
  
  大阪府におけるヒスタミン検査事例について

  誌名 食品衛生学雑誌
ISSN 00156426
著者名 粟津,薫

高取,聡
柿本,幸子
野村,千枝
昌山,敦
山口,瑞香
柿本,葉
梶村,計志

発行元 [日本食品衛生学会]
巻/号 58巻1号
掲載ページ p. 43-48
発行年月 2017年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



February 2017 43 

調査・資料

大阪府におけるヒスタミン検査事例について
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Detection of Histamine in Fish and Fishery Products in Osaka Prefecture (Fiscal 2015 Report) 
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Mizuka YAMAGUCHI, You KAKIMOTO and Keiji KAJIMURA 
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1 3 69, Nakarnichi, Higashinari-ku, Osaka 537-0025, Japan; 

* Corresponding author 

Histamine food poisoning is caused by ingestion of spoiled fish containing high levels of hista-

mine. This paper reports cases in which histamine was detected in Osaka prefecture in fiscal year 
2015 in a survey of fish and fishery products on the market and the food poisoning. A suspected 
case of histamine food poisoning was also evaluated to investigate the cause and minimize further 
problems. Histamine in food was separated on SPE cartridge columns, and analyzed after de-
rivatization with fluorescamine by means of HPLC-FL. Histamine was detected in some fishery 
products on the market and in food that had caused poisoning. The samples in which histamine was 
detected were semi-dried whole round herring (Urumeiwashi・maruboshi), mackerel (Saba) and 

sardine dumpling (Iwashi・tsumire).These foods were the main causes of histamine food poisoning 
according to the report of the Ministry of Health, Labour and Welfare, Government of Japan. 

(Received August 26, 2016) 
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緒百

ヒスタミンは，食品に含まれるアミノ酸の一種であるヒ

スチジンが，ヒスタミン生成菌が有するヒスチジン脱炭酸

酵素の作用で分解されて生成する．ヒスタミンによる食中

毒は，ヒスタミンが高濃度に蓄積した食品を摂取すること

により，食後数分～30分程度で顔面紅潮，口部灼熱感，

頭痛，じんましんなどの症状を発症するが，重症に至るこ

とは少なく抗ヒスタミン剤の投与により速やかに回復する

とされる．ヒスタミンによる食中毒の主な原因食品は遊離

ヒスチジン含有量の高いまぐろ類，かつお類，さば類など

の魚類であり，これらの魚類はヒスタミン生成菌の増殖に

より高濃度のヒスタミンが蓄積される場合がある．蓄積さ

れたヒスタミンは加熱により分解されないため，ヒスタミ

ンを高濃度に蓄積した魚類は加熱調理を十分に行っても，

食中毒を発症するおそれがある．ヒスタミンの生成には細

菌が関与するが食中毒の直接的な原因はヒスタミンである

＊連絡先 awazu@iph.pref.osaka.jp 
大阪府立公衆衛生研究所：干537-0025大阪市東成区中道

1 3 69 

ため，厚生労働省が公表する食中毒統計ではヒスタミンに

よる食中毒を化学性食中毒に分類している．平成22～27

年の日本囲内におけるヒスタミンによる食中毒の発生件数

は年間6～13件程度であったが，患者数は年間30～400名

程度と大きく聞きがあり，給食施設における食中毒の発生

による患者数の顕著な増加が見られた＊1.

国際的な食品規格を定めるコーテゃツクス委員会は，遊離

ヒスチジン含有量の高い魚類を原料に使用した製品を対象

に，個別の食品規格の中で製品中ヒスタミン濃度の上限値

を定めている．冷凍品や缶詰などの水産加工品は腐敗基準

を10mg/100 g，衛生および取扱基準を20mg/100 gに定

めているが，発酵食品である魚醤は腐敗基準がなく，衛生

および取扱基準を40mg/100 gに定めている＊2. そのほか，

アメリカ合衆国， EU，カナダ，オーストラリア・ニュー

キ1厚生労働省食中毒食中毒統計・調査結果過去の食中毒
事件一覧http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html#j4-3 

*2 CODEX STAN 36-1981, 70-1981, 94-1981, 119-1981, 165-
1989, 166-1989, 190-1995, 236-2003, 244-2004, 302-2011, 
311-2013 http・：／／www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/
standards/list-of-standards/en/ 
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ジーランド食品基準局（FSANZ）などで，対象食品およ

び規制値は異なるが，魚類の品質管理や食中毒の発生防止

を目的として製品中ヒスタミン濃度が定められている1).

