．1．23）

87．杉山佳子，宇田川俊一：輸入香辛料から分離され

　た子のう菌類について（続報）

　第25回日本菌学会大会（198L5，28）

88．小畠満子：Disc－i皿一hag法による酵母菌株の乾

　燥保存

　第27回凍結及び乾燥研究会（1981．4．13）

89．心休秀雄，田中　彰，山羽　力：T㎡一P。cresyl

　phosphateのラ・7トによる代謝（その2）

　第24回日木薬学会関東支部大会（1980．10．18）

90．森本山山，田中彰，山羽力：1，1’一Et1・ylene－

　b…s（1一典i廿050皿・ea）（EBNU）とpoly（Lys）との反

　応生成物について（その2）
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第39回日本癌学会総会（1980．ll．5）

91．田中　彰，土屋利江，佐藤道夫，足立　透，新村

　寿夫，山開　力：染色助剤1，2，4一トリクロルベン

　ゼン（TCB）のラット代謝物について

　日本薬学会第101年会（1981．4，3）

92．嶺岸謙一郎，高橋昭江，8南原精一，森本和滋，

　紅林秀雄，　山羽　力＝Bis（2，3。dibromopropy1）

　Phosphate（Bis－BP）の代謝について（Tτis－BPと

　の比較）

　日本薬学会第101年会（198L4．3）

93．土屋利江，出羽　力：1，2，4一トリクロルベンゼン

　の腸内細菌による嫌気的脱クロルについて（その2）

　日本薬学品品101年会（198L4．3）

餌．萩岡恵子，赤木　博，落合敏秋，松本清司，関田

　清司，川崎　靖，降矢　強：自動白血球分類装置

　MICROXの実験動物での使用について（第1報）一

　サル及びイヌについて一

　第15回日本実験動物学会（1980．8．29）

95．安原加寿雄，内藤克司，内田雄幸，三原康夫，大

　場　栄，小林和雄：自動白血球分類装置MICROX

　の実験動物での使用について（第2報）一ラット及び

　ウサギについて一

　鋤5回日本実験動物学会（1980．8．29）

96．Kannosukc　FuJIMoRI，　T．　P．　HuANG，　Ing　K．　Ho

　and　Harihara　M．　MEIIENDALE：Comparison　of

　Toxicity　induced　by　Oral　Adnコ直nistrat…on　of

　Miτex　and　Kepone　in　the　Male　Mouse

　19th　Annual　Mccting　of　Society　of　Toxlcology

　（1980．3．　12）

との併用による肝障害と血液障害について

第62回日本薬理学会関東部会（1980．6．8）

99．中浦愼介，川西　徹，大野泰雄，川島邦夫，田中

　悟，高橋　惇，粕谷　豊，大森義仁：化学物質によ

　る肝障害と血液障害との関連性（3）　ジメチルニト

　ロソアミンの血液i疑固機能障害の発現機序について

　塀∫63回ロブ1く轡三眠巨7≧会閃芽ξ吝B会　（1980．11．15）

100．　Kannosukc　FuJ【MoRI，　Ing　K：．　Ho　and　Harihara

　M．MEI皿NDALE：Comparative　Toxicology　of　Mi・

　rex，　Photom董rex　aud　CUordecone　afteτOral

Adminis伽εiouご。εhe　Mouse

　20th　Annual　Meeting　of　Socicty　of　Toxicology

　（1981．3．4）

101．Kannosukc　FuJIMoRI　and　Ing　K．　Ho：EEects

　of　Chlordecone　a鶏d　Mirex　o鳳Dopam三nergic

　System
　20th　Annual　Mecting　of　Soc量cty　of　Toxicology

　（1981．3．4）

102．Ing　K　Ho，　Kannosuke　FuJI鳥！oRI，　T．　P．　HuANG

　and　Harihara　M．　MEIIENDALE：Bra血and　Plasma

　Distribut量on　of　Chlordecone　and　Mirex　hl　tbe

　Mouse
　20th　Annual　Meeting　of　Socicty　of　Toxicology

　（且981．3．4）

103．長尾重之，遠藤任彦，小野田欽一，粕谷　豊，

　大森義仁：MAO阻害薬処置動物における諸種化学

　物質の行動薬理学的研究（第1報）L－DOPA併用

　時のラット行動に対する向精神薬並びにPCBの影

　響

　第54回日本薬理学会総会（1981．3．31）

97．Ing　K．　Ho，　Kannosukc　FuJIMoRI，　Y・Y・CHANG・

　Tsu＝，　Toshitaka　NABEslllMA　and　HariharユM

　MEII酬DALE：Effects　of　Kepone　and　Mirex　on

　B三〇ge㎡c　Amines　hl　tbe　Mouse

　19th　Annual　Meeting　of　Society　Qf　Toxicology

　（1980．3g12）

98．中浦棋介，川西　徹，大野泰雄，川島邦夫，田中

　悟，高橋　惇，粕谷　豊，大森義仁：亜硝酸と薬物

　との相互作用（VI）第3級アミノ基を有する医薬品

104。簾内挑子，溝上敬之助，井上和秀，高仲　正，

　斗：白谷豊，大森義仁：メチルコラントレンによる薬

　物代謝酵素誘導における胎仔と母体の差異について

　第54回白木薬理学会総会（1981．3．30）

105．川西　徹，大野泰雄，中浦二言，川島邦夫，田

　中　悟，高橋　惇，粕谷　豊，大森義仁：亜硝酸と

　薬物との相互作用（VH）　工タンブトールについて

　日本薬学会第101年会（1981．4．2）
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106　黒川雄二，高橋道人，（故）小田嶋成和：ラット

　　　腺胃の器官培養法の検討

　　　日本病理学会第69会（1980．6．26）

ne　Wirkung　an　Ratten

Seminar　in　German　Cancer　Research　Center

（1980．3。18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　一　．

107　黒川雄二，高橋道人，（故）小田嶋成和：血ひεか。

　　　で癌原性物質の処理を受けた消化管の移植実験

　　　（m）無処置胎児及び新生児ラット腺胃の移植

　　　とその悪性化について

　　　日本癌学会第39回（1980．11．5）

108　萩生俊昭，佐倉康文＊1，竹内正紀＊2，小田嶋成

　　　和：ラット胸腺腫の可移植性株の樹立について

　　　日本病理学会第69回（1980．6．25）

114　前川昭彦，小田嶋成和：雌性ACI／Nラットに

　　　おけるN－metby1－nitrosourethan（MNUR）

　　　の癌原性について

　　　日本病理学会総会第69回（1980．6．26）

＊1武田製薬（株）

＊2吉富製薬（株）

109　長谷川良平＊1，広瀬雅雄＊1，高野剛＊1，今井田

　　　克己＊！，伊藤信行，萩生俊昭，前田甲子郎＊2：

　　　悪性神経鞘腫と褐色細胞腫を合併したReck

　　　long　bausen病の二剖検例

　　　日本病理学二三69回（1980．6．26）

＊1名市大病理

＊2名古屋厚生院

115　松山二三＊，前川昭彦：Glucagonomaを合併

　　　したSomatostatiuoma

　　　日本病理学会総会第69回（1980．6．27）

＊愛知がんセンター

116　小野寺博志，古田京子，神谷庄造，前川昭彦，

　　　小田嶋成和：N一エチル及びN一アミルニトロ

　　　ソウレタンの雌性呑竜ラットにおける癌原性に

　　　ついて

　　　日本画学会総会第39回（1980．11．6）

117

110　萩生俊昭，竹内正紀＊1，佐倉康文＊2，小田嶋成　　118

　　　和：各種ニトロソ尿素によリ発生したラット胸

　　　腺腫の組織像について

　　　日本病理学会総会第69回（1980，6．27）

前川昭彦，萩生俊昭，小野寺博志，古田京子，

小田嶋成和：亜硝酸ナトリウムのF・344ラット

　　　　　　　　　　　oにおける癌原性について

日本癌学会総会第39回（1980。11．6）

前川昭彦：がんは何故できるか，一化学物質と

がんを中心として一

医用高分子研究会（1980。5），第2回医用材料研

究会（1981．3，17）

＊1吉富製薬（株）

＊2武田薬品（株）

111　竹内正紀＊，萩生俊昭，中舘正弘，古田京子，

　　　小田嶋成和：1一こ口ルー1一二トロン尿素（BUN）

　　　によるFisherラット上部消化管腫瘍の発生

　　　日本癌学会総会第39回（1980．11，7）

＊吉富製薬（株）

112　佐倉康文＊1，萩生俊昭，黒川雄二，竹内正紀＊2：

　　　1一プロピルー1一ニトロソ尿素（PNU）による

　　　Fisllerラットの腫瘍発生と発生した胸腺腫の

　　　移植について

　　　日本癌学会総会39回（1980．11．7）

＊1武田薬品（株）

＊2吉富製薬（株）

113　Aklhiko　MAEKAwA：Organotrope　Karz董noge．

119　宮原美知子，中舘正弘，神谷庄造，前川昭彦＝

　　　THazole及びTbiadiazole誘導体の抗腫瘍性

　　　について

　　　日本癌学会総回第39回（1980．11，7）

120　前川昭彦＝1－Buty1－3，3－dimetby1－1一ロitroso・

　　　urea（d㎞・BNU）及び1，3－Dibuty1－1－1廿tro・

　　　sourea（B・BNU）の径胎盤発癌実験について

　　　日本病理学会総会第70回（1981．4．1）

121　高橋道人，小久保　武，黒川雄二，古川文夫，

　　　倉田　靖＝Cysteam…neによる実験的十二指腸

　　　潰瘍の病理学的研究

　　　日本病理学会総会第69回（1980．6．25）

122　高橋正一＊，長瀬すみ＊，高橋道人，小久保　武：

　　　ハムスター膵癌発生過程におけるアミラーゼの
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変化

日本癌学会総会第39回（1980．11．5）

＊佐々木研生化学

130　沢田　稔，祖父尼俊雄，石館　基＝チャイニー

　　　ズ・ハムスター培養綱目にける染色体異常と体

　　　細胞突然変異誘発性

　　　第9回日本環境変異原学会（1980。IL29）

123　高橋道人，新居均＊，小久保　武，黒川雄二，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131　　　中舘正弘：ハムスターによる実験的膵癌発生に

