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平成３０年度環境保健研究センター研究発表会次第 

 

■日  時  平成３１年２月１５日（金） １３：００～１７：３０ 

■場  所  大波止ビル ７階 会議室 

■挨  拶  環境保健研究センター 所長 古賀 浩光          13:00～13:05  

■特別講演  「１９７０年代からの大気汚染研究と今後の展望」 

  嵐谷 奎一 氏（産業医科大学名誉教授） 

  13:05～14:00  

■発  表  （※発表時間 15分＋質疑応答 5分の合計 20分） 

【企画･環境科】 座長 荒木科長 

演 題 名 発表者 時刻 

長崎県と福建省の大気汚染状況とその発生源について 古賀主任研究員 14:05～14:25 

環境放射線・環境放射能平常時モニタリング調査の結果

について 
柴田主任研究員 14:25～14:45 

エコロジーパークの大気浄化能力について 鶴澤研修員 14:45～15:05 

 

【地域環境科】 座長 植野科長 

演 題 名 発表者 時刻 

長崎県大村湾湾奥部における化学的酸素要求量（COD）

関連物質の特性について 
本多主任研究員 15:10～15:30 

調整池及び周辺流入河川における淡水性二枚貝類の生息

場拡大手法の開発に関する研究 

―用水路などを利用した二枚貝生息場造成手法の検討― 

桑岡研究員 15:30～15:50 

～ 休 憩 ～  15:50～16:05 

【保健科】 座長 田栗科長 

演 題 名 発表者 時刻 

長崎県内における結核菌遺伝型別（VNTR法）の解析状

況 
右田主任研究員 16:05～16:25 

入浴施設のレジオネラ汚染評価に関する長崎県オンリー

ワン技術の実用化に向けた取組み 
田栗科長 16:25～16:45 

 

【生活化学科】 座長 本村科長 

演 題 名 発表者 時刻 

さば調理品からのヒスタミン検出事例 吉村主任研究員 16:50～17:10 

健康危機管理演習におけるハチミツ中の有害物質の検査

結果 
松尾研究員 17:10～17:30 

 



 

 

 

特 別 講 演 
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1970 年代からの大気汚染研究と今後の展望 

 

                     嵐谷奎一 

（産業医科大学名誉教授） 

 

 日本の近代化は欧米に比べおよそ百年遅く、特に戦後石炭を主要エネルギーとして工業生産に使用

し、硫黄酸化物や降下塵による大気汚染は、1965年～1974年頃の高度成長期により深刻化した。その

後、国による環境政策がの展と企業による公害技術導入、地方自治体の公害対策の推進と相まって硫

黄酸化物、粉じん等の汚染物質の汚染減少が認められ環境改善が進んできた。 

大気汚染の調査が重要な事はそ環境汚染の状態の把握とその汚染による健康障害の発生を未然に防

止する事である。 

我が国では、現在大気汚染に係る環境基準物質が 10物質定められている。それ以外に注目されてい

る化学物質は、世界で初めて発がん性が確認された Benzo(a)pyrene（BaP）を含む多環芳香族炭化水

素（PAHs）で、炭素と水素を含む化石燃料による不完全燃焼、還元雰囲気下での高温処理により発生

し、一般環境中に広く存在し、大気汚染の指標として考えられている。 

大気中から PAHsが検出されたのは、1952年 Waller (英国)が London市大気中からであった。我が

国の PAHs は 1958 年鈴木が札幌市、九州では、1976 年児玉らが福岡市、全国的には環境庁が 1972 年

から継続的に BaP測定が実施され、今日に至っている。 

我々が初めて大気中から BaPを測定したのは 1973年から東京都での調査が最初であった。1973年 1

月から 1974年 3月までの東京都内の四カ所で毎月 BaPの測定を行った。月別変動があり冬に高く夏に

低い濃度であった。Natural Background として小笠原地区の BaP濃度は 0.01～0.1ng/m3と東京都内

のその濃度に比べ極めて値であった。 

また、同時期に代表的な大気汚染地域の川崎市大気中の BaP測定を行った結果、4～7ng/m3、最大値

は 20ng/m3であり、最近の日本の大気中のその濃度に比べ十倍以上の高値であった。 

 1980 年～2014 年の期間、北九州市八幡西区、3 種の PAHｓ濃度推移を調べた（図）。1985 年以降の

それは 1ng/m3以下となり年々減少傾向を示し、最近は 0.1ng/m3と低い濃度レベルになってきている。

また、同じ期間、全粉じん濃度測定を行った。PAHs濃度推移と同様な傾向である。なお、大気浮遊粉

じん濃度の年次推移の特徴は大陸からの汚染物質や黄砂の飛来による影響を受け、冬から春にかけて

高値で、夏に低値を示し、その傾向は今日も変わらない。 

この汚染は北九州地域が戦前から豊富な石炭エネルギーを利用しての重化学工業の発展が 1950 年代

～196 年代にそのピークになり、硫酸化合物、煤じんによる大気汚染が激化して、住民の健康障害が

大きな問題になった。北九州市は官民一体となり、公害の克服に当たり、その成果は七色の煙で覆わ

れていた空が澄んだ青空になり、若松洞海湾のヘドロが除去され、魚介類、海藻類が生息するまでに

甦ってきた。 

 ヒトの健康影響を評価するには、生活環境中に存在する汚染物質の物理的特徴を調べる事が重要で

ある。 

1973年 3月東京都、1982年 3月、2005年 11月北九州市での PAHｓの粒径分布特性は、試料採取時

期や測定地域が異なっても PHAｓの粒径分布は同様で、数μｍ以下の微粒子にほとんど含有している

ことを認めた。 



平成 30 年度環境保健研究センター研究発表会 

2 

大気環境中の汚染の原因の検索は重要である。そのため、我々は 2013年～2016年に掛けて、Gross 

& Oros(2004 )の手法を用いて汚染の発生源推定を行った。2014年までは主にバイオマス・石炭燃焼

由来、2015年からは石油燃焼由来に変化していると考えられる。この事は我が国の大気汚染が大陸か

らの汚染の影響を受ける事が示唆される。 

これから先の環境問題を見通すには難しいが、20世紀は「工業の時代」と言われ、種々の科学技術

の進歩により物質的な豊かさを得てきた。その一方、我々は大気・水質汚染、有害化学物資放射線汚

染、感染症、自然災害、生態系の破壊等の日常的なリスクから、地球温暖化、人口・食糧に至るまで、

豊かさや利便性を享受しながら、多くのリスクを負う事になっている。 

大気環境問題はこれまではどちらかと言ば、地域の研究・調査としてとらえられてきたが、21世紀

は明らかにグローバルな視点で環境問題が捉えられてきて、グローバルな視点で地域的な環境問題を

考える上で重要になってきている。 

特に九州の北部地域は大陸、特に中国の急速な工業化による大気及び水環境に種々の影響を受け易

い特徴を有している。従って、これからも、地域特性である大陸からの影響の調査、グローバルの地

球問題としての温暖化、越境型環境問題としの酸性雨等の問題に対応する調査研究の継続と生体影響

につての調査を同時に行う必要があると考えられる。 

 

