
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 ．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に重要である．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，地方衛生研究所がウイルスサーベイランス

（感染源調査）を毎年実施している．さらに，感染症流行

予測調査事業の中で，住民の抗体保有状況を把握するため，

ヒト血清中の抗体価測定（感受性調査）を行っている．２

つ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，当所で実施したインフルエンザ感受性調査

（2013年，2014年）及び感染源調査（2014/15シーズン）

の結果について報告する．

方 法

インフルエンザウイルスに対する感受性調査には，2013

年秋及び2014年秋に，インフォームドコンセントが得ら

れた被験者の血清を用いた．各年齢群の人数を表1に示し

た．赤血球凝集抑制（Hamagglutination Inhibition：HI）

抗体価はAH1pdm09 亜型（A/California/07/2009），

AH3亜型（2013年はA/Texas/50/2012，2014年はA/

New York/12/2012），Ｂ型ビクトリア系統(B/Brisbane/

60/2008），Ｂ型山形系統（B/Massachusetts/2/2012）の

４種類の抗原を用いて測定した．Ｂ型ビクトリア系統以外

は各シーズンのワクチン株である．

インフルエンザ感染源調査では，2014年12月から2015

年３月の４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）22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2014/15シーズン用抗血

清を用いてHI試験を実施し，HAの抗原性の変化を検討

した．また，一部のAH3亜型の分離株よりHA1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．また，一部のAH3亜型分離株については，ノイラ

ミニダーゼ（Neuraminidase：NA）遺伝子をRT-PCR

法で増幅後，オセルタミビル耐性の遺伝子変異の有無を解

析した ．
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表１ 各年齢群の人数

年齢（歳) 2013年 2014年

0～ 4 29 37

5～ 9 19 20

10～14 10 18

15～19 14 22

20～29 30 42

30～39 22 22

40～49 26 22

50～59 23 21

60～ 20 21

計 193 225



結果及び考察

感受性調査において測定した各年齢群別のHI抗体保有

率を図1に示した．HI抗体価は40倍以上で感染防御能

があるとされることから ，40倍以上の抗体保有率を表し

た．2013年秋のAH1pdm09 亜型に対するHI抗体保有率

は，10～14歳群で80％以上，15～19歳群及び20～29歳

群で60％以上と高い値を示した．2014年秋も20～29歳群

で80％以上，５～９歳群，10～14歳群，15～19歳群で

60％以上と高い値を示した．AH3亜型に対する抗体保有

率は，2013年秋が15～19歳群で80％近く，５～９歳群，

10～14歳群，50～59歳群で50％以上と比較的高い値を示

した．2014年秋は５～９歳群及び10～14歳群が80％以上，

15～19歳群が80％近くと高い値を示した．Ｂ型ビクトリ

ア系統に対する抗体保有率は，2013年秋は15～19歳群が

60％以上を示したのみで，他の年齢群はすべて50％未満

の値であった．2014年秋はさらに保有率が低下し，すべ

ての年齢群で20％未満の低い値を示した．Ｂ型山形系統

に対する抗体保有率は，2013年秋は15～19歳群で80％以

上の高い値を示し，2014年秋は20～29歳群が80％以上，

15～19歳群が60％程度の値であった．

AH1pdm09 亜型に関しては，2011年より比較的高い抗

体保有率を維持しており ，それに加えて2013/14シー

ズンはこの亜型が流行の中心であったことが抗体保有率の

上昇に寄与したと考えられた．AH3亜型はHI抗体価測

定用の抗原に変更があったため単純な比較はできないが，

2010/11シーズンから３シーズン連続し最も流行していた

こと，2013/14シーズンも検出されたウイルスの２割は

AH3亜型であり ，市中でこの亜型のウイルスに暴露され

る機会がある程度存在したことが，抗体保有率が比較的高

い要因ではないかと思われた．Ｂ型ビクトリア系統につい

ては，2012/13シーズンからワクチン株に選定されておら

ず，道内では2012年初冬以来この系統のウイルスが検出

されていないため，実際の感染や予防接種による免疫獲得

の機会が乏しかったことが抗体保有率の低下を招いたと考

えられた．一方，Ｂ型山形系統は，ワクチン株にも選定さ

れ，加えて2013/14シーズンも道内でこの系統のウイルス

が検出されているため，抗体保有率の高い年齢群が存在し

たと推察された．

感染源調査において，インフルエンザ疑いの検体22件

中21件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18件，Ｂ型２件，亜型不明１件）．亜型不

図1 年齢群別の抗体保有状況
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明の１件は，Ａ型共通のＭ遺伝子のリアルタイムRT-

PCR法でのCt値が検出限界付近の値を示していた．従っ

て，ウイルス遺伝子量が極少量のため亜型が同定できな

かったと考えられた．AH1pdm09 亜型が主に流行した昨

シーズンと異なり ，今シーズンはAH3亜型が最も流行

した．PCR陽性検体から分離されたウイルス15株

（AH3亜型13株，Ｂ型山形系統２株）を用いてHI試験

を実施したところ，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，AH3

亜型の11株であった．従って，2014/15シーズンのイン

フルエンザウイルスについてはAH3亜型の多くが抗原変

異株であった．抗原変異株11株中５株のHA1遺伝子の

塩基配列を解析した系統樹を図2に示した．今シーズンの

北海道のAH3亜型はサブクレード3C.2a（４株）及び

3C.3a（１株）に分類された．国内で分離された株のほ

とんどがこれらに属し，ワクチン株とは異なる抗原性を示

すことが報告されており ，道内でも同様の傾向であった．

昨シーズンと比較して今シーズンは，国内の流行が平年よ

り２週間程度早く始まり，推定受診者数に大きな変動はな

かったものの，60歳以上の入院患者数は約２倍であった

ので ，抗原変異の影響が懸念された．抗原変異株は

2013/14シーズン終盤の2014年２月以降に増加していた

ため ，現在のワクチン選定プロセスでは急速な流行株の

変遷への対応には限界がある．ワクチン株と流行株の抗原

性の不一致をできるだけ避けるためにも，鶏卵より迅速な

ワクチンの生産が可能で，製造過程での抗原性の変化が少

ないことが期待される，細胞培養ワクチンの実用化が待た

れる ．なお，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

性となる遺伝子変異は認められなかった．全国でもAH3

亜型のオセルタミビル耐性株が295株中１株（0.3％）検

出されているのみで ，散発的な発生にとどまった．

2014/15シーズンはAH3亜型においてワクチン株とは

異なる抗原性を持つ株が流行したことから，2015/16シー

ズンはワクチン株が変更された ．さらにＢ型の両系統の

混合流行に対応するため，従来のＡ型２株Ｂ型１株の３価

ワクチンからＡ型２株Ｂ型２株の４価ワクチンへと抗原が

１種類追加された ．従って，今後も流行株の推移をみる

ために，十分な検体数を確保し，質の高いウイルスサーベ

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，市立札幌病院，国立

病院機構北海道医療センター，北海道立子ども総合医療・

療育センター，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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