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目　　　　　的

感染症流行の迅速･的確な把握､速やかな情報加工･還

元を行い､その伝播･まん延防止を目的に､流行を常時監

視する必要性のある感染症について､全国的な患者発生状

況や病原体検出状況を収集する｢感染症発生動向調査事業

(感染症サーベイランス事業)｣が1981年から行われている｡

しかしながら､そのデータの集計･加工･解析･還元の実

施は､各自治体に委ねられている｡

今回､ 1997年までの調査結果に加え1-8)､1998年の調査

対象全疾病について､全国･北海道･第二次医療圏別の

データ処理･図表化を行い､北海道の発生状況について解

析した｡また他の都府県別状況と比較検討を行った1998

年1月からはC型肝炎および梅毒様疾患が新たに調査対

象疾病となっており9)､これらについても加えて検討した｡

一部の疾病については､ 1998年の解析結果を過去のデータ

とともに比較検討した｡

なお､ 1998年の本調査は､ 1999年4月に｢感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律｣が施行10)さ

れるため､旧法｢伝染病予防法施行規則｣11)下における最

終年である｡

調　査　方　法

1.感染症発生動向調査事業システム

本事業調査システム､調査方法､調査対象疾病について

は前報2)と同様に実施した｡なお､ 1998年から新たに対象

疾病となったC型肝炎(病院定点調査)および梅毒様疾

患(性感染症定点調査)についても実施した｡

2.データの収集･集計･加工

データの収集･集計･加工は前報のとおり実施した2-6.8｡

なお､ 1997年以降については暫定(中間)集計値によって

実施した｡今回､一部疾病の病原体の型別検出状況につい

て集計した｡また､ 1987-98年の感染症例におけるワクチ

ン接種歴の有無(全国集計)についても集計した｡

3.解析

解析は前報2-6.8)のとおり実施した｡なお､今回､病原体

の型別検出状況および感染症例におけるワクチン接種歴の

有無等についても解析対象とした｡

結果および考察

1.データ収集と統計処理

感染症発生動向調査事業開始(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｡週単位報告疾病のうち､ 1998年に通

常と異なる状況を示した一部疾病について｢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



図1定点当り患者報告数の推移(週単位報告疾病､全国および北海道､ 1981年7月～98年12月)



図1　定点当り患者報告数の推移(週単位報告疾病､全国および北海道､ 1981年7月～98年12月) (続き)



図2　定点当り患者報告数の推移(週単位報告疾病､北海道内第二次保健医療圏､ 1996年～98年)



2に示した｡月単位報告のうちウイルス肝炎の｢定点当た

りの患者報告数の推移(全国-北海道別､ 1991年から)｣

を図3に､性感染症疾病のグラフ｢同(全国-北海道別､

1987年から)｣を図4に示した｡また､一部疾病の病原体

の型別検出状況について図1のグラフに追加表示し､表1

には感染症報告例におけるワクチン接種歴の有無(全国)

について示した｡

図3　ウイルス肝炎　定点当たり報告数/月(全国および北海道)

図4　性感染症定点あたり患者報告数の推移(北海道および一部全国平均を含む)

2.患者発生状況(解析結果)

図1､ 3および4からは､各種疾病の北海道および全国

平均における患者発生･流行パターンの推移が読みとれ､

図2からは､1996年から98年までの第二次保健医療圏別(道

内地域別)患者発生･流行傾向およびその地域間差が判別

できた｡以下に週単位および月単位報告疾病ごとの発生状

況について述べる｡

(1)小児科･内科および眼科定点報告疾病(週単位報告疾

病)