一方，日本国内に流通する食品に対する規制値は定められ

ておらず，ヒスタミンによる食中毒の発生時には，不衛生

食品の販売などの禁止を定めた食品衛生法第6条に基づく

措置が講じられる．

大阪府では，食中毒対策のための実態調査を目的とし

て，大阪府食品衛生監視指導計画（以下，監視指導計画）

に基づく市場流通品のヒスタミン検査を，大阪府立公衆衛

生研究所（以下，当研究所）および大阪府中央却売市場食

品衛生検査所（以下，市場検査所）で実施している．また，

府保健所などからの依頼に基づき，有症事例の原因究明や

再発防止を目的とした検査を当研究所で実施している．

平成27年度は，監視指導計画に基づく買い上げ検査お

よび市場検査所実施分の確認検査，有症事例に関連した検

査を当研究所で実施したので報告する．なお，各検査事例

の概要や措置内容の一部は，自治体や事業者の公表情報に

基づき記載したが，出典については公表期間経過のため不

記載とした．

実験方法

既報2）を一部改変した方法で、行った

1. 試薬

標準品：和光純薬工業（株）製特級品のヒスタミン二塩酸

塩を用いた．ヒスタミンとして2,000μg/mLになるように

0.1 mol/L塩酸溶液に溶解して定容し標準原液を調製し

た標準原液を適宜採取し， 0.1mol L塩酸溶液で定容し

て検量線用標準溶液を調製した

試薬：メタノ｝ルおよびアセトニトリルは和光純薬工業

（株）製高速液体クロマトグラフ用，アセトンは和光純薬工

業（株）製残留農薬・ PCB試験用濃縮5000，フルオレスカ

ミンは和光純薬工業（株）製，そのほかの試薬は和光純薬工

業（株）製特級品を用いた．水はメルクミリポア社製MQ-

Advantage AlOにより精製して用いた．

0.1 mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）：リン酸二水素ナトリ

ウム2水和物7.8gと，リン酸水素二ナトリウム 12水和物

17.9 gを水に溶解し，全量を 1,000mLとした

0.05 mol/Lリン酸緩衝液および0.025mol/Lリン酸緩衝

液： 0.1mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8）をそれぞれ水で2

倍および4倍に希釈し調製した

0.2 mol/Lホウ酸緩衝液（pH9.0）：ホウ酸1.23gを水

85mLに溶解し， lmo旧」水酸化ナトリウム溶液でpH9.0 

に調製後，水で全量を lOOmLとした．

0.05 mol/L酢酸緩衝液（0.005mol/Lテトラブチルアン

モニウムブロミド含有， pH6.6）：酢酸ナトリウム 4.1gを

水800mLに溶解し， 30%酢酸溶液でpH6.6に調整した

ものに，テトラブチルアンモニウムブロミド1.61gを溶解

し，水で全量を 1,000mLとした

固相抽出カラム： ODSはウォーターズ社製Sep-Pak⑧

食衛誌 Vol.58, No. 1 

Plus C18 360 mgを， sexはアジレント・テクノロジ一

社製BondElutR Jr. SCX 500 mgを用いた. ODSの下部

にsexを連結し，あらかじめメタノール5mL，水5mL,

0.1 mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8) 5 mLの順にコンデイ

ショニングしたものを用いた．

メンブランフィルター：アドパンテック東洋（株）製

DISMICR （親水性PTFE13 mm¢ 0.2 μm）を用いた．

2. 装置

フードプロセッサーはパナソニック（株）製MKK61,

高速ホモジナイザーはKINEMATICA社製ポリトロン⑧

PTlO・35GT，高速振とう機は東京理化器械（株）製CM-

1000，遠心分離機は久保田製作所（株）製Model5922, 

pHメータ｝は堀場製作所（株）製F・52を用いた．

高速液体クロマトグラフおよび蛍光検出器は，ウォー

ターズ社製e2695システムおよびFL2475を用いた．

3. 測定条件

分析カラム： InertsilODS・35ドm4.6mmi.d.×150mm 

