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衛研ニュース

　平成11年4月から感染症法に基づき感染症発生動向調査事業

として情報の収集・分析・還元を行っています。また、平成

15年11月には感染症法の見直しがあり、調査対象疾患86疾患、

県下60定点医療機関で調査をしています。   

　第一線の医療機関からの貴重な情報は、全国情報を含め迅

速に収集し分析・評価を行い、週報や月報として保健所、医

師会、市町村、教育委員会等に速報し、地域での診療や蔓延

防止等に活用しています。  

　また、インタ－ネットや報道機関（毎週、高知新聞日曜版

に掲載）を通じて県民にグラフやマップでわかりやすく身近

な情報として提供しています。             

　今回、地域情報として県下の医療圏をもとにマップ化し、

地域・疾患ごとに毎週 ｢注意報｣や｢警報｣により県民に感染予防の注意を呼びかけています。（上図）     

     衛生研究所ホームページ（http//www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/）（下図）

　いちばん肝心な予防方法は無理をしないで、十分な睡眠をとり、栄養のバランスを考慮した食事をとるこ

とです。その他には次のようなことが挙げられます。

〇インフルエンザワクチン：インフルエンザにはワクチンが有効であり、予防のためには毎年予防接種を受

けることが、最も有効な方法です。

〇うがい：インフルエンザウイルスはのどの粘膜よりも鼻粘膜から高頻度に検出されます。ですからうがい

だけで完全にウイルスをシャットアウトすることは無理ですが効果はあると思います。

〇手洗い：インフルエンザウイルスは手や顔、衣類等にも付着します。カラオケボックスのマイクや電車の

吊革、公衆電話の受話器などには非常に多数のウイルスが付着しています。手で目をこすったり、鼻をいじ

ったりすることも感染経路の一つですから、帰宅後に石鹸で手や顔を洗うことは効果的です。

〇マスク：咳１回で約10万個、くしゃみ１回で約200万個のウイルスが、また、咳では２ｍ、くしゃみでは

３ｍ先まで放出されます。マスクをすることでウイルスを完全にシャットアウトすることはできませんが、

咳やくしゃみでウイルスがばらまかれる範囲を狭くする効果はあります。また、マスクをすることでウイル

スの侵入を約３割減らすことができるそうです。

〇保温：寒いところでは、鼻・のど・気管などの血管が収縮して線毛の動きが鈍くなります。線毛はウイル

スや細菌の侵入をできるだけ少なくする動きをしますので、働きが悪くなるとウイルスが侵入しやすくなり

ます。したがって、保温はインフルエンザの予防に十分価値があるといえます。

〇加湿：インフルエンザウイルスは湿度に極めて弱い性質があります。ですから、

部屋の湿度を上げることは予防に非常に効果的です。

〇人混みを避ける：人が多く集まる所では、インフルエンザウイルスに接触する

機会が多くなります。ですから、できるだけ感染の機会を低くするために、人混

みを避けましょう。人混み等から帰ったら上述のように手洗い、うがいなどを励

行するようにしてください。

　今シ－ズンのインフルエンザ発生時期にSARSも流行するのではないかと懸念されています。高熱、呼吸

器症状が類似しているSARSとの鑑別のため、WHO・厚生労働省はインフルエンザの予防接種を勧めていま

す。毎年インフルエンザの予防接種を受け、インフルエンザを予防することにより、SARSと間違えられる

肺炎症例の数を減少させることが、今後、特に重要になると思われます。

　高知県衛生研究所では今シ－ズンのインフルエンザ流行を予測するために抗体保有率の調査を行いました

が、その結果、乳幼児及び成人層と高齢者層で感染防御能を有する抗体保有が低いことが明らかになりまし

た。今年も１月に入るとインフルエンザの本格的流行が始まります。多くの県民のみなさんが予防接種を受

けられ、抗体価を高めると共に手洗いやうがい等を励行されて、今年のインフルエンザの流行を最小限に抑

