
花粉症の発症を防ぐためには，花粉症の原因となる花粉
への曝露を避けることが重要であり，そのためには花粉の
種類，飛散時期及び飛散量に関する情報が不可欠である．
我々は，花粉症の予防を目的として，１９９６年に花粉飛散
調査を開始し，現在では道内６都市（函館，札幌，岩見沢，
旭川，帯広，北見）において花粉飛散状況の調査を行って
おり，これまで飛散予測研究や調査結果について報告して
きた１―１１）．
本稿では，昨年１１）に引き続き２０１６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
粉飛散状況調査結果を報告する．なお，シラカンバ，ダケ
カンバ，ウダイカンバ等のカバノキ属植物花粉については，
形態による識別が困難であるため，本稿では「シラカバ花
粉」と総称する．花粉の調査地点は以下に示す６カ所であ
り，既報１１）と同様にダーラム型花粉捕集器を下記の花粉観
測地点にそれぞれ設置した．

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北見地域保健室（北見保健
所）車庫屋上，地上５m

空中花粉の捕集，識別，計数は，既報１１）に従い行った．
すなわちワセリンを塗布したスライドグラスを花粉捕集器
に固定し，自然落下する花粉を捕集した．捕集時間は，毎
朝定時（９時）にスライドグラスを交換した後から２４時
間とした．調査は２０１６年４月（函館，札幌は３月）から
９月末（札幌は１０月末）までの期間に実施した．北見で
は土，日及び祝日はそれらの前日とまとめて１枚のスライ
ドグラスに花粉を捕集した．花粉の観察は，スライドグラ
ス上の花粉をゲンチアナバイオレットで染色した後，顕微
鏡下で識別及び計数を実施した．花粉の同定は，標準花粉
プレパラートとの比較，検索表１２）及び観測地点周辺の植物
の開花時期を参考にして行い，属レベルまでの識別を行っ
た．ただし，イネ科花粉は花粉形態が単純で属間の識別が
困難であるため，科レベルまで識別した．
図１に，ハンノキ属花粉の捕集数を示した．各観測施設

の屋上の積雪状況等を考慮して花粉捕集器の設置時期を定
め，函館は３月１１日から，札幌は２月２２日から，その他
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の４カ所は４月１日から花粉観測を始めた．札幌では，２０１５
年と同様に飛散開始が例年よりも約３週間早く，２月２８
日にハンノキ属花粉の飛散が確認されたが，花粉捕集ピー
クは２０１５年よりも１０日遅かった．２０１６年のハンノキ属
花粉捕集数は，総捕集数が最も多かった２０１５年に次いで
２番目に多かった．飛散が多かった日の風向きには特定の
傾向が認められなかったことから，局地的な影響ではない
ことが推察された．一方，函館，岩見沢，旭川，帯広及び
北見における２０１６年の総捕集数は，例年と比較して
５．８％，１４％，６４％，１１４％及び１７％であった．
図２に，スギ属花粉の捕集数を示した．函館では２０１３

年からスギ属花粉の飛散が少ない年が続いており，２０１６
年においても例年値（６３０個／年）の約１／７の捕集数であっ
た．札幌では，２０１５年に引き続き，函館を上回る数のス
ギ属花粉が観測され，２０００年の３００個／年に次いで２番目
に多い捕集数（２４０個／年）であった．３月２９日に１７０個／
日のスギ属花粉が観測されたが，その日は南南西の風もあっ
たことから，円山公園周辺のスギ属の花粉の飛散による影

図１ 道内６都市におけるハンノキ属花粉捕集数（２０１６年）
函館では３月１１日から，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．北見では土日祝日はその前日を含めた花
粉捕集数の平均値を示した．

図２ 道内６都市におけるスギ属花粉捕集数（２０１６年）
図３ 道内６都市におけるシラカバ花粉（カバノキ属花粉）

捕集数（２０１６年）
函館では３月１１日から，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．北見ではスギ属花粉が２０１６年は観察されな
かった． 北見では土日祝日はその前日を含めた花粉捕集数の平均値を示した．
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響である可能性が考えられた．その他の観測地点では２０１５
年と同様に捕集数は少なく，北見では２０１６年はスギ属花
粉が全く観測されなかった．
図３に，シラカバ花粉の捕集数を，表１にシラカバ花粉

の飛散状況を示した．函館では２０１２年以来シラカバ花粉
の捕集数が少ない状態が続いていたが，２０１６年は例年値
（１９０個／年）には届かなかったものの，この５年間では最
も多い捕集数（１００個／年）であった．札幌の花粉飛散量
については，当初は前年（２０１５年）の気象条件から例年

値よりも少なめと予測されていたが，花粉飛散前に行った
現地調査により雄花序５）を枝先に大量に付けたシラカンバ
が多数確認されたことから，花粉飛散量の増大が懸念され
た．このことから，当所ではホームページ等で注意を呼び
かけたところだが，結果としても札幌の２０１６年はシラカ
バ花粉の総捕集数が過去３番目に多い年であった．今後は
シラカバ雄花序数の情報５）も考慮して，予測精度を向上さ
せる必要があると考える．岩見沢と帯広では例年値に近い
シラカバ花粉捕集数であり，旭川と北見は例年値より少な
い結果であった．６地点共に飛散期間後半の５月２０日前
後にシラカバ花粉捕集ピークが観測されたことから，シラ
カンバよりも花粉飛散時期が遅いダケカンバやウダイカン
バ１３）の花粉が飛散したことが推察された．

表１ ２０１６年の北海道の６観測地点におけるシラカバ花粉（カバノキ属花粉）の飛散状況

図４ 道内６都市におけるイネ科花粉捕集数（２０１６年） 図５ 道内６都市におけるヨモギ属花粉捕集数（２０１６年）
函館，岩見沢，旭川，帯広，北見では９月３０日に花粉観測を終了し
た．北見では土日祝日はその前日を含めた花粉捕集数の平均値を示
した．

函館，岩見沢，旭川，帯広，北見では９月３０日に花粉観測を終了し
た．北見では土日祝日はその前日を含めた花粉捕集数の平均値を示
した．
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図４に，イネ科花粉の捕集数を示した．６観測地点の内，
札幌で非常に多くのイネ科花粉が観測され，次いで旭川で
比較的多くのイネ科花粉が観測された．イネ科花粉は牧草
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等，局地的な要因による影響
が大きいと考えられた．
図５に，ヨモギ属花粉の捕集数を示した．６地点の内，

札幌で比較的多くのヨモギ属花粉が観測されたが，全体的
に捕集数は少なく，北見では２０１６年はヨモギ属花粉が全
く観測されなかった．イネ科花粉と同様に，ヨモギ属花粉
も観測地点周辺の草刈りの頻度等の局地的な要因による影
響が大きいことが推測された．
花粉症対策を的確に進めるためには，花粉の種類，飛散

時期及び飛散量を正確に把握することが必要である．近年，
これらの花粉飛散情報の提供に対する道民，医療機関及び
報道機関等からの要望が強くなってきており，更なる予測
精度の向上を図ることが求められている．そのためには，
長期にわたる調査結果の蓄積及び新しい予測手法の開発研
究が不可欠であり，今後も引き続き空中花粉の調査を継続
していくことが必要である．
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