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感染症発生動向調査(2011 年 福井県) 
 

小和田和誠・平野映子・中村雅子・大村勝彦・石畒 史 

 

平成 23 年度地方衛生研究所全国協議会 東海・北陸支部 微生物部会（平成 24 年 3 月、岐阜市） 

 

感染症発生動向調査において、2011 年 1～12 月の間の
受付患者 328 名（331 検体）についてウイルス検索を実施
し、253 名（255 検体）からウイルスが検出された。 

インフルエンザ様疾患 159 検体については、AH1pdm

型 60 検体、AH3 型 41 検体、B 型 49 検体が検出された。 

呼吸器系（上気道炎、下気道炎等）疾患 81 検体につい
ては、RS ウイルス 14 検体（A 型：9 検体、B 型：5 検体）、
ヒトメタニューモウイルス 10 検体、アデノウイルス 7

検体（1 型：1 検体、2 型：1 検体、3 型：5 検体）、ライ
ノウイルス 5 検体等が検出された。 

感染性胃腸炎 25 検体については、ノロウイルス（GⅡ）

5 検体、A 群ロタウイルス 5 検体等が検出された。 

咽頭結膜熱 20 検体については、アデノウイルス 10 検
体（1 型：1 検体、3 型：9 検体）等が検出された。 

流行性角結膜炎 12 検体については、アデノウイルス 12

検体（3 型：6 検体、8 型：2 検体、37 型：2 検体、53 型：
2 検体）が検出された。 

エンテロウイルス系疾患（無菌性髄膜炎、手足口病等）
29 検体については、A 群コクサッキーウイルス 11 検体（6

型：8 検体、10 型：3 検体）等が検出された。 

陰部ヘルペス 2 検体については、単純ヘルペスウイルス
2 検体（1 型：1 検体、2 型：1 検体）が検出された。

 
 
 
 
 
 
 

平成 23年度食肉の食中毒菌汚染実態調査について 
 

大村勝彦（保健衛生部） 

 
 食中毒菌汚染実態調査は、平成 10 年度から厚生省（現
厚生労働省）が流通食品の細菌汚染状況を把握することを
目的として行われている。 

 当県は、平成 23 年度に本調査に参加し、平成 23 年 6

月 20 日付け食安発 0620 第 2 号厚生労働省医薬食品局食
品安全部長通知による、平成 23 年度食品の食中毒菌汚染
実態調査実施要領に基づき、腸管出血性大腸菌、サルモネ
ラ属菌等の調査を行った。 

平成 23 年 8 月から平成 24 年 1 月に福井市内の量販店
および食肉販売店で購入した角切りステーキ肉（成形肉）
12 検体、牛レバー10 検体、鶏ミンチ肉 10 検体、ロース
トビーフ 10 検体および馬肉（生食用）１検体の計 43 検
体について大腸菌、腸管出血性大腸菌（O157、O111 およ
び O26）、サルモネラ属菌およびカンピロバクター（牛レ
バーおよび鶏ミンチ肉のみ）の検査を実施した。 

各項目の検査方法は、平成 23 年 6 月 20 日付け食安発
0620 第 2 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知によ
る、「平成 23 年度食品の食中毒菌汚染実態調査実施要領」
に従い実施した。 

大腸菌は、ローストビーフおよび馬刺しを除く食肉 28 検
体（65.1％）から検出された。鶏ミンチ肉では、大腸菌が
すべての検体から検出された。 

 サルモネラ属菌は、鶏ミンチ肉の 7 検体から
Salmonella  Infantis および 2 検体から Salmonella  

Manhattan、計 9 検体（20.9％）から検出された。 

 カンピロバクターは、鶏ミンチ肉 6 検体（60％）およ

び牛レバー1 検体（10％）、計 7 検体（35％）から検出さ
れた。 

腸管出血性大腸菌 O157、O111 および O26 はいずれの
検体からも検出されなかった。 

 鶏ミンチ肉からの大腸菌、サルモネラ属菌およびカンピ
ロバクターの検出状況は、大腸菌、サルモネラ属菌および
カンピロバクターが同時に検出されたものが 5 検体、大腸
菌およびサルモネラ属菌が検出されたものが 4 検体、大腸
菌およびカンピロバクターが検出されたものが 1 検体で、
鶏肉の汚染が高かった。 

大腸菌の検出率を食品ごとに比較すると、鶏ミンチ肉
10 検体すべてから検出されており、牛レバーは 10 検体中
9 検体（90％）およびサイコロステーキは 12 検体中 9 検
体（75％）と高率に検出された。 

