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報文

健康食品に関する健康被害事例の情報源およびその有用性評価

(平成25年4月18日受理)
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Collecting adverse case reports suspected to be due to health foods and evaluation of the cau-

sality are important to secure safety， even if the causal relationship between health foods and re-

ported health problem is uncertain. Case reports are mainly collected at three sites: public health 

centers， practicalliving information online network system (PIO・NET)，and individual companies. 

The case reports from the three sources are not dealt with consistently. In this study， we investigat-

ed and characterized those case reports from the viewpoint of evaluating causality， using the cau-

sality association rating methods， namely， the dendritic and pointed methods， which we reported 

previously. Information in public health centers comprised 20 reports per year; approximately 40% 

were from health care providers and contained detailed medical data. PIO・NETinformation com-

prised 366 reports per year; 80% were self-reports from users， and few medical details were includ司

ed. Company information covered 1，323 cases from 13 companies; more than 90% were from users 

and most of them were complaints. Case reports from public health centers and PIO-NET showed 

that the largerst number of victims were female aged >60， with allergy and gastrointestinal symp-

toms. When these case reports from the letter two sources were examined using the causality asso-

ciation rating systems， most were rated as“possible" and only a few were rated as“probable" . As 

specific case reports from different information sources were examined in this study， we were able 

to identify several points that should be improved in our two rating methods. However， to ensure 

the safety of health foods， it will be necessary to collect a large number of high-quality case reports 

for evaluation by a suitable causality rating method， and to integrate those evaluated case reports 

into a single site. 

(Received April18， 2013) 

Key words:健康食品 health foods; 健康被害 health problems; 因果関係評価 causality

assessment; 有害症状 adversesymptom 

キ連絡先.umeg伊aki@n凶1註ih.g伊0仏吋.j

1独立行政法人国立健康.栄養研究所情報セン夕-干162-一
8剖63却6東京者都E新宿区戸山1ト一2泊3一」1 

2静岡県立大学薬学部医薬品情報解析学分野:〒422-8526静

岡市駿河区谷田52-1
3独立行政法人国民生活センター商品テスト部・〒252-
0229相模原市中央区弥栄3-1-1

緒 吉三Z
Eコ

健康効果を期待させるさまざまな名称の製品は，一般に

健康食品あるいはサプリメントと呼ばれている 1) そのよ

うな製品に対する関心は国内外で高く，最近の調査による

と約半数以上の人が利用しているとの結果がある 2).*1 そ

して製品の利用者の増加とともに，それらが関連した健康

被害も報告されている 3).*2 医薬品成分を違法に添加した
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製品および有害物質が混入した粗悪な製品は，健康被害を

起こしやすく，それらの製品については行政機関が積極的

に摘発・公表を行って安全性を確保する取り組みができて

いる.その取り組みが奏功して，最近のわが国では，

2002年の中国製ダイエット食品による肝障害4)や2003年

のアマメシパ加工品による閉塞性細気管支炎5)の被害が

発生した以降，重篤な健康被害は見られない.しかし重

篤ではないが，健康食品の利用との関連が疑われるアレル

ギー症状や軽度の肝機能障害などの被害事例が認められて
いる 3)，6)

2009年度に東京都で実施された調査によると，利用者

の約4%が体調の不調を経験したと報告されている *3 健

康食品による健康被害には，多様な要因が複雑に関係して

いる.その要因は，品質が一定していない粗悪製品の利

用，利用者の自己判断による疾病の治療目的での利用，ア

レルギ一体質の人の利用，過剰摂取や医薬品との相互作用

の影響などである 3) このような複数の要因が健康被害に

関与するため，製品の利用と健康被害の因果関係を明らか

にすることは極めて難しく，有害事例が収集されても公表

に至らないものがほとんどであり，新たな取り組みが必要

になっている.

健康食品が関係した被害報告の主な情報源としては，保

健所を介して厚生労働省に集約されている情報(保健所情

報)，消費者センターから国民生活センターに集約されて

いる全国消費生活情報ネットワーク・システム (PIO-

NET)情報，各企業が独自に収集している情報(企業情

報)がある.保健所情報は，健康食品・無承認、無許可医薬

品健康被害防止対応要領制に基づいて収集されているも

ので，医学的検証がなされた事例が多いものの，重篤な事

例以外は公表されていない.

