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長崎県における PM2.5 測定結果と発生源解析について

企画環境研究部 企画・環境科 前田卓磨

【目的】

長崎県では平成 24 年度から PM2.5 質量濃度の常時監視を開始したが、全国的に減少傾向にあり、平成 30

年度に初めて全 18 局で環境基準を達成した。しかしながら、全国的な濃度減少は主に大陸起源の大気汚染

物質が減少していることで説明され、国内発生源による影響は相対的に高まっていることが示唆されている。

本県の 2016 年度の観測結果を地域別に観察すると、県北部や県南部において、比較的高濃度の地点（大

塔・島原）と比較的低濃度の地点（吉井・小浜）が近在していることがわかる。この原因として、国内発生源の影

響が無視できないためと推察された。そこで、2017 年度からこれらの４地点で PM2.5 成分測定を行い、非離島

地域のPM2.5高濃度地点における国内発生源の種類及び影響の割合を推定する研究を行っている。ここでは

県北部の 2 地点（大塔・吉井）で一年間調査した結果について報告する。

【方法】

１ 調査地点及び採取期間

佐世保地区の 2 地点（大塔・吉井）において PM2.5 試料を採取した（図 1）。採取期間は 2017 年 10 月から

2018 年 9 月で通年（大塔 210 日間、吉井 171 日間）とし、採取時間は正午から概ね翌日正午までの 24 時間

採取を行った。採取装置は FRM 準拠ローボリウムエアサンプラー（2025 シリーズ：Thermo scientific 社製）を

用いた。

２ 分析方法・項目

環境省の「PM2.5 成分測定マニュアル」等に従い、石英繊維フィルターを用いて炭素成分、イオン成分、有

機酸成分（一部期間）、PTFE フィルターを用いて無機成分を測定した（表 1）。なお、PM2.5 質量濃度データは、

調査地点近傍の自動測定機の測定値を参照した。

３ 発生源統計解析

  発生源解析は、EPA-PMF5.0 を使用し Positive Matrix Factorization（PMF）解析を行った。成分デー

タは、イオン 9 成分、無機元素 23 成分、炭素 2 成分を解析した（県北地域 329 日分）。

図 1. 調査地点

表 1. 分析方法・項目

測定機器
有機性炭素（OC) 炭素分析装置

無機状炭素（EC） （熱分離・光学補正式）

Al，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，
Cu，Zn，As，Se，Rb，Mo，Cd，Sb,
Ba，La，Ce，Sm，Hf，W，Pb
Cl-，NO3

-
，SO4

2-
，Na+

，NH4
+
，K+

，

Mg2+
，Ca2+

，シュウ酸
有機酸成分

3成分
※

レボグルコサン、コハク酸、
ピノン酸

GC－MS 島津製5050A

ICP－MS
Agilent製7700

成分項目

炭素成分
2項目

無機成分
23項目

イオン成分
9成分

イオンクロマトグラフ
DIONEX製
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図 2. PM2.5月平均値の推移

【結果及び考察】

１ 過去 3 年間の PM2.5 月平均値の推移

2016 年 1 月から 2018 年 9 月までの PM2.5

質量濃度の月別平均値推移を図 2 に示す。

本県では越境流入の影響で冬から春の間

に上昇する傾向があり、両地点も同様であ

るが、2017 年の夏以降は減少傾向にある。

大塔は南西約 60m、北西約 130m に幹線道

路があり日中の交通量が多く県内で比較的

高濃度であり 2016 年度まで長期基準が未

達成であったが、2017 年度は達成された。

また、両地点の濃度差は 2017 年までは顕

著であったが、2018 年以降は減少している。

２ PM2.5 成分測定結果

採取した PM2.5 試料の内訳と測定局間の濃度差について表 2 に示す。期間中に濃度差⊿が 10 μg/m3 を

超過した日は 2 日間で、2018 年 2 月以降はみられなかった。

図 3 に県北地域の質量濃度及び成分濃度の季節変動を示した。地点間で比較すると、春夏は各成分濃度

でほぼ差がなく、春に見られる越境由来の広域的な汚染の影響が同等であることが示唆された。一方で、秋

冬で大塔の質量濃度が高く、成分濃度は NO3
- 、NH4

+ 、EC が比較的高い傾向を示しており、質量濃度と主

な成分濃度との相関係数は、秋で OC：0.89、EC：0.62、冬で NO3
- ：0.92、OC：0.92 と強い相関を示していい

た。このことから局所的な発生源の影響によって濃度差が生じていることが示唆された。

表 2. PM2.5採取日数および高濃度日数

①大塔局 ②吉井局 ⊿>5 ⊿>10
10 15 14
11 17 17 7 1
12 24 11 1
1 18 11 2 1
2 23(1) 15(1) 2
3 18(3) 19(2) 5※

