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目　　　　　的

感染症の流行を監視し､有効な対策を立て､未然に防止

するためには､迅速な患者発生情報収集と病原体検査を実

施し､迅速かつ総合的に集計･解析を実施し､その情報を

必要とするところに遅滞なく提供する必要がある｡

北海道立衛生研究所では､感染症動向調査事業(旧称､

感染症サーベイランス事業)1-9)において､これまでに､

1990年～1996年(7年間)の患者発生状況について情報の

収集･加工･解析を行い報告した10-12)｡しかしながら､

本事業開始1981年7月から1989年までのデータについては､

北海道において保存されていなかったため､情報として提

供するに至らなかった｡今回､欠損していた過去および

1997年分数倍データを､先に報告した1990年以降のデー

タ10,11)に加えて集計･加工した1981年から1997年(17

年間)の北海道における患者発生状況について解析を行っ

たので報告する｡また､全国の状況との比較検討も行った｡

今回は過去データについて集計処理できた週単位調査対

象疾病(小児科･内科､眼科定点調査)について報告する｡

調　査　方　法

1.感染症発生動向調査事業システム

感染症発生動向調査事業における週単位報告疾病(小児

科･内科､眼科定点調査)の患者発生情報では､患者定点

(医療機関)が通常の診察業務において､調査対象18疾

柄11)の患者の発生を認めた場合､地区担当の保健所にそ

の旨を報告する｡この発生状況報告は､保健所､都道府県

(地方衛生部局)､さらに厚生省へと伝達され､厚生省で

とりまとめられた数値データは､全国情報とともに逆のル

ートで保健所へと還元される10,12)｡

2.データの収集･集計･加工

厚生省からオンラインによって収集される還元数値デー

タおよび1981年から89年までの厚生省と宮城県保健環境セ

ンターに保存されていたマトリックス数値マスターテープ

データについて､先に構築した北海道感染症発生動向調査

情報解析発信システム13,14)に取り込み､これらを数値デ

ータベースとしてまとめ､集計･図表を作成した｡なお､

1995年以降については暫定(中間)集計値によった｡なお､

週単位調査対象疾病(小児科･内科､眼科定点調査)につ

いて取り扱った｡

3.解析

各疾病別に北海道･全国および道内第二次保健医療圏別

の発生･流行パターン､その推移および高低等について比

較､解析した｡　また､年別データについても検討した｡

結　　　　　果

1.データ収集と統計処理

感染症動向調査事業開始(1981年7月)からの各疾病別､

全国･北海道､道内第二次保健医療圏(地域)別患者報告

数および一定点当たり患者報告数等について週､年別に集

計･加工した｡患者定点における週単位報告の18疾病(19

項目)各疾病別｢-定点当たりの患者報告数の推移(全国

･北海道別､ 1981年7月から)｣を図1に､ ｢同(第二次保

健医療圏別､ 1996年から)｣を図2に示した｡また､週単位

報告数を合計し､各疾病の｢年間一定点当たり患者報告数

1982-1997年｣として表1に示した｡

2.患者発生状況(解析結果)