えられることが期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保健科学部　千屋）

○感染症情報をわかりやすく地域情報としてマップ化

今年もインフルエンザのシ－ズンがやってきました。そこでインフルエンザ予防

の基本的対策についてまとめてみました。

インフルエンザとSARS

○患者情報総評

  今週の天気情報（気温、湿度）や患者の動向、インフ

ルエンザ情報などのトピックス。特に今週流行動向が注

目される疾患について具体に記載しています。

　例えば、Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎（しょう紅熱）は、

総数もやや増加し、特に高幡と中央西は引き続き注意報

値を超し、例年の状況から見ても今後増加を示す。など

（右図）

○全数報告

  O157や赤痢など１類から５類感染症の報告

○高知県の平均気温と湿度

  過去４週間の週別情報

○定点からの関連情報や病原体検査情報

全国情報

  全国の小児定点報告やトピックスなど
（大野・刈谷）

○すぐわかる今週の状況

この感染症ほっと情報は、毎週水曜日に新しい情報を提供していますので、

身近な地域情報としてご利用ください！
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インフルエンザの予防方法について

●インフルエンザ発生シ－ズンになると流行に関するいろいろな情報が発信

されます。十分注意を払うようにしましよう。

　　　○インフルエンザ情報入手先

・高知県衛生研究所HP　http://www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/ 

・インフルエンザ総合対策HP　http://influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/ 

・国立感染症研究所情報センタ－　http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

・厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp
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見よう、活かそう　感染症ほっと情報

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎（注意報値：2.0　警報値：4.0）  

　線数もやや増加し，特に高幡と中央西は引き続き注意報値を超している．例年の状況からみ 

て今後も増加を示すと思われる． 



　世界で使用されている農薬は700種類以上といわれますが、現在日本で食品中の残留基準が設定されて
いる農薬は229種類です。輸入食品の増加により国内で使用できない農薬が残留する食品が流通する可能
性があります。また、現在の制度では残留基準のない農薬が検出されても規制を受けません。
　このような状況から、平成18年５
月頃をめどに農薬のポジティブリス
ト制が導入されることになりました。
この制度は、世界で使用されている
農薬のうち残留基準が必要と判断さ
れたものに残留基準を設定してリス
トを作成し、リストに載らない農薬
が食品に残留するのを規制するもの
です。ポジティブリストの導入により、
残留基準が設定されていない農薬が
一定量を超えて残留する食品を流通
させないようにでき、食品の安全性
の強化がはかられます。

（生活科学部　池本）

　当所では、高知県内
で市販・流通されてい
る野菜および果実（輸
入品を含む）に残留す
る農薬の検査を行って
います。
　最近10年間の調査では、
検査した野菜および果
実245件(輸入品40件を含む)のうち、農薬が検出されたのは９件（輸入品１）です。ひとつの野菜から複
数の農薬が検出する場合もあります。農薬が検出された９件のうち、残留基準値を超えて検出されたもの
が１件ありますが、他の８件は残留基準値を下回っていました。
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野菜・果実の巻
農薬使用のきまり

