
結核は結核菌を原因とする感染症であり，現在でも世界
的に公衆衛生上重要な問題となっている１）．WHOの推計
によると，２０１５年には世界中で１０４０万人の新たな結核患
者が報告され，１４０万人が死亡している１）．日本における
結核の発生は近年減少しているものの，２０１５年には１８，２８０
人の新たな結核患者が報告されており，罹患率（人口１０
万対）も１４．４と，他の先進諸国に比べるとやや高い状態
が続いている２）．こうした状況を踏まえ，わが国では結核
の予防のための総合的な施策を推進するため，結核に関す
る特定感染症予防指針（平成１９年厚生労働省告示第７２号，
以下指針）を定めている３）．本指針では，結核発生動向調
査の充実強化を図る一環として，国及び都道府県等は薬剤
感受性検査及び分子疫学的手法からなる病原体サーベイラ
ンスの構築に努める必要があるとされている３）．これを受
け，北海道では２０１４年６月から結核菌分子疫学調査事業
を開始した４）．本事業では，道立保健所管内に居住する結
核患者（主に肺結核患者）から分離された結核菌株を収集
し，VNTR（Variable Number of Tandem Repeat）型別に
よるサーベイランスを実施している．VNTR型別は，結核
菌ゲノム上に存在する反復配列が並んだ領域（以下，VNTR

領域）の複数カ所を標的として，各 VNTR領域の反復配
列挿入数（以下，反復数）の組み合わせを遺伝子型とする
手法である５）．標的とする VNTR領域は多数存在するが，
日本では，国内の主要な臨床分離株に対して高い分解能を
有するとされる JATA（１２）―VNTR型別が標準法として提
唱されている５―７）．本道では２０１４年６月から２０１６年３月
までは JATA（１２）―VNTR型別を実施してきたが，その中
でより詳細な解析が必要な菌株が散見されたため，２０１６
年４月からは，状況に応じ３領域（JATA１３～１５）を追加
した JATA（１５）―VNTR型別を実施している８）．本稿では，
２０１４～２０１６年度に検査した結核菌の VNTR型別結果を報
告する．

方 法

１．供試菌株

２０１４年６月から２０１７年３月までに道内２６保健所中２５
保健所から当所に搬入された２３９人（男性１３５人，女性
１０４人）の患者由来結核菌２４２株を実験に供した．なお，２４２
株中２株は１人の患者から同時期に２回分離された菌株，
４株は２人の患者からそれぞれ２株ずつ，異なる年度に分
離された菌株であった．
２．VNTR型別

供試菌株からの DNA 抽出，PCR反応及びアガロースゲ
ル電気泳動は，結核菌 VNTRハンドブック７）と結核菌の型
別法９）に準拠した．

結 果

患者の年齢層別に集計した供試菌株数を図１に示した．
なお，２株ずつ検査した３人の患者由来株は，診断時の年
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図１ ２０１４～２０１６年度に搬入された結核菌株数（患者の年
齢層別）
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齢でそれぞれ集計した．患者の年齢は２１～９８歳（平均７６
歳，中央値８１歳）で，菌株の８８．０％（２１３株）は６０代～
９０代の高年齢層に偏っていた．
供試２４２株中２４１株では１つの領域に複数の PCR増幅

産物が認められることはなかったため，１株に対し１種類
の JATA（１２）―VNTRプロファイルを割り当て，比較対象
とした．また，１株（検体番号１４―０４―０１９）については，JATA

０８領域で反復数４と８，JATA１０領域で反復数７と１２に
相当する PCR増幅産物が確認された．当所では供試菌株
の再分離や DNA の再抽出を行っていないことから，本株
に対しては表１に示した５種類の JATA（１２）―VNTRプロ
ファイルを割り当て，のべ５株としてデータベースに登録
し，比較対象とした．従って，本報告では，合計のべ２４６
株の JATA（１２）―VNTRプロファイルを比較した．以下の
文中及び表２で示す「菌株数」は，JATA（１２）―VNTRプロ
ファイルの「のべ菌株数」を指すこととする．菌株の異同
判定では，患者間に関連性が確認された場合は VNTRプ
ロファイルが１領域違いでも同一クラスターと判断するが，
関連性が不明の場合は起源の異なる菌株が類似の VNTR