4 21(1) 21(1)
5 3 3
6 30 30 1
7 1 1
8 16 16
9 24 22

210(5) 180(4) 18 2

合計 390(9) ※3月の5日間の内

( )は高濃度日数 　4日間は吉井が高い

20
17

20
18

採取日数

小計

濃度差⊿(μg/m3)
日数年 月

図 3 地点別の質量濃度及び成分濃度の推移
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諫早湾干拓調整池におけるイケチョウガイ飼育

－これまでとこれから－

企画環境研究部 地域環境科 粕谷智之

【はじめに －諫早湾干拓調整池における二枚貝の役割－】

諫早湾干拓調整池（以降、調整池）は、1997 年 4 月、国営諫早湾干拓事業のなかで、潮受け堤防が締め

切られたことにより創出された（図 2 参照）。2004 年 12 月には「諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造の

ための行動計画」が策定され、①陸域から流入する水質負荷削減対策の推進、②自然の浄化能力等を活

用した水質浄化対策の推進、③自然豊かな水辺空間づくりの推進、④住民参加による環境保全対策の推

進、を基本的な方向と位置づけられた。行動計画に基づき様々な水質保全対策が実施された結果、改善効

果は見られているものの、調整池の水質は水質保全目標値を超過している状態が続いている。

近年、大型の淡水二枚貝であるイケチョウガイ（図 1）による湖沼等の水質改善の試みが全国各地で行わ

れている。二枚貝は植物プランクトンなどをろ過摂餌することから

水質を浄化する能力がある。しかし、調整池は創造された水域

であることから二枚貝の生息量が極めて少ない。イケチョウガイ

は大型化（最大 20～30 cm）することから高い水質浄化能力を持

つと考えられるうえに、淡水真珠の母貝であることから真珠生産

も可能である（図 1）。そこで、長崎県環境保健研究センター（以

降、環保研センター）では、2006 年度から「イケチョウガイによる

諫早湾干拓調整池の水質浄化に関する研究」に取り組んできて

いる。この取り組みは、上述の行動計画において、調整池の水

質浄化対策として位置づけられているものである。

【調整池におけるイケチョウガイの飼育】

（垂下飼育） 調整池の環境がイケチョウガイの

生残・成育に適しているかを検討するために、

2006～2007 年度にかけて調整池内の 10 地点に

おいて、イケチョウガイを水産養殖などで使用され

るカゴに入れて、水面下 60 cm で垂下飼育した

（図 2）。飼育実験の結果、測点 K1～K3、および

測点 1 の 4 地点で、良好な成長・生残結果が得ら

れた。また、これらの測点で真珠の生産を試みた

ところ、一部の貝から大きさが 2～10 mm 程度の真

珠様物を得ることができた。

成長・生残が悪かった測点では、飼育個体は貝殻先端の柔らかい部分が消失していた。これらの測点は

他の測点よりも水深が 1 m 前後と浅いことから、調整池においてイケチョウガイを垂下飼育するには、少なくと

も 1.5 m 程度の水深が必要である。

（地播き飼育） 垂下飼育では、カゴの設置に要する支柱や飼育施設の維持管理の点で大規模な展開が

図 1 調整池において数年間垂下飼

育したイケチョウガイ（殻長 20 cm）。左

上の写真は調整池で試験的に生産し

た淡水真珠である。

図 2 調整池における飼育実験実施地点（○：垂下

飼育、△：地播き飼育）
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難しいことから、事業化には至らなかった。二枚貝を底に地播きできれば、手間を掛けずに大量に飼育する

