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か否かを判定できる多くのより精度の高い動物発がん
克彦

実験データが求められる。

平成５年１２月に改訂施行された水道法に基づく水

しかし、非発がん性の毒性化学物質に関しては、現

道水質基準は、昭和５３年改訂の水質基準とは大きく

在の水質基準は基本的に大人すなわち成人を対象とし

異なり、 健康に関連する項目 ２９項目と 水道水が

て設定されている。また、曝露評価が十分になされて

有すべき性状に関する項目

おらず飲料水からの寄与率を一律１０％としているな

の２７項目の合計４６項

目と増加し、しかも社会的要請に応えて、おいしい水
の目標値である

快適水質項目

が設定された。また

ど多くの問題を抱えている。
毒性化学物質の曝露評価に関しては、ヒトの１日の

として指

生活サイクルを基本にし、室内空気 （家庭、職場）お

針値を示し、安全性確保の姿勢がさらに強化された。

よび大気からの吸入曝露量、食品からの経口摂取量、

しかし、健康項目に関してはまだまだきめの細かさに

経皮吸収量および飲料水からの経口摂取量を正確に測

欠けている。

定する必要がある。これらの量からヒトヘの全曝露量

有害化学物質２６物質について

監視項目

わが国の毒性化学物質の毒性情報に基づく水質基準
設定の原則は「生涯にわたり連続的な摂取をしていて
もヒトの健康に影響が生じない水準を基として安全性

を算定し、各々の毒性化学物質の飲料水からの寄与率
を求めるべきである。
一方、飲料水中の毒性化学物質の安全性評価を考え
る場合、大人（成人）を対象として策定されている現

を十分考慮して評価する」となっている。
すなわち、遺伝毒性を有し、ヒトに対する発がん性

在の水質基準に加えて、さらにヒトの誕生から死に至

を有する物質は、閾値のないという考えから実質安全

るまでのエイジングの各段階である新生児、乳幼児、

量（Ｖｉｒｔｕａｌｌｙ

Ｄｏｓｅ ：

幼児、児童、青年、成人、仕年、老年など年齢差によ

ＶＳＤ）の考えに基づいて実質的に安全な確率１０−５

る感受性の差異および彼らの曝露環境条件の相違を考

を線形多段モデルを用い外挿し、算出する方法がとら

慮すべきである。人口の高齢化が急速に進んでいるわ

れている。また、遺伝毒性がない発がん物質および非

が国においては、とくにいわゆる弱者である子供や老

発がん性の毒性化学物質は、慢性毒性実験から得られ

人に対する毒性化学物質の安全性評価をライフサイク

る最大無作用量（Ｎｏ

Ｏｂｓｅｒｖｅｄ

ルから見たリスクアセスメントを基本としてきめ細か

ｒｓｅ

Ｌｅｖｅ ：ＮＯＡＥＬ）から

Ｅｆｆｅｃｔ

Ｓａｆｅｔｙ

ｌ日許容摂取量（Ｔｏｌｅｒａｂｌｅ

Ａｄｖｅ

Ｄａｉｌｙ

Ｉｎｔａｋｅ：ＴＤＩ）を算定し、この量が大人の飲
料水１日摂水量２Ｌに含有する濃度として基準が設定
されている。
発がん物質に関しては、ヒトにおいて臨床がんの発
生に至るまでに潜伏期が３０〜４０年必要といわれて
おり、一生涯のＬｉｆｅ

ｓｐａｎで評価する必要が

く評価してゆくべきである。
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新時代の高速液体ク
時代の高速液体クロマトグラフィー
マトグラフィー

