
Ｅ型肝炎はＥ型肝炎ウイルス（HEV）が主に経口感染

することによっておこる人獣共通感染症である ．潜伏期

間は平均６週間，通常は１カ月間で完治し，慢性化するこ

とはない．典型的な症状は食欲不振，悪心，肝腫大，黄疸

などで，致死率は１～２％，同様に経口感染であるＡ型肝

炎の約10倍である．妊婦では劇症肝炎の割合が高く，致

死率が20％にも達することがある ．感染源・感染経路と

しては，輸血感染と加熱不十分な感染動物（ブタ，イノシ

シ，シカなど）の肉や内臓の喫食 があげられる．日本

を含めた先進諸国においては流行地域への渡航に伴う輸入

感染症と位置づけられてきたが，近年，土着株といえる固

有のＥ型肝炎ウイルス株の存在が明らかとなってきた ．

ヒトに感染するＥ型肝炎ウイルスには G1～G4の４つの遺

伝子型が存在するが ，日本国内で渡航歴のない患者やブ

タから検出されるウイルスの遺伝子型は G3と G4のみで

あり ，これらが国内土着のウイルス株と考えられる．北

海道内の全献血者を対象とした2005年～2007年のスク

リーニング調査における陽性率は約0.01％（1/8300）で

あり，献血時に検出される遺伝子型は G3に偏っていた ．

一方，Ｅ型肝炎患者が医療機関を受診して探知・報告され

る事例から検出される遺伝子型はそのほとんどが G4であ

る．

北海道立衛生研究所では，全数把握疾患であるＥ型肝炎

の発生動向調査に基づく遺伝子検査を行っている．2011

年12月～2012年２月に，道央地域においてＥ型肝炎の届

出数が急増した．2005～2011年の北海道内からの届出は

年間10～30件程度であるが，2012年は14週までに19件

を数え，その後は例年と同程度の届け出数に落ち着いた．

HEV ORF2検出用プライマー を用いた RT-PCRで増

幅された産物（412bp）の分子疫学的解析を実施したとこ

ろ，この時期に検査を行った15事例中，９事例は G4遺

伝子型であり，そのうち８事例由来株は互いに99～100％

の相同性を示した（Fig.1，●）．これら８事例は孤発例

であり，発生地は，北海道内４地域―道央（Ｃ），道南

（Ｓ），道北（Ｎ），道東（Ｅ）―のうち，道央に偏ってい

た．感染経路，感染源の調査において発症日の把握が重要

となるが，８事例の発症日は2011年12月19日から2012

年１月末に集中していた．ただし，感冒様症状など急性肝

炎に起因すると考えられる自覚症状の現れた日，また，臨

床経過の追跡が難しい事例については初診日を発症日と考

えた．これらの結果から，共通の時期に，道央地域におい

て，同一系統株に感染する機会があったこと及び互いの関

連性が示唆された．さらに，これら８株の塩基配列は，

2009年10月に札幌周辺で連続的に発生した孤発例群

と99％の相同性を示し，類似株による感染が繰り返され

ていることが示された．８事例中，事例１は劇症型，事例

４，６も重症型であり，すべての事例が黄疸，肝機能異常

を伴い，G4遺伝子型の症状がより重篤な傾向があるとす

る報告 と矛盾しなかった．この時期の残りの６事例は，

G3遺伝子型３事例，遺伝子型の判定に必要な領域を増幅

できなかった遺伝子陽性例が３事例であった．

時期と地域を共通とする複数の事例が見出されたことか

ら，過去の事例についても同様な傾向がみられるかを検討

した．2004～2012年の G4遺伝子型事例は，その大部分が

a，b２つの分枝に位置づけられた（Fig.1）．グループ a

には連続発生した８事例由来株と，その後発生し，これら

の事例群と98～99％の相同性を示す道央，道北及び道東

地域の事例由来株（■）が属し，全道的な広がりも危惧さ

れた．３月以降に採取された検体，地域の異なる検体由来

株の塩基配列には，前述の８株と比較してわずかな変異が

見られた．グループ bは３群から成り，2004～2006年の

道東地域（b3），2006～2009年の道南，道東地域（b1），

2010年の道南，道央地域の症例（b2）というように，時

期，地域毎に分類可能と思われた．グループ aとグルー

プ bの配列の違いは96％の相同性に納まる．重篤化には

患者側リスク因子の寄与も大きいと考えられるが，両グ

ループともに劇症型例が含まれていた．Fig.1に示した

AB082559/HE-JA3（★）は道央地域の患者由来株（1998
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Fig.1 北海道内で検出されたＥ型肝炎ウイルス G4遺伝子型の分類

例 C-2-111229の C（S, N, E）は地域を，ハイフン間の数字２は症例番号を，YYMMDD（111229）は検体採取日（2011年12月29日）を示
す．また，AB082559/HE-JA3/G4は accession Noと遺伝子型を示す．
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年) ，AB105902/swJL145（★）は道内で購入されたブ

タレバー由来の株（2002～2003年) であり，a，bそれぞ

れのグループにおいて，時間経過による遺伝子変異の蓄積

を経たグループ形成が見受けられた．北海道内において，

重篤なＥ型肝炎を発症し得るウイルス株が土着して維持さ

れていること，共通の時期と地域において類似株が検出さ

れることが示された．感染源・感染経路の解明には，ブタ

のウイルス保有状況調査と，ウイルスを保有していた場合

にはヒト由来株との遺伝子配列比較，出荷後の食材の追跡

など，継続したデータ収集が必要と思われる．

孤発例の連続発生は，当初，2011年10月に検査診断薬

が保険収載された効果と考えられたが，塩基配列が一致し

たこと，時期と地域の集中が見られたことから共通の原因

食品等の存在が強く示唆された．患者の居住地，飲食店利

用や食品の購入などの疫学調査が行われたが，共通の食品

が原因であるという裏付けは得られず，原因疑い食品・食

材などの検査に踏み込むことはできなかった．Ｅ型肝炎の

潜伏期間は長く，発症，診断，届出を経てからの疫学調査

による感染源の推定や，感染源と疑われる食材などの検体

確保は困難である．このような状況において，継続した分

子疫学的解析は，患者間または推定原因食品を繫ぐ方法と

して有用である．感染症についての情報を収集し予防対策

に反映させるためにも，感染症発生動向調査の周知，保健

所と医療機関の協力体制の整備は重要と考える．

本稿を終えるにあたり，検体採取等にご協力頂きました

北海道保健福祉部健康安全局ならびに各保健所，北海道Ｅ

型肝炎研究会の関係者各位に深く感謝いたします．
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