(GLサイエンス（株）），カラム温度： 40℃，流速： 1.0

mL/min，注入量： 20μL，移動相： A液0.05mol/L酢酸緩

衝液（0.005moνLテトラブチルアンモニウムブロミド含有，

pH 6.6), B液アセトニトリル，グラジエント条件： B液30%

(0-9 min）→80% (11-12 min）→30% (12.1-18 min），蛍

光検出：励起波長390nm，蛍光波長480nm

4. 測定溶液の調製

均質化した試料5gを50mL容のポリプロピレン製遠沈

管に採取し， 5%トリクロロ酢酸溶液20mLを加えて，高

速ホモジナイザーで粉砕抽出した. 4℃， 5,000 rpmで10

分間遠心分離し，上清を採取した．残留物に5%トリクロ

ロ酢酸溶液20mLを加えて，高速振とう機で5分間振とう

抽出し， 4℃， 5,000rpmで10分間遠心分離したものの上

清を採取した．得られた上清を合わせてろ紙（No.5A) 

によりろ過し 5%トリクロロ酢酸溶液で50mLに定容

し，抽出液とした．

抽出液lOmLをポリプロピレン製遠沈管に採取し

1 mol/L水酸化ナトリウム溶液で、pH5～8に中和後， 0.1

mol/Lリン酸緩衝液（pH6.8) 10 mLを加えて希釈した．

希釈した抽出液を4℃， 5,000rpmで10分間遠心分離し

その上清をODSの下部にsexを連結したカラムに負荷し

た 0.05mo旧」リン酸緩衝液（pH6.8) 10 mLでカラムを

洗浄した後， ODSを取り去り， 0.025molιリン酸緩衝液

(pH 6.8），水およびメタノール各lOmLの順でsexを洗

浄した. 28%アンモニア水ーメタノール（5:95) 10 mLで

ヒスタミンを溶出し， 40℃の水浴上で減圧乾国後，残誼を

O.lmoνL塩酸溶液2mLに溶解し試験溶液とした

ポリプロピレン製試験管に0.2mol/Lホウ酸緩衝液（pH

9.0) 2 mLを分注し，検量線用標準溶液または試験溶液50

件を加えて混合した後， 0.3%フルオレスカミン・アセト

ン溶液0.2mLを加えて，直ちに澄明な溶液になるまで混

合することにより，誘導体化を行った．これをメンブンラ

ンフィルタ｝でろ過し測定溶液としたヒスタミン濃度



高濃度のヒスタミンが検出されたため，

査を実施した

2）試料

うるめいわし丸干し2検体をそれぞれフードプワセッ

サーで粉砕・均質化したものを試料とした．

3）結果

各検体から 250, 359陪lgのヒスタミンを検出した検

体のうるめいわし丸干し1匹あたりの重量は約Sgであり，

1匹あたりのヒスタミン量に換算すると各検体につき 2.0,

2.9mgのヒスタミンが含まれていた．

本事例では，食中毒発生の未然防止のため，

実施された

2. 有症事例に関連した検査

2.1 事例1

1）概要

平成27年5月，販売店で購入したうるめいわし丸干し

を購入翌日に家庭内で加熱調理，成人2名がそれぞれ1匹

または2匹を喫食した 2匹を喫食した者が，喫食時に舌

を刺すようなピリピリとした違和感を感じ，約20分後に

じんましんを発症した府保健所からの依頼に基づき，当

研究所で検査を実施した

2）試料

喫食者の家庭内で常温保管されていた加熱調理済の喫食

残品1検体，冷蔵保管されていた未加熱保管品の1検体を

それぞれフードプロセッサーで粉砕・均質化したものを試

料とした

3）結果

加熱調理済の喫食残品から 4,800問lg，未加熱保管品か

ら2,800問lgのヒスタミンを検出した（Table2）.加熱調

理済のうるめいわし丸干し1匹あたりの重量は約 13gで、あ

り， 1匹あたりのヒスタミン量に換算すると 62mgのヒス

タミンが含まれていた．また，未加熱保管品の1匹あたり

の重量は約14gであり， 1匹あたりのヒスタミン量に換算

すると 39mgのヒスタミンが含まれていた

喫食者の症状および検査結果から，本事例はヒスタミン
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当研究所で確認検