一方PIO-NET情報は利用者から直接情報収集されてい

ることも関係して報告数は多いと考えられるが，その危害

情報の考え方は保健所情報と必ずしも一致しておらず，両

方の情報を統合することは難しい.また，保健所情報も

PIO-NET情報も，個人が識別できる情報が含まれている

ために，個別事例の詳細は公表されておらず，その正確な

実態は知られていない.企業情報は，それぞれの企業の考

え方や目的で収集されているもので，情報の数や特徴など

の概略さえも全く分からない状況である.

健康食品の利用と健康被害に関する個別事例が，客観的

な因果関係評価法によって評価され，因果関係の強さで整

*1消費者委員会.消費者の「健康食品」の利用に関する実態調
査(アンケート調査)，消費者委員会報告書 (2012)， 

*2 GAO. Report to congressional requesters， March 2013 
http://www.nutriwatch.org/09Reg/gao_supplements_2013. 
pdf (2013). 

判東京都福祉保健局.第2章健康食品の使用状況.平成21年

度東京都福祉保健基礎調査 「都民の健康と医療に関する実
態と意識」の結果 (2009)

制厚生労働省医薬局長.健康食品・無承認無許可医薬品健康被
害防止対応要領について.医薬発第1004001号 (2002). 

理できれば，注目すべき事例を明確にすることができる.

また，因果関係の評価法に適用することを念頭に，個別情

報の聞き取りがなされていれば，質の高い情報が収集でき

るようになる.さらに，共通の因果関係評価法によって個

別事例が判断できれば，個人的な考え方に左右されないで

事例を取り扱うことができ，異なる組織や機関で収集され

た情報が整理・統合しやすくなる.そこで筆者らは，健康

食品に適した「健康食品摂取と体調不良の因果関係評価の

アルゴリズム」として，ポイント付け評価法7) と樹校状評

価法8) を作成した.これらの評価方法は，企業のお客様

相談センターで収集された相談事例をもとにして作成した

もので，保健所情報やPIO-NET情報に適用できるかどう

かが検証できていなかった.

本研究では，保健所情報， PIO-NET情報，企業情報を

入手し健康食品による健康被害の因果関係評価という視

点で，各情報源で収集されている個別事例の特徴を比較し

た.また，保健所情報と PIO-NET'情報については，すで

に報告したポイント付け評価法と樹枝状評価法で試行的に

評価し収集事例の因果関係の実態および評価方法の妥当

性を調べた.

実験方法

l 情報の入手

厚生労働省に集約されている保健所情報は，個人が特定

できる箇所を利用しないことを条件として閲覧許可された

「健康食品等に関する健康被害受付処理票」の中で， 2008 

年4月から 2012年10月に該当する 95件を分析対象とし

た国民生活センターに収集されている PIO-NET情報

は， 2010年7月から 2011年6月までの1年間に登録され

た情報で，個人情報が識別できない 10，997件の中から，

PIO-NETで実施されている分類法とは別途に健康被害事

例として分類した366件を分析対象とした企業情報は，

「健康と食品懇談会安全性WGJを介して個別の企業に情

報提供を依頼し，協力が得られた 13企業から提供された

1，323件を分析対象としたこの情報は，最近収集された

1社最大で200件までの事例であり，健康被害との因果関

係の分析に必要とされる情報項目の存在の有無のみのデー

タで，個人が特定できる情報や個別の具体的な内容は含ま

れていないものである.また，情報提供数を優先したた

め，調査対象とした健康食品の形状および情報収集期間は

限定しなかった.協力が得られた一部の企業には，健康食

品と健康被害の情報収集に関するインタビューも行い，健

康被害情報の収集における現状の問題点を把握した.

2. 収集情報の特徴の分析

入手した各情報源の事例は，個別事例に対して次の該当

項目の「有JI無JI不詳」で分類してその特徴を調べた.

