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冷凍状態で照射した牛生レバーに誘導されるラジカル検出

［報文］

冷凍状態で照射した午生レバーに誘導されるラジカル検出
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Detection of radicals induced in raw bovine livers irradiated 
inf旨ozencondition 
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Summary 

Since γ－rays and X-rays can pene仕atefoods and materials, fresh raw ho叫nelivers can be sterilized without heating 

after packaging. In the previous study, radicals in仕1elivers irradiated in chilled condition were detected by using electron 

spin resonance spectroscopy (ESR) . However, y-irradiation of the bovine livers might be carried out in企ozencondi-

tion. In this study, the livers irradiated in dry-ice were investigated for detection of radicals by using various preparations 

of ESR specimens.τbe bovine livers stuffed in s甘awswere irradiated and measured with ESRτbe existence of some 

dos守responsiblepeaks was found on differential spec甘aafter spectra of the straw itself were sub仕acted.On the other 

hand, direct measurements of the企ozenbovine livers showed a main peak and two side peaks, resulting almost s仕aight

dose-responsible lines. ESR spectra of企eez，仔driedpowders from the livers showed a dose-responsible shoulder peak, but 

the side peaks disappeared. To con自rmwhether the radicals exist or not in the livers that were stored in the企eezerfor 7 

days, specimens of the livers were prepared by thawing in tap water.τbe results indicated that the dose-responsible side 

peaks were still observable in the livers. In conclusion, ESR can be used as the detection method of the raw bovine livers 

which were irradia匂din企ozencondition. ESR method at liquid nitrogen temperature is suitable for the screening of the 

irradiated bovine livers because of its quick and easy sample preparation. 

Key words: raw bovine liver （牛生レバー），企ozentemperature irradiation （凍結下照射）, irradiated food （照射食品），

ESR detection method (ESR検知法）, dose responsible peak （線量応答性ピーク）
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はじめに

