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感染症センター
○慢性活動性 EB ウイルス感染症の病態解明とその展開

岡野素彦
平成 21 年度科学研究費補助金（基盤研究 C）研究実績報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 22 年 3 月
慢性活動性 EB ウイルス感染症は，経過中リンパ腫などの発生をみる．その病態として，感染標的細胞や免疫不全の程
度の相違が認められ，今後本症の診断や治療法の解明に寄与すると思われた．

健康科学部
○環境化学物質における核内受容体 ROR 活性の探索と Th17 細胞分化に及ぼす影響

小島弘幸，武内伸治，室本竜太1）

平成 21 年度独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究 C）研究実績報告書，北海道立衛生研究所，札
幌，平成 22 年 3 月
最近，免疫異常症の進展に Th17 と呼ばれるインターロイキン（IL）–17 を特異的に産生する細胞の一群が注目されてお
り，この細胞の分化増殖にレチノイド関連オーファン核内受容体 ROR の関与が指摘されている．本研究では，ROR
レポーター遺伝子アッセイ法を確立し，いくつかの農薬が ROR による転写活性を濃度依存的に抑制することを認め
た．さらに，これらの物質が免疫細胞での IL–17 mRNA 発現を特異的に抑制することを明らかにした．
1）北海道大学大学院薬学研究院

○化学物質に対する胎児・小児の脆弱性に関わる遺伝・エピジェネティック要因の解明
佐田文宏1），小島弘幸，武内伸治
佐田文宏編，平成 20 ～ 21 年度独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）研究成果報告書，国
立保健医療科学院，和光，平成 22 年 3 月
核内受容体 PXR はホルモン・糖などの化学物質の代謝・排泄に係わる転写因子であり，胎児でのエピジェネティック
変化を引き起こす候補遺伝子でもある．本研究では，レポーター遺伝子アッセイ法を用いて，農薬 200 物質によるヒト
及びマウス PXR アゴニスト活性を比較した．
1）国立保健医療科学院

○アイヌ民族伝承有用植物におけるメタボリック症候群抑制・核内受容体 PPAR 活性の探索
小島弘幸，姉帯正樹，兼俊明夫
平成 20 年度㈶大同生命厚生事業団（地域保健福祉研究助成）研究成果報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 21 年
12 月，pp.21–25
アイヌ民族が食用あるいは薬用としてきた植物について，創薬としての有用性を評価することは，北海道の豊かな植物
資源に付加価値をもたらすと考えられる．核内受容体 PPARα/β/γはメタボ関連疾患の抑制に関与していることか
ら，アイヌ民族有用植物の抽出物 81 試料について，レポーター遺伝子アッセイ法により PPARα/β/γに対するアゴ
ニスト活性の探索を行った．その結果，いくつかの抽出物にそれらの活性を見出した．

○家系内遺伝子検索による先天性銅代謝異常症（ウイルソン病）の予防医学的研究
中山憲司，加藤芳伸
平成 19 ～ 21 年度独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究 C）研究実績報告書，北海道立衛生研究
所，札幌，平成 22 年 3 月
本研究は，近年，北海道内で発見されたウイルソン病（WND）患者を有する家系と，新規に発見された患者家系に関
して，WND 病因遺伝子である ATP7B の遺伝子解析を行うことにより，家系内検索という観点から，発症前患者を発
見することを目的として実施された．さらに，WND モデル動物を用いて，ゲノミクス解析とプロテオーム解析技術を
導入して，新たな簡易診断法の開発に着手した．

○放射能調査年報 52（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）
佐藤千鶴子，市橋大山，高橋哲夫，横山裕之
北海道立衛生研究所健康科学部放射線科学科編，北海道立衛生研究所，札幌，平成 21 年 7 月
文部科学省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 20 年度の調査結果をまとめた．降水，
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降下物，陸水，海水，海底土，土壌，農畜水産物，日常食及び空間放射線量率の測定値に異常は認められなかった．

食品薬品部
○平成 21 年度食品残留農薬等 1 日摂取量実態調査

新山和人，青栁光敏，柿本洋一郎
北海道立衛生研究所食品科学科編，平成 21 年度食品残留農薬等 1 日摂取量実態調査委託事業実績報告書，北海道立衛
生研究所，札幌，平成 22 年 3 月
国民が日常の食事を介して摂取する農薬等の量を把握するため，平成 18 年度国民健康・栄養調査における北海道ブ
ロックの食品群別摂取量をもとに飲料水を含む 177 食品を選び，これを 14 群に分けて均一化し分析用試料とした．各
群について GC/MS 及び LC/MS/MS で 56 種類の農薬を分析し，各群ごとの農薬摂取量を計算した．その結果，6 群，
7 群，8 群でアセタミプリドが各々 0. 01，0. 02，0. 005 ppm 検出された以外，農薬は検出されなかった．

微生物部
○レジオネラ検査法の検討 4　効率の良い集落観察法の普及と検討，分離培地の保存に関する検討

森本　洋
倉　文明編，厚生労働科学研究補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「迅速・簡便な検査によるレジオネラ
対策に係る公衆浴場等の衛生管理手法に関する研究」平成 21 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，
平成 21 年 3 月，pp.137–158
本年度は「斜光法」を利用し，発育早期の集落の確認及び「斜光法」とコロニー PCR との併用による定性までの時間
短縮を主眼とし，その有用性が確認された．分離培地の保存では，適切な保存により製造後 3 カ月間はレジオネラ属菌
の発育性能は保持されたが，一方で，選択分離培地では非選択分離培地に比べ，一定の割合で発育が抑制された．

