「重要政策課題への
重要政策課題への機動的対応
への機動的対応の
機動的対応の推進」
推進」プログラム
「新型インフルエンザ
新型インフルエンザ対策
インフルエンザ対策に
対策に資する緊急研究
する緊急研究」
緊急研究」
成果報告書

ＰａｒｔⅠ
ＰａｒｔⅠ.臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1swl (H1N１
(H1N１
pdm)の
pdm)の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究

ＰａｒｔⅡ
ＰａｒｔⅡ.新型インフルエンザ
新型インフルエンザの
インフルエンザの国内発生状況の
国内発生状況の早期把握と
早期把握と
迅速な
迅速な国内対応の
国内対応の決定に
決定に関する緊急研究
する緊急研究

研究期間：
研究期間：平成２１
平成２１年度
２１年度

具体的な
具体的な研究項目
ＰａｒｔⅠ
ＰａｒｔⅠ.臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1swl (H1N１
(H1N１pdm)の
pdm)の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関
する緊急研究
緊急研究（臨床現場での早期診断等の体制の構築）
する
緊急研究
(1)医療機関において実施可能な診断系の確立等
（国立感染症研究所、国立国際医療センター）
(2)医療機関における早期診断法の活用方策等の検討
（国立国際医療センター）
(3)臨床現場でのインフルエンザ A/H1N1swl の診断等の体制の構築に関する緊急研究
（(独)理化学研究所、国立大学法人東京大学）
ＰａｒｔⅡ
ＰａｒｔⅡ. 国内発生状況の
国内発生状況の早期把握及び
早期把握及び政策決定への
政策決定への反映
への反映
(1)国民のインフルエンザ（H1N1)2009 に対する血清学的免疫性の検証
（国立感染症研究所）
(2)インフルエンザ（H1N1）2009 ウイルスサーベイランス体制の検討と構築
（国立感染症研究所）
(3) 感染症情報センターからのメディアを通じた情報発信
（国立感染症研究所）
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ＰａｒｔⅠ
ＰａｒｔⅠ.臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1swl (H1N１
(H1N１
pdm)の
pdm)の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究

中核機関名：
中核機関名：国立感染症研究所
研究代表名：
研究代表名：渡邉治雄
研究期間：
研究期間：平成２１
平成２１年度
２１年度
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Ⅰ．調査研究概要
■プログラム名：重要政策課題への機動的対応の推進
■課題名：
臨床現場でのインフルエンザ A/H1N1swl (H1N１pdm)の診断等の体制の構築に関する緊急研究
■中核機関名：国立感染症研究所
■研究代表名（役職）：渡邉治雄（国立感染症研究所 副所長）
■調査研究実施期間： 平成２１年度
■調査研究総経費（調整費充当分）：総額

81.7 百万円 （間接経費込み）

１．調査研究の
調査研究の趣旨
新型インフルエンザ（2009 パンデミックインフルエンザ H1N1; H1N1 pdm）が 2 月以降メキシコを中心に
発生し、その後世界的に広がり我が国でも 5 月以降に各地で小規模な流行が確認された。今秋以降に
は我が国でも各地で大流行する事が予想されている。一方、現在臨床現場等で使用されているイムノク
ロマト法による迅速診断法は、A 型または B 型インフルエンザウイルスの判定しかできず、新型インフルエ
ンザかどうかまでの診断を行う事ができない。また、同法は PCR 法などの核酸検出法に比べて検出感度
が低いため偽陰性判定も多い。また、新型インフルエンザの病原性がまだはっきりせず、基礎疾患をかか
えた患者や妊婦にたいしてなどはハイリスクとされており、現在、インフルエンザ A/H1N1pdml の感染の有
無については、渡航歴等の行動履歴を踏まえ感染が疑われる者について、医療機関等において迅速診
断キットによりインフルエンザ A(+)となった場合、その者の検体を地方衛生研究所又は国立感染症研究
所に送付し PCR 法による検査を実施することにより確定している。しかし、感染まん延時には、臨床現場
（医療機関）において季節性インフルエンザかインフルエンザ A/H1N1pdm であるかの迅速な診断が必須
であることから、医療機関で実施可能なインフルエンザ A/H1N1pdm の簡便で迅速かつ正確な診断法を
早急に開発し、早期診断・早期治療開始が可能な体制整備を行うことが必要であるため、既存の技術を
最大限に応用し、今後、第２波に備えて約６ヶ月での開発を行い、臨床現場で実際に使用可能か新規診
断法の有用性（感度、簡便性、迅速性）を検証し、実用化を目指す。また、関連して、現在の
real-timePCR 法の H1 用プライマーのみでは季節性インフルエンザ A/H1N1 と新型の A/H1N1pdm の鑑
別が完全にできない（従って、H1(+)の場合は、pdm 検査を行う必要がある）こと、今後、インフルエンザ
A/H1N1pdm ウイルスの遺伝子変異が生じる可能性もあることから、ゲノムの解析を通し遺伝子変異（進
化）の情報を的確に把握し、検出系に応用できる体制を構築する。
２．調査研究の
調査研究の概要
医療機関で実施可能なインフルエンザ A/H1N1pdm の簡便で迅速かつ正確な診断法の開発として、遺
伝子の検出法および抗原検出法の２方向から行った。遺伝子の検出としては感染研を中心に以下の１）
～４）のものを開発した。１）リアルタイム RT-PCR 法よりも操作性が簡便で、短時間で結果が得られる
RT-LAMP 法を開発し、厚生労働省から 2010 年 6 月 2 日付けで体外診断用医薬品として製造販売承認
された。２）特異性（サンドイッチハイブリダイゼーション法）と迅速性（イムノクロマトグラフィー法）を組み合
わせた新しい遺伝子検出システム『ハイブリクロマト』を開発し、臨床材料を用いた検討を開始した。３）短
時間かつ一定温度で RNA を増幅できる NASBA 法で、新型 H1、季節性 H1、H5 の亜型を問わずウイル
1

ス RNA を 1 万倍以上増幅出来る事が確認された。この増幅したウイルス RNA を用いてハイブリクロマトを
検討した結果、若干非特異反応が確認されるものの新型インフルエンザウイルスを検出でき、ハイブリクロ
マトで新型インフルエンザを診断できる可能性が示唆された。４）HA 遺伝子をターゲットとし、Taqman 法
の primer、probe 配列を元に開発された非対称 RT-PCR 核酸クロマト法は Taqman 法とほぼ同程度の感
度と特異性を持ち、新型インフルエンザを３時間１５分で検出することが可能であった。本試薬は 2009 年
11 月に研究用試薬として発売された。５）理研グループは、新型インフルエンザウイルス(2009 pandemic
A/H1N1)を簡便で迅速かつ正確に検出する SmartAmp 法を開発し、７か所の医療機関で臨床研究を実
施した結果、SmartAmp 法は、免疫クロマト法と比較して新型インフルエンザウイルスを感度良く検出でき
ることを示した。今後、大規模の総合病院だけてなく地方の診療所でも SmartAmp 法による新型インフル
エンザのタミフル耐性ウイルスを検出できるようにすること、及び薬事法等に則った臨床応用体制を整備
していくことにしている。
抗原検出法として、１）日常の診療に有用な免疫クロマトグラフィー法による新型インフルエンザウイル
ス（2009 A/H1N1 pdm）の迅速・簡便診断キットを診断薬メーカーと国立感染症研究所と共同で開発した。
当該診断キット（検査所要時間：約 10 分）の臨床性能評価（目標：150 症例、現行キットや real-time 逆転
写 PCR による感度や特異度の比較、さらに、全般有用性の検証）の結果が整い次第、体外診断薬として
承認申請を行う予定である。２）国立国際医療センターでは、より簡便で臨床現場で使用されているのと
同様の操作で新型インフルエンザを季節性インフルエンザから識別可能なイムノクロマト法の構築を行い、
従来の季節性インフルエンザ用の手法と同等以上の感度で新型インフルエンザを特異的に検出できるこ
とを示した。体外診断薬化のための臨床試験を 2009 年 12 月に開始し、2010 年 3 月には医薬品医療機
器総合機構に体外診断薬承認申請を行った。
新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm のゲノムとタンパク質構造の情報を蓄積することは、自然界
で起こる変異の実態と進化を把握し、サーベイランスと感染予防治療法開発の科学的基盤を強化し、新
たな変異株の出現に対応することに役立つ。感染研では、独自に取得したインフルエンザウイルスゲノム
情報、および公共データベースの情報を解析し、2009 年 4 月〜2010 年 1 月の間に流行した新型インフ
ルエンザウイルス A/H1N1pdm 準種の相互の遺伝距離、遺伝子再集合の有無、エンベロープタンパク質
の可変部位、ヒトで流行が拡大する過程で定着したアミノ酸変異に関する情報を収集した。ヒトで流行が
拡大する過程で定着したアミノ酸変異が複数検出された。一方、ウイルスのエンベロープ蛋白質は、比較
的均一なまま推移し、抗原性が大きく変化すると予測された株、あるいは遺伝子再集合が生じた株は、現
在まで検出されていない。
感染研では、わが国で分離された A/H1N1pdm ウイルスゲノムの遺伝子変異率の解析から、多くのウイ
ルスがパンデミックインフルエンザに対する予防対策の網をかいくぐって 5 月下旬には外国から我が国に
輸入されていたこと、初期の学校を主体とした感染（大阪・神戸および福岡）由来のウイルスは封じ込めに
ほぼ成功したこと、５月下旬以降には１０例以上の異なる起源をもつウイルスが我が国に侵入してきており、
これらが夏季の流行を形成したこと、6 月初旬の段階で、我が国はすでにパンデミックステージに入って
いたことを明らかにした。
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３．調査研究の
調査研究の全体像

４．調査研究の
調査研究の体制
実施体制一覧
研究項目

担当機関等

(1)医療機関
(1)医療機関において
医療機関において実施可能
において実施可能な
実施可能な診断系の
診断系の確立等

研究担当者

厚生労働省国立感染症研
究所

(a)インフルエンザ A/H1N1pdm の迅速 DNA 検出系の開発
・インフルエンザ A/H1N1pdm 特異的 RT-LAMP 法の開発
・新型インフルエンザウイルス検出のための scFv を用いたイム

同上インフルエンザウイルス

○ 影山努

研究センター

◎ 田代真人

同上獣医化学部

ノクロマトグラフィーおよびハイブリクロマトグラフィーの開発

宇田晶彦
◎ 山田章雄

・Hyper-PCR 法の応用

同上感染症情報センター

◎ 藤本嗣人

・非対称 RT-PCR 核酸クロマト法を用いた新型インフルエンザ

同上血液・安全性研究部

○ 野島清子

A/H1N1pdm 簡便検出法の開発

◎ 浜口 功
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(b)抗原抗体反応を用いたウイルス型特異的抗原検出系の開
発
・無細胞系を用いてのインフルエンザ抗原の作成

同上細菌第一部

◎

・マウスモノクローナル抗体を利用した免疫クロマトグラフィー法

同上免疫部

○ 高橋宜聖

の開発

大西 真

◎ 小林 和夫

・A(H1N1)新型インフルエンザ迅速診断に資するポリペプチド

同上細胞化学部

◎ 花田賢太

同上獣医科学部

○ 加来義浩

抗体の作成
・ファージディスプレイ scFv 法を利用した新型 H1N1 検出イムノ
クロマト法の開発

◎ 山田章雄

・SwH1N1 特異的イムノクロマトおよび血清エライザ作成に向け

同上感染病理部

た抗原発現系構築と抗原精製

○ 飛梅実
◎ 佐多徹太郎

・ インフルエンザ A/H1N1pdm を認識するヒトモノクローナル抗

同上エイズ研究センター

◎ 駒野 淳

国立国際医療センター

○ 秋山 徹

体の作出と医用応用
・検査技師が実施可能な迅速診断キット（ELISA 法）の約 6 ヶ月
での実用化およびその臨床評価

河内正治
◎ 切替照雄

(c)インフルエンザ A/H1N1swl ウイルスの経時的ゲノム解析

国立感染症研究所

◎ 椎野禎一朗

感染症情報センター
病原体ゲノム解析研究セン
ター

○ 佐藤裕徳
横山勝
◎ 神田忠仁

(2)医療機関
(2)医療機関におけ
医療機関における
における早期診断法の
早期診断法の活用方策等の
活用方策等の検討

国立国際医療センター

◎ 工藤宏一郎
○ 泉 信有

(3)臨床現場
(3)臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1swl の診断等の
診断等の体制
の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究
(a)迅速診断キットの開発、評価

