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「第 6版 衛生薬学 ―健康と環境―」(3刷)正誤訂正 

本書の記述に間違いがございました．謹んでお詫び申し上げますとともに，ここに訂正申し上げます． 

行数の↓は上から，↑は下から数える． 

頁 行 数 誤 正 更新日 

vii 
目次 

 5・6・3 特定用途食品 5・6・3 特別用途食品 2022.11 

34 
図 2・16 
(A) 

ex (e は上に○) ex  (e は上に○)  〔x は下付き〕 
2021.10 

34 
↑11，
10，8 

x 歳平均余命(ex) 〔e の上に○が付く．図 2・16(A)中と同

様〕 
2021.10 

49 
表 3・2 
の下↓2 

 リスク比の 95%信頼区間=… 
の最後に“ ) ” (閉じる括弧)が入る． 

2021.10 

50 ↓11 平均値±標準偏差 平均値±1.96×標準誤差 2021.6 

50 ↓13 平均値±1.96×標準偏差 平均値±1.96×標準誤差 2021.6 

106 ↓18 (図 2・14 参照) (図 2・13 参照) 2021.10 
106 ↓21 (図 2・15 参照) (図 2・14 参照) 2021.10 

112 ↑16 
…の生理活性物質を分泌し（内臓の肥大化した

脂肪細胞から分泌される…） 

…の生理活性物質を分泌し（脂肪細胞から

分泌される…） 

〔「内臓の肥大化した」は削除〕 
 

114 ↓12 …．わが国の平均余命… …．わが国の平均寿命… 2022.11 

120 
表 4・22 
↑6 

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-1
欠損症(CTP-1 欠損症) 

カルニチンパルミトイルトランスフェラー

ゼ-1,2 欠損症(CTP-1,2 欠損症) 
〔CPT2 欠損症が 2018 年に追加〕 

2021.6 

120 
表 4・22
脚注↑1 

CTP-1：carnitine palmitoyltrabsferase CTP：carnitine palmitoyltrabsferase 
2021.6 

126 表 4・25 (7)二酸化炭素 (7)二酸化窒素 2021.5 

126 表 4・25 
(7)二酸化窒素の「基準」 
 0.6 ppm 以下であることが望ましい 

  
0.06 ppm 以下であることが望ましい 

2022.6 

126 表 4・25 (8) エ．パラクロロベンゼン (8) エ．パラジクロロベンゼン 2021.12 
196 ↓8 5・6・3 特定用途食品 5・6・3 特別用途食品 2022.11 
196 ↓9，16 特定用途食品 特別用途食品 2022.11 
269 ↓1 急性参照容量 急性参照用量 2023.01 

278 ↓3 
食品中に N-ニトロソ化合物が含まれているこ

とはほとんどない．しかし，… 
食品中に N-ニトロソ化合物は含まれてい

るが，… 
2022.11 

287 図 6・57 

スクラロースの構造式  

2022.11 

306 ↓12 遠赤外線 (3 ㎛～100 ㎛) 遠赤外線 (3 ㎛～1000 ㎛) 2022.6 
307 ↑9 消化剤 消火剤 2021.6 
308 ↓5～6 動的平衡状摩 動的平衡状態 2021.5 
330 ↓12 水質管理目標設定項目（26 項目，… 水質管理目標設定項目（27 項目，… 2022.11 
358 ↓11 振動素子（ … ）法 フィルター振動（ … ）法 2022.11 
368 ↓6 …，農薬など 29 項目の… …，農薬など 27 項目の… 2022.11 
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429 
図 9・47 
図 9・48 

スーパーオキシドアニオン 
 

2022.11 

433 ↑5 トリクレジルリン酸 リン酸トリクレジル 2022.11 

435 図 9・50 

右下の反応  

2022.11 

446 ↓2 チオ硫酸ナトリム チオ硫酸ナトリウム 2022.11 
453 ↓7 図 6・49 参照 図 6・45 参照 2021.12 
454 ↓15 図 6・49 参照 図 6・45 参照 2021.12 

454 
↓18～
19 

ピレスロイド系殺虫剤は神経系に作用し，昆虫

の中枢および末梢神経膜のイオン透過性の低下

による刺激伝達の抑制が起こり，反復刺激によ

る異常興奮と刺激の伝達異常のために昆虫は死

に至る． 

ピレスロイド系殺虫剤は神経系に作用し，

昆虫の中枢および末梢神経の異常興奮と刺

激の伝達異常のために昆虫は死に至る． 2022.11 

458 図 9・68 
リン酸トリ o-クレシル 
〔キャプションおよび図中〕 

リン酸トリ o-クレジル 
 

2022.11 

458 ↑11，6 リン酸トリクレシル リン酸トリクレジル 2022.11 
458 ↑10 リン酸トリ o-クレシル リン酸トリ o-クレジル 2022.11 
458 ↑9 〔2-(2-クレシル)-… 〔2-(2-クレジル)-… 2022.11 

496 ↓11 
…用いた濃縮度試験，長期毒性の… 
 

…用いた濃縮度試験が行われる．長期毒性

の… 
2021.10 

528 
中段 
「え」↓3 

急性参照容量 急性参照用量 
2023.01 

530 
最左段 
↑10 

急性参照容量 急性参照用量 
2023.01 

534 
最右段↑

4 
特定用途食品 特別用途食品 2022.11 

（2023.01 現在） 

 

 


