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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  
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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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ＲＳウイルスの検査診断 
 

藤本嗣人*1・武田 誠*1・中村雅子・榎本美貴*2・岡部信彦*1 

 

*1国立感染症研究所 *2兵庫県立健康生活科学研究所  

 
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。 

 

 
 
 

ライム病ボレリアの国内患者分離株の遺伝型解析 
 

川端寛樹*1・高野 愛*1・大西 真*1・石畒 史・中尾 稔*2・増澤俊幸*3 
 

*1国立感染症研究所 *2旭川医科大学 *3千葉科学大学 
 

 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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常時監視データから見た福井県の水環境の推移(第 3報) 
― 嶺南地域の河川水質 ― 

 

坊 栄二・玉柿励治*1・坪内 彰*2 

 

*1福井県坂井地区水道管理事務所 *2福井大学地域環境研究教育センター協力メンバー 
 

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 
 

山田克則・泉 宏導・酒井忠彰・谷口佳文 

 

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, 63-73 (平成 23 年 11 月) 

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 
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ヒト由来 CTX-M 型基質特異性拡張型 
β-ラクタマーゼ産生大腸菌の特徴 

 

石畒 史・永田暁洋・津持文子・山崎史子 
 

衛生微生物技術協議会第 32 回研究会（平成 23 年 6 月、東京都） 
 
 CTX-M 型基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産
生大腸菌について、ヒト由来株を中心に血清型別の特徴、
病原遺伝子保有および薬剤感受性などを報告した。 

○材料 
①糞便由来株：2004 年～2010 年に福井県内の散発下痢症
患者糞便（以下、糞便）から分離され、O 血清型が判明し、
CTX に耐性あるいは中間値を示した 58 株。 

②2008 年～2010 年に泌尿器疾患患者から分離され、O 血
清型が判明し、CTXに耐性あるいは中間値を示した 17株。 

○方法 
 12 薬剤の薬剤感受性試験を KB 法により実施し CTX-M 

group 型別、6 剤の最小発育阻止濃度(MIC)を測定した。
aggR、eae、astA、LT および ST の病原遺伝子の検索は
PCR 法により行った。系統発生群の分類も実施し、一部
の株はシークエンスにより CTX-M 型を調べ、CTX-M-15

型の O25:H4 についてはシークエンスタイプも調べた。 

○結果および考察 
 CTX-M型ESBL産生菌は糞便由来株はO1:H6は12株、
O25:H4 は 11 株および O86a:H18 は 5 株など 17 種類の血
清型で 49 株確認され、この 3 種類の血清型で 57％を占め
た。また、2010 年に初めて O78:H9 が確認された。泌尿

器等由来株はO25:H4およびO78:H9などの 3種類の血清
型で 15 株確認された。CTX-M group は糞便由来株では
CTX-M-1group が 4 株、CTX-M-2 group が 5 株、CTX-M-8 

group が 2 株および CTX-M-9 group が 38 株であった。
CTX-M-14型が17株、CTX-M-15型が 3株などであった。
諸外国の ESBL 産生大腸菌の中で病原性があり同一クロ
ーンとして注目されている CTX-M-15 型、フルオロキノ
ロン耐性、ST131、系統発生群が B2 の O25:H4 型株が、
2009 年のヒト糞便由来株において当センターで初めて確
認された。 

病原遺伝子保有状況については、O1:H6、O25:H4、
O25:HNM、O86a:H18 および O111:HUT の ESBL 産生
菌はいずれも非保有株であった。薬剤感受性では血清型に
より薬剤耐性数に違いがみられた。すなわち、平均耐性薬
剤数は O1:H6 の 12 株では 8.2 剤、O25:H4 と O25:HNM

の計 14 株では 6.3 剤、それ以外の 23 株では 5.0 剤であっ
た。MIC 値は CTX および CTRX は 64μg/mL、CAZ は 4

μg/mL、CPR は 12μg/mL をピークとする 1 峰性を示し
たのに対し、CPFX は 128μg/mL および ERFX は＞512

μg/mL に一応ピークがみられたものの、明確な 1 峰性は
示さなかった。 

 
 
 
 

白色腐朽菌を用いたダイオキシン類低減化に関する研究(第 2報) 
 

三木 崇・坪川博之・櫻井明彦*1 
 

*1福井大学工学部 
 

第 20 回環境化学討論会（平成 23 年 7 月、熊本市） 
 
 低コストで環境負荷の小さなダイオキシン類処理技術
として、キノコの一種(白色腐朽菌)の分解酵素を利用した
低減化試験を検討した。 

分解試験は、白色腐朽菌を含む 100mL の培養液中に、
標準物質や土壌等の試料を添加する手法（液相分解）と、
木材チップをベースとした培地と撹拌混合する手法（固相
分解）で行った。 

食用キノコ株（ふくひら 2 号）を用いた低窒素培地の液
相分解（1～28 日間）では、10,000pg の 2,3,4,6,7,8-HxCDF

を 7 日間で 8 割程度分解することが確認できた。1mM の
Lacメディエータを添加した系の低減化率は 57～79％で、
Lac メディエータを添加しない系（89％）より分解効果が
若干劣る結果となった。 

 

学会等発表 1 

学会等発表 2 
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ダイオキシン類－ヘキサクロロベンゼン同時分析法による 
環境挙動の解明に関する研究 

 
小川綾子・三木 崇・熊谷宏之*1 

 
*1福井県丹南健康福祉センター 

 
第 20 回環境化学討論会（平成 23 年 7 月、熊本市） 

 

残留性の高い非意図的生成物（DXNs と HCB）による
水環境への汚染実態や相関関係などを解明することを目
的として、DXNs 分析法をベースとした HCB 同時分析法
を開発し、河川水の DXNs－HCB 濃度相関を検討すると
ともに、大気試料における吸着挙動の検討を行った。 

その結果、県内河川水の DXNs－HCB 濃度に関して、
染色河川は高濃度側、一般河川は低濃度側へと分かれる結

果となり、各々について DXNs－HCB の相関は認めらな
かった。また、大気試料について、DXNs は QMF と上段
の PUF に吸着するのに対し、HCB は大半がこれらを破
過して下段側の ACF に吸着しており、全濃度に対する上
段 PUF の吸着量は、温暖期と寒冷期で顕著な差が認めら
れた。 

 
 
 
 
 
 

夜叉ケ池における水質およびプランクトン相の季節変動について 
 

片谷千恵子・下中邦俊・南部浩孝 

 
第 76 回日本陸水学会（平成 23 年 9 月、松江市） 

 
福井県南条郡南越前町にある「夜叉ケ池」は、環境省の

「第３次酸性雨対策調査」で酸性雨による影響が生じてい
る可能性があり、今後も調査を継続して行う必要があると
された湖沼である。また、絶滅危惧種の「ヤシャゲンゴロ
ウ」が生息する貴重な湖沼としても知られている。 

福井県では、平成 6 年度から環境省の委託を受けて年 4

回のモニタリング調査を行っているが、年間を通じた水質
の変動をより正確に把握するため、平成 9 年度および 20

年度に詳細調査を実施している。平成 22 年度は、従来か
ら実施している水質調査に加え、プランクトン相の詳細調
査もあわせて行った。 

調査は、平成 22 年 4 月 26 日～11 月 10 日の間に計 8

回、湖岸採水により実施した。その結果、pH は、5.22～
5.71、平均 5.43 であり、雪解け時に最も低く、秋季に上
昇する傾向は、平成 9 年度および 20 年度の詳細調査と同
様であった。 

イオン濃度は、Na
+、Cl

－、SO4

－が 5～6 月に最も高く、
NO3

－が同時期に最も低下した。また、PO4

3－が 9 月以降
急激に上昇し、10 月には 0.064mg/L と最も高濃度となっ
た。平成 22 年度は、例年より気温が高く、7 月、8 月の
水温が 25℃を超えており、底層の貧酸素状態が長く続い

たことによる燐溶出の影響と推測される。 

クロロフィル a 濃度は、1.4～14.0μg/L、平均 6.0μg/L

であり、5 月に最高値、7 月に最低値を示した。クロロフ
ィル a の上昇は、植物プランクトンによる光合成作用の増
加となり、pH 上昇の要因となる。 

植物プランクトンについては、4 月、5 月にクリプト藻
類の Cryptomonas sp.が第１優占種となり、５月には
404cells/mL と大量に出現した。5 月のクロロフィル a 濃
度上昇および NO3

－の低下は、上記の Cryptomonas sp.

