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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 22 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 23 年 3 月
前年度に引き続き，慢性活動性 EB ウイルス感染症の病態解析を行った．感染標的細胞の相違や予後などがより明らか
となり，今後の対処法における礎となった．

○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 20-22 年度科学研究費補助金（基盤研究 C）研究成果報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 23 年 3 月，pp.1-4
経過中悪性リンパ腫など予後不良の疾患を合併する慢性活動性 EB ウイルス感染症に関し，ウイルス学的，免疫学的，
病理学的検討を中心に病態解明を行い，今後の治療展開の方向性を示した．

企画総務部
○地方感染症情報センターの機能に関するアンケート 4．集計結果（地方衛生研究所）（3）情報の収集，分析，発信機能

の運用状況
中野道晴
平成 22 年度広域的健康危機管理対応体制整備事業 地方衛生研究所における広域連携の在り方に関する報告書 ～地方
感染症情報センターの機能強化に向けて～，㈶日本公衆衛生協会 , 東京 , 平成 23 年 3 月，pp.103-120
地方衛生研究所における公衆衛生情報に係る業務の一環として感染症地方情報センター機能が挙げられているが，全国
の地研によっては，その取組に顕著な差が認められることから，詳細なアンケート調査により，その実態を把握した．
特に感染症情報の収集，分析，発信機能について集計・解析を行うとともに，北海道・東北・新潟ブロック会議におい
て，各自治体の実態，課題について検討を行った．

○薬局サーベイランスと感染症発生動向調査患者報告との比較
中野道晴，菅原民枝，大日康史
大日康史編 , 平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「健康危機事象の早期探
知システムの実用化に関する研究」，国立感染症研究所 , 東京 , 平成 23 年 3 月，pp.73-78
健康危機の早期探知，情報共有を目的として薬局サーベイランスほかの情報システムが構築されている．このシステム
によるインフルエンザ等の流行探知について，感染症発生動向調査との比較によって解析を行った．

○地方感染症情報センターの視点からのサーベイランス戦略
中野道晴，神谷信行，灘岡陽子，梶原聡子，高野つる子，岸本　剛，山田文也，尾関由姫恵，増田和貴，池田一夫，
塩原正枝，鈴木智之，中村廣志，三宅裕子，近内美乃里，高橋裕明，高階光榮
谷口清州編，平成 22 年度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）「国際的な感
染症情報の収集，分析，提供機能およびわが国の感染症サーベイランスシステムの改善・強化に関する研究」平成 22
年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所 , 東京 , 平成 23 年 3 月，pp.73-94
地方感染症情報センターは感染症情報を収集，解析し，行政や医療，学校関係者また地域住民に提供している．その機
能強化を目的として設置機関，職員数，職種，業務内容等についてアンケートを行い，課題を検討した．

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 22 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 23 年 3 月
有機塩素系殺虫剤，アゾール系殺菌剤，有機リン系難燃剤などに ROR インバースアゴニスト活性を見出し，さらに，
植物由来化学物質に ROR アゴニスト活性を見出した．これらの ROR 活性とマウス EL4 細胞での IL-17 mRNA の発現
変化は良く一致することが認められた．
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1）北海道大学大学院薬学研究院

○放射能調査年報 53（平成 21 年 4 月～平成 22 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 22 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 21 年度の調査結果をまとめた．降水，
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．な
お，淡水試料から公共下水由来と推定される微量のヨウ素 -131 が検出されたが，特に問題となる濃度ではなかった．
また，北朝鮮地下核実験実施の発表に伴い指示されたモニタリングの強化において，異常は見られなかった．

食品薬品部
○平成 22 年度食品残留農薬等一日摂取量実態調査

青栁光敏，柿本洋一郎，千葉真弘，新山和人
北海道立衛生研究所食品科学科編，平成 22 年度食品残留農薬等一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 23 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 19 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 173 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 LC/MS/MS で 38 品目 44 化合物の農薬を分析し，農薬摂取量を計算した．