Fig.1 



 



 

 

 

各 科 発 表 
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長崎県と福建省の大気汚染状況とその発生源について 

 

企画環境研究部 企画・環境科 古賀康裕、田中雄規 

 

【はじめに】 

長崎県環境保健研究センターは福建医科大学と 2014年から相互訪問するなど交流を深めており、2016 年 7

月には「友好的協力関係の推進に関する研究連携協定」を締結している。 

2016（平成 28）年 3月に策定された長崎県環境基本計画においても、「大気環境の保全、広域的汚染対策の

推進のため、福建医大との間で情報交換、共同調査等を実施します。」と明記されており、締結以来、PM2.5 や

大気汚染の健康影響に関する情報交換をはじめ連携協力に取り組んでいる。 

今般、2018 年の取り組みとして昨年に引き続き PM2.5 等の大気環境をテーマとして、長崎県と福建省の大気

観測データを用いた両者の比較および大気汚染発生源に関する解析を行ったので報告する。 

 

【方法】 

(1) 大気観測データ 

以下のとおり相互でマッチング可能な大気観測データを採用し、各エリア間における比較等を行った。また、

福建省は長崎県と比較して広大であるため沿岸部と内陸部の 2 つのエリアに区分した。なお、口演では経月変

化および経時変化についても紹介する予定である。 

地点数：長崎県 18 局、福建省 39局 

項目：PM2.5、SPM or PM10
※1、SO2

※2、NO2
※2、Ox※2 

単位：日平均値※3 

期間：2016年 1月 1日～2017 年 12月 31日 

※1 SPM：長崎県、PM10：福建省 

※2福建省データ（mg/m3）は長崎県データ（ppb）と単位を統一するために 20℃及び 1013hPa条件下に 

おける ppb換算値（参考値）として使用 

※3 Oxは日最大 8時間平均値を使用 

 

(2) 後方流跡線解析、CWT 解析 

任意の時間・場所に存在している気塊について、その移動軌跡（流跡線）を気象データを用いて計算すること

を後方流跡線解析と呼ぶ。また、後方流跡線を大気汚染濃度等で重み付けし、大気汚染発生源地域を推定す

る手法に CWT (Concentration Weighted Trajectory) 解析がある。 

今回、大気汚染濃度や大気汚染発生源の位置を推定するため、Trajstat (Wang et al.,2009) を用い後方流

跡線解析および CWT解析を以下のとおり実施した。 

気象データ：GDAS one-degree archive (米国 NOAA) 

遡及時間：72 時間 

描画頻度：1 時間毎 

グリッド： 0.5 度 x 0.5 度 

遡及起点：諫早局、五四北路局（福建省福州市） 

起点高度：1500 m 
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【結果と考察】 

福建省においては冬期から春期にかけて PM2.5 濃度の上昇が観測されているが、中国北部地方における

PM2.5 の発生源の一つとされている石炭による暖房はほとんど使用されていない。発生源を推測するため、2016

年 1月から 5月までの期間について解析を実施した。長崎県および福建省それぞれの後方流跡線解析の結果

を図 1に、PM2.5濃度の CWT 解析の結果を図 2に示す。 

長崎県においては、中国中部方面の CWT 値が高く、大陸からの移流が PM2.5 濃度に影響を与えていること

が示唆された。 

福建省においては、北西および西の 2 方向の CWT 値が高くなっていた。北西方面は、中国とモンゴルとの

国境に広がるゴビ砂漠から飛来する黄砂に伴い、PM2.5 が移流してきていることが考えられる。また、西方面につ

いては、近年大気汚染の深刻化が報告されている 1)インドからの移流が推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

 これまで福建医科大学との交流の中で交換した 2 年間の大気観測データ及び気象データを用い、発生源の

推測を試みた。長崎県の PM2.5 濃度について、中国大陸からの越境移流の影響があることは既に報告されてい

るところであるが、福建省についても、他地域からの移流により PM2.5濃度が上昇していることが示唆された。 

 中国の大気環境においては、近年改善の兆しを見せつつあるが、昨年後半には大気汚染対策を緩めるので

はないかという報道もされており 2)、今後の動向に注意を払っておく必要がある。これからも福建医科大学との交

流を続けることにより、東アジアの大気環境の動向を把握する一助になると思われる。 

 

参考文献 

1) 日経ナショナル  ジオグラフィック  (2016) 「インドで最悪級の大気汚染、PM2.5 基準の 16 倍」

<https://style.nikkei.com/article/DGXMZO09683200Y6A111C1000000?channel=DF130120166020> 

2019年 1月 30日アクセス. 

2) 共同通信 (2018) 「中国、大気汚染の対策緩める」 

  <https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181204-00000154-kyodonews-soci> 2019 年 1月 30 日アクセス 

図 2 PM2.5濃度の CWT解析結果（左：長崎県、右：福建省） 

図 1 後方流跡線解析結果（左：長崎県、右：福建省） 

起点 

起点 
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環境放射線・環境放射能平常時モニタリング調査の結果について 

 

企画環境研究部 企画・環境科 柴田 庸平 

 

【はじめに】 

当センターでは「長崎県地域防災計画（原子力災害対策編）」（2001 年 5 月策定）に係る「長崎県環境放射

線モニタリング方針」に基づき、九州電力㈱玄海原子力発電所（以下、玄海原発という）からの放射性物質又

は放射線の放出による周辺環境への影響評価に資する観点から、2001年度より平常時の環境放射線（能）モ

ニタリング調査（以下、「モニタリング調査」という）を実施してきた。 

また、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故を受け

て、2013年度からは対象を原発から半径 30 km圏内の緊

急防護措置準備区域（Urgent Protective Action Planning 

Zone（以下、UPZ という））に拡大しモニタリング調査を実

施してきた。 

今般、原子力規制庁が平常時の環境放射線（能）モニ

タリングに係る指針(原子力災害対策指針補足参考資料)

を公表し、平常時モニタリングの実施項目等について見

直しを図る必要が出てきたため、2014 年度以降のモニタ

リング結果について考察し、玄海原発の影響評価等を行

った。 

  