それらは，通報者，利用者の身体的特徴(性，年齢)，利

用された製品(製品名，入手状況)，利用状況(摂取目的，

摂取量，摂取期間)，症状等(症状が発現するまでの期間，

中止・減量による変化，再摂取の影響)，具体的な症状等
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Public health centers 
(n=95 cases) 

Others 6.3% 、
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Fig. 1. Contributors to the three sources of information regarding health problems associated with health foods 

(重篤度，医療機関の受診，臨床検査値，投薬，その他の

治療)，利用者の体質等(基礎疾患，アレルギ一体質，医

薬品併用)，その他(他の食品摂取の影響の可能性，過去

の類似事例，返品の要求等)である.

詳細なa情報が入手できた保健所情報については，報告が

挙げられた都道府県を調べた.また，保健所情報と PIO-

NET情報は，収集されている利用者の年齢と被害の症状

について調べ，すでに報告したポイント付け評価法7)およ

び樹枝状評価法8)に適用し製品摂取と体調不良の因果

関係を.rほぼ関連なしJ，r可能性があるJ，r可能性がよ

り強くあるJ.r確からしいJ，r非常に確からしい」に分類

したポイント付け評価法は， r症状が製品の添付文書等

に記載されているかJr製品の摂取後に症状が発現した」

「摂取中止により症状が改善したかJr再摂取により症状が

再発したかJr他の要因の可能性があるかJr摂取量の増減

により症状が変化したかJr以前に同様の症状を呈した経

験があるかJr客観的証拠で症状が確かめられたか」とい

う質問に対して，rはい・いいえ・不詳」の選択で点数を

付け，その合計点から，想定される因果関係を判定する方

法である.点数は質問の重要度を考慮して +3点から -1

点としている.例えば.r再摂取により症状が再発したかJ
の質問で.rはい」は十3点.rいいえ」は一1点. r不詳」

はO点.また， r摂取中止により症状が改善したか」の質

問では. rはい」は +1点， rいいえ」は0点. r不詳」は0

点としている.一方，樹枝状評価法は，上記と同様の質問

項目を樹枝状に配置し「はい・いいえ・不詳」を選択す

ることにより ，想定される因果関係の判定にたどり 着くよ

うにした方法である.

各機関の情報収集項目の特徴の比較については，各情報

源の情報の「有Jのみを対象としてx2検定を行い，その

後にBonferroniの補正による多重比較検定を行ったま

た，ポイント付け評価法と樹枝状評価法による評価結果の

相聞は.Spearmanの検定により評価した有意水準は危

険率1%未満を有意とし統計解析はSPSS18.0Jfor Win-

dowsを用いた.

結果

1. 告情報源の事例の特徴

保健所情報の事例数は，約5年間で95件 1年間では約

20件であった.PIO-NET'情報の中で健康被害関連として

分類できた事例数は，1年間で366件であった任意に提

供を受けた 1，323件の企業情報は，製品の販売数と情報の

取り扱い方が，各企業によって異なっているため， 事例数

は企業によって4件から 200件まで幅があった.以上の3

つの情報源の事例について，その情報の通報者を比較する

と保健所情報は， 医療関係者41%. 利用者40%，家族

12.6%であった また，PIO-NET'情報は，利用者79.8%，

家族15.3%であり，企業情報は利用者93.7%となってい

た (Fig.1). 

保健所情報をさらに調べたところ，情報が厚生労働省ま

で上げられた地域としては，東京都や大阪府が共に 13件，

愛媛県9件，福岡県と兵庫県が各4件.京都府，千葉県，

栃木県，奈良県が各3件，その他の県では2ないし 1件で

あり，必ずしも人口の多い地域からの報告が多いわけでは

なかった利用者は約60%が女性で， 30歳代から 70歳代

に多く， 60歳代で特に多かった具体的な症状としては，

アレルギー，消化管の不調，肝機能障害であった (Fig.

2). PIO-NET'情報における利用者の年齢や性別は，保健

所情報と類似していたが，肝機能障害に該当する被害が少

なく ，頭痛やめまい.rなんとなく体調が良くない」と

いった暖味な症状を訴えている事例が多いという違いが

あった (Fig.3). 