　　　おける胆導系障害剤Dibutyl　dic血10rideの抑

　　　制効果について

　　　日本癌学会総会筑39回（1980．11．5）

＊名市大山外

124　高橋道人，小久保　武，黒川雄二，白井智之＊＝

　　　M：NNG胃癌発生過程における十二指腸潰瘍形

　　　成剤Cysteam三neの影響について

　　　日本癌学会総会第39回（1980．11．5）

＊名市大

125　小久保武，高橋道人：DEN肝癌発生経過中に

　　　みられる増殖性結節巣とその血管構築について

　　　日本癌学会総会第39回（1980．IL5）

126　松岡厚子，祖父尼俊雄，吉川邦衛，石館基＝

　　　染色体異常試験に用いるS9の検討一ラットの

　　　系統及び誘導剤の比較一

　　　第9回日本環境変異原学会（1989．11，28）

127　能美健彦，宮田ルミ子，吉川邦衛，中舘正弘，

　　　石館　基：Amhobe皿zene類の変異原性の検

　　　索

　　　負τ9回日本環境変5異房〔C葬会（1980．IL29）

128　吉川邦衛，宮田ルミ子，能美健彦，桑原吉史，

　　　石館　基：突然変異試験法に用いられるS9の

　　　検索．そのV濫　ラット系統問に因るPCB誘

　　　導とPB十NF誘導の差異

　　　第9回目本環境変異原学会（1980．IL29）

129　花房孝＊，岩沢保＊，宮田ルミ子，能美健彦，

　　　吉川邦衛，石館基：突然変異試験法に用いら

　　　れるS9の検索，そのVH．　Golden　hamster

　　　肝S9における前変異原物質の変異原活性と薬

　　　物代謝酵素活性

　　　第9回日本環境変異原学会（1980．1L29）

判日本獣医畜産大学

＊2昭和大学

林　真，祖父尼俊雄，石館　基：小核試験に関

する基礎的研究　（II）変異原高感受性マウス

CD－1㎞bred系について

第9回日本環境変異原学会（1980，11．29）

132　Motoi　IsHIDATE，　Toshio　SoFuNI　and　Kunie

　　　YosHIKAwA：Chromosome　aberration　tests

　　　in　vitro　as　a　screening　tool　for　enviroEm・

　　　ental　mutagens／carcillogens

　　　日本組織培養学会第50回研究会記念国際シンポ

　　　ジウム（1980．12．4）

133　石館　韮：環境変異原性物質検出法の現状とそ

　　　の評価

　　　第15回日本水質汚濁研究会年次学術講演会

　　　（1981．3．11）

134　石館基：WHOにおける照射食品の許可

　　　第28回日本食品工業学会（1981．4．4）

135　岡田敏史：塩酸プロカインのプロムチモールブ

　　　ルーによるイオン対抽出

　　　日本薬学会第101年会（1981．4．4）

136　四方田千佳子，岡田敏史，持田研秀：アラビン

　　　酸の対イオン結合性

　　　日本薬学会第101年会（198L4．3）

137　野口　衛，岡　恒，高石清和＊，二二義明＊：’一

　　　工7エドリン及びd一プソイドエ7エドリン銅

　　　キレートの二波長分光光度法による分別定量に

　　　ついて

　　　日本薬学会話101年会（198L4．2）

＊近畿大薬学部

138　野口　衛＝カツコン，タイソウ，ハマボウフウ

　　　について一生薬試験法に関する研究一生薬品質

　　　集談会報告，第12報

　　　第9回生薬分析討論会（1980．7．ll）

139　小川俊次郎，外海泰秀，伊藤誉志男，慶田雅
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洋＝合成及び天然着色料の系統的分折法に関す

る研究

第8回日木化粧品技術者会研究討論会（198α

6．13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147

遅0　山東英幸＊1，橋爪　崇＊1，横山　剛＊1，小川俊

　　　次郎，鈴木英世，外海泰秀，伊藤誉志男，慶田

　　　雅洋，田中慶一＊2：改良4一アミノアンチピリ

　　　ン比色法による数種食品中の過酸化水素の微量　　148

　　　定量について

　　　第40回日本食品衛生学会（1980．10．23）

＊1和歌山県衛生研究所

＊2神戸学院大学栄養学部

141　外海泰秀，伊藤誉志男，慶田雅洋：食品中の数

　　　種の有機多塩基性酸（酒石酸，アマル酸，クエ

　　　ン酸等）の迅速定量法の設定

　　　第17回全国衛生化学技術協議会（1980．9．26）

142　伊藤誉志男，外海泰秀，鈴木英世，小川俊次郎，

　　　慶田雅洋，横山　剛＊：食品中の過酸化水素の

　　　高感度検出法の開発

　　　第17回全国衛生化学技術協議会（1980．9．26）

第7回環境汚染物質とそのトキシコロジシソポ

ジウム（1980．1L13）

慶田雅洋，伊藤誉志男，豊田正武：食品中の添

加物の標準分析法の作製について

日本農芸化学会関西支部第317回例会（1980．

12．6）

慶田雅洋，伊藤誉志男，外海泰秀：高速液体ク

ロマトゲラフィー（HPLC）による食品中のタウ

リンの分析

日本農芸化学会大会（1981．3．31）

149　慶田雅洋，伊藤誉志男，豊田正武＝ゲアヤコー

　　　ル・グアヤク脂を使用した牛乳中の残留過酸化

　　　水素の微量比色定量法について

　　　日本農芸化学会関西支部第319回講演会（198L

　　　2．14）

150　豊田正武，伊藤誉志男，慶田雅洋，宇津木義

　　　雄＊1，大橋　実＊1，藤井正美索2：電極法による

　　　食品中の過酸化水素の迅速測定法について

　　　第41回目本食品衛生学会（1981．5．15）

＊和歌山県衛生研究所

143　豊田正武，鈴木英世，小川俊次郎，伊藤誉志男，

　　　慶田雅洋＝小麦粉及び小麦粉製品の過酸化ベン

　　　ゾイルの検出・定量法の設定

　　　第17回全国衛生化学技術協議会（1980．9，26）

144　慶田雅洋，伊藤誉志男，外海泰秀，小川俊次

　　　郎：合成及び天然着色料の系統的分析法につい

　　　て

　　　第17回全国衛生化学技術協議会（1980．9．26）

145　慶田雅洋，伊藤誉志男，外海泰秀，鈴木英世，

　　　小川俊次郎：食品中の過酸化水素の微重測定法

　　　について一紫外吸光光度法，けい光法及び4一ア

　　　ミノアンチピリン法の比較一

　　　日本栄養食糧学会第19回近畿支部大会（1980．

　　　10．18）

146　外海泰秀，小川俊次郎，伊藤誉志男，慶田雅

　　　洋＝環境汚染物質のTLm値に関する調査研究

　　　一含窒素化合物（アミン類，ニトリル類，芳香

　　　族類）及び工業用染料について

＊1オリエンタル電気（株）

＊2厚生省環境衛生局食品化学課

151　Masahiro　IwAIDA，　Yoshio　ITo，　Yasuhide

　　　ToNoGA1，　Masatake　ToYoDA　and　Shu！噸iro

　　　OGAwA：Colourimetric　microdetermhla・

　　　ti・n・f　borate　in　pra㎜5，　shr二mp　and

　　　salted　jelly丘sh　by　chelate－extracti・n　with

　　　2－ethy1．1，3■hexanediol　an【1　　survey　of

　　　background　boron　in　foods

　　　lst　Asian＆Pacl丘。　Chemistry　Congress（1981．

　　　4．30）

152　伊丹孝文，江馬　真，加納晴三郎：薬物の胎仔

　　　毒性と母体機能との関係（皿）アスピリンの胎

　　　仔毒性と組織濃度

　　　第7回毒1乍用研究会（1980．6．6）

153 川崎浩之進，加納晴三郎，西尾　晃＊：家三保

定法の差によるPyrogen反応性の変化につい

て

第7回毒作用研究会（1980．6．6）

＊鹿児島大学農学部獣医学科
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154　江馬　真，伊丹孝文，川崎浩之進，加納晴三郎：