 鶏ミンチ肉の検体から大腸菌の他にサルモネラ属菌も
90％と高率に検出された。また、カンピロバクターも 60％
から検出され、鶏ミンチ肉での検出率が著しく高いことが
判明した。 

 平成 23 年度に当所で実施した県内の食鳥肉モニタリン
グ検査においても、6 検体中 5 検体からカンピロバクター
が、3 検体からサルモネラ属菌が検出されている。 

検出された食肉はいずれも生食用ではなかったが、喫食
の際には十分な加熱が必要であり、調理器具の二次汚染に
よる食中毒の発生も考えられることから食肉の衛生的な
取扱いの周知を図ることが重要であると思われた。 

 

学会等発表 33 
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ガスクロマトグラフィーによる玄米の残留農薬検査において 
検出される夾雑物成分について 

 

長谷川耕治（保健衛生部） 

 

玄米の残留農薬検査は健康福祉センターが収去したも
のについて、毎年 1 回行政検査を実施しているが、有機リ
ン系、有機塩素系、ピレスロイド系、含窒素系の残留農薬
をガスクロマトグラフィーによる検査を実施した際にク
ロマト上に農薬成分と同じ保持時間に検出される夾雑物
について、今後の分析上の参考として検討したので報告す
る。 

【方法】 

(1)使用データ：平成 22 年度、23 年度に実施した玄米（20

検体）の残留農薬検査データ。 

(2)調査対象：有機リン系農薬（30 項目）、有機塩素系及び
ピレスロイド系農薬（24 項目）、含窒素系農薬（44 項目）
の検査において、ブランクを含め全試料から検出された夾
雑物成分。 

(3)調査方法：GC/MS ライブラリーによる検索 

(4)使用機器： 

①GC/ECD（ヒュレットパッカード社製 HP6890） 

②GC/FPD（アジレント社製 6890N） 

③GC/NPD（アジレント社製 6890N） 

④GC/MS（サーモフィッシャー社製 PolarisQ） 

【結果および考察】 

① 有機リン系農薬のエトプロホスと同じ保持時間に検出
され、空試験試料も含め全試料から検出された夾雑物成分
を GC/MS ライブラリー検索により調べたところ、難燃剤
として使用される tributyl phosphate が高率でヒットし
たことにより、機器の注入口に使用する耐熱性ゴム製部品
であるセプタム由来の可能性もあり、溶出試験を実施した
ところ、その溶出液からエトプロホスと同じ保持時間にピ
ークが検出されたので、GC/MS でも分析を実施したが不
明であった。次回は、試験方法を再検討し、標準物質を用
いた試験を実施する必要があると思慮する。 

② 含窒素系農薬であるフルシラゾール、クレソキシムメ
チルにおいても、全試料から夾雑物が検出されているが、
GC/MS ライブラリー検索により調べたところ、低率では
あるが共通してリストアップされた成分としては
Glycine があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県から見る地球温暖化 
―学校の百葉箱は温暖化を観測するか？ ― 

 

坪川博之（健康長寿推進室） 

 

地球温暖化の現象がどのようなところにどのように生
じているかを、解り易いかたちで提供することを目的に、
「福井県から見る地球温暖化」を調査した。 

この調査では、 

・気象台等で観測された気象データ 

・当センターが調査している大気・水質等のデータ 

・農業試験場などの県関係機関のデータ等 

を収集・解析し、報告書に取りまとめた。 

これらの収集した気象データのなかには、大気汚染テレ
メータ、環境放射線監視テレメータ、ダム等気象台以外で
観測された気温があり、これらを整理したところ、2 基の
ダムにおいて、1990 年以降毎日 9 時観測された気温が低
下傾向にある現象がみられた。 

そのため、福井地方気象台で観測された気温を用いて検
討したところ、毎日一定の間隔で観測された気温から経年

変動の概要を判断しても大きな誤りはないと考えられた。 

したがって、これらのダムでは 1990 年以降、気温は低
下傾向にあると考えられる。 

さらに、「全国の気象台で観測された気温のなかに、1990

年以降低下の傾向を示している地点」を調べたところ、長
野県の野沢温泉等数箇所で見られた。 

これらから、以下の知見が得られた。 

・毎日、同一の場所・時間に測定された気温から、温暖化
の傾向を観測することができる。 

・場所によっては、その地域の気象台の観測とは異なる気
温変動をしている可能性がある。 

・そのような場所では、農作物の栽培等における温暖化対
策として、自身で、気温の変化を観測し、それに基づき対
策を講じる必要がある。

所内発表 2 

所内発表 4 
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ヒスタミンの迅速分析法の導入とその妥当性評価について 
 

