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ノート

わかさぎ中の放射性セシウムの調理による除去効果に関する検討

(平成25年3月6日受理)

鍋師裕美* 堤 智昭 蜂須賀暁子 松田りえ子

Reduction of Radioactive Cesium Content in Pond Smelt by Cooking 

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

National Institute ofHealth Sciences: 1-18-1 Kamiyoga， 
Setagaya-ku， Tokyo 158-8501， Japan; 

* Corresponding author 

In Japan， seafood may be eaten raw or after having been cooked in diverse ways. Therefore， it 
is important to understand the effect of cooking on the extent of contamination with radioactive 
materials in order to avoid internal exposure to radioactive materials viαseafood. In this study， we 
investigated the changes in radioactive cesium content in pond smelt cooked in four different ways: 
grilled， stewed (kanroni)， fried and soaked (nanbanzuke). The radioactive cesium content in 
grilled， kanroni and fried pond smelt was almost unchanged compared with the uncooked state. In 
contrast， radioactive cesium content in nanbanzuke pond smelt was decreased by about 30%. Our 
result suggests that soaking cooked pond smelt in seasoning is an effective method of reducing the 
burden radioactive cesium. 

(Received March 6，2013) 

Key words:放射性物質汚染食品radioactivematerial contaminated food;放射性セシウム radioactive
cesium;調理cooking;わかさぎpondsmelt 

緒 百

東京電力の発表では，平成23年3月26日から同年9月30

日までの聞の推定で，東京電力福島第一原子力発電所の事

故により海洋に流出した放射性セシウム(セシウム 134+

セシウム 137)の総量は7.1X 1015 Bqとされておりベ放射

性物質による海洋環境と魚介類の汚染が危倶されている.

生物濃縮により海産生物には放射性セシウムが蓄積する傾

向にあり，魚種と放射性物質の濃縮の関係が調査されてい

る1)，2) これまでに，魚中の放射性セシウム濃度を支配す

る要因がいくつか報告されており，餌として魚を摂取して

いる大型魚(マダラやスズキなど)において放射性セシウ

ム濃度が高いことが明らかにされている 3) また，餌の影

響だけではなく，生息地域の温度やカリウム濃度などの環

境要因により，放射性セシウムの生物学的半減期が変動す

ることも報告されている 3) さらに，汚染されたまぐろな

どの回遊魚が回遊することによって汚染された魚介類は世

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

上用賀 1-18-1
*1海洋(港湾付近)への放射性物質の放出量推定について(平

成24年5月現在における評価)，東京電力株式会社. http:// 
www.tepco.co.jp/cc/presslbetu12_j/images/120524j0102.pdf 

界中に広がることから，世界的な懸念事項になっている.

事実，福島第一原子力発電所事故以降，カリフォルニアで

水揚げされたまぐろに含まれる放射性セシウム濃度が上昇

したことが報告されている 4) また，大気中に放出された

放射性物質も雨などとして再降下し，湖沼などを汚染する

可能性が懸念されている.淡水魚においても，放射性物質

の濃縮に関する報告がなされており，放射性セシウムや放

射性ストロンチウムについては，海水魚よりも淡水魚で濃

縮係数比が数倍から数十倍高いとされている 5) このよう

に，魚介類中の放射性物質濃度はさまざまな要因によって

影響されるため，長期的な対策が必要不可欠で、ある.

わが国は海に固まれ魚介類が豊富な食環境にあるため，

さまざまな魚介類を多種多様な調理法によって調理し， 日

常的に摂取している.そのため，放射性物質による魚介類

の汚染状況を把握することが非常に重要であるとともに魚

介類を介した放射性物質の内部被ぱくを回避することが必

要不可欠である.放射性物質による魚介類の汚染状況の把

握は，水産庁の主導のもとさまざまな魚介類における放射

性物質濃度の調査が継続的に実施されており判，必要に

キ2 放射性物質影響解明調査事業報告書，水産庁.平成24年3
月.http://www.jfa.maff.go.jp/j/sigenlhousyaseibussitutyou 
sakekka/pdf/h23report_final_1.pdf 