　　　薬物の胎仔毒性と母体機能について（IV）内毒

　　　素による外毒素の胎仔毒性増強効果

　　　第57回日本薬理学会近畿部会（1980．6．15）

163　小川義之，尼寺啓子，小室徹雄，川崎浩之進，

　　　加納晴三郎：内毒素（LPS）の溶解度とCarbo・

　　　cy鋤ine色素とのMetacbromasy反応の関

　　　係について

　　　日木薬学会第101年会（1981．4．2）

155　加納晴三郎，伊丹孝文，江向　真：食餌制限に

　　　よる母体機能及び胎仔への影響　　　　　　　　　1醒

　　　第20回日本先天異常学会総会（1980．7．12）

15σ　加納晴三郎，江馬真，西尾晃＊：外毒素及び

　　　内毒素による妊娠ラットに対する流産作用（1）

　　　第20回日本先天異常学会総会（1980．7．12）　　　165

＊鹿児島大学農学部獣医学科

157　加納晴三郎，速馬　真，川崎浩之進，西尾晃＊：

　　　内毒素及び外毒素の妊娠動物に対する作用

　　　第27回毒素シンポジウム（198〔L7。19）

＊鹿児島大学農学部獣医学科

江津　真，村井敏美，川崎浩之進，加納晴三

郎：妊娠ラットに対する細菌内毒素及び外毒素

の併用効果

第91回日本獣医学会（1981．4．8）

158　山内昭二＊，村井敏美，西谷康信＊：奈良公園の

　　　シカの卯巣・成熟シカの卵巣に関する知見

　　　第90回日本獣医学会（1980．10。3）

西尾　晃＊，黒木志郎＊，石黒　茂＊，宮尾　防＊，

加納晴三郎：妊娠ラットに対するActbomy・

cin　Dと内毒素の併用効果

第91回日本獣医学会（1981．4．8）

＊鹿児島大学農学部

166　川崎浩之進，加納晴三郎，西尾　晃＊：胎位或

　　　は背位固定による家兎体温の変化について

　　　第91回日本獣医学会（1981，4．9）

＊鹿児島大学農学部

＊大阪府立大学

159　荒木宏昌，TonyJ－F．　LEE＊，　Che　Su＊＝脳動脈

　　　及び末梢動脈にける交感神経支配の比較

　　　第33回日本白律神経学会総会（1980．ll．21）

＊南イリノイ大学医学部

160　小室徹雄，小川義之，尼寺啓子，川崎浩之進，

　　　加納晴三郎：発熱物質（LPS）の新調整法とその

　　　物性並びに薬理学的特性　1．超音波処理による

　　　LPSの活性の変化について

　　　第54回口軽薬理学会総会（1981．3．29）

161　小川義之，尼寺啓子，小室徹雄，川崎浩之進，

　　　加納晴三郎：発熱物質（LPS）の新調整法とその

　　　物性並びに薬理学的特性　2．工PSとC鑓bo・

　　　cyanhle色素との反応性について

　　　第54回日本薬理学会総会（1981．3．29）

162　西尾　晃＊，石黒　茂＊，黒木志郎＊，宮尾　防串，

　　　加納晴三郎：妊娠ラットに対するActinomy・

　　　cin　Dと内毒素の併用効果

　　第54回日本薬理学会総会（1981．3．31）

167　山内昭二＊，村井敏美＝牛胎盤障壁の微細構造

　　　について

　　　第91回日本獣医学会（1981．4．9）

＊大阪府立大学

168　本間尚治郎，畠山好雄，堀越　司，逸見誠三

　　　郎：北海道におけるダイオウの栽培研究

　　　日本生薬学会北海道支部　生薬の栽培と品質に

　　　関する研究会（198L3．14）

169　畠山好雄：ハブソウの生育特性について

　　　第27回日本生薬学会（1980．9．29）

170　宮崎幸男，非上　修，大野忠郎：センナ（Cα・

　　　88εααπgπ8醒bZ面Vab1）の栽培に関する研究

　　　（第1報）　種子の発芽及び植物の生育の概要に

　　　ついて

　　　負㌻27回日本生薬学会年会（1980．9．29）

171　堀越　司，小峰常行：キハダの栽培に関する研

　　　究（4）タイワンキハダのさし木について

　　　第27回日本生薬学会年会（1980．9．29）

宰鹿児島大学農学部家畜薬理学教室



衛　試　例　会

　所員の研究，試験及び検査に関する発表を主とする

「衛試例会」は，昭和26年から原則として毎月策2火

曜日，本所講堂において開催されているが，昭和55年

4月から昭和56年3月までの演題等は下記のとおりで

ある．

第217回（昭和55年4月8日）

1．マウスによる照射かまぼこの次世代に及ぼす影響

　　について

　　　　　　　毒　性　部　出潮恵子
2．C乃鰯。ぬ加及び関連菌類のマイコトキシソの産

　　生

　　　　　　　生　薬　部。関田節子
　　　　　　　　　　　　　　　　義平邦利

　　　　　　　　　　　　　　　　名　取信策

3．14C一エチレンチオウレアの吸収・分布・排泄・代

　　謝

　　　　　　　放射線化学部　　手嶋玲子
4．20β一Hydroxysteroid　Dehydrogenaseの1乍用機序：

　　補酵素及びその同族体との相互作用

　　　　　　　生物化学部　。谷本　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　早川　尭夫

　　　　　　　　　　　　　　　　川　村次　良

5．チアミンジスルフィド糖衣錠の溶出速度とBioa・

　　vailability

薬 品部。青柳伸男
　　　　　鹿庭　なほ子

　　　　　緒　方宏泰
　　　　　鯉渕　昌　信

　　　　　柴崎　利雄
　　　　　江島　　　昭

6．防炎剤トリス（2，3一ジブロモプロピル）ボスフェ

　ートのガスクロマトグラフィー

　　　　　　　療　品　部。中村晃忠
　　　　　　　　　　　　　　　小島　茂雄

　　　　　　　　　　　　　　　鹿庭正昭

第218回（昭和55年5月13日）

1．石油成分中の窒素化合物群による染色体異常誘発

　　について

　　　　　　　変異原性部。松岡厚子
　　　　　　　　　　　　　　　　石　館　　　墓

　　　　　　　食　品　部 斎藤行生
2．ラット胎仔肝の薬物代謝酵素系に及ぼす誘導剤の

　　影響について
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Semminars

　　　　　　　薬　　理　　部　　高　仲　　　正

3．Analysis　of　colors　in　Cosmetic　products（and

　introduction　of　Cosmetic　act　in　THAILAND）

　　　　　環境衛生化学部　。P．　Rodpengsangkaha

　　　　　　　　　　　　　　　木　嶋　敬二

4．ラットにおけるBHA抱合体の分布について

　　　　　　　医化学部　嶺岸謙一郎
5．亜硝酸と薬物との桐互作用（V）エタンブトール

　について

　　　　　　　薬理部川西　徹
6．メトトレキサート標準品の13C－NMRについて

　　　　　　　生物化学部　。太　田　美矢子

　　　　　　　　　　　　　　　木　村　俊夫

第219回（昭和55年6月10日）

1．セリ科生薬「前胡」市場品前軍の生薬学的研究

　　　筑波薬用植物栽培試験場佐竹元吉
2．GLCによる水中のエチレンオキサイド，エチレ

　　ンクロルヒドリン及びエチレングリコールの微：量

　　定量法並びに，生理食塩中のエチレンオキサイド

　　の挙動について

　　　　　　　療　　品　　部　。辻　　　楠　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　水町　彰吾

3．硝酸ナトリウム並びにジメチルアミン投与サルの

　　ニトロソジメチルアミン胃内生成

　　　　　　　衛生微生物部　　林　　　長男

4．ヒトの胃液酸性度と医薬品のBioavailabilityの関

　　連について

　　　　　　　薬　品　部。緒方宏泰
　　　　　　　　　　　　　　　　青　柳　伸　男

　　　　　　　　　　　　　　　　鹿　庭　なほ子

　　　　　　　　　　　　　　　　柴　崎利雄

　　　　　　　　　　　　　　　　江　島　　　昭

5．国家検定・検体数の推移と発熱性物質試験の自動

　　化について

　　　　　　　薬　　理　　部　　斉藤　淑　子

6．角膜真菌症について

　　　　　　　衛生微生物部　　一戸正勝

第220回（昭和55年7月15日）

1．亜硝酸と薬物との相互作用（VD第3級アミノ基

　　を有する医薬品との併用による肝障害と血液障害

　　について
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　　　　　　　薬理部中浦清介
2．1－propyl－1－nitrosourea（PUN）による胸腺腫の発

　生

　　　　　　　病　理　部。佐倉康文
　　　　　　　　　　　　　　　荻　生　俊　昭

　　　　　　　　　　　　　　　松岡千明

　　　　　　　　　　　　　　　古田京子

　　　　　　　　　　　　　　（故）小田嶋成和

　　　　　　　合成化学研究部　中館正弘
3．N－mcthyl－N’一nitro－N－nitrosoguanidinc（MNNG）

　による実験胃痛の初期進展形成について

病　理　部。古川文夫
　　　　　　　　倉　田　　靖

　　　　　　　　小久保　　　武

　　　　　　　　高　橋　道　人

　　　　　　（故）小田嶋成和
（正リ〒「メヨ牙li…牙Ij言諺演）

　　医薬品のBiQavallability

　　　　　　　のど　　　　　　ロ　　　　　　　渠　　　叩 部　　緒　力宏　泰

第221回（昭和55年9月9日）

1．2－Oxazolidonc誘導体の抗腫瘍性について

　　　　　　　合成化学研究部　　宮　原　美知子

2．含アルコール製剤中のアルコール含量測定法の比

　　較検討

　　　　　　　薬　品　部　斉藤恵美子
　　　　　　　　　　　　　　　　浅　野　忠　之

　　　　　　　　　　　　　　　。石　橋　無味雄

　　　　　　　　　　　　　　　　柴　崎　利　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　江　島　　　昭

3．1－Propyl－1－nitrosourca（PNU）のラットによる代

　　謝

　　　　　　　医化学：部　田中　彰
4．PCBの生体機ljヒに及ぼす影響に関する行動薬理

　　学的研究

　　　　　　　薬　理　部　遠藤任彦
（所内特別講演）

　　プラスチックと食品衛生

　　　　　　　食品添加物部　辰濃　隆

第222回（昭和55年10月14日）

！．1，3一ジアリル尿素類のニトロソ化反応について

　　一その2一

　　　　　　　合成化学研究部　　宮　原　　　誠

2．Tds（2，3－dibromopropyl）phosphate，（Tris－BP）の

　　代謝（吸収，分布，排泄：）について

　　　　　　　医化学部。嶺岸
　　　　　　　　　　　　　　　森　本

　　　　　　　　　　　　　　　南原

　　　　　　　　　　　　　　　高　橋

　　　　　　　　　　　　　　　紅　林

3．Disodium　Edctateの毒性に関する研究

謙一郎

和　滋

雨　一

昭　江

秀　雄

毒　性　部。川俣一也
　　　　　　　　古　木　浜　子

　　　　　　　　門馬純子
　　　　　　　　会　田　喜　崇

　　　　　　　　高　田　幸　一

　　　　　　　　小　林　和　雄

　　　　　　　　鈴木　康雄
4．防炎加工品の催奇形性に関する研究（皿）

　一妊娠期投与．Tris（dichloropropyI）phosphate，

　TDCPP，のラット胎仔及び出産仔の発育に及ぼ

　す影響

　　　　　　　薬　　理　　部　　田　中　　　悟

5，N一エチルー及びN一アミルーN一ニトロソウレタ

　ンの雌性混晶ラットに於ける癌原性について

　　　　　　　病理部。小野寺博志
　　　　　　　　　　　　　　　前　川　昭　彦

　　　　　　　　　　　　　　（故）小田嶋成和

　　　　　　　合成化学研究部　神谷庄造

第223回（昭和55年11月11日）

L　タイ国の食品中添加物及び有害物の分析について

　　　　　　　大阪支所食品部　豊田正武
2．白鼠白血球分類装置MICROXの実験動物での使

　　用について　一サル及びイヌについて一

　　　　　　　毒　性　部　萩埜恵子
3．板藍恨の成分検索について

　　　　　　　天津薬物研究所　　黄　　　喬　書

　　　　　　　生　薬　部。義平邦利
　　　　　　　衛生微生物部　　石関忠一
4．Ethyl　N－butyl－N－nitrososuccinamate（EBNS）の

　　癌原性について

　　　　　　　病　理　部。古川文夫
　　　　　　　　　　　　　　　　倉　田　　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　小久保　　　武

　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋　直　人

5．スルピリンと亜硝酸との反応により生成するN一

　　ニトロソ化合物及びその関連化合物の変異原性に

　　ついて

　　　　　　　食品添加物部。酒井綾子
　　　　　　　　　　　　　　　　谷　村　顕　雄



衛 試

　　　　　　　変異原性部
（所内特別講演）

　　標準品の現状と将来

　　　　　　　生物化学部

吉　川　邦　生

木　村俊夫

第224回（昭和55年12月9日）

1．Moτphineの代謝と毒性について

　　　　　　　放射線化学部　　永松国助
2．プロピルニトロソ尿素（PNU）による十二指腸腫

　　瘍発生における走査型電顕について

　　　　　　　病　　理　　部　　倉　田　　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　古　川　文夫

　　　　　　　　　　　　　　　　小久保　　　武

　　　　　　　　　　　　　　　　高　橋道人

3．化学物質による肝障害と血液障害との関連性（3）

　　ジメチルニトロソアミンの血液凝固機能障害の発

　　現機序について

　　　　　　　薬理部中浦愼介
4．吸入チャンバーの基礎的検討

　　　　　　　毒　性　部　鎌田栄一
5．トリーパラークレジルリン酸のラヅトによる代謝

　　について

　　　　　　　医化学部　紅林秀雄
6．小丸試験に関する基礎的研究（■）変異原高感受

　　性マウスCD－1　inbred系について

　　　　　　　変異原性部　。林　　　真
　　　　　　　　　　　　　　　　祖父尼　俊雄

　　　　　　　　　　　　　　　　石　館　　　基

7。PCB誘導及びPB＋NF誘導のRats肝S9に因る

　　前変異原物質の変異原活性差について

　　　　　　　　変異原性部　。吉川　邦衛

　　　　　　　　　　　　　　　　宮　田　ルミ子

　　　　　　　　　　　　　　　　能美健彦

　　　　　　　　　　　　　　　　石　館　　　基

8．各種樹脂を用いた尿素症成分としての尿素の吸着

　　機構について

　　　　　　　　療　　品　　部　　新　谷　英　晴

第225回（昭和56年1月13日）

1．MAO阻害薬及びL－DOPA併用ラットの行動に

　　及ぼす向精神薬の影響

　　　　　　　薬　　理　　部　　長尾重之

2．メルカプトイミダゾリンの急性毒性について

　　　　　　　毒　性 部　池田康和
3．ゴマ油エマルション投与によるニトログリセリン

　　のpharmacoklneticsへの影響
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　　　　　　　薬品部緒方宏泰
4．PNUによるF－344ラットの胸腺腫一その発生に

　及ぼす年令の影響

　　　　　　　病理部。小野寺博志
　　　　　　　　　　　　　　　　荻生俊昭

　　　　　　　　　　　　　　　　松　岡　千　明

　　　　　　　　　　　　　　　　前　川　昭　彦

5．EBNUとpoly（Lys）との反応生成物について

　　　　　　　医化学部　森本和滋
6．Dimethylanilineの変異原性と代謝に関する研究

　　　　　　　変異原性部　。能美健彦
　　　　　　　　　　　　　　　　宮　田　ルミ子

　　　　　　　　　　　　　　　　吉川　邦衛

　　　　　　　　　　　　　　　　石　館　　　基

　　　　　　　合成化学研究部　　中　舘　正　弘

（所内特別講演）

　　繊維製品加工剤の安全性

　　一ホルムアルデヒド，Tr三s－BP，羊毛防虫加工剤

　　を例として一

　　　　　　　療品部中村晃忠

第226回（昭和56年2月10日）

1．無処置ラット腺胃の同系ラットへの移植とその悪

　　性化

　　　　　　　病理部。黒川雄i二
　　　　　　　　　　　　　　　　大　野　裕　子

　　　　　　　　　　　　　　　　高　村直　子

2。フルフェナム酸アルミニウムのB量oavailability

　　　　　　　薬　　品　　部　　鹿　庭　なほ子

3．塩1酸プロカインのプロムチモールブルーによるイ

　　オン対抽出

　　　　　　　大阪支所薬品部　岡田敏史
4．4一アミノアンチピリンを使用した食品中の過酸化

　　水素の微：量分析法の開発

　　　　　　　大阪支所食品部　o伊　藤　誉志男

　　　　　　　　　　　　　　　　小　川　俊次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　外海泰秀

　　　　　　　　　　　　　　　　豊　田　正　武

　　　　　　　　　　　　　　　　慶　田　雅洋

第227回（昭和56年3月10日）

1．けい光高速液体クロマトグラフ法によるアミノ酸

　　の分析

　　　　　　　薬　　品　　部　　松　田　りえ子

2，染色体異常試験に用いるS9の検討．ラットの系

　　統及び誘導剤の比較
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　　　　　　変異原性部　。松岡厚子
　　　　　　　　　　　　　　　祖父尼俊雄