1998年､北海道において､小児科･内科定点および眼科

定点調査対象疾病のうちで､麻しん様疾患､風しん､手足

口病､インフルエンザ様疾患､咽頭結膜熟は､例年と比較

し異なる患者発生動向を示すか､または全国平均を大きく

上回った｡水痘､流行性耳下腺炎､溶連菌感染症､伝染性

紅斑はここ4､ 5年､高レベルで推移した｡以下に､これ

ら疾病の発生動向について示した｡

麻しん様疾患: 1998年の年間定点当たり報告数全国平均

は4.07人､北海道0.41人であり､両者とも1981年の本疾病

調査開始以来､最低を示した｡札幌市は0.61人であった｡

全国平均では図1 -(1)に示すように､過去データの流行

の経年変動周期からは､ 1994､ 1998年が流行年と予測され

たが､その兆候は現れなかった｡ MMRワクチンの実施

(1989年4月から93年4月)から中止となり､ 1995年4月

の予防接種法の改正などがあり､これらの影響と考えられ

た｡地域的には高い発生率を示す県があり､宮崎､群馬､

沖縄県等で定点当たり年間報告数が20人を越えた｡ワクチ

ン歴有り患者は1998年1.96%で増加傾向にある(表1 )｡



表1感染症報告例におけるワクチン接種歴の有無(全国平均)