図1からは､1981～1997年の北海道および全国における



患者発生･流行パターンの推移とその異同､高低等が判別

され､図2からは､ 1996年から現在までの第二次保健医療

圏別(道内各地域別)患者発生･流行傾向およびその地域

間差が示された｡表1からは､年間の患者総報告数および

一定点当たり患者報告数およびその推移が示された｡1981

年～1997年(17年間)の全国および北海道における小児科

･内科定点報告の18疾病(19項目)の患者発生状況(解析

結果)は次に示す通りである｡

(1)麻しん様疾患:季節的には､夏季､多発傾向にある｡

全国的には､ 1983年､ 87年､ 91年と､ 3､ 4年で流行が

繰り返されてきたが､ 91年の流行後､報告数は減少傾向に

あり､低く推移している｡

これに対し､北海道では､ 1996年に多発し､ 92年と同程

度の高いレベルを示した｡しかし､ 96年第40週付近以降は

全国と同レベルで､また97年第2四半期以降はさらに低く

推移し､ほとんど報告がなかった｡ 97年の定点当たり年間

報告数全国平均は6.50人､北海道3.89人であり､両者とも

81年の本疾病調査開始以来､最低を示した｡ 〔以下､97年

の年間定点当たり報告数を示す〕

この5年ほどの報告数の減少傾向は､ MMRワクチンが

実施され(1989年4月から93年4月､現在中止)15)､さら

に1995年4月に予防接種法の改正･施行16)がなされ､予

防接種率が増加した影響と考えられる｡　なお､これまでの

流行の経年変動周期で予測すると､全国平均では1998年が

流行年にあたる｡滋賀県､大阪市､岐阜､富山､熊本県で､

定点当たり年間報告数が20人を越える流行があった｡全国

報告例中､ワクチン歴のある患者は1996年で1.16%､ 97年

で1.58%であった｡道内第二次保健医療圏別でみると､ 97

年上半期に釧路圏､根室圏で発生が見られたが､下半期に

は全道で散発的報告に止まった｡

(2)風しん:全国的には1982年､ 87年､ 93年の流行後､

減少し､ 95年は本疾病調査開始(81年)以降､最低の報告

となった｡ 97年上半期にわずかながらピークをみたが､下

半期には低く推移した｡例年､ 4-5月ごろピークを迎える｡

北海道は､例年季節周期で全国に少し遅れ､ 6-7月ご

ろ報告のピークを向かえ､ 85年､ 89年､ 93年と定期的に流

行を繰り返してきた｡ 94から97年は､散発的報告であり､

低く推移したが､ 97年末には上昇傾向にある｡地方別では､

奈良県(62.33人)､広島県､大阪府､熊本､滋賀県で高く､

50.00人以上を示した｡ 〔全国平均19.61人､北海道12.03人〕

全国平均では5年ごと､北海道では4年ごとの周期で流

行が繰り返され､ 1997年は両者とも流行年と予想された｡

しかしながら､ MMRワクチンの影響で､全国では

1992-93年の流行時には､以前の流行時の約2分の1 (報

告数)に減少し､ 97年は約9分の1に過ぎなかった｡北海

道も同様に減少した｡なお､ 1995年4月に改正･施行され

た予防接種法によって幼児期の接種が主となり､中学生に

は男女共に接種､さらに小学1年生にも接種の機会があた

えられ､接種数の合計がこれまでの約2倍(200万人)と

なっている(95年)17)｡　このワクチン被接種人目の増加に