水道法で決められて検査している農薬は意外に少ないのです。

ですから、高知県では独自の検査を行っています。

新しい水道法では、施設毎に農薬を選んで測定することになります。
農薬の残留基準が変わります

どんな農薬が残留しているの？（高知県の場合）

農 薬農薬 の 検 査 あ れ こ れ

最近10年間に検出された農薬（６種類）
クロルピリホス（殺虫剤）……果実、茶の害虫に使用

（昨年輸入冷凍ほうれんそうから基準値を超えて検出され　

問題になったが、当所で検査した７件からは不検出）

シペルメトリン（殺虫剤）……野菜、果実、いも類、豆類、茶などの害虫に広く使用

EPN　　　　　（殺虫剤）……稲、野菜、果実などの害虫に使用

フェニトロチオン（殺虫剤）…果実、野菜、茶の害虫に使用

プロシミドン、イプロジオン（殺菌剤）……野菜、豆類の菌核病、灰かび病に使用

　農産物に使用される農薬は農産物の種類や使用目的によりたくさんの種類がありますが、国内では農林
水産大臣の登録を受けた農薬だけが販売または使用できることになっています。
　散布された農薬は農産物に役割を果たした後に分解されますが、農産物中に残留することもあります。
農薬が残留する量は、農産物や農薬の種類、農薬の使用量・使用回数・使用時期などにより異なります。
このため、農薬が安全かつ適正に使用されるよう農産物および農薬の種類ごとに使用時期・使用方法など
が農薬取締法で定められています。また、流通段階において安全が確保されるよう229種類の農薬（2003
年5月19日現在）について、食品衛生法で農薬残留基準値（人体に害を及ぼさないような農薬濃度の上限
値）が定められています。

　水道法で設定されている農薬の検査と実施状況は次のとおりです。
・基準項目：水道施設では、少なくても年１回は指定検査機関に依頼して46項目の検査をしています。農薬

が４種類含まれていますが、これまで検出されたことはありません。
・監視項目：将来にわたる安全性の確保を期して、基準値を補完するものとして35項目が定められており、

15種類の農薬が含まれています。
　その他に「ゴルフ場使用農薬にかかる水道水の水質目標」として26種類が設定されています。
　ゴルフ場排水については、高知県環境研究センターで、定期的に26種類を含む45種類の検査及び監視を行
っていますが、水道水については、基準項目以外は検査義務がないため水道事業体からの検査依頼は稀です。

　高知県の業務として、当所で次の検査をしています。
・監視項目：水道水源保全のため県下の７ヵ所の水道施設について年

２回検査しています。15種類のうち、これまでに１種類
検出されたことがありますが、指針値と比べてはるかに
低い値でした。

・水道水源農薬：地元の保健所が選んだ汚染が疑われる水道水源につ
いて、最も検出されやすい梅雨時などに検査をしています。
これまで延べ94施設（延べ6,354種類）について検査し、
９種類の農薬が検出されました。検出されたといっても、
指針値等と比べて低い値ですが、水源付近を休耕田にす
るなどの対策を講じた水道施設もあります。

　平成16年４月から施行される水質基準では、全国的に評価値の1/10を超える水道水がなかったことから、基
準値ではなく、基準値を補完する水質管理目標設定項目として定められました。水道施設毎に水源流域での農
薬の使用状況を把握して、101種類の農薬リストから選んで検査をすることになります。
　各農薬について目標値が設定され、さらに検出された農薬の総和（検出値／目標値 の合計）としても目標値
があります。
　また、新しい水道法では、需要者の
意見を聞くシステムも組み込まれてい
ます。水道事業体（市町村役場）は検
査内容、検査結果を公表する義務が
あります。
　なお、農薬の目標値など新水道法
については、厚生労働省水道課、高
知県における使用量などは国立環境
研究所（農薬データベース）の各ホ
ームページで調べることができます。

（生活科学部　金田）
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（検査の実施状況等は、検査施設を保有しない高知市を除く県下の

市町村について書いています。なお、高知市は水道局内の検査セン

ターで基準項目、監視項目等の検査を行っています。） 
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　ゴルフ場排水については、高知県環境研究センターで、定期的に26種類を含む45種類の検査及び監視を行
っていますが、水道水については、基準項目以外は検査義務がないため水道事業体からの検査依頼は稀です。

　高知県の業務として、当所で次の検査をしています。
・監視項目：水道水源保全のため県下の７ヵ所の水道施設について年

２回検査しています。15種類のうち、これまでに１種類
検出されたことがありますが、指針値と比べてはるかに
低い値でした。

・水道水源農薬：地元の保健所が選んだ汚染が疑われる水道水源につ
いて、最も検出されやすい梅雨時などに検査をしています。
これまで延べ94施設（延べ6,354種類）について検査し、
９種類の農薬が検出されました。検出されたといっても、
指針値等と比べて低い値ですが、水源付近を休耕田にす
るなどの対策を講じた水道施設もあります。