高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）は、熱不

試験検査の信頼性を確保するために、機器自体に自

安定、不揮発性の物質の分析が化学的処理なしにでき

動検査機能が搭載され、バリデーション（性能証明）

ることから、食品、医薬品、環境、生体成分等におけ

がより正確に簡単に行えるようになりました。

る分離分析の主な手法の一つになっています。さらに、

測定したデータの管理は、生データをシステムの詳

高精度、高感度化と操作性の向上を追求してＨＰＬＣ

細も含めて記憶し、パスワードによる保護により、デ

の開発が進められているなかで、最近の飛躍的に進歩

ータの正確さと安全性を確保しています。また、トラ

したシステムについて紹介します。

ブルの原因を自動的に調査し、メンテナンス方法を画

１） ハードウェア（機器本体）

面と音声でわかりやすく説明する機能も付加されてい

送液システムの改良により、幅広い流量範囲（０．
０５−１０ｍｌ／ｍｉｎ）で脈流のない送液が可能に

ます。
３） 分離カラム

なり、感度及び精度が大幅に向上しました。また、オ

粒子径の細かい充てん剤（３μｍ）の使用及び低流

ートサンプラの進歩によって、超微量サンプルの注入

量での送液の実現に伴い、細くて短いカラム （内径２

が可能になり、注入再現性も向上しました。

ｍｍ、長さ５ｃｍ）が開発され、分析時間の短縮、使

検出器については、定性機能を備えたフォトダイオ
ードアレイ検出器（ＰＤＡ）や質量分析計（ＭＳ）と

用溶媒量の削減が可能になり、ＭＳとの結合も容易に
なりました。

結合したＬＣ／ＭＳの必要性が増大しています。ＰＤ

また、ピーク対称性、品質再現性及び耐久性に優れ

Ａでは広い測定波長範囲で今までのＵＶ‐ＶＩＳ検出

たカラムが開発され、分析感度及び精度の向上に貢献

器と同等の高感度分析が可能になり、スリット幅を狭

しています。カラム充てん剤は、シリカゲルの担体に

くすることにより波長分解能が向上し、より正確なス

オクタデシル基等の種々の官能基が結合していますが、

ペクトル情報が得られるようになりました。また、化

分離選択性を変える手段として、新たな官能基の導入

合物の豊富な情報が得られるＭＳを検出器とするため

も進められています。

に、種々のインターフェイスが開発されてきました。

以上のような３部門のめざましい技術の進歩に支え

その中で応用範囲の広い大気圧イオン化法である工レ

られて、ＨＰＬＣは公衆衛生の分野においても、ます

クトロスプレー（ＥＳ）と大気圧化学イオン化（ＡＰ

ます重要な役割を果たしていくと思います。

ＣＩ）を採用した小型、卓上型のＬＣ／ＭＳが、医薬、

（食品薬品部

食品分析等を対象として、実用化され始めています。
２） ソフトウェア（コンピューター）

秋山

由美）
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果樹園
果樹園におけ
における有機リン
機リン系農薬ＤＤ
薬ＤＤＶＰ散布者
散布者の暴露状況
露状況とその尿中
の尿中代謝物の排
物の排泄
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環境保健部

奥野俊博

果樹栽培における農薬散布では、高所へ散布のため

藤原月美

深瀬

治

疫学情報部

山本昭夫

ＤＤＶＰの体内侵入量は７．３ｍｇと推測されますが、

に全身的に暴露しやすく、農薬による健康阻害が危惧

経口投与によるラットの半数致死量 （ＬＤ５０値）５

されます。そこで、果樹園管理作業者５名および作業

６ｍｇ／ｋｇからみて急性中毒の危険はないものと判

観察者１名を対象として、有機リン系殺虫剤ＤＤＶＰ

断されます。しかし、ジメチルリン酸量の最小値４９

を含む農薬散布時に作業者への農薬暴露の実態を調査

μｇを示した作業者でも、体内侵入ＤＤＶＰ量を体重

しました。ＤＤＶＰは人の体内に入ると代謝されてそ

捕正すると０．０１６ｍｇ／ｋｇとなって一日摂取許

の一部はジメチルリン酸としてほぼ１日以内に尿中に

容量（ＡＤＩ値）０．００４ｍｇ／ｋｇ／日を超える

排泄されますので、散布作業による暴露量を推測する

ことになり、連日散布にならないよう気をつける必要

ために作業開始後２７時間の尿中ジメチルリン酸を測

があります。また、散布場所から離れた場所に居た作

定しました。

業観察者にも尿中にジメチルリン酸がｌ．４μｇ検出

散布作業者は防除衣、ゴム手袋、長靴、防除マスク

され、体重補正推定体内侵入ＤＤＶＰ量は０．０００

を着用していましたが全員の尿にジメチルリン酸が検

５ｍｇ／ｋｇとなり、ＡＤＩ値の約１／１０でした。

出され（４１７〜４９μｇ）
、ＤＤＶＰの体内侵入が認

農薬散布圃場周辺の住民の暴露レベルは、観察者とほ

められました。最大値４１７μｇを示した作者では、

ぼ同じ程度ではないかと思われます。

花崗岩
花崗岩およひ
およひ和泉層群を
層群を湧出母岩と
母岩とする淡路の
淡路の温泉につい
について
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生活環境部

