
クレチン症､先天性副腎過形成症の内部精度管理
-パソコンによる統計的内部精度管理の実施方法を中心として-

菊地由生子*　　福士　　勝*　　荒井　　修*
山口　昭弘*　　三上　　篤*　　本間かおり*

市原　　侃

平成8年度厚生省心身障害研究｢効果的なマススクリーニングの
施策に関する研究｣報告書, 60-62 (1996)

[目的] ｢新生児スクリーニング検査実施機関における精

度管理指針｣に基づきELISA法の検査過程における統計的

内部精度管理システムを作成する｡ [方法]精度管理指針に

示された3つの指標である標準検体､精度管理検体､新生

児検体の各データをパソコンによる処理と結果のグラフィ

ック化を図り効率的な精度管理システムを検討する｡ [結

果]従来の内部精度管理検体による X-R 管理図に加えて､

ELISA法の特性を利用して多重測定される標準検体の吸光

度の測定内変動と測定間変動､マススクリーニングの特性

を利用した新生児検体の測定値の度数分布の時系列変動か

らの測定間変動をパソコンによる処理で容易に管理できる

システムを作成した｡ [考案]本システムの導入により

ELISA法を用いるクレチン症と先天性副腎過形成症スクリ

ーニングの精度管理を効率的に行い､検査の効率化と精度

の向上を図ることが可能となる｡

*札幌市衛生研究所

代謝異常スクリーニングの効果的な内部精度管理の方法
-内部精度管理検体の使用実態調査-

松浦　信夫*　　市原　　侃　　　寺井　　格
新井　純理　　　山野　公明　　　福士　　勝**

山口　昭弘**

平成8年度厚生省心身障害研究｢効果的なマススクリーニング
の施策に関する研究｣報告書, 67-69 (1996

我が国の代謝異常スクリーニング実施施設における内部

精度管理検体を用いた内部精度管理の方法を調査した｡ガ

スリー法に管理検体を使用しているのは､回答のあった51

施設中43施設(84%)であり､その理由として41施設(80

%)は精度管理の信頼性を確認できるためとしていた｡ 43

施設中34施設(79%)は判定時に､濃度(判定範囲あるい

はmg/dl)を記録し､ 5施設(11.6%)は記録していなかっ

た｡

酵素法を使用している施設は12施設で､全ての施設が2

濃度以上の管理検体を使用していた｡そのうち､ 7施設(58

%)は､管理方法として X-R管理図法を採用し､ 5施設

(41.7%)は未回答であった｡

効果的な内部精度管理を行うために､ガスリー法では管

理検体濃度の再現性の管理を徹底し､酵素法では管理方法

の確立を徹底することが重要と考えられた｡

*北里大学

**札幌市衛生研究所



IgAの消化管内抗原に対する抗体活性に関する研究

小林　邦彦*　　真船　直樹*　　寺井　　格

平成7年度､厚生省長期慢性疾患総合研究事業､
アレルギー総合研究､研究報告書, 37-38 (1996)

消化管内に多量に存在する分泌型IgA抗体は多数の消化

管内抗原に対する抗体活性を有する事が推測され､これが

体内への食餌抗原の侵入を阻止していると考えられている｡

一方､このIgA抗体は種々の消化酵素に対する抵抗性があ

ることが知られている｡本研究では､このIgA抗体の有す

る消化酵素抵抗性は､ IgA自体に含まれる抗消化酵素抗体

活性に起因することを見出した｡同時に食物抗原に対する

IgA抗体測定系の開発を試み､既に知られるIgE抗体との関

連で食物アレルギーを解析する予備実験を報告した｡

*北海道大学医学部

I gA型食餌抗体の検索:IgE型抗体との比較

小林　邦彦*　　寺井　　格

平成8年度､厚生省長期慢性疾患総合研究事業
アレルギー総合研究､研究報告書, 16-17 (1997)