　平成16年４月から施行される水質基準では、全国的に評価値の1/10を超える水道水がなかったことから、基
準値ではなく、基準値を補完する水質管理目標設定項目として定められました。水道施設毎に水源流域での農
薬の使用状況を把握して、101種類の農薬リストから選んで検査をすることになります。
　各農薬について目標値が設定され、さらに検出された農薬の総和（検出値／目標値 の合計）としても目標値
があります。
　また、新しい水道法では、需要者の
意見を聞くシステムも組み込まれてい
ます。水道事業体（市町村役場）は検
査内容、検査結果を公表する義務が
あります。
　なお、農薬の目標値など新水道法
については、厚生労働省水道課、高
知県における使用量などは国立環境
研究所（農薬データベース）の各ホ
ームページで調べることができます。

（生活科学部　金田）

残留基準を超える

農薬を含む食品の

流通を禁止
ポジティブリストの

対象外（規制なし）

一定量（人の健康を

損なうおそれのない

量）を超える農薬を含

む食品の流通を禁止

人の健康を損なう

おそれのないもの

ポジティブリスト導入後に予想される規制

農　　薬

残留基準が設定

されているもの

残留基準が設定

されてないもの

厚生労働大臣が

指定する物質

水道水の巻
（検査の実施状況等は、検査施設を保有しない高知市を除く県下の

市町村について書いています。なお、高知市は水道局内の検査セン

ターで基準項目、監視項目等の検査を行っています。） 

魚を

飼って監視！

塩素を
のけちょい
てからね

家庭でできる検査法

基準項目・50項目 

水質管理目標設定項目・27項目 

要検討項目・40項目 

水道法を満たすべき 

基本的項目 

水質管理上 

留意すべき項目 

今後データ集積 

基準項目予備軍 

農薬類・101種類 

新基
準!!
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　平成11年4月から感染症法に基づき感染症発生動向調査事業

