
食品とカビ

砂川　紘之

防菌防黴, 26(3), 151-159 (1998)

食品を汚染するカビ､食品でのカビの増殖､食品の製造

から保存におけるカビ汚染､市販食品のカビ汚染､カビに

よる食中毒とカビ毒､食品のカビ被害の防除のタイトルで

食品とカビ汚染について解説を行った｡

ボツリヌス菌

武士　甲一

厚生省生活衛生局監修,食中毒予防必携
(社)日本食品衛生協会, 147-152 1998

ボツリヌス菌は産生する神経毒素の抗原性の違いにより

A～Gまでの7型に分類される｡通常､芽胞の状態で自然

界に広く分布し､環境から検出されるボツリヌス菌の毒素

型は地域により特徴がある｡ボツリヌス症は発症機序の遠

いにより食餌性ボツリヌス中毒､創傷性ボツリヌス症､乳

児ボツリヌス症の3型に分けられ､ヒトの中毒の原因とな

る毒素型は主にA, B, E型である｡ポッリヌス症の病原

性因子は菌が産生する神経毒素で､その作用部位は副交感

神経支配の神経筋接合部であるため本症に雁患すると特有

の神経麻痺症状が現れる｡本症の唯一の特異療法は抗毒素

による治療で､抗毒素の普及により致命率は著しく低下し

た｡ボツリヌス菌の分離および毒素試験については食品衛

生検査指針によることとし､迅速スクリーニングについて

はTakeshiらの報告によることとする｡

調査計画とサンプリング

都築　俊文

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版, 65-78 (1998)

第2章において､環境調査の意義､基本的な調査項目､

調査地点の選定､調査時期と頻度､野外調査の準備および

必要な機材などについて示した｡



試料の調製と測定の準備-淡水(陸水) -

平間　祐志

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版, 121-125 (1998)

第3章において､淡水(陸水)の物理的測定項目のうち､

pH､電気伝導率､濁度､色度､透視度､蒸発残留物に関

する理論と測定方法について示した｡

試料の調製と測定の準備-金属類-

神　　和夫

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版, 131-139 (1998)

第3章において､淡水(陸水)に含まれる金属類(銅､

鉛､ヒ素､アルキル水銀など)の測定に際しての試料の前

処理および測定方法について示した｡

試料の調製と測定の準備-揮発性有機化合物-

伊藤八十男　　　上田　祥久

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版, 144-151(1998)

第3章において､環境水に含まれるトリクロロエチレン､

テトラクロロエチレン､トリハロメタンなど揮発性有機化

合物の測定方法(GC-MS法など)､およびGCへの導入

前の前処理方法などについて示した｡

試料の調製と測定の準備-農薬頬-

内野　栄治　　　鈴木　智宏

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版, 151-157 (1998)

