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Human adenoviruses species D (HAdV-D) are known 

to cause severe epidemic keratoconjunctivitis. However, 

the isolation rate of HAdV-D is not high, because 

HAdV-D is usually slow to propagate. Although new 

types of HAdV-D have been reported, accurate 

surveillance has not been performed because of 

difficulties in culturing the viruses and lack of a 

practical identification method. 

In this study, HAdV-Ds were detected and identified 

from patients with epidemic keratoconjunctivitis in 

Fukui Prefecture during 1995-2010 by PCR, 

loop-mediated isothermal amplification (LAMP) of 

DNA, and conventional virus isolation and 

neutralization tests. 

All samples were subjected to culture and PCR and 

LAMP. A total of 124 strains of HAdV-D were detected

from 157 patients with epidemic keratoconjunctivitis. 

The strains consisted of the following types: D8 (n = 8), 

D19 (n = 4), D37 (n = 40), D53 (n = 5), D54 (n = 66), and 

D56 (n = 1). Among these, D53, D54, and D56 are new 

types that have been recently reported.  

The results of this study demonstrated that new 

types of HAdV-D caused epidemic keratoconjunctivitis 

during 1995-2010, and included an outbreak of 

keratoconjunctivitis caused by HAdV-D54. The LAMP 

method was able to detect and identify HAdV-D53 and 

HAdV–D54 in one hour, and may therefore be 

applicable for use at the bedside.  

 
 

（表題）福井県における 1995～2010 年の流行性角結膜炎
からの D 種アデノウイルスのサーベイランス

 
 
 

重症心身障害児(者)施設における呼吸器感染症のウイルス検索  
 

中村雅子・平野映子・小和田和誠・松田俊二*1・鈴木由美*2・野田雅博*3 

 

*1国立病院機構愛媛病院 *2国立病院機構下志津病院 *3国立感染症研究所 

 
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） 

「重症呼吸器ウイルス感染症のサーベイランス・病態解明及び制御に関する研究」 

平成 23 年度 総括・分担研究報告書 74-77(2012) 

  

国内の重症心身障害児（者）施設において 2011 年に発
生した呼吸器感染症 6 事例の原因ウイルス検索を試みた。 

その結果、2 事例からヒトメタニューモウイルス
（HMPV）が計 14 株、1 事例からヒトライノウイルス
（HRV）が計 5 株検出され、施設で発生する呼吸器感染
症にこれらのウイルスが関与していることが明らかにな
った。 

検出された HMPV は 13 株が genotypeA2、1 株が
genotypeB2 に分類された。これまで当該施設では呼吸器
感染症事例から HMPV A2 と B2 が検出されており、今回
検出された HMPV も同型であった。集団生活施設での

HMPV の流行はこれまでにもいくつか報告されているが、
その多くは春季から初夏に発生しているのに対し、本事例
は晩夏から初秋の発生であった。地域流行にも注意が必要
と思われる。 

検出された HRV は 4 株が HRV43 型、1 株が HRV 64

型に分類された。遺伝子検出および解析法を２つの領域
（VP-1 および VP4/VP2 領域）で比較した結果、いずれ
の領域でもほぼ同等の結果が得られた。HRV は小児、成
人の感染喘息に強く関与するウイルスとして近年注目さ
れており、集団内での HRV 動態に関して継続精査が必要
と考える。 
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小児科 Vol.52, No.11, 1463-1469 (2011) 

 

RS ウイルス感染症は、感染症法における五類定点把握
疾患である。乳児期の発症が多く、2 歳までにほぼ 100％
が初感染を受けるとされる。特に感染初期においては臨床
診断だけで RS ウイルス感染症を診断するのは困難であ
り、病原体の検査診断が重要である。 

検体は急性期にフロックドスワブ（COPAN 社）などの
しなやかなスワブを用いて、鼻腔から採取する。 

臨床現場では主に免疫クロマト法による抗原検出が行
われている。遺伝子検査法は、感度が非常に高くウイルス

の分子疫学などにも利用できる利点があるが、ゴールドス
タンダードは検出ウイルスの感染性を証明できるウイル
ス分離である。HaLa 細胞で分離されることが多く、陽性
ならば合胞体がみられる。失活しやすいため、効率的なウ
イルス分離のためには凍結融解を避ける。 

RS ウイルスは小児のみならず高齢者でも致死的感染症
を引き起こすことがある。検査診断による適切な RS ウイ
ルス感染症のコントロールが必要である。 
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 病原微生物検出情報 Vol.32, No.8(2011 年 8 月)  
 
国内でのライム病病原体 B. garinii の生態系における維

持伝播経路を調べるために、１）B. garinii の媒介マダニ
であるシュルツェマダニより分離された B. garinii 15 株、
２）ヒト患者皮膚病変部由来 B. garinii 19 株、３）国内野
鼠由来 B. garinii 18 株を研究に用いた。野鼠由来株の内訳
は、エゾヤチネズミ由来 10 株、アカネズミ由来 8 株であ
る。これら B. garinii 52 株は、高感度 DNA 型別法であ
る Multi-locus sequence typing（MLST）法により DNA

型別を行い、それぞれの DNA 型（Sequence type; ST）を
データベースと照合、解析を行った。 

 B. garinii の MLST 解析から、１）国内に存在する B. 

garinii は 2 群（B. garinii ST-group A, B. garinii ST-group 

B）に大別できること、２）患者由来株の 80％以上は B. 