これに対し､北海道は､ 1996年に流行したこともあり､

1998年はほとんど報告が認められなかった(図1 -(1))｡

風しん:北海道では図1 -(2)に示すように､前年末から

徐々に報告数が上昇し､ 1998年は1993年以来の大流行とな

った｡第二次保健医療圏別(図2-(2)では､束胆振､札

幌､留萌圏などでの発生が目立った｡年末には根室､北綱

圏で上昇がみられた｡

北海道および全国平均における流行年は､過去データか

ら前年の1997年と予想されていたが､北海道は1998年へシ

フトし､全国ではまだ出現していない｡これは､ 1989年4

月から1993年4月まで実施されたMMRワクチンが影響

していると考えられている｡なお､ 1995年4月の予防接種

法施行で､幼児期への接種が主となり､中学生の男女､小

学1年生にも接種の機会が与えられた｡しかしながら､幼

児の予防接種率は比較的維持されているものの､中学生の

場合は任意接種であるため､接種率が低下しており､今後､

流行周期や規模などに大きく影響していくとみられる｡ま

た､現在の小･中学生女子が抗体保有率低下のまま推移し､

妊娠可能年齢に達すると､先天性風しん症候群発症の可能

性が高くなると考えられている｡

年間定点当り報告数全国平均は9.18人､北海道93.73人､

札幌市150.58人であった｡ワクチン歴有り患者は1.23%で

あり(表1)､ 1987-93年の0.1～0.2%台と比較し､徐々に

増加している｡

水痘:全国平均では､漸減傾向で1998年は67.22人と過

去最低となった｡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ている｡ワクチン歴のあ

る患者は毎年わずかずつ増加している(1998年未集計､1997

年は1.46%､表1)｡県別では､静岡､鳥取､大分､宮崎､

沖縄県が年間報告数100人以上で例年高い｡

北海道では､全国平均の約1.5～2.0倍と､高レベルにあ

る1987年以降漸次減少傾向にあるものの､ワクチン接種

率が低く､流行パターンへ影響を与えるには至っていない｡

年間定点当たり報告数は､例年全国平均を大幅に上回って

きたが､ 1998年は77.19人と僅かに上回る程度となった｡

道内第二次保健医療圏別では､例年どおり､年間をとおし

て各地で発生が見られたが､上川北部圏､東胆振圏､日高

県での報告が目立った｡札幌市は101.24人と高かった｡

流行性耳下腺炎:北海道では､ 1996-97年からの流行が

1998年にも継続しており､全国平均と同様の高レベルであ

った(年間定点当り報告数全国平均56.73人;北海道51.07

人;札幌市71.45人) (図1 -(4) ｡また､道内第二次保健

医療圏では､第40週付近で下降したものの､年末は札幌､

中空知､上川北部圏で急上昇した(図2 -(4))｡

本疾病の潜伏期は2～3週間､また伝染期間も耳下腺の腫

れの約1週間前から約10日間後とともに長いことなどから､

弱い季節周期は認められるものの､毎年地域による流行の

多少､時期のずれは大きい(図2 -(4))｡　抗体保有の地域



差も考慮せねばならないが､単純に流行の伝播を追ってみ

ると､前年から東胆振での流行が続き､西胆振､南櫓山へ､

また南空知に伝播､年末には札幌､中･北空知､上川へと

北上した様子がみられた｡

都道府県別では､大分(176.93人)､山形､徳島県など

で130.00人を越えたのが目立った｡

ワクチン歴のある患者は1.73%であり､ここ8年変化

はない(表1)｡

溶連菌感染症:北海道における溶連菌感染症は年末年始

の一時減少期を挟んで冬から春に流行するが､先の4年間

は全国平均の2～3倍以上と非常に高く推移してきた｡

1998年第1～ 3四半期は全国平均と同程度で減少ぎみで推

移したが､第4四半期は3-4倍となり､依然として高レ

ベルを維持している(年間定点当たり報告数全国平均34.07

人;北海道59.93人) (図1 -(6))｡都道府県別では､鳥取

84.37人､山口70.04人､富山68.57人､高知62.24人と､西

日本で高かった｡札幌市は66.79人であった｡本症は道内

全域で発生しており､特に札幌市､南櫓山､上川中部､日

高､北網､宗谷圏等で報告が多く､上昇傾向にある｡

溶連菌感染症のほとんどはA群レンサ球菌が原因で､

多彩な病像を示す｡ ｢しょうこう熟｣もこの感染症のひと

つで､現在でも詳細に観察すると､ A群レンサ球菌によ

る咽頭炎の1/3はしょうこう熱症状を伴っているとされる｡

なお､雁患者の40%が死亡する劇症型レンサ球菌感染症は､

1997年全国では34例と前年より多く､増加傾向にある｡全

国でA群レンサ球菌(31例)以外のG群(2例)とC群

(1例)による症例も報告されている1998年も21例(1998

年10月15日現在､国立感染症研究所細菌部確認分)と多い｡

手足口病:北海道では1998年は予測されていたとおり流

行年となり､過去最高であった1988年と同等に夏季のピー

クを示し､全国平均を大きく上回った(第30過定点当り報

告数､北海道8.09人;全国平均2.80人) (図1 -(10) ｡また､

その発生域も全道におよんだ(図2 -C　　年間定点当り

報告数全国平均52.22人､都道府県別では､岩手124.82人､

青森121.63人､和歌山114.96人､鳥取109.33人､また札幌

市も128.30人と多かった｡

病原ウイルスはコクサッキーA16型(CA16)､エンテロ

ウイルス71型(EV71)､コクサッキーA10型(CA10)が知

られている｡流行年に一致してCA16あるいはEV71のい

ずれかが多数分離されている(図1 -(10))｡

伝染性紅斑:北海道(1998年)は全国平均の約1.5倍程

度と高レベルで推移した(年間定点当り報告数19.85人)｡

道内全域で発生をみたが､札幌市は31.21人と高かった｡

全国12.77人で､県別では､富山70.43人､鳥取33.87人､

和歌山27.46人が多かった｡

ヘルパンギーナ:全国的に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状況が続いている

(年間定点当り報告数32.71人) (図1 -(13))｡県別では､大

分79.48人､鳥取74.4人､富山72.33人が多かった｡

北海道では､ 98年は､立ち上がりが遅く､流行のピーク

は､過去10年間で最低であった(26.85人)｡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｡札幌市