(独)理化学研究所

◎ 林崎 良英

(b)新型インフルエンザウイルスの解析

国立大学法人東京大学

◎ 河岡義裕
○ 堀本泰介
坂井（田川）優子
五藤秀男
下島昌幸

（注：◎は代表者、○はサブテーマ責任者）

4

Ⅱ．経費
1.所要経費
1.所要経費

(単位：百万円)
研 究 項 目

所要経費

研 究

担当部署等

平成２１年

担当者

度

(１) 新型インフルエンザに資する
緊急研究
①臨床現場でのインフルエンザ

国立感染症研究所

渡邉 治雄

３２，９

国立大学法人東京大学

河岡 義裕

９．２

A/H1N1swl の早期診断等の体
制の構築に関する緊急研究
堀本 泰介
国立国際医療センター

１３．７

切替 照雄
工藤 宏一郎
秋山 徹
泉 信有

理化学研究所

７．１

林崎 良英

１８．８

間接経費
所要経費

（合 計）

８１．７

２．使用区分
（単位：百万円）
国立感染症

国立大学法

国 立国際 医

研究所

人東京大学

療センター

理化学研究所

計

５．８

０

０．８

０

６．６

試作品費

０

０

０

０

０

消耗品費

２６．０

９．２

１２．１

７．１

５４．４

人件費

０

０

０．４

０

０．４

その他

１．１

０

０．４

０

１．５

間接経費

９．９

２．８

４．０

２．１

１８．８

４２．８

１２．０

１７．７

９．２

８１．７

設備備品費

計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した機関名】
該当なし

5

Ⅲ．調査研究成果
１． 調査研究成果の
調査研究成果の総括
医療機関で実施可能なインフルエンザ A/H1N1pdm の簡便で迅速かつ正確な診断法の開発を、遺伝子
の検出法および抗原検出法の２方向から行った。また、新型インフルエンザウイルス(H1N1pdm)ゲノムの
変異から、ウイルスゲノムの進化、ウイルスのわが国への侵入時期の推測を行った。
インフルエンザ A/H1N1pdm ウイルス遺伝子検出法
ウイルス遺伝子検出法：
遺伝子検出法：
DirectDirect-LAMP 法:本研究で構築した Direct-LAMP 法による新型インフルエンザウイルス(H1N1pdm)の検
出系は、リアルタイム RT-PCR 法よりも迅速に鑑別診断する事が可能であった。本方法はリアルタイム
RT-PCR 法による検査で用いる高価な機器を必要とせず、検出感度もリアルタイム RT-PCR 法と同程度
であるため、ベットサイド等で新型インフルエンザの鑑別診断を行う際に非常に有用なツールになると考
えられる。厚生労働省から 2010 年 6 月 2 日付けで体外診断用医薬品として製造販売承認された
scFv を用いたイムノクロマトグラフィー
いたイムノクロマトグラフィーおよび
イムノクロマトグラフィーおよびハイブリクロマ
およびハイブリクロマトグラフィー
ハイブリクロマトグラフィー:
トグラフィー: 本研究で開発を試みたハイブ
リクロマトは、若干の非特異反応を伴うものの新型インフルエンザウイルスのみを検出できる可能性が示
唆された。同時に、ハイブリクロマトの検出感度を高めるウイルス RNA 増幅法の開発にも成功した。今後
は、ハイブリクロマトの非特異反応を抑制する添加剤を検討し、特異性および検出感度の改善していく余
地がある。
ハイブリクロマトと
ハイブリクロマトとウイルス RNA 増幅法:
増幅法: 新型インフルエンザウイルスを迅速に診断するシステムとして、
ハイブリクロマトとウイルス RNA 増幅法の構築を目的とした。これらの検討の結果、NASBA で新型 H1、季
節性 H1、H5 の亜型を問わずウイルス RNA を 1 万倍以上増幅出来る事が確認された。この増幅したウイ
ルス RNA を用いてハイブリクロマトを検討した結果、若干非特異反応が確認されるものの、ハイブリクロマ
トで新型インフルエンザを診断できる可能性が示唆された。
非対称 RTRT-PCR 核酸クロマト
核酸クロマト法
クロマト法: 非対称 RT-PCR 核酸クロマト法は新型インフルエンザウイルスを
Taqman 法とほぼ同等な感度と特異性で検出することが可能である。本法は汎用 PCR マシンを用いて患
者 1 人当たり１検体で RT-PCR 反応を行った後、PCR 反応産物をそのまま核酸クロマトデバイスに滴下し
て目視で判定可能な簡便な検出法である。開発を進めた検査キットが 2009 年 11 月に大塚製薬から研究
用試薬として発売された。汎用 PCR 機器を有する多くの施設で導入可能である。
SmartAmp 法: 新型インフルエンザのゲノム RNA の変異情報を蓄積し、HA 分節において変異頻度が
低い領域と特異的に作用する SmartAmp プライマーをデザインした。HA 分節を検出するプライマーを用
いた SmartAmp 法は、検出感度において免疫クロマトよりも有意に高い感度を持つことが明らかになった。
新型インフルエンザウイルスの HA 分節を検出するプライマーは、季節性 A/H1N1、季節性 A/H3N2、B
型 のほか合計 66 種類の呼吸器感染性ウイルスと細菌には交差せず、2009 pandemic influenza A/H1N1
に対して極めて特異性が高いことが明らかになった。７か所の医療機関で臨床研究を実施し、臨床現場
での有用性（感度、簡便性、迅速性）を検証した。免疫クロマト法で「陰性」と判定されて、SmartAmp 法で
新型インフルエンザ「陽性」と判定された症例について、患者の症状（体温）と臨床データ（発熱からの時
間）を連結させて検討をおこなった。その結果、発熱から来院までの時間は症例ごとに異なるが、早い場
合、発熱から数時間で新型 A インフルエンザウイルスを SmartAmp 法で検出できることが明らかになった。
インフルエンザウイルス抗原検出法
インフルエンザウイルス抗原検出法：
抗原検出法：
A/H1N1sw1
A/H1N1sw1 タンパク質精製
タンパク質精製：
質精製： 小麦胚芽を用いた無細胞系によってインフルエンザ A/H1N1sw1 タンパク
質を作製し、それを抗原とした ELISA 法を確立した。迅速な抗原調整が可能であり，新興感染症の出現
の際に診断系の確立等に役立つツールのであることが示されたと考える。今回の解析においても、新型
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インフルエンザウイルス(A/H1N1) Narita/1/2009 株に特異的クローンのうち、NSP14 は NP に反応するこ
とが示された。
swH1N1 特 異 的 イ ム ノ ク ロ マ ト お よ び 血 清 エ ラ イ ザ 作 成 に 向 け た 抗 原 発 現 系 構 築 と 抗 原 精 製 ：
A/H1N1/pdm HA, NP, NS1 抗原発現系の構築を終了した。精製された抗原はウイルス粒子免疫マウス
血清との反応性を有し、ハイブリドーマのクローニングにも利用可能であった。得られたハイブリドーマの
クローン中には免疫組織化学的解析にも利用できるものが存在した。
ポリペプチド抗体
ポリペプチド抗体の
作成：A(H1N1)新型インフルエンザ迅速診断に資するポリペプチド抗体の作成では、
抗体の作成：
A(H1N1)新型インフルエンザ HA と従来の季節性インフルエンザ HA で異なる 11 アミノ酸に対して、それ
ぞれに特異的なモノクローナル抗体の作製を試みた。並行して、インフルエンザ A/H1N1 pdm を認識す
るヒト抗体クローンを分離して迅速検査・診断法の開発に提供した。
ファージディスプレイ scFv 法を利用した
利用した新型
検出イムノクロマト法
開発：scFv phage display
した新型 H1N1 検出イムノクロマト
イムノクロマト法の開発：
library より、H1N1 に対する 6 クローン得た。このうち、5 クローンでは、ELISA と IFA において、新型株と
季節株に対して同等に反応した。一方、１クローン（No.29）は、ELISA、IFA、 IP において、新型株に強く
反応した。No.29 は、NP 蛋白質を認識していると考えられた。scFv を用いたモノクローナル抗体選択の最
大の利点は、動物の免疫を伴わない「迅速性」であり、様々な感染症発生時の迅速抗体作製法として有
用であることが示された。
インフルエンザ A/H1N1pdm を認識する
認識するヒトモノクローナル
作出と医用応用：
医用応用： 新興感染症勃興に
するヒトモノクローナル抗体
ヒトモノクローナル抗体の
抗体の作出と
際し、医用応用に有用なヒトモノクローナル抗体を作出する技術の構築と検証を達成した。インフルエン
ザ A/H1N1pdm に対する診断及び治療に応用できる可能性のあるヒトモノクローナル抗体を作出する事
ができた。抗体の中にはインフルエンザ A/H1N1pdm に結合するだけでなく、ウイルス感染能力を無力
化する抗体（中和抗体）も存在する事が明らかとなり、迅速検査・診断法の開発だけでなく、抗体医薬によ
る治療法への応用も期待できる。
マウスモノクローナル抗体
マウスモノクローナル抗体を
利用した免疫
開発： 新型インフルエンザウイルス
抗体を 利用した
した 免疫クロマト
免疫クロマトグラフィー
クロマトグラフィー法
グラフィー法の 開発：
（2009 A/H1N1pdm）に特異的に結合する 29 種類の新規マウスモノクローナル抗体を作製した。得られた
抗体の中から、検出感度の最も高い抗体の組み合わせを選択し、体外診断薬メーカーと国立感染症研
究所の共同で新型インフルエンザウイルスを特異的に検出する迅速・簡便免疫クロマトグラフィー診断キ
ット（検査所要時間：約 10 分）を開発した。新型インフルエンザ患者由来鼻腔拭い液を検体として、この迅
速診断キットを用いた体外診断薬の承認申請に向け、臨床性能評価（目標：150 症例、現行キットや
real-time 逆転写 PCR による感度や特異度の比較、さらに、全般有用性の検証）が進行中である。
検査技師が
検査技師が実施可能な
実施可能な迅速診断キット
迅速診断キット（
キット（ELISA 法）の約 6 ヶ月での実用化
での実用化およびその
実用化およびその臨床評価
およびその臨床評価：
臨床評価： 新型イ
ンフルエンザ感染を、季節性インフルエンザ感染から区別するための検査は、保健所などへの検体輸送
と、専門の検査者による高度な技術および機器を必要としているため、検体採取から結果を得るまでに約
半日を要するとされている。免疫学的手法を利用して、病院検査室レベルで診断可能な ELlSA 法による
新型インフルエンザ感染の検査法、さらに、より簡便でベッドサイドで実施可能なイムノクロマト法による検
査法を開発した。本イムノクロマト法の体外診断薬化のために多施設前向き研究にて臨床試験を行った。
本法の感度は従来の季節性インフルエンザ用キットと同等以上で、標準法として使用したリアルタイム
PCR によるインフルエンザウイルスの鑑別試験との相関も良好だった。これらの結果を基に体外診断薬と
しての承認申請を行った。
A(H1N1)pdm ウイルスゲノムの
ウイルスゲノムの変異解析：
変異解析：
7

パンデミックインフルエンザ 2009 の分子進化学的解析：
分子進化学的解析： 日本で 5 月～9 月に採取された 74 のウイルス
分離株の全ゲノムの塩基配列を決定し、距離行列法、ベイジアン MCMC 法の２つの異なる分子進化学
的解析法を用いて、この時期の我が国および世界中の A(H1N1)pdm ウイルスの進化的関係を推定した。
世界中のウイルスは数個の例外を除き４つのクラスター（cluster1, 2, 1.2, 1.3）に分類された。多くのウイル
スがパンデミックインフルエンザに対する予防対策の網をかいくぐって 5 月下旬には外国から我が国に輸
入されていた。初期の学校を主体とした感染（大阪・神戸および福岡）由来のウイルスが夏季に見出され
ないことは、これらの集団感染では封じ込めにほぼ成功したことを示していた。５月下旬以降にはこれらと
は別に 10 例以上の異なる起源をもつウイルスが我が国に侵入してきており、これらが夏季の流行を形成
していた。6 月初旬の段階で、我が国はすでにパンデミックステージに入っていたと思われる。
新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm ゲノムの
ゲノムの進化的解析：
進化的解析：公開されている病原体ゲノム情報と当
所で得た情報を用いて、2009 年 4 月〜2010 年 1 月の間に流行した新型インフルエンザウイルス
A/H1N1pdm 準種の多様性と分子進化を解析した。1 月の時点までに、ヒトで流行が拡大する過程で
定着したアミノ酸変異が複数検出された。一方、ウイルスのエンベロープ蛋白質は、比較的均一
なまま推移し、抗原性が大きく変化すると予測される株は検出されていない。
２． 調査研究成果の
調査研究成果の本文
(1)医療機関
(1)医療機関において
施可能な診断系の
診断系の確立等
医療機関において実
において実施可能な
(a)インフルエンザ
(a)インフルエンザ A/H1N1pdm の迅速 DNA 検出系の
検出系の開発
１）インフルエンザウイルス A/H1N1pdm 特異的 RTRT-LAMP 法の開発
国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター： 影山努 田代真人
(目的)
目的)
新型インフルエンザ（パンデミックインフルエンザ (H1N1)2009: H1N1 pdm）は世界的な広がりを見せ、
我が国でも今秋（(2009 年)になり流行のピークを迎えようとしている。病院等でインフルエンザの診断に用
いられているイムノクロマト法をベースにしたインフルエンザ迅速診断キットは、A 型または B 型インフルエ
ンザウイルスの型判定による診断を行う事はできるが、A/ソ連型（H1N1）、A/香港型（H3N2）の季節性イ
ンフルエンザウイルスと H1N1 pdm を区別する事はできない。ところが H1N1 pdm は従来流行していた季
節性インフルエンザに比べ、ウイルス性肺炎などの重篤な症状を示す場合があり、インフルエンザの流行
期に入れば H1N1 pdm だけではなく季節性インフルエンザも同時に流行する可能性があるため、H1N1
pdm と季節性インフルエンザを迅速に鑑別できる診断系の構築が必要と考えられた。現在、季節性インフ
ルエンザウイルスと H1N1 pdm の鑑別診断はリアルタイム RT-PCR 法等により行う事ができる。しかし、同
法による診断には高度な実験施設および高価な機器を必要とするため、これらが備わっていない病院等
では地方衛生研究所に検査依頼するしかなく、診断結果を得るまでにかなりの時間を要するのが現状で
ある。本研究では Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal Amplification 法 (RT-LAMP 法)を用
いて、このような高価な機器を必要とせずに、より簡便に短時間で病院等でのベットサイド診断が可能な
新型インフルエンザ鑑別診断検査系の構築を目的とする。
（方法）
方法）
A 型インフルエンザウイルスに共通な M 遺伝子を検出するための RT-LAMP 法用の A 型共通プライマ
ー（A 型検出系）および H1N1pdm に特異的な HA 遺伝子を検出するための H1N1pdm 特異的プライマー
（H1N1pdm 検出系）を設計し、複数の H1N1ｐｄｍインフルエンザウイルス、H1N1 または H3N2 亜型の季
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節性インフルエンザウイルス、B 型インフルエンザウイルスおよび H5N1, H7N1 亜型のインフルエンザウイ
ルスを用いて、両検出系の特異性、交差反応性の確認を RT-LAMP 法にて行った。次にインフルエンザ
様疾患を持つ患者より採取された臨床検体を用いて、リアルタイム RT-PCR 法と A 型検出系および
H1N1pdm 検出系による検出頻度を比較した。RT-LAMP 法では、患者の鼻腔を拭ったスワブを Loopamp
インフルエンザウイルス用抽出試薬(栄研化学株式会社)に懸濁し、その一部を RNA 増幅試薬（乾燥剤
型）(栄研化学株式会社)と A 型共通プライマーまたは H1N1pdm 特異的プライマーと混合して RT-LAMP
反応(Direct-LAMP 法)を行った。リアルタイム RT-PCR 法では、QIAamp Viral RNA Mini Kit(QIAGEN)を
用いて検体からの核酸抽出を行い、QuantiTect Probe RT-PCR Kit(QIAGEN)を用いて LightCycler 480
System II(Roche)により A 型検出系および H1N1ｐｄｍ検出系のリアルタイム RT-PCR 反応を行った(リアル
タイム RT-PCR 法については
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/WHO_Diagnostic_RecommendationsH1N1_200
90521.pdf の NIID 法を参照してください。
（研究結果）
研究結果）
RT-LAMP 法による A 型検出系および H1N1pdm 検出系の特異性、交差反応性について、様々なイン
フルエンザウイルス分離株を用いて検討を行った。その結果、A 型検出系では H1N1pdm、季節性および
H5N1, H7N1 亜型の A 型インフルエンザウイルスのみに反応し、B 型インフルエンザウイルスには全く反
応しなかった。また、H1N1pdm 検出系では、H1N1ｐｄｍのみに反応し、季節性および H5N1, H7N1 亜型
インフルエンザウイルス、B 型インフルエンザウイルスには全く反応しなかった。また、Direct-LAMP 法に
よる A 型インフルエンザウイルスおよび H1N1pdm の検出系は、リアルタイム RT-PCR 法とそれぞれ同等
の検出感度を有していた。
次にインフルエンザ様疾患を持つ患者より採取された臨床検体を用いて、A 型検出系および H1N1pdm
検出系による A 型インフルエンザウイルスおよび H1N1ｐｄｍの検出頻度をリアルタイム RT-PCR 法と比較
した（表１）。リアルタイム RT-PCR 法に対する Direct-LAMP 法の Sensitivity、Specificity、Efficiency は両
検出系ともに 96.3%、100%、95.5%であった。
表１ 臨床検体を用いた A 型検出系と H1N1pdm 検出系の検出頻度比較
Direct-LAMP

A 型検出系

＋

－

H1N1pdm 検出系

Direct-LAMP
＋

－

Real-time

＋

26

1

Real-time

＋

26

1

RT-PCR

－

2

16

RT-PCR

－

2

16

Sensitivity

96.3%(26/27)

Sensitivity

96.3%(26/27)

Specificity

100%(16/16)

Specificity

100%(16/16)

Efficiency

95.5%(43/45)

Efficiency

95.5%(43/45)