平井知里（保健衛生部） 

 
 2011 年秋に地方衛生研究所全国協議会 東海北陸ブロ
ックの健康危機管理模擬演習として、ヒスタミン分析を行
うことになったことから、当所でも、名古屋市衛生研究所
の方法を参考に、迅速分析法を導入した。 

 本分析法は、メタノール抽出後に 50%HPLC 移動相で
希釈した試験液を、イオンペアクロマトグラフィーにより
UV 検出器で測定するものである。誘導体化などの前処理
が不要で、迅速分析が可能である。 

ヒスタミンの一般的な試験法としては、衛生試験法に記
載されているダンシル誘導体化法やキャピラリー電気泳
動法などがある。これらは、同定性・信頼性に優れている
が、前処理・精製に時間を要する。一方、簡易キットは、
操作が簡便で迅速分析が可能であるが、定量における精度
が不十分である。 

そこで、導入したヒスタミン迅速分析法について、厚生
労働省から出された「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」（以下、ガイドライン）

準じて妥当性評価を行い、定量における精度を確認した。 

マグロ魚肉をブランク検体とし、実施者 1 名による 1 日
1 回（2 併行）、5 日間の添加回収試験を実施した。添加濃
度は Codex の基準を参考に、試料中 100µg/g とした。 

その結果、真度（平均回収率）は 94.4%、併行精度は
2.0%、室内精度は 6.7%となり、ガイドラインの目標値を
満たした。選択性について、ブランク試料のクロマトグラ
ムを確認したが、定量を妨害するピークは見られなかった。 

また、迅速分析法の定量限界値が 100µg/g であることか
ら、添加回収試験から得られるヒスタミンのピークの S/N

比を確認したところ、10 以上であった。 

さらに、マグロ魚肉の他、アジ、サバの水煮、チーズに
ついても、100µg/g および 1000µg/g で添加回収試験を実
施したところ、いずれも 70%以上の良好な回収率を得た。 

今回導入したヒスタミン迅速分析法は、健康被害発生時
の迅速分析法として有用であるとともに、定量における精
度も高いことが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県における乾性沈着調査について 
－平成 20～22 年度調査結果について－ 

 

藤田由里香（環境部） 

 
 排出された汚染物質は、大気中で酸化され、地表面に沈
着し、地表面の酸性化を引き起こす。この沈着の過程には、
ガスや粒子の状態で直接地表面に沈着する乾性沈着と雨
や雪などに取り込まれて沈着する湿性沈着とがあり、福井
県では双方について調査を行っている。今回、平成 20～
22 年度に当センター屋上で実施した乾性沈着調査の結果
を用いて、インファレンシャル法により酸性成分（nss(非
海塩)−SO4

2
−

(p)*、NO3

−

(p)、SO2(g)、HNO3(g)）の乾性沈
着量を推定し、湿性沈着量と併せて評価を行った。 

乾性沈着については、硫酸成分（nss−SO4

2
−

(p)、SO2(g)）、
硝酸成分（NO3

−

(p)、HNO3(g)）ともに、ガス状成分の方
が粒子状成分よりも沈着しやすく、沈着量も多かった。ま
た、全成分ともに沈着量と濃度は同様に変動し、nss−SO4

2
−

 

(p) は春季、SO2(g)は冬季、NO3

−

(p)は春季から夏季、HNO3 

(g)は冬季に増加する傾向にあった。 

年間総沈着量（乾性沈着量＋湿性沈着量）は、硫酸成分、
硝酸成分ともに全国平均値よりも多い傾向にあった。また、
両成分とも、湿性沈着量が冬季に大幅に増加するため、総
沈着量も冬季に最も多かった。 

湿性沈着量と乾性沈着量の割合は、硫酸成分が湿性：乾
性＝8：2 で全国平均割合と概ね同じ割合であり、硝酸成
分が湿性：乾性＝7：3 で全国平均割合より湿性沈着の割
合が高い傾向にあった。 

今後、データを蓄積して長期的な変動を把握するととも
に、汚染物質の移流の影響等について詳しく解析していき
たい。 

*(p)：粒子状成分、(g)：ガス状成分 
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有用植物を利用した湖沼水質浄化研究（その 1） 
－水耕栽培施設について－ 

 

下中邦俊（環境部） 

 
 これまで三方湖では様々な水質浄化対策を行ってきて
いるが、水質の状態は横ばいで推移し、依然、環境基準は
達成されていない。今後さらなる湖水浄化対策をする必要
がある。 

