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※86：低密度（1細胞/ml～）から二枚貝類の毒化を引き起こす（広島県保健環境センタ

ー研究報告書No. 6，8）A. tamarenseについて検出の感度と種の特定精度を高めるため

PCRによる定量検出についてサンプリング方法の検討を行った。（平成２７年度） 

 

A. tamarense 検出の感度と種の特定精度を高めるため PCR による定量検出についてサ

ンプリング方法の検討 

【方法】瀬戸内海区水産研究所から入手した A.tamarense 及び A.catenella の培養細胞

と市販されているプライマーを用いて既知の方法で検出可能であることを確認した後に細

胞 1，10，100，1,000個の DNA濃度を測定して検量線を作成した。 

培養された A.tamarense 及び A.catenella をそれぞれ実体顕微鏡とパスツールピペット

を用いて 1，5，10，20，50細胞ずつ生海水 100mlに添加したものを以下の方法ごとに 10

本用意した。 

（1）濃縮方法の検討 

①ミリポア・オムニポアメンブレンフィルターφ5㎛を用いて試水を濾過しこのフィルタ

ーを，超音波細胞破砕装置または簡易な磨砕装置を用いて破砕した後にリアルタイム PCR

にかけ DNAの濃度を測定した。 

②プランクトンネット地（10㎛メッシュ）とφ50㎜×50㎜の塩化ビニル製パイプを用

いて作成した簡易な濾過器で試水を1mlに濃縮した後に５本は細胞数を計数し5本はリア

ルタイム PCRにかけ DNAの濃度を測定した。 

③試水を遠心分離機（1,000rpm 10分）にかけアスピレーターを用いて上澄みを除去し

1mlになったものについて 5本は細胞数を計数し 5本はリアルタイム PCRにかけ DNAの

濃度を測定した。 

【結果及び考察】①については DNAの検出は行えるもののフィルターなどの夾雑物が多

いためか定量検出は困難であった。②については顕鏡ではほぼ正確に細胞数が計数できた

が他のプランクトンなどの影響か DNAの定量検出は困難であった。③については遠心分離

という操作を行ったためか細胞が動かなくなり，類似種が出現した場合同定が困難になる

と考えられた。また②同様他のプランクトンなどの影響か DNAの定量検出は困難であった。 

濃縮後の細胞の計数の精度が最も低いと考えられていた②の方法でも十分な実用性が得

られた。③については遠沈に時間がかかることと上澄みを除去する際のミスの可能性がか

なりあること及び類似種の見分けが困難になると考えられることから，濃縮は②の方法で

十分であると思われた。 

 

 

※87：熊本県産天然カキの麻痺性貝毒定期モニタリングを実施し，32検体を分析した。

12検体についてはマウス毒性試験を実施し，1月 6日以降に採取した検体から高濃度の麻

痺性貝毒を検出した。これらの検体については，今後瀬戸内水研に機器分析を依頼し，3種
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類の分析方法（マウス試験法，HPLC法，ELISA法）による数値の比較を行った（図 132，

133）。（平成２６年度） 

 

 調査地点 

      

図 132 調査地点位置図 

 

麻痺性貝毒定期調査 

【方法】天草市新和町宮地浦湾に調査地点を設定し（図 132：地点 C），2014年 4月から

翌年 2月まで天然カキを月 2回大潮毎にサンプリングし，ELISA法及びマウス毒性試験に

よる分析を実施した。検査用試料の調製は，食品衛生検査指針（理化学編 2005）に準じて

実施した。ELISA 法に用いるキットは，大阪府立公衆衛生研究所が開発した PSP-ELISA

を使用し，標準液には公定法値により 4 MU/gを示す毒化したカキを用いて測定した。また，

マウス毒性試験は，公益財団法人北九州生活科学センターに委託した。 

【結果及び考察】2014年 12月 24日以降，ELISA 法のスクリーニング値である 2MU/g

を超える毒化が確認された。その後，2015年 1月 14日以降は 100MU/gを超える毒化が確

認され，2月下旬まで毒化が継続した。また，調査実施海域において G. catenatumによる

赤潮の発生が報告されており（平成 27年 2月 3日付け熊本県水産研究センター赤潮情報第

57号），当該海域において天然カキが毒化した原因は，G.catenatumであると考えられた。 

八代海 

有明海 
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図 133 平成 26年度麻痺性貝毒定期調査結果 

 

 

※88：天草市新和町宮地浦湾における天然カキ中の麻痺性貝毒量ばらつきについて，

ELISA法およびマウス毒性試験により分析・調査を実施した（図 134，135）。（平成２６年

度） 

 

【方法】天草市新和町宮地浦湾に調査地点を 5 地点設定し（図 132：地点 A～E），2015

年 1 月～2 月まで天然カキを月 2 回大潮毎にサンプリングし，ELISA 法及びマウス毒性試

験による分析を実施した。分析は，麻痺性貝毒定期調査と同様の方法で実施した。 

【結果及び考察】1月前半の大潮時に湾奥部（地点 B,C,D）において ELISA法で 10MU/g

を超える毒化が確認された。その後，1月後半に湾口部の地点 E，2月前半に地点 Aにおい

てELISA法で10MU/gを超える毒化が確認され，2月後半には，全5地点において100MU/g

を超えた。調査対象とした宮地浦湾は，湾口の幅が約 1.4km，地点 AC 間の直線距離が約

3km という小規模な湾であるが，地点によって毒化のタイミングや毒力が異なることが確

認された。また，湾奥部から毒化した後に湾口部に広がる傾向が確認され，地点 C におい

て最も高毒化していることから，C>D>Bの順に調査地点に適していると考えられた（図 134，

135）。 
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図 134 同一海域内における麻痺性貝毒量ばらつき調査結果① 

