
企画総務部

１ 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

神谷信行 ，灘岡陽子 ，杉下由行 ，早田紀子 ，戸来小太郎 ，池田一夫 ，中野道晴，岸本 剛 ，山田文也 ，塩

原正枝 ，吉住正和 ，奥山裕子 ，近内美乃里 ，小林八重子 ，石田篤史 ，堀元栄詞

厚生労働省科学研究費補助金（新型インフルエンザ等振興・再興感染症研究事業）「自然災害時を含めた感染症サー

ベイランスの強化・向上に関する研究」平成24年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平成25年３

月，pp.49-56

首都圏インフルエンザ患者報告数Webシステムの運用及び他疾患を対象とするための検討を行った．また，NESID

還元データ等を利用し，インフルエンザ流行状況の分析を行った．

東京都健康安全研究センター， 埼玉県衛生研究所， 群馬県衛生環境研究所， 神奈川県衛生研究所， 千葉県衛生研究所， 富山県衛生研究所

２ 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

神谷信行 ，杉下由行 ，秋葉哲哉 ，早田紀子 ，中野道晴，岸本 剛 ，山田文也 ，中村政彦 ，吉住正和 ，高橋

智恵子 ，甲賀健史 ，小林八重子 ，石田篤史 ，三﨑貴子 ，丸山 絢 ，堀元栄詞 ，吹屋貞子 ，川原明子 ，渡

邊悦子 ，白石薫子 ，尾関由姫惠 ，斉藤章暢 ，鈴木智之 ，八幡裕一郎

厚生労働省科学研究費補助金（新型インフルエンザ等振興・再興感染症研究事業）「自然災害時を含めた感染症サー

ベイランスの強化・向上に関する研究」平成25年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，東京，平成26年３

月，pp.33-58

地方感染症情報センターにおける感染症発生動向調査機能の実態を把握するため，規模，人員体制や管轄保健所，定

点医療機関数，情報処理事務量等のアンケート調査及び情報提供機能としてのWeb発信状況の調査を行った．

東京都健康安全研究センター， 埼玉県衛生研究所， 群馬県衛生環境研究所， 神奈川県衛生研究所， 千葉県衛生研究所， 川崎市健康安全研究

所， 富山県衛生研究所， 山口県環境保健センター， 福岡県健康環境研究所， 滋賀県衛生科学センター， 国立感染症研究所

３ 疫学情報解析機能の強化と人材育成に関する研究

小澤邦壽 ，中野道晴，岸本 剛 ，尾関由姫惠 ，八幡裕一郎 ，住友眞佐美 ，神谷信行 ，灘岡陽子 ，鈴木智之 ，

吹屋貞子 ，吉村健清 ，坂本龍彦 ，吉住正和 ，後藤考市

厚生労働省科学研究費補助金（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網羅的迅速検査法

の確立と，その精度管理の実施，及び疫学機能の強化に関する研究」平成24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25年３月，pp.43-58

