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日本近海には約50種類のフグが生息している｡ フグ
毒の強さはその種類と部位によって大きく異なるため､
食品衛生法により､ 有毒部位を除去すること (以後
｢処理｣ とする) で人の健康を損なうおそれがないと
認められるフグの種類及び可食部位が定められてお
り１)､ 当県において検査を実施したシロサバフグ､ ク
ロサバフグでは皮､ 筋肉､ 精巣が可食部とされている｡
フグ毒中毒は主に神経毒であるテトロドトキシンに
よる食中毒であり､ 摂食直後から３時間程度で発症し､
重症例では呼吸停止を起こし死にいたる場合もある｡
国内では毎年約30件のフグ毒中毒が発生､ 約50名が発
症し､ 過去10年間では11名の死者が出ている｡
フグによる食中毒を防ぐため､ 一般消費者に流通販
売する場合は､ 適正な処理ができると都道府県知事等
が認める者 (ふぐ調理師等) が同じく認められた施設
で処理する必要がある｡
高知県ではレジャーとして釣りが盛んで､ 釣ったフ

グを個人で調理して食する者もいる｡ 平成20年にはシ
ロサバフグと誤認してドクサバフグを食した県民が一
時意識不明になる食中毒が２件発生した｡ 通常ドクサ
バフグは南方の温かい海に生息しているが､ 近年海水
温の上昇により本県沿岸でも確認されるようになって
いる｡
高知県で消費されることが多く､ 通常無毒とされて
いるシロサバフグ､ クロサバフグ合計65匹について毒
化していないか検査を行ったので､ その結果を報告す
る｡
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１. 試 料
高知県食品・衛生課が鮮魚店より買上げた､ 県内で
水揚げされたシロサバフグ44匹､ クロサバフグ21匹を
処理し､ それぞれから筋肉､ 皮､ 生殖器､ 肝臓を採取
した｡
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高知県におけるシロサバフグ､ クロサバフグの
毒性検査結果について
(平成17年度～平成26年度)

影山 温子・林 奈保・�橋 慎介・小松 隆志・平松 佐穂・荒尾 真砂
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【要旨】 高知県では食品安全対策検査の一環としてシロサバフグとクロサバフグのフグ毒検査を行っており､ こ
の度過去10年間の結果を取りまとめたので報告する｡
平成17年度～平成26年度に65匹のシロサバフグ及びクロサバフグ (内訳：シロサバフグ44匹､ クロサバ
フグ21匹) の筋肉､ 皮､ 生殖器､ 肝臓４部位の検査を行った結果､ １匹から10MU/ｇを超えるフグ毒､ ５
匹から定量下限値 (５MU/ｇ) を超えるフグ毒が検出された｡

������
�：フグ毒､ シロサバフグ､ クロサバフグ､ マウス試験
�����������	�����, ��������	���������, ��������	��������, ��	��/����������




２. 試料採取時期
フグの消費が増加してくる11月～１月 (平成17～26
年度)

３. 試薬等
酢酸：和光純薬工業株式会社製 試薬特級
水：蒸留水
４週齢ddY系オスマウス (体重19～21ｇ)

４. 使用器具および装置
共栓付きガラス試験管 50mL, 25mL
ガラス漏斗
注射筒 ニプロシリンジ ５ｍL
注射針 ニプロ フローマックス 21G×5/8" R.B
PPチューブ 50ｍL
ジェネレーター：T 25 digital ULTRA-TURRAXＲ○

(IKAＲ○社製)
遠心分離装置：KUBOTA5100

５. 試験溶液の調製
フグ試料の４部位について､ 公定法に準じた参考
法２)を用いて図１のとおり調製した｡

６. マウス試験
作成した試験溶液１mLを体重19ｇ～21ｇの４週齢ddY
系オスマウスに腹腔内投与し､ マウスが典型的なフグ
毒による症状を呈し死亡した秒数をMUに換算する｡
ふぐ毒はMU (マウスユニット：体重20ｇのマウスを
30分で死亡させる毒量を１MUという) で表され､ 10
MU/ｇを超えるものは食用不適と判断される｡
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高知県でフグの消費量が増えてくる11月から１月に
かけ水揚げされたシロサバフグ､ クロサバフグ計65匹
の皮､ 筋肉､ 生殖器､ 肝臓について､ マウス毒性試験
法によりフグ毒検査を行い､ その結果を表１にまとめた｡
その結果１匹の生殖器から13.5 MU/ｇ､ またその他
５匹から５MU/ｇを超えるフグ毒が検出された｡
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食品安全対策検査の一環として､ 平成17年度から26
年度の10年間で実施したフグ毒検査の結果を取りまとめた｡
その結果１匹から食用不適と判断される10MU/ｇを
超えるフグ毒が検出され､ また５匹からは10MU/ｇを
超えていないが､ 定量下限値の５MU/ｇを超えるフグ
毒が検出された｡

このことより､ 引き続きフグのシーズンにおけるモ
ニタリング検査を実施することの重要性が考えられた｡
また､ 高知県では釣りが盛んなこともあり､ 釣り人
の自家調理､ 喫食によるフグ毒中毒事例が後を絶たな
い｡ これは､ ふぐの種類により可食部が異なることや､
ドクサバフグのように全身に毒を持ちシロサバフグに
良く似たフグもいることによる誤食が原因と考えられる｡
このことからも､ フグの素人調理は避けるべきであ
り､ 釣り人を含む魚介類取扱者に対しても､ フグの取
扱い (素人調理の危険性) についての継続的な注意喚
起が必要である｡
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図１ 試験溶液の調製方法

����� (筋肉・皮・肝臓・生殖器：生殖器が10
ｇ採取できない場合は全量)
ＰＰチューブに採取

0.1％CH３COOH 25mL
(生殖器など試料が10ｇ採取できない場
合は試料量の2.5倍量)
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� (ジェネレーター) １分

� 沸騰液中で10分 (ＰＰチューブの蓋を緩
める)

�� 流水中で放冷
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�� (ガラス漏斗5A-110ろ紙使用)
上清を共栓付き試験管にろ過
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0.1％CH３COOH 20ml

� (PPチューブ内)

���� 3,000rpm×10分

��
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!��"#$% (共栓付試験管)
(生殖器等試料が10ｇ採取できない場合
は､ 最終量が試料の５倍量になるように
定容)
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表１ フグ毒検査結果 (平成17年度～26年度)