304 

応じて出荷制限・自粛などの措置がとられている判.わ

れわれが平成23年7月から実施している市場流通品の買

い上げ調査では，平成25年1月末までの総検査数2，941試

料(うち魚介類680試料)に対して，魚介類で100Bq/kg 

の基準値を超過した試料は平成23年11月に採取されたマ

アジの1試料のみ(検査当時の基準は500Bq/kgで、あった

ため違反には該当せず)であり 6) 現在においては，生産

者や自治体などの検査・規制などにより基準値を超過する

魚介類の流通が防止されていると考えられる.このよう

に，生産側においては放射性物質の食品からの摂取を回避

する対策がとられている一方で，消費者がより安全に魚介

類を摂取するために実施できる食品中放射性物質の除去に

関する情報はほとんど提供されていないの.そこで¥本研

究では，消費者が実施可能な調理・加工による魚介類中の

放射性セシウムの除去効果に関する情報収集を目的とし

て，わかさぎを試料とした検討を実施した.

わかさぎは，湖沼や河川，内湾の汽水域に生息する小型

魚、である.冬から春先にかけてが旬であり，近海ものが市

場に流通する.骨が軟らかいため丸ごとの調理に向き，天

ぷらや南蛮漬けなどに調理され食されることが多い.ま

た，甘露煮などの加工品も多く流通している 8) そこで，

わかさぎの調理として一般的である素焼き，甘露煮，から

揚げ，南蛮漬けの4種類の調理を行い，わかさぎ中の放射

性セシウム量の変化を検討した.

実験方法

1.試料

平成24年11月に購入したわかさぎを試料とした採取

者の異なる 2ロットのわかさぎを用い，ロット 1を素焼

き・甘露煮に，ロット 2をから揚げ・南蛮漬けに調理し

た

2. 機器・器具

調理前後のわかさぎ中および調味液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%)を用いた測定容器は調理前

のわかさぎはポリプロピレン製のナンコ}瓶(内径

70.0 mm)を調理後のわかさぎおよび調味液はポリプロピ

レン製のU8容器(内径48.0mm)を用いた.各容器に応

じた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による放射性セシウムの

測定

調理前のわかさぎの放射性セシウム測定の際には，ナン

コー瓶に5.2cmの高さまで試料を有姿のまま空隙が生じ

ないように充填しその重量を測定した.調理後のわかさ

ぎは細断した後. U8容器に5cmの高さまで試料を充填

*3原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等
出荷制限等(平成 25年 1 月 11 日現在).厚生労働省• http:// 
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000 la3pj .attl 
2r9852000001a3rg.pdf 
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しその試料重量を測定した.調理後のわかさぎおよび混

合調味液のうち，調理による容積の減少や試料量が少ない

ために全量の試料を U8容器に充填しでも高さが5cmに

満たない場合は，全量充填した際の高さおよび試料重量を

測定した試料を入れた容器は汚染防止のためにポリエチ

レン袋に入れ，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}ラー. Canberra社製)上

で試料の高さ，密度(ナンコー瓶に充填した場合は

5.2cmの高さまで水を入れた際の体積である 200cm3で，

U8容器の場合には 5cmの高さまで水を入れた際の体積で

ある 90cmえあるいは試料高さ (cm)まで水を入れた際の

体積値 (90X試料高さ15)で試料重量を除した値).母材

および測定時間 (3，600~14，400秒)を設定し，測定を開
始した母材は，調理前後のわかさぎ，調味液ともに水を

選択し，自己吸収補正を行ったなお，測定試料の充填高

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填高さとピーク効率の関係より算出し

た.測定結果はサム効果補正を行った.一方で，セシウム

134の半減期は2.06年，セシウム 137の半減期は30.2年

と長く，本実験では実験開始日のうちにすべての測定を完

了していることから，減衰補正は行わなかった. ['文部科

学省 放射能測定シリーズ7 ゲルマニウム半導体検出器

によるガンマ線スベクトロメトリー」に記載のとおり，複

数の異なるエネルギーを持つy線を放出するセシウム 134

は，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を算出し，セシウム 137の

661.6 keVの放射能濃度との合計値を試料中の放射性セシ

ウム濃度とした.ピ」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. わかさぎの謂理

わかさぎは，前述のとおり骨が軟らかいため丸ごと調理

されることが多い.そこで，頭や内臓を廃棄せずに丸のま

ま調理を行った.調理法は，わかさぎの調理としてよく用

いられる，素焼き，甘露煮，から揚げ，南蛮漬けを選択し

た.素焼き・甘露煮はロット 1のわかさぎを用いて検討し

た.まず，調理前のわかさぎの放射性セシウム濃度をゲル

マニウム半導体検出器により測定した.その後，ナンコー

瓶からわかさぎを取り出し，ほほ同量となるように素焼き

用と甘露煮用に分割して各調理に用いた.から揚げ・南蛮

漬けにはロット 2を用い，素焼き・甘露煮の場合と同様に

調理前の放射性セシウム濃度を測定後，各調理用に試料を

分割した調理後のわかさぎは細断してU8容器に充填

し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試行当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，南蛮漬けにおいては，わ

