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(54)【発明の名称】生体内に摂取された有機リン系農薬の検出方法及び検出キット
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(57)【特許請求の範囲】

ら選択されるものであることを特徴とする請求項１に記

【請求項１】

載の方法。

生体内に摂取された有機リン系農薬の検

出方法において、次の工程：

【請求項３】

尿試料中に４−（４−ニトロベンジル）ピリジンを添加

リジンを収容する容器と、アルカリ性にするための試薬

する第１の工程と、

を収容する容器と、有効量の有機溶媒を収容する容器を

第１の工程により得られた反応溶液を加熱する第２の工

備えてなる生体内に摂取された有機リン系農薬を検出す

程と、

るためのキット。

第２の工程により得られた反応溶液をアルカリ性にする

【発明の詳細な説明】

第３の工程と、

有効量の４−（４−ニトロベンジル）ピ

【０００１】

第３の工程により得られた反応溶液に有機溶媒を添加す

10

【発明の属する技術分野】本発明は、生体内に摂取され

る第４の工程と、

た有機リン系農薬の検出方法に関する。

第４の工程により得られた反応溶液の有機相の着色量を

【０００２】

測定する第５の工程を有する方法。

【従来の技術】薬物・毒物等による中毒患者の治療は、

【請求項２】

その中毒の起因物質を同定し、その起因物質に適合した

上記第４の工程で添加する有機溶媒が、

ジエチルエーテル、ヘキサン、酢酸エチルからなる群か

処置を迅速に行うことが重要である。
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【０００３】薬物・毒物等による中毒の起因物質の推定