ことによって調整池の水質浄化により大きく寄与できる。そこで 2016～2017 年度にかけて、調整池ヨシ進出

工内においてイケチョウガイを捕食防止ネット（目合 4 cm）の下で地播き飼育し、生残状況などを調査した。

地播きしたイケチョウガイは成長し、年間を通して生残したものの、8 月から 9 月にかけて比較的多くが死

亡する傾向がみられた。死亡率と水温やクロロフィル蛍光強度などの環境項目との関係から、夏期のイケチ

ョウガイの死亡には水温の上昇にともなう個体の疲弊に加えて、波浪による掘り起しにともなう個体の損傷が

関わっていることが示唆された。

【イケチョウガイの生残率向上に向けた対策】

ヨシ進出工では、イケチョウガイは生残・成長するものの、夏期に

おいて高水温に加えて波浪による殼体動揺のストレスを受けること

から、現状では成育できる水域が限定される。そこで、2018～2020

年度のスケジュールで、より広い水域でイケチョウガイを飼育できる

ように、同じ二枚貝類であるアサリの増殖などで試みられている波

浪軽減手法などを取り入れ、効果を検証している。

目合い 16 mm のネットを水平、および垂直に張った 2 通りの波浪

軽減施設を設置し（図 3）、施設の中央付近でイケチョウガイを地播

き飼育し、生育状態や生残率を調査している。流向流速計を用い

て波浪軽減施設内と対照区の流速を測定した結果、施設内にお

ける流速の低下を確認できた。また、イケチョウガイの成長および

生残は、垂直張り施設で飼育した個体よりも、水平張り施設で飼育

した個体で高かった。垂直張り施設では、風向によっては波浪軽

減効果が低下する可能性がある。

【おわりに －二枚貝による水質浄化の課題－】

二枚貝による水質改善で最も重要なことは、二枚貝を水域から取り上げて、持続的に栄養を水域から陸

域へと回収することである。滋賀県の琵琶湖では、生業としてイケチョウガイによる淡水真珠養殖が行われて

おり、真珠を採った後の身は一部佃煮として食されている。調整池において本格的に実施する際は、真珠

の生産に加えて、殻以外の身の利用方法などを考えておくことが重要と考えられる。

イケチョウガイは調整池内で成長可能であり、浄化能も確認され

た。直接浄化対策の一つとして活用するほか、啓発的、シンボル的

な活用方法（例えば淡水真珠の里親制度等）も考えられる。長崎

県では海産二枚貝のアコヤガイによる真珠養殖が盛んであり、イケ

チョウガイの真珠生産の際には、県下の真珠養殖業者にピース

（細胞片）入れ作業を依頼した（図 4）。海産真珠と淡水真珠とでは、

核の有無など生産手法が異なることから、より良い真珠を得るため

には技術的なノウハウを含めて淡水真珠生産の専門家の指導を受

けることによる、更なる取り組みが必要である。

図 3 調整池ヨシ進出工における

地播きによるイケチョウガイ飼育実

験（2 種の波浪軽減手法を検討）

図 4 アコヤガイ真珠養殖業者によ

るイケチョウガイのピース入れ作業



令和元年度環境保健研究センター研究発表会

5

ツシマヤマネコ保護増殖事業における糞等の DNA 分析について

企画環境研究部 地域環境科 古賀彩子 斎藤佳子

【はじめに】

ツシマヤマネコは、対馬にのみ生息する

野生のネコで、ベンガルヤマネコの亜種とさ

れている 1)。推定生息頭数は減少傾向にあ

り、環境省レッドリストでは絶滅危惧ⅠA 類

に選定されている。1995 年にツシマヤマネ

コ保護増殖事業計画が策定されて以降、ツ

シマヤマネコが自然状態で安定的に存続

できる状態になることを目指し、様々な取り

組みが行われている 1)（表 1）。適応力に関

する免疫系遺伝子である主要組織適合遺

伝子複合体（MHC）遺伝子の低下も報告さ

れ、個体の分布と遺伝的多様性の把握が

保全の上でも重要な課題である 2)。

長崎県では環境省からの委託を受け、ツシマヤマネコの生息状況の動向を的確に把握するための痕跡調査

を実施している。当センターは、2006 年度に北海道大学から検査に関する技術的なアドバイスを頂いて以降、

環境省から委託を受けて糞等の DNA 分析を実施している。さらに、2014 年度からは、北海道大学において開

発された手法を用いて個体識別も開始しており。今後のデータの蓄積によってツシマヤマネコの生息域内での

動向や遺伝的関係等について知見が得られることが期待できる。

環境省は、全島的な大規模生息状況調査を 1985 年の第一次調査をはじめ、数年単位で実施しており、ツシ

マヤマネコの推定生息数、生息密度、分布などを把握し、ツシマヤマネコ保護対策方針を決定する重要な調査

となっている。当センターでは通常の痕跡調査に加え、2010 年の第四次調査から大規模生息状況調査にかか

る DNA 分析を第四次調査では約 460 検体実施し、第五次調査では約 400 検体を予定としている。

今回、2006 年度（2005 年度に採取されたサンプルを含む）から 2020 年 1 月までに実施した分析結果を取り

まとめたので報告する。

【方法】

（動物種の判別）環境省から委託を受けて分析を行うことになった 2005 年から 2020 年 1 月までに環境省対

馬野生生物保護センターおよび対馬振興局から当センターへ送付された糞サンプル計 2,959 検体を被検材料

