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研究の背景と目的

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さまざまな病態を引き起こ

す｡わが国は他の国と比較し､食事からのヨード摂取量は多く､過剰と指摘されることもある｡ヨ

ウ素は法律に基づいて定期的に行われている国民健康･栄養調査( 1 )において栄養素等摂取量の

算出対象に含まれていないため､日本人の食事からのヨウ素摂取状況については正確なデータはな

い｡

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であり､また食物から摂取されたヨード

の90%以上は尿中に排泄される｡したがって尿中ヨウ素はヨウ素摂取量の生体指標となり､疫学的

調査方法によってある地域集団のヨウ素摂取状況を推測することが可能である｡実際に摂取する食

物からのヨウ素摂取量を測定するための食事調査法はいくつか欧米で報告されているが(2, 3)､

日本人を対象とした調査法の報告はない｡我々は平成19年度指定課題研究最終報告- 1において全

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が､このデータをも

とに食品からのヨウ素摂取量を評価するためにヨウ素に特定した食物調査法を開発し､その妥当性､

有用性を検討した｡

方法

1.食物摂取頻度調査票の作成

ヨウ素について､その一日摂取量を算出するための食物摂取頻度調査票(Food Frequency

Questionnaire, FFQ)を作成した(表1 )｡食物摂取頻度調査票は食物リスト､摂取頻度に関する質

問､目安量(1回あたりの平均的な摂取量)に関する質問の3つの要素からなり､対象とする食物

あるいは栄養素の習慣的な摂取量を問うものである(4)｡

(1)食物リスト

ヨウ素含有量について文献的データのある食物のうち､ヨウ素含有量が比較的高く､入手が容易

で一般的に広く摂取されている原材料的食品と加工食品(原則として､工業的に生産され全国的に

流通する製品)を選択した｡海藻類を原料とする加工食品が14種､だし･調味料などが8種類､魚

介類が5種類､その他の食品が5種類である｡

①海藻類は｢昆布｣､ ｢わかめ｣､ ｢海苔｣､ ｢寒天｣を用いた料理11点と｢ひじき｣､ ｢もずく｣､ ｢めか

ぶ｣の3点である｡
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②たし･調味料は自家製ではなく市販されている品で､ ｢たしの素｣は粉末だし(パック類も含む)