○残留農薬等試験法の妥当性評価試験 － GC/MS による農薬等の一斉試験法（農産物）－
青栁光敏，柿本洋一郎，千葉真弘，新山和人
北海道立衛生研究所食品科学科編，平成 22 年度食品に残留する農薬等の成分である物質の試験法開発・検証業務－残
留農薬等試験法の妥当性評価試験－分担試験報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成 23 年 3 月
厚生労働省より通知されている GC/MS による農薬等の一斉試験法に対し，「食品中に残留する農薬等に関する試験法
の妥当性評価ガイドライン」に基づく妥当性評価を行うための枝分かれ実験の一部を担当した．分析対象農薬 40 化合
物を 10 農産物に添加し，回収率，選択制，精度及び定量限界等を検証した．

微生物部
○リアルタイム PCR 法を用いた食水系感染症原因細菌の網羅的検査法と精度管理

長井忠則，山口敬治，池田徹也
調　恒明編，厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「地方衛生研究所における迅速網羅
的検査法の確立と，その精度管理の実施，及び疫学機能強化に関する研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，山口
県環境保健センター，山口，平成 23 年 3 月，pp.17-40
食水系感染症原因細菌 24 遺伝子について，菌数確認と共に抽出した DNA を用いて，マルチプレックスリアルタイム
PCR 法を検証したところ，ほとんどの DNA が増幅したものの，一部の DNA の増幅感度が低いことが判明した．

○レジオネラ属菌検査法の現状と今後に向けた検討―レジオネラ属菌検査精度管理ワーキンググループの発足及び地方衛
生研究所を対象としたレジオネラ属菌検査法アンケート調査結果―
森本　洋，磯部順子1），大屋日登美2），緒方喜久代3），中島　洋4），金子紀子5），矢崎知子6），吉野修司7），倉　文明8），
前川純子8）

倉　文明編，厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「公衆浴場等におけるレジオネラ属
菌対策を含めた総合的衛生管理手法に関する研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平
成 23 年 3 月，pp.101-155
地方衛生研究所研レジオネラレファレンスセンターを中心に，レジオネラ属菌検査精度管理ワーキンググループを発足
し，今後の方向性の検討を行った．また，全国 77 カ所の地方衛生研究所に対し本検査法の実態調査を行った．その結
果，標準的な検査法の整理と提示，研修システムの構築，精度管理の 3 点を柱とした，行政・民間を問わず検査精度の
安定に向けた取り組みを進める必要があると思われた．
1）富山県衛生研究所，2）神奈川県衛生研究所，3）大分県衛生環境研究センター，4）岡山県環境保健センター，5）山形県衛生研究所，6）宮城県保健環境センター，
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7）宮崎県衛生環境研究所，8）国立感染症研究所

○レジオネラ属菌検査法の現状と今後に向けた検討―外部精度管理試料安定化に向けた取り組み―
森本　洋
倉　文明編，厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）「公衆浴場等におけるレジオネラ属
菌対策を含めた総合的衛生管理手法に関する研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平
成 23 年 3 月，pp.157-161
液体培地を利用した試料作製を試みた．本模擬試料では，作製後 1 週間以内の検査であれば，未処理，酸処理の場合，
非選択分離培地，選択分離培地（今回は MWY）に関係なく , 比較的安定した検査結果を得ることができた．熱処理で
は , 試料作製 3 日以内であれば , 同様の結果を得ることができた．今後は , 保存期間の延長や他の選択分離培地の影響
を考慮した検討が必要である．

○北海道における HIV の現況と検査相談体制
長野秀樹，駒込理佳，三好正浩，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
22 年度研究報告書，慶應義塾大学，東京，平成 23 年 3 月，pp.179-185
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．2010
年の保健所における検査件数は前年比 34％減少したが，陽性者が 2 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（2010 年）
長野秀樹，駒込理佳，三好正浩，工藤伸一，岡野素彦，菊地正幸1），村椿絵美1），伊藤はるみ1）