各情報源で収集されている個別事例を分類し.Fig.4に

示した保健所情報は件数としては少ないが，医療関係者

からの通報が多いことから，製品に関する具体的な内容，

利用者の製品摂取状況や基礎疾患の有無，臨床検査データ

などの医学的情報が含まれていた一方.PIO-NET'情報

は，製品の入手方法と症状に関する内容は含まれていた

が，具体的な製品名，摂取量と摂取期間，摂取の中止に関

する内容，基礎疾患の有無，利用者の体質，医薬品併用に

関する事項はそれほど含まれていなかった 企業情報は該

当製品が明確であるが. PIO-NET'情報よりもさらに情報
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が少なく，医学的データはほとんどなかった.企業のイン

タビューから，企業情報は苦情対応を中心に収集されてお

り，製品の利用状況や具体的な症状など，利用者に対して

踏み込んだ聞き取りが困難なことが明らかとなった.ま

た，健康被害と認識する症状の判断基準や考え方が，企業

関でさまざまなことも明らかとなった.例えば，症状が1

か月以上続くもの，入院や通院を必要とするものが注目す

べき健康被害と判断されていて，通常の食品でも認められ

る下痢や腹痛，発疹などは，因果関係の判断が難しいこと

も関係して，必ずしも健康食品が原因の被害とは判断して

いないとの考え方もあった.さらに，利用者から収集した

40 
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Fig.2. Age and sex of persons who reported health prob-
lems associated with health foods 

a) Information from public health centers; b) In-
formation from PIO-NET. 

40 

事例の中には，製品の返品の理由と して， 暖味な体調不良

が伝えられている可能性，利用者の思いこみで健康食品の

利用と体調不良が関連づけられている可能性も排除できな

いという実態が明らかとなった.

2. 因果関係評価法を利用した事例の評価

ポイント付け評価法と樹枝状評価法の2つの評価法に保

健所情報と PIO-NET情報を試行的に適用して，製品摂取

と健康被害の因果関係を調べた.保健所情報の95事例は，

「可能性がある」約60%，I可能性がより強くある」約

30%， I確からしい」約6%と評価された (Fig.5) 一方，

PIO-NET情報の 366事例は， I可能性がある」約90%，

「可能性がより強くある」約 10%，I確からしいj約1%と

評価された保健所情報には，多くの医学的情報などが含

まれていたが，患者が利用したときの擢患している疾病自

体の影響，同時に摂取されていた医薬品の影響，複数の健

康食品の利用などが複雑に関与しており，また同様の事例

が少ないため，特定製品や特定成分の摂取と健康被害の因

果関係を明確にできる事例はほとんどなかった.

今回適用した樹校状評価法とポイント付け評価法の評価

結果はよく一致していたものの，保健所情報に対する 2つ

の評価法の結果で， I可能性がより強くある」という判断

項目の一致は53.7%と低かった. ポイントイ寸け評価法の

質問3I当該健康食品を中止した際，有害事象は改善され

ましたか?Jを+1点から +2点に変更して再評価する

と， 2つの評価法における「可能性がより強くあるJの評

価結果の一致度は46.9%から 84.4%となり，全体の評価

結果もよく一致して相関係数はr=0.47(p<O.Ol)からr

= 0.80 (p< 0.01) となった.同様にPIO・NET情報にお

ける質問3の評価点を変更すると， 2つの方法による評価

結果は，相関係数がr= 0.55 (p< 0.01)から r=0.62(p< 

0.01)に増加した.

本研究で保健所情報と PIO-NET'情報が利用できたこと

から， 2つの評価法の問題点が明らかとなった.それは樹

校状評価法では，医学的診断情報があっても，その質問ま

でたどり着けない質問順では，事例が過小評価されてしま
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うこと，また，アレルギー症状は減量の影響が発現し難い

傾向があるために， I投与中止・減量により観察された有

害事象は和らぎましたかりの質問では正確に評価できな

いことである.

