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目　　　　　的

花粉症は花粉によるⅠ型アレルギー(即時型アレルギー)

で､主症状は鼻と眼に現れる｡北海道におけるアレルギー

症と関連した主な花粉は春季のシラカバ･ハンノキなどの

樹木花粉､初夏からのイネ科牧草花粉､初秋のヨモギ花粉

である1)｡これらの中で､シラカバ花粉は現在､本道の花

粉症アレルゲンの中で最も問題になっている1-3)｡しかし､

地域ごとの花粉の飛散状況や飛散に及ぼす要因､患者の発

生規模については不明な点が多い｡

我々は花粉症予防のために1996年からシラカバ花粉の飛

散状況の調査を行っている　1998年は1997年の調査地

点である札幌､帯広､北見の他に旭川を加えた4都市で調

査を行い､比較検討した｡また､花粉の飛散数に影響する

要因についても考察した｡

方　　　　　法

北海道立衛生研究所屋上(札幌市北区)､旭川保健所屋

上(旭川市)､帯広保健所車庫屋上(帯広市)および北見

保健所車庫屋上(北見市)にダーラム型花粉捕集器を設置

し､ワセリンを塗布したスライドグラスを毎朝9時に交換

した｡札幌は3月2日から､旭川は4月17日から､帯広は

4月18日から､北見は4月21日から観測を開始し､ 6月末

日まで調査を行った｡花粉を捕集したスライドグラスはゲ

ンチアナバイオレットグリセリンゼリーで染色後､ 18×18

mmのカバーグラスで覆い､その全面の花粉数を数え､ 1

cm2当たりの個数に換算して表示した｡シラカバ花粉が計

数面で初めて1個以上捕集された日を初観測日､ 2日以上

連続して1個/cm2以上観測された最初の日を飛散開始日､

飛散終了期に3日間連続して0個が続いた最初の日の前日

を飛散終了日とした｡なお､旭川市および北見市は､休日

などのために2～5日間連続して採取した花粉は､その計

数値を採取日数で除した値を1日当たりの飛散数とした｡

結果および考察

1. 1998年のシラカバ花粉飛散状況

広大な本道では気象､生活環境､植生が地域により異な

り､花粉の空中飛散状況や患者の発生状況が地域ごとに異

なることが予想される｡そこで､ 1998年は石狩､上川､十

勝､網走各支庁の代表的な都市である札幌市､旭川市､帯



広市､北見市の4市に固定ステーションを設置し､観測を

行った｡図1にシラカバ花粉の地域による変動を示した｡

また､表1に4都市におけるシラカバ花粉の初観測日､飛

散開始日､最大捕集日､最大捕集数および総捕集数など飛

散状況を示した1998年は4月中旬から6月中旬にかけて

シラカバ花粉の飛散が見られたが､総輔集数や飛散開始日､

飛散のピークやパターンが地域によって差が見られた｡

図1 1998年の道内4都市におけるシラカバ空中花粉の

経日変動

表1 1998年の道内4都市におけるシラカバ花粉飛散状況

札幌市では初観測日が3月29日､飛散開始日は4月8日､

飛散終了日は6月19日､飛散期間は73日であった｡最大捕

集数は4月23日の151個/cm2であった｡札幌市における

1998年の総捕集数は1441個/cm2であり､昨年の総捕集数

498個/cm2　と比べて2.9倍多かった｡初観測日､飛散開

始日ともに昨年よりも20日程度早かったが､ 3月と4月の

好天がシラカバの開花を早めたと考えられた｡特に飛散開

始日の前日の4月7日が最高気温20.8℃､その前日の4月