であり､ ｢たし汁｣は液体だし(濃縮たしも含む)､ ｢鍋のつゆ｣は即席の鍋類つゆ､ ｢めんつゆ｣は

うどん､そばそうめんなどのつゆ､ ｢お吸いもの･スープの素｣､ ｢即席みそ汁｣は即席の品であ

る｡調味料は｢ポン酢｣と｢昆布だし入りしょうゆ｣の2点を選んだ0

③魚介類のヨウ素含量は五訂日本食品成分表には7種類が記載されているが､可食部100gあたり

100〟g以上のヨウ素を含む｢いわし｣､ ｢さば｣､ ｢かつお｣､ ｢ぶり｣､ ｢塩鮭｣の5点を選んだ(5)｡

④その他の食品として､ ｢ヨード卵｣､ ｢カップ麺｣､ ｢昆布茶｣､ ｢ペットボトル飲料｣､ ｢サプリメン

ト類｣の5種類の食品を選んだ｡

たし･調味料とその他の食品については普段､使用している商品名を記入する欄を設け､参考の

ために昆布を含んだ11種類109点の既成加工食品名を一覧表にして添付した(表2)0

(2) 1回摂取量

これらの食品の1食分､すなわち1回摂取量(Portion size)は調理学で一般的に用いられている

量とした(6, 7)｡ポン酢､昆布しょうゆについては小さじ1杯量である｡

(3)摂取頻度

摂取頻度に関する質問は10段階の選択肢(殆ど食べない､ 1日に1回､ 2回､ 3回､ 1週間に1

回､ 2から3回､ 4から5回､ 1ケ月に1回､ 2回､ 3回)を設定した｡

(4)目安量

回答者が1回に実際に摂取する量(目安量)については即席カップ麺とペットボトル飲料､サプ

リメント以外には質問としては設けなかった｡即席カップ麺ではヨウ素はほとんどつゆに含まれる

ので､つゆを飲む量(全部､半分､ 1/3)を､ペットボトル飲料､サプリメント類は名称と摂取

量を問うた｡

その他の食品についてはヨウ素摂取量の算出時に標準的な目安量を60%と設定した｡

(5)食品に含まれるヨウ素量

各食品に含まれるヨウ素量は原材料的食品である海藻類と魚介類については五訂日本食品成分表

に記載された値と(5)､その根拠となった論文を含めて参考とした(8 -15)｡同成分表では可食

部100gに含まれるヨウ素量(〟g)が記載されている｡また海藻類では湿重量および乾重量あたり

のヨウ素量が報告されているものもあるが､味付け海苔と焼き海苔以外は湿重量あたりのヨウ素量

を用いた｡ところてんとめかぶについてはヨウ素含量のデータがないので､それぞれ寒天とわかめ

のヨウ素含量と同じ数値を用いた｡

たし･調味料､カップ麺､飲料などの加工食品に含まれるヨウ素量は市販されている食品につい

て我々が測定した値とメーカーから提供された値を用い､次のように計算した｡

①回答者が記載した商品のヨウ素含量が判明している場合は､その数値を用いた｡

②記載された商品のヨウ素含量が不明の場合あるいは商品名の記載がない場合は我々が測定した値

(平均値)を用いた｡

(6)ヨウ素の1日摂取量の算出方法

リストにある食品ごとに､その1回摂取量(1食分)に含まれるヨウ素濃度(表3)を､ 1日あ
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たりに換算した摂取頻度を乗じ､すべてを合算した｡さらにカップ麺以外の各食品については標準

的な目安量を60%としてこれを乗じてヨウ素の1日摂取量とした｡

2.調査票の妥当性の検討

( 1 ) 2005年11月から2006年1月までの3ケ月間に千葉県船橋市の医療法大成和会山口病院を受診し

た祷婦のうち､ヨウ素摂取量調査に同意を得られたものに対して､調査票を配布した｡分娩後から

調査日までの期間に調査票にある食品を日常的に摂取した頻度について記入を求めた｡また調味料､

たしの素などの商品については､市販されている昆布を多く含んだ既製のだし,調味料などの一覧

表を同時に渡して､これを参考に商品名の判る品はその名節の記載を求めた｡対照としては同病院

磯貝の健常非妊婦人とした｡

(2)調査票への記載と同時に随時尿を採取し-40℃で凍結保有し､尿中ヨウ素濃度は大橋らによ

るAPDM (ammonium persuHate digesdon on microplate)法により(16)､尿中クレアチニン濃度

は酵素法によって測定した｡

結　果

1.祷婦233名と対照例として健康非妊婦人31名より調査票の回答を得た｡

2.祷婦の年齢は20から42歳(平均31歳､標準偏差2.1歳)､対照例は24から70歳(平均45.7歳､標準

偏差10.8歳)である｡

3.祷婦の産後日数は27から62日､平均34.2日(標準偏差0.2日)である｡

4.調査票に加工食品の商品名を記入したのは樽婦233名のうち135名(57.9%)と対照例31名中22

例(70.9%)であった｡

5.祷婦および対照例の調査票による1日ヨウ素摂取量と尿中ヨウ素濃度を表4に示す｡祷婦と対

照例の1日ヨウ素摂取量の中央値はほぼ同じで9301Ig前後であった｡尿中ヨウ素濃度の中央値は祷

婦が163.9It g/gCre､対照例はこれより高く､ 209.9II g/gCreであった｡

6.対照例において本調査票によって推定したヨウ素摂取量は尿中ヨウ素濃度と統計学的に有意な

相関を示した(図1 )0 Spearman I-0.4069, 95% con缶dence interval-0.05035 to 0.6714, P value

(two-taile d) =0.023 1

7.産祷婦人例221例においては本調査票によって推定したヨウ素摂取量は尿中ヨウ素濃度と統計

学的に有意な相関はみられなかった(図2 )｡ Spearman r=0.1248, 95% confidence interval二一

0.01125 to 0.2563, P value (two-tailed)=0.0640

考　察

本研究では食事からのヨウ素摂取量を推定するために日本人を対象とした食物摂取頻度調査票を

開発した｡食品辞や栄養素の摂取量を計算する食事調査法にはいくつかあるが(4)､この方法の

利点は簡便に調査がおこなえ､個人の習慣的な摂取量を把握するのに適していることである｡問題

点は対象者の過去の記憶や食品成分表の精度に依存することである｡また精度を評価するためには

妥当性と再現性を検討する必要がある｡今回作成した調査票の妥当性については一日ヨウ素摂取量
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と尿中ヨウ素濃度との相関を認めたことにより確認された｡