より､発症者が減少し､また先のMMRワクチンの実施お

よび中止などが複合し､流行周期､規模などに影響を与え

たと考えられた｡全国報告例中､ワクチン歴のある患者は､

1996年0.74%､ 97年0.72%であった｡北海道では､ 97年年

末の立ち上がりから､ 98年の流行の兆しが認められる｡道

内第二次保健医療圏別でみると､第2四半期以降､西およ

び東胆振圏､日高圏､十勝圏で､報告が続いた｡　この内､

第4四半期にはいっても､東胆振圏および日高圏では今期

急激な上昇を示し､高く推移している｡また､札幌岡で急

激な上昇が予想される｡

(3)水痘:毎年､夏以降に年間で最も低い発生となり(第

35-39週付近)､秋から増加し､第40週以降の年末年始に最

も高いピーク､また春から初夏にも増加し､第25-26過付

近でピークを形成する二峰性を示している｡

全国平均では､ 1997年の年間定点当たり報告数は76.95

人で､水痘ワクチン市販(1987年2月)以前の100人台か

ら下回ってきた｡しかしながら､年間接種者が20万人程度

なので､流行パターンに大きな影響を与えるに至っていな

いと考えられる｡定点当たり報告数の減少は､ワクチンの

市販開始と出生率の低下との影響と考えるのが妥当と考え

られた｡ワクチン歴のある患者は､ 1996年1.39%､ 97年

1.46%で､毎年わずかずつ増加している｡

北海道では､ 1997年初は全国と同様に推移したが､第2

四半期に入り､全国平均より幾分高く推移する例年並の発

生状況を示した｡ 年間定点当たり報告数は例年どおり全国

平均を大幅に上回る96.79人であった｡道内第二次保健医

療圏別では､年間をとおして各地で発生がみられたが､南

および中空知圏や上川北部圏､富良野圏での報告が目立っ

た｡

(4)流行性耳下腺炎:全国平均では､3～4年ごとに増

減し､ 1982年､ 85-86年､ 89年に流行のピークがみられた｡

91年は本疾病調査開始(81年)以来の最低報告数を示し､

次立ち上がりはMMRワクチン(1989年4月から93年4月､

現在中止)15)の影響で遅れ､ピークは1年ずれた5年後の

94年で､低いものであったし,その後､ 96年から増加し97年

は89年以来の最大の報告数となった｡これはMMRワクチ

ン中止後､次第に感受性者が増したと考えられ､ 94年以降

の発生カープは下がりきらずに高めに推移したためと考え

られた｡ ちなみにMMRワクチンは183万人に接種されて

いる｡　ワクチン歴のある患者は､ 1996年は1.88%､ 97年は



図1 一定点当り患者報告数の推移(全国および北海道､ 1981年7月から)
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図2 一定点当り患者報告数の推移(北海道内第二次保健医療圏､ 1996年から)



図2 一定点当り患者報告数の推移(北海道内第二次保健医療圏､ 1996年から) (続き)
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1.71%であった｡全国平均年間定点当たり報告数62.35人

に対して､特に報告のあった地方は､富山203.52人､岩手

県152.46人､北九州市､福井､沖純県(130.00人を越えた)

