
北海道では，シラカンバなどカバノキ属花粉が花粉症の

主要な原因花粉となっている が，函館など渡島地方で

は本州で問題となっているスギ花粉も多く観察される ．

その他の北海道における主な花粉症の原因花粉は，春先に

飛散するハンノキ属花粉，初夏と初秋に飛散するイネ科の

牧草などの花粉，秋のエゾヨモギなどヨモギ属花粉が挙げ

られる．なお，ハンノキ属花粉はカバノキ属と同じカバノ

キ科であり，カバノキ属と共通抗原を有していることから，

シラカバ花粉症患者はハンノキ属花粉でも症状を誘発する

ことが報告されている ．このように，北海道では春先か

ら秋にかけて様々な花粉の飛散が見られるが，北海道は広

く気候や植生に地域差があることから，花粉の種類や飛散

時期も地域差が見られる ．

花粉症対策としては，花粉症の原因となる花粉への曝露

を回避することが肝心である．具体的には，マスクやメガ

ネの着用，外出を控えること，花粉を飛散している木に近

づかない，洗濯物を外に干さない，洋服についた花粉を良

く落としてから家に入るなどが考えられる．これらを実践

するためには，どのような花粉がいつ頃飛散するのか，と

いう情報が不可欠である．特に北海道において最も花粉症

の原因となっているカバノキ属花粉については，花粉飛散

量の年次変動幅が大きく ，飛散開始時期の予測，花粉

飛散量の予測に関する情報に対する道民や医療機関からの

要望が多い．

我々は，1996年からカバノキ属花粉飛散状況の調査を

札幌で開始し，1997年に帯広保健所，北見保健所，1998

年に上川保健所，2000年に渡島保健所，2004年に岩見沢

保健所と，各道立保健所が順次参加し，現在では道内６都

市において調査を行っている ．本稿では，2014年の

道内６都市における，ハンノキ，スギ，シラカバ，イネ科

植物，ヨモギの花粉飛散状況調査で得られた知見について

報告する．

函館（渡島総合振興局合同庁舎屋上，地上14m），札幌

（北海道立衛生研究所屋上，地上16m），岩見沢（空知総

合振興局合同庁舎屋上，地上19m），旭川（上川総合振興

局合同庁舎２階屋上，地上5m），帯広（十勝総合振興局

合同庁舎屋上，地上16m），北見（オホーツク総合振興局

― ―73

道衛研所報 Rep.Hokkaido Inst.Pub.Health,65,73-76（2015)

2014年の北海道６都市における空中花粉飛散状況

Survey of Airborne Pollen in Six Cities in Hokkaido,Japan in 2014

武内 伸治 佐藤 正幸 小林 智 青塚 翔汰

宍戸 敦子 川口 愉加 北崎 信仁 村田 博光

菅原 尚子 山崎 信一 髙橋 諒 菊池 英次

山本 聡 吉井 雅博 木村 徳治 古田 雅弘

渡辺 淳一 長瀬 聡美 山崎 隆一 跡部美由紀

掛端 泰司 小島 則幸

Shinji TAKEUCHI,Masayuki SATO,Satoshi KOBAYASHI,Shota AOTSUKA,

Atsuko SHISHIDO,Yuka KAWAGUCHI,Nobuhito KITAZAKI,Hiromitsu MURATA,

Naoko SUGAWARA,Shinichi YAMAZAKI,Ryo TAKAHASHI,Eiji KIKUCHI,

Satoshi YAMAMOTO,Masahiro YOSHII,Noriharu KIMURA,Masahiro FURUTA,

Jun-ichi WATANABE,Satomi NAGASE,Ryuichi YAMAZAKI,Miyuki ATOBE,

Taiji KAKEHATA and Noriyuki KOJIMA

 

Key words：airborne pollen (空中花粉）；hay fever (花粉症）；Betula (カバノキ属）；birch (シラカ
バ）；pollen information (花粉情報）

