
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 ．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．

この調査事業は厚生労働省，国立感染症研究所，都道府県，

地方衛生研究所が協力して実施している事業であり，全国

の地方衛生研究所から集積されたデータは国立感染症研究

所で総合的に分析され，次年度のワクチン株の選定等に利

用されている．

本稿では，2013/14シーズンに当所で実施したインフル

エンザウイルスサーベイランスについて報告する．

方 法

インフルエンザ感染源調査のため，2013年11月から

2014年４月の６カ月の間に採取されたインフルエンザ疑

いの検体（咽頭または鼻腔拭い液）98件から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（Hemagglutinin：HA）遺

伝子をリアルタイムRT-PCR法で検出し，亜型の同定を

行った ．PCR陽性検体についてはイヌ腎細胞由来

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．分離されたすべてのウイルス

に対して，国立感染症研究所より分与された2013/14シー

ズン用抗血清を用いて赤血球凝集抑制（Hemagglutinin
 

Inhibition：HI）試験を実施し，HAの抗原性の変化を検

討した．薬剤耐性ウイルスの出現頻度を把握するため，

AH1pdm09 亜型陽性の検体について，リアルタイムRT-

PCR法によりオセルタミビルの耐性マーカーH275Y（ノ

イラミニダーゼの275番目のヒスチジンがチロシンに置換

する遺伝子変異）の有無を調べた ．また，分離された

AH1pdm09 亜 型 ウ イ ル ス よ り ノ イ ラ ミ ニ ダーゼ

（Neuraminidase：NA）遺伝子をRT-PCR法で増幅後，

ダイレクトシークエンス法により塩基配列を決定した．さ

らに，遺伝子解析ソフトMEGA5を用いて近隣結合法に

より系統樹解析を行った ．系統樹の信頼性評価のため

ブートストラップ値を1,000とした．AH3亜型ウイルス

については，ダイレクトシークエンス法によりオセルタミ

ビル耐性の遺伝子変異の有無を解析した ．

結果及び考察

インフルエンザ疑いの検体98件すべてからインフルエ

ンザウイルスの遺伝子が検出された（AH3亜型16件，

AH1pdm09 亜型70件，Ｂ型９件，Ａ型のみ陽性３件）．

Ａ型のみ陽性の３検体は，遺伝子検査には適さない迅速診

断キットの残液であり，Ａ型共通のＭ遺伝子のリアルタイ

ムRT-PCR法でのCt値も37.0～38.6と検出限界ぎりぎ

りの値を示していた．従って，残存するウイルス遺伝子量

が少ないことにより亜型が同定できなかったと考えられた．

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．
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図1 月別インフルエンザウイルス遺伝子検出状況



AH3亜型は2013年11月に始まり，2014年２月まで検出

された．AH1pdm09 亜型は2014年１月に始まり，２月を

ピークに４月まで検出された．Ｂ型は2014年１月から３

月まで検出された．AH3亜型が流行の中心であった最近

の３シーズンと異なり，今シーズンはAH1pdm09 ウイル

スが流行の中心であった ．そのほかに，渡航歴があり鳥

インフルエンザ感染の可能性が懸念された患者由来の検体

４件についてPCR検査を実施したが，H5亜型及びH7

亜型は検出されず，３件がAH1pdm09 亜型，１件が

AH3亜型陽性であった．

PCR陽性検体から分離されたウイルス45株（AH3亜

型６株，AH1pdm09 亜型32株，Ｂ型山形系統７株）を用

いてHI試験を実施した．ワクチン株との比較において抗

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，

Ｂ型の１株のみであった．従って，2013/14シーズンのイ

ンフルエンザウイルスについてはその多くがワクチン類似

株であった．

オセルタミビル耐性の有無を調べるためAH3亜型３株

のNA遺伝子の塩基配列を解析したが，耐性変異は認め

られなかった．国立感染症研究所より，2013年12月に札

幌で分離されたAH1pdm09 亜型ウイルス５株がすべてオ
図2 週別AH1pdm09亜型ウイルス遺伝子検出状況

図3 AH1pdm09亜型ウイルスNA遺伝子系統樹解析
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セルタミビル耐性マーカーH275Yを有しているとの情報