平成23年（2011年） 4月27日以降，焼肉店で提

供されたユッケに起因して有症者 181名にのぼる広

域集団食中毒が発生し， 5名の死者が発生した 1）。

この事件を契機に，生肉の取扱いが厳格化され，表

面加熱の上， トリミング処理により牛肉内部を切り

出した生肉のみがユッケなどとして提供されること

になった。一方，牛レバー内部に屠畜後の付着で、は

ない病原性大腸菌の存在が指摘され，有効な殺菌法

が見出されないとして，平成 24年7月以降，「牛レ

パ刺し」の飲食店での提供が禁止され，加熱用を除

き生の牛レバーの販売がで、きなくなった 2）。日本で

はジャガイモの芽止めを目的とする照射のみが許可

されている食品照射技術であるが，ガンマ線やエッ

クス線は高い透過能を有しており非加熱で処理でき

るので，牛レバーを適切に照射すれば生の状態のま

まで内在する病原菌を殺菌することができると考え

られる。照射した牛生レバーを食材として用いるこ

とで，安全な「牛レパ刺し」を提供することができ

ると考えている。

食品などの物質に放射線を照射すると電離が起こ

り，ラジカルが生成される 3）。そこに水が存在すれ

ば放射線による水の分解が起こり， OHラジカルな

ど低分子ラジカルが生成して生体物質と反応して照

射後ごく短時間で消滅する。食品照射の効果はラジ

カル反応の生物作用を利用している。ジャガイモで

は， 150Gy以下の線量で照射しただけで芽の生長

点の細胞に誘発された DNA損傷によって細胞分裂

が阻止されることで芽止めとなる。同様に，細菌で

はDNA修復能の強さにもよるが 1kGy～ lOkGy 

程度の線量で照射すると生成された DNA2本鎖切

断が修復困難となるため殺菌の状態を達成できる。

伊藤らの報告 4）によれば，牛挽肉中で増殖前の病

原性大腸菌を殺菌するには lkGyの線量で十分であ

ろうと記されている。

諸外国で照射食品は，ラデュラ（Radura）マー

クや文字で照射食品であることを店頭表示して販売

されている。その表示が適正であるごとを確認する

ため，照射の有無を判別する試験法が検知法であ

る。検知法で表示の正しさを保障できることによっ

て，消費者の食品選択の自由を確保する乙とができ

る。食品の検知法としては， Codex標準分析法（9

種類）や CEN分析法（10種類）が世界的に認めら

れている。日本では，熱ルミネッセンス（TL）法，

2・アルキルシクロブタノン（ACB）法，電子スピン

共鳴（ESR)法が厚生労働省から通知され，検知法

として利用されている 5）。 TL法は，食品に付着し

た鉱物質を回収して加熱による発光量を定量するこ

とで判別する 6）。 2-ACB法は，放射線が照射された

食品では脂質を構成する脂肪酸から 2-ACBが特異

的に生成するので GC-MS分析で検出する 7）。 ESR

法では，貝殻， ドライフルーツに誘起された安定な

ラジカルを ESR測定で検出する 8）～ 10）。しかし，乙

れらの検知法には一長一短があり，すべての食品に

適用可能とされている手法はなく，特定の食品に対

して限定的に適用されている。

輸入時の植物検疫処理として照射された生鮮果

実の検知に ESR法が適用できるか検討した研究で

は，熱帯果実の果肉を用いて照射2週間後でもラジ

カルを検出でき， ESR法が水を含む植物性食品に

適用可能であることが示唆された 11）～ 12）。この測定

ではセルロースラジカルを検出することで検知が可

能と考えられた。次に，セルロースを含まない動物

性食品に ESR法が適用できるか検討した。骨組織

を持たない臓器である牛レバーを用いて照射誘導ラ

ジカルを探索した結果，冷蔵状態で照射された牛生

レバーで線量依存的に変化する ESRシグナルが存

在することを見出した 13）。本研究では，牛レバー

の照射殺菌の実用化を見据えて，冷凍状態で牛生レ

バーが照射された時に ESR法で照射誘導ラジカル

を検出できるか否かを検討した。

実験方法

1 .試料調製と照射処理

試料は牛レバーを用い，市中で加熱用として販売

されている約7mm厚にスライスされた生レバーを

購入した。牛レバーは，照射前に直径3.5mmのポ

リプロピレン製ストローで突き刺してサンプリング

し，すぐに－ 80℃で凍結した。ストローへの採取

量は 3cmとした。また，スライスされた牛レバー

をポリエチレン袋に入れたものを用意し， 80℃ 

で凍結して照射まで保存した。

照射はコバルト 60を用いて行い，予め冷凍した

試料をドライアイス中に置いてy線照射した。線量

は，線源からの距離を一定（2.6kGy/h）として照
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牛レバーに照射誘導されるラジカルを照射直後に

