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１ . はじめに 

近年欧米において, ヒトおよび畜産用医薬品, 日焼け

止 め 等 の 身 体 ケ ア 製 品 を 起 源 と す る 化 学 物 質

（ Pharmaceuticals and Personal Care Products: 
PPCPs）が, 河川水や下水処理水等の水環境中に存在す

ることが明らかにされてきており, ヒトや水生生物等に

与える影響が懸念されている。国内でも水環境中におけ

る PPCPs の実態調査がいくつか行われており, その濃

度レベルが徐々に明らかにされてきている 1,2）。  
 今回, 大阪府内河川における医薬品の実態を把握する

ために, いくつかの検出報告例のある抗炎症剤のイブプ

ロフェン, メフェナム酸, ジクロフェナクナトリウム, 

抗てんかん剤であるカルバマゼピン, 抗真菌剤であるテ

ルビナフィン, ミコナゾールの計 6 化合物を対象に固相

抽出と液体クロマトグラフ‐タンデム型質量分析計

（LC-MS/MS）を用いて淀川水系および大和川水系にお

ける実態調査を行った。  
２ . 実験方法 

2.1 試薬および機器 

 PPCPs の標準品は和光純薬工業株式会社製を, 固相

は Waters 社製の Sep Pak Plus PS-2 Cartridge（PS-2）
を使用した。LC は Agilent 社製の 1100Series, MS/MS
は Applied Biosystems 社製の API-3000 を使用した。  

2.2 採水  
採水は淀川水系 11 地点（本流河川 3 地点, 合流河川 3 

地点, 流入河川 5 地点）および大和川水系 8 地点（本流

河川 4 地点, 流入河川 4 地点）で 2006 年 8 月（夏季）

2007 年 2 月（冬季）および 2007 年 8 月（夏季）2008 年

2 月（冬季）に行った。抗真菌剤 2 種については 2007 年

夏季 , 2008 年冬季のみ行った。  
2.3 分析方法  

 PS-2 をメタノール 10ml, 精製水 10 ml の順にコンデ

ィショニングした後, 試料 500 ml を通水した。通水後,

窒素ガスを通気させて脱水を行った後, メタノール 5 ml
で溶出した。この溶出液に窒素ガスを緩やかに吹付けて

乾固させた後, メタノール 1 ml で再溶解したものを

LC-MS/MS に供した。定量下限値は 2.0ng・l-1 とした。  
３. 結果および考察 

 淀川水系および大和川水系における 4 化合物の検出レ

ベルを Fig.1 に示す 3）。すべての地点においていずれかの

医薬品が検出された。検出濃度範囲は淀川水系において

イブプロフェンが nd～23.2 ng・l-1, メフェナム酸が nd
～15.3 ng・l-1, ジクロフェナクナトリウムが nd～29.2 

ng・l-1, およびカルバマゼピンが nd～13.2 ng・l-1 であっ

た。一方, 大和川水系においてはイブプロフェンが nd
～23.2 ng・l-1, メフェナム酸が nd～21.3 ng・l-1, ジクロ

フェナクナトリウムが nd～46.8 ng・l-1, およびカルバマ

ゼピンが nd～31.0 ng・l-1 であった。ミコナゾール, テル

ビナフィンは淀川水系においては検出されず, 大和川水

系においてテルビナフィンが nd～3.9 ng・l-1 で検出され

た。水系別に見てみると, イブプロフェン濃度について

は淀川水系と大和川水系の両水系間で明らかな差は認め

られなかったが, メフェナム酸, ジクロフェナクナトリ

ウムおよびカルバマゼピンは大和川水系において， やや

高濃度で検出された。環境中への PPCPs の主な排出源は

下水処理施設からの放流水や畜産排水の流入と考えられ

ており, 今回の調査においても淀川水系に比べ大和川水

系の方が, 家庭排水等の下水の影響が大きかったためと

推察された。次に夏季と冬季における濃度を比較した。

その結果, 明確な傾向は見られなかった。したがって,

これらの水系には低濃度ではあるが年間を通して常に

PPCPs が存在していると考えられる。  
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  Fig.1. Concentration of selected pharmaceuticals 
   on sampling sites in the river Yodo and Yamato 
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