【方法】 

UPZ 圏内である松浦市、佐世保市、平戸市、壱

岐市で表 1の項目について調査を行った。空間放

射線量率測定は NaI(Tl)シンチレーションサーベイ

メータを使用し、時定数 30 で 5 回測定し、平均値

を測定値とした。積算線量測定は、ガラス素子を環

境場に約 90 日間設置し、蛍光ガラス線量計リーダ

ーで測定した。ガンマ線核種分析はゲルマニウム

半導体検出器 ( ORTEC 製  GEM 35-70 、

CANBERRA 製  3520-7500SL/CC-VD)を用い、

I-131、Cs-134、Cs-137 を対象核種として測定時間

80,000秒で測定した。 

 

【結果と考察】 

（１）空間線量率 

全 24地点の空間放射線量率の測定値は 37～75nGy/hの範囲であり、平常時レベルで推移していた。平

戸市役所で比較的高い数値が得られたが、玄海原発の影響ではなく、地質的影響もしくは平戸市役所の建

物に使用されている素材の影響によるものと考えられる。 

項 　　目 試 料 名 試料数

空間放射線量率 － 96

積算線量 － 180

大気浮遊じん 7

蛇口水 6

原水 6

土壌 6

精米 6

海水 1

トラフグ 1

カジメ 1

310

ガンマ線核種分析

合　計

図 1 モニタリング調査エリア全体図 

表 1 年度ごとの調査項目 
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（２）積算線量 

  積算線量については、全 9地点の積算線量は 120.0

～177.2 μGy/92日であり、平常時レベルで推移してい

た。地点間の数値に大きな違いがみられなかった。 

（３）環境試料 

環境試料については、人工放射線核種である

Cs-137 が大気浮遊じん、土壌、精米、海水、トラフグ、

カジメで検出されたが、いずれも低レベルであった。人

工放射線核種が検出される理由は、玄海原子力発電

の影響ではなく、1970 年代まで行われていた大気中

核実験やチェルノブイリ原子力発電所事故、福島第一

原子力発電所事故等の原子力施設の事故の影響が

考えられる。なお、大気浮遊じんについては 2011年度

に鷹島で測定したものでCs-137が検出されていたが、

これは同年に起こった福島第一原子力発電所事故で

飛散したものと推定され、同時期に全国的に検出され

ている。 

 

【まとめと今後の展望】 

今回、これまでの平常時モニタリング調査の評価を行ったが、玄海原発からの放射性物質や放射線の周

辺環境への影響は確認されなかった。今後も、原子力発電所の周辺影響を調査するためにモニタリングを継

続していく必要があるが、さらに 2018年 4月に原子力規制庁から平常時モニタリングに関する指針が出され、

周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価、環境における放射性物質の蓄積状況の把握、に加え原子力施

設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価、緊急事態が発

生した場合への平常時からの備えという目的を明確化された。また、これまで各自治体で行ってきたモニタリ

ング内容の斉一化が必要となった。 

今後、玄海原発周辺の佐賀県、福岡県とも協議しながら、モニタリング項目や地点の見直しなどを行ってい

く必要がある。 

 

 

 

 

土壌（Bq/kg乾土） 2014 2015 2016 2017

松浦市鷹島
1.58

±0.26

1.05

±0.23

1.12

±0.28
N.D.

松浦市福島
6.22

±0.33

7.18

±0.34

5.50

±0.35

6.83

±0.22

松浦市志佐地区
1.12

±0.27
N.D.

1.04

±0.28
N.D.

佐世保市吉井地区 N.D.
1.09

±0.23
N.D.

1.09

±0.23

平戸市役所田平支所 N.D. N.D. N.D. N.D.

壱岐市郷ノ浦町
0.954

±0.181
N.D.

0.591

±0.179

0.61

±0.19

表 2 土壌の Cs-137測定結果 

表 3 精米の Cs-137測定結果 

精米（Bq/kg生） 2014 2015 2016 2017

松浦市鷹島
0.0340

±0.0052

0.0285

±0.0043
N.D. N.D.

松浦市福島町 N.D.
0.0157

±0.0041
N.D.

0.0138

±0.0039

松浦市上志佐地区
0.0148

±0.0042

0.0196

±0.0052

0.0325

±0.0076

0.0241

±0.0055

佐世保市吉井地区 N.D. N.D. N.D. N.D.

平戸市田平町 N.D. N.D. N.D. N.D.

壱岐市内 N.D. N.D. N.D. N.D.
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エコロジーパークの大気浄化能力について 

海外技術研修生 鶴澤 モアシル まさいち、企画環境研究部 森 淳子 

 

【はじめに】 

平成 30 年度海外技術研修（ブラジル）は、2018 年 9 月 12 日から 2019 年 2 月 26 日までの予定で、環境教

育の改善を目的とし、環境保健研究センター（以下センターという）を受け入れ機関として実施されている。その

一環として、センターの建物を囲むエコロジーパークの樹木の大気浄化能力を調べ、関連した内容を 11月の一

般公開で出展した。 

 

【方法】 

樹木の大気浄化能力の推定は、環境庁大気保全局大気規制課（当時）の編集協力によってまとめられたマ

ニュアル 1)に基づき行った。 

二酸化炭素吸収量は、パイプモデル理論に基づき、下式によって樹木ごとの胸高直径からその樹木の葉の

総面積を求め、それに九州地方における単位葉面積あたりの二酸化炭素吸収量（3.5ｋｇCO2/m2･yr）を乗じて

求めた。 

○落葉広葉樹高木  logS=0.1643+1.6776×logDBH    ・・・・・（１） 

○常緑広葉樹高木  logS=-0.8334+1.6999×logDBH    ・・・・・（2） 

○中低木 logS=-0.8334+2.3067×logD0     ・・・・・（3） 

S=樹木ごとの総葉面積（m2）  

DBH=胸高直径 地上から 130cm高さの樹木の直径 ただし、中低木は根元直径 D0（ｃm） 

二酸化硫黄と二酸化窒素の吸収量（USO2,UNO2）は、長崎県による 2017 年度の大気常時監視結果によるそれ

ぞれの大気中濃度(CSO2, CNO2)年間平均値と、上記で求めた二酸化炭素吸収量（UCO2）から次式により求めた。 

USO2=12.7×CSO2×UCO2  ・・・・・（4）    U NO2=9.5×CNO2×UCO2  ・・・・・（5） 

 