○レジオネラ検査法の検討
森本　洋，磯部順子1），岩渕香織2），緒方喜久代3），佐々木美江4），瀬戸順次5），中村昭子6），星　俊信7），宮坂次郎8），柳
沼　幸9），矢崎知子10），山本一成11），和栗　敦12）

倉　文明編，厚生労働科学研究補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「迅速・簡便な検査によるレジオネラ
対策に係る公衆浴場等の衛生管理手法に関する研究」平成 19 ～ 21 年度総合研究報告書，国立感染症研究所，東京，平
成 21 年 3 月，pp.88–126
浴槽水中のレジオネラ属菌検査について，既存の培養法に加え，遺伝子学的手法や ATP による評価などにより迅速・
簡便な検査法の検討を行った．当所では，分担研究として培養法の検討を中心に行った．北海道内で採取した温泉水を
主とした浴槽水を検体とし，1）効率の良い集落観察法，2）選択分離培地および前処理条件，3）濃縮について，4）分
離培地としての BCYEα培地の活用，5）分離培地の保存，について効果的な検査法を検討し成果を得た．
1）富山県衛生研究所，2）岩手県環境保健センター，3）大分県衛生環境研究センター，4）宮城県仙南・仙塩広域水道事務所，5）山形県衛生研究所，6）元函館市衛
生試験所，7）仙台市衛生研究所，8）熊本県食肉衛生検査所，9）福島県衛生研究所，10）宮城県保健環境センター，11）新潟市衛生環境研究所，12）青森県環境保健
センター

○北海道における HIV 検査体制と検査結果
長野秀樹，駒込理佳，井上真紀，工藤伸一
加藤真吾編，厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）「HIV 検査相談体制の充実と活用に関する研究」平成
21 年度研究報告書，慶應義塾大学，東京，平成 22 年 3 月，pp.192–198
道立保健所では，2004 年 4 月から無料匿名 HIV 検査に即日検査を導入し，受検者の利便性の向上を図ってきたが，
2009 年には陽性者が 1 名確認され，いわゆる「いきなりエイズ」患者が減少した．

○北海道における麻疹の現況
長野秀樹，駒込理佳，井上真紀，岡野素彦
清水博之編，厚生労働科学研究費補助金（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業）「ウイルス感染症の効果
的制御のための病原体サーベイランスシステムの検討」平成 21 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，
平成 22 年 3 月，pp.107–110
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2009 年度の北海道における麻疹の患者報告数は 17 例で前年の 1/90 と減少した．当所で実施した遺伝子検査 2 例はい
ずれも陰性であった．

○新規 2 色蛍光高感度検出法の開発と E 型肝炎ウイルスの社会における循環様式の解明
石田勢津子，吉澄志磨，三好正浩，工藤伸一
平成 21 年度科学研究費補助金（基盤研究 C）研究実績報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 21 年 3 月
微量の E 型肝炎ウイルスを高感度に検出・型別する方法開発の目的で，遺伝子配列データベースから E 型肝炎ウイル
スの 4 つの遺伝子型の配列を複数株抽出した．その比較により，高度に配列の保存された領域に，検出，型別用のプラ
イマーとプローブを設計した．リアルタイム PCR システムによる検出方法について，最適条件を決定し，陽性検体を
用いて型別を確認した．

○北海道で発生した集団胃腸炎事例からのウイルス検出状況
吉澄志磨，石田勢津子，三好正浩，田中智之1）

野田　衛編，厚生労働科学研究費補助金（食品の安心・安全確保推進研究事業）「食品中のウイルスの制御に関する研
究」平成 21 年度総括・分担研究報告書，国立医薬品食品衛生研究所，東京，平成 22 年 3 月，pp.97–112
ノロウイルス感染の流行状況を把握するため，2009/10 シーズンに北海道で発生した集団胃腸炎事例について，検出ノ
ロウイルスの分子疫学的解析を行った．また，ノロウイルス以外の胃腸炎ウイルスが食中毒発生に関与しているか否か
を調査するため，二枚貝喫食事例を対象として各種胃腸炎ウイルスの検出を試みたところ，中国産カキフライ喫食事例
において，ノロウイルスとアストロウイルスの混合感染が確認された．
1）堺市衛生研究所

生物科学部
○多包性エキノコックス症の感染予防および治療に有効な抗体医薬の研究開発

後藤明子
平成 21 年度科学研究費補助金（若手研究 B）研究実績報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 22 年 3 月
多包性エキノコックス症の予防や治療に有用な「抗体医薬」の候補を探索するため，多包虫感染マウスより得られた抗
体遺伝子の cDNA ライブラリーより組換えモノクローナル抗体タンパク質を発現し，多包虫由来抗原との反応性を確
認した．その結果，多包虫由来の抗原に反応する組換えモノクローナル抗体が 4 種類得られた．これらの組換えモノク
ローナル抗体は今後の多包性エキノコックス症の研究に有効利用できると考えられた．

○侵入・不許可動物等の生態学的リスク評価と管理に関する研究
浦口宏二
吉川泰弘編，厚生労働科学研究費補助金（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業）「動物由来感染症のリス
ク分析手法に基づくリスク管理のあり方に関する研究」平成 21 年度研究成果報告書，東京大学大学院農学生命科学研
究科，東京，平成 22 年 3 月，pp.119–134
北海道に寄港したロシア船からイヌが不法に上陸し，そこからキツネに狂犬病が広がる可能性を検討するため，基礎的
データの収集と解析を行った．相対的密度の比較から北海道には本州以南よりも明らかに多数のキツネが生息している
ことが示され，根室半島の調査から多い年には 0. 85 頭 /km2 という密度が算出された．北海道の港湾部周辺の環境調
査を行ったところ，いずれの港にもキツネが容易に侵入しうることが明らかになった．