 

  

図 135 同一海域内における麻痺性貝毒量ばらつき調査結果② 

 

 

※89：熊本県では，ELISA法のスクリーニング値を 2 MUe/gと設定しているが，ELISA

法を導入した 2007年から 2016年 3月までで ELISA 法で 2 MUe/g以下かつマウス試験法

で 4 MU/g以上となる検体はなかった。スクリーニング値 2 MUe/gの妥当性が確かめられ

た。 

天然カキの麻痺性貝毒について定期モニタリングを実施し，ELISA法で 32検体を分析

した。うち 13検体については公定法で分析した。過去の ELISA法及び公定法の分析結果

を比較した場合，ELISA法での数値が公定法での数値よりも低くなる傾向があったが，終
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息期である 5～6月の検体においては ELISA法での数値が公定法での数値よりも高くなる

現象が見られた（図 136，137，138）。 

地点間ばらつき調査において，湾口部から湾奥部にかけて毒化が終息していく様子が確

認された。2015年 1月～6月、及び 2016年 1月～2月までの調査においては，毒化は確認

されなかった（図 136，139，140）。（平成２７年度） 

 

麻痺性貝毒量調査 

調査定点 

      

図 136 調査定点位置図 

 

 【方法】天草市新和町宮地浦湾の調査定点（図 136：定点 C）において，天然カキの麻痺

性貝毒定期モニタリングを実施（4～6月：月 2回，7～10月：月 1回，11月～：週 1回）

し，ELISA 法及びマウス毒性試験による分析を行った。検査用試料の調製は，食品衛生検

査指針（理化学編 2005）に準じて実施した。ELISA法に用いるキットは，大阪府立公衆衛

生研究所が開発した PSP-ELISAを使用し，標準液には公定法値により 4 MU/gを示す毒化

したカキを用いて測定した。また，公定法は，一般財団法人食品環境検査協会に委託した。 

 

【結果及び考察】熊本県では ELISA 法でのスクリーニング値を 2 MUe/g と設定してい

るが，ELISA法で 2 MUe/g以下かつ公定法で 4 MU/gを超えた検体はエライザ法を導入し

た 2007 年より一度もなかった。このことから，スクリーニング値である 2 MUe/g の妥当

性が確認された。 

終息期である 5～6 月の検体においては ELISA 法での数値が公定法での数値よりも高く

八代海 

有明海 

F 
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なる現象が見られた。毒の組成が変化していた可能性もあるため，今後は瀬戸内水研に機

器分析を依頼し，詳細な調査を行う必要がある。 

 

図 137 平成 27年度麻痺性貝毒分析結果（定点 C） 

 

 

図 138 図 137グラフの終息期部分の拡大 

 

麻痺性貝毒量ばらつき調査（平成 27年度） 

【方法】2015 年 4～6 月及び 2016年 1～3 月にかけて，天草市新和町宮地浦湾の調査定

点（図 136，2015 年 4～6 月：定点 A～E，2016 年 1～3 月：定点 Dを F に変更）にて，

天然カキを月 2回大潮毎にサンプリングし，ELISA 法及びマウス毒性試験による分析を実

施した。分析は，麻痺性貝毒定期調査と同様の方法で実施した。 

【結果及び考察】5 月後半に定点 A，B，E で 4 MU/g を下回り，6 月前半に定点 C，D

で 4 MU/gを下回った。湾口部から湾奥部にかけて毒化が終息していく様子が確認された。

2016年 1月から現在までの調査において，毒化は確認されなかった。 
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図 139 同一海域内における麻痺性貝毒量ばらつき調査結果 
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図 140 図 139グラフの終息期部分の拡大 

 

 

※90：平成 28 年度の麻痺性貝毒定期モニタリングについて，天然のカキを ELISA 法で

28検体分析し，うち 4検体については公定法で分析した。（平成２８年度） 

 

麻痺性貝毒定期調査 

【方法】天草市新和町宮地浦湾の調査定点（図 141）においては，天然カキの麻痺性貝毒

定期モニタリングを実施し（4～6月：月 2回，7～10月：月 1回，11月～：週 1回），ELISA

法及びマウス試験法による分析を行った。検査用試料の調製は，食品衛生検査指針（理化

学編 2005）に準じて実施した。ELISA法に用いるキットは，大阪府立公衆衛生研究所が開

発した PSP-ELISAを使用し，標準液には公定法値により 4 MU/gを示す毒化したカキを用

いて測定した。また，公定法は，公益財団法人北九州生活科学センターに委託した。 
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調査定点 

      

図 141  調査定点位置図 

 

【結果及び考察】ELISA法では，2017年 1月 17日より徐々に毒化の兆候が見られ，１

月 30日に ELISA法で 2.21MUe/gとなったが，2月 6日以降は低下傾向が見られた。 

図 142 平成 28年度麻痺性貝毒定期調査結果 

 

 

※91：① 天草市新和町宮地浦湾においては，地点間ばらつき調査を行い，湾内の毒化

の動態について，前年度得られた傾向を確認するためのデータの蓄積を行った。天然のカ

キについては毒化が見られたが，袋に入れて各定点に設置したマガキについては毒化が確

認できなかった。（平成２８年度） 

 

【方法】2017 年 1 月～2 月にかけて，天草市新和町宮地浦湾に調査定点を定期調査定点

八代海 

有明海 

F G 
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も含めて7定点設け，ひと月に２回大潮毎に，袋に入れたマガキを設置および回収し，ELISA