地方衛生研究所における疫学情報機能強化のため，各自治体の実情に合わせた研修プログラムを作成した．また，

NESID週報作成に使用する地図表示ソフトの開発を行った．

群馬県衛生環境研究所， 埼玉県衛生研究所， 国立感染症研究所， 東京都健康安全研究センター， 岐阜大学医学部付属病院， 山口県環境保健セン

ター， 福岡女子大学， 福岡県保健環境研究所

４ 疫学情報解析機能の強化と人材育成に関する研究

小澤邦壽 ，中野道晴，岸本 剛 ，尾関由姫惠 ，八幡裕一郎 ，住友眞佐美 ，神谷信行 ，灘岡陽子 ，鈴木智之 ，

吹屋貞子 ，吉村健清 ，坂本龍彦 ，吉住正和 ，後藤考市

厚生労働省科学研究費補助金（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網羅的迅速検査法

の確立と，その精度管理の実施，及び疫学機能の強化に関する研究」平成22～24年度総合研究報告書，山口県環境

保健センター，山口，平成25年３月，pp.83-100

これまで地方感染症情報センター担当職員に対する研修制度がなかった．関連する会議でこれを求める声が多かった

ことから，国立感染症研究所が実施する実地疫学養成コースに地方感染症情報センター向けの研修を盛り込み，実施

した．

群馬県衛生環境研究所， 埼玉県衛生研究所， 国立感染症研究所， 東京都健康安全研究センター， 岐阜大学医学部付属病院， 山口県環境保健セン

ター， 福岡女子大学， 福岡県保健環境研究所
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理化学部

５ 室内環境における準揮発性有機化合物の多経路曝露評価に関する研究―室内空気中の可塑剤分析法の検討―

武内伸治

平成25年度厚生労働省科学研究費補助金（化学物質リスク研究事業）分担研究年度終了報告書，北海道立衛生研究

所，札幌，平成26年３月

全国21軒の住宅における室内空気中の可塑剤及び難燃剤54物質を，ガス状及び３段階の粒子状に分けて捕集し測定

したところ，分子量の小さい化合物はガス状で，分子量が大きいものは粒子状で存在する傾向が認められた．

６ 放射能調査年報56（平成24年４月～平成25年３月）

青柳直樹，市橋大山，佐藤千鶴子，高野敬志，横山裕之

北海道立衛生研究所理化学部生活保健グループ編，北海道立衛生研究所，札幌，平成25年12月

原子力規制委員会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調査に関する平成24年度の調査結果をま

とめた．淡水からヨウ素-131，降下物（2012年４，６月），サケ，マダラからセシウム-134，降下物（2012年４～６

月），蛇口水，淡水，土壌，ダイコン，フナ，サケ，マダラ，ホッキガイからセシウム-137が検出された．

食品科学部

７ 環境化学物質によるダイオキシン受容体を介したTh17細胞分化に及ぼす影響

小島弘幸，武内伸治，室本竜太

平成25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26年３月

ダイオキシン類やイソフラボン類のAhRアゴニストが，マウスEL4細胞での IL-17遺伝子発現を増強することを

認め，AhR-knockdown EL-4細胞を用いた解析では，これらの IL-17発現への作用がAhR依存的であることを明

らかにした．

北海道大学大学院薬学研究院

８ 平成25年度食品中に残留する農薬等の摂取量調査

青栁光敏，柿本洋一郎，千葉真弘

北海道立衛生研究所食品科学部食品安全グループ編，平成25年度食品中に残留する農薬等の摂取量調査委託事業実

績報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成26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，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．各群に含まれ

る農薬19種について分析し，農薬摂取量を計算した．

感染症部

９ レジオネラ属菌検査法の安定化に向けた取り組み

森本 洋，磯部順子 ，緒方喜久代 ，中嶋 洋 ，小川恵子，金谷潤一 ，田中 忍 ，長瀬敏之，武藤千恵子 ，山

口友美 ，吉野修司 ，渡辺ユウ ，渡辺祐子 ，倉 文明 ，前川純子 ，黒木俊郎

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）「レジオネラ検査の標準化及び消

毒等に係る公衆浴場等における衛生管理手法に関する研究」平成25年度総括・分担研究報告書，国立感染症研究所，

東京，平成26年３月，pp.105-132

シスメックス・ビオメリュー社のBioBallを利用し，外部精度管理を試みた．参加機関ごとの検査方法の違いが結

果に大きく影響していると思われ，全国共通の標準的検査方法による体制作りが必要と思われた．

富山県衛生研究所， 大分県衛生環境研究センター， 岡山県環境保健センター， 神戸市環境保健研究所， 東京都健康安全研究センター， 宮城県保

健環境センター， 宮崎県衛生環境研究所， 仙台市衛生研究所， 神奈川県衛生研究所， 国立感染症研究所

10 2013年の北海道における麻疹・風疹について

三好正浩，駒込理佳，長野秀樹，岡野素彦，大西麻美 ，伊藤はるみ

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）「麻疹ならびに風疹排
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除およびその維持を科学的にサポートするための実験室検査に関する研究」平成25年度総括・分担研究報告書，国