検出するため，ストローに牛レバーを挿入した状態

で照射した。照射直後，牛レバーはストローと共に

ESR試料管に落とし入れて，液体窒素温度で ESR

測定した。対照として同様に照射した空ストローも

ESR測定した。その結果を， Fig.1に示す。空ス ト

ローおよびストロ一入り冷凍照射牛レバーのスペク

トルを比較すると，大まかに見てピーク位置とスペ

ク トル形状において，両者にほとんど遠いがなく，

ラジカルの多く はポリ プロピレン製ス トローに起因

していることが示唆された。冷凍照射牛レバーのみ

に起因する ESRスペクトルを分離して解析するた

め， Fig.l(a）と l(b）の差スペク トルを求めたのが

Fig. l(c）である。その結果， 10本のピークで線量

増加に伴い強度変化していることが示唆された。ス

トローのスペク トルでは，線量増加によって ESR

ピーク強度が増加するのみならず330mTより高磁

場のと ころで新たなピークが現れていた。 グ後に照射する方法を採用した。しかし，本実験で

Fig. 1では， 冷凍照射牛レバーに生成された照射 用いたストローはポリ プロピレン製であるため，ス

誘導ラジカルを迅速に測定するため， ESR試料管 トロー自体にも照射誘導ラジカルが生成される。つ

に挿入しやすいストローで牛生レバーをサンプリン まり ストロ一入り冷凍照射牛レバーの ESR測定

射時聞を変えて制御し， 1.0kGy, 2.6 kGy, 5.2 kGy, 7.8 

kGy照射した。対照として，牛レバーが入ってい

ない空ストローも照射処理した。本論文では， ドラ

イアイス中に置いて冷凍状態で照射した牛生レバー

を「冷凍照射牛レバー」と記載した。それに対して，

氷上に置いて冷蔵状態で照射した牛生レバーは「冷

蔵照射牛レバー」と記載することにした。

2. ESR測定

ESR試料管は高純度石英製（外径 5mm，内径 4

mm）の試料管を使用した。ESR測定は，日本電子

のXバンドの ESR装置RE-3XまたはJES-X330を

用い，高純度窒素ガスを流してキャビティー内の

結露を防止しながら液体窒素温度で測定した。ESR

illtl定条件は，掃引磁場範囲と掃引時聞を観測領域に

応じて変化させ， 328± 15 mT, 4 minで積算2回，

328 ± 7.5 mT, 2 minで積算 4回 （変調磁場l幅0.5

mT，時定数 1s）または 250± 250 mT, 8 minで

積算4回（変調磁場l幅0.25mT，特定数 0.3s）とし

て，マイクロ波出力 O.OlmWで測定した。

実験結果および考察
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Fig. 1 ESR measurements of raw bovine livers and 

polypropylene straws irradiated in dry-ice. ESR 

spectra obtained from (a) raw bovine livers 

stuffed in the straws, (b) only the straws, and 

(c) raw bovine livers as differential ESR spec仕a

subtracting lb from la. ESR was measured 
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クトルとして間接的に冷凍照射牛レバーのスペク ト

ルを算出することにした。結果的に，吸収線量に

よって変化する冷凍照射牛レバーのピークが現れた

(Fig. l(c））。今回は両試料を同時照射して差スペク

トルを求めたが，個別に照射した場合， 線源からの

距離（吸収線量の遠L、）や照射後経過時間（ラジカ

ル減衰の逮Lミ）などが誤差となって影響するため，

単純に差スペクトルを求める ことはできなかったと

思われる。この結果から，冷凍照射牛レバーの線量

応答性ピークとして複数の候補が見出された。

Fig. 1で間接的に得られた差スペクトルとしての

冷凍照射牛レバーの ESRスペクトルの形状は，冷

蔵照射牛レバーの ESRスペク トル 13）と全く異なっ

ていた。そこで，冷凍照射牛レバーのみに由来する

ESRスペク トルを直接確認するため，ストローな

しの冷凍照射牛レバーでESR測定を行った。牛レ

バーをス トロー中で照射後，牛レバーのみを竹串で

押し出して ESR試料管に封入した。液体窒素温度

でESRitttl定した結果， 328mT付近にメインピーク

とその高磁場側と低磁場側にサイドピークが観察さ

れ（Fig.2），そのスペク トル形状は冷蔵照射牛レバー

で得られたスペク トル 13）とほぼ一致した。メイン

ピーク強度とサイドピーク強度を線量に対してプ

ロッ卜すると，線量増加につれて共にほぼ直線的に

ピーク強度が増加することが確かめられた。さらに，

メインピークとサイドピークの線量応答曲線の傾き

は，冷蔵照射牛レバーの線量応答曲線の傾き ωと

ほぼ一致していた。このことは照射誘導ラジカルの

生成・消滅の結果と して ESR測定された牛生レバー

中のラジカル残存量が照射時の状態（冷凍か冷蔵か）

に依らず等しいことを示唆している。

直接測定された冷凍照射牛レバーの ESRスペク

トル（Fig.2(a））のピークを Fig.l(c）で特定され

たピークに対応させると，線量応答性を示す低磁場

側と高磁場側のサイドピークは，それぞれ Fig.l(c) 