【結果と考察】 

エコロジーパーク内に、300本の樹木を確認し、そのうち 229本について同定した。すべての樹木について胸

高直径（根元直径）を計測し、大気浄化能力を求めた結果を表 1に示す。 

なお、表 1 には、先行研究による大気浄化能力（中・高）を記載しているが、表の浄化能力の数値は、便宜上、

上記の区分ごとの式から求めた。また、区分が未確認の 47 本については(1)式を用いた。 

1 年間にエコロジーパークの 300本の樹木が吸収する二酸化炭素の量は 62,908kg と推定された。この値を、

一人の人間が呼吸によって 1年間に吐き出す二酸化炭素の量（360kg）1)と比較すると、174人分となった。また、

2016 年度の日本人一人あたりの二酸化炭素排出量（約 2,045 kg /人）2)と比較すると、約 30 人分となった。更

に、自動車が 1kmの走行で排出する二酸化炭素量（0.19 kg /km）1)と比較すると、331,094kmに相当した。 

一方、センターの 2018 年 1 月から 12 月までの電気の使用量は合計で 700,566ｋWh であり、これに係数

（0.44kg/ｋWh）を乗じて二酸化炭素量に換算すると 308,249ｋｇとなった。これは、センターの樹木が吸収する二

酸化炭素の量の 4.9倍にあたることが分かった。 

二酸化硫黄の吸収量は 38.9g/yr、二酸化窒素の吸収量は 51.8g/yr であった。二酸化窒素の吸収量を最新

の自動車排ガス規制値（0.005g/km）3)に照らすと、10,360kmに相当した。 
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表 1 長崎県環境保健研究センター エコロジーパークの樹木が持つ大気浄化能力 

 

 

この活動の期間中、11 月 10 日（土）にセンターの一般公開が行われ、308名の参加があった。この

活動に関連して、「すごいね葉っぱ」とのコーナーを出展し、センターの大気浄化樹の枝の展示や、ガス

を吸収する気孔の顕微鏡観察、子どもでも取り組める大気浄化樹の調べ方のチラシを配布して、樹木の

大気浄化能力について説明した。このチラシでは、幹の太さから葉の面積を求める方法として、式では

なく、換算表を掲載しており、それぞれの家庭や学校、職場などで取り組むことで、人間の活動により

発生する二酸化炭素と、樹木が吸収する二酸化炭素のバランスを考えるきっかけになることを期待した。 

 

【おわりに】 

この研修で学んだことを、母国での環境教育に生かして行きたいと思います。 

今回の私の活動が、これからのセンターの環境教育活動を通じて樹木が持つ大気浄化能力を県民のみ

なさまへ伝える手助けになれば幸いです。（鶴澤） 

 

参考文献                                        

1)公害健康被害補償予防協会：＜改訂版＞大気浄化樹マニュアル, 東京都（平成 7 年）. 

2) JCCCA 全 国 地 球 温 暖 化 防 止 活 動 推 進 セ ン タ ー ： 一 人 当 た り の 二 酸 化 炭 素 排 出 量 （ 2016 年 度 ） , 

http://www.jccca.org/chart/chart04_07.html(2019.1.29) 

3) 国土交通省:新車排出ガス規制の経緯,http://www.mlit.go.jp/common/001191370.pdf(2019.1.29) 

 

植物種 大気浄化能力1) 本数 平均胸高直径DBH (D0)(cm) 葉の面積の合計S（ｍ2） CO2吸収量（kg/ｙｒ） SO2吸収量（g/ｙｒ） NO2吸収量（g/ｙｒ）

イロハモミジ 中 34 4.5 645 2,256 0.8 1.1
センダン 高 1 39.9 707 2,475 0.9 1.2

ソメイヨシノ 中 34 9.0 2,420 8,469 3.2 4.2
カキノキ 高 2 4.5 38 133 0.1 0.1
エゴノキ 高 4 5.9 124 435 0.2 0.2
ネムノキ 1 24.6 315 1,102 0.4 0.6

ミカン 2 5.0 31 109 0.0 0.1
クヌギ 高 3 9.1 189 661 0.2 0.3
未確認 11 8.4 6,434 2,221 0.8 1.1

マテバシイ 中 16 6.9 418 1,462 0.5 0.7
ツバキ 17 3.2 120 420 0.2 0.2

ヤマモモ 高 9 13.6 810 2,835 1.1 1.4
スダジイ 中 9 13.4 856 2,995 1.1 1.5
シラカシ 中 15 11.7 1,114 3,898 1.5 2.0
タブノキ 中 1 15.2 91 317 0.1 0.2

ドウダンツツジ 81 3.5 228 800 0.3 0.4
未確認 13 8.4 12,959 25,058 9.4 12.5

未確認 47 6.4 2,075 7,262 2.7 3.6
計 300 29,572 62,908 23.6 31.5

落葉広葉樹高木

常緑広葉樹高木

中低木

未確認
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長崎県大村湾湾奥部における化学的酸素要求量(COD)関連物質の特性について 

 

企画環境研究部 地域環境科 本多洋幸、粕谷智之 

 

【はじめに】 

大村湾は長崎県本土のほぼ中央に位置し、佐世保湾を介した閉鎖性の強い湾である。本調査は国立環境

研究所とのⅡ型共同研究「沿岸海域環境の物質循環現状把握と変遷解析に関する研究」の一環として行い、

大村湾湾奥部２地点において現場測定と採水を行い栄養塩類と COD 関連項目を測定し、項目間の関係に

ついて検討した。 

 

【調査地点及び方法】 

１、調査地点 

調査地点は大村湾湾奥部の環境基準点である「久山港沖」と「祝崎沖」である。両測点は大村湾の支

湾である津水湾内にあり、水深は久山港沖で約 6m、祝崎沖で約 15m である。 

2、方法 

調査は 2011 年 9 月から 2017 年 1 月の間に、夏季と冬季の年 2 回、合計 12 回実施した。各測点で

は多項目水質計を用いて水温、塩分および溶存酸素量（DO）を鉛直的に記録した。さらに、透明度を

測定すると共に、久山港沖では表層と底層、祝崎沖では表層、中層、底層から採水し、栄養塩類及び

COD 関連項目について分析を行った。 

 

【結果と考察】 

1、海況 

夏季は、水温は久山港沖では 26.7～28.1℃、祝崎沖では 25.9～28.0℃であり、久山港沖でやや高い

傾向が見られた。一方、塩分は久山港沖では 29.7～31.0、祝崎沖では 30.4～31.7 であり、祝崎沖でや

や高かった。DOは久山港沖では海底直上の DOは 4.9 mg/Lであったのに対して、祝崎沖は 2.2 mg/L

まで低下しており貧酸素状態であった。 

冬季は、水温は久山港沖では 9.1～9.2℃、祝崎沖では 9.2～9.6℃であった。塩分は久山港沖では

31.4～31.6、祝崎沖で 31.8～32.0であり、両調査点間に夏季ほど差は見られなかった。DOは久山港沖

で 9.8～9.9 mg/L、祝崎沖で 9.3～9.6 mg/L で、鉛直的にほぼ一様であった。 

2、栄養塩類 

栄養塩類の測定結果を表１に示す。溶存態無機窒

素（DIN）、全窒素（DTN）、溶存態無機リン（DIP）、全

リン（DTP）は久山港沖が祝崎沖よりも高い傾向が見ら

れた。久山港沖は東大川の河口付近に位置すること

から、河川から栄養が流入していることの反映と思わ

れる。季節間の比較では夏季の方が冬季よりも高く、

特に DIP で顕著であった。これは後述するように、貧

酸素によって底泥から溶出した栄養塩が供給された

ためと思われる。 
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DINが DTNに占める割合（DIN/DTN）は、久山港沖と祝崎沖でそれぞれ、夏季は 22%と 14%、冬季は

