
都内湾生息魚類（スズキ）の生体試料中における有機フッ素化合物の実態

　　○西野  貴裕１）、上野  孝司１）、北野　大2）

有機フッ素化合物  （PFCs）のうち、PFOSは  平成21年  5  月に  POPs  条約の対象物質に追加  1  )されるとともに、国内でも化審法の第一種特定化学物質に指定され、特定の用
途以外に対しては製造・輸入・使用が原則禁止されている。また、PFOAは米国  EPA  の管理プログラムに基づき、前駆物質等も含めて自主的な製造や排出に係る削減活動が進
められている2)。これらの活動を受け演者らは、かつて都内河川でPFOSの濃度レベルが最も高かった多摩川における濃度レベルが低減したことを報告した３）。一方、これらの
物質は、生体への蓄積性が指摘されており、生体試料を用いた分析事例も数多く報告されている。そこで、東京湾に生息している生物試料（スズキ）を用いて分析を行い、生体
内におけるPFCs組成の割合を調べるとともに、PFOSのPOPs追加を受けた汚染実態の経年変化を追跡追跡するとともに、水試料のデータと比較することでPFCsの種類ごとの
生体への蓄積性について比較検討を行った。
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調査内容

　　　　　　　　	

使用標準物質：Wellington社製混合標準原液種類（PFAC-MXB：各成分2μg/mL、PFHpS：50μg/mL）を混合希釈し、標準混合メタノール溶液（各200ng/mL）を調製　　　　　　　　　　　　　　
内部標準物質：Wellington社製有機フッ素化合物ラベル化体の混合標準原液（MPFAC-MXA：各成分2μg/mLメタノール溶液）を希釈し、標準混合メタノール溶液（各200ng/mL）を調製　
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  Chemicals
PFASs PFCAs

PFBS PFHxS PFHpS PFOS PFDS PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUdA PFDoA PFTrDA

Quantify　Ion 299>80 399>80 449>80 499>80 599>80 313>269 363>269 413>369 463>419 513>469 563>519 613>569 663>619

Quantification　
Ion

299>99 399>99 449>99 499>99 599>99
—― —― 413>169 463>219 513>269 563>319 613>369 663>419

I.S.
18O２-PFHxS 13C4-PFOS 13C2-PFHxA 13C4-PFOA 13C5-PFNA 13C2-PFDA 13C2-PFUdA 13C2-PFDoA

①調査対象物質

③分析フロー

①PFCs濃度の経年変化に関する分析結果　

②採取地点

スズキの生体試料は、環境省化学物質環境実態調
査において、平成15年度から継続して東京湾羽田
沖城南島付近で採取している。採取したスズキは、
大きさ別に3～5グループに分けた後、可食部をホ
モジナイズしたものを分析用試料として使用した。
過去に採取した試料に関しては、冷凍保存し、分
析の直前に解凍後、速やかに分析に供した。

試料  (約10g  )  に内部標準混合メタノール溶液10μLを添加し、アルカリ分解  (2  mol/-NaOH  10mL,  80℃に設定した乾燥機内に3
時間静置)  を行った。分解処理後の試料溶液に炭酸ナトリウム緩衝溶液  10  mL、テトラブチルアンモニウム溶液  (TBA  溶液)  5  mL、
t-ブチルメチルエーテル  (以下  MTBE)  :メタノール=1:1混合溶液  (2  回目以降  MTBE  のみ)  を  10  mL  加え、超音波抽出と遠心分離を
行い、上澄みを分取した。抽出作業は  3  回行い、分取後の上澄みに無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、ロータリーエバポレーターで
濃縮後、メタノール  10  mL  加えてさらに窒素吹付により5mLまで濃縮した。濃縮液をシリンジフィルターで  250  mL  超純水に溶解
させ、ギ酸で  pH  4  に調整後、既報3)にしたがい、OASIS-WAXカートリッジカラムを用いた固相抽出を行い、水:メタノール=１：１
水溶液で1mLに定容した。分析はLC/MS/MS(Waters社製　PremierXE)　を使用し、内部標準法で定量した。

スズキの分析結果のうち、平成15、17、22、24  年度のデータをピッ
クアップし、PFOSがPOPs条約に指定された平成21年およびPFOAの
管理プログラムが発効された平成18年の前後にけるPFCsの濃度トレンド
を調べることとした。結果を右図  に示す。平成15年度以降、PFOS  濃度
が減少傾向を示している。この背景としては、世界最大の  PFOS  製造企
業であった  3M  社が  平成14  年以降その製造を中止するとともに、国内
でも製造・輸入量が減少してきたことが考えられる（平成14年度：10.2
トン、平成19年度：6.1トン、平成20年：5.5トン）4)。また、平成21  
年  5  月にストックホルム条約の附属書  B  掲載物質に追加されたこと、お
よび平成22年に化審法の第  1  種特定化学物質に指定されたことにより、
さらにPFOS  の製造・使用量が減少し、環境中へ排出される量が少なく
なったことが主な要因として考えられる。一方、骨格炭素数9のPFNAお
よびさらに長鎖の  カルボン酸系PFCsは、PFOSと異なり濃度の減少傾向
が見られなかった。この結果は、多摩川に生息するコイ体内の蓄積状況を
調査した結果報告と合致していた5)。長鎖カルボン酸系PFCsの国内にお
ける製造・輸入量に関しては、PFNA、PFUnDAなどは、データがない
ため不明だが、化審法監視化学物質であるPFDoDA、PFTrDAは、平成
22年度においては1トン未満6)であり、平成14年度のPFOSの実績と比
較すると少ない。しかし、生物濃縮係数7)、生体内半減期8)ともに長鎖に
なるほど高くなることから、PFOSのように排出削減の効果は現れにくい
ことが推察される。

骨格炭素数が大きくなるにしたがい、生体への蓄積性が増加するという報
告7)8)に基づき、平成22年度に採取したスズキのPFCsデータと、スズキ
採取地点付近における水試料中のデータを比較した。骨格炭素数を横軸、
生体（スズキ）とのPFCs濃度割合を縦軸にとり、対数目盛でプロットし
た。結果を図２に示す。スルホン酸系PFCs、カルボン酸系PFCsそれぞ
れ寄与率（相関係数の二乗値）が0.7674、0.7273と比較的相関が取れ
ており、骨格炭素数の増加とともに濃度割合が大きくなる傾向を示した。
ここからも、長鎖PFCsは生体内への蓄積性が高くなることが推察された。

②骨格炭素数と媒体間の濃度比率について
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