大阪府におけるヒスタミン検査事例について

の高い試験溶液については， 0.1mol/L塩酸溶液で適宜希

釈したものを誘導体化し，測定溶液とした

5. 定量試験

ヒスタミンとして5～100同／mLの濃度範囲内で検量線

用標準溶液を調製し検量線を作成した．ピーク面積を用

いる絶対検量線法により定量した

定量下限値（LOQ）は， SIN比10以上を満たす検量線

範囲内の濃度とし，試験溶液中ヒスタミン濃度5問／mL

（試料中ヒスタミン濃度10問／g）とした

February 2017 

自主回収が果

監視指導計画に基づく検査

1.1 買い上げ検査

1）事例の概要

平成27年度大阪府食品衛生監視指導計画に基づく検査

実施計画に従い，市場流通品のヒスタミン濃度の実態調査

を目的として，魚類および水産加工品のヒスタミン検査を

実施した．試料は，大阪府健康医療部食の安全推進課が，

厚生労働省公表の食中毒統計を参考にヒスタミンによる食

中毒の発生頻度の高い魚類および水産加工品を選定し，大

阪府域（大阪市，堺市，豊中市，高槻市，枚方市，東大阪

市を除く）のスーパーなどの店頭で20検体を購入し，当

所に搬入した．

2）試料

刺身などの生食用鮮魚類6検体，聞き干しおよびみりん

干しなどの魚類加工品 12検体，魚類の油漬缶詰2検体の

筋肉部をそれぞれ採取し，フードプロセッサーで粉砕・均

質化したものを試料とした．

3）結果

いずれの検体からもヒスタミンは検出されなかった

(Table 1). 

1.2 市場検査所実施分の確認検査

1）事例の概要

平成27年9月，市場検査所で魚類および水産加工品の

ヒスタミン検査を実施した結果，うるめいわし丸干しから

≪：士
耶口

1. 

Concentration of histamine in fish and fish巴ryproducts in the market Table 1. 

Histamine （同／g)

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
 

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
 

Number of samples 

1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
2
1
2
 

Fresh yellowfin tuna fillet (Kihadamaguro-sashimi) 

Fresh young yellowfin tuna fillet (Kihadamaguro-yougyo-sashimi) 

Fresh albacore fillet (Binnagamaguro-sashimi) 

Fresh bluefin tuna fillet (Kuromaguro-sashimi) 

Seared bonito fillet (Ka旬uo-tataki)
Mild salted and semi dried Split horse mackerel (Maaji-hirakiboshi) 

Mild salted and semi dried Split pacific saury (Sanma-hirakiboshi) 

Mild salted and semi dried Split atka mackerel (Shimahoxtuke-hirakiboshi) 

Mild salted and semi dried Split mackerel (Saba-hirakiboshi) 

Mild salted and semi dried Split barracuda (Kamasu-hirakiboshi) 

Semi-dried mackerel fillet seasoned with swe巴tcooking rice wine (Saba-mirinboshi) 

Semi-dried pacific sauey fillet seasoned with sweet cooking rice wine (Sanma“mirinboshi) 

Canned yellowfin tuna chunks in oil (Kihadamaguro-aburazuke) 

Fish and fishery product 

間：＜10ドgig
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Table 2. Histamine food poisoning case 

Number of 
Histamme 

Case Implicated foods Serving place patients Symptoms Sample 
(μgig) 

per ingesters 

Semi dried whole round herring 
Home 1/2 

Tongue numbness, Cooked 4,800 

(Urumeiwashi・maruboshi) urticaria Uncooked 2,800 

Facial flushing, headache, 
Fillet, cooked (salt-grilled) 1,266 

2 Mackerel (Saba) Nursery school 8/103 Fillet, uncooked 2,423 
urticaria 

Fresh, uncooked ①，②，③ ND 

3 
Sardine dumpling Nursery school, 

65/612 
Facial flushlng, urticaria, Same lot number as the cause food* 958 

(Iwash1-tsumire) kindergarten pruntus, ton伊 enumbness Different lot number ①，②，③ ND 

ND：く10μgig 

* Histamine content of the causalおodtested by the other local government agency; 930, 760, 820 μgig. 