30%と 5%であった。一方、DIPが DTPに占める割合（DIP/DTP）は、久山港沖と祝崎沖でそれぞれ、夏季

は 47％と 53％、冬季は 25%と 14%であり、両調査点共に夏季が高かった。一般に、他の海域では本調査

結果とは異なり、DIN/DTN および DIP/DTP は共に夏季よりも冬季が高く、これは夏季に植物プランクト

ンの増殖が活発となり、栄養塩（DIN と DIP）が利用されていることの反映と考えられている。大村湾では、

晩夏から初秋にかけて湾外水の底層流入による貧酸素水塊の湾奥部への移動が起こる。本調査で得

た夏季に高いDIN/DTNおよびDIP/DTPは、貧酸素化によって底泥から水塊内に溶出した高い濃度の

栄養塩が、津水湾内に供給されたことを示唆していると考えらえる。 

3、COD 関連項目 

本調査で採集した試料のCOD関連項目（COD、        

溶存態 COD（D-COD）、懸濁態 COD（P-COD）、  

全有機炭素（TOC）、懸濁態有機炭素（POC）およ 

びクロロフィル a（Chl. a））の測定結果を表２に示  

す。調査点間の比較ではどの項目も祝崎沖よりも久 

山港沖で高い傾向が見られ、特に Chl. a で顕著で 

あった。また季節間の比較では祝崎沖の Chl. a を 

除き、何れの項目も夏季に高かった。COD 関連項 

目の調査点間及び季節間の違いには植物プランク  

トンの増殖による内部生産が関わっていると思われ 

る。 

COD と TOC はそれぞれ溶存態が多くを占 

め、割合は 70%～88%であった。また、図１のと 

おり D-COD と塩分との間には久山港沖で有 

意な負の相関が見られた（p<0.05）。これらのこ 

とから、河口に近い久山港沖においては、存 

在する DOC の一部は陸水起源である可能性 

が示唆された。 

 

【まとめ】 

大村湾の支湾である津水湾内の 2 調査点（久山港沖と祝崎沖）における海洋観測及び、海水の栄養

塩類および COD 関連項目の分析を行った結果、以下の知見を得た。 

・ 栄養塩類は東大川河口に近い久山港沖の方が祝崎沖よりも高く、河川から栄養が流入していること

の反映であると考えられた。 

・ 栄養塩類および DIP/DTP は両調査点ともに夏季の方が高く、貧酸素化によって底泥から溶出した

高い濃度の栄養塩が津水湾内に供給されている可能性があることが示唆された。 

・ COD の 70%～88%は溶存態であり、久山港沖では COD の主成分は DOC であると考えられた。 

・ 久山港沖に存在する DOC の一部は陸水起源である可能性が示唆された。 
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調整池及び周辺流入河川における 

淡水性二枚貝類の生息場拡大手法の開発に関する研究 

―用水路などを利用した二枚貝生息場造成手法の検討― 

 
 

企画環境研究部 地域環境科 桑岡莉帆 

 

【はじめに】 

国営諫早湾干拓事業によって形成された調整池の水質は、水質保全目標値を超過している状態が続いて

いるが、県の「第 2期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画」に基づき、様々な水質改

善に取り組んだ結果、改善効果はみられたものの、植物プランクトンなどの内部生産に起因する負荷は増加

した1)。長崎県環境保健研究センターでは、植物プランクトンを餌とする二枚貝を増やすことにより、陸域と水

域の間の物質循環を強化し、水環境の改善につなげる手法の開発に取り組んできた。そこで本研究では、周

辺のコンクリート三面張り用水路（以降、用水路）及び小河川に砂のたまりやすいような施設を試験的に設置し、

マシジミの定着の可能性について調査したので報告する。 

 

【方法】 

調査は長崎県諫早市高来町の用水路及び小河川で実施

した（図 1）。用水路の施設は、水路底にコンクリート平板 3枚

を 1m 間隔で並べ、間に砂礫を 4cm 厚で敷き詰めて造成し

た（図 2）。小河川の施設は、方形枠 6個を河川内の 1.5m×

3mの範囲に 2列 3段で並べて埋設し、方形枠内には砂礫を

敷き詰めて造成した（図 3）。施設の設置は 5月に実施し、調

査は 7回（7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月）実施し

た。調査ではコドラート法を採用し、20cm×20cmの区画内の

マシジミの個体数、殻長等について調査した。 

 

 

 

図 3 小河川実験施設 
図 2 用水路実験施設 

図 1 実験場所 
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【結果・考察】 

マシジミの個体密度は、用水路で 92～825 個体

/m2、小河川で 83～275 個体/m2で推移し、施設の

マシジミトラップ効果を確認できた（図 4）。用水路の

個体密度は、周辺のマシジミ生息場と同様の密度

変化となったのに対し、小河川の個体密度はそれら

よりも低い値で推移した。川の水位が下がり、また実

験施設が川の流れによって浮き上がったことにより、

施設内への水流がなくなり、マシジミの流入が抑制

された可能性が考えられる。 

マシジミの殻長組成について、用水路では 7月に

みられた 3～5mm の個体は 10 月には～12mm となり、小河川では 7 月にみられた 3～5mm の個体は 10

月には～13mm と成長が確認されたことから、マシジミが定着している可能性がある。また、2 年目だと考え

られる殻長 15mm 以上の個体も確認された。 

本調査で検討した 2 つのマシジミ生息場造成施設のうち、用水路に設置したものでは、マシジミのトラッ

プ効果がみられ、さらにマシジミの密度は周辺のマシジミ生息場と同程度で推移しており、区画内の殻長

組成からはマシジミの定着が示唆された。また、設備設置時に区画内に投入した砂礫は、調査を通して流

されることがないことに加え、常に水路の水が区画内に接するような構造となっており、マシジミのトラップ効

果は持続すると考えられる。一方で、小河川に設置した施設では、トラップ効果は確認されたものの、前者

よりも個体密度が低い値で推移した。施設の構造上、水面から施設の一部が水面上に出てしまうと、水の

出入りがなくなり、トラップ効果が持続しなかったと思われる。今後は、経年変化を調査するとともに、調整

池流域の 3 面張りの水路での施設の設置を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

                                                   
1) 九州農政局資料，（2018） 

図 4 マシジミの個体密度（個体/㎡） 
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長崎県内における結核菌遺伝型別（VNTR 法）の解析状況 