などであった｡

北海道では､ 1989年の流行以降､全国を上回まわってい

たが､ 94年の全国流行時には本疾病調査開始(81年)以来

の最低報告数を示した｡次の立ち上がりは大幅にずれ込ん

で､ 7､ 8年後の96-97年となり､ MMRワクチンの影響

と考えられた｡ 97年に入ってからは､全国平均と同程度で

推移した｡ 道内第二次保健医療圏別でみると､ 1997年は富

良野圏､西および東胆振圏での報告が目立った｡ 〔全国平

均62.35人､北海道65.66人〕

(5)百日せき様疾患:全国平均でみると､ 1981年の10月

に､現行の無菌体百日せきワクチンを使ったDPTワクチ

ンが認可され15)､ 1982年､ 83年と多かった患者数も以降

着実に減少してきた｡本疾病の発生は数年ごとに増減する

傾向にあり､その状況は続いている｡ 86-87年､ 90-91年､

95-96年と低い山を呈したが次第に減少している｡ 97年は

本調査開始(81年)以来最低の年間定点当たり報告数1.14

人となり､年間報告数は1982年の9分の1となった｡ これ

には､予防接種法の改正16)で､生後3カ月から12カ月の

間に第1期接種を行うようになったこと､接種者総数の増

加などの効果があらわれてきたと考えられた｡罹患年齢も､

1､ 2歳の比率が低下している｡ワクチン歴のある患者は､

1995年;2.2　､ 96年:1.87%､ 97年:1.61%と低下して

いる｡ 県または指定都市別では､北九州市6.73人､鹿児島

県6.11人､青森､福岡県､福岡市で3.00人以上を示した｡

北海道は､全国平均に比較し､同程度もしくは低く推移

し､散発的報告にとどまっている｡ 97年全国平均の年間定

点当たり報告数1.00人で､本疾病調査開始(81年)当時の

6分の1までに減少した｡

(6)溶連菌感染症:例年冬季､春季にピークを持つ季節

的変動パターンを示す｡ 全国では､ 1993年から93年頃まで

ほぼ一定のパターンで､年間報告数も大きな変化はなく､

平均では25.50人であった｡ 1993-94年シーズンから以降､

増加傾向にあり､ 97年も高く推移し､年末第50週には定点

当たり報告数1.52人とこれまでにないピークを示した｡年

間定点当たり報告数も34.88人と1981年の本調査開始以来

の高い値であった｡高い地方は､鳥取110.00人､宮崎

80.00人､北海道77.91人､高知70.73人､富山70.4　人であ

った｡

北海道では､ 1986までは全国平均と同程度またはそれ以

下のレベルで推移していたが､ 87年ごろから､全国平均を

上回り徐々に増加傾向にある｡ 1993-94年シーズン以降､

全国平均の約2～3倍､96年末には全国の約4倍(本疾病

調査開始81年以降最高)の報告数で推移した｡ 97年も全回

平均の2～3倍と高く推移したが､例年どおり第34､35週

は年間の最低で､全国平均と同程度まで低下し､第4四半

期の好発期には､全国の2～3倍のレベルにある(第50週

現在､定点当たり報告数は2.77人)｡例年どおり､年初の

一時減少後､ 98年第1四半期も上昇すると思われる｡道内

第二次保健医療圏別では､ 1997年､年間をとおして北空知

圏､上川北部圏で報告が多かった｡ また第4四半期には上

川北部圏､根室圏､釧路圏､西胆振圏などで上昇傾向にあ

る｡ 〔全国平均34.87人､北海道77.91人〕

(7)異型肺炎:全国平均では4年ごとの流行といわれて

いたが､近年明らかなピークを形成しなくなってきた｡

1984年､ 88年は定点当たり報告数1.00人程度のはっきりと

したピークがあったが､ 92年は小さく､ 96年はほとんど目

立たなくなった｡ 97年も低く推移した｡

北海道では､全国平均に比べて低く推移しているが､ 4

-5年ごとの流行が認められる1983-84年､ 84-85年､

91-92年､ 95-96年とピークが示されたリ95年および96年40

過以降は全国平均の2～3倍程度で推移した｡しかしなが

ら､ 97年は年初から低く推移した｡道内第二次保健医療圏

別でも目立った地域はなく､散発的報告にとどまっている｡

〔全国平均9.24人､北海道5.30人〕

(8)感染性胃腸炎:感染症発生動向調査で報告されるの

は､主としてウイルス性と考えられる感冒性胃腸炎､流行

性嘔吐下痢症である5,18) ｡本疾病は毎年冬季に多発し､乳

児嘔吐下痢症(次項に記載)と同様の季節的変動パターン

を示す｡ 本調査開始1981年以降､徐々に増加しており､ま

た乳児唯吐下痢症の4～ 5倍の年間報告数(1990年以降)

で推移している｡

全国では､ 1995年は､例年より早く10月末から急増し､

48過にこれまでにないピーク(定点当たり報告数10.24人)

を示し､本疾病調査開始81年以来､最大の年間定点当たり

報舌数(193.20人)を示した1)この流行の影響をうけ､ 96

年は年始から､例年より高く推移した｡  95-97年シーズン

の流行は最大であった｡ 97年1-2月の発生も中程度であ

ったが､第51週では定点当たり9.18人のピークを示し､ 95

年の最大ピークに次ぐものであった｡

北海道では､全国平均より低く推移し､大きな流行はみ

られない｡道内第二次保健医療圏別でみると､札幌圏の定

点当たり報告数は年間をとおして全国水準程度と高かった｡

宗谷圏でも年間をとおして報告された｡日高圏､上川北部

圏で一時期報告が目立った程度で､散発的にとどまった｡

なお､札幌圏が高レベルで推移していることについては､

地域の特異的な流行なのか､定点の本疾病診断や病原体検

査の精度などが他の第二次保健医療圏とに違いがあるのか



などが考えられるが､その原因は不明である｡ 〔全国平均

174.17人､北海道52.09人〕

(9)乳児嘔吐下痢症:乳児嘔吐下痢症(白色便性下痢症)