かさぎを浸潰した後に残った混合調味液についても放射性

セシウム濃度を測定した.各試料の測定時間は，放射性セ

シウム濃度(セシウム 134+セシウム 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
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Weight of 

pond sm巴lt
(g) 

Cooking method 

Pond smelt was stewed with seasoning aft巴rhaving 

b巴巴ngrilled. 

Face side: 4 min (middle heat) 

Flip side: 2 min (middle heat) 

[Grill] 

Face side: 4 min (middle heat) 

Flip side: 2 min (middle heat) 

[St巴w]

25 min (middle heat， pond smelt was 

stewed for 15 min with water， rice 
wine and sugar， and then added soy 
sauce and stewed for 10 more min) 

300 

60 

20 

20 

Water 

Rice wine 

Sugar 

Soy sauc巴

(Concentration of salt: 0.8%) 

100 

100 

Grill 

Kanroni 

(Stew in soy sauce 

and sugar) 

Before frying， pond smelt was coated with radioactive 
cesium-free starch. 

ω

。印

5 min (at 1 70
0

C) 

Nanbanzuke 

(Soak in Japan巴se

sw巴巴tsour sauc巴)

Pond smelt was soaked in Japanese sweet sour sauce 

(mixed seasoning) after having been fried. 

[Fr汁

5 min (at 170
0

C) 

[Soak] 

180 min (90 min after soaking started， 
pond sm巴ltwas turned upside down) 

100 

34 

9 

34 

Water 

Vinegar 

Sugar 

Soy sauc巴

(Concentration of salt: 3.1 %) 

100 

100 

Fry 
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A C 

• 

D E F 

Fig. 1. Pond smelt before and after cooking 

Grilled pond smelt (B) and kanroni pond smelt (C) were made from uncooked pond smelt-l (A). Fried pond smelt 
(E) and nanbanzuke pond smelt (F) were made from uncooked pond smelt-2 (D). 

下になるよう設定し試料に応じて3，600-14，400秒とし

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.各調理法の概要を

Table 1に示した.また， Fig. 1に調理前のわかさぎ (A，

D)および各調理後のわかさぎ (B，C， E， F)の外観の写

真を示した.

素焼き (Fig.1B): わかさぎを丸のまま，クッキング

シートを敷いたフライパンで表面を中火で4分，裏面を中

火で2分焼いた.

甘露煮 (Fig.1C):素焼きと同様の方法で焼いておいた

わかさぎに水300g，酒60g，砂糖20gを加えて中火で15

分間煮た.その後醤油20gを加えて，煮汁がなくなるま

で，さらに 10分間煮詰めた.なお，調味料はわかさぎ

100 gに対して用いた量を示している.

から揚げ (Fig.1E):丸のままのわかさぎに片栗粉で薄

く衣をつけ， 170
0

Cで， 5分間揚げた.

南蛮漬け (Fig.1F):から揚げと同様の方法で揚げたわ

かさぎを，混合調味液(わかさぎ100g当たり，水 100g， 

酢34g，砂糖9g，醤油34gを混合して加熱したもの)中

に180分間浸漬した.なお，まんべんなく浸漬させるた

め，浸漬開始後90分でわかさぎの上下を反転させた.

結果および考察

4種類の調理法を用いて検討した結果をTable2にまと

めた.

素焼きにした場合，わかさぎから水分の流出あるいは水

蒸気の蒸発などが生じ，調理後の重量は調理前の約65%

に減少した放射性セシウム濃度は23:t1. 5 Bq/kgから 38

土4.2Bq/kgに増加しており， 1試料当たりに換算すると，

調理前が2.3士0.8Bq，調理後が2.4:t0.2Bqと，調理前後

で放射性セシウム量に変化は認められなかった本研究で

は，頭や内臓も含めて調理しており，焼くことによる水分

の流出量は筋肉のみの場合と比較すると多かったと考えら

れる.しかしフライパンでの調理であるため，わかさぎ

から放射性セシウムを含む水分が流出しでも，水分のみが

フライパン上で蒸発し，フライパン上に残存した放射性セ

シウムがわかさぎ表面に再付着した可能性が考えられた.