 

保健衛生研究部 保健科 右田雄二 蔡国喜 田栗利紹 

 

【はじめに】 

東アジア地域には北京型系統群が定着し、中国など大陸部では「新興型（1 群）」が多いが、日本国内では

北京型株の 7～8割は「祖先型（4群）」で占められ、独自の進化を辿っている。そのため国内結核菌の識別に

は、JATA12-VNTR(Variable Number of Tandem Repeats)法が適しており、国内標準法となっている。長崎県

は全国でも結核罹患率が高い地域であり、感染症法第 15条の積極的疫学調査の一環として、結核菌の伝播

経路の推定や集団感染の探知のために追加領域〔JATA15(3) + 超可変領域(3)〕を加えた計 18 領域で遺伝

型別の解析を行っている。今回、我々は 2011 年以降、県内の結核病床を有する医療機関から分与された結

核菌株の解析結果を取りまとめたので報告する。 

 

【材料と方法】 

鋳型結核菌 DNAの作製 

2011 年 12 月から 2019 年 1 月までの結核発生届に基づき県内の結核病床を有する医療機関から分離さ

れた熱処理後の結核菌株 452 株を解析対象とした。鋳型 DNA はフェノールクロロホルム処理後、エタノール

沈殿法により作製した。 

 

VNTR 領域の PCR 法および遺伝系統の推定 

VNTR 領域ごとの反復回数の測定方法は「結核菌 VNTR ハンドブック」１）に準拠し、各 VNTR 領域の PCR

増幅産物を電気泳動により分子量サイズを測定し反復回数に換算した。本研究では、反復回数が 18 領域

（長崎市は 15 領域）中 1 領域違いまでを同一の遺伝型（クラスタ）と判定した。さらに最大事後確率（maximum 

a posteriori:MAP）推定法２）を用いて VNTR 型から県内結核菌株の遺伝系統の推定を行なった。 

 

【結果及び考察】 

地域間におけるクラスタ形成性 

県内（長崎市のぞく）333 株の解析結果（表１）では 32 クラスタ（2 株間：21 クラスタ、3 株間：7 クラスタ、4 株

間：2クラスタ、5株間：1クラスタ、11株間：1クラスタ）が認められ、クラスタ形成率は 26%であった。保健所管轄

ごとでは県南（23%）、県央（12%）、県北・佐世保（26%）、長崎市（29%）といずれの地域も低かった。県内では県

南保健所管轄が最も罹患率の高い地域（平成 28 年：29.8）となっているが、高い罹患率に反してクラスタ形成

率が低く、多様な遺伝型が存在しており、本地域内に特定菌株の流行、拡散がなかったことが確認された。県

南地域における高罹患率は高齢者の再燃によるものと推察される。 

 

結核菌の遺伝系統 

MAP 推定法により得られた県内結核菌株の遺伝型別は、北京型株に属する祖先型（G1/2: 15 株, G3: 45

株, G4: 72 株, G5/6: 123 株）および新興型（Modern: 70 株）が 72%（352/452 株）を占め、国内データ 75%

（935/1,245 株）２）と大差なかった。県内患者の遺伝型別を年齢別にみると、40 歳未満では北京型株 62％
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（16/26株）に対し、非北京型の割合が 38%（10/26株）と高い傾向がみられた。非北京型 10株中 4株はフィリ

ピン系統 EAI（East African Indian）株で、いずれの患者も外国人であった。国外で感染し日本で発病したもの

と推察される。 

今後も結核菌の伝播経路の解明や集団感染の探知のために遺伝型別による分子疫学調査を継続しなが

ら海外流行株の動向にも注視する必要があると思われる。 

実際に分子疫学調査が有用であった具体的事例については、本会において報告する。 

 

 

 

 

 

参考文献 

─────────── 

1) 結核菌 VNTR ハンドブック（地研協議会保健情報疫学部会マニュアル作成ワーキンググループ編）第一

版（2012） 

2) Seto J and Wada T, et al. (2015): Phylogenetic assignment of Mycobacterium tuberculosis Beijing clinical 

isolates in Japan by maximum a posteriori estimation. Infect Genet Evol. 35, 82-88. 
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入浴施設のレジオネラ汚染評価に関する 

長崎県オンリーワン技術の実用化に向けた取組み 

 

保健衛生研究部 保健科 田栗利紹 

 