　　　　　　　　　　　　　　　吉川邦衛

　　　　　　　　　　　　　　　石館　　基

3．自動白血球分類装置MICROXの実験動物での使

　用について（第2報）一ラット及びウサギについ

　て一
　　　　　　毒　　性　　部　　安　原　加乙ぴ雄

4．トリハロメタンの毒性に関する研究（1）

　　　　　　　毒性部。会田喜崇
　　　　　　　環境衛生化学部　　安　藤　正　典

（所内特別講演）

　N一ニトロソ化合物（N一アルキルニトロソ尿素及

　びN一アルキルニトロソウレタン類）の化学構造

　　と標的臓器について

　一主として実験的脳腫瘍を中心として一

　　　　　　　病理部前川昭彦
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支所　例　会

第152回（昭和56年1月29日）

1．細粒剤の粒度の試験法

　　　　　　　薬　　品　　部　　辻　　　澄子

2．Microanalysis　of　Residual　Hydrogen　Peroxide　in

　　Foods－Comparison　of　Ultraviolet　Spectrophoto・

　　metery，　Fluorometry　and　4－Aminoantipyrine

　　Colourimetry

　　　　　　　食：品部慶田雅洋
3．内毒素（LPS）の溶解度とGarbocyanine色素によ

　　るMetachromasy反応の関係について

　　　　　　　薬理微生物部　o小川　義之

　　　　　　　　　　　　　　　尼　寺啓子

第53回（昭和56年2月27日）

1．環境汚染物の魚類に対する急性毒性試験

　　　　　　　食品部外海泰秀

2．超音波処理によるLPSの物性の変化と活性との
　　　　　　　　　　　’　相関性

　　　　　　　薬理微生物部

3．胆汁酸塩水溶液のpHについて

　　　　　　　薬　　品　　部

第54回（昭和56年3月24日）

　　効果

　　　　　　　薬理微生物部

2．アラビン酸の対イオン結合性

　　　　　　　薬　　品　　部

3．

　　速測定法について

　　　　　　　食　　品　　部

小室　徹雄

中　原　　　裕

1．妊娠ラットに対する細菌内毒素及び外毒素の併用

江　馬　　　真

四方田　千佳子

グアヤク試液を使用する牛乳中の過酸化水素の迅

正木　晶　子
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所内講演会

1．制癌薬の将来

　昭和55年6月13日

　　　　　帝教大学薬学部教授　　水　野　傳　一

2．最近の人工臓路の進歩

　口召不055年7美」28口

　　　　東京女子医科大学教授　　桜　井　靖　久

3．水銀化合物のB三〇transtormation

　昭不055年10月9日

　　　　　北皿大学薬学部教授　　井　上　伸　正

4．アセチルコリンレセプター

　昭和55年11月14日

　Dr．　Douglas　Fambrough　Carngie　InsistutiQn　of

　、Vashington

5，蛍光によるトレースキャラクタリゼーショソ

　ロ召不056｛ド2，月20日

　　　　　北里大学薬学部教授　　木　下　俊　夫

6．遺伝子操作

　昭和56年3月12日

　　　国立がんセンター生物学部細胞生物研究室長

　　　　　　　　　　　　　　　　関　谷　剛　男



，昭和55年度に行った主な研究課題

特別研究（厚生省）

　1．生活関連諸物質の微量分析新技術の開発研究

　　　（食品，食添，環境，療品，医化，変異原，支

　　　所食品）

　2，医薬品，食品添加物等安全性評価のための新技

　　　術利用と評価基準の確立に関する研究（毒性，

　　　薬理，病理，変異原，医化）

国立機関原子力試験研究費（科学技術庁）

　1．標識化合物による医薬品，食品添加物等の安全

　　　性を予測するfη協70試験法の開発研究（医化

　　　学，薬理）

　2．パプテンラジオイムノアッセイの臨床分析への

　　　応用に関する研究（放射線）

　3．人工腎臓用ダイアライザー放射線滅菌と血液透

　　　析能に関する研究（二品，衛微）

　4．放射線照射による医薬品，化粧品の微生物汚染

　　　防止に関する研究（衛微）

　5．電子線照射によるみかんの毒性試験（毒性部）

　6．障害防止に必要な経費（放射線）

　7．照射食品の変異原性に関する研究（変異原）

放射能調査研究費（科学技術庁）

　L環境試料中の天然放射性核種の調査に関する研

　　　究（放射線）

特別研究促進調整費（科学技術庁）

　1．証，経穴の科学的実証及び生薬資源の確保に関

　　　する特定総合研究

　　（1）優良品種の選抜に関する研究（筑波）

　　（2）動物における微生物叢の役割に関する総合研

　　　　究（衛微）

　　（3）生体成分及び細胞成分の分離技術に関する総

　　　　合研究（療品，衛微）

　2．オゴノリ類海草の食中毒成分に関する特別研究

　　（1）中毒原因成分の生体への影響に関する研究

　　　　（毒性）

　　（2）中毒原因成分に関する研究（食品）

国立機関等公害防止等試験研：究費（環境庁）

　1．環境汚染物質の動植物体内における存在形態に

　　　関する研究（食品，放射線，環境）

　2。人工幽囚生態系における環境汚染物質の動態に

　　　関する研究（食品，変異原，支所食品）

　3．環境汚染物質の変異原性並びにその試験法の開

　　　発に関する研究（変異原）

　4．低沸点性有機塩素化合物の生体影響に関する研

　　　究（毒性，変異原，環境）
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　5．環境における変異原評価に関する研究（変異原）

　6．ディーゼル排出ガスの変異原性に関する研究

　　　（変異原）

厚生科学研究費補助金（厚生省）

　L飲料水中の微：量有機塩素化合物の存在実態に関

　　　する研究（環境）

　2．多剤併用療法の安全性に関する研究（センター

　　　長，薬理）

　3．造粒医薬品の製剤学的有用性に関する研究（薬

　　　品，支所薬品）

　4．家庭用スプレー製品の安全対策に関する研究

　　　（毒性）

　5．家庭用化学製品の事故防止対策に関する研究

　　　（療品，毒性）

　6．ディスポーザブル医療用具に残留するエチレン

　　　オキサイドの安全性に関する研究（センター長，

　　　療品，薬理）

　7．医薬品原料規格集の作成に関する研究（合成，

　　　薬品，生物，支所薬品）

　8．霊長類の需給と肝炎接種（センター長）

　9．家庭用品に使用される化学物質の吸入毒性に関

　　　する基礎的研究（毒性）

　10．化粧品の経時安定性に関する研究（環境）

　11．化粧品中のニトロソ化合物に関する研究（食添，

　　　環境）

　12．解熱鎮痛剤の安全性に関する研究（病理）

　13．カリクレインの定量法に関する研究（生物，支

　　　所薬品）

　14，注射剤の局所刺激性に関する研究（センター長）

　15．食品添加物分析における妨害物質に関する研究

　　　（食気）

　16．食品容器に含まれる添加剤及び分解物質等の検

　　　索並びに分析手法に関する研究（食添）

　17．食品添加物の一日総摂取量調査に関する研究

　　　（食添，支所食品）

　18．食品中における過酸化氷素の超微量検出技術の

　　　開発に関する研究（出島，支所食品）

　19．食品に由来する慢性障害に関与する天然有害物

　　　質に関する研究（衛微，食品）

　20．食品中におけるスズ化合物の生体に及ぼす影響

　　　に関する調査研究（食品）

　21．水産食品中の医薬品等の検査法に関する研究

　　　（食品，白白，衛微）

　22，放射性医薬品の品質確保に関する研究（放射）
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　23．生薬に対する減菌法確立に関する研究（衛微，

　　　生薬）

　24．海草に含有する毒性成分の消長に関する研究

　　　（食品）

　25．食品中の各種汚染物質の実態に関する研究（食

　　　品）

　26．化学物質の安全性に関する研究（食品，情報，

　　　毒性）

　27．遊泳用プールの維持管理における衛生的課題の

　　　緊急解決に関する研究（環境）

　28．輸入熱帯病の薬物治療法に関する研究（薬品）

　29．持続性インシュリン製剤の低亜鉛化に関する研

　　　究（生物）

　30．酵素製剤の品質特性に関する研究（生物）

　31．炭酸飲料の静菌効果に関する研究（二二）

　32．輸入食品の検査法に関する（支所食品）

　33．簡易内毒素試験法の研究（支所薬微）

日米医学協力補助金（厚生省）

　1．人間環境に存在する突然変異原・がん原物質の

　　　評価に関する：方法論の開発（変異原）

科学研究費補助金（文部省）

　1．膵臓癌の発生とその実験的解析（病理）

　2．次世代動物の肝機能異常に関する基礎的研究

　　　（センター長，薬理）

　3．マクロファージ走化機構の分子論的研究（放射

　　　線）

　4．徴発光計測法による食品中の有害物質の検知法

　　　の開発と応用（食品）

　5。インド亜大陸及びその周辺山岳地域の徴生物調

　　査（衛徴）

　6．植物中に存在する発癌二子の研究（生薬）

　7．がんの発生と増殖に関与する染色体異常の動態

　　　とその臨床への応用（変異原）

　8．天然薬物の開発研究（生薬）

　9．胃腸粘膜癌化におけるプロモーションの意義

　　　（病理）

　10．化学発癌物質による前癌病変の発生条件に関す

　　　る研究（病理）

　11．枚能を維持した培養細胞の発麿の生化学的初期

　　　変化（病理）

　12．楽用値物の病忠に関する研光（筑波）

　13．ESRによる食殺菌作用の生化学的研究（生物）

　14．ドドト等を指標とした環境疫学的研究（支所薬

　　　徴）

　15．ニトロソ化合物を主とするがん原性化学物質の

　　　代謝と生恥成分の相互作用に関する研究（合成，

　　　医化，病理）

　16．白血病の発生と進展に関する基礎的研究（医化，

　　　病理）

がん研究助成金（厚生省）

　1．ヒトの癌発生に関連する環箋発癌物質とその抑

　　　制因子の研究

　　（1）生活環境中の変異癌原性物質の生成とその抑

　　　　制（食添）

　2．人がんの原囚としての発癌物質の短期検索法の

　　　開発と評価に関する研究

　　（1）培養細胞の染色体異常による発がん物質短期

　　　　検索法の改善と評価（変異原）

　　（2）サルモネラ菌による発がん物質短期検索法の

　　　改善と評価（変異原）

　3．がんの化学療法効果判定の基礎に関する研究

　　（1）抗がん剤の併用時の毒性に5qする研究（毒性）

　4．徴生物代謝物の発がん性に関する研究（衛徴，

　　食品）

　5．変異原性物質の動物発癌テストに関する研究

　　　（病理，薬品，食添）
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国家検定及び検査等の処理状況 Survey　of　the　Results　of　Natio皿al　Tests