プロファイルを示したと解釈する１０）．そこで本報告では，
１２領域あるいは１５領域すべてで反復数が一致した菌株の
みを同一クラスターとした．

JATA（１２）―VNTRプロファイルを比較した結果，１０１株
が，１２領域すべてで反復数が一致する３２組のクラスター
に分類された（表２）．１クラスターを形成する菌株数は２
～１２株であった．残り１４５株はクラスターを形成しなかっ
た．３２組のクラスターのうち，最大のクラスターJ１２―Cluster

１には，道北から道南まで広範囲にわたる９カ所の保健所
から搬入された計１２株が含まれた．また，１２クラスター
（J１２―Cluster１～６，９，１３，１５，１７，２２，３０）の JATA（１２）
―VNTRプロファイルは，他府県でも報告されているもの
と一致していた１１―１５）．阪神地域のサーベイランスでは，JATA

（１２）―VNTR型別だけで同一感染源由来の菌株かどうか判
断するのが難しいことが指摘されている１１）．本道の調査で
も，患者間の接点等の実地疫学情報の不足から，道内や全
国で広範囲に確認されている JATA（１２）―VNTRプロファ
イルの菌株が同一感染源由来であるかどうかを，JATA（１２）
―VNTR型別だけで判断することはできなかった．

表２に示した３２クラスターのうち，２０１６年度に依頼の
あった菌株が含まれる２３クラスター（７６株）に対して，３
領域（JATA１３～１５）を追加した JATA（１５）―VNTR型別を
実施した．その結果，２１クラスターで追加領域を含めた
１５領域すべてで反復数が一致する菌株が認められた（表３
～５）．２クラスター（J１２―Cluster１３，３０）の菌株は，追加
領域のうち１～２領域で反復数が異なった（表６）．
表３に，内因性再燃事例及び同一菌株による感染と判断

できた事例の菌株を含むクラスター（J１２―Cluster１０，２４，２８）
の情報を示した．J１２―Cluster１０の３株のうち，同一人物
由来の２株（検体番号１４―１６―０１３，１５―１６―０１７）は１５領域
が一致し，内因性再燃であることを確認することができた．
また，本クラスターの別の患者由来株（検体番号１６―２１―００２）
は，先の２株と１領域（JATA１５）が異なり，区別するこ
とができた．J１２―Cluster２４の同一人物由来株（検体番号
１５―０９―００２，１６―０９―０１８）の場合も，内因性再燃であること
を確認できた．J１２―Cluster２８の場合，管轄の千歳保健所
の実地疫学調査により集団感染が疑われていた．その後の
調査により，医療機関に勤務する４０代女性（検体番号１５
―０５―０２６，以下，初発患者）と，初発患者の勤務先医療機
関を受診した７０代男性（検体番号１６―０５―０２３）の菌株が
１５領域すべてで一致したこと，他にも初発患者の接触者
１２名（家族２名，勤務先職員１０名）の結核感染（肺結核
１名，潜在性結核感染症１１名）が確認されたことから，
集団感染事例として公表された１６）．なお，この集団感染事
例と同時期に千歳保健所管内で発生した別の患者２名の菌
株については，JATA（１２）―VNTRプロファイルが集団感染
事例株のものと異なっており，集団感染事例と散発事例を
区別することができた．
表４には同一保健所管内で，表５には複数保健所管内に

またがって１５領域すべてが一致した菌株を含むクラスター
の情報を示した．また，表４～６に示した菌株の中には，
他府県でも報告されている JATA（１５）―VNTRプロファイ
ルが認められた１４，１５，１７）．今後これらの VNTR型別情報を，
感染経路の究明や重点的に対策するべき対象（施設，職種
等）の把握に向けて有効に活用するため，実地疫学調査と
の連携や他の自治体との情報共有等について検討していく
ことが必要である．

表１ 特徴的な菌株の JATA（１２）―VNTRプロファイル
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表３ 内因性再燃事例及び同一菌株による感染と判断できた事例の菌株を含むクラスターの情報

表４ 同一保健所管内で１５領域すべてが一致した菌株を含むクラスターの情報
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表５ 複数保健所管内にまたがって１５領域すべてが一致した菌株を含むクラスターの情報
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