を原因とする食中毒と断定された．また，うるめいわし丸

干しの製造施設を所管する自治体が，製造施設に保管され

ていた出荷前の製品（原因食品と同一ロットの製品）を検

査したところ， 2,850問／gのヒスタミンを検出したことか

ら，製造施設には食中毒の原因施設として3日間の営業停

止命令とともに，同時期に製造されたうるめいわし丸干し

の回収命令が出された

2.2 事例2

1）概要

平成27年9月，保育園で調理した給食のさばを，未就

学児を含む103名が喫食し，うち8名が喫食直後から 1時

間程度で顔面紅潮，頭痛，じんましんを発症した給食で

提供されたさばは，納入業者が丸魚の生さばをさばいて切

身に加工したものを保育園に納入し保育園が調理したも

のであった調理前の温度管理については，納入業者およ

び保育園でそれぞれ冷蔵保管されており，適切な温度管理

が実施されていた府保健所からの依頼に基づき，保育園

で冷凍保管されていた調理済み品のさば塩焼きおよび未調

理のさば，納入業者で冷蔵保管されていた出荷前の生さば

について，当研究所で検査を実施した

2）試料

保育園で冷凍保管されていたさば塩焼き（切身，加熱調

理済） 1検体および未調理のさば（切身，未加熱） 1検体，

納入業者で冷蔵保管されていた出荷前の生さば（丸魚，未

加熱）①，②，③の3検体について，切身の検体はそのま

まを，丸魚の生さばはさばいた後の筋肉部をそれぞれフー

ドプロセッサーで粉砕・均質化したものを試料とした．な

お，出荷前の生さばは3検体とも保育園への納入品と同じ

日に仕入れられた同一ロットの製品であり， 1検体あたり

の重量（丸魚）は約500gで、あった．

3）結果

さば塩焼き（切身，加熱調理済）から 1,266問／g，未調

理のさば（切身，未加熱）から 2,423同／gのヒスタミンを

検出した生さばは3検体ともヒスタミンを検出しなかっ

た（Table2）.切身1切れあたりの重量は約40gで、あり，

1切れあたりのヒスタミン量に換算すると，さば塩焼き

（切身，加熱調理済） 1切れに51mg，未調理のさば（切

身，未加熱） 1切れに97mgのヒスタミンが含まれてい

た．

本事例は，ヒスタミンを原因とする食中毒であると断定

されたが，食品中でヒスタミンが蓄積した経緯は不明であ

り，原因施設の特定には至らなかった

2.3 事例3

1）概要

平成28年2月，府外に所在する保育園および幼稚園

（計3か所）で調理した給食（いわしのつみれ汁）を，未

就学児を含む計612名が喫食し，うち65名が喫食直後か

ら顔面紅潮，発疹，かゆみ，舌先のしびれを発症した．各

施設を所管する自治体が調理済み保存食3検体を検査した

結果，それぞれ930,760, 820問／gのヒスタミンを検出し

た．調査の結果から，本事例はヒスタミンを原因とする食

中毒と断定され，所管自治体は各施設から調理業務を委託

されていた給食会社に対し， 2日または3日間の営業停止

を命じた

給食で提供されたいわしのつみれは，同一販売業者の製

品であった．給食で提供されたものと同一ロットのいわし

のつみれと，異なる 3種類のロットの同製品の計4製品に

ついて自主回収が実施された．また，これらの製品は府内

の製造施設で製造されており，府保健所からの依頼に基づ

き，自主回収の対象となった4製品についての検査を当研

究所で実施した

2）試料

製造施設で冷凍保管されていた出荷前のいわしのつみれ

について，給食提供品と同一ロットの製品1検体と，異な

る3種類のロットの製品①，②，③の3検体を，それぞれ

フードプロセッサーで粉砕・均質化したものを試料とし

た．

3）結果

給食提供品と同一ロットの製品から 958同／gのヒスタ

ミンを検出し，製造施設を所管する自治体が検査した調理

済保存食3検体と同程度のヒスタミン濃度であった（Ta-

ble 2）.つみれ1個あたりの重量は約10gで、あり， 1個あ

たりのヒスタミン量に換算すると 9.6mgのヒスタミンが

含まれていた給食提供品と異なる3種類のロットの製品

はヒスタミンを検：出しなカミった．

製造施設で保管されていた，給食提供品と同一ロットの
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製品に高濃度のヒスタミンが検出されたことから，当該製