　昭和55年度における険定及び検査等の処理状況は次

のとおりである．

　国家検定については，検定品目中ではブドウ糖注射

液が最も多く，前年度に比べてM8件（8％）増え，

全体の83％を占めている．ついで，塩酸エタンブトー

ル錠の4％が多く，インシュリン亜鉛水性懸濁注射液

2％，塩酸エタンブトール2弩，オキシトシン注射液

2％の順となっており，以上5品目で全体の93％に達

している．

　なお，総件数では，前年度に比べて110件，5％の

増加であった．

　また，昭和55年6月10日厚生省告示第106号をもっ

て，ブタ精製インシュリン亜鉛水性懸濁注射液及びブ

タ精製中性インシュリン注射液の2品目が新たに追加

され，検定品目は現在44品目である。

　次に，輸出検査及び特別行政試験は若干増加してい

るが，その他は減少した．

　検定倹査総処理検体数は4，701件（下表のとおりで

前年度に比べて848件，15％の減少）であった．

区 分

国　　　家　　　検　　　定

点　　　品　　　検　　　査

輸　　　出　　　検　　　査
牙芋　　　牙1」　　　審　　　査　　　　言弍　　　　験

輸入食品試験
特別行政試験
　　斉　取　締　試　験

　　般　依　頼　試　験

昭和55年度処理検体数
束 京 大 阪 合 計

（280）

（646）

1，097件

　377

　41
　239

　281

　635

　157

　　2

　　　　1，2231牛

　　　　　497

　　　　　　0

　　　　　　0

（143）　　84

　　　　　53
　　　　　　15

　　　　　　0

　　　　2，320伴

　　　　　874

　　　　　41
（　280）　　　239

（　　789）　　　　365

　　　　　688

　　　　　172

　　　　　　2

計 （3，235）　　2，829 （i，931）　　1，872 （5，166）　4，701

（）内数字は試験件数

　国家検定及び検査等の処理実績表（次頁以下に掲載）

は次のとおりである．

○昭和55年度国家検定品目別月別判定別件数実績

　表’’”一’．’…’’’”韓”け鱒一”一”一曾・・一・・。輔脚・。的鱒・一99278頁

○昭和55年度製品検査月別判定別件数実績表…280頁

○昭和55年度輸出検査月別判定別件数実績表…280頁

○昭和55年度特別審査試験月別判定別件数実

　績表・・。・・…　。・・・・・・・…　師鱒。・・・・・・・・・・…　。・。・・。・・。・・。一…　　280貝

○昭和55年度輸入食品検査品目別月別判定別件数

実績表……・…………・…………・………………282頁

○昭和55年度特別行政試験実績表…・…・…・……284頁

○昭和55年度一斉取締試験判定別件数実績表…285頁
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昭和55年度国家検定品目別

区 分

プロチオナミド

プロチオナミド錠

塩酸エタンブトー
ノレ

塩酸エタンブトー
ル錠

避妊用ポリオキシ
エチレソノニルフ
ェニルエーテルゼ

＿リー一＿．

避妊用ポリオキシ
エチレンノニルフ
ェニル二一テル錠

避妊用メンフェゴ
ール錠

インシュリン注射
液

プロタミンインシ
ュリン亜鉛水性懸
濁注射液

』一

ｻシ．フェンインシ

ュリン水性懸濁注
越訴

インシュリン亜鉛
水性懸濁注射液

結晶｛至インシュリ

ン亜鉛水性懸濁注
射液

無粋性インシュリ
ン亜鉛水性懸濁注

玉液
二相性インシュリ
ン水性懸濁注射液

中｛生インシュリン

注射液

オキシトシン注射
液

バソプレシン注射
液

タンニン酸バソプ
レシン油性懸濁注
身t液

フェリプレシン注
射液（塩酸プロピ
トカイン3％を含
むもの）

ブドウ糖注舟貸夜

東京

東京
大阪

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京
大阪

4　　月

合

格

1

不
合
格

計

0　　1

5　　月

合

格

不
合
格

2　　0

計

2

1111＝
　　　　［

司＝

2

17

0　　2　　2　0 2

0 17 3　　0　　3

6　　月

合

格

不
合
格

計

7 月

合

格

不
合
格

計

8　　月

合

格

不
合
格

計

9　　月

三τ三1＝
　　　　　1

合

格

不
合
格

計

一トトーH一一

2

2　　0　　2　　6　　0

0

5 0

2

10

一1・

0　10　12

0

一一

2 1

0

4

4

判一
0 4 1 0

唱一一

1

0

2　　0

1

0 4　　2　　0　　2　　3

5　　6　0　　6 4 0　　4 5

0

‡ ＝1 』

6　　2　　0　　2　　5　　0

1240417

1

一十

2

1

0

2

0

0

■一
1 1

1

0　　1

0　　1

0．　3　　2　　0　　2

0 5　　3　　0　　3

2　　0

十
2　　0

4 0

」

5

7

2

1

1

1

O　　I
ll

一「1

一十十 2　　0　　2　　1

・1 ｨ一十
十
6　　0

十一一
6　　6　　0 6

1

4

O　　I

0　　1

0415
　　1

2

2

＿lI」」＿　1
1111

4

O　　l

0 1 ヨー

十
十
十

十
」」
I1

1・
0 3

　　　1　｝
13ラ　　　811言うlI呂ラ OI　55

01107

1

3

58
103

一十一ヨ1 0

十
0 5

一一■一

一十・・

1

0　　1 十
ヨ］十

0 3 十
0　58
0　103

1111
0
0

8

十一 1 0　　1

一一H一一一

一一」

48
125

3 0

1器凝器i8

3

52
85
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月別判定別件数実績表（No．1）

10月
合不
　合計
格格

1 0 1

11月
合　格 不合格

計

12月
合不
　合計丁丁

■→1 O　l
0
0

1

．3

合

格

1

不
合
格

月

計
合

格

2

不
合
格

月

計
合

格

3

不
合
格

月

計

合計
合　格 不合格

計

判■一十一一1・・5
‡ d＝

9

－10

㌔

0

0

・レ・・→刊・・37
1・m1・11 140　14 30P 32

d訓』 1 40　4100　10

2

0

0

，51。1，1、。。5。
1

2101010
　1

012 一 一
2 0 2

一
2 0 2

ヨー一一一一一一一一一 　1
一「一一

1030103

130　13

1　0　1

2

2

・・一

0210 1　1　0　1 30
』一I一一！一一一一一一一一

・■→・i・1・

一利一一
180　18

1　0　1

101　10　1 ・・21・ll・撃R1・目22・22
5 0

51

3
0131511　1　　1 d 511

31．1311

6 0 6 5

0｝　5541　1

0
！・・

＿l

一
1 0 1 1 0 1

一

」　」　41　1
ol　41

…卜・1■．一1・1■ヨ1・1 80　8
1　0　1　1　0　 1一一　 一　 1　0 1一 ｧ十一・・ 6

一 一 一 一 一

」1

1 ・ll

一 一
5 0 5 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1

ol　lI

4。1。14。ll

一
1

ollI

一 一
1 0 1 4

・1・

一
1 ・11

一 一 一 一 一 一 一11
ol　ll

・・3｡一一！－ll一・・3一
81　1
1040

11器 74
92

O
I

ll　97i・
7510 ；ll118｝

5

54
85

54
89

］l
l「

15［。

0　5459
0　8998

O
1
1器111號 2

2

15

723
1，197
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昭和55年度国家検定品目別

区 分

リンゲル液
ブタ精製インシュ
リン亜鉛水性懸濁
注射液

ブタ精製中性イン
シュリン注射液

計

東京
大阪

東京

東京

東京
大阪

合 計

4　月

合

格

1

1

不
合
格

計

。！1

011

5　月
合

格

不
合
格

計

π1

6　月
合

格

不
合
格

計

7　月　8　月
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

総総i8il園古

9　月
合

格

不
合
格

計

1d1
3　013
　1
1

1
011

副1？8脚i1器i　18　8i　lll！1塁　8i　lllr　ll　　11　lli　8i器

　　　　　　　　　　　　　　　U1
200｝OI200i193101193119gl　Ollgg1212101212117511．1761180101180

昭和55年度製品検査月別

区 分

4　月

合

格

不
合
格

計

5　月
合

格

不
合
格

計

6　月

合

格

不
合
格

計

・周・副・月
合

格

不
合
格

二
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

束 京・1・1・1・1・1・！・・1・16・1・1・；・1・｝・1・11161・1116

大 阪51・151・61d・・1・61・1561・・1・1・・1・gl・139；431・｝・・

計 1581・；58i・6；・1・6112・1・II2・1・・1・1・・国・14・115gl・！159

昭和55年度輸出検査月別

区　　　分

4　月　5　月
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

6　月

合

格

不
合
格

計

7　月

合

格

不
合
格

計

8　月

合

格

不
合
格

計

9　月
合

格

不
合
格

計

束 京・1・1・1・1・1・1・1・1・i・1・1・1・1・・1・1・1・

昭和55年度特別審査試験月別

区 分

4　月

合

格

不
合
格

計

5　月

合

格

不
合
格

計

6　刀
合

格

不
合
格

計

7　月

合

格

不
合
格

計

8　月
合

格

不
合
格

計

9　月
合

格

不
合
格

計

束 京51「・15113・1133・・132！・1・1・1・1・2「・1・1・

試験件数1 64 13
・・1 ・1 ・！

2
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月別判定別件六実績表（No．2）

10　月

隠隠
　合計
格格

3　0　3
2　0　2

11　月 12　月 1　　月 2　　月 3　　月 合　　計

合　格 不合格

計

合格 不合格

計

合格 不合格

計

合格 不合格

計

合格 不合格

計

合格 不合格

計

＝＝二軍七τ』lll劃 一10　0　10
116　0　16

2

1

0

0

2　1　0　1　1　0

1 1　0 1　1 0

1刊一一刊1・15・
1一 鼈鼈鼈鼈齔ｧ一・・

5

｛ll［1圏1811111！｝ll ・！10376
0．　101871

3

・・679・1791…
0　879001901ggl　l

231 1

1
232P201 1

，。，1，。、｝。1、。、163　　　　　101
　　　　　11111

16
^169

0　169 189　1

・・11，。・・　　・！1，・97
10011・221　　211・223

190 2β16　4 2，320

判定別件数実績表

10　月

．合

層格

不
合
格

訂

11　月

合

格

不
合
格

計

12　月

合

格

不
合
格

計

1　月

合

格

不
合
格

計

2　月

合

格

不
合
格

計

3　月　　合　計
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

・・1・158・5811・・1d・6・46159・591・1・1・1377・1377
37・1・・国d55！651・165！・！・9137・ 3719 ・19149…　97
43「・1・・［l131・II13751・［・51551・1・・196・96！251・1251874・1874

判定別件数実績表

10　月　11　月
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

12　月　　1　月
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

2　月
合

格

不
合
格

計

3　月

合

格

不
合
格

計

合　計

合

格・

不
合
格

計

1i・巨2i・1・121・122・23・34・41・1・141

判定別件数実績表

10　月

合

格

不
合
格

計

11　月　 12　月

合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

1　刀　　2　月
合

格

不
合
格

計
合

格

不
合
格

計

3　月

合

格

不
合
格

引

合　計

合

格

不
合
格

計

161・1161…
40　18　0　 18　8　0 ・1261・！26127・ 27　239　　　0　　　239

17 44 20
・1 281

46 28①
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昭和55年度輸入食品検査

区

4　月
分 合

格

不
合
格

要
婆
，u，

計

5　月

農産物
棘1
　「一

合

格

一，

大阪，園，1、

水　産物

東京
一 一

大阪 判

不
合
格

要
登
，u、

計

一一，

一一，

一判16一

翔〔51目一

6　月
合

格

不
合
格

要
豊
、’v、

計

7　月

一

合

格

不
合
格

〔・Iキ

要
塗
だ，

1

計

1

8　月

合

格

不
合
格

要
襲
尼、

計

9　月

糊141

合

格

不
合
格

要
斐
，葛、

計

，判こ［一一一

畜産物

東京，2｝11。L

大阪
　　2i｝

一，一

一163。！一131一一一一一一11一一一

一羽判判判羽判剃判一

かんびん詰

東京 一一↓

一一、目一、HI

昌12一 ，L
o

1

7
151141，11173！，一・

1一
齡ｻ，

大阪

一一一一一一一一判一山一一一

一一↓

その湖

東京一一一〔4！ 判一一21

，L

，L

判、！、1一
4

一一一判→1

一一 〔5〕

7

一一

大阪
鼈

東京7 2

■1一一11 一一〔4／一

1〔c18！一 一18i，、1， 〔4〕

2　42　7 1

一一1

計　大阪4

計11 2

一一，一一〔21目一

一〔5／、レ

1

〔9〕

2324

一6132
一、、！37

4

、｝16i141，1、1181、！，！一
7

一〔41

〔8〕

2　51

11　－
7〕21

，1，■〔2／、一一〔5！

1、138！251212！・［〔l！l・！・1一〔霧
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品目別判定別件数実績表