(考察)
考察)
Direct-LAMP 法による A 型検出系および H1N1pdm 検出系は、臨床検体に対してもリアルタイム
RT-PCR 法とほぼ同等の特異性および検出頻度を有していた。また、Direct-LAMP 法はリアルタイム
RT-PCR 法で使用する高価な機器を必要とせず、安価なインキュベーターと UV トランスイルミネーターが
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あれば診断が可能であり、また、本研究で用いた試薬を使用する事で核酸精製過程が不要となり、より短
時間に診断結果が得られる事から、病院等でのベットサイト診断に非常に有用であると考えられる。しかし
RT-LAMP 法は核酸増幅による遺伝子検出法であるため、RT-LAMP 反応後増幅産物のキャリーオーバ
ーに気を付けなければならない。また、ピペット操作のエアロゾルで発生した極わずかな検体同士のクロ
スコンタミネーションあるいは陽性コントロールのキャリーオーバーにより偽陽性となるため、本方法を用い
る際には増幅産物、検体および陽性コントロールの扱いに細心の注意を払う必要がある。
なお、本検出キットは 2009 年 11 月 4 日に研究用試薬として栄研化学株式会社より上市され、同年 12
月 15 日付で体外診断用医薬品への製造販売承認申請が行われ、LAMP 法による新型（H1pdm2009）イ
ンフルエンザウイルス検出試薬キットが厚生労働省から 2010 年 6 月 2 日付けで体外診断用医薬品として
製造販売承認された。
２）新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス検出
インフルエンザウイルス検出のための
検出のための scFv を用いたイムノクロマトグラフィー
いたイムノクロマトグラフィーおよび
イムノクロマトグラフィーおよびハイブリクロマ
およびハイブリクロマ
トグラフィーの
トグラフィーの開発
国立感染症研究所獣医科学部： 加来義浩 宇田晶彦 山田章雄
（目的）
目的）
我々は、1 回の解析でウイルス、細菌、真菌等の病原体を網羅的に同定できる「病原体検出用マイクロ
アレイ」の開発を進めてきた。この研究で得られたプローブ設計技術と、サンドイッチハイブリダイゼーショ
ン法の特異性およびイムノクロマトグラフィー法の迅速性を組み合わせた新しい迅速遺伝子検出システム
であるハイブリクロマトを用いて、新型インフルエンザウイルス診断系の開発を目的とした。
（方法）
方法）
オリゴ DNA プローブ
オリゴ DNA プローブは、Array Designer（Premier Biosafety International 社）を用いて設計した。その
諸条件は、プローブの長さは 25、30、40、50、又は 60 mer、Tm 75±5℃で、ヘアピンループ、セルフダイ
マーおよびクロスホモロジーを避けて設計を行った。全てのプローブは Probe Mower（Simples 社）で解析
し、特異性が確保されていたプローブのみを選出した。
病原体検出用
病原体検出用マイクロアレイ
本研究で使用したマイクロアレイは既存の病原体検出用マイクロアレイに新型インフルエンザ検出用プ
ローブを追加し、Agilent 社に製造を委託した。新型インフルエンザウイルス(A/Narita/04/2009(H1N1))の
RNA は、断片化処理、蛍光標識後、マイクロアレイと 50℃で 18 時間ハイブリさせた。マイクロアレイは洗浄
後、DNA Microarray Scanner（Agilent 社）でスキャンした。各病原体プローブの蛍光強度は、Feature E
xtraction（Agilent 社）および Gene Array Utility（Simples 社）を用いて解析した。
ウイルス核酸増幅法
ウイルス核酸増幅法
ウイルス核酸を増幅する為に NASBA Amplification キット(kainos 社）を用いた。その使用方法はメーカ
ーの説明書に従った。
ハイブリクロマト
サンプル添加用パッド、ラテックスビーズに共有結合させた新型インフルエンザ検出用オリゴ DNA プロ
ーブを含むコンジュゲートパッド、各種インフルエンザウイルス核酸捕獲用オリゴ DNA プローブを固相化
したニトロセルロース膜、吸収パッドを順に連結したハイブリクロマトストリップを作製した。
（結果）
結果）
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オリゴ DNA プローブの
プローブの特異性評価
ハイブリクロマトに用いるオリゴ DNA プローブの特異性は、病原体検出用マイクロアレイを用いて検証
した。新型インフルエンザウイルスから抽出した RNA を同アレイで解析した結果、Influenza A virus (A/C
alifornia/04/2009(H1N1)) と (A/Texas/05/2009(H1N1)) のプローブのみが強い蛍光シグナルを発して
いた。この事から、本研究で設計した新型インフルエンザ検出用プローブの特異性は確保されている事
が示唆された。
ウイルス核酸増幅法
ウイルス核酸増幅法の
核酸増幅法の検討
ハイブリクロマトの反応条件を検討するにあたり、大量のウイルス RNA が必要とされた。そこで、特別な
機器を必要としない RNA 増幅法である NASBA を用いて、そのウイルス核酸増幅効率を調査した。NASB
A に用いたプライマーは、インフルエンザウイルス HA 遺伝子で H1 から H16 までの亜型で比較的保存さ
れていた 5’末端から約 650 塩基の領域に設定した。新型 H1、季節性 H1、H5 ウイルス核酸を鋳型とし増
幅した結果、いずれの亜型でもあっても 1 万倍以上に増幅できることが明らかとなった。
ハイブリクロマトの
ハイブリクロマトの反応条件の
反応条件の検討
ハイブクリロマトに使用するオリゴ DNA プローブの至適反応条件を検索する為に、マイクロプレートハイ
ブリダイゼーション法と増幅したウイルス RNA を用いて検討した。この結果、オリゴ DNA プローブの長さは
25～40 塩基、反応液組成は 5x SSC, 1x Denhart's, 0.2% BSA, 0.1% Tween20, 30～40% ホルムアミド
が最適である事が示唆された。この事から、ハイブリクロマトスティックを作製し上記条件を検証したが、ハ
イブリ溶液に含まれる塩が検出用ラテックスビーズや金コロイドを凝集させ、溶液展開が不能であった。そ
こで、塩濃度やホルムアミド濃度を再度検討した結果、1x SSC, 1% SDS, 60% ホルムアミドであれば検
出用ラテックスビーズは凝集する事無く展開でき、若干非特異反応が確認されるものの新型インフルエン
ザウイルスを検出できる事が明らかになった。

図 1 オリゴ DNA プローブの
プローブの特異性評価
（まとめ）
まとめ）
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本研究で開発を試みたハイブリクロマトは、若干の非特異反応を伴うものの新型インフルエンザウイル
スのみを検出できる可能性が示唆された（図 1）。同時に、ハイブリクロマトの検出感度を高めるウイルス R
NA 増幅法の開発にも成功した。今後は、ハイブリクロマトの非特異反応を抑制する添加剤を検討し、特
異性および検出感度の改善していく余地がある。
３）HyperHyper-PCR による新型
による新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス(H1N1pdm)
インフルエンザウイルス(H1N1pdm)の
(H1N1pdm)の迅速同定法の
迅速同定法の検討
国立感染症研究所感染症情報センター：藤本嗣人 岡部信彦、小長谷昌未、谷口清州； 研究協力者：
清水英明、石丸陽子（川崎市衛生研究所）、三舛信一郎（神鋼加古川病院）、大西健児（都立墨東病院）
（研究概要）
研究概要）
Hyper-PCR により Influenza A H1N1pdm(H1pdm)を 21 分程度(逆転写および変性過程 3 分、PCR(43
サイクル)12 分 40 秒、融解曲線解析 3 分 30 秒)で検出同定できる手法を開発した(図 2)。
（方 法）
Hyper-PCR URMK 機器(トラストメディカル)を 2009 年 9 月に川崎市衛生研究所に新型インフルエンザ
疑いで搬入された患者検体 130 件および川崎市衛生研究所で 1998～2008 年に採取・分離された季節
性インフルエンザ 40 株（H1N1 14 株および H3N2 26 株）で検討した。さらに、倫理審査および患者の同
意を得て神鋼加古川病院(兵庫県)および東京都立墨東病院（東京都）の病院で 2009 年 10 月～12 月に
採取された臨床検体 170 件に適用した。
感染研のインフルエンザ研究センターが新型インフルエンザ検査マニュアルで示した PCR 法（公定
法）をゴールドスタンダードとして Hyper-PCR を評価した。
（成 果）
川崎市衛生研究所で実施した臨床検体 130 件について、公定法を基準として感度 97％（93/96）、特
異度 97％(33/34)であった。川崎市で過去 11 年間に分離された季節性インフルエンザ分離株 40 件は
H1pdm 特異的 Hyper-PCR で陰性であった。
倫理審査後に採取された臨床検体 170 件は、国立感染研のリアルタイム PCR 法を基準として検出の感
度は 99%(109/110)、特異度は 92%(55/60)であった。図 3 に、2009 年 10 月～2010 年 12 月の H1pdm 流
行時に神鋼加古川病院においてインフルエンザ様疾患と診断された小児 129 人からの検体についての
結果を示した。
これらの結果について現在、論文を作成中である。インフルエンザと同様に呼吸器感染症を引き起こ
すアデノウイルスに適用した結果を論文発表した(Fujimoto T, Konagaya M, Enomot M, Tsuboi K,
Hashimoto K, Taniguchi K, Kodama T, Okabe N. Novel high-speed real-time PCR method (Hyper-PCR):
results from its application to adenovirus diagnosis. Japanese journal of infectious diseases, 63, 31-35,
2010.)。
（開発による
開発による効果
による効果）
効果）
トラストメディカルとの共同研究およびタカラバイオの協力のもと超高速ワンステップリアルタイム
RT-PCR キットを開発した。このキットは One Step SYBR® High Speed RT-PCR Kit（Hyper-PCRTM）として、
7 月には販売可能になる見込みである。キットと Hyper-PCR UR MK-Ⅳを使用することで、通常 30 分程
度を要するウイルス RNA から DNA への転写、および 3 時間程度を要するリアルタイム PCR を短縮し、21
分で完了できた。なお、本研究において川崎市の検査時点において一度に 8 件しか検査できない機器
を使用していたが、倫理審査後の時期に開発された最新の Hyper-PCR 機器では一度に 24 件を試験で
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きるようになった。
（今後の
今後の展開）
展開）
現在、3 分程度でウイルス RNA を抽出し終える手法を開発中であり、鼻腔ぬぐい液で市販カラム法の
抽出キットとほぼ同等のデータが得られている。その方法を、さらに高感度化する予定である。これにより、
臨床検体の採取から検査結果を得るまで 30 分程度で終了する系を構築したいと考えている。

図 2 HyperHyper-PCR の反応条件と
反応条件と所要時間

Hyper-PCR と感染研
リアルタイムPCR(n=129)
リアルタイム
real-time PCR
HyperPCR
Total

Total

+

-

+

90

1

91

-

0

38

38

90

39

129

感度：
感度：100%(90/90), 特異度：
特異度：97.4%(38/39)

図 3 新型インフルエンザ
新型インフルエンザ流行期
採取された患者検体
インフルエンザ流行期に
流行期に採取された
された患者検体についての
患者検体についての
HyperHyper-PCR と通常の
通常のリアルタイム PCR 結果比較
４）非対称 RTRT-PCR 核酸クロマト
核酸クロマト法
クロマト法を用いた新型
いた新型インフルエンザ
新型インフルエンザ A/H1N1pdm 簡便検出法の
簡便検出法の開発
国立感染症研究所血液・安全性研究部

野島清子 濵口 功

〔研究概要〕
研究概要〕
新型インフルエンザを３時間１５分で検出することが可能である。非対称 RT-PCR 核酸クロマト法は、ビ
オチン化プライマーと非ビオチン化プライマーを用いて非対称に PCR 反応を行い、産生されたビオチン
化片鎖 DNA 産物を核酸クロマトデバイスに滴下して目視で判定する方法で、１患者１反応で判定可能で
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ある。この方法を用いた検査キットが開発され、2009 年 11 月に研究用試薬として発売された。
〔研究成果〕
研究成果〕
１. 非対称 RT-PCR 核酸クロマト法の構築
リアルタイム PCR（Taqman）法で使用されている２つのプライマーセットのうち、フォワード（F）
プライマーの 5’末端をビオチン化したプライマーを作製した。リバース(R)プライマーは特異性を
考慮して Taqman 法よりも内側に設定した。F／R プライマーの量比を上げ、非対称にワンステッ
プで RT—PCR 反応を行い、新型インフルエンザ特異的な片鎖一本鎖 DNA を選択的に増幅し
た。PCR 産物中に、予め新型インフルエンザ特異的プローブを固定化したメンブレンを浸して
展開させ、特異的にハイブリダイズした DNA を金コロイドストレプトアビジンにより染色し、目視
で新型インフルエンザ特異的バンドの有無を確認することにより判定を行う系を立ち上げた。非
対称 RT-PCR 核酸クロマトの開発は北里大塚バイオメ
ディカルアッセイ研究所と共同研究により実施し、本シ
ステムをデバイス化したキット（図 4）は大塚製薬より研究
用試薬として発売された。
図 4 核酸クロマトデバイス
核酸クロマトデバイス
２. 感度評価
２−１ RNA を用いた検出感度評価
新型インフルエンザ HA 遺伝子に特異的な RNA を in vitro で合成し、定量 Taqman 法を構築した。新
型インフルエンザ A/Narita/1/2009/H1N1pdm 株から RNA を抽出し、非対称 RT-PCR 核酸クロマト法
の検出感度を検討した結果、検出感度は１０コピー／反応であり、Taqman 法と同等であった。
２−２ 新型インフルエンザウイ
ルススパイクによる検出感度評
価
感

染

価

4.3x

107

TCID/mLA/Narita/1/2009
(H1N1)pdm ウイルスをハンクス
氏液で段階希釈し、各希釈ウ
イルス液から RNA を抽出し、非
対称 RT-PCR 核酸クロマト法
と Taqman 法により検出感度を
検討した。また、同じウイルス
液を用いて簡易検査キットの
検出感度と比較した。
表 2 新型インフルエンザウイルススパイク
新型インフルエンザウイルススパイク試験
インフルエンザウイルススパイク試験による
試験による検出感度評価
による検出感度評価
希釈液はキット付属のウイルス溶解液を用いた（表 2）。その結果、非対称 RT-PCR 核酸クロマト法はウイ
ルス量で 4.3 TCID50/mL, 核酸量で 1.43x103 コピー／mL あれば検出可能であり、
14

Taqman 法と同等であった。一方簡易検査（イムノクロマト）キットでは感染価で 103〜105/mL、核酸量で
106/mL 以上ないと検出出来ず、非対称 RT-PCR 核酸クロマトおよび Taqman 法の 1/1000〜1/100000
倍の検出感度であった。また、同様に A/California/4/2009 (H1N1)pdm 株を用いて検討をした結果、非
対称 RT-PCR 核酸クロマト法は、ウイルス量で 5.1 x10-2 TCID50/mL、核酸量で 4.6x103 コピー／mL あ
れば検出可能であり、Taqman 法と同等であり、簡易検査キットの 1000〜10000 倍の検出感度を示した。
３. 特異性評価
３−１ 交差反応性試験
呼吸器疾患を引き起こすウイル
スを含む 27 種のウイルス、A 型季
節性インフルエンザ株 8 種、B 型イ
ンフルエンザ株 6 種、トリ由来 A 型
インフルエンザ亜型 6 種、バクテリ
ア 23 種、その他マイコプラズマ、ク
ラミジアとの交差反応性を検討した
結果、交差反応性は認められなか
った（表３）。
表 3 交差反応試験
３−２ 季節性インフルエンザウ
イルス共存化での新型インフ
ルエンザの検出
季 節 性 A/Brisbane/59 、
A/Uruguay/716 ウ イ ル ス 株
1x106 TCID50/mL 〜 1x101
TCID50 /mL と新型インフル
エンザ A/Narita/1 を共存させ
た検体から RNA を抽出し、非
対称 RT-PCR 核酸クロマト法
と Taqman 法にて新型インフル
エンザが検出されるかを確認し
た。