のピーク 2(321.8 mT）とピーク8(333.0 mT）に

相当すると考えられる。ピーク 5(326.4 mT）・ピー

ク6(328.5 mT）・ ピーク 7(330.6 mT）の位置は，

直接測定された ESRスペクトルのメインピークが

現れる磁場強度である。Fig.l(a）と l(b）のメイン

ピークとなる 328mTを中心とするピークでは，通

常 1(a）のピーク強度が大きくなると考えられるの

だが， 実際にはこの部分で逆転現象が起こったため
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では，照射ス トローと照射牛レバーを同時に測定す

ることになり，冷凍照射牛レバーの ESRスペクト

ルと空ス トローのスペクトルが加算されたスペクト

ルが測定されると予想された。そこで，照射した空

ストローのみの ESRスペク トルを測定し， 差スペ
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に見かけ上で現れたピークが 5・6・7と考えられる。

Fig. l(c）のピーク 4(324.7 mT）に相当する直接測

定のピークは検出できていないと考えられる。ピー

ク1(319.8 mT）・ピーク 9(335.1 mT）・ピーク 10

(337.1 mT）は，直接測定された ESRスペク トルの

磁場範囲（320.ふ 335.5mT）の境界領域より外側に

観測されるはずのピークである。これらのピーク強

度は小さいため測定誤差との区別が難しく，その線

量応答性を見出し難Lミと推測される。

冷凍照射牛レバーをそのまま ESR試料管に封入

する手法は，事前にサンプリングした牛レバーが必

要であり，今回は照射誘導ラジカルの ESR検出の

確認のために予めサンフルを用意しておいたので

測定が可能になったが，実用的には実施が困難と

考えられる。そこで，冷凍照射牛レバーの肉塊か

らESR測定する場合に実施可能な手法として，凍

結乾燥法で調製されたサンプルを用いて測定され

るESRスペクトルの形状とピーク強度について検

討した。冷凍照射牛レバーを照射直後に 2～3gの

小肉片として切出し， 凍結乾燥機（アドパンテック

製DRZ350WC）にて 1晩減圧乾燥した。乾燥開始

から 17時間後には，装置の真空計の値は 11Paで

安定したので，試料である牛レバーの乾燥は完了

したと判断した。乳鉢で磨砕した牛レバー粉末を

ESR試料管に 3cmとなるよう封入して，液体窒素

温度でESR測定した。凍結乾燥した冷凍照射牛レ

バーに関して全体的な ESRスペク トルを知るため

O～ 500 mTでESR測定した。測定されたスペクト

ルは示さないが，照射試料および非照射試料のスペ

クトルを比較すると， すべての試料で、g= 5.7 (115 

mT), g = 4.1 (160 mT）と g= 2.0 (330 mT）のピー

クが観察された。しかし，これらのピークで線量応

答性を示しそうなピークは見当たらなかった。そこ

で，牛生レバーで線量応答するサイドピークが観察

された 328mT ± 7.5 mTの領域で凍結乾燥試料の

ESRスペク トルを詳細に測定した。その結果，冷

蔵照射牛レバーおよび冷凍照射牛レバーでサイド

ピークとして観察された磁場範囲では，凍結乾燥試

料のサイドピークの線量応答変化は見られなかっ

た。それとは別に，メインピークの低磁場側の立ち

上がりの部分で変化するショルダーピークが新た

に見出された（Fig.3(a））。凍結乾燥試料で測定さ

れた ESRスペク トルで，メインピーク強度および
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ショルダーピーク強度の線量応答曲線をプロットし

