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研究の背景

ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須であり､その欠乏および過剰は甲状腺機能異常を主とした

さまざまな病態を引き起こす｡わが国では古来より海藻類､魚類を多く摂取する習慣から､ヨウ素

欠乏症は存在しないと考えられ､むしろ過剰と指摘されることもある｡しかし､現在のわが国のヨ

ウ素摂取状況について､全国的なデータは､ほとんどない｡

近年､食事習慣の変化に伴いヨウ素を多量に含む加工食品､特に調味料､レトルト食品などが大

量に消費されており､ヨウ素が多く摂取されている可能性があるが､実態は明らかではない｡妊産

婦のヨウ素代謝については､ヨウ素欠乏が新生児の発育､発達に悪影響を及ぼすことが知られてい

るが､妊娠中の母体のヨウ素過剰摂取が妊産婦と胎児･新生児の甲状腺機能にどのような影響があ

るのかは不明である｡

日本人のヨウ素の食事摂取基準は年齢によって推定平均必要量､目安量､推奨値､上限値の基準

値が定められているが､これらの数値はすべて日本人のデータを基にしたものではない｡成人では

ヨウ素の必要量は95Ilg/日､推奨値は150Ilg/日､上限値は3000Ilg/日とされる(1)｡

研究目的

人体に摂取されるヨウ素の大部分は食品に含まれるものによる｡日本食品成分表に掲載されてい

る原材料的食品のうちヨウ素濃度が記載されているものは13種類､ 42品日である(2)｡加工食品では

非常に多くの種類の食品に原材料の他にヨウ素を含む種々の調味料､食用色素､風味材料(昆布エ

キスなど)などが加えられており､その詳細については一般消費者には明らかにされていないもの

が多い｡本研究の目的は原材料的食品以外で一般に市販されている加工食品中のヨウ素含有量を明

らかにすることである｡

材料と方法

1.対象とした加工食品

平成18年末から20年初めまでの期間に無差別に選んだ首都圏(東京都､神奈川県､千葉県)の百

貨店､食品スーパーマーケット､コンビニエンスストアなどにおいて､全国的に市販され､入手が

容易な加工食品のうち､成分に海藻類(エキスも含む)が含まれていると記載された品および商品

名に海藻類の名称が含まれる商品を各種類1点のみ購入した｡主なものは調味料(醤油､酢､食塩､
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たしの素､つゆの素など)､即席カップ麺､即席みそ汁･スープ･お吸い物などである｡対照とし

て海藻類の記載のない同種類の品を選んだ｡さらに飲料(清涼飲料水､ミネラルウオーター､お茶､

栄養ドリンクなど)も対象とした｡

これらの商品はすべて継続的に製造､販売されているものではなく､鍋つゆのような冬期のみに

販売される季節的商品や､短期間のみ製造､販売されるものもあり､研究期間内においても､すで

に生産､販売されていない品もあった｡

2.食品中ヨウ素含量の測定法

(1)前処理法

ヨウ素含量の測定のための食品試料は次のような方法で前処理をおこなった｡具が別にな

っている即席みそ汁､乾燥スープ､即席カップ麺は具を全量､ホモジェナイサーで粉砕して､

粉末スープとともに製造･販売者の指示する量の水を加え､ 15分間加熱後､ 3500rpm､ 10分で

遠心分離し､上浦を採取した｡粉末状の材料､液体の材料は全量を秤量し､その一部を分析

した｡

(2)ヨウ素の測定

試料中のヨウ素含量はAPDM(ammonium persulfate digestion on microplate)法を用いた(3)｡

この方法は総ヨウ素(無機ヨウ素と有機ヨウ素)濃度が測定可能であり､測定感度は1.39LL

g/dlであり､測定内誤差4.8-5.9%､測定問誤差は15%以下である(3,4)｡顆粒･粉末検体と液状検

体について､それぞれ､次のような方法でヨウ素含量を測定した｡

1 )粉末検体操作法

①100mg秤量､ ②20%塩素酸lmlを加えて90℃､ 2時間消化する｡消化した液を水で10倍

希釈する(希釈液Aとする)､ ③マイクロプレート上に0.05mlを採取し､ 20%塩素酸100〟

Lを加え密封下､ 105℃ 90分消化後､測定､ ④測定範囲を超えた検体については､希釈液

Aを水で更に希釈後､工程③の操作により測定｡

2)液状検体操作法

①水で検体を10倍希釈する(希釈液A)､ ②マイクロプレート上に希釈液A 50〟Lを採取

し､ 20%塩素酸1001ILを加え密封下､ 105℃で90分消化後､測定､ ④測定範囲を超えた検

体については､希釈液Aを水で更に希釈後､工程②の操作により測定｡

食品試料中のヨウ素含有量は固形のものは(〟g/g)､液体のものは(〟g/L)､ (〟g/

100ml)､ (〟g/ml)などで表した｡製造販売会社の指定した方法で調理した場合の1食分

(1回量)に含まれるヨウ素含有量を算出した｡

希釈液において測定感度以下のヨウ素濃度を示した検体については､原液に換算した濃度

を示し､測定以下(<)とし､以下の表のなかで*印をつけた｡しかし､このような検体は

段階的に希釈して､測定限界を定めていないので､測定感度以下の検体とみなした｡

食品検体中のヨウ素濃度が正しく測定されているか否かを解析するために無作為に選んだ

3種類の食品についてヨウ素の添加回収試験をおこない､回収率は80%であった｡

(3)調理方法によるヨウ素濃度の比較
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無差別に選んだ漉し袋方式のたしパックを製造者の指定する調理方法(250-700mlの精製

水に浸し､ 15分間加熱)で得られた液のヨウ素濃度とだしパック内の顆粒あるいは粉末の全

量を上記1)の方法で処理して得られたヨウ素含量を測定し､ 1パックに含まれるヨウ素量

を比較した｡

結　果

1. 18品目､合計366点の食品を購入した｡このうち商品名あるいは成分に海藻類(エキスも含む)

の記載がある食品は204点､記載のない食品は162点である(表1 )0

2.海藻類の記載の有無とヨウ素の検出の有無との関連

1 )商品名あるいは成分に海藻類の記載がある食品では97.1% (204検体中198検体)にヨウ素

が検出されたが､記載のない食品においても59.3%に検出された(表2 - 1)｡

2)海藻類の記載がない食品でヨウ素が検出される頻度が高いのは食品辞のうち､即席カップ

めん･即席スープ･お吸い物､たし､飲料類などであった(表2-2)｡

3)ヨウ素が検出された食品の約1/3､すなわち32.7% (294検体中96検体)には商品名ある

いは成分に海藻類の記載がなかった｡またヨウ素が検出されない食品の91.7%は商品名あ

るいは成分に海藻類の記載がなかった(表3)0

3.食品中に含まれるヨウ素量

対象とした食品のうち調味料類は1 gあるいはlmlあたりのヨウ素含量を､その他の食品は

1食分に含まれるヨウ素の量を算出した(表4 -表9)｡日本人成人のヨウ素摂取量の推奨値

は一日15011g､上限値は3mgとされており､これらの値を目安に検討した｡

1)調味料類

食塩､化学調味料､醤油､酢､ポン酢､しゃぶしゃぶ･すさやき･焼き肉のたれについ

て､ヨウ素含量を表4に示す｡

①昆布塩は最もヨウ素含量の多いものは1 gあたり788.511g (推奨値の5倍以上)である

が､昆布の含まれていない食塩は211g/g以下であった｡化学調味料2点にはヨウ素は

含まれていなかった｡

②醤油は昆布を含む品はすべてヨウ素が検出されたが､その含量は1.2-101.111g/mlと

100倍近くの差があった｡

③酢､ぽん酢は商品名に昆布の記載のある品はすべてヨウ素が含まれていたが､多くで

も3011 g程度であった｡

④たれ類については5点がlmlあたりでも310-4,90011gと非常に高濃度のヨウ素(推奨値

の2-30倍以上)を含んでいた｡

2)こんぶ茶､お茶づけ､ふりかけ

すべての製品にヨウ素が検出された｡ 1 gあたりと1食分に含まれるヨウ素の量を表5

に示す｡

①　こんぶ茶は一杯に296-804LLgの高濃度(推奨値の2から5倍以上)のヨウ素を含んで
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いた｡