考察

健康食品は安全に製造された製品であっても，利用者や

利用方法によって健康被害を起こすことがある.例えば，

ハーブ類を含む製品では医薬品との相互作用によって健康

被害が起こることが知られている 9)，10) 高齢女性に人気

がある関節への効果を襟祷した健康食品では，消化器症状

や皮膚症状が多いという報告がある ω- このような被害

事例は，多くの人が利用して明らかになってくるものであ

り，製品の開発時に想定することは現実には困難で、ある

健康食品ではないが， I (旧)茶のしずく石鹸jの利用によ

る小麦アレルギーの発症は，販売後に問題が発覚した典型

的事例と言えるであろう 12) 健康食品やサプリメントの

場合，健康被害事例が報告されても，わずか数件では製品

摂取と健康被害の因果関係を明確にすることが難しく，そ

れが行政的な対応を遅らせる要因になっている.米国の事

例であるが， FDAはダイエッタリーサプリメントのHy-

droxycut™ と肝障害の明確な関係を明らかにするまでに 7
年間を要している *2 したがって，実際に起きている健

康被害事例をできるだけ効率的に収集し一定の考え方で

個別事例に対して健康被害との因果関係を分析し類似事

例が統合できれば迅速な行政的対応がしやすくなる.また

現在，複数の機関や組織で収集されている情報が，健康被

害の未然防止と拡大防止に効果的に活用できるようにな

る.本研究で実施した3つの情報源の調査は，そのような

取り組みの第一歩と言えるであろう.

2002年に発生した中国製ダイエット食品による多数の

健康被害発生の問題4)から，厚生労働省では「健康食品・

無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」がまとめら

れ，健康食品に関する健康被害事例は保健所を介して厚生

労働省に集約されることになっている判.しかし本研

究の調査において，保健所を介して収集されている事例件

数は，年間20件程度であり，これはPIO-NET情報の約

1/20の件数であった保健所情報と PIO-NET情報では，

被害情報の通報者，報告されるルート，健康被害の取り扱

いの考え方が同一ではないため単純に比較することができ

ないが，保健所情報が少ない要因として，厚生労働省まで

情報を上げにくいといった背景があるのかもしれない.本

研究において，厚生労働省に上げられた保健所情報には地

域に偏りが見られたこれは，健康食品問題に対して意識

が高い担当者や保健所からは，報告が上がりやすいことを

示唆している.健康食品の健康被害情報として報告すべき
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かどうかの判断は，現場の担当者個人に委ねられていると

ころがある. したがって，個人的な判断でなく，何を有害

事象とするか，どのように健康被害の因果関係を判断する

かなと共通の考え方を含めた評価ができるようになれ

ば，被害情報が報告されやすくなり，報告数の質と量が改

善されると考えられる.

健康食品による健康被害に関する共通の考え方や因果関

係の客観的な評価法を導入することは， PIO-NET情報や

企業情報の収集においても有益と考えられる. PIO-NET 

情報の中で健康食品による健康被害関連の事例として分類

できたのは年間366件あったが，それらの中には健康被害

との因果関係評価に必要な内容がそれほど含まれていな

かった.これはPIO-NET'情報が主に契約トラブルに重点

をおいて'情報収集するシステムであり，必ずしも製品の利

用と健康被害の因果関係を評価する視点で収集されていな

いためと考えられる.企業情報は，各社が自社製品の利用

者からのクレーム対応を主な目的として収集しているもの

であり，健康被害の症状に関する認識や考え方は企業問で

一定でなく ，PIO-NET'情報よりもさらに健康被害の因果

関係評価に必要な情報は収集されていない.特定製品の利

用と健康被害の因果関係を客観的に評価できる適切な方法

ができ，その考え方が現場担当者に認識されれば，収集情

報の質と件数が高まり，異なる機関や組織で収集された情

報が統合できるようになる.そして，潜在的に進行してい

る健康被害に関して，製品や利用条件を明らかにすること

ができる.そこから得られた結果が，特定製品の利用と健

康被害の因果関係を明確にできるものではなくても，その

結果から健康被害を受けやすい実態を知ることができる.

そのような知見は，利用者への注意喚起情報として活用で

き，健康被害の未然防止と拡大防止に役立つものとなる.