本調査票の作成にあたっては､ヨウ素含量の多い食品を選んだが､原材料的食品では海藻類が､

加工食品では既製だし類の摂取量が一日ヨウ素摂取量に大きな影響を与えた｡海藻類のヨウ素含量

は報告によって異なり(8 -15)､例えばコンプは1,200-2,493 Ilg/g､わかめは22-300 llg/g

(1960-93年の報告)であり､さらに調理の方法により､ヨウ素の含有量は変化する｡加工食品は

製品の成分によって､特に海藻類が含まれるかにより､ヨウ素の含有量は大きく変わってくる｡各

食品のヨウ素含量をどのように定めるかが､問題点の一つである｡

本調査票の回答者の5 - 7割は､実際に使用している加工食品の名称を記載したので､ヨウ素令

量が既知の品であれば　摂取量を正確に算出することが出来た｡しかし､既製だし類などでは料理

の種類によって使用量が異なるので､可能であれば､実際の使用量を問うなど､工夫が必要と考え

られる｡

調査法の項目に､その他の食品として食品名を記入する欄を設けたが､実際には記入する例が少

なく､またヨウ素をほとんど含まない飲料が多かったことから､さほど必要ではないと考えられる｡

本食事調査法は日常のヨウ素摂取量を推測するのに有用と思われる｡今後､本調査票をさらに改

訂し､再現性についても検討する予定である｡

文　献

1.健康･栄養情報研究会編(2006)厚生労働省平成15年度国民健康･栄養調査報告､第一出版､

東京

2. Leung AM et al. (2007) A dietary iodine questionalre:COrrelation with urinary iodine and food

diahes. Thyroid 17:755-762

3. Rasmussen LB et al. (2001) Evaluation of a semi-quanutative food frequency questionnaire to

estimate iodine intake. Eur ∫ Clin Nutr 55:287-292

4.坪野吉孝他(2006)　栄養疫学､南江堂､東京

5.食品成分研究調査会編(2006)　五訂増補日本食品成分表､医歯薬出版､東京

6.国立健康･栄養研究所　栄養疫学プログラム　国民健康･栄養調査プロジェクト(2008)平成

20年度国民健康･栄養調査｢栄養摂取状況調査のための標準的図版ツール(試作第2版)に基

づく重量目安表(試作版)､国立健康･栄養研究所

7.中村了次編(2005)　第3版栄養食事療法必携､医歯薬出版､東京

8. McClendon ∫.F. (1933) Iodine and golter With especial reference to the far east. Joumal of

biological chemistry. 102:91-99

9. (1960)　日本食品中のヨード量､栄養と食糧12:342-344

10.桂英輔他(1960)　日本人のヨード摂取量､栄養と食糧12･345-347

ll.松浦宏之他(1965)　コンプ加工品のヨード含有量について､栄養と食糧18:120-122

12. Muramatsu Y et al. (1983) Stable iodine contents in human milk related to dletary algae

consumpdon. Hoken Butsuri 18 113-117

-70-



13. Katamine S et al. (1986) Iodine content of various meals currently consumed by urban

Japanese. ∫ Nutr S°i Vitamino1 32:487495

14.山田勇樹他(1986)　日本人のヨード摂取に関する基礎的研究(第1報)わかめヨードの消化

吸収､自衛誌　41:817-821

15.三橋隆夫(1994)　食品中の微量元素について-ヨウ素､兵庫県衛研リポート13:1-2

16.大橋俊則(2007)　生体試料中のヨウ素測定､ホルモンと臨床　55:577-586

-71-



表1 ,食物摂取頻度調査票

*別紙の一覧表を参考に,お判りでしたら(  )内には番号あるいは商品名をお書き下さい.