②お茶づげ､ふりかけのヨウ素は1.2-58.11lgと最大でも推奨値の1/3程度であった｡

3)即席みそ汁､即席スープ･お吸い物､即席カップ麺､鍋のつゆ

具やスープを含めた1食分に含まれるヨウ素量を表6に示す｡

①即席みそ汁はいずれも昆布やわかめを含んでいるが､ヨウ素含量は8.6-335.8Ilgと幅が

あるが､うち4点は127-33511gと推奨値の倍以上のヨウ素を含んでいた｡

②即席スープ･お吸い物もすべてヨウ素を含み､含量は3.4-5,108.711gであった｡ 6点が

推奨値を超えるヨウ素を含み､うち1点は5.3mgと上限値3mgを超えるヨウ素を含んで

いた｡

(D即席カップ麺は具あるいは粉末スープにわかめや粉末昆布を含む品が多く､特に2点

は2,770および4,430〟gと上限値近くかそれを超える高濃度のヨウ素を含んでおいた｡

また他の2点は406.6および616.7〟gと推奨値を超えるヨウ素を含んでいた｡

④鍋のつゆにはすべて昆布が含まれているが､ 3点は2,158-3,805Ilgであり､ヨウ素摂取

量の上限値3mgを超えるものが1点､ 2mgを超えるものが2点､推奨値を超えるヨ

ウ素を含むものが3点であった｡

4)だし汁､たしの素､つゆ､おでん汁の素､めんつゆ､うどんだし

だし類には顆粒､粉末あるいは漉し袋(デイパック状)の品と液体(希釈周も含む)の

ものがある｡これらを用いて製造･販売者のレシピに従って①麺のかけつゆ(うどん､そ

ば)､ ②麺のつけつゆ(そうめん､そばなど)､ (⑤天つゆ､ ④鍋物/寄せ鍋､ ⑤おでん､ ⑥

煮物のだし/つゆ､ ⑦みそ汁､ (㊦お吸い物/すまし汁を調理した場合､ 1食分に含まれる

ヨウ素量を表7に示す｡

調理方法によってヨウ素含量は変化するが､ほぼ半数の品は1食分に推奨値150〟gを超

えるヨウ素を含んでいた｡さらに上限値3mg以上で最大7.9mgにも及ぶヨウ素を含む品も

あった｡

5)飲料(茶系飲料､ミネラルウオーター､炭酸飲料､果実･野菜ジェ-ス)

飲料は1本の量が50から500mlとさまざまであるので､ 100ml当たりと1本当たりに含ま

れるヨウ素の量を算出した(表8,表9)0 56点のうち茶系飲料2点以外には成分に海藻

の記載はなかった｡

①茶系飲料は21点中8点にヨウ素が検出された｡原材料に昆布の使用された｢十六茶｣

2点は100ml当たりそれぞれ18.8と26.21lgのヨウ素を含むが､他の6点は10Ilg以下で

あった｡

②　ミネラルウオーターは10点中3点にヨウ素が含まれるが､その量は2.7-5.211g/100mlと

微量であった｡

(①炭酸飲料は11点中9点にヨウ素が含まれるが､その量は3.4-177/100mlであった｡

④果実･野菜ジェ-スは16点中9点にヨウ素が含まれ､うち4点は11.9-46.lllg/100m1､

5点は10〟g以下であった｡
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6)飲料(栄養ドリンク類､スポーツドリンク) (表9)

①医薬品､医薬部外品も含めた､いわゆる栄養ドリンク剤すべて成分に海藻類の記載が

ないが､ 52点中34点(64.5%)にヨウ素が検出された｡ 1本あたりのヨウ素含量は0.6

から6911gであった｡

②　スポーツドリンクは11点中1点のみに海藻エキスの成分表示があったか､ 10点にヨウ

素が検出された｡しかしその濃度は100ml当たり10Ilg以下と少量であった｡

7)高濃度のヨウ素を含む食品

1食分あるいはlmlか1gあたりに100IIg以上のヨウ素を含む食品を表10- 1および表

10-2にまとめた｡たし類については､調理方法によってヨウ素含量が異なるが､最も多

い量を示した｡ 366点のうち92点(25.1%)が該当し､うち54点はだし類である｡また1

mg以上のヨウ素を含む食品が32点あり､上限値とされる3mgを超える食品がそのうち10

点であった｡

4.製造･販売会社による食品中のヨウ素含量

食品製造･販売会社9社より22点の食品についてヨウ素含量を測定した結果が提供された｡

このうち12点については本研究においでもヨウ素含量を測定したので､その結果と比較して表

11に示す｡食品の商品名は同一であり､製品ロット､測定方法の違いを考慮しても､両者の結

果には大きな差はないと考えられる｡

5.調理方法による食品中ヨウ素含量の差異

だしパック12点についてパック内の顆粒あるいは粉末全量を直接､測定した場合と製造者が

指定する方法によって調理した場合の1袋あたりのヨウ素含量を表12に示す｡水で抽出したヨ

ウ素含量は塩素酸消化法で得られたヨウ素含量の35.1から429.6%であり､塩素酸消化の過程に

おいて食品中に何らかの干渉物質の存在が示唆された｡

考　察

本研究は全国的に販売され､容易に入手できる加工食品中のヨウ素含有量を明らかにしたもので

ある｡対象とした商品は原材料に最もヨウ素含量の高い昆布､わかめなどの海藻類を含む食品､あ

るいは風味原料として昆布エキスなどを含むことが記載されている食品､また商品名に海草類の名

称が含まれる食品と､その他にこのような記載のない品(主に飲料類など)である｡

食品とは大きく生鮮食品と加工食品に分けられる｡加工食品は天然の食材に様々な加工を加えた

食品であり､食塩･砂糖･味噌･醤油などもこれに含まれる｡我が国では法律ですべての飲食料品

について品質表示基塗が定められている｡容器包装に入れられた加工食品を対象とした加工食品品

質表示基準には名称､原材料名､内容量､賞味期限又は消費期限､保存方法､製造者の氏名及び住

所等を表示することが義務付けられている｡また風味原料とは｢節類(かつおぶし等)､煮干魚類､

こんぶ､貝柱､乾しいかす等の粉末又は抽出渡編物をいう｡｣と定義され､かつお､かつお等､そ

うだかつお､さば　あじ､いわし､煮干し､貝柱､こんぶ､しいたけの10種類である｡風味原料を

表示する際には､ ｢風味原料｣の文字の次に､括弧を付して､これらの原料名を記載することにな
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っている｡しかし､実際には｢風味原料｣とのみ記載されている加工食品も存在する｡したがって

原材料名に｢風味原料｣とのみ記載され､その内容が表示されていない場合は､上記の10種類の原

料のどれが含まれているかは不明である｡

食品中のヨウ素含量についてはICP-MS法で測定した西山らの報告(3)がある｡ 17種類106点の食品

について測定しているが､食品の前処理法が不明なこと､対象とした食品が全国的に販売されてい

る品が少ないこと､ 1食分に含まれるヨウ素量の算出方法､ヨウ素測定方法が本研究とは異なるこ

となどにより､本研究の結果とは単純に比較できない｡しかし､昆布を主とする食品やたし類が､

高濃度のヨウ素を含む品が多く､食品によりヨウ素含量に大きな幅があることは本研究とも一致す

る｡

日本では藻類の摂取量は過去50年､大きな変化はない(6)｡しかし近年､加工食品の消費が増えて

いることから､原材料的食品に含まれているヨウ素に加えて､自覚せずに日常的にヨウ素を多量に

摂取している可能性がある｡またヨウ素は食物のみでなく､うがい薬､感冒薬などの大衆薬､また

消毒薬､造影剤などの医薬品にも多く含まれており､家庭内､医療機関内で大量に使用されている

ことから､食品以外あるいは非経口によるヨウ素過剰摂取の可能性があり､その甲状腺機能に対す

る影響が推測される｡

以下に本研究の結果のまとめと問題点を示す｡

1.ヨウ素含有量の多い食品について

1) 1食分で成人のヨウ素の1日の必要量(951lg)､推奨値(15011g)､上限値(3mg)を超

える食品が多数､存在する｡

2)だし汁類､特に昆布だし､昆布つゆにはこんぶそのもの(破片やエキス)を含むものがあ

る｡また､即席みそ汁､即席めんの具に乾燥こんぶ､わかめなどが含まれている品もある｡

原材料としてこんぶ1gには13.1mgのヨウ素を含むとされるので､これらの食品のヨウ素

含有量は多くなることが考えられる｡

3)たれ類にもヨウ素が多く含まれ､使用量によっては､ 1食で上限値を超えるヨウ素を摂取

する可能性がある｡

2.商品名､成分の海藻類の表示とヨウ素含量との関連について

1)一般的に海藻名が商品名あるいは成分に記載されている品のほとんどにはヨウ素が検出さ

れるが､記載のない食品でも半数以上に検出される｡ ｢風味原料｣にヨウ素が含まれてい

る可能性もあるが､理由は不明である｡

2)食品中のヨウ素含有量には非常に幅があり､表示の有無とヨウ素含量との関連は食品によ

って異なる｡

ヨウ素を含まない食品の9割以上には藻類の記載はない｡

3.食品中のヨウ素測定の問題点

1 )多種多様の食品について､ヨウ素測定に干渉を及ぼす物質の影響を排除するための適切な

前処理方法を確立する必要がある｡

2)今回の研究では1食品1検体を測定したが､製品ロット間のばらつきを少なくするために
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は､同一食品の検体数を増やす必要がある｡