として情報の収集・分析・還元を行っています。また、平成

15年11月には感染症法の見直しがあり、調査対象疾患86疾患、

県下60定点医療機関で調査をしています。   

　第一線の医療機関からの貴重な情報は、全国情報を含め迅

速に収集し分析・評価を行い、週報や月報として保健所、医

師会、市町村、教育委員会等に速報し、地域での診療や蔓延

防止等に活用しています。  

　また、インタ－ネットや報道機関（毎週、高知新聞日曜版

に掲載）を通じて県民にグラフやマップでわかりやすく身近

な情報として提供しています。             

　今回、地域情報として県下の医療圏をもとにマップ化し、

地域・疾患ごとに毎週 ｢注意報｣や｢警報｣により県民に感染予防の注意を呼びかけています。（上図）     

     衛生研究所ホームページ（http//www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/）（下図）

　いちばん肝心な予防方法は無理をしないで、十分な睡眠をとり、栄養のバランスを考慮した食事をとるこ

とです。その他には次のようなことが挙げられます。

〇インフルエンザワクチン：インフルエンザにはワクチンが有効であり、予防のためには毎年予防接種を受

けることが、最も有効な方法です。

〇うがい：インフルエンザウイルスはのどの粘膜よりも鼻粘膜から高頻度に検出されます。ですからうがい

だけで完全にウイルスをシャットアウトすることは無理ですが効果はあると思います。

〇手洗い：インフルエンザウイルスは手や顔、衣類等にも付着します。カラオケボックスのマイクや電車の

吊革、公衆電話の受話器などには非常に多数のウイルスが付着しています。手で目をこすったり、鼻をいじ

ったりすることも感染経路の一つですから、帰宅後に石鹸で手や顔を洗うことは効果的です。

〇マスク：咳１回で約10万個、くしゃみ１回で約200万個のウイルスが、また、咳では２ｍ、くしゃみでは

３ｍ先まで放出されます。マスクをすることでウイルスを完全にシャットアウトすることはできませんが、

咳やくしゃみでウイルスがばらまかれる範囲を狭くする効果はあります。また、マスクをすることでウイル

スの侵入を約３割減らすことができるそうです。

〇保温：寒いところでは、鼻・のど・気管などの血管が収縮して線毛の動きが鈍くなります。線毛はウイル

スや細菌の侵入をできるだけ少なくする動きをしますので、働きが悪くなるとウイルスが侵入しやすくなり

ます。したがって、保温はインフルエンザの予防に十分価値があるといえます。

〇加湿：インフルエンザウイルスは湿度に極めて弱い性質があります。ですから、

部屋の湿度を上げることは予防に非常に効果的です。

〇人混みを避ける：人が多く集まる所では、インフルエンザウイルスに接触する

機会が多くなります。ですから、できるだけ感染の機会を低くするために、人混

みを避けましょう。人混み等から帰ったら上述のように手洗い、うがいなどを励

行するようにしてください。

　今シ－ズンのインフルエンザ発生時期にSARSも流行するのではないかと懸念されています。高熱、呼吸

器症状が類似しているSARSとの鑑別のため、WHO・厚生労働省はインフルエンザの予防接種を勧めていま

す。毎年インフルエンザの予防接種を受け、インフルエンザを予防することにより、SARSと間違えられる

肺炎症例の数を減少させることが、今後、特に重要になると思われます。

　高知県衛生研究所では今シ－ズンのインフルエンザ流行を予測するために抗体保有率の調査を行いました

が、その結果、乳幼児及び成人層と高齢者層で感染防御能を有する抗体保有が低いことが明らかになりまし

た。今年も１月に入るとインフルエンザの本格的流行が始まります。多くの県民のみなさんが予防接種を受

けられ、抗体価を高めると共に手洗いやうがい等を励行されて、今年のインフルエンザの流行を最小限に抑

えられることが期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保健科学部　千屋）

○感染症情報をわかりやすく地域情報としてマップ化

今年もインフルエンザのシ－ズンがやってきました。そこでインフルエンザ予防

の基本的対策についてまとめてみました。

インフルエンザとSARS

○患者情報総評

  今週の天気情報（気温、湿度）や患者の動向、インフ

ルエンザ情報などのトピックス。特に今週流行動向が注

目される疾患について具体に記載しています。

　例えば、Ａ群溶血性連鎖球菌咽頭炎（しょう紅熱）は、

総数もやや増加し、特に高幡と中央西は引き続き注意報

値を超し、例年の状況から見ても今後増加を示す。など

（右図）

○全数報告

  O157や赤痢など１類から５類感染症の報告

○高知県の平均気温と湿度

  過去４週間の週別情報

○定点からの関連情報や病原体検査情報

全国情報

  全国の小児定点報告やトピックスなど
（大野・刈谷）

○すぐわかる今週の状況

この感染症ほっと情報は、毎週水曜日に新しい情報を提供していますので、

身近な地域情報としてご利用ください！
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インフルエンザの予防方法について

●インフルエンザ発生シ－ズンになると流行に関するいろいろな情報が発信

されます。十分注意を払うようにしましよう。

　　　○インフルエンザ情報入手先

・高知県衛生研究所HP　http://www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/ 

・インフルエンザ総合対策HP　http://influenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/ 

・国立感染症研究所情報センタ－　http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

・厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp
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流行性耳下腺炎
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警報 注意報
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中央東

見よう、活かそう　感染症ほっと情報

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎（注意報値：2.0　警報値：4.0）  

　線数もやや増加し，特に高幡と中央西は引き続き注意報値を超している．例年の状況からみ 

て今後も増加を示すと思われる． 