北海道渡島総合振興局保健環境部保健行政室

現 北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室

北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室

北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室

北海道帯広総合振興局保健環境部保健行政室

北海道北見総合振興局保健環境部保健行政室

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課



北見地域保健室（北見保健所）車庫屋上，地上5m）に

ダーラム型花粉捕集器 を設置し，空中花粉の捕集を

行った．すなわち，ワセリンを塗布したスライドグラスを，

塗布面を上向きにして花粉捕集器の所定の場所に取り付け，

自然落下する花粉を粘着捕集した．毎朝定時（９時）にス

ライドグラスを交換することにより，24時間の花粉捕集

を行った．調査は2014年４月（函館，札幌は３月）から

９月（札幌は10月）の終わりまで実施した．

スライドグラス上の花粉は，ゲンチアナバイオレットグ

リセリンゼリーを用いて，18×18mmのカバーグラスの

下に染色封入した．カバーグラスの範囲（3.24cm）に存

在する染色された花粉を顕微鏡下で計数し，1cm 当りの

数に換算し，１日ごとの花粉捕集数を算出した．この捕集

数を花粉飛散量とみなした．花粉の同定は，標準花粉プレ

パラートとの比較，検索表 及び観測地点周辺の植物の

開花時期を参考にして，イネ科は属レベルまでの識別が難

しいため科レベルまで，それ以外の花粉は属レベルまで識

別を行った．

図1に2014年の道内６観測地点におけるハンノキ属花

粉の日花粉捕集数の推移を示した．３月から観測を開始し

た函館と札幌以外は４月からの観測結果である．６地点の

うち北見の観測地点で最も多くのハンノキ属花粉が観測さ

れ，以下，旭川＞岩見沢≒札幌＞函館≒帯広の順に少なく

なった．

図2に2014年の道内６観測地点におけるスギ花粉の日

花粉捕集数の推移を示した．６地点のうち函館の観測地点

で他地点よりも飛び抜けて多くのスギ花粉が観測されたが，

このことは既存の報告 と同様の傾向であった．以下，岩

見沢で比較的多くのスギ花粉が観測された以外はごく少量

の捕集数に留まった．

図3に2014年の道内６観測地点におけるカバノキ属花

粉の日花粉捕集数の推移を示した．６地点におけるカバノ

キ属花粉の総捕集数（ある年における日ごとの花粉の捕集

数の総計）は，札幌＞北見＞岩見沢＞旭川＞帯広＞函館の

順であった．札幌では日最大捕集数（ある年の一日当たり

の花粉の捕集数が最も高かった日における花粉捕集数）の

最高値を５月２日に更新（これまでの日最大捕集日は

2008年の４月23日であった）したが，飛散期間の前半に

多くの花粉が捕集されていた．このことから，後半に花粉

を飛散させるウダイカンバやダケカンバ よりも前半に

花粉を飛散させるシラカンバが主要な花粉の飛散源であっ

たことが推察された．

表1に2014年の道内６都市におけるカバノキ属花粉調

査結果を示した．札幌では，カバノキ属花粉の総捕集数，

日最大捕集数共に19年間の観測史上最も高い値を記録し

た．この理由の１つとして，札幌では４月中旬から５月上

旬まで気温が高く，飛散開始日を挟んで雨がほとんど降ら

ない日が34日間も続いたことが花粉飛散に好条件となっ

たと考えられる．なお，飛散開始日を挟んで２番目，３番

目に雨が降らなかった年は，2012年（24日間，総捕集数

図1 道内６都市におけるハンノキ花粉捕集数

岩見沢，旭川，帯広，北見では４月１日から花粉観測を開始した．

図2 道内６都市におけるスギ花粉捕集数

岩見沢，旭川，帯広，北見では４月１日から花粉観測を開始した．
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430個/年），2008年（11日間，総捕集数2,800個/年）で