た反応溶液に有機溶媒を添加する第４の工程と、第４の

方法の一つとして従来用いられているものに、コリンエ

工程により得られた反応溶液の有機相の着色量を測定す

ステラーゼ測定法がある。コリンエステラーゼ測定法

る第５の工程を有する方法を提供する。上記第４の工程

は、誤飲等により体内に摂取された有機リン系及びカー

で用いる有機溶媒は、ジエチルエーテル、ヘキサン、酢

バメート系の殺虫剤を検出することができるものであ

酸エチルからなる群から選択されるものである。

る。

【０００９】また、本発明は、有効量の４−（４−ニト

【０００４】コリンエステラーゼ測定法には、いくつか

ロベンジル）ピリジンを収容する容器と、アルカリ性に

の種類の方法を用いるものがある。例えば、中毒患者の

するための試薬を収容する容器と、有効量の有機溶媒を

血清を採取し、コリンエステラーゼの基質試薬を加えた
後、一定時間反応させ、反応液の吸光度を測定し、コリ

収容する容器を備えてなる生体内に摂取された有機リン
10

系農薬を検出するための検出キットも提供する。

ンエステラーゼの阻害活性を測定することにより、有機

【００１０】

リン系及びカーバメート系農薬の摂取の有無を推定する

【発明の実施の形態】以下、本発明の生体内に摂取され

方法がある。しかしながら、この測定法は上記農薬類に

た有機リン系農薬の検出方法（以下、単に「本発明の検

特異的な反応ではなく、他の生理的要因や化学物質によ

出方法」ともいう。）を詳細に説明する。

って、あたかも上記農薬を摂取した結果を呈することが

【００１１】本発明の検出方法を適用することのできる

ある。また、試料調製や分析機器の操作に専門的な技術

有機リン系の農薬には、殺虫剤等の制御物質として知ら

が必要であり、結果が得られるまでに数時間を要するた

れているいずれもの有機リン化合物が含まれる。具体的

め、緊急治療に利用するためには実用的でないという問

には、亜リン酸、リン酸、チオリン酸、ジチオリン酸、

題点がある。

ピロリン酸及びホスホン酸等の無機リン酸から誘導され

【０００５】さらに、上述の手法のコリンエステラーゼ

20

るいずれものリンを含有する有機化合物が含まれる。

測定法は、いずれも、有機リン系及びカーバメート系の

【００１２】本発明の検出方法は、上記有機リン系農薬

両者の農薬の中毒に対する検出方法である。従って、こ

が生体内に摂取されたか否かを判定することのできるも

のコリンエステラーゼ測定法を用いた場合は、有機リン

のである。即ち、上記有機リン系農薬のほとんどの種

系又はカーバメート系のいずれの農薬による中毒である

は、生体内に摂取された後、生体内で少なくともその一

かを判別することができないという問題点もある。有機

部分が代謝等の作用を受け、その化学構造が変化する。

リン系の農薬とカーバメート系の農薬は、いずれも生体

生体内に摂取された有機リン系農薬は、摂取量の２０〜

内で、コリンエステラーゼ活性を阻害し、縮瞳や意識混

６０％が代謝され、尿中排出されるといわれている。本

濁等の同様の臨床症状を引き起こすが、これらの中毒に

発明の検出方法は、これらの尿中に存在する有機リン系

対する適切な処置方法は異なる。これらの農薬による中

農薬及びそれに由来する生成物（以下、「代謝物等」と

毒は、処置の遅れによっては死に至らしめることがあ

30

もいう）を検出することができるものである。

り、有機リン系又はカーバメート系農薬のいずれかの中

【００１３】本発明の検出方法の各工程について詳細に

毒を選択に、かつ迅速に判定することのできる方法が必

説明する。

要とされている。

【００１４】本発明の検出方法は、尿試料中に４−（４

【０００６】

−ニトロベンジル）ピリジンを添加する第１の工程と、

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に

第１の工程により得られた反応溶液を加熱する第２の工

鑑みてなされたものであり、生体内に摂取された有機リ

程と、第２の工程により得られた反応溶液をアルカリ性

ン系農薬のみを選択的に、迅速にかつ専門的技術を用い

にする第３の工程と、第３の工程により得られた反応溶

ることなく簡便に、しかも高感度に検出することができ

液に有機溶媒を添加する第４の工程と、第４の工程によ

る方法及びそのような方法を実施するための検出キット
を提供することを目的とする。

り得られた反応溶液の有機相の着色量を測定する第５の
40

工程を有する。

【０００７】

【００１５】まず、本発明の検出方法の第１の工程にお

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題

いて、尿試料中に４−（４−ニトロベンジル）ピリジン

は、次の方法により達成できることを見出し、本発明を

を添加する。

完成した。

【００１６】本発明の検出方法を適用することができる

【０００８】即ち、本発明は、生体内に摂取された有機

尿試料としては、有機リン系農薬による中毒の疑いがあ

リン系農薬の検出方法において、次の工程：尿試料中に

る患者等から採取した尿を、何ら処理することなくその

４−（４−ニトロベンジル）ピリジンを添加する第１の

まま用いることができる。尿は、採取直後のものでも、

工程と、第１の工程により得られた反応溶液を加熱する

採取してから一定の時間経過したものでもよい。

第２の工程と、第２の工程により得られた反応溶液をア

【００１７】上述の尿試料に添加する４−（４−ニトロ

ルカリ性にする第３の工程と、第３の工程により得られ

50

ベンジル）ピリジンは、固体のまま添加することもでき

( 3 )
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るが、尿試料との混和及び有機リン系農薬との反応性の

