
インフルエンザは，北半球において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に重要である．そのため，感染症

流行予測調査事業において，インフルエンザウイルスに対

するヒト血清中の抗体価測定（感受性調査）により住民の

抗体保有状況を把握している．また，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を毎年実施

している．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

業である．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及

びウイルスサーベイランス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，2015

年秋に，本事業の協力医療機関及び血液センターにおいて

インフォームドコンセントを被験者に対して行い，同意が

得られた人の血清を用いた．各年齢群は，０～４歳群が

42人，５～９歳群が28人，10～14歳群が14人，15～19

歳群が18人，20～29歳群が38人，30～39歳群が21人，

40～49歳群が30人，50～59歳群が22人，60歳以上が21

人であった．赤 血 球 凝 集 抑 制（Hemagglutination
 

Inhibition：HI）抗 体 価 は AH1pdm09 亜 型（A/

California/7/2009），AH3亜 型（A/Switzerland/

9715293/2013），Ｂ型ビクトリア系統（B/Texas/2/

2013），Ｂ型山形系統（B/Phuket/3073/2013）の４種類

の抗原を用いて測定した．これらの抗原は2015/16シーズ

ンのワクチン株である．

インフルエンザウイルスサーベイランスでは，2015年

12月から2016年４月の５カ月間に当所に搬入されたイン

フルエンザ疑いの検体（咽頭または鼻腔拭い液）33件か

らRNAを抽出し，マトリクス蛋白（Matrix：M）遺伝

子中のＡ型インフルエンザウイルスの各亜型で保存された

領域，各亜型に特異的な赤血球凝集素（Hemagglutinin：

HA）遺伝子，Ｂ型の非構造蛋白（Non-structure：NS）

遺伝子をリアルタイムRT-PCR法で検出し，型及び亜型

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2015/16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AH1亜型及びAH3亜型の分離株につい

て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．次に，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，1,000回ブートス

トラップ解析を試行した時の分岐の再現性を百分率で分岐

点に表示した．

さらに，AH1亜型及びAH3亜型分離株については，

リアルタイムRT-PCR法またはダイレクトシークエンス

法により，ノイラミニダーゼ（Neuraminidase：NA）遺

伝子のオセルタミビル耐性変異の有無を解析した ．
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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 ，図には40倍以上の抗体保有

率を示した．AH1pdm09 亜型に対するHI抗体保有率は，

15～19歳群及び20～29歳群で80％近く，５～９歳群及び

10～14歳群で60％以上と高い値を示した．この亜型に関

しては，2011年より比較的高い抗体保有率を維持してお

り ，2013/14シーズンに流行が見られたこと及び同一株

がワクチン株に選定され続けていることが寄与していると

考えられた．AH3亜型に対する抗体保有率は，５～９歳

群が80％以上，10～14歳群及び15～19歳群で60％以上

と高い値を示した．HI抗体価測定用の抗原に変更があっ

たためAH3亜型における過去のデータと単純な比較はで

きないが，過去５シーズンにおいて2013/14シーズン以外

は最も流行していたことが，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対する抗

体保有率は，すべての年齢群で30％未満の低い値であっ

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なかったため，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．Ｂ型山形系統に

対する抗体保有率は，20～29歳群で80％以上，15～19歳

群及び40～49歳群が60％付近の高い値を示した．Ｂ型山

形系統は，ワクチン株に選定され，加えて2014/15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．

ウイルスサーベイランスにおいて，インフルエンザ疑い

の検体33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（AH1pdm09 亜型17件，AH3亜型７件，

Ｂ型９件）．主にAH3亜型が流行した前シーズンと異な

り ，今シーズンはAH1pdm09 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 26株

（AH1pdm09 亜型15株，AH3亜型３株，Ｂ型ビクトリア

系統３株，Ｂ型山形系統５株）を用いてHI試験を実施し，

ワクチン株との抗原変異を比較したところ，AH3亜型以

外はワクチン類似株であった．しかし，AH3亜型の３株

についてはホモHI価と８倍以上の差を示した（８倍１株，

16倍２株）．国内でも同様にAH3亜型のほとんどが抗原

変異株であったため，2016/17シーズンは，最近の流行株

とより抗原性が近いA/Hong Kong/4801/2014にAH3亜

型のワクチン株が変更された ．AH1pdm09 亜型及びＢ

型に関してはワクチン株との間に抗原性の変化は見られて

いないため，引き続き同一の株が2016/17シーズン用のワ

クチン株に選定されている ．

AH1pdm09 亜型７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．今シーズンの分離株に関して，

AH1pdm09 亜型はサブクレード6B.1に属していた．

AH3亜型のHA1遺伝子の系統樹を図３に示した．前

シーズンはサブクレード3C.2a及び 3C.3aに属する株が分

離されていたが，今シーズンの３株はすべて3C.2aに属し

ていた．国内の分離株に関しても同様に，AH1pdm09 亜

型は 6B.1に，AH3亜型は3C.2aに属する株が流行してい

たことが報告されている ．なお，AH1pdm09 亜型15株，

AH3亜型３株についてオセルタミビル耐性の有無を解析

したが，耐性となる遺伝子変異は認められなかった．全国

においてもAH1pdm09 亜型のオセルタミビル耐性株が

1.9％（2202株中41株）検出されているのみで ，札幌

市を中心とした地域的な流行が見られた2013/14シーズン

とは異なり ，散発的な発生にとどまった．

感染症に関する情報収集体制強化のため，感染症法が改

正され，平成28年度からインフルエンザ病原体定点にお

いて，流行期は週１検体以上，非流行期は月１検体以上の

検体提出が規定された ．北海道におけるインフルエンザ

の流行状況を正確に把握するため，今後も十分な検体数を

確保し，ウイルスサーベイランスを継続していくことが肝図1 年齢区分別HI抗体保有率（40倍以上)
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図2 AH1pdm09亜型ウイルスのHA1遺伝子系統樹解析

図3 AH3亜型ウイルスのHA1遺伝子系統樹解析
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要である．
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