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ノート

乾しいたけの水戻しおよび牛肉の加熱調理による放射性セシウム量の変化

(平成24年7月26日受理)

鍋師裕美* 堤 智昭 蜂須賀暁子 松田りえ子

Variation in Amount of Radioactive Cesium before and after Cooking of Dry Shiitake and Beef 

Hiromi NABESHI*， Tomoaki TSUTSUMI， Akiko HACHISUKA and Rieko MATSUDA 

National Institute of Health Sciences: 

1-18-1 Kamiyoga， Setagaya-ku， Tokyo 158-8501， Japan; 

* Corresponding author 

We investigated the change ofradioactive cesium content in food due to cooking in order to esti-

mate the internal radiation exposure due to from radioactive materials in food. Our results revealed 

that soaking dry shiitake in water decreased the radioactive cesium content by about 50%， com司

pared with that present in uncooked shiitake. Radioactive cesium in beef was decreased by about 

10%， 12%，60-65% and 80% by grilling， frying， boiling and stewing， respectively， compared to un-

cooked beef. For cooked beef， the decrease in the ratio of radioactive cesium was significantly differ-

ent among the types of cooking. The decrease ratio of radioactive cesium in boiled and stewed beef 

was 8 times higher than that in grilled and fried beef. 

(Received July 26， 2012) 

Keywords: 放射性物質汚染食品radioactivematerial contaminated food;放射性セシウム radioac-

tive cesium;調理変化;variation by cooking;しいたけshiitake;牛肉beef

緒 Eヨ

平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電

所の事故により，放射性物質が環境中に放出され，それに

伴って食品の放射性物質汚染が発生した.特に，放出量の

多い放射性ヨウ素(代表核種ヨウ素131)や放射性セシウ

ム(代表核種セシウム 134および137)が事故当初大きな

問題となったが，半減期の短い放射性ヨウ素(最も半減期

の長いヨウ素131で8.02日)1)はすでに減衰して環境中か

ら検出されておらず*1 事故から 1年以上経過した現在に

おいては，半減期の長いセシウム 134(半減期2.06年)1)

およびセシウム 137(半減期30.17年)1)が食品汚染の主な

原因核種となっている.放射性セシウムによる内部被ばく

によって生じる健康への影響を最小限にとどめるために

は，実際の食事から摂取される放射性物質の量を推定・把

握することが重要である.また，放射性セシウムの基準値

を超過した食品が流通しないよう，出荷前の検査の実施

と，その結果に基づく出荷制限などの措置によって，適切

*連絡先 nabeshi@nihs.go.jp 
国立医薬品食品衛生研究所:〒158-8501 東京都世田谷区

上用賀 1-18-1
判食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する Q&Aにつ

いて，食安基発0705第1号，厚生労働省(平成24年7月5

日)

に規制することも必要である.平成24年4月1日より施行

された食品中の放射性セシウムの基準値は，放射性セシウ

ム以外の半減期が1年以上の核種(ストロンチウム 90，プ

ルトニウム，ルテニウム 106)の影響も考慮に入れたうえ

で設定されており，一般食品で100Bq/kg，牛乳・乳児用

食品で50Bq/kg，飲料水で10Bq/kgとなっている*1. * 2 

一方で，われわれは食品を原材料のまま摂取するより調

理した状態で摂取する場合が多いことから，その過程で生

じる放射性物質量の変化を把握することは，食品から摂取

される放射性物質量を推定するために重要で、ある. しか

し調理・加工によって生じる放射性物質量の変化に関す

る情報は十分に蓄積されていないのが現状である 2)叫.

また現在，各都道府県などが出荷前検査を行っているこ

とから，基準値を超過する食品が市場に流通することは少

ないと考えられるものの，不安を払拭しきれない消費者が

多く存在していることを踏まえると，調理影響に関する情

報は，食品をより安全に摂取するための方法論の構築に活

用できる基礎データとなり，国民の食に対する安心獲得に

もつながるものと考えられる.