表

表 4 季節性イ
季節性イ

ンフルエンザウイルス共存化
ンフルエンザウイルス共存化での
共存化での新型
での新型インフルエンザ
新型インフルエンザの
インフルエンザの検出

その結果、1x106TCID50/mL の多量の季節性インフルエンザウイルスと 1x101 TCID50 /mL の少量の
新型インフルエンザウイルスが共存した場合でも、非対称 RT-PCR 核酸クロマト法により特異的に新型イ
ンフルエンザを検出することが可能であった(表 4)。
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（考察・
考察・結論）
結論）
非対称 RT-PCR 核酸クロマト法は Taqman 法とほぼ同等な感度と特異性を持つ検出法であることが確
認できた。本法は汎用 PCR マシンを用いて簡便に行うことが可能で、反応系にウラシル N グリコシダーゼ
を添加することによりキャリーオーバーによるコンタミネーションが防止できる。判定は、PCR 反応産物をそ
のまま核酸クロマトデバイスに滴下して目視で行い非常に簡便である。汎用 PCR を有する施設であれば
すぐに導入して新型インフルエンザを検出することができる。しかし、RNA の抽出操作が必要であるため
に本システムを導入できる施設は限られる。インフルエンザに限らず臨床の現場での核酸検査を普及さ
せるためには、ワンステップでウイルス RNA を溶解して核酸を抽出する方法の開発が必須である。
また、核酸クロマトデバイスには複数のプローブを固定することが可能であり、新型インフルエンザの他
に、季節性 A/H3N2,A/H1N1,新型 A/H5N1,B 型などを固定化することにより、患者１人１検体で亜型の
同定を行うことが可能であると考えられる。今後は亜型同定キットの開発を予定している。
(b)抗原抗体反応
(b)抗原抗体反応を
いたウイルス型特異的抗原検出系
抗原抗体反応を用いたウイルス
ウイルス型特異的抗原検出系の
型特異的抗原検出系の開発
１）無細胞系を
無細胞系を用いてのインフルエンザ
いてのインフルエンザ抗原
インフルエンザ抗原の
抗原の作成
国立感染症研究所細菌第一部：大西真
（研究成果・
研究成果・考察）
考察）
インフルエンザウイルス粒子をマウスに免疫することで、インフルエンザウイルス粒子を構成するタンパ
ク質(HA, NA, M1)および粒子内部に存在するRNA結合タンパク(NP)およびRNAポリメラーゼ(PB1, PB2,
PA)に対する抗体が産生される可能性がある。そこで、これらのタンパク質を小麦胚芽を用いた無細胞系
により作製し、それを抗原としたELISA法を確立することを目指した。
国立感染研免疫部において、モノクローナル抗体作成に用いたインフルエンザA/H1N1ウイルス株
(Narita/1/2009およびBrisbane/59/2007)RNAを抽出し、各4遺伝子計18種 (HA-N, HA-C, NA-F,
NA-N, NA-C, NP-F, NP-N, NP-C, M1-F)のcDNAを、またNarita/1/2009株から3遺伝子計9種、PA-F,
PA-N, PA-C, PB1-F, PB1-N, PB1-C, PB2-F, PB2-N, PB2-CのcDNAを作成した。(F=全長、N=N末端
領域、C=C末端領域)。Roche RTS小麦胚芽システムに至適化した直鎖テンプレート(N末端His-tag型)の
作成を試み、27種類中26種の直鎖テンプレートを得た。
RTS小麦胚芽システムによりタンパク質発現を試みた。26種類中20種のタンパク質が産生されていること
を、抗His-tag抗体を用いたウエスタン法で認めた。しかしながら、NA-F(Narita)に関しては分解産物のみ
が認められた。HA-N (Narita/Brisbane), NP-F (Brisbane), PB1-F(Narita), PB2-F(Narita)の発現量は著
しく低かった。
Narita/1/2009あるいはBrisbane/59/2007で
免疫したマウス血清を用いたWestern法では、
HA-C (Stem領域)および M1に特異的に反応
することが示された。図5において、
Narita/1/2009あるいはBrisbane/59/2007免疫
マウス血清それぞれが、それぞれのウイルス由
図 5 インフルエンザウイルス由来
インフルエンザウイルス由来 HAHA-C に対
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する反応
する反応
来HA-Cに対して特異的に反応することを示した。また、RTS小麦胚芽システムで合成した各抗原を用い
たELISA法を確立し、免疫部で取得したNarita/1/2009特異的モノクローナル抗体を解析した。HAに特異
的に反応するモノクローナル抗体のうちNSP14はNPに反応することが示された。
２）マウスモノクローナル抗体
マウスモノクローナル抗体を
抗体を利用した
利用した免疫
した免疫クロマト
免疫クロマトグラフィー
クロマトグラフィー法
グラフィー法の開発
国立感染症研究所免疫部：高橋宜聖 小林 和夫
（研究概要）
研究概要）
新型インフルエンザウイルス（2009 A/H1N1pdm）に特異的に結合する 29 種類の新規マウスモノクロー
ナル抗体を作製した。得られた抗体の中から、検出感度の最も高い抗体の組み合わせを選択し、体外診
断薬メーカー（デンカ生研株式会社）と国立感染症研究所の共同で新型インフルエンザウイルスを特異
的に検出する迅速・簡便免疫クロマトグラフィー診断キット（検査所要時間：約 10 分）を開発した。
（研究成果）
研究成果）
新型インフルエンザウイルス粒子（A/H1N1/Narita/1/2009）をマウスに免疫し、新型インフルエンザウ
イルスに結合するマウスモノクローナル抗体を産生する融合細胞株を作製した。この中から、季節性
H1N1 ウイルス粒子（A/Brisbane/59/2007）に結合しない 29 種類を選択後、増殖力の高い 24 種類のモノ
クローナル抗体について特異性を検証した。季節性 A/H1N1：4 株、季節性 A/H3N2：4 株、鳥インフルエ
ンザ A/H5N1：1 株、季節性 B 型ウイルス：4 株に対する交差反応性を酵素免疫標識法により検証した結
果、23 種類のモノクローナル抗体は新型インフルエンザウイルス（2009 A/H1N1pdm）にのみ特異的に反
応した。これらモノクローナル抗体を免疫クロマトグラフィーキット法に応用するため、診断薬メーカー（デ
ンカ生研株式会社）と国立感染症研究所で共同研究契約を締結し、新型インフルエンザウイルスを特異
的に検出する迅速診断免疫クロマトグラフィー法（検査所要時間：約 10 分）による試作診断キットを開発し
た。インフルエンザウイルス核蛋白質（NP）に結合する抗体の組み合わせ（NSP5 と NSP23）を使用した場
合、現行季節性インフルエンザ迅速診断キットと同程度の検出感度が得られた。さらに、このキットは８種
類の新型インフルエンザウイルス株の全てを検出できた。なお、季節性インフルエンザウイルスや鳥イン
フルエンザに交差反応せず、この診断キットが新型インフルエンザウイルスを特異的に検出することが確
認された（図 6）。上記の結果から、新型インフルエンザ迅速診断キットの感度と特異性が確認された。新
型インフルエンザ患者由来鼻腔拭い液を検体として、この迅速診断キットを用いた体外診断薬の承認申
請に向け、臨床性能評価（目標：150 症例、現行キットや real-time 逆転写 PCR による感度や特異度の比
較、さらに、全般有用性の検証）が進行中である。
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図 6 新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス（
インフルエンザウイルス（2009 A/H1N1pdm）
A/H1N1pdm）を特異的に
特異的に検出する
検出する免疫
する免疫クロマトグラフィー
免疫クロマトグラフィーに
クロマトグラフィーに
よる迅速
よる迅速・
迅速・簡便診断キット
簡便診断キットの
キットの開発
様々なサブタイプのインフルエンザウイルスを用い、本研究で開発した免疫クロマトグラフィーキットの
特異性を検証した。新型インフルエンザウイルス（2009 A/H1N1/Narita1）粒子では、T（test）のバンドが
検出されたのに対し、季節性 A/H1N1（Brisbane、New Caledonia）や A/H3N2 ウイルス粒子では、C
（control）のバンドのみで T（陽性）のバンドは検出されなかった。従って、本診断キットは新型インフルエ
ンザウイルス検出に特異的である。
３）A(H1N1)新型
A(H1N1)新型インフルエンザ
新型インフルエンザ迅速診断
インフルエンザ迅速診断に
迅速診断に資するポリペプチド
するポリペプチド抗体
ポリペプチド抗体の
抗体の作成
国立感染所研究所細胞科学部： 花田賢太郎
（研究概要）
研究概要）
新型インフルエンザウイルス HA と季節性インフルエンザウイルス HA で部分的にアミノ酸配列が異なる
領域に相当するペプチドでマウスを免疫し、その脾臓細胞からハイブリドーマを得た。免疫に使用した合
成ペプチドに反応するモノクローナル抗体を生産するハイブリドーマを得たが、これらモノクローナル抗体
は A(H1N1)新型インフルエンザウイルスと有意に反応しなかった。
（ 研究方法）
研究方法）
新型インフルエンザウイルス HA と従来の季節性インフルエンザウイルス HA で部分的に配列が異なる
11 ア ミ ノ 酸 か ら な る 領 域 を 選 択 し 、 そ の 配 列 の N 末 端 に シ ス テ イ ン を 付 加 し た ペ プ チ ド
（C-PNHDSNKGVTA）を化学合成した。そのペプチドをマレイミド付加キーホールリンペット・ヘモシアニ
ンに会合させ、その産物を抗原としてアジュバントとともに Balb/C マウスに腹腔内投与した。５回の免疫後、
脾臓細胞をマウス骨髄腫細胞と融合した。抗原として用いた合成ペプチドと反応する抗体を生産するハ
イブリドーマをスクリーニングし、３種類のハイブリドーマクローンを得た。
ホルマリン不活化インフルエンザウイルス粒子（新型は成田株、季節性はブリスベン株）をドットしたニト
ロセルロース膜とハイブリドーマ培養上清をインキュベート後に二次抗体であるホースラディッシュパーオ
キシダーゼ(HRP)結合抗マウス IgG (H+L)抗体でインキュベートし、ケミルミネッセンス発光処理にてシグ
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ナルを検出した。
なお、ホルマリン不活化インフルエンザウイルス粒子およびこれらでマウスを免疫して得たポリクローナ
ル抗体は国立感染症研究所・免疫部・高橋主任研究官から御供与いただいた。
（研究成果）
研究成果）
抗原として用いた合成ペプチドと反応する抗体を生産するハイブリドーマをスクリーニングし、３種類の
ハイブリドーマクローンを得た。それらの培養上清がホルマリン処理不活化新型インフルエンザウイルス
粒子と交差反応するか否かをドットブロット法で解析したが、3 種類のハイブリドーマ培養上清ともに有意
のシグナルを与えなかった。不活化新型インフルエンザウイルス粒子をドデシル硫酸ナトリウムおよびメル
カプトエタノール存在下加熱処理して HA 構造を変性させた場合でも、有意のシグナルは検出できなかっ
た。なお、培養上清のドットからは強いシグナルが発しているので、一次抗体と二次抗体とが交差反応し
ていることは確認された。また、ホルマリン不活化インフルエンザウイルス粒子でマウスを免疫して得たポリ
クローナル抗体を一次抗体として用いた場合には、新型インフルエンザウイルス粒子をドットブロットにより
検出できたので、ドットしたウイルス粒子がニトロセルロース膜に保持されていることも確認された。これら
の結果は、新型インフルエンザ HA 由来合成ペプチドと反応するようなモノクローナル抗体は得られたも
のの、当該抗体は新型インフルエンザウイルス粒子に反応せず、目的とするようなモノクローナル抗体と
はなっていないことを示している。当該抗体が新型インフルエンザウイルス粒子に反応しない理由は判然
としないが、合成ペプチドのカルボキシル末端に対する抗原性が高くて全長の HA にはうまく反応しない
可能性が考えられる。
４）ファージディスプレイ scFv 法を利用した
利用した新型
した新型 H1N1 検出イムノクロマト
検出イムノクロマト法
イムノクロマト法の開発
国立感染症研究所獣医科学部

加来義浩 山田章雄

（研究概要）
研究概要）
scFv phage display library より、H1N1 に対する 6 クローン得た。このうち、5 クローンでは、ELISA と IFA
において、新型株と季節株に対して同等に反応した。一方、１クローン（No.29）は、ELISA、IFA、 IP にお
いて、新型株に強く反応した。No.29 は、NP 蛋白質を認識していると考えられた。scFv を用いたモノクロ
ーナル抗体選択の最大の利点は、動物の免疫を伴わない「迅速性」であり、様々な感染症発生時の迅速
抗体作製法として有用であることが示された。
（方法）
方法）
ヒトナイーブ B 細胞由来の scFv phage display library (Tomlinson I+J)を用いて、以下の手順で、抗新型
H1N1(Narita 株)に対する scFv を探索し、得られたクローンの性状解析を行った。
1.

抗原の調製：新型株（Narita）、季節性株（Brisbane）、未接種卵しょう尿液（陰性対照）を、セルロース
ビーズを用いて簡易精製した。可能なかぎり抗原性を保つため、ウイルスの不活化は行わなかった。

2.

パンニング：ライブラリー（Tomlinson I+J）から調製したファージ液を、未接種卵蛋白→季節性株の順
に反応させ、これらの抗原に反応するファージを吸収したうえで、最後に新型株に反応させた。

3.

スクリーニング：2 回のパンニング後に得たファージクローンに対し、ELISA でスクリーニングを行った。
抗原として、新型株、季節性株、未接種卵蛋白を用いた（ファージ ELISA）。新型株に反応したクロー
ンは、反応性によらず全て選択し、以降の解析に供した。

4.

heterogenicity の確認：選択したクローンのファージミドの scFv コード領域をシークエンスし、
heterogenic なクローンに絞り込んだ。
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5.

scFv の soluble 化：上記 scFv を soluble form（His／myc タグつき）で発現させ、Ni-NTA レジンを用
いて簡易精製した。SDS-PAGE で確認し、発現効率のよいクローンに絞り込んだ。

6.

soluble scFv の特異性の確認：上記 soluble scFv を用いて、新型／季節性 H1N1 株に対し、ELISA
を行った。また、新型／季節性 H1N1 株感染 MDCK 細胞に対して、IFA を行った。

7.

soluble scFv の性状解析：
① ターゲット蛋白質の同定： (i) 発現蛋白質（HA, NA, NP, M）に対する ELISA (ii) 新型／季節
性 H1N1 株感染細胞 lysate に対する IP
② HI 活性の確認：HI 試験（新型／季節性 H1N1）

（結果）
結果）
1. 2 回のパンニングを行い、1,072 個のファージクローン（phage-bound scFv）を得た。このうち、ファージ
ELISA で新型または季節性株に反応したのは 58 クローンであった。この時点で、ELISA 陽性ファージ
の、新型／季節性 H1N1 株に対する特異性は、「新型株または季節性株に特異的」～「両株に同程
度」まで、さまざまであった。また、反応の強弱もさまざまであったが、その一因として、各クローンのフ
ァージタイターにばらつきがあることも挙げられる。その後、ファージミド scFv コード領域のシークエン
ス解析の結果、42 個の heterogenic なファージクローンを得た。
2. 上記のファージから、scFv を soluble form として発現させたところ、発現効率はクローンごとに大きな
差が見られた。このため、発現効率のよい 6 クローンに絞り、以降の解析を行った。
3. 上記 6 クローンの soluble scFv を用いて ELISA を行ったところ、5 クローンは新型株に対する特異性
を消失し、新型／季節性株に同程度に反応した。一方、1 クローン（No.29）は、新型株により強く反応
した（図 7）。また、新型／季節性株への反応性は、ウイルス感染細胞に対する IFA においても、同様
であった。
4. ターゲット蛋白質の同定：
各種発現蛋白質に対する ELISA を行ったところ、No.29 と No.46 が哺乳細胞発現 NP 蛋白質に反応
した。反応を確認するために、No.29 について新型／季節性 H1N1 感染細胞 lysate を用いて IP を行
ったところ、新型感染細胞 lysate にのみ、50-60kDa の蛋白質の沈降が認められた。これは、分子量
から NP 蛋白質（56kDa）と考えられた。いずれのクローンも HI 活性は認められなかった。
（考察）
考察）
scFv phage display library より、H1N1 に対する soluble scFv を 6 クローン得た。このうち、NP 蛋白質を
認識すると思われる１クローン（No.29）は、ELISA、IFA、 IP において、新型株に強く反応した。しかし、季
節性株に対しても、若干の反応性を有することから、当初の目的であった「新型／季節性 H1N1 識別用イ
ムノクロマトキット」への使用は難しいと考えられた。また、他のクローンの soluble scFv では、新型株への
特異性が消失していた。この原因は不明であるが、phage-bound scFv では、ファージ蛋白質 pIII との
fusion により維持されていた立体構造が、soluble 化により変化した可能性がある。これらを踏まえると、
scFv は、わずかな抗原性状の違いを識別するよりは、むしろ幅広い抗原性状に対応できるモノクローナ
ル抗体として、特徴を活かした使用法を検討するべきであろう。
本来、scFv を用いたモノクローナル抗体選択の最大の利点は、動物の免疫を伴わない「迅速性」である。
パンニング用の精製抗原があれば、最短で 19 日間でモノクローナルな soluble scFv の作製が可能である。
一方、今回は目的とするクローンを得るまでに約 3 カ月を要した。これは、①抗原の精製方法の確立、②
ELISA スクリーニングを行うための陽性対照血清の入手、③多検体 scFv の soluble 化方法の確立、に時
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間がかかったことによる。本課題を通じて、①、③については方法を確立できた。②の陽性対照血清は、
今回は新型／季節性株のフェレット感染血清を用いたが、発生直後から患者血清が入手できれば、陽性
対照血清として使用できる。これらのことから、将来同様の事態が発生した場合には、より迅速に特異的
抗体を作製することが可能である。本課題の成果により、scFv 法は、インフルエンザのみならず、さまざま
な感染症の発生時において、迅速抗体作製法として有用であることが示された。
図 7 soluble scFv の特異性の
特異性の確認