法及び公定法による分析を実施した。定点 D に関しては，天然のカキと袋に入れたカキと

の毒力の差を見るため，天然カキも採取した。分析は麻痺性貝毒定期調査と同様の方法で

実施した。 

【結果及び考察】袋に入れて設置した全てのカキについては，毒化は見られなかった。

しかし，Dの天然のカキは 1月 30日に ELISA法で 1.64MUe/gの毒化が見られ，定期調査

定点である C においても 1 月 30 日に ELISA 法で 2.21MUe/g となり，同様の毒化が見ら

れた。 

袋に入れたカキが毒化しなかった理由としては，袋を設置した場所と天然カキを採取す

る場所が 50m 程度離れていることや，2 週間設置している間にカキが摂餌しなかった可能

性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 143 地点間ばらつき調査結果 

 

② 定点 C における 2014 年 12 月～2015 年 6 月までの毒化サンプルは 3 種類の分析方

法（ELISA法，公定法，機器分析（HPLC））を用いて分析し比較した。公定法における規

制値付近の毒力については，HPLCよりもELISA法の値が一致しやすいことが確認された。 

また，毒組成については，C1＋2 及び GTX5＋6 が 80～90％を占めていたが，毒力組成

では強毒成分である dcGTX2+3や STXsが 40～60％を占めていた。減毒期である 5～6月

の毒組成については，大きな違いが見られなかった。（平成２８年度） 
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 ELISA法，公定法，機器分析（HPLC）の比較 

【方法】毒化が確認された 2014 年 12 月 16 日～2015 年 6 月 30 日における定点 C は，

ELISA 法，公定法及び HPLC による分析を行い比較した。ELISA 法及び公定法による分

析は定期調査の手法と同様に行い，HPLCによる分析は中央水研に依頼した。 

【結果及び考察】毒力が 4MU/g以上と高い場合は，HPLCの毒力と公定法の毒力はよく

一致し，ELISA 法の毒力と公定法の毒力には差が見られたが，規制値を超えていることは

確実に判定できていた（図 144）。また，規制値付近の毒力の場合，HPLCの毒力は公定法

の毒力よりも高くなる傾向が見られたが，ELISA 法の毒力は公定法の毒力とよく一致して

いた。 

2014 年 12 月 16 日～2015 年 6 月 30 日の定点 C における毒組成は，C1＋2 及び GTX5

＋6 の弱毒成分が 80～90％程度を占めていたが，毒力組成は dcGTX2+3 や STXs が 40～

60％程度を占めていた（図 145）。 

減毒期である 5～6 月については，公定法の毒力よりも ELISA 法の毒力の方が高くなる

現象が見られており，毒組成の変化が考えられた。その期間は dcGTX2+3 や STXs の組成

が他の月に比べて 10％程度多く，毒力は dcGTX2+3 が 20％程度多くなっていたが，大き

な違いは見られなかった。 
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図 144  定点 Cにおける 3種類の分析方法の比較  （a）：全体 （b）：縦軸を変更 

 

図 145  定点 Cにおける毒組成と毒力組成 

 

(a) 

(b) 
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【工程表②出荷自主規制解除要件の検討】 

※92 2004年から 2014年までの野内，野辺地両定点の下痢性貝毒マウス試験結果，下痢性

貝毒原因プランクトン（D.fortii）量，水温の関係を調べた結果，規制値未満となった一週

目もしくは二週目の翌週に再毒化した水深 20mの水温は最高で 15.5℃であった。過去 11

年間の記録から水深 20mにおける D.fortiiの出現密度が 50細胞/L以下，かつ水温 17℃以

上において規制値未満となった一週目もしくは二週目以降の再毒化は一度も認められてい

ない。このことから，2週目で規制を安全に解除するための要件として使用できる可能性が

示唆された。（平成２８年度） 

 

陸奥湾のホタテガイの出荷自主規制解除要件の緩和の検討 

【方法】陸奥湾の過去 11年間の下痢性貝毒マウス試験結果，下痢性貝毒原因プランクト

ン（D.fortii）量，水温の関係を調べた結果，水深 20m における D.fortii の出現密度が 50

細胞/L以下，かつ水温 17℃以上において再毒化は一度も認められなかった。（図 146） 

 

図 146 陸奥湾における水深 20m の水温と D.fortii量の関係 

 

 

※93：2014年に大阪湾においてアサリ，アカガイ，トリガイの麻痺性貝毒の蓄積毒量の

推移を調べた結果（図 89）から，アサリでは 67.6 MU/gと高毒化したにもかかわらず，原

因プランクトンが 1 cell/ml未満となった 4日後には規制値以下の毒量となり，翌週には 0.5 

MU/g の毒量まで低下したことから，規制解除の条件を緩和出来る可能性があることがわ

かった。（平成２６年度） 
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※94：平成 27年度も大阪湾においてアサリ，アカガイ，トリガイの麻痺性貝毒の蓄積毒

量の推移を調べたが，アサリについては昨年度と同様に原因藻の消失後は速やかに毒力が

低下したことから規制解除の条件を緩和できる可能性があることが再び裏付けられた（図

106）。一方，トリガイは毒力が最大になった翌週に規制値以下の毒力となり，毒力の推移

が昨年度と異なることからさらに検討が必要であると考えられた（※74 図 109）。アカガ

イは昨年度と同様に原因プランクトン消失後も毒力が規制値以下に低下するまで長時間を

要していることから，長期のモニタリングが必要であることが確認された（※74 図 110）。

（平成２７年度） 

 

 

※95：過去 11年（1987年～1988年）における岩手県大船渡湾清水定点ホタテガイにお

いて，規制値付近の毒量は，3週連続検査においても定量下限値（2MU/g可食部）未満と

ならないことから，ホタテガイの「3週連続規制値以下」は，妥当であると考えられた（図

147）。（平成２６年度）  

 