あった．特に2008年は，2014年に次いで多くのカバノキ

花粉が飛散した年であった．さらに，飛散開始後に1mm

以上の雨が降らなかった日数を比較すると，2008年が６

日間であったのに対し，2014年は21日間と圧倒的に長期

間であった．他の５都市では，総捕集数の最高値を更新し

た地点は無かったが，北見で2011年，2005年に次ぐ３番

目に多くカバノキ属花粉が観測された．

カバノキ属花粉の総捕集数は年によって約20倍の増減

が見られ，総捕集数は前年の夏の気象条件の影響を受ける

と言われている ．そこで，各都市における総捕集数の平

年値（ここでは過去10年間の平均値を平年値とする）を

それぞれ100％として2014年の各都市の値を表すと，函

館39％，札幌280％，岩見沢150％，旭川 110％，帯広

50％，北見180％であった．このように，2014年はカバノ

キ属花粉の総捕集数の多寡に関しては，全道的な同調傾向

が見られなかった．このことから，各都市でそれぞれ空中

花粉の観測を行うことの重要性が再認識された．

図4に2014年の道内６観測地点におけるイネ科花粉の

日花粉捕集数の推移を示した．６地点のうち札幌の観測地

点で飛び抜けて多くのイネ科花粉が観測され，次いで岩見

沢の観測地点で比較的多くのイネ科花粉が観測された．イ

ネ科花粉は，主に牧草や牧草由来の雑草が飛散源となるた

め．観測地点周辺の雑草の生育状況や草刈りの頻度による

局地的な影響が大きいと考えられる．また，水稲の栽培が

盛んな旭川周辺や富良野周辺の地域や，牧草地が広がる紋

別や根室などの地域で，アレルギー性鼻炎患者のイネ科花

粉抗原に対するCAP-RASTの陽性率が高いという報告

もある ．

図5に2014年の道内６観測地点におけるヨモギ属花粉

の日花粉捕集数の推移を示した．ヨモギ属花粉の観測は札

幌では観測開始時点から行ってきたが，住民や医師等の要

望により，2014年から他の５地点でも観測を正式に開始

した（研究の一環で測定を行った地点や，測定担当者に

よってはこれまでもヨモギ属花粉を測定対象に加えていた

地点もある）．６地点のうち札幌と岩見沢の観測地点で比

較的多くのヨモギ属花粉が観測されたが，全体的に捕集数

は少なかった．イネ科花粉と同様に，観測地点周辺の草刈

りの頻度による局地的な影響が大きいと考えられる．

図3 道内６都市におけるシラカバ花粉捕集数

表1 2014年の北海道の６観測地点におけるカバノキ属花粉の飛散状況

観測地点
観測年数

〔年〕
初観測日 飛散開始日 飛散終了日

飛散期間

〔日数〕

総捕集数

〔個/cm/年〕
最大飛散日

日最大捕集数

〔個/cm/日〕

函館 15 ３月31日 ５月１日 ６月３日 34 85 ５月２日 22

(平年値 ) (４月22日) (５月１日) (６月５日) (36) (220) (５月９日) (35)

札幌 19 ４月24日 ４月25日 ６月11日 48 3,299 ５月２日 696

(平年値) (４月22日) (４月28日) (６月13日) (47) (1,300) (５月10日) (210)

岩見沢 11 ４月25日 ５月１日 ６月９日 40 694 ５月３日 95

(平年値) (４月25日) (５月３日) (６月８日) (37) (460) (５月12日) (150)

旭川 17 ４月25日 ５月２日 ６月14日 44 748 ５月11日 105

(平年値) (４月28日) (５月６日) (６月15日) (41) (690) (５月14日) (120)

帯広 18 ４月28日 ４月30日 ６月４日 36 198 ５月３日 21

(平年値) (４月26日) (５月６日) (６月16日) (42) (390) (５月18日) (83)

北見 18 ４月25日 ４月30日 ６月13日 45 1,152 ５月５日 247

(平年値) (４月30日) (５月６日) (６月19日) (45) (660) (５月12日) (140)

：直近の10年間(2005～2014年)の平均値
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花粉症対策のためにはいつ頃どのような花粉がどれくら

い飛散しているかを把握することが不可欠であり，花粉飛

散情報に対する住民の関心は高い．また，花粉飛散開始日

や花粉飛散量の予測についても精度の向上が求められてい

る．これらの予測精度を向上させるためには，長期にわた

る調査結果の蓄積が不可欠であることから，今後も引き続

き空中花粉の調査を継続していきたい．
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