とした。検査方法としては、ミトコンドリア DNA の cytochrome b 遺伝子をターゲットとした primer sets によりツシマ

ヤマネコ（FE1、FE2）、イエネコ（FC1、FC2）、テン（MM1、MM2）、イタチ（MS1、MS2）およびイヌ（Dog）の特異的

遺伝子を増幅する PCR を用いた Kurose らの報告 3）に準じて行った。ただし、FC2 に関しては他の動物の DNA

でも増幅産物が確認されるため、当センターでは使用しないこととした。

（雌雄の判別）動物種を決定した後、ツシマヤマネコの DNA が検出された糞サンプル（動物種の判定に使用

した DNA）を用いた。検査方法としては、核 DNA をターゲットとした primer sets（XY-1、XY-2）により X 染色体

年

1985 生息環境等調査（第一次調査）（～1987 年）

1994 国内希少野生動物種に指定

第二次生息特別調査（第二次調査）（～1996 年）

1995 保護増殖事業計画策定

1997 対馬野生生物保護センター開所

2002 生息状況等調査（第三次調査）（～2004 年）

2004 再導入基本構想発表

2010 第四次生息状況調査（第四次調査）（～2012 年）

2013 ツシマヤマネコ野生順化ステーション開所

2018 第五次生息状況調査（第五次調査）（～2019 年）

表 1 ツシマヤマネコ保護の取り組み（環境省）
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および Y 染色体の特異的 DNA 領域を増幅する Semi-Nested PCR を用いた北海道大学の増田教授らの分析

方法に準じて行った。

（個体識別）環境省からの委託を受けて行うことになった 2014 年から 2019 年 3 月までに当センターへ送付さ

れた糞や筋肉繊維、血餅等のサンプル計 249 検体を被検材料とした。検査方法としては、ツシマヤマネコの集

団の多様性をみるために Menotti-Raymond＆O’Brien によって報告された Microsatellite をマーカーにしてそ

の遺伝型を決定した 4）。

【結果】

（動物種の判定結果）過去 15 年間の分析結果を図 1 に示す。分析を開始した当初は、動物種の判別率は

約 77％であったが、年々改善され、2007 年度以降は 95％前後で安定している。送付された糞サンプルのうち、

ツシマヤマネコの糞であった割合は、採取年度によってばらつきがあるものの、ここ数年では、60％以上で推移

している。

（個体識別結果）Microsatellite による個体識別では、痕跡調査で得られた糞サンプルの中には DNA の状態

の悪いものも含まれ、判定の難しさがあるものの、2014 年は 50 検体中 43 検体（86％）、2015 年は 50 検体中 37

検体（74％）、2016 年は 70 検体中 51 検体（73％）、2017 年は 70 検体中 59 検体（84％）、2018 年は 9 検体中

9 検体（100％）について各遺伝子座を決定することができた。2014 年～2018 年度の 5 年間で実施した個体識

別において、全 249 検体中 199 検体（約 80％）の検体において各遺伝子座を決定できた。

現在、環境省対馬野生生物保護センターにて当該分析結果の蓄積、整理を行っている。

参考文献

1）対馬野生生物保護センターホームページ

2）Saka T., Nishita Y. and Masuda R.: Low genetic variation in the MHC class II DRB gene and MHC-linked 

microsatellites in endangered island populations of the leopard cat (Prionailurus bengalensis) in Japan. Immu-

nogenetics, 70, 115-124, (2018)

3）Kurose N., Masuda R. and Tatara M.: Fecal DNA Analysis for Identifying Species and Sex of Sympatric 

Carnivores: A Noninvasive Method for Conservation on the Tsushima Islands, Japan, Journal of Heredity, 96 

(6), 688-697, (2005)

4）Menotti-Raymond M.A. and O’Brien S.J.: Evolutionary Conservation of Ten Microsatellite Loci in Four Spe-

cies of Felidae. Journal of Heredity, 86 (4), 319-322, (1995)
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長崎県におけるレジオネラ症発生届出に関する集計報告

保健衛生研究部 保健科 蔡国喜

【目的】

レジオネラ症はレジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、その病型には、劇症の「肺炎型」と一過性の「ポンテ

