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　インフルエンザは北半球では主に冬期に流行する呼吸器
疾患である1）．原因であるインフルエンザウイルスの亜型
や抗原性の変化，薬剤耐性の有無を把握することは，感染
の予防及び治療方針の決定のための基礎データとして重要
である．そのため，感染症発生動向調査の一環として，保
健所及び病原体定点医療機関の協力のもと，地方衛生研究
所においてウイルスサーベイランスを毎年実施している．
北海道立衛生研究所では 2011 年 12 月から 2012 年 4 月ま
で，84 件のインフルエンザ疑い検体について PCR検査を
実施した．また，同時に PCR陽性の臨床検体からのウイ
ルス分離を試み，分離ウイルスにおける抗原性の変化，オ
セルタミビル耐性の有無などを検討した．さらに，感染症
流行予測事業の一環として，感受性調査であるヒト血清中
の抗体価測定を行い，検討した．

方 法

　インフルエンザ疑いとして搬入された検体 84 件の，咽
頭または鼻腔拭い液からRNAを抽出し，A型インフルエ
ンザウイルス共通のM遺伝子及び各亜型に特異的な赤血
球凝集素（HA）遺伝子をリアルタイムRT-PCR法で検
出し，型別を行った2）．PCR陽性検体はイヌ腎細胞由来
MDCK細胞及びヒト結腸腺癌細胞由来Caco-2 細胞を用
いてウイルス分離を行った．分離されたウイルスに対し
て，国立感染症研究所より分与された 2011/12 シーズン用
抗血清を用いて赤血球凝集抑制（HI）試験を実施し，HA
の抗原性の変化を検討した．また，AH3 亜型ウイルスに
ついては，検体採取地域の偏りがないように選択した，一
部の株のRNAを抽出し，ノイラミニダーゼ（NA）遺伝
子をRT-PCR法で増幅後塩基配列を解析し，E119V 及び
R292K などのオセルタミビル耐性の遺伝子変異の有無を
確認した3）．
　インフルエンザウイルスに対する感受性調査は，2011
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年 9 月に札幌市立病院，天使病院，北海道赤十字血液セン
ターにてインフォームドコンセントが得られた計 270 人の
血 清を用いて，4種 類 の抗原（A/California/07/2009
（AH1pdm09 亜型），A/Victoria/210/2009（AH3 亜型），
B/Brisbane/60/2008（B型ビクトリア系統），B/Wisconsin/
1/2010（B型山形系統））に対するHI 抗体価を測定した．
B/Wisconsin/1/2010 以外は 2011/12 シーズン用のワクチ
ン株である．各年齢群の人数は，0～ 4歳群が 43 人，5～
9歳群が 33 人，10 ～ 14 歳群が 26 人，15 ～ 19 歳群が 28
人，20 ～ 29 歳群が 46 人，30 ～ 39 歳群が 23 人，40 ～ 49
歳群が 24 人，50 ～ 59 歳群が 24 人，60 歳以上が 23 人で
あった．また，インフルエンザの罹患歴及び予防接種歴に
ついて，対象者（またはその保護者）にアンケート調査を
実施した．

結果及び考察

　対象となった検体 84 件中，インフルエンザウイルスの
遺伝子が検出されたのは 74 件であった（AH3 亜型 57 件，
B型 17 件）．検体採取日を基準とした月別の検出件数を図
1に示した．AH3 亜型は 2011 年 12 月に始まり，2012 年
1 月をピークに 3月まで検出された．B型は 2012 年 1 月
に始まり，2月をピークに4月まで検出された．AH1pdm09
亜型については今シーズンは検出されなかった．分離され
たウイルス株（AH3亜型 51株，B型 15株）を用いてHI試
験を実施した．ワクチン株との比較（ワクチン株に含まれて
いない山形系統のB型についてはB/Bangladesh/3333/2007
を参照株として使用）において抗原変異の目安となる 8倍
以上のHI 価の違いを示したのは，AH3 亜型では 51 株中
6株，B型では 15 株（ビクトリア系統 10 株，山形系統 5
株）中 1株（ビクトリア系統）であった．従って，
2011/12 シーズンのインフルエンザウイルスについてはワ
クチン類似株が多くを占めた．AH3 亜型ウイルス 10 株に
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ついてNA遺伝子の塩基配列を解析したが，オセルタミ
ビル耐性の遺伝子変異は認めなかった．
　感受性調査において測定した，各年齢群別のHI 抗体保
有率（40 倍以上で感染防御能があるとされる4））を図 2に
示した．AH1pdm09 亜型に対する 40 倍以上のHI 抗体保
有率は，5 ～ 9歳群，10 ～ 14 歳群，15 ～ 19 歳群で 60％
以上と高く，20 ～ 29 歳群でも 60％近くという比較的高い
値を示した．AH3 亜型に対する 40 倍以上のHI 抗体保有
率は，5 ～ 9歳群及び 15 ～ 19 歳群で 50％前後で，30 ～
39 歳群で 40％近くであったが，40 歳以上は 10％以下と低
い値であった．B型（ビクトリア系統）に対する 40 倍以
上のHI 抗体保有率は，10 ～ 14 歳群及び 30 ～ 39 歳群で
50％前後で，5～ 9歳群及び 40 ～ 49 歳群では 40％近くで
あった．B型（山形系統）では，15 ～ 19 歳群で 40％近
く，20 ～ 29 歳群で 20％を上回ったが，それ以外では
20％以下の低い値を示した．これは北海道内では 2008 年
2 月から 2011 年まで山形系統のウイルスが分離されず，
加えて，ワクチン株も 2009/10 シーズンから 3シーズン続
けて山形系統の株が選定されていないことから，実際の野
生株の感染または予防接種による抗体獲得の機会が乏し
かったことを反映していることが考えられた．各年齢群別
の，インフルエンザの予防接種率及び罹患率を図 3に示し
た．0～ 14 歳の予防接種率や罹患率が比較的高い傾向で
あった．一方，重症化のリスクが高い高齢者の予防接種率
が極めて低く，今回の検討では 60 歳以上の群の 40 倍以上
のHI 抗体保有率がすべての抗原に対して 10％以下であっ
たため，今後この年齢群における予防接種の励行が肝要と
思われた．インフルエンザの罹患歴及び予防接種歴別に区
分した場合の，AH1pdm09 亜型に対する 40 倍以上のHI
抗体保有状況は，インフルエンザの罹患歴と予防接種歴あ
りの群で 80％（30 人中 24 人），予防接種歴のみありの群
で 53％（62 人中 33 人），罹患歴のみありの群で 60％（20
人中 12 人），罹患歴も予防接種歴もなしの群で 34％（158
人中 54 人）であった．罹患歴も予防接種歴もない群にお

いて高い（34％）抗体保有率を示したことは，AH1pdm
亜型ウイルスの不顕性感染が頻繁に起きていたことが示唆
される5）．
　今回の調査で明らかにされたように，インフルエンザは
複数の株の存在とそれらに対する住民の抗体の保有状況が
複雑な様相を示している．インフルエンザの予防において
予防接種は特に重症化を防ぐ重要な対策であり6, 7），適切
な予防接種株を選定するためにも，今回報告したようなウ
イルスを中心としたサーベイランスを継続して実施するこ
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図 2　年齢群別の抗体保有状況
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図 ３　年齢群別の予防接種率および罹患率



─ 83 ─

とが肝要である．

　稿を終えるにあたり，検体採取に御協力いただいた北海
道保健福祉部健康安全局，各保健所，札幌市立病院，天使
病院，北海道赤十字血液センター及び病原体定点医療機関
の関係各位に深謝いたします．
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