品がヒスタミン食中毒の原因食品であると明らかになっ

た製造施設を所管する保健所から製造施設に対し， 3日

間の営業停止と同一ロット製品の回収命令が出された

また，製造業者がつみれ以外のいわし関連製品を調査し

た結果，いわしすり身から 1,090問lgのヒスタミンが検出

された高濃度のヒスタミンが検出された製品は，使用さ

れた原料のロットが同一であることが判明したため，原料

のヒスタミン汚染を疑い，当該ロットの原料を使用した製

品を対象に自主回収が実施された．

考察

魚類におけるヒスタミンの生成には複数の要因が関与す

るとされており，筋肉中のヒスタミンの前駆物質である遊

離ヒスチジン含有量，体表面や腸管内に存在するヒスタミ

ン生成菌の種類および菌数，水揚げされてから喫食される

までの流通，加工，調理などの全工程における細菌汚染，

保管温度，保管時間などの影響を受けて，各個体や部位ご

とにヒスタミン濃度のばらつきが生じると考えられてい

る．また，食中毒の発症にはヒスタミンに対する感受性の

個人差が影響することが知られている．これらの理由が，

発症率のばらつきや喫食残品のヒスタミン含有量と有症者

が実際に摂取したヒスタミン量に差異が生じる原因とな

り，正確な中毒量の把握やヒスタミンの生成原因の解明の

困難さを招いている．

代表的なヒスタミン生成菌は，腸内細菌科のMargαnel-

lα morgαnii，海洋由来の細菌であるPhotobαcterium

dαmselae, Photobαcterium phosphoreumなどが挙げら

れるが，増殖の至適温度がM.morgαniiは37℃付近， P.