はロタウイルスによる感染性胃腸炎で､乳児(4歳未満)

に主としてみられる5,19)｡感染性胃腸炎(前項)とは別に

報告する｡感染性胃腸炎と同様の流行パターンを示し､毎

年冬季に多発する季節的変動パターンを示す｡全国の年間

報告数は近年減少傾向にあり､ 1996-97年シーズンは本調

査開始1982年以来最も低く推移した｡しかしながら､ 1995

年末には感染性胃腸炎と同様に高いピークを示し､ 97年末

はやや高めに推移している｡

北海道では､感染性胃腸炎と同様に､全国平均より低く

推移し､ 1986､ 87年以降､減少傾向にあり､大きな流行は

みられない｡ 97年は本調査開始81年以来最低の定点当たり

報告数を示した｡道内第二次保健医療圏別でみると､例年

札幌圏の定点当たり報告数は年間をとおして全国水準を上

回っていたが､ 97年は､減少傾向にあり､第4四半期は､

好発期にも係わらず低く推移し､大幅に下回った｡　上川北

部圏､北網圏での報告が目立った｡なお､札幌圏が高レベ

ルの原因については､感染性胃腸炎と同様と思われた(前

項に記載)｡ 〔年間定点当たり報告数:全国平均35.00人､

北海道11.21人〕

(10)手足口病:夏季に多発する疾病である｡全国では､

1988､ 90年の大きな流行の後､ 92､ 93､ 94年と中程度の流

行が続き､ 95年は最大級の流行がみられた｡毎夏季に流行

のピークを迎える｡流行年の翌年に当たる91､ 96年は散発

的報告にとどまった｡ 97年は第3四半期小規模のピークを

呈したが､以降は下降傾向を示した｡分離ウイルスはEV

71型が最も多く､ CA16､ CA10型も少数分離されている｡

北海道では､ 88年に最大級の発生(年間定点当たり報告

数､ 100.38人､全回の最大は1982年の72.81人)がみられ､

以降89､ 91､96年を除き､ 90年のレベル(中程度)で推移

し､その間定点当たり報告数は全国を上回わって推移して

きた｡ 97年は中程度の発生であった｡流行のピークは全国

平均に遅れたが､第42週に全国平均第29過と同程度の山を

示した(第42過､北海道の定点当たり報告数は2.43人)｡

北海道における流行のピークは､例年全国とはわずかにず

れて夏～秋季にみられる｡ 道内第二次保健医療圏でみると､

全道の全域で発生が見られ､第3～4四半期にピークを示

した｡ 〔全国平均31.11人､北海道31.83人〕

(11)伝染性紅斑:全国的には1986-87年､ 91-92年に大流

行(最大ピークは87年で､年間定点当たり報告数､38.50人)