三大食餌抗原である大豆､牛乳､卵白に対する特異IgA

抗体測定系を作成した｡小児の各種アレルギー患者62例

(0～10歳)についてその特異IgA抗体を測定し､同時に測

定したIgE-RAST値との比較､ならびにIgE-RAST値と年

齢との関係を解析した｡大豆と牛乳の特異IgA抗体ならび

にそのRAST値の間に負の相関傾向がみられた｡しかし､

卵白ではその傾向が低かった｡大豆､牛乳､卵白､小麦､米

などでの食餌抗原に対するRAST値は何れも加齢と共に減

少する傾向を示したが､吸入抗原であるダニではこの傾向

がほとんど認められなかった｡以上から､特異IgA抗体は

消化管の抗原吸収を抑え､ IgE抗体産生に抑制的に働く可

能性が考えられ､また､食餌アレルギーは加齢と共に軽症

化する傾向が窺えた｡

*北海道大学医学部



北海道の住宅における室内塵ダニ類相と
ヒョウヒダニ抗原の室内分布に関する検討

高橋　健一

日本眼科医会アレルギー眼疾患調査研究班業績集
(1993-1995), 45-47 (1996)

北海道の住宅で､室内塵中のダニ類相とヒョウヒダニ抗

原の室内分布について検討した｡調査期間中に検出された

ダニ類1,708個体中1,606個体(94.0%)がチリダニ科であ

った｡チリダニ科成虫1,057個体について種名の同定を行っ

たところ､ヤケヒョウヒダニが924個体(87.4%)､コナヒ

ョウダニが133個体(12.6%)であった｡また､室内塵中の

ヒョウヒダニ抗原量の測定を行い､寝室のカーペット部分

などに抗原量の高い地点が認められた｡

食品の安全性に関する調査研究

山本　勇夫　　　砂川　紘之　　　高橋　哲夫
長南　隆夫　　　佐藤　正幸　　　橋本　　諭

武士　甲一　　　池田　徹也　　　中野　道晴
平間　祐志　　　西村　一彦

1993-1995年度報告書, 1996年

1993-1995年の3カ年間､北海道内で流通している輸入

食品の安全性確保に寄与することを目的に､農産物､畜水

産物の残留農薬及び魚介類の病原性細菌の3課題について

調査研究を行った｡

農産物については36品目､ 155検体を対象に82種類の農

薬の残留状況を調査し､ 7種類の有機塩素系農薬が痕跡～

0. 82ppmの範囲で検出され､その他の農薬も16種類検出され

た｡畜水産物については34品目､ 92検体を対象に14種類の

有機塩素系農薬及びPCBの残留状況を調査した｡畜肉の残

留BHCの異性体組成濃度はβ>α>γ>δの順であった

が､魚介類のそれはα>β>γ>δであった｡ PCBに関し

て､ヒラメ､マグロ類から比較的高濃度に検出されたもの

があった｡農産物､畜水産物とも食品衛生法による基準値

を超えた検体はなかった｡さらに､エビ類､貝類など350検

体を対象に､病原性ビブリオ､大腸菌､病原性大腸菌､サ

ルモネラ､カンピロバクターなどの病原性細菌の検出試験

を行ったが､いずれも検出されなかった｡



ゴルフ場の環境保全対策技術に関する研究開発

小川　　広　　　　桂　　英二　　　　金島　弘恭
小島　弘幸　　　　武士　甲一　　　　長谷川伸作
矢野　昭起　　　　伊藤　英司*　　　　近藤　秀治*
中嶋　敏秋*　　　　沼辺　明博*　　　　村田　清康*
石丸　　聡**　　　遠藤　祐司**　　　黒沢　邦彦**
広田　知保**　　　丸谷　　薫**　　　浅野　孝幸***
大崎　恵一***　　　奥田　　篤***　　　鎌田　樹志***
佐々木定之***　　　佐々木雄真***　　　三津橋浩行***
山本　　寧***　　　乙部　裕一****　　児玉不二雄****
佐藤　龍夫****　　田村　　修****　　宮島　邦之****
梶　　勝次*****　　斎藤新一郎*****　　佐藤　信彦*****
佐藤　弘和*****　　清和　研二*****　　鳥田　宏行*****
長坂　　有*****　　成田　俊司*****　　福地　　稔*****
柳井　清治*****　　山根　玄一*****