二枚貝体内における貝毒の消長に関する検討を行うため，過去 11年間において，毒化し

た大船渡湾清水定点ホタテガイの毒が抜ける減衰率をホタテガイ中腸腺を用いて再検討し

た。 

【方法】毒性減衰時期の予測式は，1978年～1988年に同定点の水深 10 m付近に垂下し

たホタテガイについて，同一検査機関で分析した中腸腺麻痺性貝毒データを用いて決定し

た。すなわち，毒性データから最高値となった日付を探し，この日以降の毒性と最高日か

らの減衰時間（日）を抜き出した。既報に従って，毒性の自然対数値（以後，毒性）と減

衰時間との間で回帰分析を行い，年ごとに回帰式を決定した。この回帰式より 20 MU/g中

腸腺となるまでの日数 （t20） をそれぞれ推定した。予測式は，各年の最高毒性と t20との

間で回帰分析を行い決定した。 

【結果及び考察】毒性と減衰時間との相関関係を調べたところ，1979～1984 年および

1987～1988 年の 8 年間に有意な負の相関関係が認められた（p <0.05 ）。各年の回帰分析

を行ったところ，回帰係数が有意で，精度の高い （r2=0.68～0.96） 回帰式が得られた。

その後，各年の最高毒性と t20 との間で相関関係を調べた後，回帰分析を行い，予測式

y=0.0204 x+ 2.4642（r2=0.95, p<0.001; y: ホタテガイ中腸腺最高毒性の実測値, x: t20の予

測値）を得た。減衰時間の予測値と実測値との差は，－18日～16日の範囲であり，実測値

との適合度が良かった。予測式により，減衰時期を概ね 1 ヶ月の範囲で予測できる可能性

が示された。 
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図 147 各年のホタテガイの最高毒性と 20 MU/g中腸腺となるまでの日数 

 

平成 26年度に解析した結果について公表を行った。（平成２７年度） 

Kaga, S., Sato, S., Kaga, Y., Naiki, K., Watanabe, S., Yamada, Y., Ogata., T., 2015. 

Prediction of on-site depuration of paralytic shellfish poisoning toxins accumulated in 

the scallop Patinopecten yessoensis of Ofunato Bay, Japan. Fisheries Science 81 （4）, 

635-642.  

 

 

※96：2014年に大阪府において最高毒量と規制解除までの日数を解析した結果，大阪湾

のアサリは最も高毒化するものの規制は長期化しない傾向が見られた。一方，アカガイで

はアサリほど高毒化しないものの，減毒が遅く，規制が長期化する傾向が確認された（図

148）。（平成２６年度）  

 

【方法】大阪湾で麻痺性貝毒による毒化が確認された 2002年以降について，アサリ，ア

カガイ，トリガイにおける最高毒量と規制日数の関係について検討した。 

【結果及び考察】アサリでは最高毒量に関わらす，ほぼ 40 日から 60 日で規制解除とな

った。一方，アカガイ，トリガイでは最高毒量が高いほど規制日数が長くなる傾向がみら

れ，特にアカガイで長期化する傾向であった。 
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図 148 大阪湾産貝の種類ごとの最高毒量と規制解除までの日数の関係 

 

 

※97：広島県の平成４～25年度の貝毒検査データを解析したところ，直近のピーク毒力

から 4MU/gに低下するまでの日数は，3種の貝類のうち，毒化レベルの低かったカキが最

も短く，次いでアサリ，ムラサキイガイの順であり（表 22），近似式から求めた毒力別の減

毒日数でも同様であった（図 149～151，表 23）。 

毒力が 4MU/gを下回った後，2MU/gを下回るまでの日数は，3種の貝類ともに平均 5日

程度であり，毒化レベルとの一定の関係は見られなかったが，この期間の日数が最も短い

カキは毒排出能が最も高いと推察された。 

減毒日数については影響要因として，プランクトンの発生状況も考慮していく必要があ

るが，これらの結果を踏まえつつ，カキについてはこれまで他の貝種との解毒機構の違い

も解明されていることから，出荷規制解除までの期間短縮を検討する科学的根拠を有する
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と考えられる。（平成２６年度） 

 

麻痺性貝毒データ再解析 

【方法】広島県内の貝毒モニタリング定点（カキ 13地点，アサリ 7地点，ムラサキイガ

イ 3 地点）において，平成 4～25 年度の麻痺性貝毒発生時の貝毒検査データ（行政検査及

び自主検査）のうち，貝毒が 4MU/gを超えた後，終息が確認された同一年度同一調査地点

について解析を行った。解除の基準となる減毒日数は，自主規制解除日の直近ピークを基

準日とし，4MU/g 及び 2MU/g に低下するまでの日数をこれらの数値に近い前後の調査日

の毒力から案分して求めた。また，4MU/g を下回ってから 2MU/g を下回るまでの日数を

算出し，4MU/gを下回ってからの毒力の推移及び減毒日数について考察した。 

【結果及び考察】平成 4～25 年度の麻痺性貝毒発生時の平均減毒日数（～4MU/g）と毒

力（カキ n=42，アサリ n=21，ムラサキイガイ n=16）を表 22 に示した。毒化レベルは 3

種の貝類のうち，カキが最も低く，アサリ，ムラサキイガイの順で高くなっており，毒力

が 4MU/gに低下するまでの平均減毒日数も，カキが平均 5.6日と最も短かった。また貝種

別の減毒日数（～4MU/g）とピーク毒力との関係は，3種の貝ともによい相関が得られた（図

147～149）。貝種別の近似式から求められた減毒日数（表 23）においても，同じ毒力に対

して，カキ，アサリ，ムラサキイガイの順で高くなっており，40MU/gからの減毒日数を比

較した場合，カキはアサリの約 3/4，ムラサキイガイの約 2/3の日数であった。 

 