ィアック熱型」がある。レジオネラ属菌は、水や土壌などの自然環境中いたるところに存在するが、レジオネラ症

の集団感染は、通常、循環風呂や冷却塔などの人口環境におけるレジオネラ汚染水と関連することが知られて

いる。1999 年 4 月の感染症法の改正によってレジオネラ症は全数把握疾患となり、四類感染症として全ての医

師等に管轄の保健所への届出が義務づけられている（感染症法第 12 条）。2006 年には報告内容の変更が行

われ、患者属性等がより詳細となった。近年、高齢化の進む日本では日和見感染である本疾患の今後の動向

が注目されている。本まとめでは、長崎県の 2006 年から 2019 年までのレジオネラ発生届出を集計し、その記述

統計情報をまとめて報告する。

【方法】

感染症発生動向調査事業(NESID)は、国内の感染症に関する情報の収集及び公表、発生状況及び動向の

把握を、医師・獣医師の届出に基づいて行うものである。現在、1999(平成 11)年 4 月に施行された感染症法に

基づいて実施されている。長崎県環境保健研究センターは地方感染症情報センターとして、県内 10 地区の保

健所から届けられた感染症発生届出を確認した上で NESID システムに登録する作業を行う。今回我々は同事

業により収集された 2006 年から 2019 年までのレジオネラ症発生届の情報を用いて整理・集計・分析した。

NESID システムから還元された長崎県における 2006 年から 2017 年までのレジオネラ症の csv ファイル及び長

崎県感染症情報センターの年報データを編集した後に、統計ソフト SPSS（Statistical Package for Social Science、

IBM SPSS Statistics 20）により SPSS データセットを作成し統計解析に供した。

記述統計は以下 3 部分に分けて集計した：１.発生届出数の経年推移、季節変動、及び地域分布、2．患者の

年齢、性別、及び職業等の生物・社会属性、3．病型、症状、診断方法、及び感染ルート等の臨床疫学情報。次

に、性別差や年齢差等を検討するために、男女・年齢別に分けて比較解析した。各統計量は全国発生動向調

査の成績と比較した。統計解析手法に関しては、連続変量（平均年齢の差等）に対して Student's t-test、カテ

ゴリ変量間に割合の比較に際しては Pearson Chi-Square 検定或いは Fisher's Exact Test 検定を採用した。

【結果】

2006 年１月～2019 年 12 月に 143 例が診断され、平均年罹患率は 0.76/10 万人で、同期間日本全国平均

の 0.82/10 万人より少し下回っていた。その一方で、143 件届出の内 3 件が死亡例で病死率は 2.1%であり、全

国同期間の病死率 1.9%より上回ることが分かった。レジオネラ症発生の季節変動について、全国データでは 7

月を中心に増加し、翌 3～5 月にかけて減少する傾向に対して、長崎県では 7 月と 11 月に二つのピークが認め

られた。夏季で空調用冷却塔等の稼働が増加すると共に生活環境水の温度も高めになることが考えられる要因

の一つであるが、11 月における報告数増加の原因となるリスクファクタの究明にはさらなる疫学調査が必要であ

る。長崎県のレジオネラ症患者（以下長崎患者）を性別に分けてみると、男性125名（87.4%）、女性18名（12.6%）
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であった（全国データ男性：81.4%、女性 18.6%）。長崎患者の平均年齢は報告時点で 68.3 歳（標準偏差

SD=13.0 歳）であり、各年代の割合は高年齢層に偏っていた。女性の平均年齢（76.2 歳、SD=13.4）は男性（67.2, 

12.7）より高いことが明らかになった（P＜0.01）。推定された感染地域について、外国旅行の期間内で感染され

たと思われるケースは 4 件あった。4 名のうち、中華人民共和国 2 名（80 代男性 1 名、無職；60 代女性 1 名、民

宿業）、アラブ首長国連邦ドバイ１名（80代男性、噴水の見物）、タイバンコク１名（70代男性、ホテルのシャワー）

と保健所の疫学調査で分かった。加えて、今後諸外国と人的な交流が多くなることが予測される日本では、レジ

オネラ症など旅行感染症のコントロール対策を講じるとともに、積極的に諸外国の感染症情報の入手や情報交

換を実施することが望ましい。

【考察】

日本でのレジオネラ症の報告例としては冷却塔水でのポンティアック熱集団感染，温泉等の温浴施設でのレ

ジオネラ肺炎集団感染，給湯水や加湿器でのレジオネラ肺炎，園芸用土でのレジオネラ肺炎等があるが，温泉

等の温浴施設での感染，死亡例が多いのが特徴である．しかしながら冷却塔水も感染のリスクは決して低くない

ため，温浴施設と同様に注意が必要である。

レジオネラ症が新たな感染症と認知されてから既に 40 年以上が経つが、公衆浴場や大型商業ホテル・福祉

施設等の利用が向上し、それらの施設が原因となる集団感染の報告は世界中で後を絶たないことから、レジオ

ネラ症は公衆衛生上最も注意されるべき感染症のひとつである。本来レジオネラ属菌は自然環境中に広く生息

しているが、これらの自然環境に生息するレジオネラ属菌が冷却塔水や浴槽水などの人工の水環境に入り込み、

レジオネラ属菌汚染が広がりレジオネラ症の原因となる。すなわち、人類が便利さを求めて様々な人工水環境を

造り上げた結果として、レジオネラ症が一般的な感染症となり広がっていると言えるだろう。したがって、これらの

人工水環境の安全利用や集団発生を防ぐためにはレジオネラ属菌の効果的な制御が必須で，そのためにはレ

ジオネラ属菌汚染の実態把握のための有効なレジオネラ属菌検査法の開発や生活環境中のサーベイランスの

強化が求められる。
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長崎県で流行したエンテロウイルスの分子疫学解析