平成7年度共同研究(重点)報告書, 1996年

本報告書はゴルフ場の環境保全対策技術の確立をめざし

て､農薬の流出挙動の解明､農薬除去システムの開発､雪

腐病防除等の研究結果をまとめたものである｡

*北海道環境科学研究センター

**北海道立地下資源調査所

***北海道立工業試験場

****北海道立中央農業試験場

*****北海道立林業試験場

北海道産森林バイオマスの保健衛生面などへの新規利用法に関する研究

矢野　昭起　　　兼俊　明夫　　　藤本　　啓
姉帯　正樹　　　林　　隆章　　　青柳　光敏
河原田洋三*　　瀧澤南海男*　　青山　政和*

斎藤　直人*

平成7年度共同研究報告書, 1996年

平成5～7年度の3年間にわたり､道産森林バイオマス

をより有効に利用することを目的として､樹皮､葉部およ

び野生キノコなど合計324試料を採集した｡これら試料の70

%アセトンエキスについて､ヒスタミン遊離抑制試験､ア

ンジオテンシン変換酵素阻害試験､リンパ球増殖促進･抑

制試験(マイトジェンテスト)､過酸化脂質生成阻害活性試

験､有害菌類抑制試験および抗真菌活性試験の計6種類の

薬理活性もしくは生理活性試験を検討した｡

その結果､リンパ球増殖促進･抑制試験で高い抑制活性

を示したヒノキアスナロ葉から2種の活性成分を､過酸化

脂質生成阻害活性試験で高い抗酸化活性を示したサトウカ

エデ葉からも2種の活性成分を単離し,構造決定を行った｡

さらに､有害菌類抑制試験で抗菌活性が認められたホオノ

キ樹皮についても2種の活性成分を単離し､構造決定を行

った｡

*北海道立林産試験場



ゼラチンアレルギー患児におけるゼラチン特異的免疫反応の経時的推移

熊谷　卓司*　　　古川　秀嗣**　　阪口　雅弘***
井上　　栄***　　斉藤　三郎****　菅原　由人*****
栗本　文彦*****　小島　弘幸　　　斎藤　明子
矢野　昭起　　　千葉　峻三******

厚生省予防接種研究班｢予防接種の効果と副反応の追跡調査および予防接種の
社会･経済効果に関する研究報告書｣, 218-221,平成9年3月

予防接種後に副反応を呈した症例に､ゼラチン特異的細

胞性免疫反応が陽性を示す例のあることが報告されている｡

それが副反応発症後時間の経過とともにどのような消長を

示すかについて､リンパ球増殖反応およびインターロイキ

ン2反応性試験を用いて検討した｡症例はゼラチン特異的

IgE陽性の即時型副反応を呈した6例､グミキャンディー

摂取後にアナフィラキシー反応を呈した2例である｡最長

25ケ月後でもゼラチン特異的I gE並びに細胞性免疫反応が

陽性を示した例があり､ゼラチンアレルギーは比較的長時

間持続するものと思われた｡また､追加免疫効果には食餌

の関与が示唆される症例があった｡

*くまがい小児科

**新さっぽろ小児科

***国立予防衛生研究所

****東京慈恵会医科大学

*****三菱化学ピーシーエル

******札幌医科大学

アイヌ民族の伝承有用植物を利用した
食生活改善による健康増進事業

矢野　昭起　　　小川　　広　　　兼俊　明夫
藤本　　啓　　　南　　　収　　　伊東　拓也
小島　弘幸　　　姉帯　正樹　　　林　　隆章
青柳　光敏　　　秋野　茂樹*　　安田　千夏*