は47.18人と高かった｡

図1 -(13)に分離ウイルスを示したが､コクサッキーウイ

ルスCA10､ CA4､ CA2型が認められている｡

インフルエンザ様疾患: 1998年は予想どおり全国および

北海道で大流行し､ 93年､ 95年につぐ高いピークを示した

(図1-(14))｡また､教育委員会による幼稚園から高等学校

の統計では､患者発生数127万人と過去10年間で最高数と

なった｡本疾患が原因と見られる死者は513名(8月末暫

定集計)で､ 95年の1,200余人や97年に次ぐものであった｡

しかしながら､肺炎､さらに急性脳炎･脳症などの併発に

いたる例が目立ち､ 98年には全国で小児100-200人が死亡

したと推計されている｡流行の主流はA/H3N2 (A香港型)

インフルエンザウイルスであった｡

北海道では､ 98年の年間定点当り報告数は全国平均の

2/3程度となっている(156.43人)｡道内第二次保健医療

圏別でみると､ 97-98年シーズンは空知､北網圏等で報告

が多かった｡札幌市は202.94人とやや高めであった｡

咽頭結膜熟:咽頭結膜熟のうち､小児科･内科定点分は､

1981年の調査開始以来､全国･北海道ともに第28週に最も

高いピークを示した(北海道第28週定点当り報告数0.51人)

(図1 -(16))｡北海道では札幌圏､後志圏で高い発生となっ

た(図2 -(16))｡最近､本疾病患者からアデノウイルス7型

(血清型)が分離され､国内で定着したように思える｡脳

炎/脳症､関節炎､筋肉痛､無菌性髄膜炎の患者が少数な

がら認められ､虚弱乳幼児､老人などでは重篤な症状とな

ることがあり､呼吸障害が進行したり､さらに細菌の二次

感染も併発しやすい｡本疾患眼科定点報告分では､例年と

同様､報告は少なく推移した｡

その他の疾病は例年と同様な動向または全国平均以下の

発生状況を示した｡突発性発疹は年間をとおして全国平均

と同程度で推移している｡百日せきも漸次減少にある｡異

型肺炎も少なかった｡感染性胃腸炎･乳児喝吐下痢症は全

国平均を大きく下回っているが､札幌圏など2,3の第二次

保健医療圏によっては同程度の発生をみた　MCLS　川

崎病)は発生が少なかった｡

(2)病院および性感染症定点調査報告疾病(月単位報告病)