表 22 貝種別の減毒日数（～4MU /ｇ） 
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図 149 カキの減毒日数（～4MU/g）と毒力の関係 

 

図 150 アサリの減毒日数（～4MU/g）と毒力の関係 

 

図 151 ムラサキイガイの減毒日数（～4MU/g）と毒力の関係 
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表 23 近似式から求めた貝種別の減毒日数（～4MU/g） 

 

毒力が 4MU/gを下回った後，2MU/gを下回るまでの減毒日数 

毒力が 4MU/gを下回った後，2MU/gを下回るまでの減毒日数は，カキが平均 5.3日，ア

サリ平均 6.4日，ムラサキイガイ平均 6.2日であった。 

 

【工程表③毒化二枚貝出荷のための有毒部位除去効果の検証】 

※98：平成 26年度に取りまとめた広島県内における麻痺性貝毒検査データを用いて，3

種（カキ，アサリ，ムラサキイガイ）の貝種間の差異について，統計的手法（多重比較法）

による解析を行った。その結果，減毒日数及び蓄積毒量について，カキ－ムラサキイガイ

の群間の有意差が確認された（表 24～26）。このことから，カキとムラサキイガイでは減毒

日数及び蓄積毒量ともに差異があることが統計的手法により示された。（平成２７年度） 

 

広島県のカキ，アサリ，ムラサキイガイにおける減毒日数の統計的手法による解析 

各群データの正規性（ Shapiro-Wilk 法）がないことを確認，有意差の有無

（Kruskal-Wallis 法）を確認した後，多重比較（Steel-Dwass 法）を行った。「ピーク毒

量～4MU/g の減毒日数」，「ピーク毒量～2MU/g の減毒日数」及び「ピーク毒量」につい

て，カキ－ムラサキイガイの群間の有意差が，「ピーク毒量～2MU/gの減毒日数」につい

て，カキ－アサリの群間の有意差が確認された（表 24～26）。 

 

表 24 減毒日数（ピーク毒量～4MU /ｇ）の 3種間の検定結果 

 

・カキ n=42，アサリ n=21，ムラサキイガイ n=16 

・＊＊：P<0.01，＊：P<0.05 

 

 

 

 



 

 

135 

 

表 25 減毒日数（ピーク毒量～2MU/g）の 3種間の検定結果 

 

・カキ n=42，アサリ n=20，ムラサキイガイ n=15 

・＊＊：P<0.01，＊：P<0.05 

 各群の検定ではカキのみが正規性を棄却したが，群間の等分散性（Levene法）は棄却さ

れなかったため，有意差の有無（ANOVA）を確認した後，多重比較（Tukey-Kramer法）

を実施，その結果をカッコ内に参考値として併記，判定が異なる場合は保留とした。 

 

表 26 ピーク毒量の３種間の検定結果 

 

・カキ n=42，アサリ n=21，ムラサキイガイ n=16 

・＊：P<0.05 

 

 

※99：2011年に長崎県において A. catenellaが出現した海域で垂下実験を行ったタイラ

ギの結果（図 152）から，タイラギもホタテガイと同様に有毒部位の除去効果が高いことが

明らかとなった。（平成２６年度） 

 

図152 麻痺性貝毒原因藻A. catenellaが出現した海域で垂下したタイラギの部位別蓄積毒

量 
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【方法】2011年 5月に新長崎港で麻痺性貝毒原因藻 A. catenellaが出現した際に，タイ

ラギを 13日間垂下したのちに回収し，部位別の蓄積毒量を HPLC分析により調べた。 

【結果及び考察】タイラギでは主要な食用部位である貝柱の蓄積毒量は他部位に比べて

非常に低く，ほとんど毒成分を蓄積しないことが明らかとなり，タイラギもホタテガイと

同様に有毒部位の除去効果が高いことが明らかとなった。 

 

 

※100：中課題１において，トリガイの部位別の蓄積毒量を調べたが，高毒化した個体で

も筋肉部にはほとんど毒成分を蓄積することがないことから（中課題１，※39図65表13），

有毒部位の除去による出荷を検討することが可能であると考えられた。 

・トリガイにおいては，可食部である筋肉にほとんど貝毒が存在していなかったことか

ら，主に毒が存在した内臓の除去による出荷の可能性が示唆された。（平成２７年度） 

・アカガイにおいては，可食部と考えられる貝柱＋ヒモの部分で最も毒力が高く，筋肉

部も規制値を超える毒力となっており，内臓の除去による可食部の利用は難しいと考えら

れた。（平成２８年度） 

 

３）成果目標に対する達成状況 

①モニタリング方法の検討 

下痢性貝毒の簡易分析法として，公定法である LC/MS/MS法に匹敵する測定精度と高感

度を有するカラムスイッチング蛍光 HPLC 法を開発した。また，麻痺性貝毒のモニタリン

グにエライザ法が利用可能であることや一部の海域では，スクリーニング基準値を２MU/

ｇとすることの妥当性を確認した。また，大阪湾におけるホタテガイ，ムラサキイガイ，

アカガイ，マボヤ，マガキの蓄積毒量の種間の差を明らかにするなど，初期の目標を達成

した。 

②出荷自主規制解除要件の検討 

 岩手県大船渡湾のホタテガイにおいて，規制値付近の毒量は，３週連続検査において

も定量下限値（2MU/g 可食部）未満とならないことから，ホタテガイの「３週連続規制値

以下」は，妥当であることが明らかになった。また，大阪湾のカキにおいて，出荷規制解

除までの期間短縮を検討する科学的根拠が得られた。さらに，広島県の二枚貝において，

毒化レベルは３種の貝類のうち，カキが最も低く，アサリ，ムラサキイガイの順で高くな

っており，毒力が４MU/gに低下するまでの平均減毒日数も，カキが平均 5.6日と最も短か

く，カキの出荷規制解除までの期間短縮措置を裏付けることができた。こうした成果が得

られたことにより，初期の目標を達成することができた。 

 