食べる頻度 食物の種類(1食分) 剪�1ケ月間に 剴��ｭH,���1日に 

1回 �(���3回 �����2-3回 釘ﾓX���1回 �(���3回 

昆布 �,��抦萼�蒭ﾔシr�� �� �� �� �� ��

昆布巻き(1-2切れ.50g) �� �� �� �� �� 

とろろ昆布(1杯.3g) �� �� �� �� �� 

昆布でたしをとった汁物(1杯) �� �� �� �� �� 

わかめ ��ﾈ,ﾉZ��ｸ5H8�5��GB�#�r�� �� �� �� �� ��

味噌汁.吸い物(1杯JOg) �� �� �� �� �� 

海 藻 類 丶9�ｲ�味付け海苔(1パック,2g) �� �� �� �� �� 

焼き海苔(oー5枚工5g) �� �� �� �� �� 

佃煮(小皿1皿,15g) �� �� �� �� �� 

寒天 �-ﾘ,(-ﾈ-���瓜｢經�r�� �� �� �� �� ��

ところてん(1食分,100g) �� �� �� �� �� 

ひじき煮物(小皿1皿5g) � �� �� �� �� ��

もずく(1食分.00g) � �� �� �� �� ��

めかぷ(1食分.00g) � �� �� �� �� ��

鷲 し 窒���� �� �� �� �� 

たし汁(液体),おでんiうどんだし () � �� �� �� �� ��

鍋のつゆ() � �� �� �� �� ��

調 蛛 料 杏 ど �-�/�,(.Bｒ��� �� �� �� �� 

() � �� �� �� �� ��

即席みそ汁() � �� �� �� �� ��

ポン酢() � �� �� �� �� ��

負 介 類 �*(.ﾘ+R���｣�Obゴ�r���� �� �� �� �� さば(館):中1切れ(80g) � �� �� �� �� ��

かつお(鍾):刺身5切れ(100g) � �� �� �� �� ��

ぶり(節):大1切れ(100g) � �� �� �� �� ��

塩蛙:大1切れ(80g) � �� �� �� �� ��

ヨード卵(1凪50g) � �� �� �� �� ��

そ の 他 ���� �� �� �� �� 

() � �� �� �� �� ��

() � �� �� �� �� ��
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表2,食品一覧表

昆布を多く含んだ既製のたし,調味料などの例

A　たしの薫(粉末,顆粒)