そこで本研究では有用植物等を利用して、三方湖への流
入汚濁負荷の削減を検討する。 

本研究の特色としては、今までの湖水直接浄化対策だけ
ではなく、視点を変えて入口からの流入汚濁負荷を低減す
ることにより、さらなる三方湖の水質改善が期待できる。 

また福井県の気候に適し、かつ三方湖に流入する高汚濁
水に適合する有用植物を選定することができれば、本県の
風土に合った水質浄化法となり得る可能性がある。 

 

［研究計画］ 

平成 23 年度 

 ・水質浄化に効果的な有用植物の絞り込み 

 ・三方湖流域における流入汚濁負荷量調査 

平成 24 年度 

 ・絞り込んだ水質浄化法についての栽培条件および浄
化能力の検討 

 ・流入高汚濁負荷地点についての詳細調査 

平成 25 年度 

 ・高汚濁負荷水を用いた小規模プラントでの浄化実験 

 

今回の選定植物の窒素・りん吸収量結果は、わさび菜、
サニーレタスに十分な成長が見られ、次いでリーフレタス
（赤、黄）であった。またレモンパーム、美女なでしこ、
ビオラの成長は不良であった。 

 

＜今後の研究計画＞ 

○花き類 

花き研究所からの助言により水耕栽培に適した植物
（根から酸素吸収しやすい植物）を選定対象に加え、窒
素・燐吸収量等を比較検討していく。 

春：パンジー、ペチニア 夏：ひまわり、サルビア 

秋：コスモス、ベコニア 冬：スイセン 

○葉菜類 

農業環境技術研究所の助言により生育の良い植物（空
芯菜他）を選定対象に加え、吸収量を検討していく。 

○ハーブ類 

今後屋外実験等に移行する際、虫害防止になるのでよ
いとの助言をいただき、検討していきたい。 

 

 

 

 

 

有用植物を利用した湖沼水質浄化研究（その 2） 
－三方湖負荷量調査について－ 

 

南部浩孝（環境部） 

 
 これまで三方湖では様々な水質浄化対策を行ってきて
いるが、水質の状態は横ばいで推移し、依然、環境基準は
達成されていない。今後さらなる湖水浄化対策をする必要
がある。 

そこで本研究では有用植物等を利用して、三方湖への流
入汚濁負荷の削減を検討する。 

本研究の特色としては、今までの湖水直接浄化対策だけ
ではなく、視点を変えて入口からの流入汚濁負荷を低減す
ることにより、さらなる三方湖の水質改善が期待できる。 

また福井県の気候に適し、かつ三方湖に流入する高汚濁
水に適合する有用植物を選定することができれば、本県の
風土に合った水質浄化法となり得る可能性がある。 

 

○平水時調査 

調査地点：9 地点  

調査月 ：4、5、6、7、8、9、10、11、1 月の平水時 

9 回 

調査項目：流量、COD、T-N、T-P、D-COD、D-N、D-P

の 7 項目 

（D は 2µm のフィルターでろ過した河川水を分析した。） 

COD は全地点横ばい (2~4mg/L)で、TN は高瀬川
(1~2mg/L) 、鳥浜排水路(1~1.5mg/L) 、TP は鳥浜排水路
(0.15~0.25mg/L)が高い結果となった。 

 

○降雨時調査 

調査地点：9 地点  

調査月 ：5、12 月の降雨時 2 回  

調査項目：流量、COD、T-N、T-P、D-COD、D-N、D-P

の 7 項目 

（D は 2µm のフィルターでろ過した河川水を分析した。） 

 

濃度で比較すると、平水時に比べて島之内排水機場が 

COD、TN、TP ともに高い傾向を示した。また、鳥浜排
水路、島之内排水機場は D-TP が高い傾向を示した。  

 

＜今後の研究計画＞ 

今後は、鳥浜排水路、島之内排水機場、はす川、高瀬川
を重点的に、微量金属等の分析を行っていく。また今回得
られた結果を有用植物選定等の基礎条件に反映していく。

所内発表 8 
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福井県における花粉の飛散状況について 
 

酒井忠彰（健康長寿推進室） 

 
平成 19 年から実施している県内 2 地点（福井、敦賀）

におけるスギ・ヒノキ花粉の飛散状況調査の観測結果につ
いて整理・解析を行った。 

年間総飛散数は、スギが福井で 388～5,736 個/cm
2、敦

賀で 297～3,089 個/cm
2、ヒノキが福井で 45～1,414 個

/cm
2、敦賀で 36～2,578 個/cm

2 とシーズンにより大きく
変化している。 

この福井のスギ、ヒノキおよび敦賀のヒノキの年間総飛
散数はともに前年 7 月の日照時間との高い相関が確認さ
れた。 

福井のスギの各シーズンの飛散数の推移について気温
のみを変数とするシグモイド関数による近似を行ったと
ころ、各シーズンの花粉数の相対積算比の計算値と実測値
に高い相関が確認され、飛散数の推移が気温に大きく依存
することが示唆された。 