【目的】 

レジオネラニューモフィラ（LP）はレジオネラ症の主要な起因菌種であり、我国では特に入浴施設において大

きな社会的影響を及ぼしている。LP を含むレジオネラ属菌によるアウトブレークが全国各地で発生して以降、浴

槽水では塩素消毒による水質管理が普及してきたが、循環ろ過器式入浴施設に代表されるとおり、衛生管理に

関わる諸問題のためにレジオネラ属菌汚染が再発を繰返して深刻な事態を引起している事例が少なくない。 

我々は、これまでに浴槽水中レジオネラリスクの迅速評価法（RDM）を本県独自に開発してきた。最初に、ヒト

HIV 診断用の携帯型フローサイトメーター（6.5 kg）を細菌測定に応用し、レジオネラ汚染が生じる浴槽水と清浄

な浴槽水の細菌数を比較解析して両者を区別する一定の閾値を見出すことにより、レジオネラリスクの現地評価

方法として確立した 1)。さらに本方法に LP 用染色試薬を適用して LP の特異検出を実現した 2)。今回、本技術

の根幹である消毒効果判定と LPの直接検出について証明してきた経緯とその実用化に向けた取り組みについ

て紹介する。 

【方法】 

（消毒効果判定）遊離塩素が細菌を消毒する工程で RDM 法の測定値が変化することを見出し、その変化に

より得られる一定の基準によりレジオネラ属菌を制御する方法を発明した 3)。モデル実験施設や営業施設から得

られた浴槽水を用いて RDM 法とレジオネラの培養法結果とを比較した。細菌を含む浴槽水に遊離塩素を添加

して RDM測定値と塩素濃度との関係を調べた。 

（LP 直接検出法）LP の中で血清群 1（レジオネラ症患者の 77％を占める最大起因菌種の血清型）とその他

の血清群に特異的な染色試薬を作製し、LP を含むレジオネラ属菌 23 株と大腸菌を用いてその特異性を評価

した。RDM法の検出限界と定量限界を添加回収実験と検量線により決定した。現地調査において浴槽水 76試

料を RDM 法と培養法で処理し、本方法の培養法に対するスクリーニングとしての有効性と定量性を検証した。

この時、まず、非濃縮液を用いて塩素の消毒効果を確認し、その後 1000倍ろ過濃縮したものに特異染色を施し

て LP 数を求めた。 

【結果と考察】 

（消毒効果判定）2006年〜17年にかけて採取された 270試料の浴槽水は、RDM法の閾値（3,000 counts/mL）

により、レジオネラ陽性試料をレジオネラ陰性試料と適切に判別できた（培養法に対する有効率約 90％）。RDM

測定値と塩素濃度の関係から、RDM 法の閾値以下の試料は塩素要求量の不連続点を超えた状態にあることが

明らかとなった。浴槽水をレジオネラ属菌陰性とするには強い消毒が要求される一方で、レジオネラ属菌陽性試

料は RDMで探知される細菌汚染と強い関係を持っており、生物膜の影響が推察された。 

（LP 直接検出法）RDM 法は約 102 〜 105 CFU/mL の範囲で培養法と高い相関（R2 = 0.99）を示し、供試し

た全ての LP 株を特異的に検出することができた。本検査法の検出限界と定量限界をそれぞれ約 1,300 

counts/100 mLおよび約 4×104 counts/mL と決定した。現地調査の 76浴槽水において、RDM法の培養法に

対する感度は 93.33％、特異度は 95.08％を示した。これらの試料においても RDM法の定量値は培養法と高い
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相関を示し（R2 = 0.94）、培養法の検出限界値（10 CFU/100 mL）付近においても定性的にも定量的にも妥当な

成績を示した。 

【結論】 

RDM法は細菌数測定により消毒効果を的確に判別するとともに、LP特異試薬を用いることで LPに特異的で

定量的にも培養法と相関することが確認された。本方法は、5 分間の消毒効果判定と約 1 時間の LP 定量評価

が可能であることから、遊離塩素消毒下の入浴施設において現場でのレジオネラリスク監視の有用なツールとし

て利用可能であるといえる。今後は全国の地衛研や国の研究者と協力して本方法の標準化に取り組みたい。 

 

参考文献 

1) Taguri, T. et al., J. Microbiol. Method, (2011) 

2) 前川純子ら, 公衆浴場等施設の衛生管理におけるレジオネラ症対策に関する研究, 平成 29 年度総括研究

報告書, (2017) 

3) 田栗利紹ら, 入浴設備の汚染度の判定方法、浴槽水における殺微生物効果の判定方法及び浴槽水の水質

管理方法, 特開 2009-058233, (2009) 
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さば調理品からのヒスタミン検出事例 

 

保健衛生研究部 生活化学科 吉村裕紀 

 

【はじめに】 

ヒスタミン食中毒は、ヒスタミンが高濃度に蓄積された食品、特に魚類及びその加工品を食べることにより発症

する、アレルギー様の食中毒である。その原因は不適切な温度管理により食品中のヒスタミン産生菌が増殖し、

食品中のヒスチジンからヒスタミンが産生されることである。産生されたヒスタミンは加熱しても残るため、ヒスタミン

食中毒の発生予防には、原材料の状態から調理品となるまでの間、長時間室温に放置しないなどの適切な温

度管理が求められる。 

今年度、当センターに 2 件のさば調理品の検査依頼があり、検査の結果、当該調理品からヒスタミンが検出さ

れた。今回はその検査内容等を報告する。 

 

【方法】 

１ 検体 事例１ １検体、事例２ ４検体（詳細は表 1参照） 

２ 検体の均一化、試験溶液の抽出 

検体は包丁で細切したのち、乳鉢あるいはラボミルを用いて均一試料とした。均一化した試料 1 g を秤量後、

アセトニトリル・水 1:1混液を 25 mL加え、ホモジナイズ抽出を行った。10分間の遠心分離後、上清をとり、残渣

にアセトニトリル・水 1:1混液を 20 mL加え、ホモジナイズ抽出を行い、上清を合わせた。50 mLに定容し、1 mL

を分取し、遠心分離を行ったのち、水で適宜希釈したものを定量・確認用試験溶液とした。 

３ LC/MS/MSによる確認・定量 

(1) ヒスタミンのピーク確認 

事例 1 に関してはピーク確認に LC 部：島津製作所製 LC10ADvp、MS/MS 部 Applied Biosystems 社製

API 2000 を、定量に Agilent 社製 6460C トリプル四重極 LC/MS システムを用いた。事例 2 に関しては確

認、定量ともに Agilent社製 6460C トリプル四重極 LC/MS システムを用いた。カラムは HILICカラムを用い

た1。条件を以下に示す。 

条件 1 API2000を用いた方法 

カラム：Restek社製 Allure PFP propyl 内径 2.1 mm、長さ 150 mm、粒子径 5 m 

溶離液：A 0.1%ぎ酸 B 0.1%ぎ酸アセトニトリル溶液 

A:B=97.5:2.5（5分保持）→（グラジエント 5分）→0:100（5分保持） 

測定モード：MRM  トランジション：定量イオン 112 > 95、確認イオン 112 > 68 

条件 2 6460C トリプル四重極 LC/MS システムを用いた方法 

カラム：Waters社製 Atlantis HILIC Silica 内径 2.1 mm、長さ 150 mm、粒子径 3 m 

溶離液：16 mM ぎ酸アンモニウム in 水/アセトニトリル/ぎ酸=30/70/0.002 

測定モード：MRM  トランジション：定量イオン 112 > 95、確認イオン 112 > 82、112 > 68、112 > 41 

４ TLCによる確認 

薄層板として Merck 社製 Kieselgel60、展開溶媒にアセトン-28%アンモニア水（1:9）を用い、発色試薬として

0.01%フルオレスカミン/アセトン溶液を用いた。 
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【結果】 

１ LC/MS/MSによる確認・定量 

条件 1で測定した抽出液のクロマトグラムを図 1-1に、条件 2で測定した抽出液のクロマトグラムを図 1-2に示

す。それぞれ保持時間 1.5分、7.8分のピークがみられ、ヒスタミン標準品のピークと保持時間が一致していた。 

また、検量線を図 1-2に、定量値を表 1に示す。検量線は R2≧0.995以上であり、良好な直線性を示した。 

２ TLCによる確認 

UV 365 nm照射により、試験溶液からヒスタミン標準品と同じ Rf=0.74のスポットを確認した（図 1-3）。 

 

