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                  １７βエストラジオール分析法の検討 
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１．はじめに  
 女性ホルモンの一種である１７βエストラジオール（以下、E2）は、女性の体内から尿

中に排出されるため、すべての下水処理場の流入水から検出される物質である。  
 E2 の内分泌攪乱作用は、他のエストロゲン類や環境ホルモン物質と比べて高いことから

低濃度でも環境中の魚類に及ぼす影響は大きく、『下水道における内分泌攪乱化学物質に

関する調査報告書（案）』１ ）（以下、『調査報告書』）では優先的に取り組む物質の１つに

掲げられている。  
 現在 E2 の分析方法は、液体クロマトグラフ質量分析法（以下、LC/MS/MS 法）と酵素免

疫測定法（以下、ELISA 法）が多く用いられている。ELISA 法は高価な装置の必要がなく、

短時間に多検体の分析が可能であるため、汎用性が高い手法である。  
 しかし、E2 と似た構造を持つ物質とも反応する性質（交差反応）を有する ELISA 法の分

析値は、LC/MS/MS 法による分析値よりも高くなることが指摘されており、前処理操作で交

差反応を起こす夾雑物質を取り除くことが重要である。  
 今回、『下水道における内分泌攪乱化学物質調査マニュアル』（以下、『マニュアル』２））、

と郷田らの報告３）を参考に、ELISA 法による下水試料中の E2 分析に適した前処理操作の

検討を行った。  
 その結果、従来の前処理方法と比較して LC/MS/MS 法との分析値の差が小さく、除去率の

算出において同等の結果を得ることができる簡便な前処理方法を確立することができた。  
 

２．器具及び試薬 

器具 

 定量ポンプ：Waters 製コンセントレーター      

 ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ：和光純薬製スペクトラ３ 

 固相カートリッジ：Waters 製 sep-pakC18  

精製用シリカ：Waters 製 sep-pak シリカ 

 ろ紙：Whatman 製 GF/F 

 ﾏｲｸﾛﾋﾟﾍﾟｯﾄ：エッペンドルフ社製 

試薬 

 E2 標準品：キット付属品 

 ELISA キット：武田薬品工業株式会社製 

 ﾒﾀﾉｰﾙ：関東化学製 ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ試験用  

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ：関東化学製 残留農薬試験用  

 DMSO（ｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎｷｼﾄﾞ）： 関東化学製 生化学用    図 1 コンセントレーター 

  

３．試験操作 



 

３．１ 前処理操作

前処理方法は、郷田らの手法をもとに、以下の３点の改良を加え。 

①採水後の試料のｐH 調整をなくし、作業を簡

略にした。 

②ろ紙からの抽出溶媒を酢酸:メタノール(1:9)