があり､その後減少していたが､96-97年は流行年と予測

され､過去3年より高く推移した(97年同､ 22.73人)｡ こ

の流行は中程度の規模で過去の前2回の流行に比べ､ピー

ク時の定点当たり報告数で3分の2､年間報告数では5分

の3程度であった｡

北海道は､全国に比べて､全国の3～4倍の定点当たり

報告数で推移してきた｡全国に1年はど先だって流行のピ

ーク(90-91年､ 95-96年)が示されている(最大ピークは

91年同､ 35.48人)｡ 96-97年と全国での増加もあり､同程

度の報告であったが､年末には2倍程度で推移した｡道内

第二次保健医療圏別でみると､ 1997年の上半期は根室､北

空知､富良野､留萌圏で報告が目立ち､下半期には東胆振､

上川北部圏で上昇が認められた｡ 〔全国平均22.73人､北海

道22.67人〕

(12)突発性発しん:年別の流行･非流行が明確に表れず､

また季節変動もほとんど認められない｡全国的には､わず

かながら減少傾向にある｡ 1997年も例年並みの報告数であ

った｡

北海道は､全国と同様のレベルで推移していて､ 97年も

例年並の状況であった｡道内第二次保健医療圏でみると､

地域間差はなく､年間をとおして全道で報告がみられた｡

富良野圏での発生が目立った｡ 〔全国平均35.77人､北海道

28.26人〕

(13) ヘルパンギーナ:季節的変動は毎年同じパターンを

示し､夏季に多発し､それ以外での報告は少ない｡

全国的には1984年の大流行､それ以降中程度の発生を繰

り返している｡この10年間は年間定点当たり報告数､ 30人

台で推移してきた｡ 97年も同程度であった｡分離ウイルス

としては､ CA4､ CA10､ CA2型が認められている｡

北海道ではここ3､ 4年全国と同様の流行パターン､ほ

ぼ同程度もしくは若干上回って推移してきた｡ 97年は全国

と同様､第23週あたりから上昇に転じ､第28週に全国平均

の約1.5倍規模の近年にない高いピーク(定点当たり報告

数7.26人)をむかえた｡以降急激に減少し､第40以降､散

発的報告にとどまる｡道内第二次保健医療圏でみると､夏

季に全道で報告がみられた｡ 〔全国平均36.40人､北海道

42.64人〕

(14)インフルンザ様疾患:毎年､年末から年始にかけて

ピークを示す｡ 2～3年周期で大流行している｡

全国的には1992-93年､ 94-95年シーズンは大流行年､

95-96年は非流行年であった｡ 96-97年は立ち上がりが早い

中程度の12月から4月と広範な山が示された｡前半にはA

香港型(A/H3N2型インフルエンザウイルス)が､後

半にはB型が分離された｡なお､ 97-98年シーズンでは､

98年第5週に94-95年と同程度のピークをみたが､急激に

下降し､報告総数では､前2回の大流行時を下回った｡

北海道でも､本疾病調査開始(1981年)以来､全く全国

と同様の傾向で推移してきた｡ 93-94年のシーズンにはほ



とんど報告がみられず､ 95-96年も低く推移した｡ 96-97年

は全国と同様に中程度の流行にとどまった｡後半に広範な

山をむかえ､前半は主にA型ウイルス､後半はB型ウイル

スが流行し､検出された｡なお､ 97-98年シーズンは全国

と全く同じ様相を呈した｡道内第二次保健医療圏別でみる

と､ 96-97年は日高､北網､後志圏､釧路圏､札幌圏等で

報告が多かった｡なお､ 97-98年は全道で報告がみられ､

特に北空知､北網などでの報告が目立った｡ 〔全国平均

162.99人､北海道158.14人〕

(15) MCLS (川崎病) (小児科･内科定点分) :全国では､

小児科･内科定点(週報)および病院定点(月報､月単位

報告の疾病として病院定点から別途集計されている)から

の報告は､本疾病調査開始(1987年)以来､ともに報告数

は少なく､大きな変わりはなく推移してきた11)｡本病は

通常入院治療であることから､大規模の病院(病院定点)