96-well ELISA plate に新型（新）／季節性（季）株を固相化し、soluble scFv を用いて ELISA を行った。反
応に先立ち、各 scFv 液の蛋白質濃度を測定したうえで、希釈系列を作製した。5 クローンは新型株に対
する特異性を消失し、新型／季節性株に同程度に反応した。一方、１クローン（No.29）は、新型株により
強く反応した。
５）SwH1N1 特異的イムノクロマト
特異的イムノクロマトおよび
イムノクロマトおよび血清
および血清エライザ
血清エライザ作成
エライザ作成に
作成に向けた抗原発現系構築
けた抗原発現系構築と
抗原発現系構築と抗原精製
国立感染所研究所感染病理部 飛梅実 佐多徹太郎
（研究概要）
研究概要）
A/H1N1/pdm HA, NP, NS1 抗原発現系の構築を終了した。精製された抗原はウイルス粒子免疫マウ
ス血清との反応性を有し、ハイブリドーマのクローニングにも利用可能であった。得られたハイブリドーマ
のクローン中には免疫組織化学的解析にも利用できるものが存在した。
（研究の
研究の目的）
目的）
swH1N1 は急速に拡大し、本邦でも数人の死者が報告されている。病原性等の季節性インフルエンザ
との相違に関してはまだ混沌としており、今後の解析が待たれる。 新型インフルエンザに対しては多くの
ヒトが免疫を持っていないと考えられ、早期の治療やさらなる蔓延防止のためにも既存との鑑別能に優れ
た迅速診断系の確立が急務と考えられる。本研究では、新型と季節性インフルエンザ鑑別能に優れた検
査系を確立するための、新型および季節性インフルエンザ抗原の発現系構築と抗原精製を行い、診断
系作成に供する。
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（方法と
方法と結果）
結果）
作成する抗原は糖鎖の修飾を考慮し、哺乳動物細胞発現系を用いる。また、高純度な抗原を迅速且
つ大量に調整するため、作成する抗原にタグを付加しアフィニテイーカラム精製可能な形で発現させるこ
ととした。swH1N1pdm 由来 HA 抗原は以下の発現ベクターを用いて発現させ、His カラムを用いて精製し
た(図 8)。

図 8 swH1N1pdm 由来 HA 抗原の
抗原の精製（
精製（１）
293T 細胞に発現させた His 融合 HA 抗原の発現を抗 His 抗体を用いたウエスタンブロット法を用いて確
認した（図 9）。swH1N1narita 株に加え、Uruguay 株の HA 抗原を発現させた結果、目的のサイズにバンド
を確認できた。個々の HA 発現プラスミドをトランスフェクションした 293T 細胞の培養上精から His カラム
を用いて精製した結果、十分量の HA 抗原を精製できた（図 9）。

図 9 swH1N1pdm 由来 HA 抗原の
抗原の精製（
精製（2）
同様の手法を用いて、swH1N1pdm に由来する NP 抗原および NS1 抗原の発現も行い精製抗原を得た。
精製した HA 抗原および NP 抗原はマウスへのウイルス粒子免疫により得られたハイブリドーマのスクリー
ニングに供され、HA および NP 抗体産生ハイブリドーマ樹立に寄与した。得られた NP 抗原に対する抗体
の免疫組織化学的手法への利用を検討したところ、国内で発生した swH1N1 感染で死亡した患者肺組
織内のインフルエンザ抗原を認識することが明らかとなった(図 10)。結果を以下に示す。
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図 10 ２型肺胞上皮に
型肺胞上皮に存在する
存在するウイルス
茶色に染まる部位
まる部位）
するウイルス抗原
ウイルス抗原（
抗原（茶色に
部位）
（結論と考察）
A/H1N1/pdm HA, NP, NS1 抗原発現系の構築を終了した。精製された抗原はウイルス粒子免疫マウ
ス血清との反応性を有し、ハイブリドーマのクローニングにも利用可能であった。得られたハイブリドーマ
のクローン中には免疫組織化学的解析にも利用できるものが存在し、この抗体を用いて患者肺組織中に
存在するインフルエンザ抗原を証明できた。本研究事業で構築したインフルエンザ抗原発現系はカラム
精製を用いるため精製も容易で大量調整も可能である。今後血清疫学への応用等を検討中である。また
哺乳動物細胞を用いるため、実際のウイルス構成たんぱく質と同様の性質を持ち、抗原性も保存されて
いると考える。今後発生が心配される新たなインフルエンザウイルスにも迅速に対応できる。
6)インフルエンザ
6)インフルエンザ A/H1N1pdm を認識する
認識するヒトモノクローナル
するヒトモノクローナル抗体
ヒトモノクローナル抗体の
抗体の作出と
作出と医用応用
国立感染症研究所エイズ研究センター

駒野 淳

（研究概要）
研究概要）
新興感染症勃興に際し、医用応用に有用なヒトモノクローナル抗体を作出する技術の構築と検証を達
成した。インフルエンザ A/H1N1pdm に対する診断及び治療に応用できる可能性のあるヒトモノクローナ
ル抗体を作出する事ができた。抗体の中にはインフルエンザ A/H1N1pdm に結合するだけでなく、ウイル
ス感染能力を無力化する抗体（中和抗体）も存在する事が明らかとなり、迅速検査・診断法の開発だけで
なく、抗体医薬による治療法への応用も期待できる。
（研究成果）
研究成果）
新型インフルエンザ A/H1N1pdm 感染既往のある健康な日本人ボランティアを対象として、末梢血から
末梢血単核球を分離し、ポリエチレングリコール(PEG)法にて融合パートナーである SPYMEG 細胞と融合
させた。細胞は 96 穴細胞培養プレートに播種して、HAT 培地で選択してヒトハイブリドーマ細胞株を樹立
した。細胞培養上清に放出される抗体の持つインフルエンザ A/H1N1pdm 認識能力を発育鶏卵で増殖
させた A/California/04/2009 (H1N1pdm)の不活化処理された HA 分画を抗原として ELISA 法によりスクリ
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ーニングした。スクリーニングにおける２次抗体には抗ヒト IgG を使用しているため、抗原への結合活性は
ヒト由来の抗体を反映する。ヒトハイブリドーマ細胞陽性となった 96 穴細胞培養プレートの培養上清約
5000 検体を ELISA によりスクリーニングしたところ、ELISA 陽性を示す検体を約 100 検体(0.2％, 10/5000)
同定した。持続的かつ安定に抗体を産生したクローンはこのうち 10 検体(2％, 100/5000)であった。これ
はマウスモノクローナル抗体において安定抗体産生ハイブリドーマ細胞樹立効率とほぼ同等である。10
検体の抗体の特異性を検証するために上記抗原と同様に調整された季節性インフルエンザウイルス抗
原との反応性を ELISA により評価した。その結果 10 検体のうち特異的に A/H1N1pdm 抗原に反応する
検体は 6 検体(0.12％, 6/5000)、A/H1N1pdm 以外の季節性インフルエンザウイルス抗原にも反応する検
体が 4 検体(0.08％, 4/5000)あった。抗体産生細胞のクローン化を限外希釈法により行い、2 つのハイブリ
ドーマクローンについてさらに詳細な検討を加えた。これらは Baculovirus/Sf9 系で発現させ精製した
A/California/04/2009 (H1N1)由来リコンビナント HA1 を認識したことから、ウイルス表面の HA 分子と反応
していた事が示唆された。表面プラズモンを応用したビアコアにより抗原-抗体結合親和性を測定したとこ
ろ、Kd 値で約 1x10-7〜9 の結合親和性が推定された。既報におけるヒトモノクローナル抗体とインフルエン
ザウイルス抗原との反応性に匹敵する親和性と評価される。抗原抗体反応の中では中〜高い抗原親和
性と思われるが、今後良質の精製抗原と精製抗体による再評価により、さらに厳密な結合性評価が必要
と考えられる。医用応用には抗体の安定的な大量調整が必要である。2 個のクローンが安定に抗体を産
生する事は先に述べたが、その抗体産生量について評価した。培養液に対する抗体産出量を算出する
と、ハイブリドーマクローンからの抗体収量は 3.8-19.5 mg/l であった。これはマウスモノクローナル抗体産
生ハイブリドーマ細胞と同等の抗体産生能であり、抗体を実用化する際に抗体収量がボトルネックになる
可能性は回避できると推測された。つまりハイブリドーマ細胞を大量に培養して、培養上清から抗体を大
量に精製する事により安価な迅速検査・診断法開発に供することが可能と考えられる。
インフルエンザウイルスに対する抗体の中にはウイルスに結合するだけでなく、ウイルスを無力化する抗
体（中和抗体）も存在する。しかしヒト抗体において中和抗体クローンが誘導される頻度に関する知見は
ほとんど知られていない。中和抗体は迅速検査・診断法の開発だけでなく、抗体医薬による治療法への
応用も期待できるなど、応用範囲が非常に広い。そこで、21 個の A/H1N1pdm 抗原に反応する検体に対
し A/H1N1pdm/Narita/1/2009 への中和活性を評価した。中和活性は国立感染症研究所の病原体検出
マニュアルに沿って MDCK 細胞における細胞変性効果を顕微鏡下にて評価する方法を採用した。感染
実験２日前に 96 well plate に播種し 37℃で培養して感染当日に約 90％の密度になるように調整した 60ul
の培養液で維持されている MDCK 細胞に抗体と反応させたウイルスを 40ul 添加した。ウイルスは MDCK
で増幅した細胞変性効果を惹起する最終希釈倍率の約 100 倍量ウイルスを使用し、抗体と 37℃で 30 分
反応させた。感染後、MDCK 細胞はトリプシンが約 10-20ug/ml 含まれた培養液にて 34℃で培養を行っ
た。抗体はハイブリドーマ培養上清原液 20ul を使用した。感染後 4-6 日に顕微鏡下で細胞変性効果の
有無を判定したところ、A/H1N1pdm Narita に対する中和活性を持つクローンが 6 個(6/21, 28.6％)同定さ
れた。このうち 5 個は並行して行われた実験で季節性インフルエンザウイルス
A/H1N1/Kitakyushu/10/2006 に対する中和活性も有することが判明した。つまり A/H1N1pdm 反応性抗
体 6 個のうち 1 個(1/6, 16.7％)が A/H1N1pdm 特異的中和抗体であった。ヒトモノクローナル抗体におけ
る結合—中和相関の系統的評価はこれまであまり報告されておらず、今後のエピトープマッピングの情報
とあわせて、インフルエンザウイルスに対するヒトの免疫学的反応やワクチン開発において多くの示唆を
与えると思われる。
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季節性と新型のインフルエンザウイルスに反応する抗体の存在は、季節性インフルエンザウイルスに対
する抗体の中で A/H1N1pdm にも反応する抗体が活性化されたために本研究で同定された可能性と、新
型インフルエンザウイルス感染で新たに誘導された抗体の中には季節性とも反応できる抗体があった可
能性が考えられる。既存のインフルエンザウイルスによって A/H1N1pdm 中和能力を有する抗体が誘導さ
れることは複数の研究グループが報告している。これは前者の可能性を示唆するものであるが、これら 2
つの可能性を厳密に区別するためには A/H1N1pdm 感染前の抗体レパートリーの中に同定された抗体ク
ローンが存在するかを調査する事が必要である。
今回の研究ではヒトモノクローナル抗体作製に関して、研究基盤の構築に成功しただけでなく、安価な
迅速検査・診断法開発に資する有望なシード抗体を作出する事に成功した。迅速検査・診断法の開発だ
けでなく、治療法への応用も期待できる A/H1N1pdm に対するヒトモノクローナル中和抗体の分離にも成
功した。インフルエンザウイルス感染症の治療法は選択肢が限定されており、変異しやすいウイルスの性
質から薬剤耐性ウイルスの発生により治療が無力化される危険性も指摘されている。またワクチンによる
液性免疫誘導がかかりにくい免疫学的弱者に対する予防にも中和抗体に基づく抗体医薬は高い効果が
期待される。これらの問題点を解決するために中和抗体の医薬化は非常に魅力的である。これを実現す
るためにはエピトープの同定、IC50 による中和活性能の評価、小動物レベルにおける予防・治療効果の
検証が求められる。標準的な抗体医薬化するためには抗体遺伝子を分離して CHO 細胞で抗体を大量
に発現産生させて精製する必要がある。抗体遺伝子の解析と合わせて今後の研究課題として取り組む予
定である。
本技術はインフルエンザウイルス感染症だけにとどまらず、今後勃興すると危惧される種々の感染症に
対応するための基幹技術として応用可能である。本技術の潜在的問題点を洗い出し、新興再興感染症
勃興に際して迅速な対応がとれるように研究手法の更なる改善を進める。
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図 11 インフルエンザ A/H1N1pdm を認識する
認識するヒトモノクローナル
するヒトモノクローナル抗体
ヒトモノクローナル抗体の
抗体の作出と
作出と医用応用に
医用応用に関する研究
する研究の
研究の
まとめ
(A) ヒト抗体クローン作出の手順
(B) 表面プラズモン法によるヒト抗体クローンと精製 A/H1N1pdm HA1 との親和性解析結果の一例
(C) A/H1N1pdm 感染で誘導される MDCK 細胞の細胞変性効果(CPE)とヒト抗体クローンの中和活性
7）検査技師が
検査技師が実施可能な
実施可能な迅速診断キット
迅速診断キット（
キット（ELISA 法）の約 6 ヶ月での実用化
での実用化およびその
実用化およびその臨床評価
およびその臨床評価
国立国際医療研究センター 秋山徹・ 切替照雄・ 河内正治
（研究概要）
研究概要）
新型インフルエンザ感染を、季節性インフルエンザ感染から区別するための検査は、保健所などへの
検体輸送と、専門の検査者による高度な技術および機器を必要としているため、検体採取から結果を得
るまでに約半日を要するとされている。そこで本研究では、免疫学的手法を利用して、半年以内に、病院
検査室レベルで診断可能なELlSA法による新型インフルエンザ感染の検査法を開発し、さらに、より簡便
でベッドサイドで実施可能なイムノクロマト法による検査法の開発を年度内に完了する。
（研究成果）
研究成果）
これまでインフルエンザウイルスの核蛋白質は、A, BおよびC型の特異的抗体による識別に基づく季節
性インフルエンザのイムノクロマト法による迅速診断法として臨床現場で使用されていた。本研究では、核
蛋白質の抗体による識別が、A型ウイルス内の亜型識別にも使用可能であるという予備試験の結果を元
に、新型インフルエンザを季節性インフルエンザから識別可能な抗体を成功裏に作製できた。共同研究
契約を結んでいた診断薬メーカーと共同して得られた抗体を使用して、迅速診断キット(RDK)の試作品化
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し、新型インフルエンザおよび季節性インフルエンザの培養ウイルス株を用いて、試作品の特異性・感度
評価を実施した（図12、表5）。
表5 培養ウイルス
培養ウイルス株
での特異性試験
ウイルス株での特異性試験
キット試作品は新型インフルエンザの
みと反応し、季節性のAおよびB型イ
ンフルエンザとは全く反応しなかっ
た。
図12 新型インフルエンザ
新型インフルエンザ特異的迅速診断
インフルエンザ特異的迅速診断キット
特異的迅速診断キット試作品
キット試作品
また得られた抗体の核蛋白質認識エピトープ
を解析し、本抗体の認識エピトープが新型イン
フルエンザの中で高度に保存されており、ウイ
ルス変異に対して頑強と考えられることが明ら
かとなった（表6）。この結果を元に同抗体を利
用した新型インフルエンザと季節性インフルエ
ンザの識別法を特許出願した。またこれらの開
発によって得られた知見を論文発表した。得ら
れた迅速診断キット試作品の体外診断薬とし
ての承認を受けるために、国立国際医療セン
ターを含む東京、千葉、および宮崎の3か所8施設において、平成21年12月から前向きの臨床評価試験
を実施した。
表6 AH1N1pdm反応性抗体
AH1N1pdm反応性抗体の
認識エピトープの
反応性抗体の認識エピトープ
エピトープの
2007～
2007～2009年分離
2009年分離ヒト
年分離ヒト感染
ヒト感染インフルエンザ
感染インフルエンザでの
インフルエンザでの分布状況
での分布状況
標準法としてリアルタイムRT-PCRによる新
型インフルエンザ検出法を利用し、新開発
迅速診断キットの特異性・感度を評価した。
図13には患者集団の特徴をまとめた。