例えば，本研究で分析した保健所情報と PIO-NET情報か

ら，健康被害を受けた利用者は60歳代以上の女性で多い

ことが明らかになった.この結果は，他の報告とも一致し

ている 11) そこで60歳代以上の女性に焦点を絞った健康

食品と健康被害に関する注意喚起や知識普及活動ができれ

ば.それは健康食品の安全性確保における効果的な対策に

なるであろう.

筆者らが報告した健康食品と健康被害の2つの因果関係
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評価法7).8)は，いずれも健康食品の販売業者のお客様相談

センターに寄せられた被害相談事例(苦情)，すなわち企

業情報を利用して作成したものである. PIO-NET情報は

企業情報に類似していたことから， 2つの評価法による

PIO-NET情報の評価結果はほぼ一致していたしかし

保健所情報に関しては， 2つの方法による「可能性がより

強くある」の判断項目の評価結果の一致度は46.9%で

あった.そこで個別事例の内容を調べたところ，ポイント

付け評価法の質問「摂取中止により症状が改善したか」の

評価点の影響があると考えられたそこで，評価点を+1
点から十2点に変更したところ， 2つの評価方法による

「可能性がより強くある」の評価結果の一致度，また全体

的な評価結果の一致度も高くなった.摂取中止による症状

の改善は，摂取物の影響が大きいことを示唆するもので，

評価点を+1点から+2点にすることは妥当と考えられる.

ポイント付け評価法は，樹校状評価法のように質問順は

影響しないが，利用がやや複雑で多くの情報を扱う際には

実用的とは思われない.一方，樹枝状評価法は簡単で，膨

大な情報から注目すべき情報をスクリーニングするうえで

有用と考えられるが，保健所情報やPIO司 NET情報を実際

に適用したところ，医学的な血液検査などの情報があって

も樹枝状の質問順の関係で，因果関係が過小評価される可

能性が想定されたポイント付け評価法と樹枝状評価法は

それぞれ利点と欠点がある.これらの因果関係評価法の実

際の利用を考えると，情報源と実施環境に適した評価法を

用いることが妥当で、あり，また，評価結果の統合において

いずれの評価法でも同じ評価結果になることが望ましい.

したがって，多様な事例と利用環境を考慮して，今後も 2

つの評価法をさらに改善する取り組みが必要と考えられ

る.

保健所情報は，健康食品と健康被害の因果関係を調べる

うえで必要な情報がかなり収集されているが，それでも

95件の事例で因果関係が「確からしい」と判断された事

例はわずかに約6% (6件)であった.この結果は，情報

がそろっていても健康食品と健康被害の因果関係が証明し

にくい実態を示している. PIO・NET情報の年間の収集数

は多く， I確からしい」と判断できる事例はわずか1%で

あっても年間では約4件であり，これは保健所情報の5年

間の6件にほぼ匹敵した. PIO-NET情報の収集システム

はすでに確立されており，健康被害の因果関係評価という

視点で情報が収集されれば，より質の高い多くの情報が得

られる.企業情報についても，健康被害との因果関係が，

同じ方法で評価できれば，企業聞の健康被害に対する認識

の違いを解消でき，質の高い情報が提供されるようになる

であろう.そして， 3つの情報源の事例情報が収集・分析

されて統合できれば，健康被害が起こりやすい製品や成

分，あるいはその利用方法と利用者を明確にすることがで

きるであろう.そのためには，現在検討している健康食品

に適した因果関係評価法の確立が重要と考えられる.