甘露煮は，素焼きと同様の調理を行った後，調味料で煮

詰める方法で調理した.甘露煮にしたわかさぎの重量は調

理前(生の状態)の約80%程度となり，放射性セシウム

濃度は約17%増加した. 1試料当たりのわかさぎ中の放射

性セシウムの残存率は90%となった.われわれは過去に

牛肉を用いて，水で20分間煮込んだ場合の放射性セシウ

ムの減少率を検討しており，牛肉中の放射性セシウム残存

率が20%に減少することを見いだしている 9) この結果と

比較すると，今回の結果は 顕著に放射性セシウムの減少

率が低い結果となった.これは，甘露煮が煮汁を煮詰めて

食材にからめる調理法であるため，煮汁中にいったん溶出

した放射性セシウムがわかさぎ表面に再付着したことが原

因の1つであるとが考えられた.

わかさぎに片栗粉で衣を付けてから揚げにした結果，衣

を含む重量が調理前の約85%となり，放射性セシウム濃
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Changes in concentration and amount ofradioactive cesium (Cs) in pond smelt before and after cooking Table 2. 

Recovery 

rate 
(%)3) 

Conc.of 

radioactive 

Cs (Bqlkg) 

Seasoning 

Amountof 

radioactive Cs 
(Bq/sample) 1) 

% ofeluted 
radioactive 

Cs2) 

Conc.of 

radioactive 

Cs (Bq/kg) 

Cooked pond smelt 

Amount of 

radioactive Cs 
(Bq/sample) 1) 

Uncooked pond smelt 

Conc.of 

radioactive 

Cs (Bq/kg) 

Amountof 

radioactive Cs 
(Bqlsample) 1) 

Weight 

(g) 
Weight 

(g) 

% of remaining 
radioactive Cs2

) 

Weight 

(g) 

Cooking method 

65士2.338士4.22.4士0.2105土8.8100::1::4.7 23土1.52.3士0.8Grill 

Kanroni 

(Stew in soy sauce and sugar) 
79士3.927士3.02.1土0.290士3.9100士3.523::1:1.5 2.3土0.8

85土2.241::1:1.8 3.5土0.294土1.3104土2.135土2.43.7士0.2Fry 

Nanbanzuke 

(Soak in Japanese sweet sour sauce) 

印
。
斗

93::1:6.3 

- : Not measured 

1) Amount of radioactive Cs per sample was calculated from the concentration of radioactive Cs and sample weight. 

2) % of remaining radioactive Cs and % of eluted radioactive Cs were calculated from the amount of radioactive Cs in uncooked pond smelt and the amount of radioactive Cs in cooked pond smelt or seasoning. 

3) Ratio of the amounts of radioactive Cs recovered from cooked pond smelt and seasoning to the amount of radioactive Cs in uncooked pond smelt. 

All studies were performed in triplicate. 

Data are expressed as the mean士S.D.(n=3). 

90土8.48.5土1.50.8士0.221::1:5.9 155士1117土1.32.7土0.472::1:5.3 105士2.735士2.43.7土0.3
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度は約 17%増加した揚げた後の衣を含むわかさぎ重量

から算出した1試料当たりの放射性セシウムの残存率は

94%となり， 5%程度が減少した結果となった.揚げる調

理の場合，衣を付けて高温で短時間加熱するため，わかさ

ぎからの水分洛出に伴う放射性セシウムの溶出が少なかっ

たものと考えられた.また 放射性セシウムは水溶性であ

ることから，油中には溶出しにくかったと考えられた.

一方で，南蛮漬けにした場合には 1試料当たりのわか

さぎ中の放射性セシウム残存率は 72%となり， 30%程度

の放射性セシウムがわかさぎから除去された結果となっ

た.本検討の南蛮漬けは，から揚げと同じ調理法で揚げた

わかさぎを漬け汁に3時間浸漬したものであることから，

揚げる調理の過程で約5%が除去され，混合調味液への3

時間の浸漬の過程で残りの約20~25%の放射性セシウム

が除去されたものと考えられたそこで，混合調味液に移

行した放射性セシウム量の測定を行ったところ，調理前の

わかさぎに含まれていた放射性セシウムの約20%が漬け

汁中に移行していた.これまでに，われわれは調理してい

ない生の牛肉を用いて，調味液への浸漬によって牛肉中か

ら放射性セシウムを除去できることを明らかにしてい

る10)が，本検討によって，加熱後に調味液へ浸漬する調

理法でも放射性セシウムの除去が可能で、あることが示唆さ

れた.