に起因するものと推測された。 7 月には緑藻類の
Monoraphidium sp.および Sphaerocystis sp.がわずかに
出現し、9 月にはクリプト藻類が第 1 優占種となり、渦鞭
毛藻類のCeratium hirundinellaが第2優占種として出現
した。Ceratium hirundinella は、今回の調査で出現した
植物プランクトンの中では、最も大型種であった。11 月
には、5 月に大量出現した Cryptomonas sp.が再び優占し
た。 
平成 22 年度は、例年に比べ降水量が多く夏季の気温が

高いなどの特異な気象条件下の調査となった。今後も同様
な詳細調査を継続していく予定である。 
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福井県における光化学オキシダント等の 
越境汚染に関する海沿いの高地での調査 

 
谷口佳文・藤田由里香・山田克則・高橋伸行 

 
第 52 回大気環境学会年会（平成 23 年 9 月、長崎市） 

 

 近年、福井県において西寄りの風の日に県内全域で光化
学オキシダント(Ox)濃度が高くなる傾向が観測され、この
要因として越境汚染の影響が考えられるため、移動測定車
「みどり号」を用いて、地域汚染の影響を受けにくい海沿
いの高地での調査を行った。 

 平成 21 年～22 年の調査の結果 SO2、NOx、NMHC、
CH4、SPM は、県内に配置された各測定局に比べ、日平
均値、日最高値ともに、調査地点の値が低い～同程度で推
移していた。Ox 濃度は日平均値、日最高値ともに、調査
地点の方が高めに推移し、特に日平均値で大きな差が出る
日が見られた。 

 この Ox 濃度の差について、紫外線量の違いによる Ox

生成量の差や NO による分解への影響を除いたポテンシ
ャルオゾン（[PO]=[O3]+[NO2]－0.1[NOx]）濃度（1 時間

値）で評価を行った結果、各測定局と調査地点で Ox 濃度
（日平均値）の差が見られる日は、夜間の PO 濃度に差が
見られ、日中の PO 濃度も上昇する傾向にあった。これら
の原因として、夜間は地表との混合が弱まることや、地域
汚染の影響を受けにくい海沿いの高地で調査を行ってい
ることから、日中に上空に上がった Ox の蓄積や遠方から
の移流が原因と考えられる。また、郊外の測定局から Ox

濃度が上昇する例が見られることから、夜間上空に蓄積さ
れた Ox が、翌朝に対流により地表へ供給され県内の Ox

濃度を底上げしていることが考えられた。 

夜間の PO 濃度差が見られる日の気塊の源流を後方流
跡線解析により分類したところ、東アジア大陸からの影響
を受けている傾向にあった。 

 
 

 

 

福井県における花粉飛散状況について 
 

酒井忠彰・浦松和枝・高塚文枝*1・石畒 史・長谷川耕治・谷口佳文・片谷千恵子 
藤田由里香・平井知里・津持文子・坂川八千惠*1・保月勇志*1・泉 宏導 

 
*1福井県嶺南振興局二州健康福祉センター衛生検査課 

 
平成 23 年度地方衛生研究所全国協議会東海・北陸支部 環境保健部会（平成 23 年 10 月、福井市） 

 

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であった。 

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、ヒ
ノキについては、福井および敦賀のいずれも気温との相関
も高いことが確認された。 

スギのシーズン内の飛散数の推移パターンについて、観
測地点の福井と敦賀が天候的にやや異なる嶺北地域と嶺
南地域の代表的な地点であるものの、その飛散数の推移パ
ターンは相関が高いことが確認された。 

スギ花粉の飛散開始日については、関東以西における飛
散開始時期が1月 1日からの日最高気温の累積気温が350

～400℃となる時期が目安といわれており、観測地点の福
井においても、観測地点近傍の福井市街地での累積気温が
平均約 400℃（434～320℃）で飛散開始が確認されてい
る。ただし、その飛散開始日の累積温度は434℃から320℃
へと年々低下し、より早い時期に飛散が始まる傾向が見ら

れている。一方、福井市街地より気温上昇の早い福井市街
地の西方に位置する沿岸部（越廼）における日最高気温の
累積気温と比較した場合、400℃超過日の数日後に飛散開
始日が現れている。このため、福井市街地での飛散開始日
は、気温上昇が早い沿岸部の発生源の飛散開始による影響
を受けていることが推察される。 

福井のスギ花粉の飛散継続日数について、日飛散数が
10 個/c m

2以上となった日の継続日数は、19 年から 23 年
で長期化している。福井市街地とこれを囲む地域東西南方
向に位置する 3 地点（大野、越廼、今庄）で最も早く累積
気温が 400℃に達した日から 4地点で最も遅く 800℃に達
する日までの経過日数が長い年ほど、飛散の継続日数も長
期化していた。これは、観測地点に影響を及ぼす周辺地域
における気温上昇の速度が地域によって異なるほど、各発
生源の飛散時期の前後へのずれが大きくなり、観測地点へ
花粉が飛来する期間が長期化することを示唆するものと
思われる。 

以上のことから、シーズン内の飛散数の推移（飛散開始
日や飛散の継続日数）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日最高気温の累積気温と関連し
ているものと推察される。
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福井県のがん罹患の動向 
―地域がん登録からみた検診対象がんの福井県と全国の比較― 

 
浦松和枝・市川宏枝 

 

平成 23 年度地方衛生研究所全国協議会東海・北陸支部 環境保健部会（平成 23 年 10 月、福井市） 

 

福井県地域がん登録の統計を用いて、検診対象がんの罹
患状況を全国と比較し、当県の動向を把握した。 

その結果、全部位の年齢調整罹患率は全国とほぼ同調し
て推移し、また高齢者によるがんの罹患割合が年々増加し
ていることがうかがえた。 

胃がんは粗罹患率、年齢調整罹患率は全国より高く推移
し、年齢階級別罹患率は減少傾向であるが、男性は 40-50

歳代、60-64 歳、女性はすべての年齢階級で全国より高い
傾向であった。肺がんは年齢調整罹患率は全国より若干低
く推移していた。また高齢者によるがん罹患割合が年々増
加していることがうかがえた。大腸がんは年齢調整罹患率
は男性は全国より低く推移し、女性は全国と同調して推移
していた。乳がんは粗罹患率、年齢調整罹患率とも検診対
象がんのなかで最も増加が大きく、全国とほぼ同調して推
移していた。年齢階級別罹患率はすべての年齢階級で増加
し、全国より低く推移している傾向であるが、40-44 歳で
平成 5～7 年以降全国より高く推移する傾向がみられた。
子宮がん、子宮頸がんは粗罹患率、年齢調整罹患率は全国 

より低く推移していた。子宮がんの年齢階級別罹患率は、
20、30 歳代は増加傾向であり、特に 20 歳代後半は平成
14～16 年頃から急増していた。 

当県のがん全体の罹患状況は、高齢化の影響による罹患
の割合が高く、年齢調整罹患率の推移では全国とほぼ同じ
水準で推移していた。また、男女の胃がん、男性の肺がん、
女性の大腸がんが全体の粗罹患率を押し上げている要因
のひとつと考えられた。検診対象部位の中では、胃がんの
年齢調整罹患率、多くの年齢階級別罹患率が全国より高く
推移していることから対策が課題と考えられた。また、乳
がんは女性の罹患割合の第 1 位を占め、年齢調整罹患率が
検診対象がんの中で最も増加し、特に近年、40 歳代前半
で全国より罹患率が高く推移する傾向があるため今後の
動向をみていく必要がある。また子宮がんは、全国同様若
年世代の罹患率の増加がみられ、これは子宮頸がんの罹患
の増加と考えられるが、2004 年に子宮頸がん検診の対象
が 20 歳以上に拡大されたことや、予防ワクチン接種の影
響も考慮しながら今後の動向をみていく必要がある。 

 

 

 