表 1 定量値一覧 

検査依頼日 検体名 定量値(g/g) mg/100 g換算値 

平成 30年 7月 3日 さばのみそ煮 553 55.3 

平成 30年 8月 22日 

保存食（加熱済み） 151 15.1 

原材料のサバ（生） 3,890 389 

職員の食べ残し（加熱済み） 2,760 276 

鮮魚店のサバ（生） 247 24.7 

  

 

図 1-1 LC/MS/MS 

ヒスタミンピーク 

図 1-2 LC/MS/MS定量 

クロマトグラム及び検量線 

図 1-3 TLC結果 

左から２番目が抽出液 

 

【考察】 

ヒスタミンは一般に食品中濃度 100 mg/100 g以上で食中毒症状を呈する可能性が高いと言われており、今回

検査した 5検体中 2検体がこの値を超えていた。またすべての検体でヒスタミンを検出した。 

測定条件が同じであっても、機器が異なると正しい結果が得られなかった。原因として、溶離液の違いによる

イオン化の効率に違いがあったことが可能性の１つとして考えられる。本事例を通して、ある健康被害化学物質

に対して、複数の機器による検査体制を整えることが重要と考えられた。また、より簡便な TLC や市販キット

等を用いた迅速検査についても体制を整えるべきと考えられた。 

 

参考文献 

1 吉岡 直樹、吉田 昌史 LC/MSを用いたアレルギー様症状を引き起こすヒスタミン等の不揮発性

アミン類の分析、兵庫県立健康生活科学研究所健康科学研究センター研究報告 第 8号 2017 
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健康危機管理演習におけるハチミツ中の有害物質の検査結果 

 

保健衛生研究部 生活化学科 松尾 広伸 

 

【はじめに】 

近年、流通網の発達により、都道府県にまたがり多様な食品が多量に消費されることに伴って、広域的な食中

毒事案への対策強化が求められている。平成 30年度 6月 13日公布の食品衛生法改正においては、地域ブロ

ックごとに広域連携協議会の設置が定められ、広範囲の食中毒対応に活用される計画である。地方衛生研究

所においても、各機関の連携の向上により、機能を高めていく必要がある。 

九州ブロックにおいては、「九州ブロック地方衛生研究所広域連携マニュアル」に基づき、試験検査・技術研

修の相互支援等広域連携を行っているところである。平成 18 年度からその一環として、健康危機管理を想定し

た模擬演習が行われてきた。平成 29年からの 3 ヵ年では、健康危機発生時における検査体制確立および関連

機関の連携・協力体制の検証を目的として、模擬訓練事業を計画することとされている。 

今回は平成 30年度の結果について報告する。 

 

【材料と方法】 

（１） 検査内容  ：模擬演習シナリオが添付された検体中の原因物質究明 

（２） 検体     ：ハチミツ（自家製） 

（３） 実施期間  ：H30.11.5～H30.11.16 

（４） シナリオ概要： 

 大学の学祭でハチミツかけソフトクリームが原因と推定される食中毒が発生。患者は吐き気、嘔吐、口や

手足のしびれ、歩行困難等を訴えており、発症者 10 名は救急病院へ搬送され、2 名が入院した。発症時

間が短いことから、化学物質による食中毒を疑い、原因物質究明の検査依頼があったとの設定。 

（５） 分析方法 

 患者の症状や聞き取り情報を参考に文献1を調査したところ、本事例と整合する原因物質としてトリカブト

に含まれる有毒成分であるアコニチンが選定された。そこで、試料に文献を参考にした前処理を施して試

験溶液とし、以下の方法で分析を行った。 

① 薄層クロマトグラフィー(以下 TLC)による定性 

② 液体クロマトグラフィータンデム質量分析装置(以下 LC-MS/MS)による定性 

③ 液体クロマトグラフィー四重極飛行時間型質量分析装置(以下 LC-QTOFMS)による定性 

④ LC-QTOFMS および LC-MS/MSによる定量 

 

【結果および考察】 

① TLC による定性：アコニチンの標準溶液と試験溶液を溶媒で展開し、アコニチンの官能基に反応する呈色

試薬を用いたところ、同位置にスポットを確認した。 

② LC-MS/MS による定性：アコニチン標準溶液と試験溶液の MRM(多重反応モニタリング)測定を行った。複

数の測定イオンについて同じ保持時間でアコニチンを検出し、またそれぞれのピークの強度比が一致した。 

③ LC-QTOFMS による定性：アコニチン標準液と試験溶液の測定を行い、アコニチンの精密質量数と一致し

た。 
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④ LC-QTOFMS および LC-MS/MSによる定量 

 アコニチンの定量結果を表１に示す。 

 LC-QTOFMS と LC-MS/MSで定量値は等しい結果となった。なおアコニチンについては、過去約 20 μg

を摂取し食中毒と判断された事例がある。今回食べたハチミツ（小さじ一杯分、約 1.8 g）に含まれるアコニチ

ン量は約 23 μg と推察されることから、本事例の原因物質はアコニチンであると判断した。 

 

 

表 1 アコニチンの定量結果 

定量方法(n=3) 試料中濃度(ppm) 

LC-QTOFMS 12.5 

LC-MS/MS 12.5 

 

 

                      図１ 試験溶液(上)とアコニチン標準液(下)の MRM クロマトグラム比較 

 

【まとめ】 

  平成 30 年度の健康危機管理模擬訓練事業において、文献調査によりハチミツ中の食中毒原因物質はアコ

ニチンであると推定し、分析を行った。TLC、LC-MS/MS、LC-QTOFMS で定性を行い、LC-MS/MS および

LC-QTOFMS で定量を行ったところ、食中毒を起こすと考えられる量のアコニチンを検出したたため、本事例の

原因物質はアコニチンであると判断した。 

  今事業の最終報告によって、試料中にはアコニチン 11 ppm、メサコニチン 3.7 ppm、ヒパコニチン 0.048 ppm

と 3 種のアコニチン系アルカロイドが含まれていたことが判明した。当センターではアコニチン 12.5 ppm を検出

しており、健康被害の拡大を防止するための迅速な原因究明という点では、十分目的を満たすものであった。 

 一方で、メサコニチンとヒパコニチンを検出することができておらず、アコニチンの定量精度においては課題が

示された。今後は健康危機管理対策としてアコニチン以外の植物性自然毒の分析系の検討、前処理や LC 条

件の改善による定量精度の向上が求められる。 

 

                                 ＜物質情報＞ 

                                 トリカブト中に含まれる毒性成分であり、ニリンソウと誤食し 

                                 て食中毒の原因となることがある。症状として、口や口唇 

                                 のしびれ、嘔吐、腹痛、下痢、不整脈、血圧低下があり、 

                                 けいれんや呼吸不全に至って死亡することもある2。 

 

                        図２ アコニチンの構造式と物質情報 
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