食衛誌 Vol. 54， NO.4 

まとめ

健康食品による健康被害の防止には，些細な健康被害事

例でも積極的に収集・分析して類似事例を統合し適切な

対応がとれる状況が求められる.健康食品による健康被害

情報としては，保健所を介して厚生労働省に集約されてい

る情報(保健所情報)，全国消費生活情報ネットワーク・

システム情報 (PIO-NET'情報).各企業が利用者から受

けている情報(企業情報)の3つがある.これらの情報

は，それぞれ独自の考え方や方法で取り扱われており，そ

の実態は知られていない.そこで本研究は，健康被害の因

果関係評価という視点で，各情報源の収集事例を精査して

その特徴を調べたまた，保健所情報と PIO-NET情報に

ついては2つの因果関係評価法で試行的に評価した.保健

所情報は年間約20件あり，約40%が医療関係者からの通

報で具体的な医学的データが含まれていた PIO-NET情

報の中で健康被害関連に分類できた事例は年間366件あ

り，その8割程度が利用者からの通報で，製品名や利用状

況などの具体的内容は少なかった 13の企業から任意に

提供を受けた 1，323件の事例は，利用者からの通報が9割

以上で，大部分が苦情に相当する内容で、あった保健所情

報と PIO-NET情報を 2つの健康被害の因果関係評価法に

適用したところ，評価結果はほぼ一致し，いずれも「確か

らしい」に該当する事例は少なかった今回，具体例が利

用できたことで， 2つの評価法の改善するべき点も明らか

になった.現在収集されている 3つの情報源の収集事例を

効果的に活用するためには，健康被害の症状に関する共通

の考え方を持ち，客観的な因果関係評価法の確立とそれ

によって評価された報告事例の質と件数を高める取り組み

が重要である.
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茶の加工工程および熱湯浸出時における農薬の消長(報文)

近藤貴英水渡謹綾香設築紘史蕪木康郎

柴田 雅 久 神 田 典 子 黒 川 千 恵 子井上豊

宮崎 元 伸 外 側 正 之 小 津 朗 人内山徹

小泉 豊 中 村 順 行 増 田 修 一 米谷民雄

食衛誌 54(4)， 259~265 (2013) 

3種の殺虫剤クロルフェナピル ピリミホスメチルおよ

びクロチアニジンをチャに散布して被覆下で栽培し摘採

後の茶の加工工程および熱湯浸出時における農薬の消長を

調査した生茶葉に加熱や発酵などの加工工程が入ること

で，加工茶における農薬残存率は減少したが，加熱時間や

発酵時聞が長く，熱が茶葉へ伝わりやすいほど減少した.

また，普通煎茶において 3農薬の農薬残存率に有意差は認

められなかったが，ネオニコチノイド系のクロチアニジン

のように，オクタノール/水分配係数が低く水溶性の高い

農薬ほと茶浸出液への移行率が高くなる傾向が見られ

た.一方，粒度による農薬移行率に有意な差は認められな

お、っ?こ.

*さいたま市健康科学研究センタ一 生活科学課

天然トラフグ肝臓の毒性分布(報文)

谷口香織高尾秀樹新名真也山中祐二

岡田 幸 長 中 島 梨 花 王 俊 ボ 辰野竜平

阪 倉 良孝高谷智裕荒川修*野 口 玉雄

食衛誌 54(4)，277~281 (2013) 

トラフグ肝臓につき，滑らかな面を表側，肝門脈との結

合部を上部として 10分割し，マウス毒性試験で各部位の

毒力を測定したところ，生肝臓 58個体中 16個体と凍結肝

臓 13個体中 9個体ですべての部位が毒性を示した毒の

主体はテトロドトキシンであった.これらにつき，個体の

平均毒力に対する各部位の相対毒力を求めて二元配置分散

分析を行ったところ，凍結肝臓では毒の分布に有意な偏り

は見られなかったが，生肝臓では右側中央下寄りの毒性が

有意に高いことが分かつた.肝臓の毒性評価に際しては，

本部位を用いた個別検査の実施が望ましいと判断した

*長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

分散固相および固相カートリッジカラムを用いた LC-MSI
MSによる食肉中の動物用医薬品一斉分析法(ノート)

山口貴弘*柿本健作永吉晴奈

山口瑞香起橋雅浩梶村計志山本容正

食衛誌 54(4)， 290~297 (2013) 

分散固相および固相カートリッジカラムを用いた LC-
MS瓜胞による食肉中の動物用医薬品一斉分析法を開発し

た試料に 85%アセトニトリル水溶液を加えて分析対象

成分を抽出し， ODS分散固相およびポリマー系固相カー

トリッジカラムを用いて精製を行った.牛肉，豚肉，鶏肉

を用いて添加濃度 (0.002μg/g，0.01μg/g)での妥当性評価

を実施したその結果，動物用医薬品妥当性評価対象 70

成分に対し，牛肉が 64成分，豚肉が 58成分，鶏肉が 49

成分で妥当性ガイドラインの目標値を満した.各動物用医

薬品の定量下限は 0.001阿倍または 0.005問/gであった

本法により牛肉，豚肉および鶏肉の各残留基準値を満た

しかっ妥当性ガイドラインの目標値を満たした動物用医

薬品は 40成分であった.