6日が16.6℃と平年より10℃前後高かったことが影響した

と推測された｡

旭川市､帯広市､北見市では､それぞれ4月17日､ 18日､

21日から観測を開始したが､ 1998年は札幌市で初観測日と

飛散開始日が例年よりかなり早かったことから､これらの

都市では初観測日と飛散開始日を見落としたおそれがある｡

旭川市では観測を開始した4月17日にシラカバ花粉が確認

され､飛散開始日は4月20日､飛散終了日は6月20日､飛

散期間は62日であった｡最大捕集数は5月16日の148個

/cm2であった｡旭川は本年から観測を開始したが､総括

集数は908個/cm2であり､札幌に次いで多かった｡

帯広市では4月24日に観測開始後初めてシラカバ花粉が

確認され､飛散開始日も同じく4月24日､飛散終了日は6

月19日､飛散期間は57日であった｡最大捕集数は5月16日

の71個/cm2であった｡ 1998年の総括集数は415個/cm2であ

り､昨年の総捕集数132個/cm2と比べて3.1倍多かった｡

飛散開始日は昨年は5月4日だったので､本年は11日早か

った｡

北見市でも､観測を開始した4月21日にシラカバ花粉が

確認され､飛散開始日は4月23日でこの日が最大捕集日と

なり､最大捕集数は36個/cm2であった｡飛散終了日は6

月18日で飛散期間は57日であった｡昨年は総輔集数が38個

/cm2と非常に少なかったが､本年は351個/cm2であり､ 9.2

倍増加した｡

各都市とも1998年は昨年に比べて花粉飛散数の多い年で

あった｡シラカバの雄花は初夏に形成され､成長を開始す

る｡したがって､この間の気象条件が花粉の総飛散数に影

響を与えていると考えられる｡ 1997年の6､ 7月の日照時

間が平年より長く､ 7月の平均気温が高かったことが花芽

の形成に良好に作用したと考えられた｡



2.総捕集数の地域および年度による比較

表2に示すように1998年のシラカバ花粉総輔集数は札幌

市が最も多く1441個/cm2､次いで旭川市が908個/cm2､帯

広市が415個/cm2､北見市が最も少なく351個/cm2で札幌

の1/4程であり､地域により大きな違いが見られた1997

年は観測を行っていない旭川市を除くと､総捕集数の多い

順に札幌､帯広､北見で1998年と同様な順序であり､大都

市札幌でシラカバ花粉の総飛散数が最も多いことがわかっ

た｡図2にカンバ類の森林蓄積(樹木の幹の部分の体積を

合計したもの)7)と1998年のシラカバ花粉の年間総飛散数

の関係を示した｡カンバ類の森林蓄積は各支庁ごとの森林

蓄積(1998年4月1日現在)を支庁の面積で除した値を用

いた｡図に示したように両者に非常笹良好な相関が見られ

たことから､各都市のシラカバ花粉の総飛散量の違いは各

地のカンバ類の森林蓄積の違いを反映したものと推定でき

る｡

年度ごとの総飛散数を比較すると､札幌の場合1996年が

181個/cm2､ 1997年が前年の2.8倍の498個/cm2､ 1998年は

1441個/cm2で1996年の8.0倍に増加していた｡この間石狩

支庁におけるカンバ類の森林蓄積7) (2921～2998×103m3)

はほとんど変化がないことから､年度ごとの飛散数の増減

は気象因子や植物の生理的リズムの変動によるものと考え

られる｡

表2　道内4都市のシラカバ花粉総捕隻数(個/cm2)

の年次変動

図2　カンパ類の森林蓄積とシラカバ花粉の年間飛散数

1 998年)