しかし、飛散開始時期や期間といった飛散パターンはシ 

ーズン間で大きく異なっていることから、気温の基準点を
福井よりも西に位置し、より気温上昇が早い越廼に移し、
近似を行ったところ、飛散開始初期の累積気温がシーズン
によらず一定の範囲内に収まった。また、飛散期間の温度
幅は 19 年から 23 年にかけて拡大しているが、これは越
廼と福井の気温上昇の差の拡大に対応していた。 

以上のことから、シーズン内の飛散数の推移パターン
（飛散開始時期や継続期間）は、観測地点近傍だけでなく
周辺地域を含めた地域における累積気温と関連している
ものと推察される。 

一方、飛散開始日は、累積気温が飛散開始時期となった
際、気温が大きく上昇した日またはその数日後に現れてい
る。 

また、日々の飛散数については、気温以外に湿度や日照
時間に影響を受けていることが示唆され、晴れて乾燥した
日が多くなる傾向がみられている。 

 

 

 

 

光化学オキシダント高濃度事例解析 
－Ⅱ型共同研究から－ 

 

山田克則（健康長寿推進室） 

 
 当センターは、現在、国立環境研究所と地方環境研究所
とのⅡ型共同研究のひとつである「PM2.5 と光化学オキ
シダントの実態解明と発生源寄与評価に関する研究」
（H22～24 年度）に参加している。この共同研究にはい
くつかの研究グループがあり、そのひとつである「データ
ベース・解析グループ」内のサブグループ「高濃度事例解
析グループ」において、最近の光化学オキシダント（Ox）
高濃度事例について解析を行っている。このうち、近畿・
東海・北陸（福井県）地域に関しては京都府が中心となっ
て作業を行っており、名古屋市と福井県が協力している。 

今回、2008 年度の高濃度事例の中から、福井県におい
て 100ppb 以上の高濃度を観測した日を含む、①5 月 21

日から 23 日にかけての事例、および、②6 月 10 日の事例
について解析を行った。 

解析方法は、濃度経時変化グラフ、天気図、後方流跡線
解析図、CFORS（化学天気予報システム）予測図、およ
び濃度分布・風向ベクトル図から高濃度発生状況を把握し、
そのメカニズムについて考察した。 

①の事例では、地域の最高濃度が 5 月 21 日は 123ppb、
22 日は 133ppb、23 日は 144ppb で、いずれも京都府南
部で 14～15 時に観測している。濃度経時変化グラフを見
ると、国設隠岐局における濃度が 20 日午後から上昇し、
21日には約80ppb、22日夜には約110ppbに達している。
同局の濃度は、大陸からの影響を反映するバックグラウン
ド濃度と考えられることから、この事例では、大陸からの
影響に国内の地域汚染による Ox が加わり、高濃度になっ

たと考えられる。 

福井県では、22 日と 23 日に 100ppb を超える濃度を観
測した。天気図、後方流跡線、濃度分布・風ベクトル図か
ら、22 日は西風が優勢であったため高濃度気塊が京都府
南部から滋賀県に移流し、一部が福井県敦賀地域に達した
と考えられる。最高濃度は 17 時に和久野局で観測した
105ppb であった。 

23 日の福井県での最高濃度は 14 時に今立局で観測し
た 107ppb であった。この日は早い時間帯から福井県を含
め各地で濃度が上昇した。これはバックグラウンド濃度が
高かったためと考えられる。 

なお、23 日夜には福井県嶺北地域で浮遊粒子状物質
（SPM）の高濃度を観測した。CFORS 予測図や国設隠岐
局の濃度変化から、高濃度の土壌性ダストを含む気塊が日
本海を通過したことの影響と考えられる。 

②の事例では、6 月 10 日の地域の最高濃度は 124ppb

で、15 時に愛知県、16 時に岐阜県で観測している。この
事例では国設隠岐局の濃度は約 60ppb で推移しており、
高濃度は国内の地域汚染の影響が大きかったと考えられ
る。 

福井県では、18 時に和久野局で最高濃度 105ppb を観
測した。天気図、後方流跡線、濃度分布・風ベクトル図か
ら、10 日午後に南風が優勢であったため、高濃度気塊の
一部が滋賀県から福井県敦賀地域に北上したと考えられ
る。 
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