お笑いのビデオによるストレス軽減効果の検証 
 

市川宏枝・戸田雅裕*1  

 
*1大阪歯科大学薬理学講座 

 
平成 23 年度地方衛生研究所全国協議会東海・北陸支部 環境保健部会（平成 23 年 10 月、福井市） 

 

福井県では、からだ・こころの健康づくりに大きな影響
を持つと考えられている「笑い」や「ユーモア」を健康づ
くりに活用しようと、平成 19 年度から「笑いと健康」推
進事業に取り組んでいる。 

当該事業の一環として、当センターでは、21 年度から
2 カ年の計画で本研究に取り組み、今回、「笑い」による
ストレス軽減効果を科学的に検証した。 

ストレスが笑いによって軽減されることを、科学的に検
証するため、新しい分泌学的ストレスマーカーとして注目
されている唾液中クロモグラニン A(以降 CgA)を用いて
調査を試みた。唾液中 CgA の特徴として、ストレスの増
加により分泌量が増えることが確認されている。 

被験者 30 名について、ストレス負荷（計算課題 15 分
間）を行った後、ビデオを 30 分間観賞してもらい、①ビ
デオ観賞直前、②ビデオ観賞終了直後、③ビデオ観賞終了
30 分後の 3 回唾液採取を行い、唾液中 CgA の濃度レベル
を ELISA 法により測定してストレスの変化を調べた。ま
た、質問紙（Face scale）を用い、各時点における気分状
態を 5 段階の顔表情で評価し、笑顔得点とした。 

本調査は、若年グループと高齢グループに分け、別々の
会場で、22 年 7 月に実施した。この一連の唾液採取調査

は 2 回行い、観賞ビデオの内容は、1 回目は「笑い」、2

回目（1 回目の 1 週間後）は「風景」とした。ストレス負
荷時の唾液中 CgA 濃度の値を 100 とし、それに対する比
率の変化を観察したところ、「笑い」ビデオ観賞後、男性
において濃度レベルの有意な低下が認められた(P<0.05)

が、女性では認められなかった。 

一方、笑顔得点は「笑い」ビデオ鑑賞後、年齢・性別に
関係なく有意に上昇したが、「風景」ビデオではこのよう
な変化は認められなかった。「笑い」ビデオの鑑賞は、年
齢・性別に関係なく気分の高揚をもたらすと考えられる。
また、高揚した気分は若年者でより持続するようである。 

女性において、気分は高揚しているにも関わらず、唾液
中 CgA 濃度に変化がなかったのは、日常のストレス対処
手段としてテレビやビデオ観賞を挙げた者の割合は男性
(0%)より、女性(62.5%)の方が多く(p＜0.05)、笑いのビデ
オの嗜好が男性よりも多様で、その効果において、女性は
個人差が大きいのではないかと考えられた。 

よって、今回の調査から、「笑い」ビデオの観賞は、ス
トレス軽減を目的とする場合には特に男性において有効
であると示唆された。 
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散発下痢症患者および市販鶏肉由来の 
CTX-M 型基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生サルモネラ属菌 

 
永田暁洋・山崎史子・石畒 史・大村勝彦 

 
第 32 回日本食品微生物学会学術集会（平成 23 年 10 月、東京都） 

 
福井県内の散発下痢症患者由来サルモネラ属菌および

市販鶏肉のサルモネラ属菌汚染状況を調査したところ、近
年公衆衛生上の問題となっている、第 3 世代セファロスポ
リン低感受性サルモネラ属菌が分離されたので、その特徴
等を調べるとともに、人由来株および鶏肉由来株の関連性
について調べた。 

人由来株は、2007 年から 2010 年までに福井県の医療
機関から分与された 151 株を供試した。また、鶏肉由来
株は、同期間に福井市の量販店で購入した鶏肉 158 検体
から分離された 126 株を供試した。菌株は、市販免疫血
清により血清型別を行い、CLSI に準拠した KB 法により、
ABPC、TC、SM、Su、ST、NA、GM、KM、CP、FOM、
シプロフロキサシン（CPFX）およびセフォタキシム
（CTX）の計 12 剤の薬剤感受性試験を実施した。CTX に
耐性あるいは中間の感受性を示した株は、PCR 法により
blaCMY、 blaSHV、blaTEM、 blaCTX-Mの CTX-M-1 グルー
プ、CTX-M-2 グループ、CTX-M-8 グループおよび
CTX-M-9 グループの保有状況を調べた。さらに
CTX-M-GROUP のいずれかが陽性となった場合は、ダイ
レクトシークエンスにより塩基配列を調べ、 CTX-M 型
を決定した。 

薬剤耐性状況は、鶏肉由来株は平均 3.5 剤耐性で ABPC

耐性率は 15.1%、人由来株は平均 0.7 剤耐性で ABPC 耐
性率は 4.6%であった。また、CTX に耐性あるいは中間の
感受性を示した株は、鶏肉由来株が 5 株および人由来株が
1 株分離され、血清型および保有 bla 遺伝子は表 1 のとお
りであった。 

 

表 1 人および鶏肉由来 bla 遺伝子保有サルモネラ 

分離年 由来 血清型 bla 遺伝子 

2007 A 県鶏肉 S.Infantis blaTEM 

2010 人 S.Schwarzengrund blaCTX-M-2

2010 A 県鶏肉 S.Manhattan blaTEM 

2010 B 県鶏肉 S.Infantis blaCTX-M-3

2010 A 県鶏肉 S.Manhattan blaTEM 

2010 A 県鶏肉 S.Manhattan blaTEM 

 

blaCTX-M 遺 伝 子 保 有 で あ っ た 、 人 由 来 S. 

Schwarzengrund および鶏肉由来 S. Infantis は、近年分
離率が増加傾向にあり、動向に注意が必要である。 

 

 
 
 
 
 

欧州型 Borrelia の大陸分布に関する調査研究 
 

高野 愛*1・石畒 史・増澤俊幸*2・井上 智*1・Sergey E. Tkachev*3 
  苅和宏明*4・Viacheslav G. Morozov*5・矢野泰弘*6・高田伸弘*6 

   藤田博己*7・Xiaohang Ma*8・川端寛樹*1 
 

*1国立感染症研究所 *2千葉科学大学 *3Novosibirsk Inst. Bioorganic Chemistry *4北海道大学 
*5Hepatolog Incorporated *6福井大学 *7大原研究所 *8Zhejiang Univ. 

  
第 57 回衛生動物学会北日本支部学会（平成 23 年 10 月、山形市） 

 

髄膜炎や脳炎など重篤な神経症状を引き起こす欧州型
Borrelia garinii は、近年鳥類を介しての長距離移動や広
域拡散の例が海外で報告されるようになった。そこで本研
究では、その拡散の再調査の必要性から、ロシアおよび中
国での病原体ボレリア調査を開始した。今年度までの調査
により、西欧諸国における本ボレリア伝播種リシナスマダ
ニの分布東端にあたるモスクワ市近郊には、欧州型が高頻
度で見出され、さらに、同地域のシュルツェマダニからも

低頻度ながら見出されることを確認した。また、中国の野
鼠から分離された B. garinii はアジア型と推定された。こ
のことは、リシナスマダニの分布東端まで欧州型が浸潤し、
かつリシナスマダニとシュルツェマダニが混棲する地域
では，シュルツェマダニを介する伝播サイクルに欧州型が
入り込んだ可能性を示している。今後は，リシナスマダニ
が分布しないシベリア地域や中国での調査の必要がある。
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管理型産業廃棄物処分場における塩類および重金属類の溶出挙動 
 

田中宏和・山﨑慶子・青木保憲・山田正人*1・遠藤和人*1
 

石垣智基*1・藤井直幸*2・大家清紀*2
 

 

*1独立行政法人国立環境研究所 *2福井資源化工株式会社 
 

第 22 回廃棄物資源循環学会研究発表会（平成 23 年 11 月、東京都） 
 

管理型最終処分場の安定化に伴う塩分洗い出し効果を
把握するため、浸出水の水質濃度から、塩類や金属類の溶
出挙動に関する評価を試みた。 
複数区画に分割され、それぞれ埋立時期が異なる区画の