からの報告数が多くなり､診療所が主体の小児科･内科定

点からの報告数は少ない｡

北海道では､ここ6年､週報･月報ともに全国と同レベ

ルで推移していて流行の兆しはない｡しかしながら､ 1997

年下半期は例年の2～4倍と高く推移した｡北海道におけ

る病院定点報告において､本疾患調査開始時は低く推移し､

93年以降全国レベルへとシフトアップした理由は不明であ

る､道内第二次保健医療国別(小児科･内科)では､報告

数がないこともあって顕著な傾向は見当たらない｡ 〔小児

科･内科定点報告全国平均0.59人､北海道0.41人;病院定

点報告全国平均3.37人､北海道4.60人〕

(16)咽頭結膜熟(小児科･内科定点分) :全国では､例年､

夏～秋季に流行､ 3､ 4年周期でやや高いピークが繰り返

されるが､概して減少傾向にある｡ 1984年､ 87年､ 91年､

94年にやや多い報告があった｡ 94年のピークからは減少傾

向にあり､ 97年の年間定点当たり報告数は､ 2.30人であり､

93年の非流行(本疾病調査開始(81年)以降で最低)に次

ぎ少なかった｡

北海道では､全国の流行と同様に増減を示すが､低く推

移している｡ 96年は過去最低で､ 97年も同程度で推移した｡

第二次保健医療圏別では､報告数も少ないこともあって､

顕著な傾向は見当たらなかった｡ 〔全国平均2.30人､北海

道0.65人〕

(16)咽頭結膜熟(眼科定点分) :全国では､本疾病調査

開始の1987年(小児科･内科定点報告と分離し､眼科定点

でも報告開始)以降､ 91年までは､夏季に顕著なピークを

示していたが､ 92年以降減少傾向にあり､多発の兆しはな

い｡ 93年に最低の報告数であった｡ 97年は年間定点当たり

報告数2.17人であり､ 93年に次ぐ少ない報告数であった｡

北海道では､ 90年以降にわずかなピークがあったが､減

少傾向にあり､報告数は非常に少ない｡ 97年は､過去最低

であった｡ 疾病の報告数は､小児科･内科定点および眼科

定点ともに減少し､ともに多発の兆しはない｡ 〔全国平均

2.17人､北海道0.29人〕

(17)流行性角結膜炎:全国的に､本疾病調査開始(1982

年)当初は報告が多く､流行時は顕著なピーク(35-37週)

を示していたが､以来､徐々に減少傾向にあり､なだらか

な山を呈するようになった｡最近では､ 95年の流行後､ 96

年は前年の流行の影響で年初も高かったが､ 96､ 97年と徐

々に減少傾向にある｡年間定点当たり報告数60.04人に対し､

沖縄県331.87人が特に多く､次いで長崎県222.75人､滋賀､

福岡､熊本､宮崎県が100人以上と多発した｡

北海道は､全国に比べて低く推移し､さらに減少傾向に

ある｡ 92､ 95年の報告数はやや高かったが､ 96年は本疾病

調査開始(1982年)以来最も低く推移した｡ 97年も低く推

移した｡ 〔全回平均60.04人､北海道24.88人〕

(18)急性出血性結膜炎:本疾病調査開始(1982年)から

86年までは､年間定点当たり報告数20.00人以上と高レベ

ルにあったが､以降､ 1994年沖縄での大きな流行があった

以外､全国的に発生はほとんどない｡ 97年は年間定点当た

り報告数1.30人(調査開始以来最低)であった｡

北海道では患者報告はほとんどない｡ 97年も例年どおり低

く推移し､調査開始以来敢低であった｡ 〔全国平均.30人､

北海道0.25人〕

考　　　　　察

今回､疾病原因や伝播解析のための資料提供を目的に､

感染症サーベイランス患者情報の集計･解析およびその還

元を試みた1981年-1997年(17年間)の北海道の患者発

生状況について検討した｡　あわせて､全国との比較検討も

実施した｡

厚生省から還元された数値データをもとに作成した図･

表から､全国および北海道における各種疾病の年間および

過ごとの発生･流行傾向とその異同について､また第二次

保健医療圏別の発生･流行の推移と近接地区間の関連につ

いて解析した｡

北海道内における各疾病について､過去17年間､全国と

比較すると､同様な発生･流行パターンを示すもの､流行

のピークが大幅にずれるもの､全く異なる発生の推移を示

すものなどがあり､また報告数の多少などが示され､様々

な傾向が認められた｡なお､今回､先の1990年から96年(7

年間)のデータ11)に新旧10年間を加え､1981年から97年

のデータが集計･加工､図表化され､各疾病の経年変動､

季節変動等の特徴が一層明らかに示された｡各疾病の患者

発生状況について解析を実施した｡　なお､今回､過去デー



表1感染症発生動向調査年度別報告数および一定点あたり報告数(全国および北海道)