第3章において､環境水に含まれる農薬類(有機塩素系､

有機リン系､カーバメイト系など)の分析方法､即ち､

GC-MSによる一斉分析法､およびHPLCによる個別分析

法について示した｡



試料の調製と測定の準備-その他の有機化学物質-

平間　祐志　　　上田　祥久

環境の化学分析(日本分析化学会北海道支部編),三共出版157-161

第3章において､環境水に含まれるPCB､フタル酸エ

ステルおよび浄水場などでの塩素処理によって生ずる消毒

副生成物の分析方法などについて示した｡

北海道･東北･新潟地区における感染症サーベイランス情報活動

片桐　進編｢厚生科学特別研究　新興･再興感染症研究事業､

地方衛生研究所における感染症サーベイランス情報の解析に関する研究｣
平成10年度報告書, 45-68, 1998年

長谷川伸作　　　矢野　昭起　　　木村　浩男

北海道･東北･新潟地区の12地方衛生研究所における感

染症サーベイランス事業とその情報活動について､アン

ケート調査を実施し､本事業の担当実務および情報の解

析･提供(発信)等の状況､現行の事業に関する問題点､

さらには今後の活用計画等などについて集計･解析した｡

また､ 4地方衛生研究所における｢感染症サーベイランス

情報の解析･発信のシステム(プロトコール)｣をまとめ､

その内容について検討した｡

北海道の感染症サーベイランス情報の解析･発信システム

片桐　進編｢厚生科学特別研究　新興･再興感染症研究事業､

地方衛生研究所における感染症サーベイランス情報の解析に関する研究｣
平成10年度報告書, 69-75, 1998年

長谷川伸作　　　矢野　昭起　　　木村　浩男

北海道における感染症サーベイランス情報の解析･発信

システムについて､その概要を述べた｡また､現在提供

(発信)している画面について記載した｡



代謝異常スクリーニングにおける内部精度管理の効果的実施のための手引(案)の作成

松浦　信夫1)　市原　侃　　藤本　昭栄2)

山野　公明　　　新井　純理　　　寺井　　格
仲谷　敦子　　林　玲子　　福士　勝3)

山口　昭弘3)

平成9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, 157-161 (1998

厚生省心身障害研究班および日本スクリーニング学会精

度管理委員会等により､ 1994年から1997年にかけて発表さ

れた資料を基に｢代謝異常スクリーニングにおける内部精

度管理の効果的実施のための手引き(案)｣をまとめた｡

この手引きの要点は､ガスリー法やペイゲン法における内

部精度管理とその記録の方法を示したものである｡即ち､

1.効果的に代謝異常スクリーニングの内部精度管理を行

うために､内部精度管理検体と内部精度管理台帳が必要で

あり､それぞれの具体的使用方法と注意点を示した｡

2.ガスリープレート(生データ)の記録保存方法をまと

めた｡

1)北里大学医学部

2)大阪市環境保健協会

3)札幌市衛生研究所

Necessity of Low Cut Off Level of TSH in Neonatal Hypothyroid Screening

Hiroshi Naruse1),Noriko Watanabe1),Shohei Harada2),

Naoshi Ichihara, Masako Morikawa3),Koichi Mochizuki3),

Kyoko Yasukata4), MasaruMatsumoto5), YujiYamagami6),

KaoriKobayashi7),YutakaKawachi8),ShinobuNakamura9),

Tomiko Miyagi10),Keiko Yamashita11), BunjiInoue12),

Kazuo Kumashiro12) and Hozo Umehashi13)

Proceedings-Third Meeting of the International Society for Neonatal Screening,

228-231 (1997)

わが国で先天性甲状腺機能低下症 (CH) スクリーニン

グを実施している11施設のデータから､治療中のCHの約

25%は､初回乾燥渡紙血液中の甲状腺刺激ホルモン (TSH)

値が15μU/ml以下で検出されていた｡遅延性のTSH上

昇を示すCHの見逃しを避けるため､スクリーニングにお

けるカットオフ値は10μU/ml前後におくべきで､この目

的のためには､高感度測定試薬が必要である｡ TSHのカ

ットオフレベルを下げると再採取率を増加させるが､ヨー

ド含有消毒剤の使用は一過性の甲状腺機能低下を来たし､

更に再採取率を増加させるので､ヨード非含有消毒剤の使

用が強く勧告されるべきである｡

1)杏林大学医学部

2)千歳市立総合病院

3)大宮小児保健センター

4)(財)千葉県予防衛生協会

5)(財)東京都予防医学協会

6)(財)神奈川県予防医学協会

7)(財)静岡県予防医学協会

8)(財)愛知県健康づくり振興事業団

9)大阪府立母子保健総合医療センター

10)大阪市環境保健協会

11)兵庫医科大学病院

12)岡山県環境保健センター

13)(財)化学及び血清療法研究所



Increased Incidence of Congenital Hypothyroidism Detected by NeonataI Screening

after Introducing the Highly Sensitive Forms of Thyrotropm Assay

Shohei Harada , Naoshi Ichihara, Kimiaki Yamano,

Junri Arai, Hiroshi Honma and Kenji Fujieda2)

Proceedings-Third Meeting of the International Society for Neonatal Screening,

242-243(1997)