本 2食品中の放射性物質の新たな基準値について，厚生労働省医

薬食品局 食品安全部基準審査課
http://www.mhlw.go・jp/topics/bukyoku/iyakuJsyoku・anzen/
iken/dl/120117-1-03-01.pdf 



用いた揚げる調理には，放射性セシウム濃度が約

4，800 Bq/kgの牛肉を約 1cmの厚さ，縦2X横2cmの大

きさに切り出し，醤油と水を 1・1で混合した調味液に 1

日間浸漬したものを用いた(浸漬後の午肉中放射性セシウ

ム濃度:約3，100Bq/kg). 煮込む調理には，放射性セシ

ウム濃度が約4，800Bq/kgの牛肉を約 1cmの厚さ，縦2X

横2cmの大きさに切り出し 10%食塩水に7日間浸漬し

たものを用いた(浸漬後の牛肉中放射性セシウム濃度:約

850 Bq/kg). 

2. 機器・器具

調理前後の食品中の放射性セシウムの測定には，ゲルマ

ニウム半導体検出器 (Canberra社製， GC4019，相対効

率36.3%) を用いたまた，測定容器はポリプロピレン

製のU8容器(内径48.0mm) を用いた. 9核種混合標準

体積線源は(社)日本アイソトープ協会より購入した

3. ゲルマニウム半導体検出器測定条件

ゲルマニウム半導体検出器での試料中のy線測定の際に

は，試料量が十分に確保できた牛肉についてはU8容器の

高さ 5cmまで試料を充てんし，試料重量を測定した.調

理による容積の変化や試料量が少ないために全量の試料を

U8容器に充てんしても高さが5cmに満たない場合は，全

量充てんした際の高さおよび試料重量を測定した. U8容

器を汚染防止のためにビニール袋に入れ，検出器の中心に

設置した後，解析ソフトウェアー(ガンマエクスプロー

ラー， Canberra社製)上で試料の高さ，密度(直径

48.0 mmのU8容器に 5cmの高さまで、水を入れた際の重

量である 90gで試料重量を除した値)，母材および測定時

聞を設定し測定を開始した.母材は，乾しいたけのみ灰

化物を選択し戻ししいたけ，戻し、汁，調理前後の牛肉，

煮汁については水を選択して自己吸収補正を行ったな

お，測定試料の充てん高さにおけるピーク効率は，あらか

じめ9核種混合標準体積線源により求めた充てん高さと

ピーク効率の関係より算出した.試料中の放射性セシウム

濃度は，セシウム 134の壊変で生じる 475.4， 563.3， 569.3， 

604.7，795.8，801.8，1，038.5，1，167.9， 1，365.1 keVのピーク

から得られた荷重平均放射能濃度およびセシウム 137の

661.6 keVの放射能濃度の和として算出した.なお， ピー

ク面積は，得られたピーク形状に応じて積算法あるいは関

数適合法により算出した

4. 乾しいたけの水戻しによる放射性セシウム量の変化

乾しいたけは乾燥状態のまま U8容器に充てんし試料

が浮き上がらないようにスベーサーを入れた後，ゲルマニ

ウム半導体検出器にて放射性セシウム濃度(セシウム 134

およびセシウム 137の合計値)を測定した.なお，試料に

より高さが異なるため，高さ補正を行い放射性セシウム濃

度を算出した.その後， U8容器から乾しいたけ約 10gを

ビーカーに移し， 40
0

Cの湯200gを加えて30分間静置し

た (Table1). 戻したしいたけを包丁で細断しU8容器に

充てん後，放射性セシウム濃度を測定した.戻し汁につい

ては，全重量を測定後，一部をU8容器に充てんし放射

Vol. 54， No. 1 

そこで本研究では，放射性物質汚染が確認された食品

(しいたけ，午肉)を用いて，調理した際の食品中の放射

性セシウム量の変化を検討したその結果，調理により食

品中の放射性セシウム量を低減させることが可能であるこ

と，また，調理法によって低減の度合いが大きく異なるこ

とが明らかとなったので，ここに報告する.