竹田　誠編，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）「早期麻疹排除及び排除
状態の維持に関する研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平成 23 年 3 月，pp.32-35
2010 年度の北海道における麻疹患者報告数は 5 例であったが，うち 2 例は輸入感染事例で遺伝子型は H1 及び D4 で
あった．他の 3 例については，検査による確認はできなかった．
1）札幌市衛生研究所

○インフルエンザウイルス検査研究体制における地方衛生研究所間および国立感染症研究所との連携強化に関する研究
皆川洋子1），池田辰也2），水田克己2），長島真美3），新開敬行3），林　志直3），加瀬哲男4），高橋和郎4），戸田昌一5），
調　恒明5），吉富秀亮6），千々和勝己6），駒込理佳，長野秀樹，川上千春7），小渕正次8），滝澤剛則8），内野清子9），
田中智之9），平良勝也10），山下和予11），安井善宏1）

小田切孝人編，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）「地方自治体との連携
による新型インフルエンザおよび高病原性インフルエンザ変異株，薬剤耐性株等の早期検出，検査診断系の改良および
流行把握に関する研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平成 23 年 3 月，pp.32-35
リアルタイム RT-PCR を用いたオセルタミビル耐性変異（H275Y）検出システムの実地検証を実施した．プローブ部
位の変異により，本プライマー・プローブセットでは増幅できない株が存在することが示された．
1）愛知県衛生研究所，2）山形県衛生研究所，3）東京都健康安全研究センター，4）大阪府立公衆衛生研究所，5）山口県環境保健センター，6）福岡県保健環境研究
所，7）横浜市衛生研究所，8）富山県衛生研究所，9）堺市衛生研究所，10）沖縄県衛生環境研究所，11）国立感染症研究所

○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，後藤明子，工藤伸一
平成 22 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 23 年 3 月
微量の E 型肝炎ウイルス（HEV）を高感度に検出・型別する方法のプローブ，プライマーを改良し，対象検体の収集
及び RT-PCR 法によるスクリーニングを行った．E 型肝炎として届けられたヒト検体 42 株を RT-PCR により解析し
たところ，25 株は G4，17 株は G3 に分類された．HEV 保有が推定される動物の肝臓や，環境検体などからも HEV を
検出した．

○二枚貝喫食事例を対象としたノロウイルス以外の腸管系ウイルスの検索
吉澄志磨，後藤明子，石田勢津子，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）「食品中の病原ウイルスのリスク管理



─ 64 ─

に関する研究」平成 22 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 23 年 3 月，pp.105-127
各種腸管系ウイルスの食中毒への関与状況を明らかにするため，二枚貝の喫食のみられた集団胃腸炎 42 事例の患者糞
便を対象にウイルス検索を行ったところ，ノロウイルス（NoV），アイチウイルス（AiV），サポウイルス（SaV），ア
ストロウイルス（AstV），エンテロウイルスがそれぞれ 40，14，13，3 ，2 事例から検出された．また，食中毒の原因
食品と推定された二枚貝からも NoV，AiV，SaV，AstV が検出され，これらは二枚貝喫食による感染が懸念されるウ
イルスであると考えられた．
1）堺市衛生研究所

生物科学部
○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 22 年度研究成果報告書，北里大学獣医学部獣医学科，青
森，平成 23 年 3 月，pp.143-188
北海道に寄港した外国船からの不法上陸犬とキツネとの接触可能性を明らかにするため，北海道の港湾部において積雪
期の足跡調査を行った．その結果，ほとんどの埠頭でキツネの足跡が発見され，不法上陸犬との接触可能性が示され
た．また，北海道のキツネに狂犬病が発生した場合の拡散シミュレーションを試みた．このシミュレーションにはキツ
ネの個体数が重要なパラメータとなるため，北海道全域のキツネ個体数推定法として，自動撮影カメラによる定点観測
の応用可能性について検討した．