インフルエンザ様症状の38℃以上の発熱者を登録
基準とした。リアルタイムRT-PCR法との比較では、
新開発の新型インフルエンザ迅速診断キットは、感
度73%、特異性97.9%、PCR法との一致度も非常に高
かった（表7）。これらの結果を元に共同研究を実施
している体外診断薬メーカーより医薬品医療機器総
合機構に平成22年3月に体外診断薬承認申請が行
われた。
図13 患者集団の
患者集団の特徴
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表 7 RTRT-PCR を標準法とした
標準法とした場
とした場合の RDK（
RDK（AH1ｐｄｍ
AH1ｐｄｍ）
ｐｄｍ）の有効性
（考察・
考察・結論）
結論）
本研究では、遺伝情報などの精査を元
に、短期間で臨床現場で使用可能な新
型インフルエンザの迅速診断法を開発で
きた。また多施設前向き臨床試験の結果、
本キットは従来の季節性インフルエンザ
用迅速診断キットと同等またはそれ以上
の感度で AH1pdm を確定診断できること
が明らかとなった。新型インフルエンザは
基礎疾患を持つ患者・妊婦・小児などで重症化リスクが高い。また新型インフルエンザは季節性インフル
エンザとは抗インフルエンザ薬感受性が異なっている。本キットの使用により、これまでは臨床現場で実
施することが困難だった、これらのハイリスク集団への迅速で、的確な介入が可能となると考えられる。
(c)インフルエンザ
(c)インフルエンザ A/H1N1swl ウイルスの
ウイルスの経時的
経時的ゲノム解析
ゲノム解析
１）パンデミックインフルエンザ 2009 の分子進化学的解析：
分子進化学的解析：5 月～9 月に日本国内で
国内で採取された
採取されたウイルス
されたウイルス
の時間・
時間・空間的な
間的な拡散の
拡散の様相
国立感染症研究所感染症情報センター 椎野禎一朗
（背景）
背景）
パンデミックインフルエンザ A(H1N1)pdm は、2009 年 3 月にメキシコおよび北米で発生した。我が国に
おいては、5 月中旬に大阪府と兵庫県で最初のアウトブレイクが生じた後、6 月初旬までで 47 都道府県の
うち 16 に広がった。
（方法）
方法）
我々は、日本で 5 月～9 月に採取された 74 のウイルス分離株の全ゲノムの塩基配列を決定し、８つの
セ グ メ ン ト の 連 結 配 列 を作 成 し た 。 さ ら に 公 共 デ ー タ ベ ー ス か ら 全 ゲ ノ ム が わ か っ て い る 同 時 の
A(H1N1)pdm 163 配列および日本由来とされている 1 配列を抽出し、これら 238 配列をアライメントした。
これを、距離行列法、ベイジアン MCMC 法の２つの異なる分子進化学的解析法を用いて解析し、この時
期の我が国および世界中の A(H1N1)pdm ウイルスの進化的関係を推定した。
（結果）
結果）
２つの解析法のいずれにおいても、世界中のウイルスは数個の例外を除き４つのクラスター（cluster1, 2,
1.2, 1.3）に分類された。cluster 1 は cluster 2 よりも早くから発生していたが、cluster 2 のほうがより世界中
に分布を広げていた。cluster 1 は、メキシコから北米で初期に発生したウイルス集団と思われる。また、
cluster 2 は 4 月初旬に cluster 1 から分かれたウイルスで、ニューヨークでのアウトブレイクと関連している。
残りの２つのクラスターは、cluster 1, 2 の各セグメントの reassortant であることがわかった（データを示して
いない）。我が国で流行したウイルスは、少なくとも約 28 の異なる起源をもっているように見えた。このうち
12 ケースは、複数の国内分離株が一つの単系統（micro-clade: MC）にまとまっており、二次感染の様相
が観察できた(図 14)。これらの micro-clade の多くは、cluster 2 に由来するが、大阪・神戸アウトブレイクの
原因とされるもの (MC1) は cluster 1.2 (reassortant)であった。この大阪・神戸の micro-clade とともに初
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期の学校由来のアウトブレイクである福岡に関連する micro-clade (MC10) に属するウイルスは、共に 6
月以降の国内検体からは検出されなかった。12 個の micro-clade すべてについて、その共通祖先ウイル
スが何時生まれたか（tMRCA）を進化学的手法で推測した。大阪・神戸関連の micro-clade は 4 月の下旬
に生じたと推測できた。8 月の沖縄アウトブレイクの一角をなす micro-clade (MC12)は、7 月下旬に生じた
と推測できた。残りの 10 個の micro-clade が 5 月下旬から 6 月上旬に生じており、これらのいくつかは夏
季にわたって国内の様々な場所（沖縄アウトブレイクを含む）に感染を広げていることがわかった。
（考察）
考察）
我々の結果は、多くのウイルスがパンデミックインフルエンザに対する予防対策の網をかいくぐって 5 月
下旬には外国から我が国に輸入されていたことを示唆している。初期の学校を主体とした感染（大阪・神
戸および福岡）由来のウイルスが夏季に見出されないことは、これらの集団感染では封じ込めにほぼ成功
したことを示している。一方、５月下旬以降にはこれらとは別に１０例以上の異なる起源をもつウイルスが
我が国に侵入してきており、これらが夏季の流行を形成したことがわかる。6 月初旬の段階で、我が国は
すでにパンデミックステージに入っていたと思われる。
（結論；
結論；パンデミックインフルエンザ 2009 の我が国における動
における動向について）：
について）：


A(H1N1)pdm の国内感染ウイルスは、解析した範囲で 12 の単系統群と 16 のどのグループにも属さ
ないウイルスから成っていた（多くの少しずつ塩基配列の異なる H1N1pdm ウイルス株が日本に侵入
した）



神戸・大阪アウトブレイクの祖先ウイルスの推定生成時期は、4 月下旬であった（おそらく検疫を強化
する以前にこのアウトブレイクを起こしたウイルス株は日本に侵入していた）



初期の学校中心の集団感染例（神戸・大阪、福岡）由来のウイルスは、６月以降の患者からは採取さ
れなかった（ウイルスが侵入した初期に学校閉鎖をした場合にそのウイルス株は駆逐された）



12 の単系統群のうち 10 個は 5 月下旬～6 月上旬に祖先ウイルスを持ち、この近辺で国内に輸入さ
れたことが推測された〔患者の発生が拡大する以前にウイルスは日本に侵入していた〕



夏季の流行期に採取されたウイルスの多くは、上記の 10 個の単系統群に由来していた（夏以降の
患者の拡大に関与したウイルス株は５～６月という初期の時期に既に侵入していた）
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日本国内の感染クラスター（micro-clade）の感染拡大の様相
May 1
Sapporo
Iwate
Akita
Fukushima
Niigata
Utsunomiya
Tochigi
Saitama
Narita
Chiba
Yokohama
Kanagawa
Shizuoka
Nagano
Aichi
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Gifu
Shiga
Wakayama
Osaka
Sakai
Amagasaki 1
4.22
Kobe
Hyogo
Himeji
Tokushima
Hiroshima
Yamaguchi
Fukuoka
Kagoshima
Okinawa
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9
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6
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図 14 系統樹解析
統樹解析から
解析から推測
から推測された
推測された日
された日本国内の
国内の感染拡大
感染拡大の
拡大の模式図
模式図
垂直方法に採取地点の相対位置を、水平方向にウイルスが存在した日時を示した。採取地点は上が
北東で下が南西である。75 個の分離株を、それぞれ小シンポルでプロットした。12 個の micro-clade の
推定共通祖先を、大シンボルでプロットした。シンボルの形は、各々の属するクラスターを意味している。
円形は cluster 1、ひし形は cluster 2、六峰星は cluster 1.2、五峰星は cluster 1.3 を示す。大シンボル
の下に書かれた数字は、tMRCA の日付である。大シンボルの中に書かれた数字は micro-clade の番号
である。同じ micro-clade に属する分離株と祖先ウイルスは、色分けされた曲線で結んだ。Micro-clade
が見つからなかった分離株については、灰色で示してある。＊印は Narita/1 株、**印は、我々以外の
研究グループが配列決定した日本由来分離株の A/Japan/PR1070 である。
２）新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm ゲノムの
ゲノムの進化的解析
国立感染症研究所病原体ゲノム解析研究センター

佐藤裕徳、横山勝、本村和嗣、神田忠仁

同上インフルエンザウイルス研究センター

小渕正次、氏家誠、小田切孝人、田代眞人

（研究概要）
研究概要）
公開されている病原体ゲノム情報と当所で得た情報を用いて、2009 年 4 月〜2010 年 1 月の間に流行
した新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm 準種の多様性と分子進化を解析した。1 月の時点までに、
ヒトで流行が拡大する過程で定着したアミノ酸変異が複数検出された。一方、ウイルスのエンベロープ蛋
白質は、比較的均一なまま推移し、抗原性が大きく変化すると予測される株、あるいは遺伝子再集合が
生じた株は検出されていない。
（研究目的）
研究目的）
新型インフルエンザウイルス A/H1N1pdm のゲノムと構造の情報を蓄積し、自然界で起こる変異の実態
と分子進化を把握し、サーベイランスと感染予防治療法開発の科学的基盤を強化し、新たな変異株の出
現に対応する。
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（研究材料
研究材料）
材料）
2009 年 9 月〜2010 年 1 月に主に国内で分離された A/H1N1pdm（n=92）、A 香港型（n=45）、A ソ連型
（n=5）, B 型（n=13）ウイルスの HA と NA 遺伝子の全長配列を取得した。A/H1N1pdm の一部については、
ゲノム全長の配列を取得した（n=34）。公共データベースの情報と合わせて 2009 年 4 月〜2010 年 1 月の
間の A/H1N1pdm の配列を解析に用いた（HA: n=1724, NA: n=1449）。
（研究方法）
研究方法）
病原体ゲノム解析研究センター村山庁舎に整備した解析サーバーとソフトウェアを用いて、
A/H1N1pdm 準種の相互の遺伝距離、遺伝子再集合の有無、エンベロープタンパク質の可変部位、ヒト
で流行が拡大する過程で定着したアミノ酸変異、並びに変異の立体配置に関する情報を収集した。
（研究結果）
究結果）
HA、
HA、NA 遺伝子の
遺伝子の多様性
多様性の情報：
情報： A/H1N1pdm 準種の HA と NA の遺伝的多様性は低いレベルで漸増
したが、12 月の時点でも高い均一性を保っていた。（HA の遺伝距離:4 月=1.7x10-3±3x10-4→12 月
=4.9x10-3±7x10-4、NA の遺伝距離: 4 月=0.9x10-3±2x10-4→12 月=3.4x10-3±7x10-4）。A/H1N1 がブタ
からヒトに伝搬した際にボトルネック効果が働き、ごく少数の近縁ウイルスが選択され、世界的流行の主因
となったと考えられる。また、配列情報の多くは分離ウイルス由来であることから、培養細胞や鶏卵で増殖
するための機能的制約が働き、本来の遺伝的多様性が低下した可能性がある。
遺伝子再
遺伝子再集合の情報：
情報：ゲノム全長の配列を取得したサンプルについて、各遺伝子を連結した後、ゲノム
組換え点の探索ツール RDP を用いて、遺伝的系統のモザイク現象を探索した。今のところ A/H1N1pdm
以外のウイルスとの遺伝子再集合を示唆するデータは得られていない。
HA、
HA、NA 蛋白質
蛋白質の可変部位の
可変部位の情報：
情報：情報エントロピーの解析により、A/H1N1pdm ウイルスの HA、NA 遺
伝子、およびタンパク質の可変部位と保存部位を特定した。可変部位は、主にタンパク質表面に分布し
ていた。
適応変異の
応変異の情報：
情報： 情報エントロピー解析のデータを基に、流行の間にヒトで定着した HA および NA のア
ミノ酸置換を特定した（HA の S203T♯、NA の V106I, N248D, H275Y）。H275Y はタミフル耐性変異として
知られ、劣勢集団の変異として定着した。薬剤治療が定着の原因と推察される。残りの 3 種は優勢集団と
して定着した。これらの置換は、いずれも HA と NA の結合ポケットの周辺に位置していた。HA、NA のオリ
ゴマー形成、あるいは宿主因子との相互作用に変化をもたらす可能性がある。これらの置換により、変異
箇所周辺の生化学的性質が、ヒト型 A/H1N1 の性質と同じものに変化していた。ブタ由来の HA と NA を
もつ A/H1N1pdm ウイルスがヒトで流行する過程で獲得した適応変異と推察される。
♯