食衛誌66 

実験方法

1.試料

検査の結果，暫定規制値を超過しており，廃棄処分と

なった原木しいたけ(乾しいたけに加工後の放射性セシウ

ム濃度:約4，000Bq/kg)および牛肉(放射性セシウム濃

度:約4，800Bq/kg) を本研究に使用した.原木しいたけ

は，ぬれたペーパータオルで汚れを拭き取り，固い石づき

を取り除いて 5mm程度の厚さにスライスした.これを網

に並べて冷蔵庫で2週間乾燥させ，乾しいたけとした 1

包装に含まれる複数の個体より作製した乾しいたけの放射

性セシウム濃度を測定した結呆，個体により放射性セシウ

ム濃度が最大35倍異なっていた (Fig.1). そこで，放射

性セシウム濃度が比較的近似しているしいたけ-No.3か

らNo.8を混合し放射性セシウム濃度がほぼ同ーとなる

乾しいたけを 3試料準備した.

牛肉は，エーテル抽出法*3にて測定された脂肪含有量

が約 12%の内モモ肉(牛肉-a)および約 19%のランプ肉

(牛肉司b) を用いた塊肉から約 1cmの厚さ，縦2X横

2cmの大きさに切り出したものを焼く調理に用いた.一

方，ゆでる調理には， 1~2mm程度に薄切りした午肉を
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Concentration of Cs radioactivity in individual 
samples of dry shiitake 

Concentration of Cs radioactivity of each dry shii-
tak巴samplefrom one package was measured with 
a Ge semiconductor detector. 

Fig.1. 

叫栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について，衛

新第13号，新開発食品保健対策室長(平成11年4月26日)
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Method 

Table 1. Cooking methods of dry shiitake 

Soaking time (min) 
Weight of dry shiitake 

(g) 
p
b
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Soak in water 10 

Water temperature at 

start of soaking ("C) 

40 30 

Table 2. Cooking methods of b巴ef

Cooking Weight ofb巴ef Thickness of Size ofbeef Weightof boiled uf-ght f l() Cooki時 time(min) 
methods (g) be巴f(cm) (cm) water (g) vv el 

Grill About 100 1 2X2 Face side: 0.5 (high heat) 

Flip side: 1.5 (low heat) 

Boil About 100 0.1-0.2 5X10 500 1.5 (high heat) 
Fry1) About100 1 2X2 350 3 (at 180

0

C) 

Stew About 100 1 2X2 500 20 (low heat) 

1) Before frying， beef was coated with radioactive cesium-free starch. 

性セシウム濃度を測定した放射性セシウム濃度はゲルマ

ニウム半導体検出器に付属の解析ソフトを用いて算出し

た.すべての測定試料について，放射性セシウム濃度(セ

シウム 134および137) に伴う計数誤差による標準偏差が

荷重平均放射能濃度に対して 10%以下になる測定時聞を

設定して測定した.試料の総重量から 1試料あたりの放射

性セシウム量を算出し調理前後の変化率を求めた.以上

の検討を 3試行実施した.

5. 牛肉の加熱調理による放射性セシウム量の変化

牛肉中の放射性セシウム量の加熱調理における変化は，

一般的によく用いられる調理法である，焼く，ゆでる，揚

げる，煮込むの4種類の調理法を用いて検討した.いずれ

の加熱方法においても，まず，生の牛肉を U8容器に充て

ん後，ゲルマニウム半導体検出器で放射性セシウム濃度を

測定した.その後， U8容器から午肉を取り出して調理し

牛肉を細断して再度U8容器に充てんして，加熱調理後の

放射性セシウム濃度を測定した.さらに，各試料総重量か

ら1試行あたりの放射性セシウム量を算出し，加熱調理前

後の変化率を求めた.また，ゆでる，煮込む調理において

は，得られたゆで汁，煮汁についても放射性セシウム濃度

を測定した. しいたけの場合と同様に放射性セシウム濃度

(セシウム 134および137) に伴う計数誤差による標準偏

差が荷重平均放射能濃度に対して 10%以下になる測定時

間を設定して測定を行った以上の検討を各調理法につき

3試行実施した.それぞれの調理条件は下記のとおりであ

る.なお，各調理法の概要を Table2に示した.