1998年から新たに集計開始となったC型肝炎(病院定

点調査)および梅毒様疾患(性感染症定点調査)を加えて､



対象全疾病の発生動向について解析した1998年の北海道

における病院定点および性感染症定点調査対象疾病のうち､

ウイルス肝炎､麻病様疾患､性器クラミジア症および梅毒

様疾患が､全国平均を大きく上回って推移した｡これら疾

病の発生動向について以下に示した｡

図3にウイルス肝炎の定点当り報告数の推移を示した｡

A型肝炎:ウイルス肝炎のうち､ A型肝炎は､全国･北

海道ともに減少傾向にある｡

B型肝炎: B型肝炎は､全国平均では1991年を境に減

少し､年間定点あたり報告数1.00人前後で推移している｡

他の性感染症と同様に20歳台の報告が最も高くなっている

が､ 45歳以上でさらに上回る傾向にあり､キャリア例の報

告の混在が予想される｡北海道では､最近､全国平均の約

4倍の高レベルで推移してきたが､ 1998年は急激に下降し､

2倍程度にとどまった(年間定点当たり報告数:全国平均

0.90人,北海道1.93人)｡

C型肝炎およびその他のウイルス肝炎: 1997年までC

型肝炎はその他のウイルス肝炎に集計され､その大半を占

めていた｡全国的には､ 1992､ 93年ごろ､キャリアを含む

報告数の増加がみられたが､これは89年からのC型肝炎

ウイルス(HCV)の抗体検査の普及によるものと考えられ

る｡その後急性肝炎のみ報告されることとなり､現在､概

して減少傾向にある｡抗体検査により､輸血後の急性肝炎

は激減し､ C型肝炎をほぼ完全に予防できるようになった｡

しかしながら､キャリアを含めHCV感染者は200～250万

人と推定され､抗体検査導入以前の輸血などが原因と考え

られている｡

北海道では､ 1988から91年にかけ減少したが､以降増加

傾向にある1998年からC型肝炎が別途集計されるよう

になってからも､ C型肝炎およびその他のウイルス肝炎

ともに全国レベルを上回っている(年間定点当たり報告数

C型肝炎:全国平均1.93人,北海道5.07人;その他のウイ

ルス肝炎:全国平均1.66人,北海道2.80人)｡

性感染症定点による全国患者報告総数は､本調査開始

1987年には44,500人程度､以降4万人台､その後淋病様疾

患の急減な減少により､1993年以降3万人台前半で推移した｡

しかし､ 1996年以降､徐々に増加する傾向にある｡北海道

では全国平均と異なり､ 1990年以降一貫して高レベル(約

2倍)であり､上昇傾向にある(年間定点当り報告数全国

62.10人,北海道132.83人) (図4)｡

淋病様疾患:北海道における淋病様疾患は､全国平均の

3～4倍の高い水準で､依然として上昇傾向にあり､ 1998

年はさらに急激な上昇をみせている(年間定点当り報告数

全国16.43人,北海道44.30人)｡そのうち男性が大半を占め､

女性は全国レベルと同程度もしくはそれ以下で低い｡最近､

大都市で増加傾向にあり､札幌市でも高い　20～34歳で報

告が多く､また増加傾向が著しい｡これら若年層ににおけ

るモラルの欠如､淋菌の治療薬ニューキノロン剤に対する

耐性獲得(淋病様疾患から分離の4割)､軽症化･無症候

性化患者の増加などが本疾痛流行の要因と考えられている｡

ニューキノロン剤耐性獲得率はフィリピン､カンボジア､

香港､韓国など(東および東南アジア地区)でもわが国と

同様に高率であり､輸入感染症としても位置づけられる｡

性器クラミジア症:北海道の性器クラミジア症は､全国

平均と同程度の発生に止まっていたが､ 1992年に急増､以

降上昇傾向にある1998年は全国平均の3～5倍で推移し

ている(年間定点当たり報告数全国28.61人;北海道68.09

人)｡性感染症全患者数に占める割合は51%にも達する｡

淋病様疾患と同様に､男性が大半を占め､ 20～34歳で報告

が多い｡札幌市など大都市で増加傾向にある｡

性器ヘルペス:性器ヘルペスは､ 1992年以降､漸次減少

傾向にあり､ 98年は全国と同水準で推移した｡男性が大半

を占めた(年間定点当たり報告数全国9.46人,北海道10.00

人)｡本疾患および性器クラミジア症の全国患者数は､そ

れぞれ男女同数程度であるのに対し､北海道では男性患者

が大半を占める｡これには性感染症定点に産婦人科が設置

されていないことが大きく影響していると考えられた｡

1999年4月以降､感染症新法施行に伴う定点見直しにより､

北海道でも産婦人科が加えられた｡

梅毒様疾患: 1998年から集計が始まったが､北海道は全

国平均の3.5倍の高レベルにある(年間定点当たり報告数

全国1.47人;北海道5.09人)｡本疾患においても軽症化､

無症状化傾向にあり､性器にはっきりしとした症状がない

場合もあり､他人への伝播が懸念されている｡

今回､疾病原因や伝播解析のための資料提供を目的に､

感染症発生動向調査の集計･解析およびその還元を試みた｡

1998年における北海道の小児科･内科定点および眼科定点

報告対象疾病の患者発生の状況において､例年と比較し異

なる動向を示したり､または全国平均を大きく上回ったり

した疾病は､麻しん様疾患､風しん､手足口病､インフル

エンザ様疾患､咽頭結膜熟であった｡これらのうち､風し

ん､手足口病､咽頭結膜熟は､何年かおき(経年周期)に

大流行する疾病であり､ 1998年が流行年となった｡また､

水痘､流行性耳下腺炎､溶連菌感染症､伝染性紅斑はここ

4, 5年､高レベルで推移し､今後も同様に推移すると考

えられた｡なお､麻しん様疾患は調査開始以来の最低の発