本研究の結果は､食事調査によって日常のヨウ素摂取量を正確に評価する目的において､また臨

床的にはヨウ素制限食の献立を考慮する際にも有用と思われる｡
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表1 ,加工食品の種類と商品名､成分に海藻類の表示の有無表

品目 傅IV冖ﾊI�ﾉZｨ,丶9�I}�,ﾉUﾈ麌,ﾉtﾉk2�俘xﾇb�
あり �,�+R�

醤油 ��2�4 ��r�

酢､ポン酢 ��b�6 �#"�

たれ類(しゃぶしゃぶ.すぎやき.焼肉など) 澱�1 途�

食塩 途�2 湯�

化学調味料 ���2 �"�

こんぶ茶 迭�0 迭�

お茶漬け.ふりかけ ��r�3 �#��

即席みそ汁 免ﾂ�0 免ﾂ�

即席スープ.お吸い物 �#B�6 �3��

即席カップ麺 途�7 ��B�

鍋のつゆ 免ﾂ�0 免ﾂ�

だしの嘉(粉末,顆粒)だし汁(液体),おでん.うどんだし､めんつゆ 塔B�13 涛r�

茶系飲料 �"�19 �#��

ミネラルウオーター ���10 ����

炭酸飲料 ���ll 免ﾂ�

果実.野菜ジュース ���16 ��b�

栄養ドリンク ���52 鉄"�

スポーツドリンク ���10 免ﾂ�

合計 �#�B�162 �3cb�

表2- i ,商品名､成分に海藻類の表示の有無とヨウ素の検出との関連

ヨウ素 剄㈹v 

検出 儖�ﾉ���

商品名､成分に海藻類の表示の有無 �*�.��198(97.1%) 澱�"纈R��204 
なし 涛bゴ偵2R��66(40.7%) ��c"�
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衷2- 2,食品の種類別の商品名､成分に海藻類の表示の有無とヨウ素の検出との関連

品目 佶��ﾉ�B�商品名､成分に海藻類の表示の有無 あり 劍,�+R�

ヨウ素測定感度以上 �8�4Y�i�ｩ.悪I7��｢�合計 �8�4Y�i�ｩ.悪I7���2�ヨウ素測定感度以下 俘xﾇb�

醤油 ��r�13(loo‰) ���13 ���4 釘�

醍.ポン酢 �#"�14(87.5%) �"�16 ���6 澱�

たれ類(しゃぶしゃぶ.すきやき.焼肉など) 途�6(loo‰) ���6 ���1 ���

食塩 湯�7(loo‰) ���7 ��ゴ�R��1 �"�

化学調味料 �"�0 ���0 �"����R��0 �"�

こんぶ茶 迭��5(100%) ���5 ���0 ���

お茶漬け.ふりかけ �#��17(100%) ���17 �2������0 �2�

即席みそ汁 免ﾂ�10(90.9%) ���ll ���0 ���

即席スープ.お吸い物 �3��24(100%) ���24 釘ツb縒R��2 澱�

即席カップ麺 ��B�5(71.4%) �"�7 迭ピ�紕R��2 途�

鍋のつゆ 免ﾂ�ll(100%) ���ll ���0 ���

たしの素(派,轍)だし湖体),廉ん.うどんだし､めんつゆ 涛r�83(98.8%) ���84 ���ピb纈R��3 ��2�

茶系飲料 �#��2(loo‰) ���2 澱�3�綯R��13 ����

ミネラルウオーター ����0 ���0 釘イ�R��6 ����

炭酸飲料 免ﾂ�0 ���0 湯ャ�繧R��2 免ﾂ�

果実.野菜ジュース ��b�0 ���0 湯ゴb�2R��7 ��b�

栄養ドリンク 鉄"�0 ���0 �3BツR紕R��18 鉄"�

スポーツドリンク 免ﾂ�I(100%) ���1 湯ン�R��1 ����

合計 �3cb�198(97.1%) 澱�204 涛bゴ偵2R��66 ��c"�



表3.ヨウ素の検出と商品名､成分に海藻類の表示の有無との関連

商品名､成分に海藻類の表示の有無 剄㈹v 

あり �,�+R�

ヨウ素 佶���198(67.3%) 涛b�3"縒R��294 

非検出 澱モ�2R��66(91.7%) 都"�

表4.調味料類に含まれるヨウ素の量

抗日 俘)J冖ﾂ� ��品名 ��

塩 ��788_5 �6�4X5��宛ﾂ�昆有塩 ��

藻塩 鉄b纈� ��G$R� 

45.I �5h7ﾘ8B�抹茶塩 �+�/�-H4x4ﾈ5��

5.0 ��ﾙ687H488ﾘ5ﾈ7X42�食塩 ��

3.6 �7H5x688ｸ6r�塩 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

<2 ��堤 ��

アジシオ �����味の紫 �+)j�冀� 

薬園の垢 ����� ���b�こんぶエキス 

0.8 �8ﾉE���食用塩 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

味の素 ��絣�味の素 �� 

1.1 冕�,ﾉ�b� ��

醤油 ��101-1 ��ﾉ(b� 俑儻｢�

84.0 倬ｸ圸tﾈｴ�褸ﾊﾒ� �+�/�-B�

昆布醤油 鼎b絣� ��昆布エキス 

30.3 �� 俑儻｢�

昆布しょうゆ �#R纈�キッコーマン ��こんぶ 

20.1 �8H7ﾘ5B� 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

20_0 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� �+�/�-R�

昆布しょうゆ ��U�� ��こんぶ 

9.7 �� ��

8.8 �� ��

4.9 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� �+�/�-R�

3ー4 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� �+�/��r�

I_2 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� �+�/�-B�

<0_12° 儻域ﾙ�"� ��

<0.Ill �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� ��

<0ー1° �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� ��

きしみしょうゆ 禿������ヤマサ �� 

32.3 �8H7ﾘ5B� ��

ゆずぽん酢 �3���ゆふいん �-ｸ/��ﾂ�昆布 

昆布ぽん酢 �3����ヤマサ ��昆布 

三杯酢 ��B�"�内堀醜遣 �+)j��ﾂ�昆布 

6,3 �� ��

柿木ゆずぽんず 填��カネトシ �.H+�-ｸ/�+��こんぶ 

食卓のお酢 釘ﾃ��ミツカン �+)j��ﾂ�昆布だし 

すたち 滴�ｳR�キッコーマン �-ｸ/�+�+X.X*H.B�こんぷ 

4,4 �7�684ｨ92�すし用合わせ酢 俑儻ｨ+�+R�

4/3 �5h7ﾘ8B�雪ん酢 �+�/�-X4x4ﾈ5��

昆布ぽん酢 釘���ミツカン ��昆布だし 

ゆずか 釘���キッコーマン �-ｸ/�+�+X.X*H.B�こんぶ 

2.3 �7�684ｨ92�調味蹄 俑儻ｨ+�+R�

ゆずぽん酢 ��綯� �� 

上位酢 禿���V��ミツカン �+)j��ﾂ� 

<0ー15° �7�684ｨ92�すし用合わせ酢 ��

味ぽん �����ミツカン �� 

Oil �� ��

ゆずポン酢 �����徳島産業 �� 

ゆずぽん �����ミツカン �� 

ぽん飾 禿���s���ミツカン �� 

すし酢 禿���c���ミツカン �+x+Yw�ﾘx.ﾘ+��ﾂ� 

たれ ��490.0 俑�Kﾂ� 俑儻ｨ+�+R�

4570ー0 �5H984x�ｸ5�� 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

1180_0 丿�V�� 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

986.7 �7�684ｨ92� ��

310.0 俑�Kﾂ� 俑儻ｨ+�+R�

7 <130● ��ﾈﾆ��hﾚ�Kﾂ�ﾚ�Kﾂ� 俑儻ｨ+�+R�

`希釈検体の濃度
``メーカー公表伺
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表5,こんぶ茶､お茶づげ､ふりかけに含まれるヨウ素の量

品目 傅IV冖ﾂ�ヨウ素含量 (LLg/g) �8�4Y�hｭﾉ|｢���r���瓜｢��製造/ 販売会社名 儼冖ﾂ�原材料名 

こんぷ茶 �ｸｧy+)j�{�9gﾆ�+�/�-Y(:I��c3�X4ｨ6(6r�402.0 塔�B���伊藤園 俑儻ｩ(2�昆布エキス､粉砕昆布(北海道) 