A-1味の素 ��

A-2味の素 ��

A-3味の素 ��

A-4味の素 ��

A-5シマヤ A-6シマヤ �,(,h/�5��ｸ7b�

A-7シマヤ ��

A-8シマヤ ��

A-9シマヤ ��

A-lOシマヤ ��

A-11シマヤ ��

A-12シマヤ ��

A-13シマヤ ��

A-14ダイエー ��

A-15リケン ��

A-16リケン ��

A-17ヤマキ ��

Bだし汁(液体),おでん　うどんだし

B-1味の紫

B-2味の素

B-3ヱスビー

B-4キッコーマン

B-5にんへん

B-6ヒガンマル

B-7ヒガシマル

B-8校前屋

はんだし　緊まる　濃厚だし汁

はんだし　煮物上手

おでんの素
かつおと昆布の合わせだし本つゆ
つゆの素

うどんスープ

京風割烹白だし
昆布つゆ

B-9ミツカン　　　　　二段仕込み　昆布つゆ

B_10ミツカン　　　　　追いかつお　つゆ

B-11ミツカン　　　　クッキング追いかつお　コク味仕立て

B-12ミツカン　　　　クッキング追いかつお　京風仕立て

B-13ますや　　　　　みそ味　おでんの索

B-14ヤマキ　　　　　高濃縮　つゆ

B-15ヤマキ　　　　　lTl濃縮　うす塩つゆ

B-16ヤマキ　　　　　　だしつゆ

B-17ヤマキ　　　　　味わい無添加美味しいつゆ

B-18ヤマキ　　　　　味わい亜流加美味しい天つゆ

B-19ヤマキ　　　　　割.fi白だL

B-20ヤマキ　　　　　割烹昆布口だL

B-21ヤマキ　　　　　　おでんつゆ

B-22ヤマサ　　　　　かつお　一番だL

B-23ヤマサ　　　　　昆布つゆ　3倍

C鍋のつゆC鍋のつゆ

C-l宝酒造 假�II>x,(.B�

C-2エパラ ��

C-3エバラ 弍�+�>x,ﾉ�b�

みそ鋪つゆ 

よせ鍋つゆ 

Cー8ますや �4ﾈ8�6�>r�

C-9ますや �*�*ｸ,ﾉ7偃�>r�

C寸0マルキン ��

C-11マルキン ��

C-12マルキン ��

ちゃんこ鍋つゆ 

寄せ鍋つゆ 

C-17ヤマキ ��

C-18ヤマサ ��

F-1永谷 F-2永谷 F-3永谷 F-4永谷 F-5マル �ﾘ*�+H*��

コ �-�.�+��

ゆうげ 

ポン酢 

すたち 

ゆずか 

G-5シマヤ �-ｸ/�+��

G-6シマヤ 俑儻ｨ-ｸ/�+��

G-7マルエ �-h7�+x-ｸ/��ﾂ�

G8マルキン �-ｸ/�+�,(.B�

昆布ぽん酢 
ぽんしゃぶ 

Gllヤマサ 俑儻ｨ-ｸ/��ﾂ�

G-12ゆふいん �.H+�-ｸ/��ﾂ�

H-llii巾 ��

H-2キツコーマ ��

昆布しょうゆ 
H4ヤマサ ��

I-1シマヤ　　　　　　だし塩　抹茶

J　しゃぶしゃぶのたれ

∫-1人形町今半　　　　しゃぶしゃぶ　ポンス

∫-2ミツカン　　　　　ごましゃぶ　金ごま仕立

∫-3ミツカン　　　　　ぽんしゃぶ

K-1玉露岡　　　　　　こんぶ茶　うめ　カルシウム入り

K-2玉露囲　　　　　　こんぷ茶　カルシウム入
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表3,加工食品中のヨウ素含有量