dαmselaeは30～35℃付近であるのに対し， P.phosphore-

umでは20℃付近にあり 2.5℃でも増殖可能であることか

ら，長期間の冷蔵保管におけるヒスタミンの生成に注意が

必要である3)_

平成22～27年の食中毒統計（厚生労働省公表）による

と，ヒスタミンによる食中毒の原因魚類の上位にはさば，

いわしまぐろなどのいわゆる赤身魚が挙げられていた．

また，原因食品は干物，漬け焼き，フライ，つみれなどの

水産加工品や調理品による事例が多く，加工および調理工

程における衛生管理の不備により高濃度のヒスタミンが蓄

積したのではないかと考えられた今回報告した検査事例

においてヒスタミンを検出した検体は，うるめいわし丸干

しさば，いわしのつみれであり，いずれも統計上ヒスタ

ミンによる食中毒の原因食品の上位に挙げられるもので

あった．

日本国内の食中毒事例における食品中のヒスタミン濃度

および概算の喫食量に基づき算出したヒスタミンの中毒量

は，成人1人あたり 22～370mgと報告されている4)_

FAO/WHO合同専門家会議は ヒスタミンの経口摂取に

よる NOAELである健康な成人1人あたり 50mgを食中毒

の発症の闘値としており， 1食あたりの最大喫食量250g

を基に，有害な影響が認められないとされる食品中ヒスタ

ミンの最大濃度を200阿倍（原典単位はmg/kg）と定めて

いる5）＿経口摂取されたヒスタミンは，ヒトの腸管に存在

するジアミンオキシダーゼやヒスタミン－N－メチルトラン

スフエラーゼなどの酵素により代謝されるため，ヒスタミ

ンに対する感受性の個人差は酵素の機能障害に起因す

る5）.酵素の阻害作用を有する医薬品の服用や体重の少な

い小児の場合，発症の闘値である 50mgよりも少ない量

のヒスタミンの摂取による食中毒の発症が考えられる．ま

た実際の食中毒事例ではヒスタミンと同様にアミノ酸か

ら生成されるカダペリン，プトレスシンなどが食品から検

出されるため，これらのアミン類によるヒスタミン代謝酵

素の阻害がヒスタミンの毒性発現に関与する6）.今回報告

した有症事例では，いずれの事例においても顔面紅潮，発

疹（じんましん），かゆみ，頭痛などのヒスタミンによる

食中毒に典型的な症状を呈していた．各事例における喫食

品と検査検体のヒスタミン濃度が同程度であると仮定して，

調理品（喫食残品）および未調理品（未加熱品）のヒスタ

ミン含有量から喫食者のヒスタミン摂取量を推定した．事

例1のヒスタミン摂取量は，うるめいわし丸干し2匹を喫

食した有症者が78～ 124mg, 1匹を喫食し発症しなかっ

た者が39～62mgと推定された事例2はさばの切身1切

れを喫食したときのヒスタミン摂取量は51～97mgと推

定された．事例3は喫食量が公表されていないが，いわし

のつみれ1個あたりに7.6～9.6mgのヒスタミンが含まれ

ていたため， 6～7個程度を喫食した場合に発症の闘値で

ある 50mgに達すると推定された．今回はヒスタミンの

みの分析でありほかのアミン類の影響は不明であるが，事

例1のうるめいわし丸干し1匹を喫食の場合，成人による

発症の闘値付近のヒスタミンの摂取であるので，食中毒を

発症しなかったのではないかと考えられた．事例2および

3の有症者には未就学児が含まれており，発症の闇値付近

またはそれより少ないヒスタミンの摂取により発症した可

能性が考えられた．

水産加工品の場合，加工方法や製造環境の影響による製

品へのヒスタミンの蓄積が指摘されている．内臓を除去せ

ずに魚類を保存，加工する場合，腸管内で増殖したヒスタ

ミン生成菌が腸管の自己消化により筋肉内へ移行し，ヒス

タミンを生成，蓄積するため，内臓を除去した場合よりも

高濃度のヒスタミンを蓄積する恐れがある3）.また，干物

や魚肉すり身などの水産加工品は，加工工程でヒトの手や

製造環境からの細菌汚染を受ける機会が多く，その聞の低

温保持が難しいため，鮮魚に比べてヒスタミン生成菌によ

る汚染を受けやすいと報告されている7）.事例1のうるめ

いわし丸干しは，内臓ごと加工された製品であること，出

荷前の製品から高濃度のヒスタミンが検出されたことか

ら，腸管由来のヒスタミン生成菌によるヒスタミンの蓄積

や加工工程における衛生管理の不備が疑われた事例3の

いわしのつみれは，出荷前の製品やその原料から高濃度の

ヒスタミンが検出されたため，原料から製品の加工に至る
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いずれかの工程での衛生管理の不備が疑われた．

事例2は， 1尾の重量が約500gの生さば（丸魚）を約

40 gの'1JJ身に加工，調理したものを給食に提供していた

加工する際の廃棄率を 50%と仮定すると81,103個の切身

に加工するために約 17尾の生さばを使用したと推定され

た．出荷前の生さばからはヒスタミンが検出されなかった

ため，加工された生さばのうちヒスタミンに汚染されたも

のは少数であったのではないかと考えられた．そのため，

実際には高濃度のヒスタミンが蓄積した切身の喫食者は少

なく，喫食者103名に対して有症者が8名という低い発症

率（7.8%）に至ったと考えられた．

結論

平成27年度に当所で実施したヒスタミン検査事例を報

告した検査の結果，市場流通品の一部および有症事例の

検体からヒスタミンを検出したヒスタミンを検出した検

体は，うるめいわし丸干しさば，いわしのつみれであっ

たいずれの有症事例もヒスタミンによる食中毒に典型的

な症状を呈しており，原因食品から高濃度のヒスタミンが

検出された
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平成 27年度に当研究所で実施したヒスタミン検査事例

を報告する．本年度は，食中毒対策を目的とした実態調査

として市場流通品の検査と 有症事例の原因究明や再発防

止を目的とした原因食品の検査を実施したいずれの検査

も回相抽出カートリッジカラムを用いた精製後， HPLC-

FLによる誘導体化ヒスタミンの定量分析を実施した．そ

の結果，市場流通品の一部および有症事例の検体からヒス

タミンを検出した．ヒスタミンを検出した検体は，うるめ

いわし丸干しさば，いわしのつみれであり，いずれも厚

生労働省が公表する食中毒統計において，ヒスタミンによ

る食中毒の原因食品の上位に挙げられるものであった
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