梅茶根昆布茶 �3�����600.0 儻9?��昆布加工品 俑ｨﾚ儻ｩ[)ijHﾚ儻ｩ[)ib�

こんぶ茶カルシウム入り �#モ���576.3 仂ｩ����こんぶ茶(カルシウム入り) 俑儻｢�8�4Y�c#3�蔬免r����

こんぶ茶うめ(梅干し入)カルシウム入り ��Cゅ"�296.4 仂ｩ����梅こんぶ茶 俑儻｢�8�4Y�c�c2蔬免r�傲ﾒ�

梅茶しそ葉入り �2綯�7.1 儻9?��不二の横森 俑儻ｩ[)ib�

お茶づけ.ふりかけ ��ﾔﾆ�&Vﾈﾟ�-8.�*�*��58.1 ��sC2紕�永谷園 �-8.�*�*��調味顆粒(昆布粉)､わかめ､海苔 

混ぜ込みわかめ梅じそ �3B絣�64.7 亊ｹOﾈ壺�ませこみ用ふりかけ �.ﾘ*�-��

混ぜ込みわかめしらす �32絣�62.9 亊ｹOﾈ壺�ませこみ用ふりかけ �.ﾘ*�-��

味わいえびごほんひじき胡麻 �32���66.1 �7�684ｨ92�ふりかけ 冕�WH-�+h*ｺIj�WH.ﾘ*�-��

混ぜ込みわかめ鮭 �3����56.5 亊ｹOﾈ壺�ませこみ用ふりかけ �.ﾘ*�-��

味わいじやここほんわかめ �#����40.1 �7�684ｨ92�ふりかけ 冕�WH.ﾘ*�-��

お茶づけ海苔 ��ゅb�111.6 ��$ｨ���お茶づけ �+)j�准{�移儻ｩ["��

梅干茶づけ ��R���83.2 ��$ｨ���お茶づけ �+)j�准{�移儻ｩ["��

おむすび山鮭わかめ ���紕�16.1 �7�684ｨ92�おむすび用乾燥食品 冕�WH.ﾘ*�-��

味わいじやこごほん青葉 澱���ll.9 �7�684ｨ92�ふりかけ 冕�WH.ﾘ*�-��

山葵ふりかけ 迭繧�5.8 亊ｹOﾈ壺�ふりかけ 丶9�ｲ�

梅ちりめんふりかけ 迭綯�5.6 亊ｹOﾈ壺�ふりかけ 冕�WH､9�ｺH4x4ﾈ5ｈﾚ儻｢��

さけ茶づけ 迭絣�30.2 ��$ｨ���お茶づけ �+)j�准{�移儻ｩ["��

のりたま 釘纈�4.9 亊ｹOﾈ壺�ふりかけ 丶9�ｲ�

雲丹ふりかけ 釘縒�4.7 亊ｹOﾈ壺�ふりかけ ��(､9�ｲ�

A-Labelおかかふりかけ �2苒�92.9 ��$ｨ���ふりかけ 丶9�ｲ�

ゆず明太子ふりかけ �2���3.0 亊ｹOﾈ壺�ふりかけ 冕�WH､9�ｲ�

おむすび山梅かつお ��絣�3.0 �7�684ｨ92�おむすび用乾燥食品 ��

味わいじやこごほん梅じそ ��絣�2.9 �7�684ｨ92�ふりかけ ��

おむすび山青菜 ���"�1.8 �7�684ｨ92�おむすび用乾燥食品 ��
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表6,即席みそ汁､即席スープ･お吸い物､即席カップ麺､鍋のつゆに含まれるヨウ素の宣

品目 傅IV冖ﾂ�ヨウ素含量 (〟g/1食分) ��品名 劍ﾋHﾝ驅�ﾂ�

即席みそ汁 �-�.�+��3358 ��$ｨ���即席みそ汁 劍ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5��

ゆうげ �#�"�2�永谷園 ��i��-ﾘ+ｸ���剄ｩ布エキス 

277.6 ��$ｨ���即席みそ汁 劍ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5��

256.0 �7ﾘ8ｸ5(8�� 剪�

あさげ ��#r�2�永谷園 ��i��-ﾘ+ｸ���剄ｩ布エキス 

あざやかわかめ 鼎2縒� ��i��-ﾒ�忠�h-ﾘ+ｸ5�487b��輿:わかめ 

香り立つ長ねぎ �32綯�神州-味噌 ��i��-ﾒ�宙ｸﾘ-ﾘ+ｸ5�487b�� 

<28.8` ���"ﾙj���� 剪�

しじみ汁 ��偵��ハナマルキ ��i��-ﾘ+ｸ���凾墲ｩめ 

9ー5 �7ﾘ8ｸ5(8�� 劍.ﾘ*�-��

8.6 �7ﾘ8ｸ5(8�� 劍.ﾘ*�-��

5108.7 �8ｨ5�92�乾燥スープ 剪�

ねぎ塩スープ 鉄�2縒�リケン 亂9�x5��ｸ7b�� 

344､0 亊ｸ����� 剪�

245.0 ��乾燥スープ 劍ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5��

166.4 亊ｸ�����即席お吸いもの 劍4x4ﾈ5ｈﾚ儻｢��

ひじきスープ ��c��ｳ��リケン 亂9�x5��ｸ7b�剽ﾇ:ひじき 

llOー4 ���I���ﾂ� 剪�

めかぶスープ ���づ��リケン ��煉スープ � 

わかめスープ ���u�� ��燥スープ 剽`(わかめ) 

92.9 �� ��x5��ｸ7b���

75,8 �8H7ﾘ4ﾂ�乾燥スープ 劍*H*ｸ-ﾒ�.ﾘ*�-��

わかめスープ 田h�ｳr�リケン 亂9�x5��ｸ7b�� 

川i∵ �8H7ﾘ4ﾂ�乾燥スープ 劍*H*ｸ-ﾒ�.ﾘ*�-��

お吸い物邸風味 鉄ゅ��シマヤ ��i�姐ｩZ��� 

55.8 ��乾燥スープ 劍.�+�*ﾒ�

わかめスープ 鼎b纈� 亂9�x5��ｸ7b�� 

46.3 冕�,ﾉ�h4�6ﾘ�ｸ8ｲ�乾燥スープ 劍*H*ｸ-ﾒ�.ﾘ*�-��

42.7 �8H7ﾘ4ﾂ�乾燥スープ 劍*H*ｸ-ﾒ�.ﾘ*�-��

めかぷスープ 鼎"紕�マルちゃん 亂9�x5���7b� 

<40.8` �4x�ｸ5�5(6(4��即席蕃 � ��

めかぷスープ �3��ｳ2� 亂9�x5���7b�めかぶ 

わかめスープ �3�ﾃb�マルちゃん 豫I��5���7b� 

25_7 ��X鏈?"�乾燥ス 刄v ��

<24° �4x�ｸ5�5(6(4��即席番 � ��

<16,8° �4x�ｸ5�5(6(4��即惜春 � ��

13.2 冕�,ﾉ�h4�6ﾘ�ｸ8ｲ� ��x5��ｸ7b��.�+����

もずくスープ 摘�� ��燥スープ 凾烽ｸく 

4.3 ��8,ﾂ2� ����

3-5 �� ��x5��ｸ7b���

3.4 冕�,ﾉ+2� ����

4430,0 �� ��俑儻ｨ4x4ﾈ5��

2770ー0 �?ｩ�I�鰻�� ��俑儻ｨ4x4ﾈ5��

616.7 �� ���4ｨ6(7h-�/��兌)ih+�/�-R�

406.6 �� 剪�

<100● �� 劍.ﾘ*�-��

<90` �5H988��ｹ�鰻��即席カ 刄vめん ��

38.0 �4x�ｸ5�5(6(4��即席カ 刄vめん �.ﾘ*�-��

<17 �5H988��ｹ�鰻��即席力 刄vめん 兌)ih+�/�-B�

lOー4 ��即席カ 刄vめん ��

8.4 ��即席力 刄vめん ��

7.2 ��即席力 刄vめん ��

<7 �5H988��ｹ�鰻��即席力 刄vめん ��

チキンラーメン 澱�"� ��i�榎ﾒ��7h-�/�� 

5.2 �?ｩ�I�鰻��即席力 刄vめん ��

鍋のつゆ ��捌)5.5 �8H7ﾘ5B� 剪�

2182.9 �8H7ﾘ4ﾂ� 劍+�/�-B�

2158.I �,�/�-x/��鍋つゆ(希釈用) 剪�

796_2 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈用) 劍+�/�-H8h4ﾂ�

545.6 �4x7�8�� 劍ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5��

216工 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈局) 劍+�/�-H4x4ﾈ5��

131.2 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈用) 劍+�/�-R�

31.5 �7�684ｨ92� 剪�

寄せ鍋つゆ �#r絣�ミツカン ��� 

みそ鍋つゆ よせ鋭つゆ ��R紕�津B�ヒガンマル ビガシマル �>x,(.B葦8𠘑w���>x,(.B葦8𠘑w���凾ｱんぷエキス こんぷエキス 

`希釈検体の濃度
`"メーカー公表値
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表7,だし汁､たしの素.つゆ､おでん汁の素､めんつゆ､うどんだしを用いて調製した料理に含まれるヨウ素の畳