焼く:厚さ 1cm，縦2cm>く横 2cm程度に切った午肉

を調理に用いた クッキングシートを敷いたフライパンで

表面を強火で30秒間，裏面を弱火で1分 30秒間焼いた.

ゆでる:厚さ 1~2mmの薄切り牛肉を沸騰水 500 gの

中で 1分 30秒間ゆでた.

揚げる:厚さ 1cmの午肉を縦2cmX横 2cm程度に

切ったものに，放射性セシウムが含まれていないことを確

認した片栗粉で薄く衣をつけ， 180
0

Cの油350gの中で. 3 

分間揚げた

煮込む:厚さ 1cm，縦2cmX横 2cm程度に切った牛肉

を沸騰水500g中に入れ，再度沸騰してきたら弱火にして

20分間煮込んだ.

結果および考察

1 乾しいたけの水戻しによる放射性セシウム量の変化

乾しいたけの水戻しの結果， しいたけの重量は乾燥状態

のおよそ6倍になり，戻し汁は，元の量である 200gの

75%程度に減少した一般的に乾物の水戻しにより，そ

の重量は 5~8倍程度に増加するとされていることから 5)

今回の検討における重量変化は妥当な値であると考えられ

た 乾しいたけと戻ししいたけ，および戻レ汁の放射性セ

シウム濃度を測定した結果，戻ししいたけの平均濃度は約

4000 Bq/kgから 300Bq/kgに減少した.重量が6倍に増加

したことを考慮しでも，この減少率はそれを上回ってお

り，しいたけ中の放射性セシウムが戻し汁に溶出したと考

えられた.そこで， 1試料あたりに含まれる放射性セシウ

ム量を算出し，水戻し前後，また戻し汁への移行量を比較

した結果，乾しいたけ，戻ししいたけ，戻し汁の放射性セ

シウム量の平均および標準偏差は，それぞれ39::1::1.6Bq， 

18士0.4Bq， 18士0.7Bqとなった.すなわち，乾しいた

けを水戻しすることにより，放射性セシウムは戻し汁中に

およそ 50%が移行し戻ししいたけにおよそ 50%が残存

した.また，戻ししいたけと戻レ汁中の放射性セシウム量

の合計は乾しいたけの放射性セシウム量とほぼ等しく，戻

したしいたけおよび戻し汁中に含まれる放射性セシウム量

を合計し元の乾しいたけ中の放射性セシウム量を 100%

として求めた収支は 99%であった.以上の結果を Table3 

にまとめた.放射性セシウムは水溶性の核種であることか

ら，水戻しの過程で戻し汁中に溶出したものと考えられ

た.現在，流通している食品のほとんどは自治体などの検

査に基づいて出荷制限などの措置がとられており，放射性

セシウム濃度は基準値より低いレベルにあると考えられ

る しかしよりいっそう内部被ばく量の低減を目指す場

合においては，一般的にはだじ汁として用いられる戻し汁



Changes in conc巴ntrationand amount of radioactive cesium in dry shiitake before and after soaking in water Table 3. 司、
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Soaking water 

Amount of % of Cs 

Cs (Bql versus dry 
sample) 1) shiitake21 

Conc.ofCs 

(Bqlkg) 
Weight (g) 

Wet shiitake 

Amount of % of Cs 

Cs (Bql versus dry 
sample) 1) shiitake21 

Conc.ofCs 
(Bq/kg) 

Weight (g) 

Amount of 

Cs (Bql 
sample) 11 

Conc.ofCs 

(Bq/kg) 
Weight (g) 

Cooking 

method 

Soakin 

water 
99士3.0

11 Amount of Cs per sample was calculated from the concentration of Cs and the sample weight. 

21 % of Cs versus dry shiitake was calculated from the amount of Cs in dry shiitake and amount of Cs in wet shiitake or soaking water. 

31 Ratio of the amounts of cesium recovered from wet shiitake and soaking water to the amount of cesium in dry shiitake (uncooked). 