表1　感染症発生動向調査年度別報告数および一定点あたり報告数(全国および北海道) (続き)



タについて入手･集計処理できた週単位調査対象疾病(小

児科･内科､眼科定点調査)について取り扱い､月単位調

査対象疾病(病院､性感染症(STD)定点調査)につい

ては今後実施の予定である｡

解析結果の提供も本事業にとって極めて重要あり､本事

業で得られる情報は､全国あるいはそれぞれの地域の情報

提供者(定点)をはじめとする関係医療機関にとって､最

新の速報性のあるまた継続的な感染症の情報と成り､疾病

の発生傾向の把握､伝播解析､予防接種効果判定等､感染

症対策の有用な資料となりうると考えられる｡著者らが実

施した解析の結果は､資料として北海道予防接種対策協議

会疾病流行監視部会等に定期的に提供した10,11,13･14,20,21) ｡

また､ 1997年から週ごとに｢北海道感染症発生動向調査(北

海道感染症サーベイランス)情報｣として加工され､関係

医療機関､保健所等へ13,14,20,21)､また医療新聞等の公共

メディアへも伝達している22)｡

今後､北海道の感染症発生動向調査(感染症サーベイラ

ンス)情報の充実が図られ､その有機的な活用が望まれる｡

要　　　　　約

1.感染症の原因や伝播解析のための資料提供を目的に､

北海道の感染症サーベイランス事業､患者情報データの収

集､集計､解析およびその還元を試みた｡　今回､ 1981-97

年(17年間)の患者発生状況について検討した｡

2.先に構築した北海道感染症動向調査情報解析･発信シ

ステムにより数値データを収集･集積し､加工･解析のた

めの図表を作成した｡

3.患者発生情報の解析を実施し､各種疾病における全国

/北海道における流行傾向とその異同､また道内第二次保

健医療圏別の流行の推移と近接地区との関連等､様々な状

況を明らかにした｡

4.北海道感染症動向調査の解析結果は資料として北海道

予防接種対策協議会疾病流行監視部会に定期的に送付した｡

また､週報として｢北海道感染症動向調査情報｣を定期的

に関係医療機関へ報告してきたが､さらに1998年から医療

新聞等のメディアへの伝達も実施している｡

5.感染症サーベイランス事業における情報の解析および

還元は､疾病の傾向を理解し､疾病原因･伝搬解析のため

の有用な資料となりうると考えられた｡今後､情報の収集､

解析方法について検討を加えて実施して行きたい｡
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英　文　要　約

1. In order to provide useful informations foi-

analyzing the pathogens and the transnlission

routes of infectious diseases, collection, totalization

and analysis of the　informations on the

surveillance works and the patients with those

diseasesin Hokkaido were attempted to distribute

the outcomes to the public use. The states of

developments of patients with aninfectious disease

for 17 years from 1981 to 1997 were surveyedin

this study.

2. A chart which allows to collect, integrate and

analyze numericalinformations was prepared.

3. The informations on the development of those

patients were analyze(1 to reveal the present states

with respect of the differences in prevalence

tendency of each infectious diseasesin Hokkaido

and the whole country, and the prevalence changes

by region of the secondary health service in

Hokkaido in relation to the adjacent regions.

4. The results from the analysis of the infectious

diseases surveillance　in Hokkaido have been

periodically sent to the Disease Prevalence

Surveillailce Meeting in the Hokkaido Conference

for Vaccination Measures. In addition, the

informations oninfectious diseases surveillancein

Hokkaido have been periodically distributed to

relevant medical institutions as a weekly report.

5. The analysis and the distribution of the

surveillance informations were thought to provide

useful data for clarifying the pathogens of

infectious diseases and their transmission as well

as for understanding the characteristics of the

diseases. Therefore, collections an(1 analysis of

those informations will be continued further

improving the respective methods.

Key words : epidemiological surveillance;infectious

diseases; patient(s) ; Hokkaido; Japan