等を用いることができる。

観点から有機溶媒に溶解して添加することが好ましい。

【００２６】水酸化物としては、アルカリ金属の水酸化

【００１８】４−（４−ニトロベンジル）ピリジンを溶

物等、例えば、水酸化ナトリウムを用いることができ、

解するための有機溶媒としては、４−（４−ニトロベン

無機塩としては、アルカリ金属の炭酸塩等、例えば、炭

ジル）ピリジンを常温（１０〜３５℃）で溶解し得る有

酸カリウムを用いることができる。無機塩は、発色性が

機溶媒であって、後の工程に悪影響を及ぼさないものあ

有機アミン類には劣るものも、不揮発性であるため、悪

れば特に制限はない。一例を挙げると、有機溶媒として

臭を発せず、取扱者が不快感を覚えない観点から好まし

は、アセトン、炭素数１〜２０のアルコール、ジメチル

い。

スルホキシド、エチレングリコール等を用いることがで
きる。これらの有機溶媒のうち、アセトンは、尿試料と

【００２７】有機アミン類としては、ジエチルアミン、
10

ジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミン、トリ

の混和性及び生体内物質の妨害を最小限に抑えるという

−ｎ−プロピルアミン、テトラエチレンペンタミン等が

観点から好ましい。

ある。有機アミン類は、発色性に優れるものが多いが、

【００１９】有機溶媒の量は、４−（４−ニトロベンジ

特にトリエチルアミン等のような短鎖アルキルアミン

ル）ピリジンを溶解できる量であれば特に制限はなく、

は、揮発性であり、悪臭を発生するため、取扱い者に不

尿試料の量、用いる有機溶媒の種類、用いる容器の種類

快感を与えることがある。

（材質）等に応じて適宜設定することができるが、用い

【００２８】アルカリ性にする試薬としては、テトラエ

る溶媒に飽和する量まで溶解することが好ましい。一例

チレンペンタミンは、試薬の操作性、発色強度及び着色

を挙げると、０．１〜０．４５ｇ／ミリリットル（以

物質の安定性の観点から好ましい。

下、ミリリットルを「ｍＬ」とも表記する。）、好まし

【００２９】次に、本発明の検出方法の第４の工程にお

くは０．３〜０．４５ｇ／ｍＬの濃度を有する４−（４

20

いて、第３の工程により得られた反応溶液に有機溶媒を

−ニトロベンジル）ピリジンのアセトン溶液として添加

添加する。

することができる。０．４５ｇ／ｍＬは、４−（４−ニ

【００３０】第４の工程に供する反応溶液には、生体内

トロベンジル）ピリジンアセトンへの飽和量である。

に摂取された有機リン系農薬及びそれに由来する生成物

【００２０】４−（４−ニトロベンジル）ピリジンの添

と４−（４−ニトロベンジル）ピリジンとの反応による

加量は、尿試料の量、第２工程において加熱する時間、

生成物が存在する。第４の工程で添加する有機溶媒とし

第３工程において加えるアルカリの量等に応じて適宜設

て、尿と比較して、当該反応生成物を溶解し易いものを