保健衛生研究部 保健科 松本 文昭

【はじめに】

エンテロウイルス (EVs) は、ヒトに感染力を有するウイルスの中で発生頻度の最も高いウイルスの一つであるi。

遺伝子的な特徴に基づき 100 以上のタイプに分類されii、上気道炎や手足口病、ヘルパンギーナに代表される

ような非定型熱性疾患の原因となるが、ワクチンや特異的な治療薬はなく対症療法が中心となるため、流行状

況を注視しながら手洗いの励行等の感染予防対策を講じる必要があるiii。EVsの中には、Enterovirus A71のよう

に重篤な合併症との関連が指摘されているものがありiv、県内流行株の把握が必要と考えられた。

そこで、長崎県における EVs 流行株の詳細把握を目的として、県内で発生した EVs 感染症患者の一部から

検体を収集し、それらから検出された EVs を用いて分子疫学的手法による流行ウイルスの解析を行ったのでそ

の概要を報告する。

【材料と方法】

2016年 6月から 2019年 3月までに県内 10地点の協力医療機関において、EVs感染症と臨床診断された

患者由来の 370検体を解析に供した。

収集した臨床検体から市販キットを用いた RNA抽出後、CODEHOP PCRによる EVsの遺伝子検索を行い、

シークエンス法により塩基配列を決定し、ウイルスを型別した。EVs 遺伝子陽性となった検体は、培養細胞に接

種しウイルス分離を試み、分離陽性となった場合は上述のとおりウイルス型別に供した。ウイルス分離株の一部

は、VP1領域全長配列を決定し近隣結合法v (NJ法)による分子系統樹解析を実施した。

【結果】

提供された 370 検体のうち、最も多かった臨床診断名は手足口病 (250 検体)であった。遺伝子検査の結果

303 検体から EVs の遺伝子が検出され、ウイルス型別の結果、Coxsackievirus A6 (CV-A6) が 96 検体、

Enterovirus A71 (EV-A71) が 88検体から検出され、検出数全体の 6割以上を占めていた (図 1)。ウイルス分

離試験の結果、150 検体から遺伝子検査と同型のウイルスが分離された。EV-A71 分離株 40 株の分子系統樹

解析の結果、県内流行株は subgenogroup B5と C1に分類された。そのうち C1は既報告株とは配列が異

なり、2015年にドイツで報告viされた C1 variantと同じクラスターに分類された。

【考察】

調査期間中に長崎県内で流行していた EVsは、手足口病の原因ウイルスとして比較的よく検出される

CV-A6と EV-A71が過半数を占めており、これは提供症例数に占める手足口病の割合が高かったためと

考えられた。調査期間中の月別検出ウイルスの推移を見ると、2016年 6月から 2017年 3月までは、いくつか

の EVsが混在して流行していたが、2017年 5月以降は CV-A6が検出株の大半を占めるようになった。しかし、

2017年 9月に EV-A71が検出されると、以降検出数が急増し 2018年 11月までの間、EV-A71が主流行株に

置き換わった。分子系統樹解析の結果、県内で 2017年から 2018年にかけて流行した EV-A71は B5と C1の
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subgenogroupに分類された。このことから長崎県内では異なる subgenogroupの EV-A71が手足口病の病

原体として同時期に流行していたと考えられた。

調査期間中の 2017 年は、流行ピークである 8 月以降に手足口病の原因ウイルスの主流が切り替わる

という事象が見られたが、通年で検体収集を行う体制を取っていたことで EV-A71の流行を早期に探知

することができたと考えられた。EV-A71は脳炎等の重篤な合併症との関わりが深いと考えられており、

そのような EVs 流行の早期探知とそれに基づく速やかな注意喚起等の蔓延防止対策のためには年間を

通した流行病原体の調査が有効であると考えられた。

参考文献

                                                  
i Pallansch M, Oberste M：Enteroviruses and Parechoviruses, in Specter S, Hodinka R, Young S, 
Wiedbrauk D (ed), Clinical Virology Manual, Fourth Edition. 249-282 (2009)
ii Adams M.J. et al.：Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on 
Taxonomy of Viruses, Arch Virol. Oct;161(10), 2921-49 (2016)
iii 国立感染症研究所 感染症疫学センター：IDWR 2019年第 29号 ＜注目すべき感染症＞手足口病
iv Chen F, Li JJ, et.al.：Clinical and neuroimaging features of enterovirus 71 related acute flaccid 
paralysis in patients with hand-foot-mouth disease. Asian Pacific J Trop Med 6, 68–72 (2013)
v Saitou, N, et. al.：The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic 
trees, Mol Biol Evol, 4, 406‒425, (1987).
vi Sindy Böttcher et al:：Recombinant Enterovirus A71 Subgenogroup C1 Strains, Germany, 2015, 
Emerg Infect dis, 22, (2016)

図 1 長崎県における EVs検出結果 2016~2018年
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食中毒起因マリントキシンの迅速スクリーニングに関する研究