北海道における15年間の先天性甲状腺機能低下症(CH)

スクリーニング結果の解析により､ CHの発見頻度は､甲

状腺刺激ホルモン(TSH)の高感度測定試薬の導入によ

り増加したことが明らかにされた｡わが国の多くの地域で

もTSH軽度上昇のCH例の増加が観察されてきており､

今後cHの真の頻度を国際的に知るためには､高感度測毒

試薬を用いて検出された頻度により比較すべきであること

が明らかにされた｡

1)千歳市立総合病院

2)北海道大学医学部

Indicators Showing the Quality of Neonatal Screening

for Metabolic Disorders in Japan

Naoshi Ichihara, Ken Suzuki, Masako Takahashi2),

Ryuuji Tasaki3) Akihiro Yamaguchi4) Masaru Fukushi4),

Masaru Matumoto1),Hozo Umehashi3) and Hiroshi Naruse5)

Proceedings-Third Meeting of the International Society for Neonatal Screening,
96-97 (1997)

わが国の新生児スクリーニングの精度を示す指標として､

スクリーニング実施施設におけるカットオフ値､再採取率､

精検率､発見頻度の検討を行った｡まとめられたデータか

ら､わが国の新生児スクリーニングの精度に関する一面が

明らかになった｡数施設において､再採取率を低下させる

必要が認められた｡

1)(財)東京都予防医学協会

2)富山県衛生研究所

3) (財)化学及び血清療法研究所

4)札幌市衛生研究所

5)杏林大学医学部



乳幼児におけるゼラチンIgE及びIgG抗体の陽性頻度の年次推移

斎藤　明子　　　小島　弘幸　　　寺井　　格
矢野　昭起　　梅津　征夫1)　山中　樹2)

梅津　愛子2)　我妻　義則2)　島野　由美2)
田中　洋子2)　我妻　浩治2)　熊谷　卓司2)

綿谷　靖彦2)

厚生省予防接種副反応研究班･予防接種リサーチセンター｢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｣, 9-15,平成10年3月

近年､ゼラチンを含むワクチンや食品によりアレルギー

反応を起こす乳幼児の例が増加し､ゼラチンに感作されて

いる乳幼児が増加してきていることが伺われる｡このたび､

札幌市および小棒市の医療機関で採血､保存されている乳

幼児血清についてゼラチン特異的IgEおよびIgG抗体を

ELISA法を用いて測定し､それらの陽性率の年次推移を

調査した｡その結果､ゼラチンに感作された乳幼児の数は

1994年以降急速に増加してきていることが確認された｡

1)北海道立小児保健センター

2)札幌市小児科医会

札幌市における三種混合ワクチン接種状況とゼラチン添加食品使用状況

山中　樹1)　我妻　義則1)　梅津　愛子1)

田中　洋子1)　木村　健修1)　渡辺　徹1)
島野　由美1)　高橋　豊1)　渡辺　一彦1)
綿谷　靖彦1)　我妻　浩治1)　斎藤　明子

小島　弘幸　　　伊東　拓也　　　寺井　　格
矢野　昭起

厚生省予防接種副反応研究班･予防接種リサーチセンター｢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｣, 151-154,平成10年3月

札幌市のアレルギー患者について行われた調査では､

1993年頃からゼラチン含有ワクチンやグミなどで誘発され

たと考えられるゼラチンアレルギー患者が増加しているこ

とが明らかになった｡

ワクチン被接種者では､約500人に1例が即時型､約110

人に1例が非即時型のゼラチンアレルギーを引き起こして

いる｡

乳幼児のゼラチン感作の原因としては､生後4～5カ月

ごろから開始される三種混合ワクチンが一義的と考えられ､

一方で食品として摂取するゼラチンも乳幼児のゼラチン感

作の大きな要因になっていると考えられる｡そこで､乳幼

児に対してどのようなワクチンが使用され､またどの程度

ゼラチン含有食品が使用されているかについて実態調査を

行った｡

1)札幌市小児科医会



ゼラチンアレルギー成立におけるゼラチン含有三種混合(DPT)ワクチンの意義

熊谷　卓治1)　古川　秀嗣1)　鎌田　誠1)
五十嵐千春1)　由利　賢次1)　我妻　浩治1)