寺西

清

市橋啓子

淡路島の基盤は、洲本−湊の２地点を結ぶ線を境に
して、北部は主に白亜紀後期の領家花崗岩類で、南部
は同紀末期の和泉層群からなっています。淡路島の地
質系統と温泉の分布を右図に示します。
淡路の温泉１７泉源の内６泉源は、領家花崗岩地帯
から湧出しており、単純泉及び単純放射能泉でした。
南部の和泉層群を湧出母岩とする温泉は、１１泉源で、
７泉源は、炭酸水素ナトリウム型の単純泉で、ｌつの
単純炭酸泉、３つの塩化物泉でしだ。２つの塩化物泉
は、温泉柱状図から和泉層群の層厚が５００メートル
と厚い地点からの湧出泉であり、鳴門市の高島温泉と
同様に海水−和泉層群相互作用によって形成された温
泉と考えられます。

礒村公郎

甲南大学理学部

辻
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環境部≫
海外派
海外派遣

生活環境部では、この６月に平成８年度の外部精度
管理の結果をまとめて公表しました。

この度、微生物部次長小野一男主任研究員が、研究

昨年度の外部精度管理は、水質基準の項目にある農

テーマ「ネパールにおける感染性下痢症の疫学的研究」

薬３種（シマジン、チオベンカルブ、チウラム）につ

で、財団法人ひょうご科学技術創造協会の 「平成９年

いて行いました。参加機関は、水道事業体、研究機関、

度研究者海外派遣助成」を受けました。１１月２〜１

指定検査機関、保健所等１８機関でした。

６日まで、ネパール王国国立トリブバン大学で下痢症

水中の農薬を樹脂のカラムで抽出し、ガスクロマト

の調査研究に当たります。

グラフ質量分析計や高速液体クロマトグラフで分析す
る複雑な方法ですが、異常値も検出されず、分析機関

平成９年度 衛生研究所セミナーのお知らせ

間の変動係数はそれぞれ、３０．１％、２５．５％、

平成９年度衛生研究所セミナーを、下記の予定で開

３１．３％でした。この変動係数は、環境庁の全国調

催いたしますので、皆様のご参加をお待ちしておりま

査結果の値より小さく、兵庫県下の分析機関間の精度

す。

は良好でした。シマジンのＸ管理図 （平均図）を示し

・ 日時

平成９年１０月２２日（水）１０：００〜

ます。平均値±２σ（標準偏差）を越えた機関は、１

・ 場所

神戸市中央区下山手通４丁目１８番２号

機関のみでした。

兵庫県職員会館ｌＦホール
・ 内容

ｌ０：００〜１４：００研究発表
１４：００〜１６：００講演
国立公衆衛生院疫学部長

蓑輸眞澄

「疾病地図の作成と地理疫学」

遺伝
遺伝子組み
子組み換え食品
Ｑ．遺伝子組み換え食品には、どのようなものがありますか。
Ａ．遺伝子を組み換えたトウモロコシ、大豆、じゃがいもは、日本でも輸入が始まり、さまざまな食品に形を変
えて食卓に登場しています。
農産物の遺伝子組み換えは、除草剤耐性や害虫抵抗性等の性質を農産物に付加できるため、農薬メーカーや種
子メーカーが開発にしのぎをけずっています。今後、遺伝子組み換え農産物を前提にしないかぎり農薬事業も成
り立たなくなるといわれています。
米国では９７年度に大豆の作付け面積の１２％が遺伝子組み換え品種になると見られています。また、これらの
遺伝子組み換え食品は、米国では通常の食品と同等の扱いを受けていますが、欧州の一部の国で輸入禁止の動きが
でてきたため、日本でも表示を巡る議論が活発になっています。

本誌に関するお問い合わせは下記にお願いします.
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