定することができる。一例を挙げると、４−（４−ニト

用いることにより、反応生成物をその添加した有機溶媒

ロベンジル）ピリジンの添加量は、尿試料１ｍＬ当た

中に転移させることができる。さらに、添加する有機溶

り、１０〜２００ｍｇ、好ましくは３０〜８０ｍｇに設

媒が尿と非混和性のものであれば、その中に反応生成物

定することができる。

30

が存在する有機相と、尿由来の水性相との２相に分離す

【００２１】次に、本発明の検出方法の第２の工程にお

ることができる。このようにして得られた有機相の色を

いて、第１の工程により得られた反応溶液を加熱する。

次の第５の工程で測定することにより、本発明の検出方

【００２２】加熱温度及び時間は、尿試料の量、４−

法は、高い感度と精度を達成することができる。本発明

（４−ニトロベンジル）ピリジンの添加量、用いる容器

の検出方法に供する尿試料はそれ自体が着色しているの

の種類（材質）、加熱に使用する加熱器及び用いる有機

で、有機相と水性相とに分離することなく、第３の工程

溶媒の種類等に応じて適宜設定することができる。一例

で得られた反応溶液の色を測定したのでは、尿試料が元

を挙げると、３０〜１００℃で、５〜４０分加熱するこ

来有している色も合わせて測定することになり、反応に

とができる。

よる生成物のみを測定することができないからである。

【００２３】本発明の検出方法において、第２の加熱工
程の後、反応溶液は、常温付近まで放冷することが、安

【００３１】第４の工程で添加すべき有機溶媒として
40

は、上述したように、生体内に摂取された有機リン系の

全性の観点から好ましい。

農薬及びそれに由来する生成物と４−（４−ニトロベン

【００２４】次に、本発明の検出方法の第３の工程にお

ジル）ピリジンとの反応による生成物を尿が溶解するよ

いて、第２の工程により得られた反応溶液をアルカリ性

りも多く溶解し、尿と非混和性であり、かつその後の工

にする。好ましくは、反応溶液のｐＨ値は、９〜１４、

程に悪影響を及ぼさないものを用いることができる。添

好ましくは、１３以上に調整することができる。

加し得る有機溶媒の一例を挙げると、ジエチルエーテ

【００２５】第３の工程で用いることのできるアルカリ

ル、ヘキサン、酢酸エチル等があり、尿試料との分離の

性にするための試薬としては、後の工程に悪影響を及ぼ

観点からジエチルエーテルが好ましい。

さないものであれば特に制限はないが、尿試料中に存在

【００３２】第４の工程で添加する有機溶媒の量は、尿

する反応（発色）を妨害する物質の影響、取扱い性及び

試料の量、４−（４−ニトロベンジル）ピリジン溶液の

経済性等の観点から水酸化物、無機塩及び有機アミン類

50

量及びアルカリの量等に応じて適宜設定することができ

( 4 )
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る。一例を挙げると、有機溶媒を添加すべき試料溶液の