提供があった ．そこで，道内での流行状況を把握するた

め，すべてのAH1pdm09 亜型陽性検体についてリアルタ

イムRT-PCR法によりH275Yマーカーの有無を調べた．

全体に占めるH275Yマーカー陽性検体の割合は22.8％で

あった（70件中16件）．保健所別では，岩見沢保健所，

旭川市保健所，富良野保健所管内の定点医療機関から採取

された検体でH275Yマーカーが検出された．しかし，時

間経過と共に通常の275Hの検体の割合が増加し，第８週

以降は耐性マーカーを持つ検体は検出されず，一時的な流

行で収束した（図２）．なお，渡島保健所（１件），釧路保

健所（１件），江別保健所（１件），苫小牧保健所（２件）

管内の病原体定点医療機関から採取された検体にH275Y

マーカーは検出されなかった．国内の他の地域に関しては，

山形県で11月に採取された検体から２株，三重県で12月

に採取された検体から１株（発症直前に札幌に滞在してい

た患者由来），札幌の株と同一の由来を持つと考えられる

耐性株が分離されたという報告があったが，これらの地域

でそれ以上感染が拡大することはなく，散発的な発生にと

どまった ．また，インフルエンザウイルスの国際デー

タベースGISAID（The Global Initiative on Sharing All
 

Influenza Data）に登録されているデータによると，11

月及び12月にH275Yマーカーを持つAH1pdm09 亜型ウ

イルスが流行していた札幌市においても，１月初旬に通常

の275Hのウイルスが検出されて以降，徐々にその検出頻

度が増加したため，2013/14シーズン全体の耐性ウイルス

の割合は約30％まで低下した ．

AH1pdm09 亜型ウイルス株についてNA遺伝子

（1410bp）の系統樹解析を行ったところ，道内の耐性株は

札幌の耐性株と最大でも１塩基の違いしか認められず，ほ

ぼ同一の株が流行していたと推察された（図３）．なお，

道内の耐性株は中国の耐性株に近縁であった（図３）．し

かし，道内の耐性株のNA遺伝子には中国のものと区別

できる共通の変異部位が２カ所存在し，さらに，道内の耐

性株と一番相同性が高い中国の耐性株でも４塩基以上の違

いが見られたため，中国から道内へ直接伝播したとは考え

られなかった ．AH1亜型（Ａソ連型）のオセルタミビ

ル耐性ウイルスの場合，2007/８シーズンは一部地域の流

行にとどまっていたものの，次のシーズンにほぼ100％を

占めるほど急速に蔓延した ．このため，2014/15シー

ズンもAH1pdm09 亜型ウイルスを中心に薬剤耐性ウイル

スサーベイランスを継続していくことが肝要である．

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，及び病原体定点医療

機関の関係各位に深謝いたします．

文 献

1)三田村敬子：インフルエンザの診断．最新医学，65(1)，

37-44（2010）

2)国立感染症研究所ホームページ：インフルエンザ診断マ

ニュアル（第２版），http://www.nih.go.jp/niid/images/

lab-manual/influenza 2003.pdf（確認：2014年５月 28

日）

3)Tamura K,Peterson D,Peterson N,Stecher G,Nei M,

Kumar S：MEGA5:Molecular Evolutionary Genetics
 

Analysis Using Maximum Likelihood, Evolutionary
 

Distance,and Maximum Parsimony Methods.Mol.Biol.

Evol.,28(10),2731-2739 (2011)
4)Ferraris O, Lina B：Mutations of Neuraminidase

 
Implicated in Neuraminidase Inhibitors Resistance. J.

Clin.Virol.,41(1),13-19 (2008)
5)駒込理佳，三好正浩，長野秀樹，岡野素彦：北海道におけ

るインフルエンザウイルスの流行状況―2012/13シーズン

―．道衛研所報，63，73-75（2013）

6)高下恵美，江島美穂，伊東玲子，三浦 舞，小田切孝人，

田代眞人，大西麻実，川西稔展，西村秀一：2013/14シー

ズンに札幌市で検出された抗インフルエンザ薬耐性Ａ

（H1N1）pdm09 ウイルス．病原微生物検出情報，35(2)，

42-43（2014）

7)矢野拓弥，前田千恵，赤地重宏，山寺基子，松野由香里，

永井佑樹，小林章人，楠原 一，小林隆司，福田美和，中

川由美子，高橋裕明，奈良谷性子，山内昭則，天野秀臣，

西中隆道，太田茂治，坂井温子，落合 仁，庵原俊昭：家

族内感染が疑われたオセルタミビル投与前の小児患者から

分離された抗インフルエンザ薬耐性Ａ（H1N1）pdm09 ウ

イルス―三重県．病原微生物検出情報，35(2)，43-45

（2014）

8)高下恵美，江島美穂，伊東玲子，三浦 舞，藤崎誠一郎，

中村和哉，岸田典子，徐 紅，土井輝子，佐藤 彩，菅

原裕美，小田切孝人，田代眞人，横山新吉，青木洋子，矢

作一枝，的場洋平，水田克巳，池田辰也：山形県で検出さ

れた抗インフルエンザ薬耐性Ａ（H1N1）pdm09 ウイルス．

病原微生物検出情報，35(3)，76-78（2014）

9)国立感染症研究所ホームページ：抗インフルエンザ薬剤耐

性株サーベイランス，http://www.nih.go.jp/niid/ja/

influ-resist.html（確認：2014年７月11日）

10)The Global Initiative on Sharing All Influenza Data:

EpiFlu database, http://platform.gisaid.org/epi3/

frontend#5e93c9（確認：2014年７月11日）

11)国立感染症研究所ウイルス第３部第１室インフルエンザ薬

剤耐性株サーベイランスチーム，製品評価技術基盤機構バ

イオテクノロジー本部ゲノム解析部門・インフルエンザウ

イルス遺伝子解析チーム，全国地方衛生研究所：インフル

エンザA/H1N1オセルタミビル耐性株H275Yの国内発

生状況（第１報）．病原微生物検出情報，29(6)，155-159

（2008）

12)国立感染症研究所ウイルス第三部第一室インフルエンザ薬

剤耐性株サーベイランスチーム，製品評価技術基盤機構バ

イオテクノロジー本部ゲノム解析部門インフルエンザウイ

ルス遺伝子解析チーム，全国地方衛生研究所：2008/09イ

ンフルエンザシーズンにおける（A/H1N1）オセルタミ

ビル耐性株（H275Y＊）の国内発生状況（第１報）．病原

微生物検出情報，30(2)，49-53（2009）

― ―57


