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高知県感染症発生動向調査について
～感染症情報センターの機能～

　週報及び月報により、定点医療機関・県市医師会・教
育委員会・保健所・地元新聞社に週報を翌週の水曜日に
ファクス及びインターネットで、月報を毎月１５日頃に
郵送で公表しています。公表の状況は図のとおりです。
また、保健所によっては、管内の各機関向けに独自の情
報誌を作成しているところもあります。
　週報の内容は、週報疾患の報告数・注目される疾患の
コメント・病原体検査情報速報・定点から寄せられた各
種情報・全国情報などです。
　月報の内容は、月報疾患の報告数・週報疾患の月集計
数・疾患別月別報告数推移グラフ・全国及び県内状況の
コメント・海外文献・病原体検査情報詳細報などです。
　現在、住民向けの公表としてはインターネット及び地
元新聞の週報情報のみですが、月報情報をホームページ
に掲載できるよう計画中です。

どのように情報提供をしているか？

　感染症新法では、症状の重さや病原体の感染力の強さ
などから感染症を、一類感染症(5疾病)、二類感染症(6
疾病)、三類感染症(1疾病)、四類感染症(62疾病)に分類
しています。これらの感染症は、さらに全数把握感染症
と定点把握感染症に区別されて、患者情報の把握方法が
分かれています。
（１）全数把握感染症
　　すべての医療機関は、一類感染症、二類感染症、三
　類感染症の患者を診察した場合や、四類感染症のうち
　法で定められたもの(34疾病)に該当する患者を診断し
　た場合は、最寄りの保健所に、疾病に応じた届出票に
　より患者個人の状態を届出ることになっています。
（２）定点把握感染症
　　各保健所別に指定された定点(指定届出医療機関)が
　四類感染症のうち法で定められたもの(28疾病)に該当
　する患者を診断した場合は、毎週月曜日～日曜日を１
　週ととらえた週単位で、当該患者数を保健所に届出る
　ことが決められています。

　各保健所は、医療機関より届出された情報を感染症発
生動向調査システムに登録し、オンラインで県感染症情
報センターに報告します。県感染症情報センターは各保
健所からの情報を県データとして取りまとめ国立感染症
研究所に報告します。

どのように患者情報が集められているか？

感染症発生動向調査とは？

　昭和５６年７月より、厚生省通知による事業としては
じまりました。
　平成１１年４月からは、「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律(感染症新法)」の大きな
柱の一つとして発生動向調査が位置づけられ、各都道府
県は患者情報及び病原体情報を収集・分析し、情報を関
係機関に公表していくことが義務づけられました。

　高知県の感染症発生動向調査事業は、県医師会をはじ
め関係医療機関の協力を得て昭和５４年から実施してい
ます。高知県感染症情報センターは衛生研究所企画研修
部内に設置され、平成１１年４月の感染症新法施行後は、
県内６６の定点医療機関及び１７検査定点医療機関より
患者情報を収集・分析し、その情報を県民及び関係機関
に提供しています。

感染症情報ｾﾝﾀｰ　http://www.med.net-kochi.gr.jp/Kansen/
衛生研究所　　　http://www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/（ ）

図　感染症情報の公表状況 研究担当部：企画研修部
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動脈硬化予防の秘訣はキレイな血管

元気で健やかな高齢社会の実現のために
は、一人一人が自らの判断で１次予防に
重点を置いた健康づくりを進めることが
大切な時代です

　高齢化が全国に比して15年も先行する高知県では、
働き盛りの男性の突然死、寝たきりや痴呆の原因となる
循環器疾患（心筋梗塞や脳卒中などの動脈硬化性疾患）
の入院患者数は全国の約2倍であり、県民の生活の質の
向上、医療費や介護保険負担の軽減の為にも一層効果的
な予防対策が急務です。

心筋梗塞や脳卒中・痴呆などのより効果的な対策はあるのでしょうか？

 
高知県衛生研究所高知県衛生研究所

　生活習慣病（がん、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血
圧など）は毎日の生活習慣と密接に関わりがあり、生活
習慣（食生活、運動、休養など）が改善されることで、
多くの病気の発病や進行を予防することが出来ると言わ
れています。
　近年、国内外の研究で葉酸不足とそれに伴う血中ホモ
システイン値上昇は、がん、脳血管障害や心筋梗塞など
の動脈硬化、脳血管障害による痴呆症、アルツハイマー
病、胎児の神経管閉鎖障害(無脳症、二分脊椎など)に深
く関与していることが明らかになりつつあります。
　ホモシステインは食事中の蛋白質に含まれるアミノ酸
が代謝される際に生成される中間代謝産物です。血中の
ホモシステイン値が高くなると、体内で酸化ストレスと
なって動脈硬化が起こりやすくなると言われています。
　高知県衛生研究所は大阪府立健康科学センターや筑波
大学と共同で、地域住民を対象として、血中ホモシステ
イン・ビタミンと動脈硬化との関連を検討し、血中ホモ
システインが上昇しないような対策を取ることによって
動脈硬化性疾患の予防に役立てようとしています。
　これまでの研究でホモシステインが高い人は動脈硬化

で脳梗塞を起こす人が多く、脳の細かい血管が詰まって
痴呆症も発症しやすいことが分かりました。また、葉酸
ビタミンB12、ビタミンB6などのビタミンB群を摂取する
と血中ホモシステイン値が下がることが分かりました。
このことから、ビタミンB群を十分に摂取することでホ
モシステインの上昇を防ぎ、動脈硬化を予防することが
できると考えられます。