All studies were performed in triplicate. 
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Changes in concentration and amount of radioactive cesium in beef before and after cooking Table 4 
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rate (%)3) 
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Amount of 
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sample)1) 

Conc.ofCs 
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Weight 
(g) 

Samples 
Cooking 

method 

Beef.】a

(semimember anosus) 
91:t5.1 91土5.1420土285200土7581:t4.9 470土4.84900:t180 95:t4.3 

Beef-b 

(rump) 

Grill 

91土1091土10430土235300:t74 82:t3.2 480士405000土48095:t3.4 

Beef-a 

(semimember anosus) 
102:t3.4 60士1.3280:t8.7 580士4.6480土1341:t4.1 190:t21 3100土26062:t 1.8 460士7.44800土9997土0.9

Beef-b 

(rump) 

Boil 

102土3.769:t6.5 320土31660:t64 480士0.935:t5.0 160:t23 2500土30064土1.3460土4.44700土1698土0.7

Beef-b 

(rump) 
同
州
議
緋

88土2.668土2.63408.2 3600士8793土2.4380:t5.2 3100土41120士1.6Fry 

Beef田a
(130士1.8
semimember anosus) 〈

C
戸
町
人
F

Z

D

H

98士2.6

11 Amount of Cs per sample was calculated from the concentration of Cs and the sample weight 

2) The percentage of Cs remaining in beef was calculated from the amount Cs in beef before cooking and the amount of Cs in beef after cooking or in the cooking liquid. 

31 This is the ratio of the amount of cesium recovered from beef after cooking and from the cooking liquid to the amount of cesium of beef before cooking. 

All studies were performed in triplicate. 

82:t22 89士10180土24500士8.816:t4.8 18:t2.0 310士2957土2.41l0:t25 850:t200 Stew 



「

February 2013 調理による食品中放射性セシウム量の変化 69 

の取り扱いに注意を払う必要があると考えられる.

2. 牛肉の加熱調理による放射性セシウム量の変化

代表的な4種類の加熱調理方法を用いて検討した結果を

Table 4にまとめた.まず，ステーキの調理方法のように

牛肉を焼くことによってその重量はおよそ 15%程度減少

した.これは，加熱により牛肉中の脂肪と水分が流出した

ためであると考えられる.加熱後の午肉中の放射性セシウ

ム濃度は，試料重量が減少したことから内モモ，ランプの

いずれの部位でも約6%程度増加した. 1試料あたりの放

射性セシウム量で考えると， どちらの部位においても放射

性セシウム量はおよそ 10%減少した.これは，肉中の水

分流出に伴って水溶性核種である放射性セシウムも流出し

たためであると考えられる.しかし焼く調理法は，短時

間の高温加熱で肉汁の流出を最小限にする方法であること

から，その減少率は高くなかったものと考えられた.

しゃぶしゃぶのように薄切り肉をゆでた場合において

は，重量は調理前のおよそ35%程度に減少した.ステー

キ状の厚い肉を焼くのと比べ，薄切り肉では，効率よく加

熱され，脂肪，水分が熱水中へ流出したものと考えられ

た調理後の牛肉中に含まれる放射性セシウム濃度は，試

料重量が減少したにもかかわらず¥内モモで元のおよそ

65%，ランプで元のおよそ50%にまで減少した. また， 1 

試料あたりの放射性セシウム量は内モモ，ランプでそれぞ

れ調理前の約40%，35%まで減少しており，ゆでること

によって効率よく牛肉中の放射性セシウムを除去できた.

一方で¥ゆで汁には牛肉から調理前の約60%の放射性セ

シウムが検出されており，ゆで汁と調理後の牛肉中の放射

性セシウム量の合計はおよそ 100%であった.牛肉中の放

射性セシウムによる内部被ばくをより低減させるために

は，出し汁の摂取を避け，ゆでた午肉のみを摂取する調

理，例えば冷しゃぶなどのような調理法が有効で、あること

が示唆された.ここまでの2つの加熱方法の検討におい

て，内モモ肉とランプ肉の2部位の検討を実施したが，両

部位に大きな差はなかった.そこで，以降の検討では，内

モモあるいはランプのいずれかを用いて検討した.