村木　美幸*　　　藪中　剛司*

平成7年度地域保健推進特別事業報告書, 1996年

古くからアイヌ民族が居住している白老町は､彼らによ

り伝承されてきた保健文化遺産を現代の健康増進施策に生

かすことを目的として､平成6､ 7年度の2年間､北海道

立衛生研究所及び財団法人アイヌ民族博物館の協力の下､

表題の事業を実施した｡

本報告書は､協力機関である北海道立衛生研究所及びア

イヌ民族博物館が分担した文献調査､自生調査､見本園設

置､試料採取､ビタミン類定量､疫学調査等の結果をまと

めたものである｡

*財団法人アイヌ民族博物館



全道版

アイヌ民族の有用植物
-薬用･食用編-

北海道立衛生研究所薬理毒性部､財団法人アイヌ民族博物館事業部､
白老町総合保健福祉センター

1996年

平成6､ 7年度の2年間､白老町､北海道立衛生研究所

及び財団法人アイヌ民族博物館は､アイヌ民族により伝承

されてきた保健文化遺産を現代の健康増進施策に生かすこ

とを目的とした地域保健推進特別事業『アイヌ民族の伝承

有用植物を利用した食生活改善による健康増進事業』を実

施した｡

本書はその成果の一部で､北海道各地のアイヌ民族が薬

用及び食用に利用した植物203種を五十音順に配列し､各々

にアイヌ語名､科名､生薬名､効能､利用法等を記したも

のである｡なお､ 126種についてはカラー写真を付した｡

しらおいで見られる
アイヌ民族の有用植物

-薬用･食用編-

白老町､北海道立衛生研究所､財団法人アイヌ民族博物館

1996年

平成6､ 7年度の2年間､白老町は北海道立衛生研究所

及び財団法人アイヌ民族博物館の協力の下､アイヌ民族に

より伝承されてきた保健文化遺産を現代の健康増進施策に

生かすことを目的とした地域保健推進特別事業『アイヌ民

族の伝承有用植物を利用した食生活改善による健康増進事

業』を実施した｡

本書はその成果の一部で､北海道各地のアイヌ民族が薬

用及び食用に利用した植物のうち､現在､白老町とその近

郊に自生する141種を五十音順に配列し､各々にアイヌ語

名､科名､生薬名､効能､利用法等を記したものである｡な

お､ 126種についてはカラー写真を付した｡



水と水質汚染

Water and Water Pollution

都築　俊文　　　伊藤八十男　　　上田　祥久

Toshifumi Tsuzuki, Yasoo Itoh and Yoshihisa Ueda

地球環境サイエンスシリーズ第1巻(三共出版), 1996

今日､我が国における水をめぐる状況は､狭い国土に多

くの人間が集中し､急速かつ巨大な生産活動が進められた

結果､水資源の不足と海水や陸水の汚染をもたらした｡特

に近年は､水道水源に関しても河川水,湖沼水だけでなく､

地下水にまで汚染の顕在化が進んでいる｡

今後､豊かで快適な生活環境を維持するためには､十分

な量と安全で良質な水資源の確保が重要な課題であり､さ

らに都市空間の一つとしての水辺環境の改善･整備が強く

求められている｡

本書では､環境科学及び分析化学の視点から､一人でも

多くの人に水についての知識を深め､水環境の現状を認識

してもらうため､以下に示す章構成で地球上での水循環･

賦存形態､更には水道水や産業廃水処理に至るまで､身近

な｢水｣に関する諸問題を多岐にわたって紹介した｡

第1章　水の起源と分布

第2章　水の循環と利用

第3章　産業廃水による水質汚染

第4章　生活排水による水質汚濁

第5章　水道水と消毒副生成物

第6章　水処理技術

放射能調査年報39

(平成7年4月～平成8年3月)

福田　一義　　　奥井　登代　　　青柳　直樹

1996年発行
31ページ

北海道における環境放射能水準に関する平成7年度の調

査結果をまとめた｡降水の全ベータ放射能(試料数171)､

降下物､陸･海水､農畜水産物､日常食､土壌､海底土な

どのガンマ線放出核種分析(試料数52)､農畜水産物のスト

ロンチウム- 90とセシウム- 137の放射化学分析(試料数

15)および空間放射線量率(連続測定)の測定値について､

異常値は認められなかった｡



日本における水鳥の鉛汚染レベル

Lead Contamination Level in Waterfowl in Japan

神　　和夫

Kazuo Jin

ワイルドアニマルレスキュー4, 18 (1996)