燭qrl.3. 剏ﾆの かけつゆ 250-300mlI 丼�,ﾂ�,(*�,(.B�├Vﾔ｢��天つゆ ii00ml) �8�"��hﾘv幡��ｷ(,ﾂ��r8+�>r��#S�ﾖﾂ��(LL,'IRg おでん (200m1) 鋳�E�禎���,(.B���S�ﾓ���味m汗 (150mi) �*姐ｨ*(ｧﾂ���鬨+X���鉄�ﾖ�� ��育����

793上4 ��7931_4 鉄#ブ��5287､6 儷�O�� � 

3036.4 �� �� �� 偬��♂)んつゆ � 

こん志だし �,■一､∵ �#3Ce��� 鉄ツS"�4692_2 �3S�宝��3519､1 �3S�����いの予崖 ����

42022 �#������ �� �#��ﾆ��210Li �� ��俑儻｢�

3903,8 �� �3S�2繧� �� 塔cs�R�キッコーマン ���+�/�� 

3311_1 �#cCづ��1765_9 �#cBc��1765_9 �##s�紕� ��ミツカン �,(.Bる_ﾂ��唏�"�(こんぶ) 

293912 �� �#�3偵"� ��1959.4 �� ��儖�� 

270L3 �##�偵�� �� �� ��ヤマサ �,(.B�僵��(也) 

つゆ �213816 塔SS�B� �� �� ��鴨川∴十 傲I=ﾘ+�+X,(.B��7�+R�(こんぶ) 

比つゆ �198214 氾Sコ纈�L359.3 ���ヲ紕�95115 ��C#s2� ��松IJ崖 �,(.B囲ﾉ�������ｩj��(即エキス.比6 

1i0012 ��LJgI.2 �8ｨ5�92�柵 �2�凪 忠NIWｨ4x4ﾈ5ｒ�

あじかいめんつゆ �19499 ��鼎宝��1949_9 ��ss%�� ���c:Cb� �� ��) 冢r� 

177617 �� �� ��888.4 �������b�九二(ー ��しの兼 乖�� 

1775.4 �� ��88717 �##�纈� �｣ｩ+(���ミツカン ����∴∵ 

1325_0 �� 塔�"綯� ��374_1 �8H7ﾘ5B� 剽樗A ��

l464.3 薄ﾃs��B�78I10 涛sc"�520_6 �� ��イナビキ �,(.B�ｨ遥w���仍ｲ�i(比布) 

14議7 �� ��75318 ����s�b� 鉄�モ�ヒガシァル ���(�� 

めんつゆ2悩 �1403_2 �(�ｳ#"綯�1122､6 ��74&4 �� ��COで)P(EJ二組) �,(.B姥ｨ�w����(��(昆布エキス) 

li67_8 鼎cs��� ���cz8.��9.34_2 都����7〔鳩_7 都���r�タグチ 俘x.ﾘ+�+�+R��+�/�-R�

541.2 �� ��ますや �*�,X/�,ﾈ幹��4x4ﾈ5ｉ�r��

良)つゆ3if �1084/8 鉄�R繧�8058 都C(�ｳ"�593/8 涛C���� ��ヤマサ �,(.Hｯ8𠘑w�����

97&4 盲R�90&5 �� 田���� ��∴-､∴､ �,(.B駢�����

94416 �� ��314.9 �� �#3c�� ��冩ｸ鋹��

800.3 �� �����2� 田C��"� 鼎Sr�2�シーアヤ ���?��ﾈ-I[)ib�

無法 �� �� �� �6都�� 鉄�u��リケン 刎�K�+�+X,ﾂﾒ��>&��(比布エキス) 

製つゆ �74014 鉄�"�2�394.9 鼎#2簫�338/5 �3SS�B� ��u川I �,(.B�ｨ���w����(�� 

Oi9.9 �� �� ��33�2�371.4 �� ���� 

58し6 鉄#5��418ノ8 �3C宝��220_4 �cr� �� �,(.B雲ﾂ���>"� 

514.3 �3�����288.0 �#sc���15116 �#��?ﾃ�� ��:ー∴■: 度訷ｴ�,(.B��>"�(昆) 

昆布つゆ �513.7 鼎��纈� �� �� ��ピケ夕陛油 ��) �(霾｢� 

499.9 �� �(�又�� �#S���� ��#5���ヤマキ 僵�� 僵�� 

4808 �3#�綯� �3C3�R�274.8 鼎�"��� ��テンヨ武川T(TS ��) �>"� 

昆)つゆ �416,8 �3Sr�2�357_3 �3#偵��263.3 ��ｳ��b�� ��CO一⊃P(n生娘) ��) �｢� 

毘つゆ 刹�)0/5 �#途絣�29715 �#sC���2i912 �� ��ワタカン ��∴ 僵��(lLエキス) 

389､5 �� ��3cr�log.3 ��釘縒� ���2誡�BtnD"TX �� ��-(比布) 

347, ��3モ� �3�r���277_6 �#��"�2082 ��即座本店 �� �� 

比布 �336/5 ��3C�b� �33cR�269.2 �#��纈�201.9 ��椰屋本店 ���� 

32218 �� �� ��c�CB�16114 ��c��B� �>)j��ｩj�怩�俚ﾒ�(こん未来) 

271_2 �� �� 田u�� ��ミツカン ����∴∴ 

26316 �� �#c2綯� ��3��� 田U��シマヤ ���>"�(こんぶ末) 

25310 �� �#S2���253.0 ��16816 ��ダイエー ���� 

239_4 �##5��223_4 ��cu��95_7 鉄sB�� ��iこんへん �,(.B葦8煇ﾟﾂ��｢� 

20716 ���3��193/8 �� �� ��にんべん �,(.Bり�w����>"�(こんぶ) 

こんぶ7'_.し 儉99^ �� ��199､4 鼎偵��99､7 鼎咾��かわし ����ﾂ� 

天つゆストレート � ��leo_0 �� �� ��∴予., �,(.B�超��(昆布エキス) 

おでんの露 � �� ��10014 �� ��ハウス �*�,X/�,ﾈ耳爾���たし 

つゆの森 �158/8 ��Cゅ"�1182 �� �##"�2� ��∴＼＼∴＼: �,(.B�.做駅�����(こんぶ) 

1∴J∵ ��184_2 冕�,ﾉ��姐 ��凪 ��

73.1 �� �7�684ｨ92�∵ ���ｫ�� ��

111_0 �� �� ������� ��Y��*ﾈﾚ����柿 ��粗 ��

日2_2 ���"綯�10216 塔偵r�718 �� ��∵∴一∴ �� �>"�llとエキス) 

i ��106.5 �� ��一､一.∴ 鉄3"�5312 店-ﾃ"�味の染 �(�� ��｢� 

うどん 都宝�� �� �� �� 冑h,ﾉo"�うどんつゆの奈 剴� ��

天 �� �� �� ��4718 鼎s���シマヤ ����

そ �/�,(.H5�6x8ﾈ�ｸ6r� 涛R��� �� �� ��キッコーマン �&����������

捕 ��ﾈ鏐-�/�,(.B�7511 涛��"�45_i �� �� �� �,(.B�兀yj��� 

37.9 �� �� �� �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ� ��こん.質 

75.0 �#R��� �� ��������37.5 �� �� ��

振毘たし �711i �#�R� 鍍ﾆﾂ�569 鼎#�r�42_7 鼎%�� 倅"� ��

つゆ自慢 �6716 ��る�r� �� 鼎3�2� ��∴:｢i" �� 偬�ﾂ� 

582 �� ��466 �� ��キッコーマン �� �ｨ�ｲ�(こんぶ) 

~言∵ �� 鉄3"�532 �33�2�33_3 ��シマヤ �� ��求 

37.9 �3��2�∴＼∴ �3��2�2012 �#b��� ��ミツカン �� 佩r�(こんぶ) 

1710 �� �� ��:ヽ:∴' �� �｢�(昆布) 

根 �+�+R�35_6 �� 刔��2�∵十一 �3U��一∴∴ �3U�� 白� ��な昆布 

∴ �+R�25.0 �� ��コ�La7 涛��� 涛���にんべん �� �(靠ｲ�(こんぶ) 

の索 �� �� ��U�"� �� ��"(��� ��旗印 ��

23_7 �5�� �� 都���68 砥��ヤマキ ���*�,"�∴∵ 

スープ �#"絣� �� �� �� �5h7ﾘ8B�つとんスープ � �4ﾈ5��

18_" ��7/3 ��43 �� ��とかシ＼マル �,(.B�.做駅���偬�ｲ�(こんぶ) 