保健衛生研究部 生活化学科 辻村和也

【はじめに】

「食中毒」の発生原因として、「細菌性食中毒」、「ウイルス性食中毒」、「化学物質」及び「自然毒」の大きく 4 つ

が挙げられる。その中で、「自然毒」の食中毒全体に占める割合は、4.6%（厚生労働省 平成 30 年度食中毒統

計資料）と低いが、症状の重篤化が問題である。長崎県では、2004-2017 年の間に、化学物質に起因する食中

毒事例は 36 件発生しており、そのうちフグ毒(テトロドトキシン：TTX)やパリトキシン（PTX）や PTX 様毒のような海

洋性自然毒（マリントキシン）を有する海洋性動物に起因する事例は 31 件、全体の約 8 割を占め、死亡事例が

5 件発生している。加えて、地球温暖化等の海洋環境の変化を背景に、これまで日本では問題になっていなか

った種類のマリントキシン保有魚介類の出現が懸念され、それに伴う食中毒発生も危惧される。以上のことから、

食品衛生学的に、「自然毒」特にマリントキシンを迅速かつ網羅的に探索・検出、もしくは推定できる方法の開発

や検索システムの構築は急務である。

そこで本研究では、「①食中毒起因自然毒の精密質量データベース作成」、「②機器分析による PTX 及び

TTX 迅速分析法の確立及び改良」及び「③動物細胞株によるパリトキシン検出法の検討」の 3 研究項目を実施

したので報告する。

【方法】

（１）食中毒起因自然毒の精密質量データベース作成

国内外のマリントキシンによる食中毒を調査し、日本で入手可能な物質について、定性能力の高い四重

極飛行時間型高速液体クロマトグラフ質量分析計（LC-QTOF）と極性や分離性能の異なる 5 種の LC カラ

ムとの組み合わせで分析を行い、精密質量数によるフラグメント情報及び各 LC カラムによるリテンションタイ

ム情報を取得した。また、国内では類縁体等標準品の入手困難もしくは論文情報のみのマリントキシンにつ

いては、構造解析ソフトにより in slico フラグメンテーションにより予測フラグメント情報を取得した。

（２）機器分析による PTX 及び TTX 迅速分析法の確立及び改良

TTX については、食品残品以外に有毒食品を摂取した証拠のためにも、血液（血清）及び尿中の迅速分

析法が必要であるとこから、高感度定量能力が高い高速液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析計

（LC-MS/MS）を用い分析法を検討した。また、フグ以外で TTX 保有する巻貝（キンシバイ）からの分析法も

検討した。一方、PTX については、本毒の保有が疑われるアオブダイを検体に分析法を検討した。

（３）動物細胞株によるパリトキシン検出法の検討

アオブダイ等に起因する食中毒は当初 PTX と考えられていたが、一方 PTX の生化学反応が類似する PTX

様毒も疑われている。そこで、PTX と PTX 様毒と有害活性類似点を利用した in vitro アッセイ系を RD-A 細

胞株（ヒト胎児横紋筋肉腫）を用い検討した。また、県内で入手したアオブダイを検体としてモニタリングを行

った。

【結果】

（１）食中毒起因自然毒の精密質量データベース作成

国内外試薬メーカー及び研究機関より麻痺性及び下痢性貝毒を中心に 43 物質のマリントキシンを入手
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でき、定性に必要なフラグメント情報及び各 LC カラムによるリテンションタイム情報を取得できた。また、

文献調査等で入手が困難なマリントキシンについて類縁体を中心に 84 物質について予測フラグメント情

報を取得できた。また、キンシバイ食中毒検体から毒性が危惧される TTX 類縁体 11-oxo-TTX を検出

に寄与できた。

（２）機器分析による PTX 及び TTX 迅速分析法の確立及び改良

TTX については、巻貝、血清及び尿マトリクスにおける分析法が確立できた。それぞれの下限値は、

50 ng/g  (無毒域の 1/40）、0.5 ng/mL-血清(文献発症血中濃度の 1/40）及び 5 ng/mL-尿であった。ま

た、確立した手法を県内で発生したキンシバイ(巻貝)中毒事例で取得した検体に適用し、血清中 TTX と

尿中 TTX の経日推移データを初めて取得できた。一方、PTX については、EU における貝可食部の

PTX 推定許容値 30 ng/g 相当が、アオブダイ肝臓で検出できる手法を確立した。

（３）動物細胞株によるパリトキシン検出法の検討

細胞暴露濃度 PTX 50 pM（検体濃度：約 13.4 ng/g 肝）以上含有するアオブダイ肝臓を検出できる性

能がある手法が確立できた。また、県内で入手したアオブダイを検体としてモニタリングを行ったが今回

陽性検体は無かった。

【まとめ】

本研究では、発生すると危篤性の高い化学性食中毒、特に海洋県長崎県で起こりうるマリントキシンの検査

体制の基盤整備に繋がる成果が得られた。今後更に当該分野の研究を進めることで、迅速な原因究明と有害

性の把握と健康被害の拡大防止体制の強化が期待でき、県民の安心で安全な生活の実現できると考える。ま

た、将来的には、衛生化学分野での当該技術は、安全で信頼できる県内水産物の供給体制の確保、リスク管理

へのつながりも期待できると考える。

図 1 テトロドトキシン（TTX）構造（C11H17N3O8）       図 2 中毒検体中 TTX の MRM クロマトグラム

図 3 パリトキシン（PTX）構造(C129H223N3O54)      図 4 PTX による RD-a 細胞株への細胞毒性
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外部精度管理におけるソルビン酸の検査結果について