浸出水中に含まれるイオン類（塩化物イオン、硫酸イオン、
ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、
マグネシウムイオン、アンモニウムイオン）と重金属類（マ
ンガン、鉄、ニッケル、アンチモン）、ホウ素、砒素につ
いて、埋立開始からの年月に対する濃度変化を評価した。 

好気性雰囲気が残る埋立地でのイオンの濃度上昇は埋
立物由来塩分賦存量の増加が原因であり、埋立終了後は速
やかに低下した。 
嫌機性雰囲気における埋立地の浸出水においては、ニッ

ケルとアンチモン、ホウ素で指数関数的低下挙動が確認さ
れた。嫌機性雰囲気における埋立地での各成分の溶出挙動
は、埋立層内部の環境変化に対する各成分の物理化学的性
質に関係すると推察された。 

 
 
 
 
 

産業廃棄物処分場跡地における有用植物栽培試験 
 

田中宏和・山﨑慶子・青木保憲 
 

第 22 回廃棄物資源循環学会研究発表会（平成 23 年 11 月、東京都） 
 

最終処分場跡地の有効活用に関しては、未だ活用事例が
少なく、効率的かつ安全な方法を選択することが重要であ
る。跡地利用の選択肢のひとつである有用植物栽培の可能
性を検討するため、産業廃棄物処分場において南瓜の栽培
試験を実施した。 

複数区画に分割され、それぞれ埋立時期が異なる管理型
産業廃棄物処分場と安定型最終処分場、対照区画に、それ
ぞれ西洋南瓜苗 4 株を植え付け、植え付け時以外は灌水は
行わずに生長過程を観察した。 

ほとんどの株は、最終覆土の透水性が高いことと、記録
的な降水量の少なさによって枯死した。対照区を含めて
28 株の苗を植え付けし、管理型処分場の区画で 4 個の果
実を収穫した。 

また、有機物含有量が少ない砂質土では有用植物の生長
は遅く、栽培には適さないことが示唆された。 

跡地利用法として植物栽培を行うには、事前に緑肥の栽
培や、客土等の対策が必要と考えられた。
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インフルエンザ A(H1N1)2009 に対する抗体保有状況 
 

中村雅子・平野映子・小和田和誠・大村勝彦・石畒 史 
 

第 44 回 北陸信越薬剤師大会（平成 23 年 11 月、富山市） 
 

平成 21 年度と平成 22 年度の福井県の感染症流行予測
調査から、インフルエンザ A(H1N1)2009 に対する抗体保
有状況について報告した。 

平成 21 年 8 月～10 月および平成 22 年 8 月～10 月に、
福井県内の医療機関等において、本調査に同意が得られた
人から血液を採取した。（平成 21 年度は 3 機関 173 名、
平成 22 年度は 4 機関 201 名）。抗原は A/California 

/7/2009(H1N1)pdm を用い、0.5％ニワトリ赤血球を用い
て赤血球凝集抑制試験（HI）法で測定した。 

A/California/7/2009(H1N1)pdm に対する抗体保有率
は、本格流行前の平成 21 年度は 1:40 以上が 4.1％、1:80

以上が 1.2％と非常に低かった。 

これに較べて流行後の平成 22 年度は 1:40 以上が
24.9％、1:80 以上が 14.4％となった。なかでも罹患者が
多かった 5-9 歳、10-14 歳、15-19 歳および 20-29 歳では
1:40 以上が 50％前後となるなど大きく上昇した。 

平成 22 年度の結果について、罹患歴の有無で 1:40 以上

抗体保有率を比較すると、罹患歴有り(n=20)が 80.0％、
罹患歴無し(n=156)が 17.9％であり、罹患者の方が高かっ
た（P<0.001）。罹患者の幾何平均抗体価（GMT）は 54.6

であり、年齢群別には 0-4 歳、10-14 歳および 15-19 歳で
80.0 となるなど 20 歳以下の年齢群で高い傾向にあった。 

罹患歴が無かった 156 名について、インフルエンザ
A(H1N1)2009 ワクチン接種歴の有無で 1:40 以上抗体保
有率を比較すると、接種歴有り(n=40)が 42.5％、接種歴
無し(n=116)が 9.5％とワクチン接種者の方が高かった
（P<0.001）。ワクチン接種者の GMT は 22.6 であり、年
齢群別には 20-29 歳が 73.4、10-14 歳、30-39 歳および
40-49 歳が 40.0 であったのに対し 0-4 歳および 60 歳以上
では 10.0 と、年齢群による差がみられた。 

罹患歴もワクチン接種歴も無かった 116 名のうち、11

名（9.5％）が 1:40 以上の抗体を保有しており、主に学校
など集団生活のなかで不顕性感染したものと考えられた。

 
 
 
 

「地域診断支援システム」構築へ向けて 
 

浦松和枝・泉 宏導・市川宏枝・酒井忠彰 
 

第 39 回 北陸公衆衛生学会（平成 23 年 11 月、福井市） 

 

平成 23～24 年度の研究事業として、県や市町の地域診
断を支援するための「地域診断支援システム」構築を当セ
ンターの機能強化と併せて実施しており、その概要につい
て報告した。 

構築する地域診断支援システムは、県健康福祉センター
や市町などの関係機関に対し、生活習慣病関連の地域診断
に必要な保健統計情報の収集解析提供と関係職員に対す
る技術研修を一体的に推進することで県健康福祉センタ
ーや市町の生活習慣病関連の地域診断を支援するもので
ある。具体的には、①インターネットや冊子として公表さ
れている保健統計情報（人口動態統計等）を、当センター
のサーバーに収集蓄積、②経年的な整理と市町間比較がで
きるよう健康指標（年齢調整死亡・罹患率、標準化死亡・
罹患比等）を算出、③それらのデータをマップ、グラフ等
にて情報提供ツールとして当センターのホームページ上
に掲載し、県健康福祉センター、市町、県関係機関に提供
④提供された情報についての理解や、保健統計に関する分
析力を高めるための研修を充実するものである。これによ

り、市町等において情報整理や指標の算出等にかかる膨大
な作業時間が短縮され、県内で統一した指標により相対的
に評価ができ、地域診断が容易となることなどが期待され
る。  

システム構築にあたり、地域診断の支援ニーズを探るた
めに県健康福祉センター、市町の中堅保健師 12 名を対象
に地域診断に関する聞き取り調査（インタビュー）を実施
したところ、分析中であるが、必要なデータがない、分析
しても事業に結びつかない等の意見があった。また、地域
診断の市町支援について、県健康福祉センター保健師から
は市町の求めがあれば、支援するのは県の役割であると認
識しているが、専門機関のサポートを望んでいる面がうか
がえた。 

今後、聞き取り調査の結果等も踏まえながら、有用な指
標の検索、活用しやすい情報提供ツールの開発、データ分
析力を向上するための研修等について研究を進め、地域保
健の現場のニーズに即した地域診断支援となるシステム
を構築していきたい。 
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特定健診・保健指導事業における評価指標の検討 
 

市川宏枝・松島和代*1 

 
*1福井県健康福祉部健康増進課 

 
第 39 回 北陸公衆衛生学会（平成 23 年 11 月、福井市） 

 

特定健診・保健指導を効果的に実施し、県民の健康づく
りや生活習慣病対策の取組みを推進するためには、健診・
保健指導の成果および医療費に対する影響などのアウト
カム評価を含めた総合的評価が必要である。 

その一環として、県内市町国保が健診およびレセプトデ
ータを用いて経年的な評価が出来るよう県が体制整備を
進める中で、当衛生環境研究センターも公衆衛生情報の収
集・解析・提供という機能を生かし、本庁と協働して市町
国保における特定健診・保健指導事業の評価指標について
検討した。 

方法は、健診結果と 5 月診療分レセプトを突合したデー
タで、経年分析が出来るよう「標準的な健診・保健指導プ
ログラム（確定版）」における様式 3-1～7 を、本県の医療
費適正化計画およびレセプト様式を踏まえて改編した事
業報告様式（様式 3-1、3-2）を作成し、各市町国保にお
いて、平成 20 年度健診データは、20 年 5 月診療分レセプ
トデータと、21 年度は 21 年 5 月診療分レセプトデータと
エクセルソフトを用いて突合作業を行った。 

様式 3-1 では、健診結果有所見者によるリスク別(高血
糖・高血圧・脂質異常およびメタボ等)の実人数や割合、
医療費について分析し、様式 3-2 では、福井県医療費適正
化計画に基づいた 11 疾病に動脈硬化症を加えた 12 疾病
別の実人数や割合、医療費について分析した。 

さらに、各市町国保から提出された 20 年度、21 年度分
の様式 3 データについて当センターで取りまとめ、受診者
の年齢構成を市町国保間で補正し、メタボ予備群率、メタ
ボ率、疾病別（12 疾患）罹患率などの標準化指標の年度
毎および 2 カ年平均値を算出した。 

今回、福井県が独自に作成した市町からの事業報告によ
り、従来の法定報告だけでは分からなかった、県および市
町国保別の「健診受診者の年齢階級別・性別」における
「通・入院、受療なし別」の「実人数、総医療費、1 人あ
たり医療費」や「各疾病別医療機関受診者の年齢階級別・
性別」における「通・入院別」の「疾病別実人数、疾病別
医療費、疾病別 1 人あたり医療費」の傾向が明らかになり、
対象を絞った事業展開が今後単年的・経年的に分析してい
くことで可能になると考える。また、従来は不明であった
未受診者のレセプトからそれらの健康状態なども把握で
き、未受診者対策にも寄与できると考える。 

さらに、市町国保が健診結果から地域の健康課題を把握
するにあたり、県や他国保と比較することも必要になって
くる。今回、人口規模によって単年毎の数値が不安定にな
ることは否めないが、県を基準集団として補正して算出し
た標準化指標で、年齢の影響を省いた地域間比較による健
康課題の大まかな把握が可能であると考える。

 

 

 

 

大陸から飛来する微小粒子状物質について 
 

山田克則・泉 宏導・酒井忠彰・谷口佳文 
 

第 39 回 北陸公衆衛生学会（平成 23 年 11 月、福井市） 

 

○目的 

呼吸器系や循環器系への健康影響が懸念され、平成 21

年に環境基準が設定された大気中の微小粒子状物質
（PM2.5）について、県内の状況を把握し、常時監視体制
の整備や発生源対策に役立てるため、22 年度から実態調
査を開始した。 

○方法 

調査は自動測定機 2 台により、6 地点（大気常時監視測
定局）で行った。うち 1 地点（福井局）は通年測定を行い、
他の 5 地点は測定機を移設しながら調査した。 

○結果・考察 

福井局において 22 年度に日平均濃度が環境基準の
35µg/m

3 を超過した日数は計 18 日間で、特に高濃度
（50µg/m

3超過）になったのは、5 月 21 日、11 月 13 日、
2 月 5 日の計 3 日間であった。 

このうち、5 月と 11 月の事例については、福井地方気

象台において黄砂を観測していることから、黄砂に伴って
高濃度の PM2.5 が飛来したものと判断される。 

2 月の事例では、気象台において黄砂は観測していない
が、「煙霧」や「もや」を観測している。また、福井、敦
賀の 2 地点で同レベルの高濃度を観測しており、広域的な
現象であったことが推定される。 

報道（23.2.10 NHK）によれば、同時期に九州から近畿
の広い範囲で「もや」が観測され、国立環境研究所で調べ
たところ、「もや」の原因は硫酸塩を含む有害な微粒子で、
中国南部の工場や発電所から排出されたものが飛来した
とみられるとのことであった。 

確認のため、2 月 5 日に福井県に飛来した大気の後方流
跡線を調べたところ、大陸方面からほぼ直線的に東方向に
移流して到達していることが確認された。 

以上から、5、11、2 月の事例とも高濃度の微小粒子状
物質が大陸から飛来したものと考えられる。 
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福井県における有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の実態把握 
 

小川綾子・吉川昌範・三木 崇・坪川博之 

 
第 39 回 北陸公衆衛生学会(平成 23 年 11 月、福井市） 

 

環境残留性、有害性、高蓄積性が懸念されている有機フ
ッ素化合物(PFOS・PFOA)について、福井県内における
汚染実態を把握するために、公共用水域常時監視地点等で
調査を行った。 

県内 30 河川 32 地点の調査の結果、PFOS<0.8～45ng/L、
PFOA<0.9～800ng/L の範囲で検出され、それぞれの幾何
平均値は PFOS2.4ng/L、PFOA6.6ng/L であった。環境省

が 46 都道府県で実施した平成 22 年度要調査項目等存在
状況調査における幾何平均値(PFOS1.4ng/L、PFOA3.0 

ng/L)と比較すると、PFOS・PFOA ともに福井県の方が
高いレベルであった。また、PFOA についてはドイツの健
康関連指針値(300ng/L)を超過している地点が 2 地点存在
した。

 
 
 
 

マルチプレックス－リアルタイム PCR 法を利用した 
腸管系ウイルスの検出 

 

小和田和誠・平野映子・中村雅子・大村勝彦・東方美保*1
 

 
*1福井県健康福祉部健康増進課 

 
第 39 回 北陸公衆衛生学会（平成 23 年 11 月、福井市） 

 

非細菌性食中毒あるいは地域流行として蔓延する感染
性胃腸炎の発症要因として、多様なウイルス種の関与が指
摘されている。そこで、サポウイルス（SV）・アストロウ
イルス（AstV）・C 群ロタウイルス（C 群 RV）の同時検
出系と、エンテロウイルス（EntV）・アデノウイルス 40/41

型（AdV）・A 群ロタウイルス（A 群 RV）の同時検出系
によるマルチプレックス－リアルタイム PCR 法の導入を
検討し、ウイルス検査の迅速化を目的とした。 

10％乳剤に調製した糞便試料から、ウイルス RNA を抽
出し、random primer を用いた逆転写処理でｃDNA を
作製した。これに、同時検出系 primer/probe 混合液を加
え、リアルタイム PCR 法によって測定した。primer およ
び probe は、SV；Polymerase、AstV；Capsid、C 群 RV；
VP7、EntV；5’UTR、AdV；hexon、A 群 RV；NSP3

にそれぞれ設計されたものを使用した。 

リアルタイム PCR のアニーリング温度は 57℃、
primer/probe の試薬濃度は、各 0.2μM で実施すると良

好な結果が得られたことから、これらの反応条件でリアル
タイム PCR を実施した。 

平成 21、22 年度の感染性胃腸炎疑い小児散発例患者の
糞便検体 77 検体について、本法により検索を実施したと
ころ、34 検体でウイルスが検出された。内訳は、SV が 6

検体、AstV が 2 検体、EntV が 15 検体、AdV が 9 検体
および A 群 RV が 10 検体から検出されており、この中に
は重複感染の 7 検体が含まれていた。 

また、平成 23 年 5 月下旬に 4 か所の施設で発生した不
明感染症疑い事例 10 検体について本法で検査を実施した。
その結果、1 か所の施設の 4 検体中 4 検体から C 群 RV が
単独検出された。他の施設からはノロウイルスが検出され
たことから、感染源が異なる 2 つの事例の存在が示唆され
た。 

食中毒発生時等での原因ウイルスの究明において、より
迅速な検査対応に本法は有用であった。 
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散発下痢症患者および市販鶏肉由来の 
Salmonella Infantisの分子疫学解析 

 

永田暁洋・山崎史子・石畒 史・大村勝彦 
 

第 39 回 北陸公衆衛生学会（平成 23 年 11 月、福井市） 

 

2007 年から 2010 年に市販鶏肉（以下、鶏肉）のサル
モネラ汚染状況を調査したが、S. Infantis が多く分離さ
れた。また、県内の医療機関から分与される散発下痢症患
者（以下、患者）由来のサルモネラ菌株についても、近年
S. Infantis の分離が多くなっており、特に、2009 年には
S. Infantis を原因物質とする食中毒事例も発生した。そ
こで、鶏肉由来 S. Infantis と患者由来 S. Infantis を比較
し、関連性について考察した。 

鶏肉からの S. Infantis の分離は、検体 25g を 225ml

の BPW で 37℃、22 時間培養し、その培養液 1ml および
0.1ml をテトラチオネート培地およびラパポート・バシリ
アディス培地に接種し、42℃、18 時間培養して実施した。
その後、培養液を MLCB 培地およびクロモアガーサルモ
ネラに塗抹し、コロニーを分離した。鶏肉由来株および患
者由来株は、血清型別を行った。 

薬剤感受性試験は KB 法により、ABPC、TC、SM、Su、
ST、NA、GM、KM、CP、FOM、シプロフロキサシン
（CPFX）およびセフォタキシム（CTX）の計 12 剤につ
いて実施した。 

パルスフィールド・ゲル電気泳動（PFGE）は国立感染
症研究所の方法に基づき、制限酵素 XbaⅠを用いて実施し、
画像解析ソフト FingerPrinting Ⅱを用いて解析した。 

 鶏肉由来 S. Infantis は分離 126 株中 67 株（53.2％）
で、耐性薬剤数は平均 3.7 剤、主な耐性パターンは TC、
SM、Su であった。薬剤別耐性率は、NA が 11.1%および
ABPC が 9.5%であった。患者由来サルモネラ 151 株中、
S. Infantis は 24 株で、12 薬剤感受性株が最も多かった
が、うち TC(I)が 14 株あった。ABPC 耐性率および SM

耐性率は各 4.2%であった。XbaⅠ処理による PFGE パタ
ーンは、鶏肉由来株と患者由来株で異なるクラスターとな
ったが、各株のバンドパターンは 3 バンド異なる程度で、
クラスター間の類似度も約 86%であった。 

福井県内の鶏肉および患者から分離された S. Infantis

は、薬剤感受性および遺伝子型が異なっており、鶏肉から
人への直接の伝播による流行は確認できなかった。しかし、
鶏肉由来 S. Infantis は NA 耐性、CTX 低感受性および多
剤耐性など公衆衛生上の問題となる特徴を有しており、今
後も人からの分離状況に注視すべきと思われた。 

 
 
 
 
 

白色腐朽菌を用いたダイオキシン類低減化に関する研究(第 2報) 
 

三木 崇・坪川博之・櫻井明彦*1 
 

*1福井大学工学部 
 

第 38 回環境保全・公害防止研究発表会（平成 23 年 11 月、青森市） 
 
低コストで環境負荷の小さなダイオキシン類処理技術

として、キノコの一種(白色腐朽菌)の分解酵素を利用した
低減化試験を検討した。 

食用キノコ株（ふくひら 2 号）を用いた低窒素培地の液
相分解（1～28 日間）では、10,000pg の 2,3,4,6,7,8-HxCDF

を 7 日間で８割程度分解することが確認できた。1mM の

Lac メディエータを添加した系の低減化率は 57～79％で、
Lac メディエータを添加しない系（89％）より分解効果が
若干劣る結果となった。また、菌体内の代謝酵素（シトク
ローム P-450）を阻害するピペロニルブトキシドを添加し
た系では分解の進行が阻害され、分解反応には菌体表面へ
の接触が関与している可能性が示唆された。
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福井県における微小粒子状物質(PM2.5)調査 
 

泉 宏導・山田克則・酒井忠彰・谷口佳文 

 
福井大学地域環境研究教育センター「日本海地域の自然と環境」第 3 回研究発表会（平成 23 年 12 月、福井市） 

 
○目的 

平成 21 年に環境基準が設定された大気中の微小粒子状
物質（PM2.5）について、22 年度から実態調査を開始し
た。 

○方法 

22 年度は自動測定機により、6 地点で調査を行った。
うち 1 地点（福井局）は通年測定を行い、他の 5 地点（三
国局、大野局、神明局、敦賀局、小浜局）は測定機を移設
しながら調査した。 

○結果・考察 

福井局における 22 年度のＰＭ2.5 濃度は、年平均値お
よび日平均値とも環境基準を超えた。 

このため、高濃度事例について、黄砂日や他県の高濃度
事例との関係の分析および流跡線解析を行い、黄砂を含め
越境汚染の影響が大きいと推定された。 

また、他の汚染物質との関連について解析を行ったが、
二次生成原因物質との明確な相関は確認することができ
なかった。 

濃度分布については、福井局と各局間の測定期間平均濃
度の比は 0.84～1.02 であり、さらに局間の相関係数は
0.92～0.97 と高いことから、全県的に環境基準を超える
おそれが高いことが判明した。 

今後も調査を継続し、これらの考察を検証するとともに
より詳細な実態解明を目指す。 

 
 
 
 
 

福井県における大気中揮発性有機化合物の挙動について 
 

高橋伸行 

 
福井大学地域環境研究教育センター「日本海地域の自然と環境」第 3 回研究発表会（平成 23 年 12 月、福井市） 

 
揮発性有機化合物 9 物質（環境基準設定 4 物質および

指針値設定 5 物質）について、大気中濃度の推移および風
向風速、排出量（PRTR 届出値）との関係について解析し
た。 

平成 10 年度から 22 年度までの大気中濃度の年平均値
は５地点（局）とも全ての物質について環境基準または指
針値を満足していた。 

そこで、他の地点より比較的濃度の高かった自排丹南局
のベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、1,3-

ブタジエンおよび塩化ビニルモノマー、三国局のクロロホ
ルムについて、平成 19 年度から 22 年度のデータを用い
て解析した。 

自排丹南局は、幹線道路沿いにあり、また、周辺に発生
源となる事業所が立地しているため、自動車排ガスや有機
溶剤などの発生源の影響を受けていたと考えられる。 

自排丹南局におけるベンゼン、ジクロロメタン、トリク
ロロエチレン、1,3-ブタジエンおよび塩化ビニルモノマー
の各濃度は、風速の小さい時に高くなる傾向が見られた。
これは、各物質が拡散希釈されなかったことにより濃度が
高くなったと考えられる。 

一方、三国局におけるクロロホルム濃度は、風向により
大きく変動していた。その要因として近くに発生源となる
事業所があることから、この影響を受けていたと考えられ
る。 
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福井県における微小粒子状物質(PM2.5)の挙動について 
 

酒井忠彰・泉 宏導・山田克則・谷口佳文 
 

第 26 回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部 支部研究会（平成 24 年 2 月、京都市） 

 

PM2.5 濃度の県内の実態を把握するため、平成 22 年度、
自動測定機 2 台により、6 地点（大気常時監視測定局）で
調査を行った。うち 1 地点（福井局）は通年測定を行い、
他の 5 地点は測定機を移設しながら調査した。 

福井局の 22 年度の年平均値は 15.9µg/m
3、日平均値の

98 パーセンタイル値は 46.1µg/m
3 で、いずれも環境基準

（15µg/m
3、35µg/m

3）を上回っていた。 

月平均値は 10～20µg/㎥の範囲で変動しており、PM2.5

と SPM の月平均値の濃度比 PM2.5/SPM は、2、3 月に１
に近い値を示し当該期間の浮遊粒子の大部分が微小粒子
であるといえる。 

福井局で日平均値が 40µg/m
3 を超過した高濃度事例は、

多くが気象台で黄砂を観測している日であり、微小粒子が
大陸から飛来したことがうかがえる。 

  

また、非黄砂日の高濃度事例についても、NOxやNMHC

の濃度があまり変化していないこと、福井と敦賀における
PM2.5 の濃度がほとんど一致していたこと、大気の後方流
跡線解析で大陸方面からの移流が認められたこと、さらに
は、報道等によれば同時期に高濃度が西日本各地で観測さ
れ、大陸からの飛来が原因とされていることから、大陸か
ら飛来した微小粒子によるものと考えられる。 

県内各地点の PM2.5 は、「福井局との濃度比」の地点間
の変動幅は 0.84～1.02 で、SPM についての 0.61～1.21

よりも狭かった。また、PM2.5 の「福井局との相関係数」
は 0.92～0.97 で、SPM についての 0.86～0.95 よりも高
かった。従って、PM2.5 は、地点間の濃度レベルおよび変
動の違いが SPM に比べて少なく、越境汚染や大きなスケ
ールの気象変化などの広域的な影響をより強く受けてい
ると考えられる。

 
 
 
 

地下水汚染発見後 20 年経過地区における 
汚染状況等に関する研究（第 3 報） 

 

吉田耕一郎 

 

第 26 回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部 支部研究会（平成 24 年 2 月、京都市） 

 

地下水汚染対策の効率的・効果的な推進に寄与すること
を目的に、地下水汚染発見後 20 年をひとつの区切りとし
てとらえ、汚染発見後 20 年が経過する汚染地区を対象に
平成 21 年度から地下水汚染状況等に関する詳細調査を実
施し、汚染範囲の再確認や汚染低下の見込み等について検
証を行っている。 
平成 23 年度は平成元～2 年度にトリクロロエチレンに

よる地下水汚染が発見された一連の地下水汚染 3 地区で
調査を行い、平成元～2 年度調査結果と比較した。その結
果、汚染源に最も近いＧ市Ｉ地区では、トリクロロエチレ
ンによる環境基準超過地点は元年度調査の 14 地点
（29.8％）に対し 23 年度調査ではなくなり、環境基準以
下での検出地点のうち環境基準の 2分の 1以上検出された
地点は両年度調査とも 3 点であったが、その検出地点の範
囲は狭くなった。また、両年度調査で比較可能な 10 地点
における濃度変化率の平均は－80.5％と全体的に汚染濃
度が大きく低下していることが確認された。 

Ｇ市Ｉ地区の地下水流向方向北側に隣接するＧ市Ｈ地
区では、トリクロロエチレンによる環境基準超過地点は元
年度調査の 12 地点（34.3％）に対し 23 年度調査では４地
点（12.5％）と大幅に減少したが、さらに北側に位置する

Ｊ市境側で汚染濃度が高くなっている可能性がうかがわ
れた。また、両年度調査で比較可能な 11 地点における濃
度変化率の平均は－44.5％（濃度上昇の 1 井戸を除く 10

地点では－64.7％）と全体的には汚染濃度がかなり低下し
ていることが確認されたが、その平均変化率はＧ市Ｉ地区
に比べて小さかった。 

Ｇ市Ｈ地区のさらに北側に隣接するＪ市Ｋ地区では、ト
リクロロエチレンによる環境基準超過地点は 2 年度調査、
23 年度調査とも 2 地点であり、環境基準の 2 分 1 以上～
環境基準以下の範囲で検出された地点は 2年度調査の 1地
点に対し 23 年度調査ではなかったが、地下水汚染が南方
面のＧ市側から連続したものであることが確認された。ま
た、両年度調査で比較可能な 2 地点における濃度変化率の
平均は－49.1％とＧ市Ｈ地区と同程度であった。 

広域的な観点からの考察では、汚染源直近のＧ市Ｉ地区
ではトリクロロエチレン濃度が大きく低下したのに対し、
その地下水流向下流側のＧ市Ｈ地区とＪ市Ｋ地区では依
然として環境基準超過地点や濃度変化率の低い地点があ
ることから、比較的高濃度のトリクロロエチレンが地下水
流向に沿って相対的に北方面に移動しているものと考え
られた。 
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河川から検出される全亜鉛の由来に関する研究 
 

岡 恭子 

 
第 26 回全国環境研協議会東海・近畿・北陸支部 支部研究会（平成 24 年 2 月、京都市） 

 

公共用水域常時監視調査で、水生生物保全項目の全亜鉛
は県内のほとんどの測定地点において検出されており、河
川底質の巻き上げによる浮遊物質の混入が河川水中全亜
鉛濃度に影響している可能性が懸念される。そこで、過去
の調査で比較的全亜鉛濃度の高かった４地点について、河
川底質中亜鉛が河川水中全亜鉛に及ぼす影響について検
討した。 

晴天時および降雨後の河川水を採取し、全亜鉛濃度、溶
存態亜鉛濃度および浮遊物質量を JIS K 0102 に準じて分
析した。また、全亜鉛濃度と溶存態亜鉛濃度の差から懸濁
態亜鉛濃度を算出した。また、底質を採取して亜鉛の含有
量を測定した。さらに、採取した底質を用いて模擬河川水
を作成し、河川水と同様に水質分析した。 

全亜鉛濃度、懸濁態亜鉛濃度、浮遊物質量の関係をみる

と、今回調査した 4 河川中 3 河川では、浮遊物質量が高
いほど全亜鉛濃度が高く、また、全亜鉛に占める懸濁態亜
鉛の割合が高くなる傾向があった。ただし、例外的に外れ
る場合もあり、その理由としては、上流で事業場排水の流
入がある地点だったり、鯉が多く放流されている地点だっ
たりと、その地点特有の理由が推測された。 

 上記のような傾向が見られなかった 1 河川は、地質的に
亜鉛を多く含んでいる地点であった。 

また、模擬河川水の試験結果から、底質が泥質か砂礫質
かで底質の巻き上がり易さが異なり、底質の巻き上げによ
る浮遊物質量が高いほど全亜鉛も高い傾向にあることが
わかった。 

これらのことより、底質が河川水中の全亜鉛に影響を及
ぼしていると推測された。 

 
 
 
 

家庭飼育犬猫から分離された大腸菌の血清型、 
薬剤耐性および遺伝子型 

 

山崎史子・永田暁洋・石畒 史 

 
平成 23 年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（平成 24 年 2 月、札幌市） 

 
人獣共通感染症の人への感染源として家庭飼育動物は

重要視されているが、病原大腸菌や薬剤耐性大腸菌につい
ての調査は少ない。今回、人からも分離される血清型の病
原大腸菌およびフルオロキノロン(FQ)/第 3 世代セファロ
スポリン系薬剤耐性大腸菌を、家庭飼育犬猫の糞便から分
離し若干の知見を得たので報告する。 

材料は 2009 年 4 月から 2010 年 2 月に動物病院で採取
された犬および猫の糞便 230 検体を用いた。病原大腸菌
は mEC 培地および DHL 培地を用いて分離し、病原因子
遺伝子(astA、eae、LT、ST、aggR、stx1、stx2) の PCR

および血清型別を行った。シプロフロキサシン(CPFX)耐
性菌およびセフォタキシム(CTX)耐性菌の分離は、mEC

培地で増菌後に、DHL 培地、CPFX を含む DHL 培地お
よび CTX を含む DHL 培地を用いた。分離株は血清型別
および系統発生群分類の PCR を実施した。また、ABPC、
SM、TC、CPFX、KM、CTX、CP、SXT、Su、GM、
NA および FOM の薬剤感受性試験を実施した。CPFX 耐
性株は CPFX、ERFX の最小発育阻止濃度(MIC)の測定、
gyrAおよびparC遺伝子のキノロン耐性決定領域(QRDR)

における変異を調べた。CTX 耐性株は CTX、CAZ、CPR

および CTRX の MIC 測定、ESBL 遺伝子(blaCMY、
blaCMY-2 、blaSHV、blaTEM)の PCR、CTX-M-G(グループ)

の PCR および CTX-M タイプを調べた。 

病原大腸菌は、36 検体から 38 株 (astA 陽性 24、eae

陽性 12、astA+eae 陽性 2 株)が分離された。CPFX 耐性
菌は 55検体から 59株が分離され、主な血清型はO1:H6(9

株)および O25:H4(8 株)であった。CPFX および ERFX の 

MIC は O1:H6 が O25:H4 より高く、全て 64μg/mL 以上
であった。また、QRDR における変異は、1 点～4 点変異
の 5 パターンが確認された。CTX 耐性菌は 24 検体から
30 株が分離され、CTX-M-1G が 7 株、CTX-M-9G が 13

株および CTX-M-1G+ CTX-M-9G が 4 株陽性となった。
また、血清型は O1:H6 および O1:HNM が各 5 株で最多
で、CTX-M タイプ  はヒトからも多く検出される
CTX-M-14、CTX-M-15 および CTX-M-27 であった。 

家 庭 飼 育 犬猫 の 糞 便 から CTX-M-14 あ る い は
CTX-M-15 を保有し、FQ 系薬剤にも耐性を示す CTX 耐
性大腸菌が分離された。また、人由来株と共通する血清型
がみられたことから、家庭飼育動物からの感染の可能性が
あった。今後、家庭飼育動物からの感染予防の啓発および
動物医療現場における薬剤耐性菌対策の推進が必要であ
ると考えられた。 

 

（同様の内容を、平成 23 年度日本獣医公衆衛生学会（中
部）（平成 23 年 8 月、福井市）でも発表した。）
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CTX-M 型基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生大腸菌における 
鶏肉由来株と人由来株との比較検討 

 
石畒 史・永田暁洋・山崎史子・望月典郎*1 

 
*1福井県福井健康福祉センター 

  
平成 23 年度獣医学術学会年次大会（平成 24 年 2 月、札幌市） 

 
近年、人および鶏肉から基質特異性拡張型β-ラクタマ

ーゼ（ESBL）産生大腸菌の分離報告が増加していること
から、市販鶏肉における CTX-M 型の ESBL 産生大腸菌
について調べ、患者由来株と比較検討した。 

鶏肉由来株は平成 21 年～22 年の鶏肉 66 検体由来の
CTX に耐性を示した 71 株を用いた。人由来株は同時期の
県内の散発下痢症患者便由来で、CTX に耐性を示した 33

株を用い、平成 22 年に分離された尿由来 O78：H9 の 2

株を対照として用いた。薬剤感受性試験は KB 法で 12 種
類を使用した。CTX など 6 剤の最小発育阻止濃度（MIC）
も測定し、鶏肉由来株便由来株間の有意差は、Wilcoxon

の順位和検定によって調べた。また、CTX 耐性株が保有
する blaCTX-M の PCR による group 型別、一部の株につ
いては CTX-M type とシークエンスタイプの解析を実施
した。さらに、大腸菌の系発生群の分類を PCR により実
施し、O78 の 18 株については、制限酵素 BlnI を用いて
PFGE も実施した。 

ESBL 産生菌は鶏肉由来株で 30 株確認され、血清型は
O78：H9 が 9 株および O78：HUT が 6 株などの 17 種類

であった。糞便由来株は 27 株確認され、血清型は O25：
H4 が 8 株および O78：H9 など 9 種類であった。鶏肉由
来株と糞便由来株の平均薬剤耐性数は、それぞれ 6.8 剤と
5.4 剤であった。両者の MIC 値を比較すると、CAZ およ
び CPR は鶏肉由来株の方が高く（P<0.05）、CPFX は糞
便由来株の方が高い値（P<0.05）を示した。両者からと
もに確認された血清型 O78 では鶏肉由来株は 4 剤耐性（1

株）と 7～8 剤耐性（15 株）に分けられ、薬剤耐性パター
ンは前者が糞便由来株と、後者が尿由来株と一致した。前
者の鶏肉および糞便由来の O78：H9 の各 1 株は、CTX-M 

type は CTX-M-55、系統発生群は A、PFGE パターンは
類似し MIC 値では CPR 以外はほぼ一致した。鶏肉から
最も多く分離された血清型 O78：H9 において、鶏肉由来
株と患者糞便由来株間で類似株が確認されたことから関
連性に注目すべきと思われた。 

 

（同様の内容を、平成 23 年度日本獣医公衆衛生学会（中
部）（平成 23 年 8 月、福井市）でも発表した。）

 

 

 

 

福井県におけるノロウイルス等の腸管系ウイルスの検出状況 
 

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） 

 
平成 23 年度(2011 年 4 月～2012 年 1 月)に、福井県内

において集団発生および小児散発例から検出された腸管
系ウイルスについて解析を行った。集団発生としては食中
毒（疑い含む）もしくは不明感染症 10 事例に関連する 84

検体（有症者、調理従事者の糞便等）のうち陽性となった
5 事例 40 検体を、また小児散発例は感染性胃腸炎患者 21

検体の糞便のうち腸管系ウイルスが検出された 13 検体を
対象とした。 

集団発生事例において推定される感染経路別内訳は、ヒ
ト-ヒト感染(疑)事例が 4 事例、従事者による食品汚染(疑)

事例が 1 事例であった。 

集団発生事例でノロウイルス（NV）陽性であった 4 事
例の全てで GenogroupⅡ(GⅡ)が検出された。遺伝子型は

GⅡ/4 が 3 事例、GⅡ/3・GⅡ/13 が各 1 事例であった。 

また、NV 陽性の不明感染症疑い事例で、NV が検出さ
れなかった患者から C 群ロタウイルスが検出された事例
があった。当初は発症要因が同一の事例と考えられていた
が、異なるウイルスの検出により、発症要因の異なる 2 事
例の存在が示唆された。 

小児散発例については、県内の小児科 4 医療機関にウイ
ルス性を疑う急性胃腸炎患者糞便採取を依頼し、21 名の
糞便を検査した。その結果、NV (GⅡ) 4 名、A 群ロタウ
イルス 4 名、サポウイルス 2 名、腸管系アデノウイル
ス 2 名およびエンテロウイルス 1 名が陽性であった。
検出された NV の遺伝子型は GⅡ/2 ・GⅡ/3・GⅡ/4・G

Ⅱ/13 が各 1 名であった。
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福井県における平成 23 年食中毒発生状況 
および腸管系病原細菌検出状況 

 
大村勝彦・永田暁洋・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） 

 

平成 23 年に福井県で発生した食中毒は 14 件で、患者
数は 55 名であった（昨年は 9 件、45 名）。病因物質の内
訳はノロウイルスが 4 件、キノコ毒が 3 件、病原大腸菌
が 2 件、腸管出血性大腸菌・病原大腸菌、サルモネラ、カ
ンピロバクターが各 1 件および不明が 2 件であった。 

 腸管出血性大腸菌感染症は 19 件で、感染者数は 56 名
（有症者 40 名、無症者 16 名）であった。感染者数の内
訳は O157：HNM が 29 名（3 件）、O157：H7 が 15 名

（8 件）、O26：H11 が 8 名（5 件）、O111：HNM が 2 名
（1 件）、O91：HUT および O128：HNM が各 1 名（各
1 件）であった。保育所を中心とした O157：HNM によ
る集団感染事例で、感染者数は 27 名（有症者 17 名、無
症状保菌者 10 名）であった。 

また、細菌性赤痢（Shigella sonnei Ⅰ）およびコレラ
（小川型）患者、各 1 名の発生届出があった。

 
 
 
 

保育所で発生した腸管出血性大腸菌感染事例について 
 

永田暁洋・大村勝彦 
 

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） 

 

平成 23 年 12 月 9 日に二州保健所に初発患者(3 歳)の腸
管出血性大腸菌感染症発生届が出された。初発患者の行動
調査等の結果、患者が通う保育所 X で数名の有症者がい
たことから、患者の濃厚接触者（家族）および X に通う
有症者の検便を当センターが実施した。最終的に園児 131

名、職員 24 名および患者を含む O157 陽性者の濃厚接触
者 73 名の計 228 名の検査を実施し、園児 10 名、職員 2

名、濃厚接触者 10 名が O157：HNM(VT1+2)陽性となっ
た。医療機関で検便を実施し陽性となった 4 名を含めて、
27 名の O157:HNM(VT1+2)感染が確認された。園児およ
び職員の発症日は、12 月 2 日～12 月 16 日の間で散発し、
保育所給食による食中毒の可能性は否定された。また、菌
陽性者は、3～4 歳が多かったが、症状は腹痛、軽い下痢
や軟便もしくは無症状で、血便は全くなかったことから、
毒性は強くなかったと思われた。 

直接塗抹による CT-SMAC の感度は 81.8%、特異性は

62.1%であった。一方、クロモアガーO157 の感度は 68.2%、
特異性は 28.8%であった。また、増菌後免疫磁気ﾋﾞｰｽﾞ処
理でのみ陽性の検体も 4 検体あった。 

医療機関からの発生届 4 件のうち、3 件は VT1 のみの
検出報告で、当センターの RPLA 結果（VT1 陽性、VT2

陽性(1:4)：デンカ生研 VTEC-RPLA）および PCR 結果
（VT1+2 陽性：小林らの Primer を使用）と食い違った
ため、当センターにおいて Wang らの primer による PCR

を実施したところ、stx2c を保有することが判明し、結果
の食い違いはバリアントによるものと考えられた。分離株
について制限酵素 XbaⅠによるパルスフィールド・ゲル電
気泳動を実施したところ、同一パターンを示した。 

以上の結果より、本事例は stx1 および stx2c を保有す
る O157:HNM が、初発園児から直接または初発園児の便
処理をした職員を介して、他の園児に感染し、さらに各園
児の家族の三次感染を引き起こしたと考えられた。 
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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。 
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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 
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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。
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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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