緩衝液からメタノールに変更し、溶媒作成の作

業を省略した。 

③固相抽出後のヘキサン洗浄を省略することで、

有機溶媒使用量の削減と操作時間の短縮を可能

にした。  

前処理操作フローを図２に示す。 

試料は、GF/F のろ紙を用いてろ過を行ない、

ろ過後のろ紙はメタノール 10ml を加え、超音波

抽出を５分行った。抽出液はシリカで SS 分を取

り除きろ液に加えた。これを事前にメタノール

30ml、蒸留水 30ml でコンディショニングを行っ

た C18 の固相カートリッジに流速 20ml/分で通

水した。通水後の固相はアスピレーターで乾燥

し、ジクロロメタン 10ml で溶出させた。溶出液

は窒素気流下で濃縮、乾固させ、DMSO50μｌで

再溶解し、これを ELISA の試料とした。 

３．２ ELISA 操作 

 ELISA 操作はキット指定の方法で行い、使用する

試薬はキット付属品を用いた。 

 ELISA 操作フローを図３に示す。 

分析を行う試料は、検量線の直線領域に入る濃度

まで 10%メタノール溶液で希釈を行った。 

 希釈後のサンプルと抗原酵素複合体溶液を 1:1 の

割合で混合させ、この混合液を抗体固相化マイクロ

プレートに 100μl 分取、室温で１時間放置し、抗

原抗体反応を行った。 

 混合液を捨て、洗浄液 300μl を加え未反応物を

除去した。 

洗浄操作は３回行った。次に発色試薬を 100μｌ

を加え、正確に 30 分間室温に放置し、最後に発色

停止液 100μl を発色液上から加え反応を停止し、

マイクロプレートリーダーを用いて 450nm（黄色）

の吸光度を測定した。      
 

４．検討内容 

 今回は、以下の２点について調査、検討を行った。 

ろ過  

超 音 波 抽

ｼﾘｶで精製

固相抽出  

乾燥  

溶出  

乾固  

溶解  

SS分 

ｱｽﾋﾟﾚｰﾀ 
 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 10ml 

図２ 前処理操作 

C18 

ﾒﾀﾉｰﾙ 10ml

抗原固相化ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ 

分注  

反応  

洗浄  

発色  

反応停止  

測定  

希釈  

発色液 100μl 

室温３０分 

図３ ELISA 操作  

抗原酵素複合体溶液 

DMSO50μL 

発色停止液 100μL



 

① 標準試料及び下水試料における精度検討 

② ELISA 法と LC/MS/MS 法の分析値の比較 

 

５．結果と考察 

５．１ 精度管理 

 精度管理は『マニュアル』に従った。 

５．１．１ 検量線 

 ELISA 法を用いた E2 分析では、低濃度で強い発色を

示し、高濃度になるほど発色は弱まる。そのため検量

線は図４に示すような右下がりの曲線（シグモイド曲

線）となる。 

このとき縦軸はブランクの吸光度(Bo)を 100% とし

た時の各吸光度（B）の割合(B/Bo)、横軸は E2 の濃度

の対数である。              

また、検量線の直線性がない領域では、検量線の信

頼性が低くなることから、定量を行うには未知試料の

吸光度を直線の範囲内にすることが必要である。  
５．１．２ 定量下限値 

 今回用いた武田薬品工業株式会社製の ELISA キットは、B/Bo＝85%における E2 濃度を定

量下限値としている。これを検量線に当てはめると、B/Bo＝85%は 0.030μg/l であった。

実試料では 100 倍濃縮をして測定をすることから定量下限値は 0.0003μg/l となった。 

 なお、『マニュアル』における E2 の目標定量下限値は 0.0006μg/l であり、本手法は目

標値を充分みたしていた。 

  また、蒸留水１L について図２の操作を行った結果、定量下限値以下となり、前処理に

よる E2 の混入がないことが確認された。 

５．１．３ 添加回収実験 

 蒸留水と下水試料に標準物質を添加後図２の前処理を行い、本手法の回収率を求めた。

蒸留水には検量線の直線領域内で、B/B0 値が 50%付近となる 0.2μg/l の標準試料を添加

した。  
また、下水試料には、流入水濃度の約３倍となる 0.05μg/l を添加した。（『マニュアル』

では下水試料への添加量を試料濃度の２倍～３倍量と規定している。）結果を表１に示す。 
 

表１ E2 の添加回収率（n=3） 

  添加前の濃度 

(μg/L) 

添加濃度

(μg/L)

測定値 

(μg/L) 

変動係数

(%) 

回収率(%)  

 蒸留水 0.0000 0.2000 0.2028 10.8 101  

 流入水 0.0165 0.0500 0.0677 6.3 102  

                         

 『マニュアル』では添加回収率の目標値を 50～120%とし、この時の変動係数を 20%以内

としている。今回の分析では蒸留水 101%、流入水が 102%で、ともに良好な回収率であり、

変動係数も 20%を下回った。このことより、本前処理法は下水試料に適した手法であると

評価された。 

図４ 検量線  
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５．１．４ DMSO 濃度の検討 

 ELISA 測定を行う際、抗原抗体マイクロプレートに添加する DMSO 濃度が高いと抗原抗体

反応が阻害され、分析値が実際の濃度よりも低下することやばらつくことが懸念された。

そこで、下水処理場流入水における DMSO 濃度と分析値の相関について調べた。 

 本前処理法を用いると、流入水 100ml を試料とした時、試料の最終的な DMSO 濃度は 0.50%

または 0.25%となる。そこで、DMSO 濃度 0.50%と 0.25%の分析値の比較を行い、DMSO の影

響を調べた。結果を表２に示す。 

 