有機リン系農薬を検出するためのキット（以下、「本発

体積に対して０．１〜３倍量、好ましくは１〜２倍量の

明のキット」ともいう）を提供する。

有機溶媒を添加することができる。

【００４２】本発明のキットは、上述した本発明の検出

【００３３】第４の工程において有機溶媒を添加した

方法を実施するために好適に用いることができるもので

後、水性相と有機相との分離を十分にするために撹拌す

ある。

ることが好ましい。

【００４３】本発明のキットにおいて、４−（４−ニト

【００３４】次に、本発明の検出方法の第５の工程にお

ロベンジル）ピリジンは、上述した本発明の検出方法の

いて、第４の工程により得られた反応溶液の有機相の着

第１の工程に関連して説明した有機溶媒に溶解した状態

色量を測定する。
【００３５】着色量の測定は、緊急度、精度等の測定の

で容器に収容することができる。
10

【００４４】本発明のキットが備えるアルカリ性にする

目的に応じた方法で行うことができる。例えば、それ自

ための試薬としては、上述した本発明の検出方法の第３

体は既知の分光光度計を用いる吸光度測定方法、色彩表

の工程に関連して説明したものを用いることができる。

による比色法を用いることができる。

【００４５】本発明のキットが備える有機溶媒として

【００３６】色彩表による比色法を用いる場合、目視に

は、上述した本発明の検出方法の第４の工程に関連して

より有機相の着色を彩色表と比較することにより、有機

説明したものを用いることができる。

リン系の農薬の摂取の有無を検出することができる。こ

【００４６】上記の各反応試薬を収容する容器として

の場合、第４の工程で得られた有機相と水性相とを分離

は、各試薬に対して耐性のあるものであれば、その材

することなく、そのまま比色法を行うことができる。色

質、形状、大きさ等は、適宜選択することができる。ま

彩表による比色法は、感度、精度の点では吸光度を測定

た、本発明のキットは、上述した各反応試薬を収容する

する場合に比べて劣ることがあるが、特殊な測定機器、

20

容器の他に、例えば、検査すべき尿試料を収容するため

専門技術を必要とすることなく、極めて簡便に、有機リ

の反応容器をさらに備えることができる。この追加の容

ン系農薬の摂取の有無を検出することができるという利

器は、本発明の方法において用いる尿試料、試薬等に対

点を有する。

して耐性があり、本発明の第２の工程に関連して説明し

【００３７】より高感度及び高精度の測定が必要な場

た加熱条件に耐え得るものであれば、その形状、大き

合、分光光度計による吸光度の測定により行うことがで

さ、材質等は適宜選択することができる。例えば、容量

きる。この場合、第４の工程で得られた水性相と有機相

１０ｍＬ程度の耐熱性ガラス試験管を用いることができ

とを分離し、有機相のみについて吸光度を測定すること

る。

が好ましい。分光光度計の波長は、５２０ｎｍに設定す

【００４７】

ることができる。

【実施例】本発明を実施例により説明するが、本発明の

【００３８】以上説明した本発明の検出方法の各工程を

30

方法は、この実施例に限定されるものではない。

行う順序は、１つの態様であり、本発明の検出方法は、

【００４８】実施例１

これに限定されるものではない。

耐熱性試験管に、有機リン系農薬による中毒の疑いがあ

【００３９】本発明者らは、本発明の分析方法におい

る患者から採取した尿約１ｍＬを入れ、０．４５ｇ／ｍ

て、４−（４−ニトロベンジル）ピリジンは、有機リン

Ｌの濃度に調整した４−（４−ニトロベンジル）ピリジ

系農薬のリン酸部分反応し、その反応生成物は、アルカ

ンのアセトン溶液を、尿試料１ｍＬ当たり４５ｍｇにな

リ性の溶液中で構造変化を起こし、発色すると考えてい

るように添加した。この溶液を１００℃で２０分間加熱

る。この構造変化は、一種の酸化還元反応であると思わ

した後、反応溶液を常温になるまで放冷した。放冷後の

れる。従って、本発明の検出方法は、尿試料中に含有さ

反応溶液にテトラエチレンペンタミンを０．１ｍＬ添加

れる有機リン系農薬及び／又はその代謝物等と４−（４
−ニトロベンジル）ピリジンとの反応生成物が発色する

した。次いで、反応溶液にジエチルエーテル１．０ｍＬ
40

を添加した。得られた溶液の有機相を予め作成した色彩

条件であれば、各工程の順番を変えることも、複数の工

表と比較した結果、当該患者が有機リン系農薬を摂取し

程を同時に行うこともできる。

た反応を認めた。

【００４０】本発明の検出方法の他の態様の例を挙げる

【００４９】実施例２

と、尿試料に４−（４−ニトロベンジル）ピリジンとア

数種類の濃度に調整した中毒を起こす代表的な有機リン

ルカリ溶液を同時（又は順次）に添加した後に、反応溶

系農薬１５種類を正常人の尿に添加したものを尿試料と

液を加熱することができる。

して用いて、実施例１と同様の方法により最低検出濃度

【００４１】本発明は、また、有効量の４−（４−ニト

を求めた。但し、着色量の測定は、分光光度計（島津製

ロベンジル）ピリジンを収容する容器と、有効量のアル

作所、ＵＶ−２００Ｓ）を用いて５２０ｎｍにおける吸

カリ性にするための試薬を収容する容器と、有効量の有

光度を測定した。

機溶媒を収容する容器を備えてなる生体内に摂取された

50

【００５０】一方、同じ尿試料について、環境水中の農

( 5 )
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薬検出のための市販のキット（コリンエステラーゼ法を