お �� ��3��ｦ�� 俣3�B� ��13_4 ��よ)かベヤT ��儂Hﾊ��

枕 �X+E｢x+ｸ,�,(.B� 篤ﾃ2��r� �� �� ��キッコーマン �-�/�,(.B���

16/5 ��%���i2_1 燈���73 燈�� ��キiノコーマン �,(.B��ﾂﾘ焏謀鋳���

俄 �,(.B� 独�#���� �� �� �� �-�/�,(.B���

く12.0● �� �� �� �8H7ﾘ4ﾂ�一言∴∴一､ � 

うどんスープ �<16m �� �� �� ��とガシマル ��俑儻｢�

いりこだし �1511 �3�� 都�R�∴∴ 都�R�7_5 ��ヤマキ 凉)hb�TL ��

Ml �� �� 田"� 迭ﾒ��ヒガシマル ��ー 偬�ﾈﾋI{��

<1215 �*ﾓU��� �*ﾓ�"絣�<10_0 禿u��<7j 禿u��タグチ �*�� �+�/�-R�

しiだし 冓211 �� ��#��ｲ�917 �� 鉄｣"� ��し ��

T='LO)A � �� �� ��6､0 田���ヤマキ ��) ��

lO_0 �� ��5_6 填��5_6 ��シマヤ �$�hb�TL) ��

おでんの悪 � �� ��9.3 �� �� �� ��ネスパウy- 

ふしぎ 湯�2� 湯�2�9/3 燈�2�93 涛2�913 菱自�8,ﾈ自MB� ��柄 ��

( 白艷ﾓ�ﾒ苒粐� �� �� 涛"� ��味の兼 �� 儂IW｢� 

817 ������ 唐縒�7.0 鉄�"� �6�2�味の蕃 ��し 俑��し 

かつおたし �71 ��3�� �2��3_5 �3R�3｣; ��ヤマキ ��) ��

軋､だし �617 �� 澱謦�4/5 ������ �#���)一曲二噌油 �+R� 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

昆布つゆ �617 釘�2�3.6 ��3.9 鼎�b� �� ���+�/�-H4x4ﾈ5��

局 �+�,I[�,(.B�65 填�"�a_2 ��3､0 �� ��小舟フーズ �,(.B葦8𠘑¥｢���

か 訂?�+X,ﾈﾟR�517 �� ��5.7 ������ ��シマヤ ����

チ 苓7X488�92�15●● 劔劔 ����

のブイヨン ブイヨン ����ﾈ�ﾂ�ﾆﾂ�劔劍7ﾘ4ﾘ�ｲ�6ﾈ5�8ﾉ?ｩgｲ�� 剩苺zエキス 
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表8,飲料(茶系飲料､ミネラルウオーター､炭酸飲料､果実･野菜ジュース)に含まれるヨウ素の昌

:言: 冓ｧ�ﾄﾉkﾂ�宙x�r����ﾖ鋳�(mV本) 宙x�t訂gｲ�� 儼冖ﾂ�� �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

26.2 �#S��65.5 �4�5H7�徐{�� �� 俑儻｢� 

十六茶 �18.8 鼎���92工 �4�5H7�徐{�� �� 俑儻｢� 

9､0 �#���252 �� �� �� 

5.0 鉄���2510 �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5�� �"�料 �� 

4.9 �3S��17.2 �H咤� ��料水) �� 

314 �#���9.5 �5(4｢�5(�ｸ8�� 亦ﾔｦﾆ��� �� 

3.3 鉄���16.5 �5(4｢�5(�ｸ8�� ���B� �� 

216 鉄���13.0 倡�/�ﾅ�� ��������科水) �� 

<2-0 鉄���<10 �� �� �� 

莱 禿"���350 禿r� �� 几�� ��

円 禿"���350 禿r�サントリーフーズ ��yJﾒ閏�����鋳� ��

いお茶 禿"���350 禿r�l到優圃 ��几��R�� ��

胡麻安泰 �<2.0 �3S��<7 �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5��～ 陶|��咤� �� 

I.L武&. �<1.0 �#S��<2_5 �4�5H7�徐{��簸衆() 剔c水) �� 

<0､7 鉄���<3.5 �兒�股� 剪� 

ブレンド米 �<0.5 鉄���<2.5 �5�484x�ｲ� 剪� 

<0_4 鉄���<2 �� 剽ｿ水) �� 

7 ��898ｻ��<0_3 �3S��<1.05 �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5��緑茶(癌 剞e水) �� 

秦 ��ND 鉄���ND 薄ﾉJh股� � �� 

一一 ��ND 估ﾉ4��ND �(hﾜ�ｧFﾂ� 剪� 

ND 鉄���_VD �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5��ジャスミ � �� 

5,2 鉄��26-0 ��ナナユ 焼殺( � ��フランス潅 

Q2アクア �3.4 鉄���17.0 �5H6ｨ�ｸ6h42� 剪�カナダ旗 

31.4 鉄���17.0 ��6xｶr� 剪� 

2.7 鉄���13.5 �� 剪� 

コントレックス �<2.0 鉄���<10.0 �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5�� 剪� 

エビアン �<2.0 �33��<616 �4ｨ8ｸ785ｈｩB�� 剪� 

<2.0 �#����<40 �5H986x8ｨ�ｸ7H�ｸ5�� 剪� 

<0.8 鉄���<4.0 �4�5H7�徐{�� 剪� 

ND 鉄���＼‖ �5(4｢ﾘ5(�ｸ8�� 剪� 

ND 鉄���ND ��ナチユラ � �� 

17.7 鉄���8815 �� �� �� 

ll.6 鉄���5&0 �5�484x�ｲ� �� �� 

コカ.コーラ �9､2 鉄���46.0 �5(4｢�5(�ｸ8��炭酸飲 � �� 

818 �3SR�31.2 �4ｨ6�5�6�8�42�旋椴飲 � �� 

719 鉄���3915 �5(4｢�5(�ｸ8�� �几���� 

ミンレモン 澱綯�140 湯�"� ��飲料 � ��

ペプ ��5.8 鉄���29.0 �5H986vﾂ坪7H�ｸ5�� �几���� 

ファンタグレープ �5.8 鉄���29.0 �5(4｢ﾘ5(�ｸ8�� �几���� 

キリンヌエーゲ �3.4 鉄���17.0 �� �� �� 

<1 鉄���<5 �5(4｢�5(�ｸ8�� �� �� 

ND 鉄���711-D �4�5H7�徐{��炭酸飲 � �� 

46.1 姪���46_I �4����$�� 剪� 

19工 都R�143 �6ｨ6�8ﾈ42� 剪� 

16､1 �����16工 �7H,(8ﾈ7ﾈ92� 剪� 

ll.9 �3S��41.8 �� 剪� 

810 �#���22.4 ��:���� 剪� 

7.5 �3���22.4 ��架を ���� 

7.0 鉄���35.1 �*h-�-�几�� 剪� 

3.5 �3S��12.3 ��:�]�� 剪� 

2.1 姪���2､1 �6�4X5��胤ｲ� � �� 

<0.9 鉄���<4.6 �5(4｢�5(�ｸ8�� 剪� 

く0｣i �#���<2.2 �4ｨ588�� 剪� 

<0.13 鉄���<0.7 �5(4｢�5(�ｸ8�� 剪� 

<0.2 �#���<0.4 ��sｨ��(�b� ���� 

ND �#���ND ��)�H圓� �� �� 

キレートレモン 儂D ND ��C��#���ND ND �4ｨ588�� �� �� 
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表9,飲料(栄養ドリンク類､スポーツドリンク)に含まれるヨウ素の量