③毒化二枚貝出荷のための有毒部位除去効果の検証 

有毒部位除去効果については，タイラギもホタテガイと同様に有毒部位の除去効果が高
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いことが明らかとなるなど，初期の目標を達成することができた。 

 

 

５ 研究成果の発表（主要な論文，取得した（申請中）の特許等を記述） 

  別紙の（３）～（８）のとおり 

 

６ 目的の達成に当たっての現時点での問題点等 

本研究事業の初期の目標である科学的知見や問題点を整理することができたため目

的は達成した。一方，貝毒のモニタリングにおける今後の課題は中課題１，２の成果

により，以下のように整理された。また， 

 

中課題１： 

・三重県の A.catenella や G. catenatumについては出現密度と貝毒との関係は明ら

かになったが，A. tamatrnseについては出現回数が少なく今後もデータの蓄積が必要

となる。 

 

中課題２： 

・小課題１と同様に A.catenella や G.catenatum については出現密度と貝毒との関

係は明らかになったが，A.tamatrnse については出現回数が少なく適切なスクリーニ

ング値を求めるにはデータの蓄積が必要である。 

・天然海域で漁獲される二枚貝を対象とする場合，サンプリング方法（特にサンプリ

ング場所）のマニュアル化は極めて困難と考えられる。 

・近年，広島県での麻痺性貝毒の発生が少ないため，更なるデータ蓄積は困難な状況

であるとともに，既存データの詳細な解析が引き続き重要である。 

・モニタリング地点の妥当性を確認するために，地点間のばらつきが年度ごとにどの

ように変動するのかを把握する必要がある。 

・適切なスクリーニング値を示すためのデータを蓄積する必要がある。 
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Kaga S, Sato S, Kaga Y, Naiki K, Watanabe S, Yamada Y, Ogata T. Prediction of on-site depuration of paralytic shellfish
poisoning toxins accumulated in the scallop Patinopecten yessoensis of Ofunato Bay, Japan. Fisheries Science 81: 635-
642 (2015).
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（４）口頭発表

タイトル、発表者名、学会等名、発表年月 機関名

（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所水産技術セン
ター，中央水産研究所

山本圭吾、及川寛．大阪湾で麻痺性貝毒により毒化したアカガイ，トリガイにおける毒量 および毒成分の経時変化と種
間の差異．日本水産学会誌，印刷中

小田新一郎，寺内　正裕．広島県海域における二枚貝の麻痺性貝毒の消長について．広島県立総合技術研究所保健環
境センター研究報告．2015;23:1-5．

広島県立総合技術研究所
水産海洋技術センター　保健
環境センター

岩手県大船渡湾における有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarenseにより毒化したホタテガイの毒性減衰時期の予測. 加賀
新之助・加賀克昌・内記公明・渡邊志穂（岩手水技セ）平成26年度日本水産学会秋季大会. 平成26年9月.

岩手県水産技術センター

アカガイにおける麻痺性貝毒の部位別分布、山本圭吾、吉田貴子、及川寛、川津健太郎、平成26年度日本水産学会秋
季大会、平成26年9月

（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所水産技術セン
ター

貝毒の監視体制の現状と今後の動向 ，鈴木敏之，日本水産学会　水産利用懇話会　平成26年度第1回講演会，平成26
年10月

中央水産研究所

Preparation of Diarrhetic Shellfish Toxins (DSTs) and Paralytic Shellfish Toxins　(PSTs) by Large Algal Culture and
Chemical Conversion. Suzuki T, Watanabe R, et al. 16th International Conference on Harmful Algae. In Wellington, New
Zealand (Oct. 2014).

中央水産研究所

　Mortality and pathologies in Japanese scallops, Patinopecten (Mizuhopecten) yessoensis, fed monoclonal cultures of
the LST-producer, Dinophysis caudata.　Basti L, Matsushima R, Suzuki T, Nagai S. 16th International Conference on
Harmful Algae. In Wellington, New Zealand (Oct. 2014).

中央水産研究所

　The DSP-causative, Dinophysis caudata, kill bivalves.　Basti L, Matsushima R, Suzuki T, Nagai S. 16th International
Conference on Harmful Algae. In Wellington, New Zealand (Oct. 2014).

中央水産研究所

海洋生物毒の監視体制-現状と今後の展望，鈴木敏之，平成26年度　地方衛生研究所全国協議会近畿支部自然毒部
会研究発表会，平成26年11月

中央水産研究所

貝毒モニタリングのガイドラインについて，　鈴木敏之，平成26年度　東北ブロック水産業関係研究開発推進会議　資源
生産部会貝毒研究分科会（赤潮・貝毒部会東日本ブロック）.平成26年11月

中央水産研究所

岩手県大船渡湾における有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarenseにより毒化した二枚貝およびマボヤの毒化状況につい
て. 加賀新之助・加賀克昌・内記公明・渡邊志穂（岩手水技セ）平成26年度日本水産学会東北支部大会平成26年11月.

岩手県水産技術センター

岩手県大船渡湾における有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarenseにより毒化した二枚貝およびマボヤの毒化状況につい
て. 加賀新之助・加賀克昌・内記公明・渡邊志穂（岩手水技セ）平成26年度　東北ブロック水産業関係研究開発推進会議
資源生産部会貝毒研究分科会（赤潮・貝毒部会東日本ブロック）.平成26年11月.