保健衛生研究部 生活化学科 山口 恵里果

【はじめに】

生活化学科では、当センターが基本目標として掲げている「食の安全・安心の確保」、ひいては運営の

目的である「県民の生活環境の保全及び生命の安全の確保」の実現のため、野菜・果実の残留農薬検査、

食品添加物検査などの食品衛生に関する業務に従事している。これらの検査業務の信頼性担保の手段の

一つが外部精度管理検査である。

食品衛生検査施設および登録検査機関では、食品衛生法施行規則第 37 条により、外部精度管理調査
への定期的な参加が義務付けられている。これに従い、生活化学科は毎年食品衛生外部精度管理検査に

参加している。この検査を通して他施設との検査結果の比較が可能であり、問題点があった場合は改善

措置を取ることにより検査精度の確保を図る。今回は、令和元年度食品衛生外部精度管理検査の結果に

ついて報告する。

【方法】

（１）検査内容：食品添加物定量検査

（２）対象物質：ソルビン酸

（３）調査試料：食品衛生外部精度管理調査実施機関より送付された検体（シロップ）

（４）試験期間：2019年 7月 23日～24日
（５）検査方法：水蒸気蒸留

（６）定量方法：高速液体クロマトグラフ装置による定量

【結果および考察】

検体中ソルビン酸濃度を n=5 で測定したところ、結果は以下の表 1の通りとなった。

表 1 検体中ソルビン酸濃度測定結果（n=5）

検査の目的である検体中のソルビン酸の定量のほかに、結果の信頼性を確保するため、次の 4項目に
ついて確認を行っている。それぞれの目的と結果について表 2に記載する。

食品添加物検査Ⅱ結果

1 2 3 4 5
ソルビン酸

（g/kg）
0.822 0.834 0.836 0.839 0.841
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表 2 信頼性確保のための確認項目

項目 目的 確認内容

添加回収試験

（n=3）
技術面に問題がないか、誤差の

範囲など

回収率は安定しており、いずれ

も 95％の高い数値であった
再現性確認

（n=3）
一貫した結果が得られることを

確認

安定した数値が得られた

Quality Control
試料の確認

測定の初めと終わりで測定精度

が維持されていることを確認

標準液（2 ppm）の 100.6%の数
値が測定された

外れ値検定

（グラブス検定）

平均値との差が異常に大きい値

がないか確認

外れ値は無かった

以上より、検査結果に信頼性があるものと判断し、食品衛生外部精度管理調査実施機関へ提出した。

後日送付された外部精度管理検査結果報告書より、本検査における検査精度について、①R（最大値
と最小値の差）が R管理限界線の数値内に収まっているか②Zスコアの絶対値の 2点から検討した。そ
の結果について以下に記載する。

①より、「検査結果のばらつきの程度」を確認することができる。R が R 管理限界線の数値を超えて
いた場合、再現性が悪い検査とみなされる。当センターの検査結果の最大値は 0.841、最小値は 0.822
であることより、Rは 0.019である。R管理限界線の数値は 0.031307であり、Rはこの数値以下であ
ったことから、検査の再現性は良好であると判断された。

②より、「外部精度管理検査に参加した検査機関全体の平均値から、各検査機関の平均値はどの程度

ずれているのか」を確認することができる。評価基準を表 3に記載する。
表 3 Zスコアの評価基準1）

Zの範囲 評価

|z|≦2 十分管理されている

2<|z|<3 疑問点が示唆される

|z|≧3 管理されていない

当センターにおける検査結果の Zスコアは 0.98であった。この数値は|z|≦2の範囲に収まってお
り、すなわち検査結果は良好であったと判断することができる。

以上 2点から、外部精度管理検査において検査精度に問題は無かったものと判断した。

【まとめ】

今年度の外部精度管理検査の結果は良好であった。生活化学科の主な業務の一つは検査業務であり、

検査精度の維持は業務全体の信頼性を保証するための重要な柱である。科の業務が県民の生活を守るた

めのものであること、それを踏まえた精度管理検査の意味を認識し、今後も真摯に取り組み続けること

が重要であると考えた。
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