10　月

合

格

7

不
合
格

要
登
、エ

vム

計

7

11　月

合

格

1

不
合
格

要
糞
尼、

計

1

12　月

合

格

不
合
格

一

要
塗
vム

計

一一

1　月

合

格

不
合
格

要
婆
λ塁、

計

2　月

キ

合

格

目

不
合
格

要
注
意

計

3　月

合

格

不
合
格

要
豊

kヨ、

計

〔14〕

14

合　　計

合

格

10

不
合
格

要
豊
、冒、

1

計

〔18〕

29

31

3

6

一一31

151

18

一17

12↓1229 判29 一一判一判 一一」
［「118 2120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　判、／15目〔ll　　　　　　　　、一一判判一、　　　　　一一判■，
判

羽↓判一一
半一一劃一一一一一〔31 一一一

一判「・91甲・97

判一一月一一
一　5　3

〔5〕

13

一判一羽一一一一一一〔31

44

3

47

一 一

〔1〕　1

一
劃一一一

一
判一 ■一

一 一
一一判一

7

一一〔11

一一 絹一 一12

一 一
12 11

昌1
12

一
一利一一 一一・・ 　　　〔4〕2　2　32試

一 一

一
1

一一
1
一 一 一

判一一 一一」一
　　験
k6〕件12数

一
1 45

18一一
1816。　1

一毛
1

，，01 26一一一一 一一 判〔ll！1231 1〔25〕1011512811646

、］〔｛1

1
一 一

1 4
一 一

〔2〕　6

4

一一〔1！

一 一 一

一、

一

判、
　　　145　　19　1　1

〔・

X11、3　　6

15　1

〔l！19一一191・・一一〔言！291－1 〔1〕

31一 4一一

　　　　〔45〕1〔14〕1

　　　　365r8918i27629115

〔〕内数字は無判定



284 衛生試験所報告 第99号（1981）

昭和55年特別行政試験実績表

1．　一般試験検査

局 課（室） 品 目 1件数1担 当 部

薬　務　局　　監視指導課

麻　薬　課

環境衛生局　　食品衛生課

筑波薬用植物栽培試験場

1．

2．

1．

2．

3．

1．

2．

1．

医薬品の検査

一斉取締試験に伴う試験法の設定

国内産収納あへんのモルヒネ含イ∫率試験

　束京15，大阪11
輸入生あへん（インド産）のモルヒネ含

有率試験

けし栽培等試験

輸入香辛料の異物倹査

ゴム製乳首等に含まれるニトロソアミン

類の分析

筑波水道水質調査

5

1

26

34

3

40

44

9

生物化学部

医化学部

薬品部

大阪支所薬品部

薬品部

　筑波薬用賦物栽培試験場

｛辮1
食品部

食品添加物部

二三衛生化学部｛

衛生微生物部

計
II621

2，　特殊試験検査

局 課（室） 品 目 i件数　担 当 部

薬務局　審査課

環境衛生局

安　全　課

生物製剤課

麻　薬　課

家庭用品安
：全対策室

食品衛生課

1．医薬品の生物学的同等性の判定基準作成

　　のための試験　化学試験等

2。医療用具の品質確保に関する試験

　　　1品日　物理学的試験，溶出物試験

3。化粧品原料規格作成のための試験

　　　東京12品目，大阪8品目
4，　溶解補助剤使用韮準作成のための試験

　　　5品口　急性毒性等の毒性試験

1．既存化学物質の毒性試験

　　　5品口，急性毒性，亜急性毒｛生，慢性
　　　　　　毒性，催腫蕩性試験

1，　口本抗生物質医薬品基量ll二の改正に係る試

　　験

1．　向情婦剤準準品の製造

L　家庭用品に使用される化学物質の試験検

　　査

　　　ゴム加硫促進剤　4品目

　　　ゴム老化防止剤　1品目

　　　キャリヤー剤　2品目　　計7品口

　　　急性毒性，亜急性毒性，慢性毒性，経

　　　皮発がん性，代謝試験，分析試験法設

　　　定，催奇形性試験

1．　ゴム製離具の規格基準設定に係る材質及

　　び溶出試験

2．めん類の規格基準設定に係る生めん及び

5

2

20

10

12

1

2

15

1

4

薬品部

療野僧

環境衛生化学部
大阪支所薬品部

毒性部

湖生部

生物化学部

薬品部

　放射線化学部

　薬品部

　医化学部

　毒性部

　薬理部

　大阪支所薬理微生物部

食品添加物部

衛生微生物部
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局 課（室） 品 目 件数1担 当 部

乳肉衛生課

食品化学課

　　水道環境部水道整備課

環鏡庁大気保全局

3．

4．

1．

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．容器包装おもちゃ規格基準作成に係る試

11．容器包装残存モノマー等分析試験

12．食品添加物使用基準に係る試験

13．食品残留農薬調査試験

14．食品中のH202の新分析法閉発に係る試
　　験

15．食品添加物プロピレングリコールに閃す

　　る試験

1．　水質管理調査

2．水道用薬品等規格策定

L　東京都内3箇所における大気汚染測定調
　　査

ゆでめんの微生物汚染調査及び経時変化

試験

衛生規範（つくだに，粉末清涼飲料）の

設定に係る試験

新形態食品（植物性蛋白）のカビ汚染に

係る試験

ロングライフミルクの理化学及び微生物

試験

食品添加物の慢性毒性及び癌原性試験

食品添加物の代謝等精密試験

食品添加物の次世代に及ぼす影響試験

食品添加物の催奇性試験

食品添加物の相乗毒性試験

食品添加物の変異原性に関する試験

OPP追試験・不純物等検索に関する実

験

食品添加物規格基準設定に係る試験

天然添加物規格基準作成に係る試験

験

　2

　2

160

　8

　3

　3

　2

　2

67

　1

　2

　5

　1

　5

　1

33

　1

145

　4

　4

　3

食品部
衛生微生物部

食品部
衛生微生物部

衛生微生物部

病理部

医化学部

薬理部
大阪支所薬理微生物部

毒性部
薬理部

毒性部

変異原性部

食品添加物部

食品添加物部
大阪支所食品部

食品添加物部

食品添加物部

食品添加物部

衛生微生物部

食品部
大阪支所食品部

大阪支所食品部

食品添加物部

環境衛生化学部｛

毒性部

環境衛生化学部

計
15261

総件数688件

昭和55年度一斉取締試験判定別件数実績表

区 分 合 格 不　　　合 格 計

東

大

京

阪

153

14

4

1

157

15

計 167 5 172
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国立衛生試験所標準品 Refere皿ce　Standards

国立衛生試験台において製造し，交付している標準品は別表のとおりである．

別表 日本薬局方標準品

標準品名
包装単位 価格 使 用 目 的

1 ア　ス　コ　ル　ビ　ソ　酸 lg入　　　1木
　　円
P3，100 アスコルビン酸散，同注射液，注射用コ

ルチコトロピン，持続性コルチコトロピ
ン注射液の定量法

2 安息香酸エス　トラジオール 20mg入　　1本 10，400 安息香酸エストラジオールの純度試験，
ｯ注射液，同水性懸濁注射液の確認試験
及び定量法

3 イ　　ソ　　シ　　ュ　　リ　　ン 20mg入　　1本 11，800 インシュリン，インシュリン注射液，イ
ソシュリン亜鉛水性懸濁注射液，結晶性
インシュリン亜鉛水性懸濁注射液，無晶
性インシュリン亜鉛水性懸濁注射液，プ
ロタミンインシュリン亜鉛水性懸濁注射
液，イソフェソインシュリン水性懸濁注
射液の定量法，イソフェンインシュリン
水性懸濁注射液の純度試験

4 壊　　酸　　チ　　ア　　ミ　ン 19入　　1本 13，000 塩酸チアミン，同散，同注射液，乾燥酵
母の定量法

5 塩　酸　　ピ　　リ　　ド　キ　　シ　ン 200mg入　1本 15，400 塩酸ピリドキシン注射液，硝酸チアミン
の定量法

6 含　　糖　　ペ　　プ　シ　ン 209入　　1本 13，600 含糖ペプシンのたん白消化力試験

7 ギ　　　ト　　キ　　　シ　　　ン 20mg入　　1本 10，800 ジゴキシン，同錠，同注射液の純度試験

8 血清性性腺刺激ホルモン 1，000単位　1こ 25，400 血清性性腺刺激ホルモン，注射用血清性
ｫ腺刺激ホルモンの定量法

9 酢　　酸　　コ　ル　チ　　ゾ　ン 100mg入　1本 10，300 酢酸コルチゾンの確認試験及び純度試験
同水性懸濁注射液の確認試験

10 酢酸　ヒ　ドロ　コルチ　ゾン 100mg入　1本 10，400 酢酸ヒドロコルチゾソの確認試験及び純
x試験，同水性懸濁注射液の確乱忌試験

11 酢　酸　プ　レ　ド　ニ　ゾ　ロ　ン 100mg入　1本 11，100 酢酸プレドニゾロソの確認試験

12 シ　ア　ノ　コ　パ　ラ　ミ　ン 200mg入　1本 10，400 シアノコバラミン，同注射液の定量法，
酢酸ヒドロキソコパラミンの純度試験及
び定量法

13 ジ　　　ギ　　　タ　　　リ　　　ス 19入　　3本 10，200 ジギタリス，同末の定量法

14 ジ　　ギ　　ト　　キ　　シ　　ン 50mg入　　1本 10，700 ジギトキシンの確認試験及び定量法，同
錠の純度試験溶出試験，含量均一性試験
及び定並法

15 ジ　　　ゴ　　　キ　　　シ　　　ン 50mg入　　1本 10，400 ジゴキシンの確認試験及び定量法，同錠
の溶出試験，含量均一性試験及び定量法
同注射液の定旧法

16 酒石酸水素エピネフリソ 20mg入　　1本 8，400 エピネフリン，ノルエピネフリン，二二
射液の純度試験

17 酒石酸水素ノルエピネフリン 20mg入　　1本 9，400 エピネフリソ，ノルエプネフリンの純度
詞ｱ，同注射液の純度試験及び定量法

18 G一ス　　ト　ロ　フ　ァ　ン　チ　ン 100mg入　1本 11，300
G一ストロファンチンの定量法，同注射液の確認試験及び定量法



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
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日本薬局方標準品