                    表２ DMSO 濃度と E2 の分析値 （n=3） 

DMSO濃度(%) 0.50        0.25 

 分析値 

（μg/l)

変動係数

(%) 

分析値 

（μg/l)

変動係数 

(%) 

砂町水処理センタ

ー 

0.0238 6.2 0.0243 13.3 

有明処理場 0.0216 1.9 0.0227 10.9 

 

  表２の結果より、DMSO 濃度が 0.50%と 0.25％の分析値に変化は見られなかった。変動係

数も 20%以下で安定した分析が行われていることから、DMSO 濃度が 0.5%以下であれば抗原

抗体反応に対して実用的な範囲での阻害はないことが確認された 

５．２ ELISA 法と LC/MS/MS 法による E2 の分析 

 同一試料を ELISA 法と LC/MS/MS 法で分析し、分析値の比較を行った。試料は芝浦処理場

と有明処理場の第一沈殿池流入水と第二沈殿池流出水をスポットで採水したものを用いた。 

５．２．１ 前処理 

  前処理は、図１の前処理操作に従った。ただし、LC/MS/MS 法に用いた試料は乾固後メタ

ノール 200μl とサロゲート（E2-d4 体)で溶解し、さらに水 100μl を加え、ろ過したもの

を用いた。  
５．２．２ 分析結果 

 ELISA 法と LC/MS/MS 法の分析結果と両分析法の濃度比を表３に示す。  
 
             表３ ELISA 法と LC/MS/MS 法による E2 分析値の比較 （n=3）             

 ELISA 法 LC/MS/MS 法 濃度の比率

 濃度 変動係数 除去率 濃度 変動係数 除去

率 

(ELISA/LC)

 (μg/l) (%) (%) (μg/l) (%) (%)  

芝浦 一沈流

入 

0.0250 1.4 0.0102 6.6 2.5 

二沈流出 0.0144 8.7 

42.4

0.0063 6.5 

38.2 

2.3 

有明 一沈流

入 

0.0227 10.9 0.0061 9.9 3.7 

二沈流出 0.0026 5.4 

88.5

0.0007 8.0 

88.9 

3.8 

網掛けは定量下限値未満である。 



 

ELISA 法の分析値は、LC/MS/MS 法の分析値よりも 4～5 倍程度高い濃度になると『調査報

告書』で報告されている。今回の分析値の比率は表３に示したとおり 2.3～3.8 倍であり、

既存の報告よりも濃度比率は小さかった。これは、使用した ELISA キットの違いを考慮す

る必要があるが、前処理操作で交差反応を起こす夾雑物をより多く除去できたためと考え

られる。  
 また、除去率は ELISA 法、LC/MS/MS 法ともに芝浦が約 40%、有明が約 90%であり、分析

法の違いによる除去率の差異は見られなかった。このことから、いずれの分析法で E2 の分

析を行っても下水処理工程内における E2 の挙動を把握することが可能であることが確認

された。  
 

６．まとめ  
 ELISA 法を用いた E2 の分析方法について検討を行った結果、以下のことがわかった。  
①本前処理方法は夾雑物の多い下水試料でも変動が少なく、精度の高い分析が可能であっ

た。  
②本前処理方法は交差反応をおこす夾雑物をより多く除去できる下水試料に適する手法で

あった。  
③ELISA 法と LC/MS/MS 法で E2 除去率が変わらなかったことから、本前処理法と ELISA 法

の組み合わせで下水処理工程内における E2 の挙動を把握できた。  
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