牛肉(ランプ肉)を揚げた際の変化を検討した結果，衣

を含む重量が調理前の約80%となり，放射性セシウム濃

度は約 16%増加した.揚げた後の衣を含む牛肉の重量か

ら算出した 1試料あたりの放射性セシウム量は調理前の約

90%であり，焼く場合と同程度の減少率であった.一般

に揚げる調理では衣とともに食品を摂取することから，本

検討では衣を含む状態で放射性セシウム濃度および1試料

あたりの放射性セシウム量を算出した.揚げる場合も焼く

場合と同様に短時間の高温加熱であること，衣をつけて肉

汁の流出を防ぐことなどから，放射性セシウムの除去撃は

低かったものと考えられる.

最後に，シチューなどのような煮込む調理における牛肉

および煮汁中の放射性セシウム量の変化を検討した. 20 

分間煮込むことで，午肉の重量は元の40%程度まで減少

し牛肉中の放射性セシウム濃度は調理前の約40%に減

少した. 1試料あたりの放射性セシウム量としては，調理

前の約80%の放射性セシウムが除去されており，調理後

の牛肉中には元の20%しか残存していなかった.午肉か

ら減少した放射性セシウムは煮汁中に含まれており，午肉

と煮汁の合計でほぼ100%の収支となった.煮込む場合，

牛肉中の放射性セシウム量を多く低減させることが可能で、

あるものの，多くの場合，煮汁を同時に摂取することにな

るので，摂取量の低減は困難で、あると考えられた.効果的

に放射性セシウムの摂取量を低減させるには，煮込んだ牛

肉を別の鍋に移し，新しいだレ汁で調理するなどの工夫が

必要となる.

以上の4種類の加熱調理法を用いた検討の結果， 1試料

あたりの放射性セシウム減少率は，焼く，揚げる，ゆで

る，煮込むの順に高くなり，それぞれおよそ 10%，12%， 

60~75% ， 80%となった.すなわち，熱水中で調理する

方法が，直接高温加熱する調理法より，放射性セシウムの

減少率が高い結果となった. また，ゆで汁，煮汁中には除

去された分の放射性セシウムが移行していることから，こ

れらを牛肉と一緒に摂取しないようにすることが，放射性

セシウムの摂取をよりいっそう低減させるためには重要で、

あると考えられた

まとめ

乾しいたけおよび午肉を用いた本検討により，調理の過

程で放射性セシウムを食品中から一部除去できることが実

証された.食品中の放射性セシウムに関する基準値の設定

には調理による影響は考慮されていないことから，調理に

よって幾分か放射性セシウムの摂取が低減される分，現状

の放射性セシウムの基準値は安全側に設定されているとい

える. またこれらの結果は，調理を行うことで積極的に放

射性セシウムを低減させることが可能であることを示唆し

ており，特に，水戻しやゆでる，煮込むといった調理法が

放射性セシウムの摂取量低減に有用で、ある.一方で，乾し

いたけの戻レ汁や，牛肉のゆで汁，煮汁などは，多くの場

合において摂取されるものであることから，放射性セシウ

ム除去の目的で調理した場合，これらの摂取に注意を払う

必要がある.

今後，他の調理・加工法や食品などを用いた検討，他の

核種を対象とした検討を推進し，数多くのデータを集積す

ることが，食品からの放射性物質摂取状況をより正確に把

握すること，さらには放射性物質の摂取量をよりいっそう

低減させるための有用な情報の収集につながるものと考え

ている.
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3種類のハーブエキスの肝シトクロム P450に対する作用

と医薬晶との相E作用の可能性(報文)

横谷馨倫千葉剛佐藤陽子

中西朋子村田容常梅垣敬三*

食衛誌 54(1)，56~64 (2013) 