岩手県水産技術センター

大阪湾における麻痺性貝毒による二枚貝毒化と海水毒量のモニタリング、及川寛・長井敏・山本圭吾、平成26年度　東
北ブロック水産業関係研究開発推進会議 資源生産部会貝毒研究分科会、2014年11月．

瀬戸内海区水産研究所

2014年春季の大阪湾における麻痺性貝毒原因プランクトンAlexandrium tamarenseの増殖および二枚貝の毒化状況につ
いて、平成26年度　東北ブロック水産業関係研究開発推進会議 資源生産部会貝毒研究分科会、2014年11月．

（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所水産技術セン
ター
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貝毒標準品の定量NMR法による値付け，渡邊龍一
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

中央水産研究所

ホタテガイにおける下痢性貝毒の個体差と部位別分布，松嶋良次
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

中央水産研究所

麻痺性貝毒プランクトン給餌による毒化貝の部位別毒性と減毒期の毒組成変化，三上加奈子
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

北海道中央水試

新たな貝毒監視体制の導入に向けた行政や研究の動向，鈴木敏之，平成２６年度漁場環境保全関係研究開発推進会
議赤潮・貝毒部会，平成26年12月

中央水産研究所

岩手県大船渡湾における有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarenseにより毒化した二枚貝およびマボヤの毒化状況につい
て. 加賀新之助（岩手水技セ）・佐藤繁（北里大海洋）・加賀克昌・内記公明・渡邊志穂（岩手水技セ）北里大学海洋生命
科学部・岩手県水産技術センター合同公開セミナー（第４回）「震災後４年間の海の環境変化と生物～震災の長期的影響
と新たな課題～」　平成27年3月.

岩手県水産技術センター

下痢性貝毒検査法の改正に向けた国内外の動向，鈴木敏之，平成27年度日本水産学会春季大会マリントキシン研究
会，平成27年3月

中央水産研究所

東日本大震災後の宮城県気仙沼湾におけるAlexandrium 属プランクトンの分布パターン、石川哲郎（気仙沼水試）・日下
啓作（宮城水基課）・押野明夫（宮城水技セ）・西谷豪（東北大院農）・坂見知子・神山孝史（水研セ東北水研）、平成27年
度日本水産学会秋季大会水産環境保全委員会企画研究会、平成27年9月

宮城県水産技術総合セン
ター気仙沼水産試験場

On-site depuration of paralytic shellfish poisoning toxins accumulated in the oyster Crassostrea gigas in Ofunato Bay,
Japan. Kaga, S., Kaga, Y., Yamaguchi, H., 16th Japanese-French Oceanography Symposium. In Shiogama/Ebisu, Japan
(Nov. 2015).

岩手県水産技術センター

岩手県沿岸域における有毒プランクトンの挙動と貝毒の問題. 平成27年度秋季日本水産学会水産環境保全委員会企画
シンポジウム　東北・北海道沿岸における東日本大震災以降の貝毒の問題. 加賀新之助, 東北大学, 平成27年９月25日.

岩手県水産技術センター

 宮城県仙台湾のAlexandrium 属シストの分布に及ぼした津波の影響． 神山 孝史・山内洋幸・長井 敏・山口 峰生・阿部
博和（2015）．平成27年度秋季水産学会水産環境保全委員会企画シンポジウム－東北・北海道沿岸における東日本大
震災以後の貝毒の問題－. 平成２７年度日本水産学会秋季大会講演要旨集

東北区水産研究所

堆積物中のAlexandrium tamarenseとA. catenellaシストの比率を推定する方法について．坂見知子・石川哲郎，東北ブ
ロック貝毒研究分科会講演要旨集

東北区水産研究所

汽水域に高密度で出現したAlexandrium ostenfeldiiの麻痺性貝毒成分とシジミの毒化．及川寛・山口峰生・坂本節子・紫
加田知幸・鬼塚剛（水研セ瀬水研）・福井利憲 (鳥取栽漁セ)・森明寛・前田晃宏 (鳥取衛環研)・内田肇・鈴木敏之（水研セ
中央水研）．平成28年度日本水産学会春季大会口頭発表（2016年3月）．

瀬戸内海区水産研究所

培養Dinophysis fortii給餌ホタテガイにおけるディノフィシストキシン（DTX）とペクテノトキシン（PTX）の蓄積動態，
松嶋良次・内田肇・長井敏・渡邊龍一（水研セ中央水研）・神尾道也・永井宏史（海洋大）・金庭正樹・鈴木敏之（水研セ中
央水研）. 平成28年度日本水産学会春季大会口頭発表（2016年3月）．

中央水産研究所

貝毒標準品の製造技術開発と機器分析法，鈴木敏之
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

中央水産研究所

麻痺性貝毒の機器分析による二枚貝毒化・減毒予察，及川　寛
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

中央水産研究所
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下痢性貝毒蛍光HPLC法による陸奥湾ホタテガイのモニタリング，高坂祐樹
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

青森水総研

県内海域におけるまひ性貝毒のリスク評価について，田邉徹(気仙沼水試)，平成28年度浜と水試の情報交換会，平成28
年10月

宮城県水産技術総合セン
ター気仙沼水産試験場

熊本県海域におけるエライザ法による天然二枚貝の麻痺性貝毒モニタリング,島田小愛（熊本県水産研究センター）.
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム口頭発表（平成28年9月）

熊本県水産研究センター

岩手県沿岸における貝類毒化の特徴，加賀克昌
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

岩手県水産技術センター

広島県沿岸における麻痺性貝毒の消長について. 平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム　新たな貝毒リスク
管理措置の導入に向けた研究. 小田新一郎, 近畿大学, 平成28年９月11日.