garinii ST-group B であること、３）野鼠由来株はすべて
B. garinii ST-group B であること、さらに、４）患者分離
株の約半数が野鼠分離株で見出された DNA 型と一致する
ことが明らかとなった。国内患者株内で最も多く見出され
た DNA 型は ST131 である。この DNA 型は、北海道で捕
獲されたエゾヤチネズミの膀胱より分離された株と一致

するとともに、MLST データベースに登録されている、
NT29 株（長野県シュルツェマダニ由来株）とも一致した。
このことは、国内に分布する B. garinii の一部は少なくと
も野鼠を保菌宿主とし、シュルツェマダニにより伝播され
ることを示している。また ST131 や ST128 などの DNA

型は中国で分離された B. garinii 株（JW-1 株、NMK3 株）
とも一致している。このことは、B. garinii ST-group B は
日本のみならず中国でもライム病起因菌となっている可
能性が考えられた。 一方で、約 15％の患者分離株が B. 

garinii ST-group A に型別された。これら DNA 型はその
保菌動物は現在不明であるが、鳥類である可能性が考えら
れた。 

 我が国においては、ライム病ボレリア B. garinii 感染例
の少なくとも半数は野鼠由来 Borrelia 株と同一 ST であり、
また全体の 80%以上が ST-group B であることが明らかと
なった。このことから、国内に分布するヒト病原性 B. 

garinii は欧州とは異なり野鼠によって環境中で維持、伝播
されている可能性が強く示唆された。 
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福井大学地域環境研究教育センター研究紀要「日本海地域の自然と環境」No.18, 53-61 (平成 23 年 11 月) 

 

40 年近く蓄積された福井県内の水質常時監視データを
整理・解析し、県内河川のうち嶺南地域の河川について
1970 年代から 2000 年代までの水質のトレンドを調べた。
調査対象河川は、笙の川・井の口川水系、耳川水系、北川
水系とした。  

水中の有機物汚濁をあらわす代表的な指標である BOD

についてみると、嶺南地区の河川においても水質改善が進
んでいることがわかった。なかでも敦賀市内の河川につい
ては、1990 年代まで時々環境基準を超える BOD が観測
されていたが、2000 年代に入り基準超過はほとんどみら
れなくなるまで改善が進んだ。また、耳川および北川・南
川の 3 河川については、類型指定当時から BOD は環境基
準を下回っていたが、さらに年とともに低下する傾向がみ 

られた。 

一方、水中の浮遊物を表す SS 濃度についてみると、
1970 年代は多くの河川で 10mg/L を上回っており、なか
でも二夜の川末端、井の口川豊橋で環境基準の 25 mg/L

を超過していたが、その後、減少傾向が認められ、2000

年代には多くの河川で 10mg/L を下回るまでに改善され
た。 

また、全窒素については、多くの河川で上昇傾向が認め
られた。全窒素濃度が上昇している要因として、農業用肥
料などの人為的直接負荷のほか、大気降下物由来の負荷に
よることも考えられるため、今後は、河川水質と合わせて
降水中の窒素濃度の推移を注視していくとともに、その上
昇要因についてもさらに検討していく必要がある。 

 

 
 
 

福井県における大気汚染常時監視 
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福井県衛生環境研究センターでは 1970（昭和 45）年か
ら約 40 年間にわたり、大気汚染常時監視業務を行ってき
ている。これまでの取組み結果をもとに、福井県における
大気汚染状況の経年的な推移および大気汚染常時監視業
務の変遷についてとりまとめた。 

大気汚染状況の経年的な推移に関しては、二酸化硫黄
（SO2）、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）、光
化学オキシダント（Ox）、一酸化炭素（CO）、非メタン炭
化水素（NMHC）の 6 物質について、福井県の代表的測定
局 4 局（三国局、福井局、神明局、敦賀局；ただし CO に
ついては自排局 3 局）の平均濃度の過去 32 年間（1978～
2009 年度）の推移と環境省が集計した全国平均の濃度推移
とを比較した。 

その結果、本県における濃度推移の傾向は全国平均の傾
向と類似しており、ほとんどの項目で改善傾向が認められ
る（Ox のみ漸増傾向を示している）。 

また、濃度レベルにおいて、NO2、CO、NMHC に関し
て全国平均よりも低めであることが認められ、自動車排出
ガスの影響の差異によるものと考えられる。 

本県の大気汚染常時監視業務に関しては、昭和 40 年代
後半に関係法律の改正や福井臨海工業地帯（現テクノポー
ト福井）の造成を契機として、テレメータシステムの導入
など監視体制の整備が進んだ。 

県の測定局数は 1977（昭和 52）年にピーク（31 局）に
達したが、その後、大気汚染状況の全般的な改善傾向等を
踏まえて測定局配置の見直しが行われ、現在はピーク時の
約 2/3（18 局；移動測定局「みどり号」を含む）に減少し
た。 

テレメータの方式は当初は無線通信方式のみであった
が、2000（平成 12）年度から実施した測定局再配置に伴
って奥越地域や若狭地域の測定局とも通信を行うことが
必要になったことから、新たに有線（ISDN）通信方式を
取り入れた。 

また、インターネットが次第に普及してきたことから、
ホームページによるデータ提供機能や電子メールによる
高濃度発生通報機能をテレメータシステムに追加すると
ともに、データ収集に関しても電子メール方式を一部の測
定局（最近更新した「みどり号」など）で開始した。

 

誌上発表 5 

誌上発表 6 