ハクチョウやマガンなどの鉛中毒事例とその際の血液､

肝臓及び腎臓の鉛濃度について述べた｡また､日本におけ

る水鳥の鉛汚染の実態を明らかにする目的で､ 1991年､

1994年及び1995年の冬季3シーズンに北海道､東北､関東

地方で実施したカモ類のモニタリング調査の概要を述べた｡

過去に銃猟が行われたことのない千葉県新浜鴨場で捕獲し

たカモの血液や臓器中鉛濃度は､他の地域のものに比べて

顕著に低く､コントロール値として用い得ることが判明し

た｡新浜鴨場以外の地域で捕獲したカモの鉛濃度は血液､

肝臓及び腎臓でそれぞれ､ 6～1, 230ppb､ 10～8,300ppb､

10～32,900ppbと広い濃度範囲に存在した｡肝臓中鉛濃度が

コントロール値の約10倍の500ppb以上であったカモは6. 1%

に達した｡

ホタテガイ中の重金属の存在形態に関する研究

-カドミウムやヒ素の存在形態の解明をめざして-

神　　和夫　　　中山　憲司　　　都築　俊文

共同研究(重点)報告書(平成3～7年度)
｢ホタテガイ副産物の処理･利用技術の確立をめざして｣, 10-11 (1997)

ホタテガイに蓄積された重金属の存在形態は､生体内で

の重金属の機能､食品としての安全性､未利用部の有効利

用や処理･処分時の環境動態などを知る上で重要である｡

本研究では噴火湾産およびオホーツク海産のホタテガイ中

腸腺のカドミウム(Cd)とヒ素に焦点をあて､存在形態と

その月別変動などを検討した｡

その結果､Cdは極めて広い分子量範囲の物質に結合して

おり､主要な物質は分子量65万で､糖蛋白質である可能性

が推測された(Cd-メタロチオネインはほとんど存在しな

かった)｡Cd蓄積傾向や存在形態には地域差が認められず､

Cd濃度の増減は分子量65万と10万の物質の増減に反映され

ていた｡また､中腸腺内では､Cdは極めて限られた部位(胃

内壁)にトラップされていることが判明した｡一方､中腸

腺のヒ素化学種は4～12種類存在し､月別･地域別変化が

認められた｡主要なヒ素化学種はアルセノベタインとヒ素

糖であった｡

中腸腺で調製した飼料のラットへの投与で､Cdは標的臓

器である肝臓に蓄積された｡これらのことを踏まえ､ホタ

テガイ中腸腺をむやみに摂取しないことを提言した｡



衛生研究所遺伝子工学の基礎技術導入に関する特別研究報告書

大山　　徹　　　加藤　芳伸　　　武士　甲一
池田　徹也　　　小川　　広

衛生研究所平成7年度報告書, 1-56 (1996)

(1)豚丹毒菌の迅速診断法の開発

豚丹毒菌 (Erysipelothrix属) の4株(2菌種4血清型)

を用い､各株について16S､ 23Sおよび5SリボソームRNA

遺伝子を含む領域のDNA約5, 000bpの塩基配列を決定した｡

その配列を基にE. rhushiopathiae､ E. tonsillarum､ E.

rhusiopathiaeの血清型18および13型を完全に鑑別出来る

PCR用プライマーセットを開発した｡本PCRシステムは実

用試験においてその特異性と有用性が確認された｡

(2)発ガン性物質の高感度評価法の開発(pUC19-lacZC141

DNA Site-specific Reversion Assay法について)

pUC19-lacZC141プラスミドを用い､アルキル化剤､核

酸塩基類似物質やその他の物質により誘発される突然変異

を詳細に解析した｡その結果､アルキル化剤と核酸塩基類

似物からG:C-A:Tトランジション型突然変異を､ジニトロ

ピレン類からG:C.A:TおよびG:C-C:Gトランスバージョン

型突然変異を検出できた｡