シグナル配列 17aa を加えてカウントすると S220T

(2)医療機関
(2)医療機関における
医療機関における早期診断法
における早期診断法の
早期診断法の活用方策等の
活用方策等の検討
国立国際医療センター工藤宏一郎 泉 信有
（研究概要）
研究概要）
理化学研究所横浜研究所オミックス基盤研究領域グループと、同グループが開発した SmartAmpⓇ法
について共同臨床研究を実施した。臨床の場でも簡便に施行でき、所要時間は 40 分と短いうえ、検体の
ゲノムシークエンス解析を標準とした場合の SmartAmpⓇ法の検査成績は、感度 84.4％、特異度 90.0％と
有用であった。
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（研究成果）
研究成果）
国立国際医療センターにおいては、病院敷地入口でスクリーニング・シート(図 15)を用いたトリアージを
実施し、外来受診患者の中からインフルエンザ様症状を呈しているものを早期に発見し、専用外来ブー
スに誘導したうえで診断手技を実施した。
新規診断法としては、理化学研究所横浜研究所オミックス基盤研究領域グループ（横浜理研）が開発
した SmartAmpⓇ法について検討した。同診断法は臨床の場でも簡便に施行でき、所要時間は 40 分と短
く、実用性が高い検査法であった。また新規診断法に加えて、既に臨床応用されている市販診断キット
（免疫クロマトグラフィー法：富士レビオ株式会社 エプスラインⓇ）による判定も実施し、両者の比較を行っ
た。さらに検体の一部を横浜理研に搬送し、ゲノム・シークエンス解析を実施。同法による A/H1pdm ウイ
ルス遺伝子検出の結果を標準とすることで、市販診断キット、SmartAmpⓇ法の診断精度を検証した。
2009 年 8 月から 2010 年 1 月 17 日までの間に当センターを受診したインフルエンザ様症状患者は 3,440
名で、内 1220 名が市販診断キットでインフルエンザ A 型陽性であり、新型インフルエンザ（A/H1pdm 感
染症）と診断された。このうち本研究への参加は 52 件であったが、この 52 名のうちゲノム・シークエンス解
析での陽性者は 32 名であった。インフルエンザの検査陽性率は、検査を実施する時期・場所（地域）に

図 15：臨床診断用スクリーニングシート
インフルエンザ様症状（同時に、①発熱と②上気道症状の両者を呈しているもの）のうち、
疫学情報として感染の危険性が高い世代は専用外来へ誘導される。低い世代でも曝露歴
があるものは、やはり専用外来へ誘導される。
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大きく影響を受けることを認識しておく必要はあるが、スクリーニング・シート（図 15）を用いつつ臨床診断
を実施した場合、その感度は 61.5%に達しており臨床診断そのものも重要であることが裏付けられた。
同様にゲノム・シークエンス解析の結果を用いて市販診断キットによる診断精度を検討（図 16 上）すると、
感度 65.6％（21/32）、特異度 100.0％（20/20）であった。一方、SmartAmpⓇ法の診断精度（図 16 下）は感
度 84.4％（27/32）、特異度 90.0％（18/20）に達し、その操作簡便性も合わせて臨床現場での有用性が
際立った。さらに両者（エプスラインⓇ、SmartAmpⓇ）を併用した場合の検討では、感度 90.6％、特異度
90.0％と驚異的な診断精度を示した。さらにウイルス性肺炎合併重症例でありながら、市販診断キット（免
疫クロマトグラフィー法）では診断し得なかった症例で、SmartAmpⓇ法の検査結果が確定診断に繋がった
症例も経験され、測定感度の高い同診断法の臨床現場での有用性が明確に示された。
本年秋以降に再び A/H1pdm が流行する場合、臨床診断用スクリーニングシート（図 15）を参考に臨床
診断を進めていき、SmartAmpⓇ法（あるいは市販診断キットとの併用）で診断を実施すれば、高い精度で
隔離、あるいは治療を進めることが可能となる。

図 16：各診断法の診断精度の検討
ゲノムシークエンス解析によるウイルス遺伝子検出の結果を標準とした、市販診断キット
（上、エプスラインⓇ）、新規診断法（下、SmartAmpⓇ）の診断精度の検証

(3)臨床現場
(3)臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1swl の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究
(a)迅速診断
(a)迅速診断キット
開発、評価
迅速診断キットの
キットの開発、
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(独)理化学研究所 林崎良英
（目的）
目的）
本課題の開始時において、新型インフルエンザ 2009 pandemic A/H1N1 が、国内においても急速な広
がりをみせており、特に妊婦、小児および糖尿病や喘息等の基礎疾患がある患者においては、早期の診
断が緊急に求められた。既存の簡易診断キットでは、A 型ウイルスか B 型ウイルスかを判定することは出
来るが、新型であるか、季節性であるかを判定することは出来ない。そのため、医療現場で迅速に診断す
ることができず、新型ウイルスが国内に拡大したときに、医療現場で混乱をきたすことが懸念された。新型
インフルエンザと季節性インフルエンザを迅速に検出できる方法を開発し、臨床での診断に適用できるキ
ットを作製することを目的とした。
（調査研究の
調査研究の概要）（
概要）（図
）（図 17）
17）
(1)

キットの作製：理化学研究所が開発した SmartAmp 法を用いて、東京大学医科学研究所から分
与された検体（大阪府立公衆衛生研究所で採取された検体）で評価し、新型インフルエンザウ
イルスを迅速に検出できるキットを作製した。

(2)

有効性の検証：大阪府立公衆衛生研究所、東京大学医科学研究所、神奈川県衛生研究所、
横浜市衛生研究所等の協力を得て、新型インフルエンザウイルス陽性と判断された検体および
単離培養ウイルス株を用いて交叉反応性を試験し、迅速検出キットの感度・特異性などの有効
性を検証した。

(3)

臨床研究の実施（計画時より追加）：倫理委員会で承認を得て理研と共同研究契約を締結した
７箇所の病院において、開発した迅速検出キットを試験し、臨床現場でその性能を検証した。

図 17 調査研究の
調査研究の全体像
振興調整費

SmartAmp法
の評価

Swab検体

大阪府立公衛研

東大・医科学研究所

神奈川県
衛生研究所

国立感染症研究所
国立国際医療センター
Swab検体

DNAFORM

委託

理研 ＯＳＣ

キット製造

Swab検体

開発研究

Swab検体

培養単離検体

兵庫県
神戸市
横浜市衛生研究所

共同研究契約

臨床研究（
臨床研究（千葉・
千葉・東京）
東京）

臨床研究（
臨床研究（大阪）
大阪）
国立病院機構大阪医療センター
東大阪市立総合病院
市立豊中病院
大阪市立総合医療センター
豊能広域こども急病センター

１２診療所
千葉県立東金病院
いすみ医療
いすみ医療センター
医療センター
国立国際委医療センター
国立国際委医療センター
研究計画書作成・ＩＲＢの承認
インフォームドコンセント（説明書・同意書）
連結可能匿名化・発熱患者の診断
Swab検体採取・免疫クロマト迅速検査

SmartAmp法
法による検出
による検出
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研究計画書作成・ＩＲＢの承認
インフォームドコンセント（説明書・同意書）
連結可能匿名化・発熱患者の診断
Swab検体採取・免疫クロマト迅速検査

従来法

DNAポリメラーゼ
DNAポリメラーゼ

逆転写酵素

RNA 精製

RNA

cDNA

DNA 増幅

SmartAmp
逆転写反応
DNA 増幅

RNA 精製
精製の
精製の必要なし
必要なし

DNA増幅
増幅 = シグナル

60℃、30～40分

サンプル採取
採取
サンプル
鼻腔スワブ検体の採取。

ウィルス外被
外被を
ウィルス
外被を溶かす
採取した検体を試薬
に混合する

前処理
スピンカラムにのせて
卓上遠心機で遠心

SmartAmp試薬
SmartAmp試薬に
試薬に加える
・逆転写酵素でcDNAを生成
・ウィルスに特異的な遺伝子
配列のみを増幅

（研究成果，
研究成果，結論）
結論）
新型インフルエンザウイルス(2009 pandemic A/H1N1)を簡便で迅速かつ正確に検出する方法を開発
し、早期診断・早期治療開始が可能な体制整備を行うことが必要である。我々は SmartAmp 法を応用し、
新型インフルエンザウイルスを迅速に検出する方法を開発した。
本臨床研究を始めるにあたって、新型インフルエンザのゲノム RNA の変異情報を蓄積し、HA 分節に
おいて変異頻度が低い領域と特異的に作用する SmartAmp プライマーをデザインした。そして、単離培養
した新型インフルエンザウイルス株に対して、HA 分節を検出するプライマーを用いた SmartAmp 法は、検
出感度において免疫クロマトよりも有意に高い感度を持つことが明らかになった。
新型インフルエンザウイルスの HA 分節を検出するプライマーは、季節性 A/H1N1、季節性 A/H3N2、
B 型 のほか合計 66 種類の呼吸器感染性ウイルスと細菌には交差せず、2009 pandemic influenza
A/H1N1 に対して極めて特異性が高いことが明らかになった。一方、鼻腔ぬぐい液検体中には反応を阻
害する物質が混在しているが、簡単な前処理を使うことによりウイルス RNA を SmartAmp 法で迅速かつ効
率的に検出できるようになった。
７か所の医療機関で臨床研究を実施し、臨床現場での有用性（感度、簡便性、迅速性）を検証した。免
疫クロマト法で「陰性」と判定されて、SmartAmp 法で新型インフルエンザ「陽性」と判定された症例につい
て、患者の症状（体温）と臨床データ（発熱からの時間）を連結させて検討をおこなった。その結果、発熱
から来院までの時間は症例にごとに異なるが、早い場合、発熱から数時間で新型 A インフルエンザウイル
スを SmartAmp 法で検出できることが明らかになった。
以上の事から、SmartAmp 法は、免疫クロマト法と比較して新型インフルエンザウイルスを感度良く検出
できると結論づけられた。さらに、その開発した方法に関して臨床現場での実用化を目指した。高価なリ
アルタイム PCR 装置を使わなくても、条件を最適化することによって SmartAmp 法による新型インフルエン
ザウイルスの検出を目視で行うことの足掛かりを得た（図 18）。今後の課題は、大規模の総合病院だけて
なく地方の診療所でも SmartAmp 法による新型インフルエンザのタミフル耐性ウイルスを検出できるように、
薬事法等に則った臨床応用体制を整備していくことである。
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図 18 SmartAmp 法による結果
による結果の
結果の判定
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(ｂ)新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルスの
インフルエンザウイルスの解析
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国立大学法人東京大学 河岡義裕 堀本泰介 坂井（田川）優子 五藤秀男 下島昌幸
a. 臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1sw1 (H1N1 pdm)の
pdm)の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究
(3) 臨床現場での
臨床現場でのインフルエンザ
でのインフルエンザ A/H1N1sw1 の診断等の
診断等の体制の
体制の構築に
構築に関する緊急研究
する緊急研究
(a)新型
(a)新型インフルエンザウイルス
新型インフルエンザウイルスの
インフルエンザウイルスの解析
１）要旨
大阪府立公衆衛生研究所から分与された検体を用いて、Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスを分離する
と共に、臨床検体中のウイルス量を測定し、理研で開発した迅速診断キットの感度評価の準備を整えた。
また、既存の迅速診断キットの感度を比較解析した結果、Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスに対する感度
は、キットによって 100 倍の差があることを明らかにした。さらに、大阪府立公衆衛生研究所由来の検体に
は、オセルタミビル耐性ウイルスが見つからなかったので、独自に新型ウイルスの検体収集を行い、29 人
のオセルタミビル治療患者から、4 つの耐性ウイルスを含む検体を検出した。これにより、本剤耐性
Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスを検出するキットの開発準備が整った。
2）目的
平成２１年３月にメキシコで発生した豚由来の新型インフルエンザウイルス Pandemic （H1N1) 2009 は、
瞬く間に世界中に伝播し、２１世紀初のパンデミックを引き起こした。我が国でも、急速な広がりをみせ、多
くの感染者を出している。しかし、現在の迅速診断キットでは、A 型ウイルスか B 型ウイルスかを判定するこ
とは出来るが、新型であるか、これまでの季節性であるかを判定することは出来ない。そのため、医療現
場で迅速に診断することができず、今後、新型ウイルスが国内に拡大したときに、医療現場で混乱をきた
すことは明白である。この問題を解決するため、新型インフルエンザと季節性インフルエンザを迅速に診
断できる方法を開発する。具体的には、理化学研究所が開発した「SMAP(SmartAmp)法」を用いて、東京
大学医科学研究所が保有する新型ウイルスと季節性インフルエンザウイルスを迅速に鑑別診断できるキ
ットを作製する。さらに、新型ウイルスがタミフル耐性になった際に迅速に診断できるキットも開発し、臨床
現場での有効性を検証する。
3）研究方法
① 大阪府立公衆衛生研究所より分与された Pandemic (H1N1) 2009 ウイルス罹患者の鼻腔あるいは
咽頭拭い液から、Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) 細胞を用いて、ウイルス分離を行った。ま
た、検体中のウイルス量も解析した。
② 日本で市販されている既存の迅速診断キットを用いて、Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスと季節性
H1N1

ウ イ ル ス （ A/Yokohama/58/06,

A/Kawasaki/K23/08,

A/Kawasaki/K25/08,

A/Kawasaki/UTK-4/09）との検出感度を比較検討した。
③ Pandemic (H1N1) 2009 に罹患しオセルタミビルによる治療を行っている患者から、治療前、治療後
の検体を採取し、耐性変異の有無を確認した。
4）研究成果
① 大阪府立公衆衛生研究所より、RT-PCR 法陽性 Pandemic (H1N1) 2009 検体（91 検体）の分与を
受けた。91 検体の詳細は、表 8 にまとめた。この 91 検体から、MDCK 細胞を用いてウイルス分離
を行ったところ、70 検体からウイルスを分離することが出来た。ウイルスの分離できた 70 検体につ
いて、検体中に含まれるウイルス量を解析した（表 9）。これにより、新たに開発した迅速診断キット
の検出感度を解析する準備が整った。
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表 8 大阪府立
大阪府立公衆衛生研究所
公衆衛生研究所よ
された患者検体
研究所より分与された患者検体

表 9 ウイルスが
ウイルスが分離で
分離できた臨床検体中
臨床検体中のウイルス量
ウイルス量とそれぞ
とそれぞれの検体
れの検体数
検体数
検体中のウイルス量
（1ml 中に含まれるウイルス

１０１．

１０２．

１０３．

１０４．

１０５．

５

５

５

５

５

５

１２

２０

１６

１７

数）
検体数
計

70

② 次に、市販の迅速診断キットを用いて、Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスと季節性 H1N1 ウイルスの
検出感度の比較を行った（表 10）。その結果、キットによって検出感度の差が 100 倍あることが分か
った。
表 10 簡易迅速診断キット
迅速診断キット間
検出感度の比較
キット間の検出感度の
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（表中の数字は、陽性を示すのに要した最低ウイルス量（Log10 TCID５０/ml）。たとえば、表中の３は、
103 個のウイルス、つまり 1000 個のウイルスが存在すると検出可能、６は 106 個のウイルス、つまり 1，000，
000 個のウイルスが存在すると検出可能、という結果を示す。）
③ 大阪府立公衆衛生研究所からの検体にはオセルタミビル耐性ウイルスを含む検体がなかった。そ
こで、オセルタミビルウイルスを含む検体を見つけるため、2009 年 7 月から 12 月にかけて、独自に、
オセルタミビルによる治療を受けている Pandemic (H1N1) 2009 罹患者（1 歳～15 歳）の治療前、治
療後の検体を収集し、解析を行った。その結果、29 人のオセルタミビル治療患者から、4 つのオセ
ルタミビル耐性 Pandemic (H1N1) 2009 ウイルスを検出した。これにより、オセルタミビル耐性ウイル
スを検出するキットを開発する準備が整った。
調査研究成果の
調査研究成果の発表状況（
発表状況（全体）
全体）
（成果発表の概要）（調整費充当領域分）
1. 原著論文（査読付き）