生であった｡また､病院定点および性感染症定点調査対象

疾病のうち､ウイルス肝炎､梅毒様疾患､性器クラミジア

症および梅毒様疾患は全国平均を大きく上回って推移した｡



その他の疾病は例年と同様な発生状況を示した｡

以上､本事業の集計解析の結果については､北海道の｢感

染症発生動向｣ (週､月および年報)として保健所､関連

医療機関､医師会､医療新聞等に逐次報告し｣15-19)｡全国

の情報を踏まえた患者発生状況や病原体検出状況､感染症

流行･伝播状況等が伝達されていると思われた｡

本事業は､ ｢伝染病予防法施行規則｣11)の基に､ 1981年か

ら実施されてきたが､ 1998年は､本法下における実施最終

年となった1999年4月から｢感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律｣が施行10)され､本事業内

容は大幅に変更される｡患者把握対象疾病､調査期間等の

変更･追加､そして患者把握に全数報告が加わり､定点に

ついての見直し等が実施される｡今後､情報の解析･提供

にあたっては､数値データ･情報の収集､処理加工･解析

方法の検討6.8､また各疾病の好発時期などの流行特性の

把握､解析･評価の標準化､さらに流行予測の数値化6.8.20)

などについて検討して実施していく必要があると考える｡

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､ 1998

年の患者発生状況について検討した｡

2. 1998年の風しん､手足口病､インフルエンザ様疾患､

咽頭結膜熟は､流行年となり､大きなピークを示した｡

水痘､流行性耳下腺炎､溶連菌感染症､伝染性紅斑はこ

こ4､ 5年､高レベルで推移している｡麻しん様疾患は､

調査開始以来の最低の報告数であった｡

3.風しん､流行性耳下腺炎､麻しん様疾患等の流行につ

いては､ MMRワクチンの中止や予防接種法の改訂･

施行(1995年4月)による予防接種率の変化が大きく影

響していると考えられた｡

4.病院定点および性感染症報告対象疾病の大半は､例年

年同様の発生状況であった｡しかしながら､ウイルス肝

炎､淋病疾患､性器クラミジア感染症および梅毒様疾患

は全国を大きく上回り､上昇傾向を示すものもある｡こ

れらのうち､性感染症疾病三者では､男性の占める割合

が多かった｡
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英　文　要　約

1. In order to provide usefulinformation for analyzing

the pathogens and the transmission routes ofinfectious

diseases, collection. totalization and analysis of the in-

formation 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 1998 were surveyed in this study.

2. Among the diseases reported from pediatricnternal

medical sentinel clinics, mumps, hand-foot and mouth

disease, pharyngo-conjunctival fever showed the large

displacement of prevalent peakin comparison with the

nationwide. The number of reported patients with fol-

lowing diseases for 4, 5 years preceded the national

average: chickenpox, mumpus, hemolytic streptococcal

infection and erythemainfectiosum. The level of meas-

les was lowest for the period of past 18 years.

3. They were considered that the prevalence of rubella,

chickenpox and measles wereinfluenced by theinter-

ruption of MMR Vaccination and the modification of

low (1995).

4. In hepatitis of the disease reported from the sentinel

hospital as well as gonorrhea, genital chlamydial mfec-

tion, genital herpes and syphi1is from STD sentinel

clinic reports, theirincidence was higher than the

national average. The level of female of 3 STD shifts

at the lower as the nationwide, and patientsis largely

male.

Key words : epidemiological surveillance ; infectious

diseases ; patient(s) ; Hokkaido ; Japan