たところ，メインピークでは線量依存性は確認でき

なかったが，ショルダーピークでは線量増加につれ

てピーク強度が増加している傾向が得られた。した

がって，ショルダーピーク強度はメインピークに影

響されず線量応答性を示すピークであり， 323.9～

325.8 mTで変化しているのでFig.1 (c）のピーク 4

に相当するピークであると考えられる。

凍結乾燥した冷凍照射牛レバーで測定されたg=

5.7とg=4.1のピークは，冷凍マグロ肉の ESR測定

でも同様のピークが観察され，それぞれ，高スピン

のメトミオグロビン（Fe3•）と高スピンの非ヘム鉄

(Fe3•）であると指摘されている 14）。本研究ではサ

ンプルが牛レバーで血液が多い臓器であることを考

えると，本来はヘモグロビンのへム鉄（Fe2•）が多

いと考えられる。試料調製時の凍結乾燥と粉砕の操

作によりへム鉄が Fe3• に酸化され，一部がへムか

ら脱離したのかも知れない。冷凍照射牛レバーの凍

結乾燥粉末で計測されたメインピーク (g=2.0）は，

照射した生鮮マンゴーの凍結乾燥粉末を ESR測定

して観察されたメインピーク (g= 2.0）と一致して

おり 11)，主に生物試料が物理的に粉砕された時に

生成する粉砕ラジカルに起因していると考えられ

る。本来はg=2.0の位置には線量応答性の照射誘

導ラジカルも存在するはずであるが，粉砕ラジカル

を一定量に揃えて粉砕することが困難であるため，

凍結乾燥粉末のメインピークは線量依存性を示さな

かったと考えられる。また，冷凍照射牛レバーで線

量依存的に変化した低磁場側（322mT付近）と高

磁場側（333mT付近）のサイドピークだが，凍結

乾燥粉末では線量応答性が消失した。照射した生鮮

マンゴーの凍結乾燥粉末では，粉砕後もサイドピー

クが検出されていた 11）。このことは，冷凍照射牛

レバーでサイドピークとなるラジカル種が，植物性

食品で生成するラジカル種と異なり，乾燥状態で消

失しやすい性質をもつことを示している。一方，メ

インピークの低磁場側の立ち上がり領域（325mT 

付近）に現れるショルダーピークでは線量依存性が

確認された。しかし，ショルダーピークのピーク強

度は，線量の変化量に対してピーク強度の変化量が

小さいため，実用な冷凍照射牛レバーの照射の有無

の判別には利用が難しいと考えられる。

次に，冷凍照射牛レバーを ESR測定に供する試

料作製法として，一度，冷凍牛レバーを解凍して

ストローでサンプリングする手法を検討した。照

射後にストローでサンプリングした冷蔵照射牛レ

バー 13）の照射誘導ラジカル量は，冷凍照射牛レ

ノTー中に残存するラジカル量とほぼ同じであること

が本研究で確認できたので，試料調製を短時間で済

ませることで余分なラジカル減少を防ぐことが可能

と予測した。そこで，冷凍レバーの解凍は流水を用

いて迅速に行うこととして，照射後フリーザーで保

存した冷凍照射牛レバーを用いて，冷凍保存後でも

照射誘導ラジカルを検出可能かという視点で実験を

行った。

冷凍照射牛レバーのスライスを照射後そのまま

-80℃フリーザーで1週間冷凍保存した後に，ポ

リエチレン袋に入れたまま流水に約 30分浸潰して

解凍した。解凍した牛レバーは，未照射ストローを

用いて 3cm分の牛レバーをサンプリングして，ス

トローと一緒に ESR試料管に封入して液体窒素温

度でESR測定を行った。 Fig.4にフリーザ一保存

した冷凍照射牛レバーを 328mT ± 7.5 i:iTの磁場

範囲で掃引した ESRスペクトルを示す。その結果，

328.5 mTを中心としたメインピークとその高磁場

側と低磁場側にサイドピークが観察された。 ESR

測定の数値データから線量応答曲線を求めたとこ

ろ，メインピークでは，線量が増加しでもピーク強

度は僅かな増加しかなかったが，サイドピークでは，

線量増加につれてピーク強度が増加する線量依存性

をT来っていることが石室読！できた。

冷凍保存した牛レバーのピーク強度としては，低

磁場側と高磁場側のサイドピークが共に照射直後

のピーク強度の約 60%に減少していた。この観点

でメインピークを見ると， 7.8kGyで約 2000(a.u.) 