標　　準　　品　　名

胎盤性性腺刺激ホルモン

チ 口 ジ ソ

デ　　ス　　ラ　　ノ　　シ　　ド

ト
口

コ

ニ　コ　チ

脳　　下

ン

チ

ビ

ン

ン　酸　ア　ミ

垂　　作　後

ン

酸

ド

葉

薄層クロマトグラフ用酢酸レチノ
ーノレ

薄層クロマトグラフ用パルミチン
酸レチノール

パラアミノベンゾイルグルタミン
酸

ヒドμコルチゾン

フルオシノロンアセトニド

ブレドニゾロン
プ　　ロ　　ゲ　　ス　　テ　　ロ　　ン

ヘパリンナトリウム

マレイソ酸エルゴメトリン

メトトレキサート
葉 酸

ラ　　ナ　　　ト　　シ　　ド　　C

リ　　ボ　　フ　　ラ　　ビ　　ン

硫　酸　プ　ロ タ　　ミ　　ン

リン酸ヒスタミン

レ セ ノレ ピ ン

包装単位

1，000単位

入　　　　1本

500mg入　1本

100mg入　1本

500単位入2本

500mg入　1本

500mg入　1本

10mg入　　2本

10，000単位入

　　10カプセル

10，000単位入

　　10カプセル

500mg入　1本

100mg入　1本

50mg入

100mg入

50mg入

1，200単位

入

1本

1本

1本

1本

20mg入　　1本

200mg入

500mg入

100mg入

1本

1本

1本

200mg入　1本

100mg入　1本

20mg入　　1本

50mg入　　1本

価格

　　円
24，000

6，600

11，700

20，500

10，400

11，100

6，900

4，400

4，300

18，400

10，300

7，400

10，700

10，500

18，200

10，500

17，800

11，900

11，000

13，400

17，300

5，500

18，500

使 用 目 的

胎盤性性腺刺激ホルモン，注射用胎盤性
性腺刺激ホルモンの定量法

パンクレアチンのたん白消化力試験

デスラノシドの純度試験及び定量法，同
注射液の確認試験及び定量法

トロンビンの定量法

ニコチン酸注射液の定：量法

ニコチン酸アミド注射液の定量法

オキシトシン注射液，バソプレシン注射
液の純度試験及び定量法

酢酸レチノール及びパルミチン酸レチノ
ールの確認試験，ビタミンA油，同カプ
セルの定量法

酢酸レチノール及びパルミチン酸レチノ
ールの確認試験，ビタミンA油，同カプ
セルの定量法

葉酸の純度試験

ヒドロコルチゾンの確認試験及び純度試
験

フルオシノロンアセトニドの定量法

ブレドニゾロン，同錠の確認試験

プロゲステロンの確認試験

ヘパリンナトリウム，同注射液の定量法，
硫酸プロタミン，同注射液の抗ヘパリン
試験

マレイン酸エルゴメトリンの純度試験及
び定量法，同錠の含量均一性試験及び定
：量法，同注射液の定量法，マレイン酸メ
チルエルゴメトリンの定量法，同年の含
量均一性試験及び定量法

メトトレキサートの確認試験及び定量法

葉酸，同錠，同注射液の定量法

ラナトシドCの純度試験及び定量法，同
錠の確認試験及び定量法

リボフラビン，同国，リン酸リボフラビ
ンナトリウム，同注射液の定量法

イソフェンインシュリン水性懸濁注射液
の純度試験

注射用コルチコトロピン，持続性コルチ
コトロピン注射液の純度試験

レセルピン，同散，同錠，同注射液の定
量法
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国立衛生試験所標準品

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

標　　準　　品　　名

エ　　　ス　　　　ト　　　ロ　　　ソ

エストラジオール
塩　酸　チ　ア　ミ　ン　液

酢酸デスオキシコルトン

ジエチルスチルベストロール

パレイショデンブン

ピアルロニダーゼ
ビタミンA油（ビタミンA検定用）

プロピオン酸テストステロン

融　　　点　　　測　　定　　用

｛lll難州民｝

リ　　　ゾ　　　チ　　　一　　　ム

ル　　　　　　　　チ　　　　　　　　ン

アシッドパイナレット6B

ア　　シ　　ツ　　ド　レ　　ツ　　ド

アゾルビ．ンエキストラ

ア

イ

マ

ン

ラ

ジ

ン ス

コ

インジゴカルミン
工 オ シ ン

エ　　　リ　　ス　　ロ　　シ　　ン

オイルエロー　AB

オイルエロー　OB

オイルオレンジ　SS

オイルレッド　XO
ナ

オ

レ

レ

ン

ン

ジ

ジ

工

皿

包装単位

20mg入　　1本

20mg入　　1本

1mg入　　10本

20mg入　　1本

20mg入　　1本

1009入　　1本

500mg入　1本

1g（10，000単位）

入　　　　10本

20mg入　　1本

各lg入　　6本

500mg入

500mg入

19入

lg入

19入

19入

19入

lg入

19入

19入

19入

19入

lg入

lg入

19入

19入

亘本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

価格 使 用 臼 的

　　円
10，400

10，400

3，800

10，300

10，100

16，800

12，100

15，000

10，200

30，300

16，900

9，600

3，400

2，100

2，600

1，900

2，600

1，700

1，800

1，800

1，700

1，700

1，700

1，700

1，800

2，400

エストロン製品の確認試験及び定量法

エストラジオール製品の純度試験

チアミン年盛の定且法

酢酸デスオキシコルトン製品の確認試験
及び定紐法

ジエチルスチルベストロール製品の確認
試験及び定量法

パンクレアチン，ジアスターゼ製品のデ
ンプン消化力試験の参考

注射用ピアルロニダーゼの定量法

ビタミンA製品の定量法

プロピオン酸テストステロン製品の定量
法

融点測定用温度計，同装置の補正

リゾチーム製品の定：量法

ルチン製品の定：量法

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のアシ
ッドバイオレット6Bの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のアシ
ッドレッドの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のア
ゾルビンエキストラの確認試験

二二翻糠粧品及び製榊のアマ

外用医薬品，化粧品及び製剤中のインジ
ゴの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のイン
ジゴカルミンの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のエオ
シンの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のエリ
スロシンの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のオ
イルェローABの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のオ
イルェローOBの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のオ
イルオレンジSSの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のオ
イルレッドXOの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のオ
レンジエの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のオレン
ジ∬の確認試験



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

斗6

壬7

48

49
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国立衛生試験所標準品

標　　準　　品　　名

ギネ　ア　グ　リ　一　ソ B

サンセットエローFCF

タ　　一　　　ト　　ラ　　ジ　　ソ

テトラクロルテトラフロムフルオ
レセイン

テトラブロムフルオレセイン

トルイジンレッド

ナフトールエ・ロー　S

ニ　　ュ　　一　　コ　　ク　　シ　　ン

パーマネントオレンジ

ハ　　　ン　　　サ　　　エ　　　ロ　　　ー

ファストグリーンFCF

フ　ァ　ス　ト　レ　ッ　ド S

ブリリアントブルーFCF

フルオレセイン
フ

ポ

ポ

ポ

口

ン

ン

ン

キ

ソ

ソ

ソ

シ ン

R

一　　SX

一　　3R

リ　ソールルビン　BCA

レ　一　キ　レ　ツ　　ド C

レ　一　キ　レ　ッ　ド　CBA

レ　一　キ　レ　ッ　ド　DBA

ローズベンガル

包装単位

lg入

19入

19入

19入

19入

lg入

lg入

Ig入

lg入

19入

19入

19入

19入

19入

19入

19入

！9入

19入

19入

lg入

19入

19入

lg入

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

価格 使 用 目 的

　　円
3，000　粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のギ
　　　ネアグリーンBの確認試験

1，700

1，900

2，200

2，100

2，000

1，700

1，900

2，000

2，000

3，800

2，700

3，200

2」00

1，900

1，800

1，800

L800

1，900

1，800

2，100

2，100

1，800

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のサン
セットエローFCFの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のター
トラジンの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のテトラ
クロルテトラブロムフルオレセイソの確
認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のテトラ
ブロムフルオレセインの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のトルイ
ジンレッドの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のナ
フトールエローの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のニュ
ーコクシンの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のパーマ
ネントオレンジの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のハンサ
エローの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のファ
ストグリーンFCFの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のフ
ァストレッドSの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のブリ
リアントブルーFCFの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のフルオ
レセインの確認試験

食品，医薬品，化粧品及び製剤中のフロ
キシンの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のポ
ンソーRの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のボ
ブソーSXの確認試験

粘膜以外医薬品，化粧品及び製剤中のボ
ンソー3Rの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のリソー
ルルビンBCAの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のレーキ
レヅドCの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のレーキ
レッドDBAの確認試験

外用医薬品，化粧品及び製剤中のレーキ
レッドCBAの確認試験
食品，医薬品，化粧品及び製剤中のロー
ズベンガルの確認試験
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昭和55年度国立衛生試験所標準品出納状況