品目 ����(mL/本) 宙x�r�ｲ����冓l,I,名 剪�その他 

アル7エBB �72.0 鉄��36.0 � 剪�� 亦�薬湘 � 

6910 ��ｳ���69 ��山辺 剿� ��� 冕B�ー薬 丶�� 

64.0 �3�� �"�ライオン 剪�� 亦� �� 

63.0 免��63 ��Eisai 剪�� �� 丶�� 

アリナミン7 �60.0 �����00 ��タケダ 剪�� �� �� 

57､0 �����57 ��人証 剿� ��� 亦�一葉 �� 

新グロモント �57.0 �����57 ��ライ � ��� �� �� 

57.0 �#�� ��ライ 刄� ��� �� ��

アスパ 番���53.0 免�� ��� ��薬 ��� 亦� 丶��� 

眼眠 �5(�ｸ7��ｹhb�45､8 鉄�� �� ��ｸr�ii ��� �� ��

45､0 ����� ��� ��薬 ��� 白� �� 

42.0 鉄��2 ��� �� ��� ��薬 �5�� 

35.0 ����� ��大止 劼薬 ��� �+R�一葉 白� 

3410 �3�� �"�大鵬 � ��� 粉� ��

32.0 鉄�� ���Row � ��� ��r� ��

3i10 �ｦ��3 ��� 剪�� ��莱 丶�ﾂ�

29.0 ����� �� 剪�� ����薬 冰ｲ� 

29.0 鉄�� ��夕ケダ 剪�� 倅2�薬 �� 

27.0 鉄�� 迭� 剪�� ��薬 �5�� 

2710 鉄�� �� 剪�� 冕B�莱 冰ｲ� 

2工6 �����2 澱� 剪�� ��

21.0 �����2 ��� 剪�� 弔ﾔ�ﾒ����

21.0 ��#��25 ��アサヒ 劔%伜�几��� ��

<21` �3��<61 ��Sate 剪�� ��兀H､�� 

エスカップE �<19` ����� �� 剪�� ��� 

<18● 姪��� ��大 ��薬 ��� ��� 

<17` 鉄�� �� �� ��� ��� 

<17` ����� ��大鵬 � ��� ��� 

<16` 鉄�� ��ライオン 剪�� �;ﾙo"ﾂ���

<14` ����� ��Sat() 剪�� ��

トキワi 儷)�ﾈ���ー3,2 又�� ��b� 剪�� ��

エス �7b�<13ー ����� ��エスエス製薬 剪�� ��� 

12.8 ��#�� �� 劔%伜�几��� ��

<12" 鉄��<6` � 剪�� ��

カブセラ 冤l.5 ��C��16.1 � ��リー ��� ��

9.3 鉄��4.7 �+'l �� ��� ��

<9' 姪���<9` 剔� ��薬 ��� ��

<8` �����<8` 刄Gスエス製薬 剪�� ��� 

3.7 ��#��414 � 剪�� ��

<3' 鉄��<1.5" 刄^ケダ 剪�� ��� 

<.?I 鉄�� �� 剪�� ��� 

2_7 ����� �� 劍ｸ2ﾖ槌�� ��� ��

ク∴ノスミン �215 鉄�� ��ライオン 劍�ｲ� ��R� ��

1.8 鉄�� �� 劍葡辻� ��R� ��

<1.3 ��C�� 唐� 劔��� �� ��

018 �3S��2. ��Asaili 剪ﾘ��� ��� ��

0.() �#��� ��Mciji 劍耳爾� ��R� ��

ウコンの力 �0.6 ����� ��ハウス食品 剿彦末��料水 � ��

ND �3��ND 儡ato 剪�� ��� 

ニンニクの力 儂D �����ND � 劍�ｳr�神水 � ��

アセロ �6x8ｨ984��ND �����ND 刄jチレイ 剿��ｲ�料水 � ��

マ力の 哽B�_VD �����PTD 儁eiji 劍耳爾�射水 � ��

アクエi �4�5��9-9 鉄���49,5 刄Rカ.コーラ 劍���持永 刳C淡エキス ��

9_8 鉄���49_2 � 剪�料永 � ��

9.6 鉄���480 刄Tントリーフーズ 劍耳爾� ��� ��

DAKARA �8_8 鉄���44_0 刄Tントリーフーズ 劔�F免�� ��� ��

8,8 鉄��� ��コカ.コーラ 剪� ��� ��

811 迭鵜2� �� 劍5��-ツ �� ��

6.2 �#��� ��カルピス 劔4�ｦ�� �ｩm�� ��

アミノサプリ �3.5 鉄��� �� 剪� ��� ��

3.i 鉄��� ��コカ.コーラ 剿尼��料水 � ��

レモンウオーター �2.9 <1.5 鉄���S��� �� 劍�依���Υ�料水 枠木 � ��
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表10-1 ,高濃度のヨウ素を含む食品のまとめ

品目 傅IV冖ﾂ�ヨウ素含量 (〟g/mlorg) �8�4Y�hｭﾉ|｢���r���瓜｢��製造/ 販売会社名 儼冖ﾂ�原材料名 

食用塩 几�.�ﾚ儻ｨ冀�788.5 ��ハウス食品 俑儻ｨ冀� 

醤油 俑ｨ+�/�-H�ﾙoｲ�101.1 ��川中 �+�/�-Hﾇ冩ｲ�昆布 

たれ �+X.�-H+X.�-H+ﾘ.｢�7ﾈ99�ﾂ��4900.0 ��今半 仂��8+X.�-H+X.�-H7ﾈ99�ﾂ�昆布だし 

神戸れんが亨すきやきのたれ 鼎Ss���� �5H984x�ｸ5��すきやさのたれわりした 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

すき焼さわりした �������� 丿����すき焼さわりした 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

986.7 ��ミツカン �,(.H+X.�-Itﾘ��+�+X.X*IYyj�9GｹEｨ�� 

すき焼きわりした(たれ) �3����� 俑�Kﾂ�すき焼きわりしたストレートタイプ 俑儻ｨ+�+R�

こんぶ茶 �ｸｧy/ｩj�怦榾gﾃ�+�/�-Y(:I��c3�X4ｨ6(6r�402.0 塔�B���伊藤園 俑儻ｩ(2�昆布エキス､粉砕昆布(北海道) 
梅茶根昆布茶 �3�����600.0 儻9?��昆布加工品 俑ｨﾚ儻ｩ[)ijHﾚ儻ｩ[)ib�

こんぶ茶カルシウム入り �#モ���576.3 仂ｩ����こんぶ茶(カルシウム入り) 俑儻｢�8�4Y�c#3�蔬ﾇFr����

こんぶ茶うめ(梅干し入)カルシウム入り ��Cゅ"�296.4 仂ｩ����梅こんぶ茶 俑儻｢�8�4Y�c�c2蔬免r����

お茶づけ.ふりかけ ��ﾔﾆ�&Vﾈﾟ�-8.�*�*��58.1 ��sC2紕�永谷園 �-8.�*�*��調味顆粒(昆布粉)､わかめ､海苔 
お茶づけ海苔 ��ゅb�111.6 ��$ｨ���お茶づけ �+)j�准{�移儻ｩ["��

即席みそ汁 �-�.�+�� �33R繧�永谷園 ��i��-ﾘ+ｸ���昆布エキス 

ゆうげ ��282.3 ��$ｨ���即席みそ汁 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

あさり具も生タイプ ��277.6 ��$ｨ���即席みそ汁 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

6種の海藻を食べるみそ汁 ��256.0 �7ﾘ8ｸ5(8��即席みそ汁(生みそタイプ) 仞�.ﾘ*�-ⅹ�-JH鑠H-�+h*ｺHﾖx,(,ﾉ5�+r��

あざけ ��127.3 ��$ｨ���即席みそ汁 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

即席スープ.お吸い物 �8顗,ﾈﾚ儻ｨ,h4�4�8�,ﾈ5��ｸ7b� 鉄��ゅr�リケン 亂9�x5��ｸ7b�昆布エキス,具:昆布 

ねぎ塩スープ ��593.7 �8ｨ5�92�乾燥スープ 仞�ｪ9�x.ﾘ*�-��

料亭のお吸いもの松茸 ��344.0 亊ｹOﾈ壺�即席お吸いもの 價ﾘﾗ�+)j�{�4x4ﾈ5ｈﾚ儻｢��

無添加コンソメ ��245.0 �7ﾘ4ﾘ�ｲ�6ﾈ8ｹ?ｩgｲ�乾燥スープ 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

料亭のお吸いもの鯛 ��166.4 亊ｹXx壺�即席お吸いもの �4x4ﾈ5ｈﾚ儻｢��

ひじきスープ ��161.0 �8ｨ5�92�乾燥スープ 仞�-�+h*ｲ�

スープ春雨 ��110.4 ���I�鰻��即席春雨 仞�罟.ﾘ*�-��

めかぶスープ ��108.9 �8ｨ5�92�乾燥スープ 仞�ｪ9�x-�*�-Bﾈｪ9�x.ﾘ*�-��

わかめスープ ��107.9 �6x7(984��86r�乾燥スープ 仞�.ﾘ*�-��

即席カップめん �+�/�-H,h4ｨ8ﾈ�ｸ*H,x/�� 鼎C3����日清食品 ��h5�487i�i��4ｨ6(7h-�/��昆布エキス 
こんぶときつねうどん ��2770.0 �?ｩ�I�鰻��生タイプ即席カップめん 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

赤いきつねうどん ��616.7 �7ﾘ8ｸ+�.�/��iJR�即席カップめん 兌)ih+�/�-B�

どん兵衛,天ぷら,うどん.すっきり昆布だし ��406.6 �?ｩ�I�鰻��即席カップめん ��

鍋のつゆ �>x,(.Hﾚ儻ｨ+�+R� �3��R絣�ヤマサ �>x,(.B葦8𠘑w���昆布エキス,昆布 

鰹と昆布のよせ鍋つゆ ��2182.9 �8H7ﾘ4ﾂ�鍋つゆ(ストレートタイプ) �+�/�-B�

よせ鍋つゆしお味/昆布だし ��2158.1 �,�/�-x/��鍋つゆ(希釈用) �+�/�-B�8�4Y�c3呈ﾆﾉ�ｲ�ﾆ���

よせ鍋つゆコクうま味噌 ��796.2 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈用) �+�/�-X4x4ﾈ5��

豆乳キムチ鍋の素 ��545.6 �4x6�8��鍋の索(ストレートタイプ) 俑儻ｨ4x4ﾈ5��

よせ鍋つゆごま醤油 ��216.I �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈用) �+�/�-H4x4ﾈ5��

よせ鍋つゆコク出し醤油 ��131.2 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92�鍋つゆ(希釈用) �+�/�-B�

.:メーカー公表値



表10-2,高濃度のヨウ素を含む食品(たし類)のまとめ

商品名 �8�4X�8ｭﾉ|｢� 儼冖ﾂ�侏I�ｨ怏kﾂ�

793114 �8ﾉOb�昆布だ �7�6(4�� 

5865.2 �*(,ﾈ��壺�Tt'LJ �4�� 

4202.2 �� 剄ｩ布 

3503.8 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92� 凾ｱんぶ 

331lJ �7�684ｨ92�つゆ(希釈用) � 

3036.4 ��y62�めんつゆ � 

2939ー2 �� 剄ｩ布 

2761.3 �8H7ﾘ5B�つゆ 剳蘭｡原 宙ﾚ儻｢��

つゆ �#�3�b�郷四万十 傲H暁Cﾒ�+X,(.B�兀yj�ﾋB�(こんぶ) 

昆布つゆ ��塔"紕�松前尾 �,(.B��定𠘑w�����

あじわいめんつゆ ��鼎偵�� �,(.B葦8𠘑w���兀yj�ﾋI{��

1776.7 仞8蕀�鰻�� 刳C草類 

1775ー4 �7�684ｨ92� 凾ｱんぷ �+R�

昆布椎茸つゆ ��CcC2�イチビキ �,(.B葦8𠘑w���兀yj�ﾋB�(昆布) 

1453.7 �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ�つゆ( 做駅���風味原 ��

1403.2 ��つゆ( 做駅���風味原 宙ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5ｒ�

比布つゆ白Tt.し ��3#R���ヤマサ �,(.B葦8𠘑w�����

1190.2 �8ｨ5�92� � 

1167_8 �5�4�6��合わせだし 凾ｱんぷ 

1084_8 �8H7ﾘ5B�つゆ(希秋用) � 

973.4 �,�/�-x/��つゆ(希釈用) � 

944.6 仞8蕀�鰻�� 刳C草類 

80)3 �5h7ﾘ8B� 凾ｱんぶ粉末 

襲つゆ 都C�紕�盛田 �,(.Bぴ�秋用) ��

649.9 ��たし′ �4��∴一､,､ 

581.6 ��つゆ(希秋用) 剳蘭｡原料 

541.2 �-ﾈ+x."�おでんの蒸 刄Gキス(昆布) 

517.9 �8ｨ5�92� � 

514_3 �8H7ﾘ5B�有機つゆ � 

昆布つゆ 鉄�5��ヒゲタ醤油 �,(.B葦8𠘑w�����

499,9 �8H7ﾘ4ﾂ� 剳蘭｡原 ��

真昆布つゆ 鼎��繧�テンヨ武田KTS �,(.Bぴ�秋用) 兀yj�ﾋB� 

昆布つゆ 鼎�b繧� �,(.Bぴ�秋用) 兀yj�ﾋB� 

昆布つゆ 鼎��絣�ワタカン �,(.Bぴ�秋用) 兀yj�ﾋB�(昆布エキス) 

389.5 ��つゆ(= 做駅���風味原 宙ﾚ儻｢��

347､1 冩h夐gｹ5��風味調口 ����風味原 �"�

昆布 �33jCR�柳座本店 ��兀yj�ﾋB� 

322ー8 �� � 

271.2 �7�684ｨ92� 凾ｱんぶた 

263-6 �5h7ﾘ8B�風味荊 ���� 

253.0 �5�484x�ｲ�たしノ �4�� 

239.4 �,�/�耳*ﾘ/��ii-.∴ 做駅���風味原 宙+�/�-R��

CuPの# �##"�2�にん〈ミん �,(.Bぴ�秋用) 兀yj�ﾋB�(こんぷ) 

207,6 �,�/��*ﾘ/��つゆ(希釈用) 剳蘭｡原 宙+�/�-R��

199_4 �*�,ｸ�� � 

191ー2 ��8,ﾂ2� � 

100,4 �6�4X5�� � 

天つゆストレート ��S����ハゲ天 �,(.B�兀yj�ﾋB�(昆布エキス) 

112.2 �8�5�4ｨ5b�つゆ(希釈用) 剳蘭｡原 宙ﾚ儻ｨ4x4ﾈ5ｒ�

111.0 ��和風調味料 剳蘭｡原 ��

106.5 冕�,ﾉ�b�風味調味料 剳蘭｡原 ��
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表11,製造･販売会社による食品中のヨウ素含宜

商品名 ��備考 �� �8�4Y�hｭﾉ|｢���r��&ﾖﾂ��APDM法によ るヨウ素含量 (〟g/gorml) 

自然海塩海の浦(伊豆大島産) �� 儻9k��不明 ���"�<2 

藻塩 ��儻9k��不明 都"���56.9 

1杯のヨウ素含有量:約0462mg �� ��c2ﾃ��148.2 

1杯のヨウ素含有量:約0_326mg 剴#3�C��288.1 

不明 儻9k��150.0 ��ィ�"�

200.0 鉄2ﾃ"�

20.0 比��

500.0 

味の素 � �� 亊ﾈ-ﾈ.ｨ,H*(,�*"�1.5 

ハイミ- 劔�1.1 

1食(約1g) ��不明 免����131.8 

39.1 �3rﾃ��

5_3 釘紕�

つゆの素塩分ひかえめ(3倍濃厚) 劔途�"�5.8 

I.9 比��

キムチ鍋の素 ��鍋つゆ �� 比B�

ND 

鍋は4倍希釈 �� 比BεSFﾆr�r��

錦は5倍希釈 剩脾εVﾈ�ｦr�r��

4倍希釈し､一人前300gとしでヨウ素0､75mg 剴�����

ぽんずつゆ 凾ｻうめん､ざるうどん:2倍希釈し､一人 前80gとしてヨウ素1.2mg サラダ､水炊き:一人前30gとしてヨウ素 1,8mg 剴c����

東洋水産㈱ ���ｃ2綰r�� 儻9k��ND(<5′1g/g) 

NA not avallable

ND not detectable



表12,調理方法による食品中ヨウ素含量の差異

製造/販売会社名 儼冖ﾂ�内容量 (g/パック) �i�h褸��嶌,�.h.�(ｨ����ｹ�(�(轌.�,ﾉ_ｹd�,�.h.�(ｨ���i�h襌d�,����+x.��ヨウ素濃度 �8�4Y�hｭﾉ|｢�ヨウ素濃度 �8�4Y�hｭﾉ|｢�

(〟g/g) 宙x�r�7�6(4竰�(〟g/L) 仲Vr�7�6(4竰�抽出率(%) 

束昆 俑儻ｨ+�+X7�6(4��5 �3�s"綯�15862.9 鼎cイ"絣�23421.3 ��Cr綯�

オーガニックフーズジャパン㈲ 俑儻ｨ+�+X7�6(4��5 �#3S��2�11756.7 �#ャ#b���17295.6 ��Cr���

いの子屋 �+�+X7�6(4��3 ��鉄R���5865.2 鼎�3ッ�2�10096.6 ��s"���

アイワイフ-ズ �+ﾘ+X7�6(4��9 鉄�2綯�5252.7 鉄涛r���2698.7 鉄�紕�

タグチ 俘x.ﾘ+�+�+R�8 �#32綯�1868.5 �3#s偵"�1311.7 都��"�

九三食品 俛x+Y�ﾉ?ﾈ.�+�+X,ﾉ�b�5 �3SR�2�1776.7 ��s3R�2�694.I �3偵��

FOODeX㈱タロ-バ商事 �+�+X7�6(4��9 ��CB紕�1299.9 �3SC����2124.6 ��c2紕�

九三食品 俛x+Y�ﾉ?ﾈ.�+�+X,ﾉ�b�8 ���ゅ��944.6 �3#S"紕�975.7 ���2�2�

ダイエー �+�+X7�6(4��10 鉄�綯�505.9 涛途���448.6 塔ゅr�

シマヤ �5i�(+�+X7�6(4��8 �#2纈�191.0 涛R縒�67.0 �3R���

千代の一番 刎�Yx+�+R�6�ﾘ7�6(4竰�9 釘�"�37.2 鉄32�2�160.0 鼎#偵b�

タグチ �*�,(*�+�+R�8 �2���24.0 禿#��<8 ��


