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広島市感染症情報センターからの効果的な情報発信について 

 

生活科学部 吉貞奈穂子 片岡真喜夫 末田義博   

広島市立大学 情報科学研究科 情報工学専攻 コンピュータデザイン研究室 

大岡賢昂  三上雄大 

【はじめに】 

現在、公衆衛生情報の解析提供事業の一環として、広島市感染症情報センターを運営し、保健センターから

毎週送られる各種の感染症データおよび当所での検査結果データの収集・解析を行っている。その結果を、毎

週、広島市ホームページ作成システム（i-City）を用いてホームページ（HP）を作成し市民に向け提供している。

しかし、広島市 HPは、利用者の市民にとっては必要な情報を検索しにくい、HP作成者にとっては編集作業が煩

雑など様々な問題がある。  

今回、市立大学との共同研究（自主プロジェクト演習課題）として、利用者側と作成者側双方のユーザビリティ

を考慮した広島市感染症情報センターからの効果的な情報発信の方法を検討した。 

 

【方法と結果】 

１．広島市感染症情報センターHP の問題点 

 現在の広島市感染症情報センターHPの市立大学から見た問題点を表に示した。利用者の立場から見ると、広

島市全体でのサイト内検索しかできず個別サイト内検索はできない、多様な情報が混在するため情報が得られ

にくいなどの問題点がある。作成者の立場から見ると、i-City では各コンテンツを更新するとすべて上書きされ、

過去の記事をを参照することができない、編集作業が煩雑であるなどの問題点がある。現環境（i-City)では HP

のレイアウトや機能に制約があり、解決が困難な問題が多い。 

表 広島市感染症情報センターHP の問題点 

改善策 
立場 問題点、やってほしいこと 

現環境（i-City) 新環境（WordPress) 

サイト内検索不可能 

（市役所全体のみ可能） 
困難 デフォルト使用 

多様な情報が混在 困難 カテゴリー検索 
利用者 

最新情報が分かりにくい レイアウトの編集 ブログ形式 

編集履歴を参照不能 
サイト情報 

保存システム 
参照可能 

情報が広く伝わりにくい 困難 
Twitter、プリンタ、 

メール転送機能など 
作成者 

編集作業を容易にしたい 困難 
新環境への移行 

（タグ付けの容易化） 

広島市立大学「自主プロジェクト演習報告会」より引用 

２．改善策 

 市立大学から提案された解決方法は、HP の作成・編集環境を制約の多い i-City から、機能の拡張性の高い

WordPress という別のシステムに移行するものであった。 

 また、当所においては、現環境（i-City)での改善策として、独自の HP 編集システムの作成などを試みた。 

２．１ 市立大学提案の改善策 

 WordPress は、サイト内検索の設定、ブログ形式化が容易であり、利用者の利便性が向上する。WordPress を

使用した仮 HP を作成し、実装に向け検討を行った。 

・サイト内での検索方法の工夫 

利用者が効率良く情報を絞るために、広島市感染症情報センターHP に、カテゴリー検索という検索ページを

設け、探索の効率化をはかった。 



２ 

 

編集においては各ページにタグを付けることによって、そのページが属するカテゴリーを設定する。タグ付けは、

テキスト入力、タグ付けチェックボックス、自動タグ付機能を設定することにより、編集者の負担を減らす工夫を

した。 

・情報伝達の工夫 

仮 HP に、ツイッターや RSS 配信、専門的な情報、一般的な情報へのリンクなどの機能を取り入れ、情報伝達

の工夫をした。 

・現環境（i-City)でのサイト情報保存システム 

編集履歴を保存するために、公開中の HP 情報（HTML）を取得し、リンクの関係ごと保存するシステム（Mac

環境）の作成を試みた。現在 Windows 環境への対応を検証している。 

２．２ 当所での改善策 

・現環境（i-City)におけるサイト内検索については、市立大学の提案をもとに、広報課と協議の場を設けるこ

ととなった。 

・混在する多様な情報を整理するため、専門家向け、市民向け等に分類したサイトマップを作成する予定にし

ている。 

・利用者が最新情報を識別できるように、トップページの新着情報メニューに更新日付を追加した。 

・編集履歴を保存するため、Windows 環境での独自のバックアップシステムを作成中である。 

・情報を広く伝える方法の１つとして、広島市トップページの緊急情報に感染症情報（インフルエンザ

最新情報）を掲載した結果、アクセス数が増えた。 

・現環境（i-City)における編集作業の容易化を目的に、Acsess プログラムを利用した編集システムを独自に作

成した。これにより、制約のある環境下で HP 編集作業の容易化・迅速化に関して、当初よりかなり改善すること

ができた。 

  

【まとめ】 

 市立大学より提案のあった主な解決策は、編集環境として新たに WordPress を用いる方法であり、利用者側と

作成者側双方のユーザビリティの向上を図ることができると考えられる。しかし、この方法は外部サーバへの移行

が前提である。 

 当所では、現環境（i-City)での編集システムを独自に作成し、編集作業の容易化・迅速化に関してかなり改善

することができた。 

 今回の市立大学の提案を受けて、広島市感染症情報センターHP を例に広島市 HP の改良について、広報課

と協議の場を設けることとなった。今後、利用者側（市民）と作成者側双方にとってより使いやすい広島市 HP の

構築に向けて、i-City 環境の改善等を推し進め、効果的な情報発信をしていきたい。 



                                  2011/03/15 

アレルギー発症機序に関する最近の話題 

                        生活科学部生活化学担当 
                               石村勝之 
はじめに 
 わが国の花粉症、喘息、ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、食物アレルギーなどのアレルギー疾患は、増加を続け、

現在約 4,000 万人に達していると言われている。これらの疾患による経済的損失は大きなものと

なっており（花粉症のみで年間約 7,600 億円）、その治療と予防法の開発が大きな課題となってい

る。ここでは、その発症、予防、治療に関する基礎的理解に資すため、その発症機序等について

最近の動向を紹介したい。 
１． アレルギー発症機構の基本（食物アレルギーの場合） 

・食品（アレルゲン）⇒アレルゲン特異的ＩgＥ（A）の産生  
⇒ 肥満〈マスト〉細胞上に A を結合 （感作）  

・食品（アレルゲン）の再摂取 ⇒ 肥満〈マスト〉細胞 IgE に結合 
    ⇒ 肥満細胞からヒスタミン・ロイコトリエン・PGD２の放出 

 
２． “アレルギー疾患がなぜ増えているのか？”との疑問に関する動向 

＊複数の因子の関与 ⇒ アレルギー体質の獲得 
  環境因子 

・“衛生仮説”およびその免疫学的根拠 
環境中のエンドトキシン ・細菌の CpG 配列 ＋ アレルゲン 

→ ﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞや樹状細胞の TLR4,TLR9 等 ﾚｾﾌﾟﾀｰによる認識 → 

IL-12 放出→ﾅｲｰﾌﾞ T 細胞の刺激→アレルゲン特異的メモリーＴｈ１ 
細胞への分化（Ｔｈ２細胞への分化抑制） 

⇒ alergen-specificＩｇＥの減少 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ・ 腸内細菌そう → Th 細胞が関与する“経口免疫寛容” 

 
衛生環境下におけるアレルギー・免疫異常疾患の増加を説明するための４つのＴ細胞に

よる”Balancing Square “モデル【化学と生物,47,150,（2009）】 

・  栄養状態      → epigenetics も関与? 
・  加齢     → epigenetics も関与? 

３ 
 

・  食品     ⇒ 現代の食品との接触 



４ 
 

・  化学物質・・・H23～（13 年間の大規模調査「エコチル調査」（環境省）〉 
   
遺伝的発症因子 

   ・アトピー性皮膚炎：皮膚の“角化”バリアーに関係するフィラグリン遺伝子異常 ⇒アレ

ルゲンの侵入⇒高親和性 IgE 受容体樹状細胞 
              ⇒その他免疫疾患【食物アレルギー・喘息】の予防に影響  
  ・エピジェネティクス異常：DNA メチル化、ヒストン・アセチル化など 
               非メチル化 CpG 配列-------- 自己免疫疾患？ 
 
３． 診断(「厚生労働研究班による食物アレルギーの診断の手引き 2008」) 
      

①問診 ②血中抗原特異的 IgE 抗体検査 ③皮膚テスト ④食物除去試験 
   ⑤食物負荷試験   等 
 
４． 治療法・予防法の動向 

  ・栄養指導 
.     ・アレルゲン除去（食品の除去・低アレルゲン食品・アレルゲン除去食品） 

・ 抗ヒスタミン薬・ステロイド薬内服 
・ アドレナリン注射（医療機関・自己注射（エピペン○R） 

（＊アナフィラキシー対応） 
・ 減感作療法 

など 
 将来の展開 
・ アレルギーワクチンの開発 
・ アレルゲン特異的 Tｒｅｇ細胞の増加 （レチノイン酸＋ＴＧＦβ） 

  
 
 
 
 
 
 



 

包装紙からのホルムアルデヒド検出事例について 
 

                           生活科学部 橋本 和久 
 
はじめに1)

 ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で、水によく溶解し、約 37%の

水溶液をホルマリンという。ホルムアルデヒドは医薬品、フェノール樹脂、尿

素樹脂、、接着剤、塗などの原料として多方面で使用されている。しかしながら、

ホルムアルデヒドの有する細胞毒性のため、「食品衛生法」では、ホルムアルデ

ヒドまたはこれを含む化合物を食品添加物として使用することを禁止している。

くん製品、たら肉、干ししいたけは天然成分に起因するホルムアルデヒドがご

く微量検出されることはある。また、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹

脂などホルムアルデヒドを原料とする合成樹脂製食器についても定められた方

法で検出してはならないと定められている。 
繊維製品の防縮、防しわなどの目的で樹脂加工剤が使用されるが、これから

発生するホルムアルデヒドのため皮膚障害を起こすことがある。このため、「有

害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」では、下着、寝衣、手袋など

のついては基準が設定されている。生後２年以内の乳幼児用のおしめ、下着な

どの繊維製品については、乳幼児の特殊性から検出されてはならないと規定さ

れている。 
断熱材や建材接着剤、たばこ、合板製家具類からも放散され、異臭、のどの

痛みなどの原因ともなっている。また、収納した下着類に移染し、問題となる

場合もある。 
今回、食品にホルムアルデヒドが含まれているのではないかという苦情事例

に遭遇し、若干の知見を得たので報告する。 
調査および対象 
 対象の食品（バターケーキ）は、ポリエチレンシートで包装され、箱に詰め

られさらに包装紙で包装されていた。バターケーキ中からはホルムアルデヒ

ドが検出されなかったため、包装紙の調査を実施した。 
調査対象試料として、 
① 内敷紙 
② 箱（上） 
③ 箱（下） 
④ 箱包装紙 
⑤ 外包装紙 
⑥ 包装紙 A 
⑦ 包装紙 B 

５ 
 



 

６ 
 

試験方法 
 細切試料(1～2.5g)を採取し、水100mlを加え、40℃の水浴で１時間抽出する。 
抽出液をグラスフィルターでろ過後、5ml 分取し、アセチルアセトン溶液 5ml
を加え 40℃の水浴で 30 分反応させ、さらに室温で 30 分放置後、高速液体クロ

マトグラフで測定する。 
分析方法 
  高速液体クロマトグラフ法 

HPLC    Shimadzu  LC10A 
   検出器    SPD-10A (UV-VIS)  at 415nm 
    カラム    Inertsil  ODS-3   5μm  4.6 x 150mm 
    溶離液    CH3CN/H2O = 24/76 v/v 
結 果 
  表に試験結果を示した。 

対照として測定した包装紙及び苦情品からは１検体を除いて定量下限未満

であった。検出された包装紙は、最外部の包装紙で直接食品に接触していなか

ったが、臭気が感じられるものであったが、人体に影響を及ぼす濃度ではなか

った。 
ホルムアルデヒドの由来については、使用された印刷インクか紙力増強剤と

して添加されるユリア樹脂やメラミン樹脂によるものかは不明であり、今後

の検討課題としたい。 
 

表 試験結果           （μg/g） 

化合物名 
①  
内敷紙 

②  
箱（上） 

③  
箱（下） 

④  
箱包装紙 

⑤  
外包装紙 

⑥  
包装紙 A 

⑦  
包装紙 B 

HCHO 1.6 2.1 2.3 1.8 6.2 1.4 1.2 

 

 
 ⑤        ③    ②     ⑥     ⑦ 
 

1) 衛生試験法注解（2010）日本薬学会編 金原出版 



 

煮干中に含まれる甲殻類タンパク質の実態調査について 

生活科学部 常政 典貴 
１．背景と目的 

  これまでアレルギー物質の検査は、乳、卵、小麦、そば、落花生を対象として行われ

て来たが、平成２０年６月３日に施行された「食品衛生法施行規則の一部を改正する省

令」により、あらたにえび、かにが特定原材料に指定され、表示が義務化されることと

なった。それに加えて検査法も定められ、定量検査法ではＥＬＩＳＡ法を、定性試験法

ではＰＣＲ法を行うこととなった。これまで乳、卵の検査を主に行ってきたが、法改正

にともない、あらたに標準作業書、検査台帳を定め、煮干中に含まれる甲殻類タンパク

質の実態調査を行ったので報告する。 

 

２．調査方法 

 調査対象は、保健所が収去した煮干１５検体とした。検査にはＥＬＩＳＡ法の日水製

薬㈱ＦＡテストＥＩＡ－甲殻類「ニッスイ」と㈱マルハニチロの甲殻類キット「マルハ」

を用いた。１度目の検査で、混入の目安とされる１０μg/g を超えている場合には、再度

同じ試料を使って検査を行った。検査結果は、１度目に得られた値と２度目に得られた

値の平均値とした。ＥＬＩＳＡ法を用いて得られた測定結果において、３ウェル間のＣ

Ｖ値が２０％以上の時は、再度ＥＬＩＳＡを行った。検量線は、各濃度の標準液から得

られた測定値に４係数 LOGISTIC 曲線をフィッティングして求めた。 
 
３．調査結果 
  検査の結果１０μg/g を超えていたのは、㈱マルハニチロの甲殻類キット「マルハ」を

用いた場合には４検体であり、日水製薬㈱ＦＡテストＥＩＡ－甲殻類「ニッスイ」を用

いた場合には２検体であった。 
 
４．まとめ 
  今回の調査で１０μg/g を超えていたのは、いずれも表示のある検体であったため、確

認のための定性試験（PCR 法）を行う必要がなかった。しかし今後の検査では、表示の

ないものから検出されることも考えられるため、定性試験において低濃度でも安定した

結果が得られるように検討を続けていきたいと考えている。 
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いわゆる健康食品中に含まれる医薬品成分の一斉分析法について 
 

                                   生活科学部  岩本 安未 

 

は じ め に 

近年の健康ブームにより、何らかの健康機能をうたっ

た食品が数多く市場に流通している。さらに最近では、

インターネットやドラッグストア等で簡単にそのような健康

食品を入手でき、海外からの個人輸入も可能となってい

る。しかしそれらの中には、効果をあげるため医薬品成

分を添加したものもあり、重篤な健康被害や、一部の健

康食品では死亡事例も出てきている。広島市内におい

ても、無承認無許可医薬品摂取による被害が報告され

ている。そこで、健康被害事例の多い痩身、強壮成分で

ある、フェンフルラミン、タダラフィル等 14 成分について、

一斉分析法を検討したので報告する。 
 

材 料 及 び 方 法 

1 対象物質 

痩身成分：ヒドロクロロチアジド（Hyd）、センノシド A
（Sen.A）、センノシド B（Sen.B）、マジンドール（Maz）、フ

ェンフルラミン（Fen）、フロセミド（Fur）、ビサコジル（Bis）、

フェノールフタレイン（Phe）、シブトラミン（Sib）、N-ニトロソ

フェンフルラミン（N-Fen）  強壮成分：タダラフィル（Tad）、

バルデナフィル（Var）、ヨヒンビン（Yoh）、リドカイン（Lid）

を対象物質とした。 
 

2 分析手法 

薄層クロマトグラフィー（TLC）、液体クロマトグラフィー

（HPLC）、液体クロマトグラフ質量分析計（LC/MS/MS）

の 3 手法について検討した。 
 

結 果 と 考 察 

1 TLC によるスクリーニング条件の検討  

TLCにおいては、目的成分のRf値が適度に分かれ、

何らかの形で視覚的に検出されることが必要である。医

薬品成分のほとんどが非常に高極性であることを考慮し、

過去に医薬品成分 80 種について報告されている酢酸

エチル-メタノール系の展開溶媒 1) を用い、温度湿度一

定のもと、各成分 1000ppmに調製した溶液を用いて 14
成分のRf値の検討を行った。その結果、Rf値は適度に

わかれ、再現性も良好であったため、本条件をTLC展開

条件とした。検出方法は、今回対象とする成分全てがそ

の構造中に共役二重結合をもつこと、またほとんどの成

分が構造中に窒素を含むことから、①UV254nm照射

（吸収の有無）、②UV365nm照射（蛍光の有無）、③ドラ

ーゲンドルフ試薬+10%硫酸噴霧（橙色発色）とした。UV 
254nm照射では、全ての物質において検出が可能であ

った。さらに、2 物質においてはUV365nm照射での蛍光

発光も認められた。ドラーゲンドルフ試薬での検出にお

いては、10%硫酸を追加噴霧することにより色調を強め

た 2) 。これら方法を組み合わせることで、全成分について

500ng/スポット以上の感度が得られた。 
 
2 HPLC/PDA によるスクリーニング条件の検討 

健康食品中医薬品成分のスクリーニングは、特異性が

高いこと、また極めて高感度なことから、多くの機関にお

いてLC/MS/MSを用いて行われている 3) , 4) 。しかしLC/ 
MS/MSでの測定は特定のイオンを選択して行うため、あ

らかじめ決まった成分しか測定できない。健康食品中の

医薬品成分においては、検査の目を逃れるため既存の

物質の構造を少し変化させた未知物質の添加が後を絶

たず、何が入っているか分からないという状況であるため、

広範囲のスペクトルが確認できるHPLC/PDAを用いて二

次スクリーニング試験を行うことが効果的と考えられた。     

HPLCでのスクリーニングでは、目的成分ピークが確実に

分離され、そのスペクトルが確認できることが重要である

ことから、14 成分のピークが確実に分離できる条件を検

討した。過去に健康食品中医薬品等 93 成分の分離が

報告されている溶離液、グラジエント条件 5) にて測定を

行ったところ、2 成分の分離が不十分であったため、流

速を変更し分離を改善した。使用カラムは、感度が良好

であったPhenylカラムとした。また、一部の成分において

ピークの頭割れが生じたため、試料溶媒を溶離液に変

更し、ピーク形状を改善した。この条件で、14 成分及び

健康食品に含有されている可能性のある保存料等 20 成

分のPDAスペクトルをライブラリ登録し、実試料測定時の

スクリーニングが効率的に行えるようにした。検出限界は、

0.1ppmであった。 
 
3 LC/MS/MS による確認試験の条件検討 

LC/MS/MS では、TLC 及び HPLC/PDA スクリーニン

グで検出された成分の同定を想定し、条件を検討した。

まず 14 成分について、イオン化条件、各電圧値の最適

化等を行った。また、2 段階でイオンを選択する MRM 測

定だけでは最終同定に不十分な場合を想定し、MRM
測定を行いながらコリジョンエナジーをふり、その最終生

成イオンをモニターする Product ion scan を行える、
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MRM-IDA-PI 測定メソッドを、ポジティブ、ネガティブ別

に作成した。このメソッドを用い、混合標準液を 100ppb
になるよう添加した健康食品試料を測定したところ、

MRM、Product ion scan 共に良好な同定が可能であっ

た。 
4  試料調製方法 

健康食品中医薬品成分の分析においては、試料を一

定重量採取し、メタノールやアセトニトリルを溶媒とした超

音波での成分抽出が一般的に行われている 6) , 7) 。試料

採取量については、検体ごとに１回摂取量が異なること

が考えられたため、スクリーニング感度をとる必要性から

1/2 用量とした。また、抽出液は各成分の安定性、抽出

率を考慮し 50％アセトニトリルとした。 
 

5 HPLC/PDA による定量試験の検討 

スクリーニング条件と同条件で、定量分析が可能かどう

か検討した。健康食品試料にそれぞれの標準物質を 50
μg添加し、乾固させた後、４の方法で試料溶液を調製

し、添加回収試験を行った。回収率、相対標準偏差(%)
共に良好であった（表 2）。検量線は 0.5～10ppmの範囲

で作成し、r２=0.999 以上の直線性が得られた。以上の結

果から、同条件で定量分析も可能であると考えられた。 
 

6 分析フローの構築 
 各分析手法の検討結果から、分析フローを作成した。

まず、成分の全体像が見え、短時間でおおまかな成分

の有無が判別できる TLC でのスクリーニングを行う。この

フローでは、1/2 用量の検体を TLC で測定する際には

0.15mg/用量以上の感度が得られることになる。スクリー

ニングは HPLC でも行う。HPLC は TLC よりも感度が高く、

分離能もよいため、TLC では検出できない濃度での検

出が可能であり、スペクトルから成分の推定ができる。 
HPLC では 0.01mg/用量の検出が可能であり、ほとん

どの成分の薬効量が mg オーダーであることを考慮する

と、スクリーニングとしては十分な感度と考えられた。この

フローでは、TLC、HPLC のどちらか一方のみでの成分

見落としを防ぐため、二重スクリーニングとした。スクリー

ニングで検出された成分については、LC/MS/MS で

MRM-IDA-PI 測定をし、標準品と同一であることを確認

する。成分が同定されたら、HPLC で定量分析を行うこと

とした。 
 
7 実試料の分析 
 広島市保健所薬務係から提供のあった、強壮成分の

ヨヒンビンが含まれる検体（一回量２カプセル中 9.95mg
含有表示）について、本分析フローで測定した。TLC で

は、ヨヒンビン標準品と同一 Rf 値の箇所に吸収、蛍光及

び発色が認められた。続けて、HPLC でスクリーニングを

行ったところ、RT、PDA スペクトルが標準品と一致した。

LC/MS/MS で確認試験を行ったところ、MRM、product 
ion scan どちらにおいても標準品と同一の挙動を示した。

成分の確認ができたため、同一ロット中からランダムに 5
カプセル選択し、HPLC で定量した。 
 

ま と め 

 健康食品中の痩身及び強壮用医薬品成分 14 成分

について、TLC、HPLC、LC/MS/MS を用いた一斉分

析法を構築した。定量試験においては検量線直線性

及び直線範囲、また添加回収試験について良好な結

果が得られ、スクリーニング、同定にあたっては十分な

特異性が得られた。以上のことから本分析法は検討

した 14 成分等において有効な試験法であると思わ

れる。今後、医薬品の添加された健康食品による被

害の未然防止や原因究明などに活用していきたい。 
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LAMP 法を用いた Campylobacter の検出 

      
生物科学部 

                    ○国井悦子 花木陽子 田内敦子 末永朱美  

                     宮野高光 京塚明美 伊藤文明 笠間良雄 

 
【背景および目的】 
食中毒・感染症の発生時には，病因物質の迅速な特定による拡大の防止が重要である。

Campylobacter の分離培養検査では同定までに 4～5 日かかり，迅速な推定のための検査法

の導入が必要である。そこで今回、迅速な検査法の 1 つである LAMP 法の検討を行った。 
【材料および方法】 
1  供試菌株 当所で分離された，C.jejuni と C.coli を感度試験に使用した。 
2 使用検体 検体からの検出試験には，鶏肉 6 検体を使用した。 
3 分離培養 感度試験の菌数測定には，非選択性の血液寒天培地を用いた。検体からの

検出には，増菌培地にプレストンブイヨンを用い，分離培地には選択性のある mCCDA
培地とバツラー培地を使用した。 

4  LAMP 法  Loopamp カンピロバクター検出試薬キット(栄研化学株式会社)を使用した。 
5  試験方法 
 (1) 感度試験 

C.jejuni および C.coli の懸濁液から，増菌培養に用いるプレストンブイヨンで 10 倍

希釈列を作成し，菌数測定を行うと同時に各希釈列を用いて LAMP 法を実施した。 
(2) 検体からの検出 

鶏肉をプレストンブイヨンで増菌後，分離培地を用いて菌数測定を行うと同時に

LAMP 法を実施した。また，増菌前のプレストンブイヨンについても分離培養と LAMP
法による検出を実施した。なお，分離した菌株については，常法により Campylobacter
であることを同定した。 

【結果】 
1 感度試験  

菌 数

(CFU/ml) 

5.0 

×104

5.0 

×103

5.0 

×102

5.0 

×101C.jejuni 

LAMP 法 ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －＋＋＋ －－－－ 

菌 数 

(CFU/ml) 

4.2 

×104

4.2 

×103

4.2 

×102

4.2 

×101C.coli 

LAMP 法 ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ ＋＋＋＋ －＋＋＋ 

                    ※LAMP 法は 4 回実施。＋：陽性 －：陰性 
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2 検体からの検出 
増菌前 増菌後 

No. 
培養法 LAMP 法 菌数(CFU/ml) LAMP 法 

菌種 

1 － － 1.0×106 ＋ C.jejuni 

2 － － 3.6×104 ＋ C.jejuni 

3 － － － －  

4 － － 9.5×105 ＋ C.jejuni 

5 － － － －  

6 － － 8.2×103 ＋ C.jejuni 

※＋：陽性 －：陰性 

【考察およびまとめ】 
感度試験において，C.jejuniについてはLAMP法で 4 回とも陽性であった菌数は 5.0×

103CFU/ml以上であり，C.coli においては，4.2×102 CFU/ml以上であった。これらのこ

とから，Campylobacterは 103CFU/mlあれば確実にLAMP法で検出できることが示唆され

た。 
検体からの検出試験において，増菌前では，分離培養，LAMP法ともに陰性であった。

増菌後は、6 検体中 4 検体からCampylobacterが分離され，菌株はすべてC.jejuniであった。

Campylobacterが分離された 4 検体は，すべてLAMP法でも陽性であった。また培養法で

分離されなかった 2 検体はLAMP法でも陰性であった。陽性となった 4 検体の

Campylobacterの菌数を測定したところ，すべて 103CFU/ml以上で，LAMP法で確実に検

出される菌数まで増えていた。増菌培養で分離されるものはLAMP法でも陽性になり，培

養開始の翌日には，Campylobacter の存在を推定することができた。 
従来の検査では，判定までに 4～5 日を要していたが，LAMP 法を取り入ることで，検査

開始 2 日目には，Campylobacter の存在を推定することができ、LAMP 法は迅速な推定試

験法であることが示唆された。今後，さらに他の検体についても検討していきたい。 
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カンピロバクター分離株の血清型別と薬剤耐性状況 

 

生物科学部  ○花木陽子 国井悦子 毛利好江 田内敦子 末永朱美 
宮野高光 京塚明美 伊藤文明 笠間良雄 

 
【背景と目的】 

当所では、衛生微生物技術協議会レファレンス委員会カンピロバクターレファレンスセ

ンター（以下レファレンスセンターという。）の支部として、広島県内および四国地方に

おいて分離されたカンピロバクターの血清型別および薬剤耐性の状況把握を行っている。

2010 年の広島市における散発事例患者および食肉由来株の血清型と薬剤耐性について検

討したので報告する。 
 
【材料および方法】 
１ 菌株 

2010 年の散発事例患者由来 Campylobacter jejuni（以下 C.jejuni という。）117 株お

よび食肉（鶏肉および牛レバー）由来 C.jejuni  5 株の計 122 株を供試した。 
２ 血清型別 

（１） 易熱性抗原の血清型別 
Lior(LIO)および TCK 型別用抗血清 30 種類（レファレンスセンター配布）を用い

たスライド凝集反応法（Lior 法）で行った。 
（２） 耐熱性抗原の血清型別 

市販の Penner 群別血清 25 種類（デンカ生研）を用いた受身血球凝集反応（PHA）

法（Penner 法）で行った。 
（３） 薬剤感受性試験 

6 種類の抗生物質（EM,TC,NA,NFLX,OFLX,CPFX）について、Sensi-Disc（BD）

を用いた一濃度ディスク法で行った。 
 
【結果】 
１ 散発事例患者由来 C.jejuni 血清型 

易熱性抗原の血清型別では、LIO4 型が 40 株（34.2％）で最も多く、次いで LIO26
型及び TCK1 型がいずれも 6 株（5.1％）であった。また、複数血清に凝集した株が 15
株（12.8％）みられた。供試した 117 株のうち、22 株（18.8％）が型別不能であった。 
耐熱性抗原の血清型別では、B 群が 44 株（37.6％）で最も多く、ついで D 群が 17

株（14.5％）、A 群が 8 株（6.8％）であった。複数血清に凝集する株はみられなかった。

供試した 117 株のうち、28 株（23.9％）が型別不能であった。 
易熱性抗原の血清型別と耐熱性抗原血清型別の関係では、LIO4 と B 群の組み合わせ
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が最も多く 31 株みられた。その他、LIO1 と D 群、LIO7 と D 群、LIO26 と B 群の組

み合わせがぞれぞれ 3 株みられた。 
易熱性抗原、耐熱性抗原いずれでも型別できなかった株は、117 株中 5 株（4.3％）

であった。 
２ 食肉由来 C.jejuni 血清型 

易熱性抗原血清型別は、供試した5株のうち、型別不能が3株、LIO4型が1株、LIO7/27
が 1 株であった。 
耐熱性抗原血清型別では、供試した 5 株のうち、1 株が型別不能で、A 群が 2 株、C

群および B 群がそれぞれ 1 株みられた。 
供試した株は、易熱性抗原、耐熱性抗原いずれでも型別できなかった株はなかった。 

３ 散発事例患者由来 C.jejuni の薬剤耐性 
散発事例患者由来 C.jejuni は、117 株中 72 株（61.5％）がいずれかの供試薬剤に耐

性を示した。薬剤耐性パターンは、TC 単剤耐性 12 株（10.3％）、キノロン剤

（NA,NFLX,OFLX,CPFX）耐性 16 株（13.7％）、キノロン剤に TC を加えた 5 剤耐性

株が44株（37.6％）であった。供試した6剤すべてに感受性を示した株は、45株（38.5％）

であった。EM 耐性株はみられなかった。 
LIO4 および Penner B 群では、感受性株が少なかった。 

４ 食肉由来 C.jejuni の薬剤耐性 
TC 単剤耐性 1 株、キノロン剤（NA,NFLX,OFLX,CPFX）耐性が 1 株、キノロン剤

に TC を加えた 5 剤耐性株が 1 株であった。供試した 6 剤すべてに感受性を示した株

は、2 株であった。EM 耐性株はみられなかった。 
 
【まとめ】 

2010 年の広島市における散発事例患者由来 C.jejuni では、LIO4 および PennerB 群の

血清型が多くみられた。 
散発事例患者由来 C.jejuni では、その 5 割以上がキノロン剤耐性株であった。キノロ

ン剤耐性株は、1999 年には約 1 割しかみられなかったが、近年増加傾向にあり、2010
年も減少の兆しはみられなかった。 

EM 耐性株は、散発事例患者由来 C.jejuni および食肉由来 C.jejuni ともにみられなか

った。 
易熱性抗原の型別率は 79.5%、耐熱性抗原の型別率は 76.2%であった。易熱性抗原ま

たは耐熱性抗原のいずれかで 95.9%の株が型別できた。このことから、易熱性抗原型別

と耐熱性抗原型別を相補的に行うことで、C.jejuni のほとんどが血清型別可能であるこ

とが示唆された。 
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百日咳菌の遺伝子検査法を用いた検出に関する検討 

 

生物科学部 ○宮野高光 山本美和子 阿部勝彦 田内敦子 末永朱美 

花木陽子 国井悦子 京塚明美 伊藤文明 笠間良雄 

 

【背景及び目的】 

百日咳は、百日咳菌（Bordetella  pertussis）の感染によって引き起こされる急性呼

吸器感染症で、近年、大人の集団発生も報告されるなど再び増加傾向にある。しかし、百

日咳菌は分離培養が難しく、培養時間も要するため、診断は臨床症状にたよっている状況

にある。このような中、新しい検査法として遺伝子検査が報告されるようになってきた。 

   今回我々は百日咳菌の検査をより迅速・正確に行うことを目的として遺伝子検査法を

検討した。  

 

【材料及び方法】 

１ 使用菌株 

当所保存の百日咳菌の菌株を感度比較試験に供した。 

２ 検査材料 

  百日咳疑いで感染症発生動向調査の病原体検査定点医療機関から依頼のあった咽頭ぬ

ぐい液、鼻汁及び喀痰の１８検体を供試した。 

３ 遺伝子検査法 

（１）ＬＡＭＰ法 

（２）ＰＣＲ法 

（３）Ｒｅａｌ‐ｔｉｍｅ ＰＣＲ法 

なお、各遺伝子検査法には、百日咳菌毒素関連遺伝子を特異的に検出できるプラ

イマーを用いた。 

４ 検査方法 

（１）感度比較試験 

百日咳菌から抽出したＤＮＡを１０倍段階希釈し、３種類の遺伝子検査法につ

いて検出感度を比較した。なお、ＭＰＮ Ｒｅａｌ‐ｔｉｍｅ ＰＣＲ法（３本法）

によりＤＮＡ量を算出し、他の２法については２回ずつ検査を実施した。 

 

（２）検体からの検出試験 

検査材料から抽出したＤＮＡを用いて３種類の遺伝子検査法で百日咳菌ＤＮＡ検

出を実施した。 
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【結果】 

（１）感度比較試験 

     希釈列 

検査方法 
１０－５ １０－６ １０－７ １０－８ １０－９

ＬＡＭＰ法 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － － 

ＰＣＲ法 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － －  

Real-time PCR 法 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

ＭＰＮ  
 

３ 

３ 

３ 

１ 

１ 

０ 

 

1tube あたりの 

推定菌数 
430～460 43～46 4.3～4.6

0.43～

0.46 
 

  

（２）検体からの検出試験 

１８検体のうち、１検体は陽性で、残り１７検体は陰性であった。また陽性となっ

た１検体は３法とも陽性であった。 

  分離培養検査では全て陰性であった。 

 

なお、陽性となった１検体のＰＣＲ産物については、ダイレクトシークエンス法に

より百日咳菌毒素遺伝子のターゲット部分の塩基配列と同一であることを確認した。 

  （陽性コントロールとして用いた使用菌株とは、１塩基の違いがあった。） 

     

【まとめ】 

 （１）百日咳の検査依頼に対応するため、３種類の遺伝子検査法を比較検討した結果、

３法とも推定菌数が１０個の百日咳菌遺伝子を検出することができた。 

（２）遺伝子増幅装置にかけてから結果が出るまでの時間は、ＬＡＭＰ法は約１時間、 

Ｒｅａｌ‐ｔｉｍｅ ＰＣＲ法は約２時間そしてＰＣＲ法は約４時間を要した。 

（３）臨床検体１８検体を検査した結果、１検体から３法とも百日咳菌遺伝子が検出され

た。 

 

 今回の結果から、ルーチン検査では、ＬＡＭＰ法かＲｅａｌ‐ｔｉｍｅ ＰＣＲ法のど

ちらか 1法を行い、確認にもう１法を実施し、更に詳細な検査が必要な場合には、ＰＣＲ

法を行うなど、３法それぞれの特徴により使い分けることが重要と考えられた。 
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2010 年の広島市における手足口病の流行 
 

広島市衛生研究所 生物科学部 ○田中 寛子  井澤 麻由  山本 美和子 
阿部 勝彦   笠間 良雄 

 
【背景及び目的】 
 手足口病は、コクサッキーA16 型（CA16）、同 A10 型（CA10）、エンテロウイルス 71
型（EV71）などのエンテロウイルスによっておこるウイルス性感染症である。手および足

や口腔などに現れる水疱性の発疹を主症状とし、基本的に予後は良好な疾患であるが、な

かでも EV71 は急性髄膜炎や急性脳炎などの合併症の発生率が他のウイルスより高いこと

が知られている。近年アジア地域では死亡例を伴った大きな流行が見られ，注目を浴びた。 

通常幼児を中心に夏季に流行が見られるが、2010 年の広島市においては 2 月頃から定点

当たりの報告数が増え始め、8 月頃まで流行が続いた。広島市では数年おきに比較的大きな

流行が起きており、特に 2003 年は主に EV71、2005 年は CA16 が中心となり大きな流行

を起こした。2010 年の流行の原因ウイルスについて解析をおこなったので報告する。 

【材料及び方法】 
発生動向調査で採取された検体を 4 種類の細胞（HE,HEp-2,RD-18S,Vero）に接種した。

RD-18S および Vero 細胞にエンテロウイルス様の細胞変性効果（CPE）を現したものを中

和抗体法により同定した。また今回検出されたウイルスの一部について、細胞培養後回収

されたウイルス液から RNA 抽出・cDNA を合成し、エンテロウイルス汎用プライマー

（EVP-4, OL68-1）を用いた PCR をおこなった後、増幅産物の塩基配列（VP4 領域）をシ

ークエンスにより決定した。 
【結果及び考察】 
細胞培養、中和抗体法およびシークエンスの結果、手足口病患者 21 人のうち 12 人から

EV71 が、2 人から CA6 が検出された。また、EV71 については発生動向調査の検体のうち、

手足口病以外の患者（無菌性髄膜炎 4 人、その他 9 人）からも検出されており、今回の流

行は主に EV71 によるものと考えられた。 

EV71 が検出された患者（計 25 人）の年齢は、0 歳～9 歳で、0 歳が 9 人と最も多く、ま

た 3 歳以下が約 7 割を占めた。主な臨床症状としては、発熱（18/25 人）、水疱（8/25 人）、

発疹・丘疹（7/25 人）、口内炎（7/25 人）、髄膜炎・脳炎（5/25 人）などであった。 

 EV71 の分離株を VP4 領域（207bp）で系統樹解析した結果、2010 年の流行株は遺伝子

型 C2 に分類された。過去の分離株についても解析をおこなったところ、2003 年の流行株

は遺伝子型 B5 に分類された。 

広島市においては原因となるウイルスや、その遺伝子型の異なるウイルスによる手足口

病の流行が数年ごとに起こっていると考えられる。2010 年は西日本を中心にEV71 が流行

しており、また他県から遺伝子型C2 のEV71 が分離されたという報告１）もあり、全国規模
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での流行であったことが示唆される。特に今回分離されたEV71 は中枢神経系合併症も心配

されるため、今後も流行時には早期のウイルスの同定とともに注意喚起していくことが望

まれる。 

【文献】 
1）IASR 31:272-273,2010 

22 
 



27 
 

Norovirus G /4 D  
 

           
     

  
      

  

  
  

  
Norovirus NV  

2006 NV

G /4 NV

NV ORF2 

P2  

G /4 P2 D
 

 
  

 2006 5  2011 1 NV NV 

G2-5a/G2-2Ra 571bp

G /4 NV

D PDB NV G /4

P (2OBR.pdb) WEB SWISS-MODEL 
Workspace NV

2OBR.pdb 2 P2

 
 

  
 2006 G /4 2011

1 NV

G2-5a/G2-2Ra NV

NV  

 G /4 3 2006b

NV 2006b NV P2 

D

30 G /4

P2  



28 

 

 

 

     

 

1987

HFC

 

 

1992

 

 

 

  

 (4 )   

:2001 2010   (7 ) (12 )  

 (4 )  

:2009 2010   1 /  

  

- ( )  

 

 

  

CFC-12 HCFC-22 CFC-11 HFC-134a  

 CFC  

2007-2008

 

 HCFC HFC  

HCFC HFC

HCFC-22 141b HFC-134a

( ) ( )

HFC-134a

HFC-134a CFC-12

 

 

 

 

HFC-134a

 



  
 

  
 

 

  

 
 

 
9 4 17 21

64 ( PCDDs + PCDFs + DL-PCB) (pg/g)
(%)  

 
 

 

 
 

 
1.  
 3060 13860 pg/g 24.1~2340 pg/g  
2.  
 7.2~15.4 % 0.5~3.7 %  
3.  
 0.82  
 

 
 

 

4405817
タイプライターテキスト
32



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4405817
タイプライターテキスト

4405817
タイプライターテキスト
33



環境水中の1,4-ジオキサンの分析法の検討

環境水中の1,4-ジオキサンの
分析法の検討

衛生研究所 環境科学部 小串 恭子

1,4－ジオキサン
 抽出・精製・反応用溶剤

 公共用水域への排出量も多く，水へ
混合しやすく大気への揮発性は低い

 水環境中での分解性も低く，除去も
困難

 一度排出された場合には大気への
揮発や水環境での分解による濃度
低減は生じにくい

分析方法
固相抽出法

試料 200ｍｌ
サロゲート(1,4－ジオキサンd８)100ppmを50μl添加

固相抽出 固相カラム：SepPakPlus AC‐2 (流速：１０ml/min)

乾燥 アスピレーターで１５分 → N2ガスで２０分

溶出 アセトンで５分(流量:１ml/min)

内部標準(4－ブロモフルオロベンゼン)100ppmを50μｌ添加

定容 アセトンで５mlとする

ＧＣ/ＭＳ測定

環境省＞水質汚濁に係る環境基準について＞付表７に準ずる

測定条件
カラム AQUATIC 60 m× 0.32 mm× 0.14 μm

キャリアガス He 流量 1.5 ml/min

昇温条件 40℃(1min)→ 5 ℃/min・ 150 ℃(0min)

→ 15 ℃/min・ 200 ℃(4min)

注入口温度 200 ℃ 注入方法 スプリットレス

注入量 2 μl

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ温度 250 ℃ イオン源 温度 250 ℃

検出モード SIM法

物質名 定量イオン 確認用イオン

1,4－ジオキサン 88           58

1,4－ジオキサンd８ 94 64

4－ブロモフルオロベンゼン 174          95

添加回収試験結果

試料１ 試料２ 試料３ 試料４

サロゲート（ｐｐｍ） 4.920 4.951 0.956 0.978

サロゲート回収率 98% 99% 96% 98%

試料（ｐｐｍ） 4.936 4.818 0.965 0.958

補正結果（ｐｐｍ） 5.016 4.866 1.009 0.980

回収率 100% 97% 101% 98%

まとめ
 １，４－ジオキサンについて、GC/MSによる分析法を

検討したところ、標準物質・サロゲート・内部標準物
質の十分な分離・感度を得られた。また、実試料へ
の添加回収試験の回収率でも、９７～１０１％と良好な
結果が得られた。
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