（医薬品等試験用標準品）

標　　準　　品　　名

アスコルピン酸

安息香酸エストラジオール

イソシュリン

エストラジオール

エストロソ

塩酸チアミン

塩酸チアミン液

塩酸ピリドキシン

含糖ペブシソ

ギトキシン

血清性性腺刺激ホルモン

酢酸コルチゾン

酢酸デスオキシコルトン

酢酸ヒドロコルチゾン

酢酸ブレドニゾロン

　　　　ゆ　リシアノコハフミン

ジエチルスチルベストロール

ジギタリス

ジギトキシン

ジゴキシン

酒石酸水素エピネフリン

酒石酸水素ノルエピネフリン

G一ストロファンチン

胎盤性性腺刺激ホルモン

チロジン

デスラノシド

トロンビン

ニコチン酸

ニコチン酸アミド

脳下垂体後葉

薄層クロマトグラフ用酢酸レ
チノール

蒜層クロマトグラフ用パルミ
チン酸レチノール

パラアミノベンゾイルグルタ
ミン酸

パレイショデンブン

ビアルロニダーゼ

ビタミンA油

ヒドロコルチゾン

フレドニソロン

プロゲステロン

プロピオソ酸テストステロン

ヘパリンナトリウム

マレイン酸エルゴメトリソ

融点測定用

前年頗ミ
在庫数量

　佃
68

2壬

22

35

46

153

49

32

28

37

19

15

　0

48

且7

115

14

43

86

91

　0

　1

35

13壬

145

31

21

37

184

68

22

62

66

　0

40

　0

32

20

　0

31

58

143

22

製造数量

　個
253

　0

100

　0

　0

400

96

231

50

　0
128

50

　0

　0
50

80

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0
108

78

50

　0

　0

　0
60

0

0

0

0

0

50

50

50

0

93

0

50

売払数量

145

　8

45

　3

　0

502

58

110

26

13

41

11

　0
43

　3

168

　0

　2

35

39

　0

　0

　1

51

142

27

44

19

76

33

14

13

9

0

2

0

39

21

2

0

59

61

31

個

自家消費
数　　量

0

0

7

1

1

3

42

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

3

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

個
轟麟備考

176

16

70

31

45

48

45

153

50

24

106

54

　0

　5

64

24

14

40

51

52

　0

　0

34

83

111

82

27

13

105

32

68

48

58

0

38

0

43

49

48

31

92

81

41

個



291

標　　準　　品　　名

葉酸

ラナトシドC

リゾチーム

リボフラビン

硫酸プロタミン

リン酸ヒスタミン

ルチン

レセルピン

メトトレキサート

計

前年度末
在庫数量

個
98

17

59

182

15

22

44

108

45

2，684

製造数量

個

　O

113

183

148

　0

100

　0

　0

　0

2，571

売払数量

個
51

58

200

219

　1

82

13

49

　1

2，570

自家滴費
数　　量

個
1

1

4

1

1

1

0

0

0

84

講査備考
個
46

71

38

110

13

39

31

59

44

2，601
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（色素試験用標準品）

標　準　品　名

アシッドバイオレット6B

アシツドレッド

アゾルピンエキストラ

アマランス

インジゴ

インジゴカルミン

エオシン

エリスロシン

オイルエローAB

オイルエローOB

オイルオレンジSS

オイルレッドXO

オレンジ1

オレγジ11

ギネアグリーンB

サンセットエローFCF

タートラジソ

　　　　　　　　　ぐテトラクロルテトラフロムフ
ルオレセイン

テトラブロムフルオレセイソ

トルイジンレッド

ナフトールエローS

ニューコクシソ

づ一マネントオレンジ

ハンサエロー

ファストグリーンFCF

フアストレツドS

ブリリアントブルーFCF

フルオレセイン

フロキシソ

ボンソーR

ボンソーSX

ボンソー3R

リソールルピンBCA
レーキレツドC

レーキレッドCBA

レーキレッドDBA
ローズベンガル

計

前年度末
在庫数量

143

29

150

　0

152

52

139

53

285

295

293

277

342

179

139

　0

　0

172

133

96

224

　0
51

94

120

215

21

209

45壬

281

225

235

383

406

139

174

22

個

6，182

製造数：量

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

個

0

売払数量

3

8

2

0

3

10

3

22

2

2

3

2

3

2

3

0

0

1

3

2

4

0

3

2

6

1

13

1

10

1

2

1

3

1

3

1

7

個

133

自家消費
数　　量

O

l

O

O

O

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

個

7

年度末
在庫数量

140

20

148

　0
149

41

136

30

283

293

290

275

339

177

136

　0

　0
171

130

94

220

　0

48

92

113

214

　7

208

443

280

223

234

380

405

136

173

14

佃

6，0壬2

備考



1

衛生試験所報告への投稿について

投　　稿 規 定

1．

2．

3．

4．

5．

投稿資格＝国立衛生試験所所員とする（共著者はこの限りでない）．

内　　　　容：原稿は報文，ノート，資料とする．そのほか誌上発表，学会発表，業務報告，総説などを収載す

　　　　　　　る．

　報　　文＝独創性に富み，新知見を含むまとまった研究業績．

　ノ　一　ト：断片的な研究業績で，独創性や新知見が認められるもの．

　資　　　料＝試験，製造又は調査などで，記録しておく必要のあるもの．

　誌上発表：衛生試験所報告以外の雑誌に発表したもの．

　学会発表：学会で講演したもの．

　業務報告：所長，各部長（支所も含む）及び各薬用植物栽培試験場の長が過去1年間（前年度）の業務成

　　　　　　績，研究業績をまとめた報告．

　総　　　説：所員の調査又は研究を中心とした総説で，図書委員会が執筆を依頼したもの．

用紙及び枚数の制限＝衛生試験所所定の原稿用紙を用い，原則として下記の規定に従う．

　報　　文：図表を含めて20枚以内．

　ノート及び資料：図表を含めて15枚以内．

　誌上発表：1題目について1枚程度．

　業務報告＝各部及び各薬用植物栽培試験場について8枚以内．

　総　　説：原稿を依頼するとき別に定める．

原稿の提出：原稿は表紙（第1ページとする），英文要旨，本文，文献，英文要旨の和文（参考），最後に図表

　　　　　　　を入れた封筒の順に左上をひもでとじ，表紙右上に回文，ノート，資料のうち希望する分類を朱

　　　　　　　書し，所長宛の報告書を表紙の上に添えて，定められた原稿〆切期日までに図書館宛に提出す

　　　　　　　る．

原稿の審査：図書委員会は提出された原稿の採否及び分類を決定する．また，必要ならば字句や表現の部分的

　　　　　　　な訂正，図表の書き直しなどを求める．

執　　筆 規 定

1．文　　　　体：現代かなつかい，新送りがな，ひらがなまじり口語文とし，簡潔で理解しやすい表現にする．

　　　　　　　　止むを得ぬ学術用語以外は当用漢字を用いる．必要ならば全文を外国語で書いてもよい．

　　　　　　　　　なお，外国文はタイプライター（ダブルスペース）で打つこと．

2．学術用語：学会の慣例に従う．文中では物質はその名称を記し，化学式は用いない．例えば塩酸と甕き，

　　　　　　　　HCIとしない．又，化学名を英語で書く場合，文中では原則として小文字で始める．

3．略記，略語，記号：次の例示のほかは学会の慣例に従う．また，物質名あるいは分析法などを略記するときは，

　　　　　　　　和文，英文とも最初は正式な名称とともに示す．例えば，イソニコチン酸（INA），示差熱分析法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　一ガスクロマトグラフィー（DTA－GC）と書き，（以下INAと略す）などとしない．

　3・1単位のべき指数表記には，次の記号を用いる．

ア

ギ

メ

キ

デ

ラ（tera）

ガ（91ga）

ガ（mega）

ロ（kilo）

シ（deci）

センチ（centi）

10！2T

109G
106M
103　k

10－1　d

10－2　c

ミ　 リ（lnilli）

マイクロ　（micro）

ナノ（nano）
ピ・コ（picO）

10－3

10－6

10冒9

10－12

フェムト（femto）10－15

アト（attQ）10曜18

m
μ

n

P

f

a
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3・2 物理量，化学量，物性などの単位及び定数の記号論は略号は，r 氓ﾉ掲げるものを用いる．

メートル

マイクロメートル

ナノメートル

　（mμを用いない）

オングストローム

平方メートル

アール

リットル

　（Lを用いない）

ミリリット

　（ccを用いない）

マイクロリットル

　（えを用いない）

立方メートル

グラム

マイクログラム

　（γを用いない）

時

分

秒

工n　’

μm

n皿

A
m2

a

J

mJ

μz

m3

9

μ9

hr

min

sec

（時間は複数でもsをつけない）

アンペア

ボルト

オーム

ガウス

エルステッド

ジュール

カロリー

読　点：，．を用い

度（セルシュウス）

　（℃としない）

ケルビン度

キュリー

カウント毎分

　（cpsは用いない）

ラ　ド

レ　　ム

レントゲン

サイクル

回毎分

ヘルツ

キャンデラ

ルクス

ダイン

気　圧

ト　ル

水銀柱ミリメートル

　A

　V
　Ω

　G
Oe

　J

cal　　　　　parts　per　mi11三〇11

、。　としない．

毎センチメートル
（カイザー）

融　点

　分解点

沸点
凝固点

比　重

屈折率

重：量パーセント

0

　K
　Ci

cpm

　rad

rem

　R
cycle

「pm

　Hz

　cd

　lx

dyn

atln

Torr

mmHg
cm－1

mp
　dp

　bp

　fp

　4

　π

　％

容：量／重量パーセントv／w％

　　　　　　　　　　ppm

parts　per　bi11ion　　PPb

モル濃度　　　　　M

規定濃度　　　　　N

旋光度　　　　　　α

吸光度　　　　　　A

水素イオン指数　　pH

ρK値　　　　　ρ1ζ

ミハエリス定数　　K2π

R∫値　　　　　　R∫

保持時間　　　　　　鞭

50％致死量　　　LD4。

50％有効量　　　ED50

経口投与　　　　　p．o．

静脈投与　　　　　i．v．

腹腔投与　　　　　i．P．

皮下投与　　　　　s．c．

筋肉投与　　　　　i．m．

標準偏差　　　　S。D．

標準誤差　　　　S．E．

紫外吸収

赤外吸収

核磁気共鳴

電子スピン共鳴

旋光分散

円偏光二色性

マススペクトル

　UV

　IR
NMR
ESR
ORD

　CD

　MS

4．　句

5．数　　　　字：アラビア数字を用いる．千の単位にコンマをつけない．但し，成語となっている数字は漢字とす

　　　　　　　　　る．

6．字体の指定；無鉛箪で次のように記す．

　　　　　　　　　ゴシ　ッ　ク　体　　例：見出しなど　試薬

　　　　　　　　　イタリ　ック体　　　例3学名など　　　Pbρα㍑r　50’ηη旋躍2πL．

　　　　　　　　　スモールキャピタル　　　例：著者名など　　Masato　ASAHINA

7．　報文，ノート，資料の記載要領：

　7・1記載順序：7・2～7・5の順に書く．

　7・2　題名，著者名：次の例に従い，表紙（用紙1枚全部）をこれに当てる．

　　　　　　　　　　例：

　　　　　　　　　　　医薬品の確認試験法に関する研究（第2報）

　　　　　　　　　　　　　　鎮痛剤のクロマトグラフィー

　　　　　　　　　　　　　　用賀　衛・世田一郎・東　京子

　　　　　　　　　　　Studies　on　the　Id6nti丘cation　of　Drugs　II

　　　　　　　　　　　Chromatgraphic　Methods　for　the　A皿algesics

　　　　　　　　　　　Mamoru　YoGA，　Ichiro　SETA　and　Kyoko　AzuMA
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7・3英文要旨＝論文の内容を簡潔にまとめ，

　　　　　　　　に添える．

7・4本

7・5文

7・6　図

タイプライターで打つ．参考のため別紙に書いた和文を文献の次

文：新しいページから書き始める．本文のスタイルは特に規定しないが，内容の重複を避ける．凸

　　版にする図，又は原稿用紙に書き切れない表がある場合，それらのそう入位置に若干の余白を

　　設け，図表の番号を明記する．

献：本文の引用箇所の右肩に3），2・5），ト4）のように記し，終わりに文献として引用順に書く．

　　　雑誌名はChemical　Abstracts及び日本化学総覧の略記法による．外国雑誌名はイタリック

　　体で表し，単行本は書名を省略しない．　　　　　　　　　　　　　　　　G

　　例：

　　　　1）　神蔵美枝子，谷村顕雄：衛生試報，88，112（1970）

　　　　2）菅野三郎ら：衛生化学，17，19（1971）
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　　　　3）M，D．　Hollenberg，　D．　B．　Hope：B’oご乃8ηz．」：，106，557（1968）

　　　　4）A．White　8如上：P物ゆZ85　q／Bfo‘乃θ痂5鯉，4止Ed．，　P．937（1968），　McGraw－

　　　　　　Hill　Inc．，　New　York

　　　　5）佐々木慎一：マススペクトル解説，p．61（1967）広川書店

　　　　6）　USP　XVIII，　p．321

　　　　7）JIS　K　1234（1970）

表：図又は複雑な構造式など，凸版にする必要のあるものは厚手白色紙か青色方眼紙に黒インク又

　　はすみで書き，西中の数字，記号又は説明などの文字は黒鉛筆で記す．図の大きさは原則とし

　　て原稿用紙1／2枚とする．表の画線はできるだけ少なくし，左右両端の縦線を省く．簡単な表

　　はなるべく本文中に書く．

　　　図の番号はFig．1．，　Fig．2．，……とし，表題，説明はともに図の下に，表の番号はTable　1．，

　　Table　2．，……とし，衷題は表の上に，説明は表の下に記す．なお，表題，説明は原則として

　　英語で書き（資料の場合はこの限りでない），表題は大文字で始め，最後に．をつけない．

　　例3

　　　　F1g．1．　Influence　of　enzyme　concen甘ation　on　reduc廿ve　sugar　producdon

　　　　Table　2。　Reaction　of　ephedrine　and　pseudoephedrine　with　acetone　as　a　function

　　　　　　　　of　tlme

　　図及び別紙に書いた表は，その裏に題名，著老名，本文中のそう入ページを記す．提出すると

　　きは一括して封筒に入れ，そのおもてに論文題名，著者名，並びに図，表のそれぞれの枚数を

　　記し，原稿の最後にとじる．

8．誌上発表の記載要領：題名の次に改行して著者名，雑誌名，巻数，ページ数，年号の順に記す．更に改行して論

　　　　　　　　　文の要旨のみに記す．

9．学会発表の記載要領：演者名に続いて演題名を記す．改行して学会名，日付け〔例＝（1972．4．5）〕を記す．各演

　　　　　　　　　題ごとに余白2行を設ける．

校 正

　初校は著老が行う，人名，化学名，数値，文献などは特に綿密に校正する．内容の追加，行数の増加は認めない．

凸版の原図は黒鉛筆で校正する．

国立衛生試験所図書委員会
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