というピーク強度は冷凍照射牛レバー中の照射誘導

ラジカルのピーク強度が 60%になったとして計算

される強度と一致している。しかし，非照射試料の

パックグラウンドが約 1500(a.u.）であるから，そ

の増加量とすると約 30%増加したに過ぎず，メイ

ンピークでの判別は難しいと思われる。一方，サイ

ドピーク強度でOkGyから 7.5kGyへの変化を見る

と，非照射試料のピーク強度の約 2.5倍～ 3.5倍に

増加しており，照射の有無の判別に利用可能と考え

られる。本実験は，解凍作業でラジカルは減少しな

いと予測して実施したが，本当に冷凍保存のみの影

-8ー



冷凍状態で照射した牛生レバーに誘導されるラジカル検出

響と してラ ジカル減少したのか定かではない。しか

し，照射後 1週間冷凍保存した牛レバー中に照射

誘導ラジカルが残存していることだけは明らかであ

り， ESR法でそのラジカルを検出できることが確

認できた。したがって，冷凍状態で照射された牛生

レバーを ESR測定の試料とする時， 実施可能な試

料調製法として流水解凍法が利用できると考えられ

る。

以上の結果から，冷凍照射牛レバーでは，解凍処

理後にサンプリングして液体窒素温度で ESR測定

することで，照射の有無の判別が可能で、あることが

示唆された。牛レバーの解凍から液体窒素温度での

ESR測定までは，比較的短時間で実施可能なので

スクリ ーニング法として有用と考えられる。
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牛生レバーをドライアイス中でガンマ線照射した

後，牛レバー中の照射誘導ラ ジカルを液体窒素温度

のESR測定で検出した。その結果，冷凍状態で照

射された牛レバーには，照射誘導ラジカルが残存し

ていることが明らかとなった。その時の ESRスペ

クトルの線形性とピーク強度の線量応答性は，冷蔵

状態で照射された牛生レバーで ESR測定された結

果とほぼ一致した。冷凍状態で照射された牛生レ

ノTーに対して ESR検知法を実際に適用する場合を

想、定し，試料の凍結乾燥処理または解凍処理を行っ

てESR測定を試みた結果，どちらの試料調製法で

も線量依存的に変化するピークが検出できることが

分かつた。照射後 1週間冷凍保存した後に解凍処理

した試料でも照射誘導ラジカルのサイドピークが確

認できた。したがって，冷凍状態で照射・保存され

た牛生レバーでは少なくとも 1週間は ESR検知法

が適用可能で、あることが示唆された。

-9一

t:::. 
目

放射線の高い透過性を利用すると，牛レバーを包

装後に生のままで安全に殺菌できると考えられる。

これまでに冷蔵状態の照射牛生レバー中のラジカル

を電子スピン共鳴法で検出できた。しかし，実用的

には冷凍状態で照射されることが考えられるので，

照射された冷凍牛生レバーについて様々な試料調製

法を用いてラジカル検出を試みた。予めス トローに

牛生レバーを詰めて照射した試料の ESRスペクト
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ルと，単独で、照射したストローの ESRスペクトル

の差スペクトルから照射応答するピークが見出され

た。一方，冷凍牛レバーのみを試料管に挿入して

ESR測定したと乙ろ，メインピークとその低磁場

側と高磁場側に存在するサイドピークを検出でき，

ほぼ直線的な線量応答が確認できた。牛生レバーの

凍結乾燥粉末の ESR測定ではサイドピークが消失

し，ショルダーピークに変化が見られた。冷凍状態

で照射した牛生レバーのラジカルが冷凍保存後でも

検出可能で、あるか確認するため，照射後7日間，冷

凍保存した牛レバーを流水解凍して検体を作製して

ESR測定した。その結果，照射誘導ラジカルが検

出可能であることが明らかとなり，線量応答性も確

認できた。したがって， ESR法は冷凍状態で照射

された牛生レバーに対して照射の有無を判別する検

知法として利用可能と考えられる。液体窒素混度で

のESR法は，牛レバーの解凍から測定まで短時間

で実施可能なのでスクリーニング法として有用と考

えられる。
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