【発明の効果】従来のコリンエステラーゼ法を用いた場

用いるもの）の操作説明書に従い付属のアンプルを尿試

合、カーバメート系の農薬のみならず、酵素（コリンエ

料中で割り、尿と試薬をよく撹拌して放置した。農薬検

ステラーゼ）の活性部位に作用する試料内の全ての化合

出キットの基質部に前述の反応液を浸し、反応液がしみ

物を検出してしまうので、有機リン系の農薬を摂取して

こんだ基質部と酵素部とを手で重ね合わせて反応させ、

いないにもかかわらず、あたかもそのような検査結果を

３分後に酵素部のディスクを目視により着色の有無を判

示すことがある。生体内にはコリンエステラーゼの活性

別した。

部位に作用し得る化合物が多数存在し、それらが尿とし

【００５１】実施例２で用いた１５種類の有機リン系農

て排出されるからである。これに対して、本発明の方法

薬は、次の通りである。イソキサチオン(O,O‑ジエチル
O‑5‑フェニル‑1,1‑オキサゾル‑3‑イル フォスフォロチ

によれば、有機リン系の農薬のみの摂取の有無を選択的
10

に検出することができる。

オエート(商品名カルホス))、ジメトエート(O,O‑ジメチ

【００５５】さらに、従来のコリンエステラーゼ法で

ル S‑メチルカルバモイルメチル フォスフォロジチオエ

は、酵素阻害活性を用いて測定するため、コリンエステ

ート)、ダイアジノン(0,0‑ジエチル O‑2‑イソプロピル‑

ラーゼの活性部位に作用し得ない有機リン系農薬、及び

6‑メチルピリミジン‑4‑イル フォスフォロチオエー

代謝等を受けた結果、活性部位に作用し得なくなってし

ト)、ジスルホトン(O,O‑ジエチル S‑2‑エチルチオエチ

まった代謝物等については検出することができない。こ

ル フォスフォロジチオエート(商品名ダイシストン))、

れに対して、本発明の方法では、有機リンのリン酸部分

フェニトロチオン(又はMEP、O,O‑ジメチル O‑4‑ニトロ‑

の反応性を利用するため、上述したような活性部位に作

m‑トルイル フォスフォロチオエート(商品名スミチオ

用し得ないものであっても検出することができる。例え

ン))、ポロチオフォス(O‑2,4‑ジクロロフェニル O‑エチ

ば、本発明の検出方法を用いることにより検出できる

ル‑S‑プロピル フォスフォロジチオエート(商品名トク

20

が、従来のコリンエステラーゼ法では検出できない有機

チオン))、ホルモチオン(S‑ホルミル(メチル)カルバモ

リン系農薬及びその代謝物には、ジチオリン酸、亜リン

イルメチル O,O‑ジメチルフォスフォロジチオエート(商

酸ジメチル、リン酸トリメチル等が含まれる。

品名アンチオ))、マラチオン(ジエチル(ジメトキシフォ

【００５６】また、本発明の検出方法を用いることによ

スフィノチオイルチオ)サクシネート(商品名マラソ

り、従来の方法に比べて著しく少量の試料で有機リン系

ン))、BRP(又はNaled、1,2‑ジブロモ‑2,2‑ジクロロエチ

農薬の摂取の有無を判定することができる。

ル ジメチルフォスフェート(商品名ジブロム))、DDVP

【００５７】このように、本発明の検出方法によれば、

(又はジクロルボス、2,2‑ジクロロビニルジメチルフェ

生体内に摂取された有機リン系農薬のみを選択的に、迅

スフェイト(商品名デス))、DEP(又はトリクロルホン、

速にかつ専門的技術を用いることなく簡便に、しかも高

ジメチル 2,2,2‑トリクロロ‑1‑ヒドロキシエチルフォス

感度に検出することができる。従って、本発明の検出方

フェート(商品名ディプテレクス))、DMTP(又はメチダチ

30

法を用いることにより、有機リン系の農薬を摂取したか

オン、S‑2,3‑ジヒドロ‑5‑メトキシ‑2‑オキソ‑1,3,4‑チ

否かを迅速かつ正確に判定することができ、特に、緊急

アジアゾール‑3‑イルメチル O,O‑ジメチルフォスフォロ

の現場での患者等の処置、治療に大いに役立つことが期

ジチオエート(商品名スプラサイド))、EDDP(又はエディ

待される。

フェンホス、O‑エチル S,S‑ジフェニル フォスフォロジ

【要約】

チオエート、(商品名ヒノザン))、EPN(O‑エチルO‑4‑ニ

【課題】

トロフェニルフェニル フォスフォロチオエート)、ESP

択的に、迅速にかつ専門的技術を用いることなく簡便

(Ｓ‑(2‑エチルスルフィニルイソプロピル) O,O‑ジメチ

に、しかも高感度に検出することができる方法を提供す

ル フォスフォロチオエート(商品名エストックス))。

ること。

【００５２】測定の結果、本発明の方法は、市販のキッ
トを用いる場合よりも３〜５倍の低濃度まで検出するこ

生体内に摂取された有機リン系農薬のみを選

【解決手段】
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次の工程：尿試料中に４−（４−ニトロ

ベンジル）ピリジンを添加する第１の工程と；第１の工

とができた。

程により得られた反応溶液を加熱する第２の工程と；第

【００５３】また、市販のキットを用いた場合、１試料

２の工程により得られた反応溶液をアルカリ性にする第

について測定に２０ｍＬの試料を要したのに対し、本発

３の工程と；第３の工程により得られた反応溶液に有機

明の検出方法を用いた場合は、１ｍＬと、その測定に要

溶媒を添加する第４の工程と；第４の工程により得られ

する試料量を著しく削減することができた。

た反応溶液の有機相の着色量を測定する第５の工程を有

【００５４】

する生体内に摂取された有機リン系農薬の検出方法。
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