*大阪府立公衆衛生研究所

トウモロコシ中のフモニシン BloB2および B3のLC-MSI
MSによる同時分析法の試験室閏共同試験(報文，英文)

吉成知也田中敏嗣石黒瑛一堀江正一永山敏康

中島正博内藤成弘大西貴弘小西良子*

食衛誌 54(4)，266~276 (2013) 

トウモロコシに含まれるフモニシン B1 (FB1) ，フモニ

シン B2(FB2) およびフモニシン B3(FB3)のLC-MSIMS

を用いた同時分析法を評価するために， 9機関の共同試験

を実施した試験には添加試料 3種，自然汚染試料2種と

陰性試料 1種を用いた. FBl' FB2およびFB3の回収率は

それぞれ 79~87% ， 79~103% および 80~93% であり，

室内再現性および室間再現性の相対標準偏差は 3種のフモ

ニシンいずれについてもそれぞれ 20%および30%以下で

あり， HorRat 値は 0.2~0.9 の範囲であった本分析法を

用いて，国内で入手したコーングリッツ中に含まれるフモ

ニシンを分析した.以上の結果より，本法はトウモロコシ

におけるフモニシンの汚染実態調査に有用で、あることが示

された.

*国立医薬品食品衛生研究所

健康食品に関する健康被害事例の情報源およびその有用性

評価(報文)

梅垣敬三*山田浩千葉剛

中西朋子佐藤陽子福山哲

食衛誌 54(4)，282~289 (2013) 
健康食品による健康被害の因果関係評価を視点に， 3つ

の情報源(保健所情報， PIO-NET情報，企業情報)で収

集された事例の実態を調べた.保健所情報は約 20件/年

が収集されており，約 40%が医療関係者からの通報で医

学的データが含まれていた. PIO-NET情報は約 370件 /

年が収集されており， 8割程度が利用者からの通報で，製

品名や利用状況などの具体的内容が少なかった.企業情報

は利用者からの通報が9割以上で，大部分が苦情に相当す

る内容であった.保健所情報と PIO-NET情報を， 2つの

因果関係評価法に試行的に適用したところ，因果関係が確

からしいと判断できた事例は少なかった.収集されている

被害事例を安全性確保に効果的に活用するためには，健康

被害の症状に関して共通の考え方を持ち，収集事例の質と

件数を高める取り組みが必要である.

*(独)国立健康・栄養研究所情報センター

調昧液への浸漬による牛肉中放射性セシウム量の変化に関

する検討(ノート)

鍋師裕美*堤智昭蜂須賀暁子松田りえ子

食衛誌 54(4)，298~302 (2013) 

食品中の放射性物質を低減させる調理・加工に関する情

報の収集は，放射性物質の内部被ばく量を低減させ，より

安全で安心な食品摂取を実現するために重要である.そこ

で，本研究では牛肉を用いて調味液への浸漬の際に生じる

放射性セシウム (Cs)量の変化を検討したその結果，

牛肉中の放射性 Cs は，塩分濃度 8~10%の調味液中に 24

時間浸漬することで浸漬前の約 20%が，塩分濃度約 9%

の味噌調味液に 7日間浸漬することで浸漬前の約 55%が

除去されたまた， 10%食塩水を交換しながら 7日後ま

で浸漬することにより，牛肉中の放射性 Csを約 75%除去

することが可能であった浸漬後の調味液は廃棄されるこ

とが多く，調味液への浸漬は牛肉中の放射性 Csの除去に

有効であるといえる.

*国立医薬品食品衛生研究所
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