菅原　由人2)　栗本　文彦2)　小島　弘幸
斎藤　明子　　　矢野　昭起

厚生省予防接種副反応研究班･予防接種リサーチセンター｢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｣,155-158,平成10年3月

予防接種の副反応にゼラチンアレルギーの関与が知られ

ているが､どのような要因で患児らがゼラチンに感作され

たかは明らかにされていない｡著者らは､ゼラチンアレル

ギー成立におけるゼラチン含有DPTワクチンの意義につ

いて検討した｡ゼラチン含有DPTワクチンⅠ期(3回接

種)被接種者153例中､副反応として局所の腫脹を呈した

症例37例について､リンパ球増殖反応試験(LTP)､イン

ターロイキン2反応性試験(AIR)および血清抗ゼラチン

IgE抗体の測定を行った｡ 1回目接種で副反応を望した患

児は37例中3例(8%)であり､ 2回目接種以降に副反応

を認めた患児は37例中34例(92%)であった｡ LPTは37

例中35例(94%)､ AIRは32例中28例(88%)で陽性を示

し､全例がどちらかの検査法で陽性であった｡なお､ IgE

抗体は全例陰性であった｡複数回検索した症例では接種に

よるブースター反応を認め､ゼラチン感作過程において

DPTワクチンが一義的原因である可能性が考えられた｡

1)札幌小児感染免疫研究会

2)三菱BCL

ゼラチンアレルギー患児リンパ球の改良ゼラチンに対する反応性

熊谷　卓治1)　古川　秀嗣1)　鎌田　誠1)
五十嵐千春1)　由利　賢次1)　我妻　浩治1)

中山　哲夫2)　小島　弘幸　　斎藤　明子
矢野　昭起

厚生省予防接種副反応研究班･予防接種リサーチセンター｢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｣,159-163,平成10年3月

FreAlagin Rは､従来のゼラチンに代わるワクチン安

定剤として開発されたコラゲナーゼ処理による改良ゼラチ

ンである｡著者らはゼラチンアレルギー患児のFreAla-

gin Rに対する反応性をリンパ球増殖反応試験(LPT)お

よびIgE抗体との反応により検討した｡対象はワクチン

接種後に副反応を呈した患児で､ウシゼラチン(和光製)