全国：平成８年全国患者調査,     全国平均の入院受療率を高知県の人口構成に
　　　　　　　　　　　　　　　  当てはめた場合の計算上の入院患者数
高知県：平成９年高知県患者調査、平成９年９月１日時点の高知県の調査

図１　傷病別入院患者数
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図２　血中ホモシステイン値別頸動脈硬化性変化の有所見率

有所見者
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住民の約半数はホモシステイン低下に必要な血中葉酸濃度まで達していません
　　　　　　特に２０歳代でビタミンB群欠乏が目立っています

 第 4 号第 4 号

研究担当部：保健科学部

胎児から働き盛り、高齢者の健康づくり
　和食に含まれる葉酸とビタミンB12を十分に取ればホモシステインの上昇を防ぐことができます

　葉酸はほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜、
豆類、海草、くだもの、緑茶に多く含まれています。ビ
タミンＢ12は魚介類、レバー、肉類に多く含まれていま
すので、偏食のない食習慣を身につければ、ホモシステ
インが高くなる体質であっても、血中のホモシステイン
上昇を防ぐことが出来ます。また、喫煙されている方は
血中のビタミンB群が低くなりますので注意が必要です。

ホモシステインが高くなる体質は特定酵素の遺伝子型によって左右されます

　衛生研究所は金沢大学と共同で、高知市内の人間ドッ
ク受診者約千人の同意を得て血中ホモシステイン濃度に
影響する遺伝子型を調べました。
　男女とも八人に一人は変異型(VV型)で、残りは正常型
(AA型)と中間型(AV型)が半々で、欧米の研究と遺伝子型
の分布は同じでした。血中ホモシステインの平均値は変
異型になるほど高くなりますが、葉酸とビタミンB12の
血中濃度が高ければ、変異型の人でも血中ホモシステイ
ン濃度は低い値にとどまっていました。

図５　年代別血中ホモシステインとビタミンB群の平均値

（　男性 1,294名 p<0.001、  女性 2,023名 p<0.001）
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　高知県内の住民約三千人の血中ホモシステイン値とビ
タミンB群濃度を調べた結果、半数は葉酸の血中濃度が
ホモシステインを下げるのに必要な値(15nmol/L)に達し
ていませんでした。

　中でも２０歳代の男女でビタミンB群欠乏が目立って
多くなっていました。血中ホモシステイン値が高い人も
２０歳代男性で多くなっていました。

お鍋で家族一緒にビタミンB群摂取
　ビタミンB群を効果的に摂取するに
は鍋がおすすめです。魚介類、野菜を
たっぷり摂りましょう。
　ただし、ビタミンB群は煮汁に多く
溶け出しますのでおじやにして最後
まで美味しくいただきましょう。

図４　血中ホモシステイン濃度に影響する,MTHFR遺伝子型
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今話題のシックハウス症候群

　１）窓を開けて空気がうまく流れるように、自然換気を
　　　行いましょう。

　２）タンス用の防虫剤など発生源となるものは出来るだ
　　　け持ち込まないようにしましょう。

対策として

　現在、当所では県営住宅、県立学校などの住宅や教室
及び保健所などからの依頼による住宅の合計３９室につ
いて、調査を行っています。

現在厚生労働省により１３種類の化学物質室内濃度の指針値が示されています
　　　　　　　　　　　　（２００２年２月現在)

　最近目や喉の痛み、頭痛、吐き気、皮膚炎、じんましんなどの
症状を訴える人たちが増えてきています。この様な症状を引き起
こす原因の一つとして「シックハウス症候群」が考えられていま
す。この「シックハウス症候群」は、新築やリフォーム直後の建
築物で起こりやすいものです。また、学校関係の建物でも発生し
ており、これは「シックスクール症候群」といわれています。原
因として考えられているのは建材や壁紙の接着剤・塗料、家具・
布製品、シロアリ駆除剤やタンスに入れる防虫剤など様々です。

化 学 物 質 名 用 途 指 針 値

　ホルムアルデヒド 　合板の接着剤、防腐剤等

　アセトアルデヒド 　香料など

　トルエン 　油性ラッカー・塗料・接着剤

　キシレン 　塗料・接着剤・油性ペイント

　スチレン 　断熱材・畳・接着剤

　エチルベンゼン 　希釈剤など

　プラスチック可塑剤

　プラスチック可塑剤

　パラジクロロベンゼン 　防虫剤、防臭剤

　クロルピリホス 　シロアリ駆除剤

　ダイアジノン 　殺虫剤など

　テトラデカン 　溶剤など

　フェノブカルブ 　殺虫剤など

フタル酸ジ-n-ブチル

フタル酸ジ-２-エチルヘキシル

１００μｇ/ｍ3

４８μｇ/ｍ3

２６０μｇ/ｍ3

８７０μｇ/ｍ3

２２０μｇ/ｍ3

３８００μｇ/ｍ3

２２０μｇ/ｍ3

１２０μｇ/ｍ3

２４０μｇ/ｍ3

１μｇ/ｍ3

０．２９μｇ/ｍ3

３３０μｇ/ｍ3

３３μｇ/ｍ3

厚生労働省による１３種類の化学物質の室内濃度の指針値

(注)濃度指針値とは、人がその濃度以下の空気の中で一生涯生活したとしても、健康への影響は受けない

　　と考えられている値です。
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