図3 1998年の札幌市におけるシラカバ花粉飛散数と最高気温



3.シラカバ花粉飛散数のピークと日最高気温の関係

図3に1998年の札幌市におけるシラカバ花粉飛散数と日

最高気温との関係を示した｡札幌市では花粉の飛散のピー

クが4月下旬､ 5月上旬､ 5月中旬に3回見られたが､多

量の飛散が見られた2～4日前から最高気温が20℃以上の

日が続いていることが共通していた｡最初のピークは4月

23日の151個/cm2で､これが最大捕集数となったが､ 4月

20日～24日まで最高気温が21～28℃と20℃以上の日が4日

間続いた｡ 4月23日は北見市でも最大捕集日となった｡第

2のピークは5月7日で146個/cm2であったが､ 5月5日

～7日まで最高気温が21～24℃であった｡第3のピークは

5月16日で捕集数が93個/cm2で､最高気温が5月15日､ 16

日に24～28℃であった｡5月16日は旭川市､帯広市の最大

捕集日でもあり､いずれも前日から20℃を超える好天であ

った｡したがって､飛散開始後の飛散数の日変動は最高気

温の変動によって予測可能であると思われる｡

花粉の飛散予測は､本州におけるスギ花粉のように､飛

散開始時期､年間総飛散量､日変動について行うことが望

まれるが､シラカバ花粉の場合には飛散開始時期の予測の

データが特に不足している｡また､総飛散数についても関

係する要因を十分に把握しきれていない｡今後､さらに継

続的な観測を行い､データを蓄積し､花粉情報提供の資料

としたい｡

要　　　　　約

1998年の札幌市､旭川市､帯広市および北見市における

シラカバ花粉の飛散状況の調査を行った｡特徴としては前

年と比べてシラカバ花粉の総捕集数が多く､札幌市で2.9倍､

帯広市で3.1倍､北見市では9.2倍であった｡これはシラカ

バ雄花の形成､成長期である前年初夏が好天であったため

と推測した｡特に､ 1997年の6､ 7月の日照時間が平年よ

り長く､ 7月の平均気温が高かったことが影響したものと

考えられた1998年のシラカバ花粉の総捕集数は札幌市が

最も多く､次いで旭川市､帯広市､最も少なかったのが北

見市であった｡各都市のシラカバ花粉総捕集数は､支庁ご

とに算出した単位面積当たりのカンパ類の森林蓄積と良い

相関を示した｡札幌市では1998年のシラカバ花粉の初観測

日､飛散開始日が1997年より20日程度早かったが､ 3月と

4月の好天がシラカバの開花を早めたためと考えられた｡

シラカバ花粉飛散状況と日長高気温との関係を調べたとこ

ろ､多量の飛散が見られた2～4日前から最高気温が20℃

以上の日が続いていることが判明し､飛散開始後の飛散数

の日変動は最高気温の変動によって予測可能であると考え

られた｡
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英　文　要　約

WeinveStigated the airborne pollen counts of birch

(Betula platyphylla var. japonica)in 1998 at Sapporo,

Asahikawa, Obihiro and Kitamiin Hokkaido. The total

airborne pollen counts ofbirchin 1998increased 2.9

timesin Sapporo, 3.1 timesin Obihiro and 9.2 timesin

Kitamicompared to thosein 1997.

It was presumed that the large amount of birch pollen

was attributed to the fine weather during the early sum-

merin preceding year, which had good effect on both

the formation and growth of male flower buds of birch.

Especially, duration of sunshine during June and Julyin

1997 was longer and the mean temperaturein July 1997

also was higher than the average. The total airborne pol-

len counts of birchin 1998 were highin the order of Sap-

poro, Asahikawa, Obihiro, and Kitami. A close correlation

was observed between the pollen counts of each city and

the growing stock of birch per area of each subprefec-

ture. In Sapporo, the first observed date and the begin-

ning date of dispersal of airborne birch pollenin l998

were about 20 days earlier thanin 1997, andit seemed

that this was attributed to the fine weather during

March and Aprilin 1998. The large amount of birch air-

borne pollen was observed after maximum temperature

over20℃ hadlastedfor2 ～ 4days.Therefore,the

amount of airborne pollen of birch after the beginning

date of dispersal can be estimated through the changes

of maximum temperatures.

Key words : pollinosis ; airborne pollen survey ; birch

pollen ; Hokkaido