立感染症研究所，東京，平成26年３月，pp.80-85

2013年の北海道における麻疹及び風疹の発生状況及び検査結果について報告した．麻疹及び風疹の患者報告数は，

それぞれ２例及び109例であった．これらの検査において麻疹ウイルス遺伝子は検出されなかったが，36例の風疹

患者から風疹ウイルス遺伝子が検出された．

札幌市衛生研究所

11 北海道におけるHIV感染と検査

長野秀樹，駒込理佳，三好正浩

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検査相談の充実と利用機会の促進に関する研

究」平成25年度研究報告書，慶應義塾大学，東京，平成26年３月，pp.52-58

2013年の北海道における新規HIV感染者・AIDS患者の発生状況と，道が実施した検査の結果について報告した．

新規HIV感染者は23名，AIDS患者は13名であった．検査を受検した者は777名で，１名が陽性となった．この

陽性例について遺伝子型別を試みたところサブタイプＢが検出された．

12 市販カキからの腸管系ウイルスの検出

吉澄志磨，田中智之

野田 衛編，厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）「食品中の病原ウイルスの検出法に関する

研究」平成25年度総括・研究分担報告書，国立医薬品食品衛生研究所，東京，平成26年３月，pp.121-125

カキのウイルス汚染状況の把握を目的として，2013年２月に加工された国産の市販生カキを対象に，ノロウイルス，

サポウイルス，Ａ型肝炎ウイルス，Ｅ型肝炎ウイルスの検索を行った．また，ヒトでの流行状況とカキからの検出状

況の関連性について考察した．

堺市衛生研究所

13 新規２色蛍光検出／型別法の確立とＥ型肝炎ウイルス地域流行の解析

石田勢津子，吉澄志磨，後藤明子，長野秀樹

平成25年度科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）研究実施状況報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成26年５月

2013年９月末～11月に１保健所管内から届け出られた４例のウイルスの配列は100％一致し，数年間にわたってそ

の周辺において相同性の高い株が保存されていることが明らかになった．遺伝子検査と抗体検査の比較から，発症か

ら４週までは遺伝子検査が，以降は抗体検査が有効と考えられた．

14 実用化に向けたエキノコックス終宿主粘膜免疫ワクチンの改良と再感染防御機能解析

孝口裕一

平成25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26年３月

ビーグル犬にエキノコックス幼虫を繰り返し連続的に感染させると，寄生する虫体数が減少することが明らかになっ

た．連続感染後，半年間通常飼育したイヌも単回感染の寄生数より著しく少なく，イヌの感染防御が長期間に渡って

働いている可能性があることを示唆した．

15 In vitro実験におけるミルベマイシンオキシム＋プラジカンテル製剤の北海道ならびにヨーロッパで分離されたエキ

ノコックスに対する殺虫効果の比較検証に関する研究

八木欣平，孝口裕一，入江隆夫，山野公明

平成25年度民間等共同研究報告書，北海道立衛生研究所，札幌，平成26年３月

ミルベマイシノキシムおよびプラジカンテルの合剤駆虫薬のエキノコックスに対する有効性を，北海道およびヨー

ロッパ分離株を用いて比較した．その結果，本合剤が両株に同等の効果を示すことが明らかになった．

16 エキノコックス等寄生虫感染撲滅のための方策の研究と効率の良い有効評価方法の開発

神谷正男 ，スミヤ・ガンゾリク ，小林文夫 ，斎藤通彦 ，野中成晃 ，関口 敏 ，奥祐三郎 ，党志 勝 ，梅

田 滋 ，加地祥文 ，岡崎克則 ，黄 鴻堅 ，高橋 徹 ，髙橋俊幸，浦口宏二，山野公明，孝口裕一，入江隆夫，

八木欣平

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）「動物由来感染症に対
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するリスク管理手法に関する研究」平成25年度総括・分担研究報告書，千葉科学大学，千葉，平成26年４月，pp.

110-117，294-314

北海道のエキノコックス症対策のための手法を確立するために，フィールドにおけるベイト散布の結果の解析，地域

における本症のリスク分析，動物実験によるエキノコックス対策法の開発（ワクチン開発）ならびに，動物園動物の

自然感染例の解析等を行った．

環境動物フォーラム， 酪農学園大学， 宮崎大学農学部， 鳥取大学農学部， コミュニティ研究所， 厚生労働省， 倶知安町， 麻布大学獣医学

部， 北海道獣医師会
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