わかさぎで用いられる代表的な調理法においては，南蛮

漬けでわかさぎ中の放射性セシウムを 20%程度除去でき

るものの，から揚げや素焼き，甘露煮では除去効果はほと

んど期待できないという結果となった.なお，試行数が少

ないため予備的な結果となるが，マガレイを姿のまま水煮

した場合，およびつみれにして水煮にした場合には，マガ

レイ中の放射性セシウム残存率はそれぞれ約65%および

約45%となることを確認している(データ未掲載).これ

らの結果と本研究を総合すると，魚の調理においては，煮

魚のように煮汁を煮詰めないような調理法で調理し，煮汁

を除いて摂取することが，放射性セシウムの除去に効果的

な方法であると考えられた.

また，食品中の水分移動が外液の浸透圧に影響されるこ

とやセシウムが酸性溶液中へ移行しやすいことが知られて

いることから，今回の南蛮漬けで認められた混合調味液中

への放射性セシウムの溶出には，調味液の塩分濃度や酢酸

濃度が関与していると考えられる.しかし本検討ではそ

こまでの検討は実施できていない.放射性セシウムの除去

と塩分濃度や酸濃度との関係が明らかになれば，食品中か

らより効果的に放射性セシウムを除去することが可能にな

食衛誌 Vol. 54， No.4 

るため，今後の重要な検討課題であると考えている.
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わかさぎ中の放射性セシウムの調理による除去効果に関す

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)， 303~308 (2013) 

わが国は海に固まれ，魚介類が豊富な食環境にあるた

め，さまざまな魚介類を多種多様な調理法によって調理

し日常的に摂取している.平成 23年 3月の原発事故以

降放射性物質による魚介類の汚染が懸念されるため，魚

介類の汚染状況を把握するとともに魚介類を介した放射性

物質の内部被ばくを回避することが必要不可欠となった

そこで，本研究ではわかさぎを 4種類の方法(素焼き，甘

露煮，から揚げ，南蛮漬け)で調理し，わかさぎ中の放射

性セシウム量の調理前後の変化を検討したその結果，素

焼き，甘露煮，から揚げでは，放射性セシウムの除去率は

10%以下であり，除去効果は少なかった一方で南蛮漬け

は，今回の検討の中で最も高い約 30%の除去率を示し，

加熱後に調味液へ浸漬する調理法でも放射性セシウムの除

去に効果があることが明らかとなった.

*国立医薬品食品衛生研究所

輸入スパイスおよびハーブ中の残留農薬実態 (1997年 4
月~2011 年 3 月) (調査・資料)

小林麻紀*大塚健治 田村康宏富津早苗
木下輝昭上僚恭子岩越景子

佐藤千鶴子永山敏慶高野伊知郎
食衛誌 54(4)，316~325 (2013) 

1997年 4月から 2011年 3月にかけて東京都内で市販
されていた輸入スパイスおよびハーブ 313検体について
農薬の残留調査を行ったその結果， 64検体から 37種類
の有機リン系農薬，有機塩素系農薬，ピレスロイド系農
薬，カーパメート系農薬などが痕跡値 (0.01ppm未満)
~3.3ppm の範囲で検出された.検出率は，果皮 (100%) ，
茎 (66.7%)，果実 (34.5%)，樹皮 (33.3%)，花 (31.3%)，
葉 (14.7%)の順に高かった根，種子および全草からは
検出されなかった検出されたいずれの植物部位からも有
機塩素系農薬が，いずれの原産地域からも殺虫剤が検出さ
れ，使用頻度の高いことが示唆された農薬が検出された
輸入スパイスおよびハーブを喫食した場合の農薬の推定摂
取量を算出し， ADIと比較したところ，いずれも各農薬の
ADIの 1%未満であり，通常の喫食による健康影響はない
ものと考えられた.
*東京都健康安全研究センター

日本における農薬等の急性参照用量設定の基本的考え方

(調査・資料)