に対するLPTで陽性を示した110症例である｡ LPTでは

110例中58例(53%)において､ FreAlagin Rに対する反

応が陰性を示した｡また､ 12例のウシゼラチンに対する

IgE陽性血清を用いた試験において､仝血清でFreAlagin

Rに対する反応性はウシゼラチンに比べ低下したことを認

めた｡今回の検討で､ウシゼラチンと比較してFreAla-

gin Rはリンパ球およびIgE抗体との反応性を低下させる

ことが示唆された｡このことにより､ FreAlaginR自体

の抗原性を確認後､臨床現場での応用が可能と考えられた｡

1)札幌小児感染免疫研究会

2)北里研究所



北海道産薬用植物の化学的品質評価法に関する報告書

北海道保健福祉部薬務課､北海道立衛生研究所
(堀　義宏､姉帯正樹､林　隆幸､青柳光敏)編

平成10年3月

生薬は天産品であるため､生育条件や調製加工法により

その含有成分に変動をきたしやすい｡生薬は医薬品として

実際に使用されていることから､有効成分の定量などを含

む品質評価が必須である｡北海道立衛生研究所薬理毒性部

薬用資源科は､北海道保健福祉部薬務課の協力のもと､昭

和46年以降､北海道産生薬の規格設定および化学的品質評

価法に関する調査研究に従事してきた｡

本報告書は､主として平成元年度から8年度までに行っ

た化学的品質評価法に関する研究成果をまとめたものであ
おうぎ　おうばく　おうれん

る｡対象として局方収載の黄耆､黄柏､黄連､ゲンチアナ､
こうぼく　　　ごみ　し　　しゃくやく　　せんきゅう　　とう　き　　そうじゅつ　　ぴゃくじゅつ　　だいおう

厚朴､五味子､芍薬､川弓､当帰､蒼朮､白朮､大黄､
にんじん　はまぼうふう　　　もっこう

人参､浜防風および木香を取り上げた｡さらに､局方に収

載されていないが､北海道特産のエゾウコギも取り上げた｡

寒冷地病院設備研究小委員会研究成果報告書

森田　威彦1)　境　洋三2)　米田　雄吉3)
伊藤　健二4)　高松　康二5)　金井　政則6)

佐藤　迪男7)　田中　敏之8)　横山真太郎9)
黒田　明6)　長沢　幸雄10)　海谷　利一11)

落藤　澄9)　工藤　政男12)　田中　洋一3)
久保田克己4)　久保田浩文13)　泊口　徹10)

川上　隆一7)　小谷　勉14)　中易　昇15)
村井　裕泰2)　中西　紀雄5)　金井　伸吉8)

岩井　義明14)　神　和夫　　水木　久夫2)
川村　祐康12)　佐藤　秀紀4)　山田　大祐9)

花淵　温子9)

空気調和･衛生工学会北海道支部設備技術研究会, 1998年

北海道の病院設備の実態を明らかにするために､ 1995年

3月から1998年3月までの3年間､ 657の全病院を対象と

して､設計データの収集､アンケート調査､温熱および空

気環境の測定を実施した｡本報告書はこの結果を取りまと

めたものである｡

1) ㈱日本設計

2) ㈱山下設計

3) ㈱久米設計

4) ㈱北海道日建設計

5)㈱道コン

6)厚生省北海道地方医務局施設整備課

7) ㈱総合設備

8) ㈱石本建築

9)北海道大学工学部

10) ㈱環境設備計画

11)社田法人建築設備技術者協会

12)北海道建設部

13)北海道総務部

14)札幌市立病院

15)北海道大学施設部



カモ類の血液､肝臓および腎臓の鉛濃度

神　　和夫　　　都築　俊文

鉛散弾による水鳥の中毒事故防止対策調査報告書,59-88

わが国では､ 1960年代からハクチョウ類のへい死例が報

告されていたが､鉛中毒との関連については明らかにされ

ていなかった｡しかし､ 1989年と1990年に北海道宮島沼で

ハクチョウ類やマガンの衰弱個体やへい死個体が多数発見

され､臨床所見と分析の結果､鉛中毒であることが明らか

にされて以降､日本各地で水鳥の鉛中毒事例が報告される

ようになった｡

国内における水鳥の鉛汚染の実体把櫨とモニタリングを

目的として､平成6年度から3ヵ年計画でカモ類を対象と

した調査が実施された｡本報告書はこの結果を取りまとめ

たものである｡

国内の各地で捕獲した10種512羽のカモの血液､肝臓お

よび腎臓の鉛濃度を測定した結果､過去に鉛散弾が使用さ

れたことのない非汚染地で捕獲したカモに比較して､その

他の地域で捕獲したカモでは鉛濃度が顕著に高かった｡肝

臓でコントロール値の10倍以上の鉛濃度を示した個体は約

9%に達していた｡　また､汚染個体の割合を捕獲時期別に

みると､猟期前の2.2%に比べて猟期の中･後期では9.7%

と顕著に増加していた｡その他､捕獲地域､カモの種類な

どについて解析した結果を述べた｡

放射能調査年報40

(平成8年4月～平成9年3月)

福田　一義　　　奥井　登代　　　青柳　直樹

科学技術庁の委託事業を主体とした北海道における環境

放射能水準に関する平成8年度の調査結果をまとめた｡降

水の全ベータ放射能測定値(試料数152)､降下物､湖水､

海水､農畜水産物､日常食､土壌､海底土などのガンマ線

放出核種分析値(試料数52)､農畜水産物のストロンチウ

ム-90 とセシウム-137 の放射化学分析値(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｡