広島県立総合技術研究所保
健環境センター

簡易測定法によるホタテガイの麻痺性貝毒モニタリングの検討-ELISAの実証実験と公定法の相関性-、上野健一、林玲
子、武田忠明、渡邊龍一、鈴木敏之、平成28年度日本水産学会秋季大会、平成28年9月

北海道立衛生研究所

HPLC-FL及びELISAによる二枚貝の麻痺性貝毒モニタリングの検討、上野健一、林玲子、武田忠明、渡邊龍一、鈴木敏
之、日本薬学会第137年会、平成28年3月

北海道立衛生研究所

メタゲノムを活用した新たな生物モニタリング技術の開発，
坂見知子（水産機構東北水研）. 平成28年度日本水産学会東北支部例会口頭発表（2017年2月）．

東北区水産研究所

大阪府沿岸における麻痺性貝毒モニタリング，山本圭吾
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

大阪環農水総研

三重県沿岸における麻痺性貝毒の特徴、藤原正嗣
平成28年度日本水産学会秋季大会シンポジウム（平成28年9月）

三重県水産研究所

震災後の宮城県沿岸域におけるAlexandrium属シストの分布，田邉徹(気仙沼水試)・石川哲郎(宮城水基課)・神山孝史
(水研セ東北水研)，平成28年度秋季大会シンポジウム新たなリスク管理措置の導入に向けた研究，平成28年9月

宮城県水産技術総合セン
ター気仙沼水産試験場
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（５）出版図書

区分；①出版著書、②雑誌、③年報、④広報誌、⑤その他

区分

⑤

⑤

⑤

⑤

①

①

①

①

①

①

①

①

①

著書名、（タイトル）、著者名、出版社名、発行年月 機関名

貝毒標準品の定量NMR法による値付け、渡邊龍一、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイド
ラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

中央水産研究所

麻痺性貝毒減毒期の毒組成変化、三上加奈子、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイドライ
ンと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

北海道中央水試

ホタテガイにおける下痢性貝毒の部位別分布、松嶋良次、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置
ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

中央水産研究所

ELISA法による天然二枚貝の麻痺性貝毒モニタリング、島田小愛、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管
理措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

熊本県水産研究センター

蛍光HPLC法によるホタテガイの下痢性貝毒モニタリング、高坂祐樹、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク
管理措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

青森水総研

藻類の大量培養による貝毒標準品の製造、及川寛、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイド
ラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

中央水産研究所

宮城県から千葉県にかけての沿岸で採取した堆積物からのAlexandrium tamarenseとA. catenellaの遺伝子検
出、平成26年度　平成２８年度東北ブロック水産業関係研究開発推進会議分科会報告書.

東北区水産研究所

蛍光HPLC法およびELISA法を用いたホタテガイの麻痺性貝毒モニタリング、上野健一、水産学シリーズ「貝毒-
新たな貝毒リスク管理措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

北海道立衛生研究所

貝毒原因プランクトンによる二枚貝の毒化と監視体制・貝毒の検査法、鈴木敏之、水産学シリーズ「貝毒-新た
な貝毒リスク管理措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

中央水産研究所

岩手県大船渡湾における有毒渦鞭毛藻Alexandrium tamarenseにより毒化した二枚貝およびマボヤの毒化状
況について. 加賀新之助・加賀克昌・内記公明・渡邊志穂（岩手水技セ）平成26年度　東北ブロック水産業関係
研究開発推進会議　資源生産部会貝毒研究分科会報告書（赤潮・貝毒部会東日本ブロック）

岩手県水産技術センター

大阪湾における麻痺性貝毒による二枚貝毒化と海水毒量のモニタリング、及川寛・長井敏・山本圭吾、平成26
年度　東北ブロック水産業関係研究開発推進会議 資源生産部会貝毒研究分科会報告書（赤潮・貝毒部会東
日本ブロック）

瀬戸内海区水産研究所

2014年春季の大阪湾における麻痺性貝毒原因プランクトンAlexandrium tamarenseの増殖および二枚貝の毒
化状況について、平成26年度　東北ブロック水産業関係研究開発推進会議 資源生産部会貝毒研究分科会報
告書（赤潮・貝毒部会東日本ブロック）

（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所水産技術セン
ター

二枚貝の毒化における海域による特徴、神山孝史、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイドラ
インと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

東北区水産研究所
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①

①

①

①

①

（６）国内特許権等

（７）国際特許権等

（８）報道件数
区分；①プレスリリース、②新聞記事、③テレビ放映

区分

発明者 出願年月日

取得年月日特許権等の種類 機関名

特願２０１７・６５８７
４

2017年3月29日

機関名特許権等の種類 番号

青森水総研，中央
水産研究所

取得年月日

特許権等の名称 番号 出願年月日

高坂祐樹、扇田い
ずみ、内田肇、鈴
木敏之

発明者
権利者

（出願人等）

(下痢性貝毒成分の蛍光
HPLCカラムスイッチング分析
の改良法)

特許権等の名称

備考機関名

国立研究開発法人
水産研究・教育機
構、地方独立行政
法人青森県産業技
術センター

記事等の名称 年月日掲載紙・放送社名

権利者
（出願人等）

大阪府沿岸における麻痺性貝毒モニタリング、山本圭吾、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガ
イドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

大阪環農水総研

三重県沿岸における麻痺性貝毒の特徴、藤原正嗣、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイド
ラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

三重県水産研究所

広島県沿岸における麻痺性貝毒の消長について、小田新一郎、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理
措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

広島県立総合技術研究所保
健環境センター

震災後の宮城県沿岸におけるAlexandrium属シストの分布、田邉徹、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク
管理措置ガイドラインと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

宮城県水産技術総合セン
ター気仙沼水産試験場

岩手県沿岸における貝類毒化の特徴、加賀克昌、水産学シリーズ「貝毒-新たな貝毒リスク管理措置ガイドラ
インと導入に向けた研究-」、恒星社厚生閣（投稿中）

岩手県水産技術センター
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