3種類のハーブエキス(セイヨウカノコソウ，サラシア，

ブラックコホシュ)の肝シトクロム P450(CYP)に対する

影響をマウスの inuiuo実験ならびに肝ミクロソームを用

いた inuitro実験で検討した.セイヨウカノコソウでは肝

Cypに対する影響は認められなかった.ブラックコホ

シュでは 4.5%まで投与量に依存した肝臓重量の増加，総

Cyp含量と CYP(2B， 3A)活性の上昇が認められたサ

ラシアでは inuitroにおいて CYP1A2活性の阻害 in
uiuoの4.5%の投与条件における体重増加の抑制と総

CYP含量の低下， CYP (lA1， 2B， 2C)活性の上昇が認め

られた.以上より，ブラックコホシュとサラシアの過剰摂

取条件では肝 CYPを介した医薬品との相互作用の可能性

が考えられた.

*(独)国立健康・栄養研究所情報センター

グァーガム酵素分解物を他の糖類と識別する方法の評価

(調査・資料，英文)

秋山卓美*関口若菜山崎壮穐山浩

食衛誌 54(1)，71 ~74 (2013) 

既存添加物グァーガム酵素分解物 (EHGG)はガラクトマ

ンナンであるグァーガムを酵素的に部分分解したものであ

る.本研究では，ガラクトマンナンや多糖類の性質を利用

した 3つの試験法を EHGGと糖類の識別法に応用し，適

用性を評価した水酸基を多く持つ高分子多糖同士がホウ

酸イオンを介して架橋されることでゲル化する性質を利用

した方法により，ゲル化が見られた EHGGを，水溶性の低
い多糖類ともゲル化しない水溶性多糖類とも識別すること

ができた.ガラクトマンナンとグルクロン酸含有多糖であ

るキサンタンガムを混合するとゲル化することを利用した

方法では EHGGの粘性の増加は顕著でなかった.試料の

10%水溶液に 2・プロパノールを加えて沈殿を生成させる方

法により， EHGGなどの水溶性多糖類を水溶性の低い多糖

類とも沈殿しない単糖とも識別することが可能であった.

*国立医薬品食品衛生研究所

乾しいたけの水戻しおよび牛肉の加熱調理による放射性セ

シウム量の変化(ノート)

鍋師裕美*堤智昭蜂須賀暁子松田りえ子

食衛誌 54(1)，65~70 (2013) 

食品摂取による内部被ばく状況の推定・把握，さらに食

品中放身す性セシウムの低減法の提案に有用となる，食品中

の放射性物質量の調理変化に関する科学的データを集積す

ることを目的に，乾しいたけおよび牛肉を用いて放射性セ

シウム量の調理変化を検討した.その結果，乾しいたけ中

の放射性セシウム量は，水戻しにより約 50%減少した

午肉中の放射性セシウム量は，焼くことで約 10%，揚げ

ることで約 12%，ゆでることで 60~65%，煮ることで約

80%減少した.牛肉においては加熱方法により減少率が

大きく異なり，“焼く，揚げる"よりも“ゆでる，煮る"の

ほうが，放射性セシウムの減少率を 8倍程度高められると

いう結果が得られた

*国立医薬品食品衛生研究所

小麦中のデオキシニパレノール &アセチルデオキシニパ
レノールおよび 15-アセチルデオキシニパレノールの LC同

MSIMSによる同時分析法の試験室閏共同試験(妥当性評
価，英文)

吉成知也田中敏嗣石黒瑛一
堀江正一永山敏麿中島正博
内藤成弘大西貴弘小西良子*

食衛誌 54(1)，75~82 (2013) 
小麦中のデオキシニパレノール (DON)，3-アセチルデ

オキシニパレノール (3ADON)および 15-アセチルデオキ
シニパレノール (15ADON)のLC-MS/MS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 (10，50，150同lkg)，自然汚染小麦
1種と無汚染小麦 1種を用いた. DON，3ADONおよび
15ADON の回収率はそれぞれ 99~103% ， 89~99% およ
び 85~90%であった.また，室内再現性および室間再現
性の相対標準偏差はいずれのカピ毒についてもそれぞれ
15%および 30%を下回り HorRat 値は 0.4~1.2 の範囲
であったことから，本法の有用性が示唆された.
*国立医薬品食品衛生研究所
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