品目 侏靂畏b�会社名 劍i..L'.:rt 宙x�r���瓜｢���ﾇ��ﾆ�'���

A-1 迄�ﾂ���1&まー2 

A-2 冕�,ﾉ�b���1(皮).5 

A-3 冕�,ﾉfB���20° 

A-4 冕�,ﾈｶ2���500` 

A-5 �5h7ﾘ8B��*H,x/�5��ｸ7B�22-5 

A-6 �5h7ﾘ8B���800.3 

A_7 �5h7ﾘ8B���NA 

A-8 �5h7ﾘ8B�坪軏ﾘ���NA 

A-9 �5h7ﾘ8B�唳���263.6 

A-10 �5h7ﾘ8B���47,8 

A-ll �5h7ﾘ8B���NA 

A-12 �5h7ﾘ8B�停�(�ﾂﾒ�53.2 

A-13 �5h7ﾘ8B���10.0 

A_14 �5�484x�ｲ���253_0 

A工5 �8ｨ5�92���lL90.2 

A-16 �8ｨ5�92���517.9 

A-17 �8H7ﾘ4ﾂ��+�/�-D�+�+R�499.9 

B-3 �9�5�7(�ｷG$D����*�,X/�,ﾈﾆ��9.3 

ー一点 �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ��*H,x/�5��ｸ7b�ND 

B-I 冕�,ﾈﾆ����8_7 

B-2 畔ﾊx,ﾉ����ｩ�����9_2 

B4 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92���16.5 

D_5 �,�/�-x/���,(.H,ﾈﾆ��158.8 

8-7 �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ�亦ﾖ��一十一 

B-8 儂ﾘ+2�IJ-/S 俑儻ｨ,(.B�1982.4 

B-9 ��ン ��33111 

B-lO �� �,�*(*�,(*�,(.B�37.9 

D_ll ��ン ��73-1 

B-12 �7�684ｨ92���NA 

鰭-13 �-ﾈ+x."���541.2 

B_14 �8H7ﾘ4ﾂ�俘)Fy�ｸ,(.B�NA 

B-15 �8H7ﾘ4ﾂ��<H爾篦�NA 

B-16 �8H7ﾘ4ﾂ�肘?�+X,(.B�NA 

B-17 �8H7ﾘ4ﾂ���NA 

B-18 �8H7ﾘ4ﾂ���NA 

B-19 �8H7ﾘ4ﾂ���NA 

B-20 �8H7ﾘ4ﾂ�辻簫ﾖ��NA 

B-21 逃ﾈ�c｣���*�,X/�,(.B�NA 

B-22 �8H7ﾘ5B���NA 

B-23 �8H7ﾘ5B���1084.8 

C.鍋のつゆ �2ﾓ��冨二酒造 剌¢樺ｲつゆ 比��

C-2 �4x7�8����545.6 

C-3 �4x6�8��偸�+�H,ﾈﾆ��NA 

C-4 �4ﾈ6(5(�ｸ7ﾘ92���131,2 

C-5 �,�/�-x/����2158.I 

C-6 �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ��-ﾘ+ｶｨ��,(.B�15-4 

C-7 �7�4ｸ5h7ﾘ8ｲ��.h+��H,(.B�9.4 

C-8 �-ﾈ+x."��4ﾈ8�6�兇�ND` 

C-9 �H,H�ｸ."��*�*ｸ,ﾈﾔ稲袷b�ND` 

C-10 �7ﾘ8ｸ4ﾈ92��,(,h/�+x*ｹ[�~8,(.B�ND` 

C-ll �7ﾘ8ｸ6�92���ND` 

C-12 �7ﾘ8ｸ4ﾈ92���750● 

C-13 ��ン ��3工5 

C-14 ��ン �+�.�/�+�ﾌ�,(.B�NA 

C-15 �� 弍�+傚ｸ,(.B�27,5 

C-16 �7�684ｨ92��?�唏ｨ顯dﾈ卿,(.B�NA 

C-17 �8H7ﾘ4ﾂ�佛#�坪�ﾂﾒﾒ�2182.9 

C-18 �8H7ﾘ5B���3805.5 

D.めんつゆ 韮ﾓ��シマヤ 凾ﾂゆ自他 比��

D-2 �5h7ﾘ8B���NA 

D-3 �5h7ﾘ8B���NA 

D-4 �5h7ﾘ8B�假x�8,(.B�NA 

D-5 �,�/�耳7�/���,(.H,ﾉfB�203.6● 

D-6 �,�/�-x/����158,8 

Dー7 �,�/�-x/����NA 

ら-I ����46.3 

ら_2 ����13.2 

8-3 ��Y�ﾄ俚����25_7 

E-4 ��亦�+x*ﾘ5��ｸ7b�4.4 

E5 �4��P(日牛駒) ��55.8 

E-6 �4��(白雪胤) �-�*�-H5��ｸ7b�39-3 

E-7 �4��i, �4�,(*�-�5ぺ7B�46.9 

ら-8 �4��(日竹駒) ��92-9 

ら-9 �5h7ﾘ8B�白ﾔ��NA 

E-10 �5h7ﾘ8B��.ﾘ*�-�5ぺ7B�NA 

Eー11 �5h7ﾘ8B�椿末��NA 

E-12 ���.ﾘ*�-�5��ｸ7b�107_9 

E-13 �6�6�7ﾘ8ｸ4ﾂ�俣ﾘ�ﾂ謦へ��NA 

E-14 �7ﾘ8ｸ+�.�/��倬h�(+x*ﾘ5��ｸ7b�NA 

ら-15 �8ｨ5�92��-�*�-X5��ｸ7b�108-9 

E-16 �8｢�ン �,ｸ*ﾃ�?ｨ5��ｸ7b�593.7 

E-17 亦�� �.ﾘ*�-�5��ｸ7b�667 

ド.即席みそ汁 巴ﾓ��永′ ��あさげ ��#r�2�

ド-2 ���ﾂ� �-�.�*��335､8 

ド-3 ��｢� �.H,(+��2823 

Fー4 ド-5 ��ﾆｸﾘy�ﾒ�7ﾘ8ｸ5(8����i��-ﾘ+ｲ�277.6 
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-I G-2 剋q:一､, ツコーマン 通H92�生ら 

G3 刄cコーマン �.JB�4.0 

Gー4 � 迄徂,ﾈ*ﾘ-ﾈ/��6.3 

G-5 刄Vマヤ �-ｸ/��NA 

Gー6 刄Vマヤ ��ｸ-ｹ�ﾂ��N^ 

Cー7 刄}ルエ �-b��8*ﾘ-ﾈ/�?��NA 

-8 �7ﾘ8ｸ92�ぽんつゆ ��"����

ミツカン �+h�ｸ*ﾘ-ﾈ/�蔗�4ー0 

10 �7�684ｨ92�Iー(きん ��Cr縒�

ll ��I.l1番ん- �3����

2 �.H-8*(/��ゆぽん �3�ﾃr�

H.輝油 �� 冽�� 比��
-2 �685(�ｸ7ﾘ92� �#�ﾃ��

-3 ��もよつゆ ��U��

ヤマ ��20.1 

1.Ji �� �5h7ﾘ8B�一往,.- 鼎Rﾘ���

∴ ��49億).0 

2 �7�684ｨ92� 比��

ミツカン �-ｸ/�.(-B�NA 

K_1 K-2 剏鼕ﾔ ��296.4 576.3 

`メーカー提供の値

NA Not avaliable. ND not detectab一e

表4,食事からの1日ヨウ素板取畳と尿中ヨウ素濃度

食事ヨウ素摂取量(〟g/day) 剩A中ヨウ素濃度(ug/gCre) 

祷婦 ��顰i~��梼婦 ��顰i~��

Mean 都�"���1147.1 鼎3b���542.5 

SD 鼎�����782.9 �#sR綯�loo°.8 

Median 涛#ゅ2�938.9 ��c2纈�209.9 

Min �#�縒�177.7 �#r���68.3 

Max ����釘�"�2739.2 都��2�2�4377.0 
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