吉田緑*鈴木大節松本清司代団員理子

井上薫高橋美和森田健小野敦

食衛誌 54(4)， 331 ~334 (2013) 
ヒトが農薬等を 24時間以内に経口摂取した場合の急性

暴露による悪影響の指標として急性参照用量 (Acu胞
Reference Dose; ARfD)を設定する基本的考え方を

Solecki et al. (2005)の指針を基にまとめた. ARfDの評
価はすべての農薬を対象とし，急性影響とは単回投与で発

現する毒性を指す.カットオフ値以上であればARfD設定

の必要はないと判定すべきである.基本的にはすべての人
を対象として，得られるすべての試験のデータから，

ARfDの設定根拠となる試験のうち，最も低い無毒性量に

基づき ARfDを設定すべきである.特に発達期における臨

界期に留意すべきである.安全係数は慢性暴露影響指標で

ある一日摂取許容量と同様とする.ヒトのデータがある場

合にはそのデータを重視すべきである.

*国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究セン

ター病理部

加工品を含む複数のスイートコーン試料か5のDNA抽出

法の検討(調査・資料，英文)

高畠令王奈則武寛通近藤一成野口秋雄中村公亮
穐山浩手島玲子真野潤ー橘田和美*

食衛誌 54(4)，309~315 (2013) 
スイートコーン種子および複数の加工試料(冷凍，缶

詰， ドライパック，ベビーコーン)を対象に， CTAB法，

DNeasy Plant Maxi kit， GM Quicker 3， Genomic tip-20/G 
の4種類の DNA抽出法を検討した未加工種子およびベ

ビーコーンでは，すべての抽出法で DNAが抽出された.

その他の加工品では， CTAB法以外は十分な量の DNAが

抽出されたが， Genomic tip-20/Gを用いた場合に最も収
量が多かった.電気泳動パターンおよびリアルタイム

PCR解析から，抽出 DNAは，未加工種子，冷凍品，缶
詰， ドライパック，ベビーコ}ンの順で分解が進んでいる

ことが観察された.抽出 DNAの質をさまざまな方法で比

較したところ， 4種類の DNA抽出法のうち，加工品から

の抽出に関しては， GM Quicker 3が最も適していること

が示唆された

* (独)農研機構食品総合研究所

保管水の長期水質調査(調査・資料)

片岡裕美* 金岡未来 山村紗代

峯孝則西川淳一扇間昌規

食衛誌 54(4)，326~330 (2013) 

防災のための水道水の備蓄，および災害時の応急給水の

保管における水質変化について，種々の保存条件を設定し

経時的に調査したその結果，保管水の水質変化は，保存

開始時の残留塩素の有無に依存するより保存期間に大きく

影響されること，さらに，ボトリング過程において十分に

殺菌された水，および容器・キャップの使用が重要である

ことが確認された一方，少量の熱水による容器の洗浄は

微生物の増殖阻止に必ずしも有効でないことが示唆され

すこ.

*武庫川女子大学薬学部

LC-MSIMSによる牛乳および魚介類中動物用医薬品の迅
速一斉分析法の妥当性評価(妥当性評価，英文)

中島崇行永野智恵子神田真軌林 洋

橋本常生金井節子松島陽子
立石恭也笹本剛生高野伊知郎
食衛誌 54(4)， 335~344 (2013) 

畜水産食品中動物用医薬品の迅速一斉分析法の妥当性評
価を行った測定は LC-MS爪胞を用い，性状の異なる 43
種類の動物用医薬品を同時に分析した.前処理は，試料
5.0 gに対し， 1%ギ酸含有アセトニトリルもしくはアセト
ニトリル 15mLで抽出し硫酸マグネシウム，クエン酸
三ナトリウム，塩化ナトリウムで脱水，塩析した後， 20 
mLに定容し試験溶液とした.市販牛乳および4種類の生
鮮養殖食品試料(さけ，ブラックタイガー，まだい，ひら
め)について， 10および 100μg/kgの2濃度， 2併行 5日
間での添加回収実験を行った結果，農薬等に関する試験法
の妥当性評価ガイドラインで定める目標値に適合した薬剤
は，普通牛乳では 40剤，さけでは 37剤，ブラックタイ
ガーでは 42剤，まだいでは 41剤，ひらめでは 39剤で
あった.
*東京都健康安全研究センター
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