3 報 （筆頭著者： 3 報、共著者：０ 報）

2. 上記論文以外による発表

国内誌： 1 報、国外誌： 報、書籍出版： 冊

3. 口頭発表

招待講演：6 回、主催講演：0 回、応募講演：3 回

4. 特許出願

出願済み特許： 1 件 （国内：1 件、国外：0 件）

5. 受賞件数

０件

1. 原著論文（
論文（査読付き
読付き）
1) Fujimoto T, Konagaya M, Enomot M, Tsuboi K, Hashimoto K, Taniguchi K, Kodama T, Okabe N.:
Novel high-speed real-time PCR method (Hyper-PCR): results from its application to adenovirus
diagnosis, Japanese journal of infectious diseases, 63, 31-35, (2010).
2)Miyoshi-Akiyama T, Narahara K, Mori S, Kitajima H, Kase T, Morikawa S, Kirikae T.
Development of an immunochromatographic assay specifically detecting pandemic H1N1 (2009) influenza
virus., J Clin Microbiol. 48(3):703-8, (2010).
3) Teiichiro Shiino, Nobuhiko Okabe, Yoshinori Yasui, Tomimasa Sunagawa, Makoto Ujike, Masatsugu
Obuchi, Noriko Kishida, Hong Xu, Emi Takashita, Akane Anraku, Reiko Ito, Teruko Doi, Miho Ejima,
Hiromi Sugawara, Hiroshi Horikawa, Shuji Yamazaki, Yumiko Kato, Akio Oguchi, Nobuyuki Fujita, Takato
Odagiri, Masato Tashiro, and Haruo Watanabe. Molecular Evolutionary Analysis of the Influenza
A(H1N1)pdm, May – September, 2009: Temporal and Spatial Spreading Profile of the Viruses in Japan.
PLoSOne. In press (2010)
2. 上記論文以外
論文以外による
以外による発表
による発表
1)石川智久, 川井雄輝, 林崎良英：「新型インフルエンザの早期検出に向けた技術開発」, 日本医事新
報 No.4485 〔４月１０日号〕, pp. 39-41, 2010.
3.口頭
3.口頭発表
口頭発表
招待講演
１）林崎良英：「テーラーメイド医療遺伝子のポイントオブケア技術の開発」, 東京都, 第 1 回次世代バイ
オナノ研究会, 2009.8.11
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2) 林崎良英：「SmartAmp 法」, 東京, 平成 21 年度全国社会保険病院臨床検査技師会微生物検査研修
会, 2009.12.5
3） 林崎良英：「SmartAmp 法」, 東京都, 新機能素子研究開発協会, 2010.2.1
4) 林崎良英：「SmartAmp 法」, 川崎市, 第 12 回かわさき科学技術サロン, 2010.2.16
5) 林崎良英：「SmartAmp 法による新型インフルエンザの検出」, 千葉県, 第 12 回東金研究発表会,
2010.3.6
6) 林崎良英：「SmartAmp 法」, 東京都, 第 194 回日本獣医学会, 2010.3.27
応募講演
1) 藤本嗣人，小長谷昌未，谷口清州，榎本美貴，岡部信彦: 「改良した高速 PCR システム(HyperPCR)
とそのアデノウイルス診断への適用」，東京都，第 58 回日本感染症学会東日本地方会学術集会，2009．
10.31.
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称 PCR-核酸クロマト法による新型インフルエンザ (H1N1)pdm 簡便診断法の開発」、第５７回日本ウイル
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出願・公告等の日付
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H21 年 9 月 14 日

新型インフルエンザを

秋山 徹、

桐野高明、
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れを利用した免疫検

北嶋博丈、
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1)概新型インフルエンザを季節性インフルエンザから識別可能な簡易検査を実施可能とする抗体と
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5. 受賞件
受賞件数
該当なし
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その他の主な情報発
情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｗｂ等）
① プレスリリース:「緊急研究開始：新型インフルエンザの簡易検出法の開発に向けて」,
http://www.riken.jp/r-world/info/info/2009/090522/, 2009.5.22.
② 林崎良英（監修）オンサイト DNA 診断：個別化医療を可能にする迅速 SNP 診断技術 SmartAmp 法
MedicalBio７月別冊 2009.
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Ⅰ．調査研究概要
■プログラム名：重要政策課題への機動的対応の推進
■課題名：新型インフルエンザの国内発生状況の早期把握と迅速な国内対応の決定に関する緊急

研究
■中核機関名：国立感染症研究所
■研究代表名（役職）：岡部信彦（国立感染症研究所 感染症情報センター長）
■調査研究実施期間： 平成２１年度
■調査研究総経費（調整費充当分）：総額

７．２百万円 （間接経費込み）

１．調査研究の
調査研究の趣旨
今回のパンデミックの経過中、罹患する年齢層および重症例が若年層に偏っていることや多くの患
者については軽症であったことから、過去のインフルエンザ流行によって獲得された免疫がこの新型ウ
イルスに対して、なんらかの防御効果があるのではないかと考えられた。このため、このインフルエンザ
に対する予防接種の優先順位を考える上でも、今後の流行を考える上でも、国民がこの新型と考えら
れるインフルエンザウイルスに対してどのくらい免疫をもっているかを把握する必要があった。
また、この間、インフルエンザ症状をきたした患者はほとんどがインフルエンザ（H1N1)2009 であった
が、冬季に入って通常の季節性インフルエンザの流行期になった場合には、新しい型と季節性が混在
する可能性があったが、現状のサーベイランスでは必ずしも正確に捉えられないのではないかという危
惧が提出され、また実際に地方衛生研究所で検査できる検体数も限られているので、これらについて
再検討する必要があると考えられた。
また、新型インフルエンザと言う名称が付けられているものの、ほとんどの患者が軽症で、小児を除
いて重症化しているのは一部の一定のリスクのある方が多いことが判明している。これらは文書やイン
ターネット経由で提供されているものの、十分に情報が伝わっていないといった意見もあり、正確な情
報を適切に伝えていかねばならないことが示唆された。
パンデミックは進行中であるため、国立感染症研究所で管理・維持している国内血清銀行保管血清
を利用して、国民の抗体保有状況を調べて予防接種対象者の考え方の資料とする。また、現状の病
原体サーベイランスについて評価を行い、正確な状況を把握するために必要な検体数を算出し、もっ
て今後の病原体サーベイランスのあり方について提言を作成する。情報提供に関してこれまでの文書
やインターネットに掲載する、基本的に読まれることを期待した情報提供に対して、ウェブキャストを作
成し、ビデオとして見られるような形で試行を行った。さらに、メデイアに向けてより正確な情報提供を行
うため、定期的にお互いの情報交換の場を設置した。
２．調査研究の
調査研究の概要
a. 国民の
国民のインフルエンザ（
インフルエンザ（H1N1)2009 に対する血清学的免疫性
する血清学的免疫性の
血清学的免疫性の検証
国立感染症研究所において管理している国内血清銀行で保存されている過去 30 年にわたる全年
齢層の血清を用い、年齢別のインフルエンザ（H1N1）2009 に対する抗体反応を検討する。国内血清
銀行からの血清使用申請を行い、年齢群別にランダムに抽出した年齢群別血清を用いて、現在の
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インフルエンザウイルス（H1N1）2009 を用いて、中和抗体価および赤血球凝集抑制抗体価を測定す
る。
b. インフルエンザ（
インフルエンザ（H1N1）
H1N1）2009 ウイルスサ
ウイルスサーベイランス体制
イランス体制の
体制の構築
これまで年間 5,000～8,000 のウイルスがサーベイランスのために分離され、それらの型と亜型が判
定され、それらの抗原性が解析されて、流行ウイルスの状況が把握されているが、過去のデータを考
えて、新型ウイルスのなかに、どのくらいの頻度で季節性ウイルスが混合流行した際に探知できるか
を検討し、このために必要な検体数を検討する。これを踏まえて、今後の病原体サーベイランスの方
法について提言を作成する。
c. ワクチン接種推奨のあり方を含む、国民への情報発信、リスクコミュニケーション確保の方法
感染症情報センターでは、継続的にメディア、講演、インターネットを通して情報提供が行われて
いるが、これまでの情報提供体制を検討し、現在どのような情報を提供すべきかを設定した後、情報
発信に必要なメディアの検討を行い、実際の情報提供メディアの開発を行う。
３．調査研究の
調査研究の全体像
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４．調査研究の体制
実施体制一覧
調査研究項目

担当機関

(1)国民
(1)国民の
国民のインフルエンザ（
インフルエンザ（H1N1)2009 に対する血清
する血清 厚生労働省国立感染症研究
学的免疫性の
学的免疫性の検証

所感染症情報センター

(2)インフルエンザ
(2)インフルエンザ（
インフルエンザ（H1N1）
H1N1）2009 ウイルスサ
ウイルスサーベイラン 厚生労働省国立感染症研究
ス体制の
体制の検討と
検討と構築

所感染症情報センター

(3)感染
(3)感染症情報
感染症情報セ
症情報センターから
ンターからの
からの メディアを
ディアを通じた情報 厚生労働省国立感染症研究
発信

所感染症情報センター

（注：◎は代表者、○はサブテーマ責任者）
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担当者
○ 多屋馨子
◎ 岡部信彦

○ 谷口清州
◎ 岡部信彦

○ 安井良則
◎ 岡部信彦

Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

担当部署等

所要経費

研 究

平成２１年

担当者

度

(１)新型インフルエンザ対策に資
する緊急研究
①インフルエンザ A/H1N1swl の国 国立感染症研究所

岡部 信彦

５．４

内発生状況の早期把握と迅速
な国内対応の決定に関する緊
急研究

間接経費

所要経費

１．８

（合 計）

７．２

２．使用区分
（単位：百万円）
計

国立感染症研究所

設備備品費

０

試作品費

０

消耗品費

２．１

人件費

３．３

その他

０

間接経費

１．８

計

７．２

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した機関名】
該当なし
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Ⅲ．調査研究成果
３． 調査研究成果の
調査研究成果の総括
a) 血清疫学調査：
血清疫学調査：
血清疫学調査の結果から、1917 年以前に生まれた人については、半数～6 割程度、1920 年代に生ま
れた人については 2 割程度の 1:40 以上の抗体保有率であり、1930 年代以降に生まれた人については、
ほとんどの人が 1:40 以上の抗体を保有していなかったことから、抗体保有率が低かった年令層における
対策を考慮する必要性が考えられた。また、かつて人類は、今回「新型」とされたウイルスと少なくとも共通
性を持つウイルスの曝露を受けていたことが考えられた。抗体価 1：40 は、血清を 40 倍に希釈しても、ウイ
ルスを中和できる（中和法）あるいは赤血球の凝集を抑制できる（HI 法）抗体を保有していることを意味し、
インフルエンザでは、通常 1：40 以上の抗体保有率で解析を実施している。
国内流行初期である 2009 年７月以降概ね 9 月までに採血され、2009 年度感染症流行予測調査で各
都道府県衛生研究所において測定された influenza A/H1N1 pdm ウイルス（A/California/07/2009pdm)
に対する年齢別 HI 抗体 1:40 以上の保有率は、国立感染症研究所感染症情報センターの HP（感染症
流

行

予

測

調

査

事

業

の

サ

イ

ト

）

に

公

開

し

て

い

る

（

URL:

http://idsc.nih.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Fig/Fig09_4-3.html）。これについても、85 歳以上群では流
行前に採血され保管されていた国内血清銀行の血清を用いて測定した本研究結果と同様に、それ以下
の年齢群に比して抗体保有率は高く、高齢者の患者が極めて少なかったことから、流行前から保有して
いた抗体と考えられた。一方、国内流行初期の血清について調査した 2009 年度感染症流行予測調査で
は、15-19 歳群（21%），20-24 歳群（14%），30-34 歳群（11%），45-49 歳群（12%）で 10％を越える 1:40 以上
の HI 抗体保有が認められ、その他の年令層でも、流行前に採血された血清での抗体保有率（本研究結
果）に比して高かったこと、この時期はまだ国内でパンデミックインフルエンザ A(H1N1)2009 に対するワク
チンの接種は実施されていなかったことから、パンデミック発生後に A/H1N1 pdm ウイルスに感染した者
が抗体保有率を上昇させたと考えられた。
次に RT-PCR 法で influenza A/H1N1 pdm ウイルスが検出されたパンデミックインフルエンザ
A(H1N1)2009 患者の血清について検討したところ、少数例の検討ではあるものの、発熱初発日を day0 と
すると、5 病日未満では 1:40 以上の抗体保有率は 11．1％であったにも関わらず、5 病日以降では 62．
5％であり、7 病日以降に採血した血清では 4 人中 3 人（75．0％）で 1:40 以上の HI 抗体価を保有してい
たことから、診断のための血清採取の時期を考慮する上で参考となる結果と考えられる。
2010 年 6 月現在、南半球での influenza A/H1N1 pdm ウイルスの流行規模は大きくないことが報告され
ているが、2010/2011 シーズンの国内流行がどのような状況になるのか、まだ誰にも予測がつかない。
2010 年度の感染症流行予測調査は主に 2010 年 7-9 月採血の血清を用いて測定されることが決まって
おり、この結果をできる限り早く集計して、今シーズンの流行予測と、ワクチン接種を推奨する年令層の把
握に繋げたいと考えている。
また、中和法は手技が煩雑で、生きた細胞およびウイルスを扱う必要があることから、どこでも実施可能
な検査方法ではなく、今後普遍的に抗体測定を行っていくためには HI 法による測定が現実的である。今
回の実験の中で中和法と HI 法の結果に大きな差は認められず、今回使用した HI 法はパンデミックインフ
ルエンザ A(H1N1)2009 の検査診断に利用可能な方法と考えた。
ｂ）サーベイランス体制
イランス体制の
検討：
体制の検討：
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現状のサーベイランス体制の評価を行い、今後の病原体サーベイランスの目標を立て、そのための戦
略的方向性を設定した。
現在ウイルスを含む病原体の状況を把握するための病原体サーベイランスについては、感染症法に
も明確に記載されておらず、またその機能を担っている地方衛生研究所の位置づけも不明確である。こ
れら制度上の問題とともに、技術的な問題として、サーベイランスの目的が明確に設定されておらず、担
当者はこの病原体の検査はなんのためにやっているだろうかと疑問をもちながらやっている状況にある。
そこで、今後の病原体サーベイランスの目標として、以下のものをあげた。
① 新型インフルエンザ A/H1N1 pdm を含むインフルエンザの地域における流行を早期に探知し、地
域に対して注意を喚起することにより適切な対応に結びつける。
② インフルエンザの流行における、各型、亜型のウイルスの流行状況を監視し、流行を評価し、又ウ
イルスの性状の変化を追う。
③ それぞれの型、亜型（A/H1N1 pdm を含む）の分離株の抗原性、病原性、薬剤耐性を把握するこ
とによって、柔軟かつ科学的な対応に結びつける。
④ ワクチン製造のための候補株の選定に利用する。
⑤ 全ての確定診断、鑑別診断を行うという役割ではなく、公衆衛生上、感染症対策上、あるいは適
切な治療を行うという観点から、新型インフルエンザであるという診断が必要な症例について、選
択的に病原診断を行う。
⑥ 地方衛生研究所の全般的な機能の破綻を防止し、インフルエンザ以外の感染症の発生、あるい
は新型インフルエンザの急激な病原性の変化に対応できるキャパシティを維持する。
次ぎに、上述の目標を達成するために、以下のような戦略的方向性を設定した。
① 地域での流行ウイルス株とそれらの性状を的確に把握するために、サーベイランスを行うことを優
先することとする。これには、代表性を保ち、かつ限られた資源を有効に活用できるような検体採
取計画をあらかじめ樹立することが必要である。
② 基本的に地域内感染伝播がある状況では、すべてのインフルエンザ様症状、あるいは入院を必
要とする呼吸器症候群は、検査結果を待つまでもなく新型 A/H1N1v による可能性を考慮して経
験的に治療をおこなうべきである(MMWR. Intensive-care patients with severe novel influenza
A(H1N1) virus infection - Michigan, June 2009.）とされており、原則として個々の確定あるいは鑑
別診断のための病原体検索は必要ない。
③ しかしながら、個々の症例により治療方針の決定／評価のため（重症者）、対策方針の決定／評
価のため（施設のアウトブレイク）、その他公衆衛生対策上必要なものについては対応すべきであ
る。ただし、このうち緊急的に検査結果が必要なものは、公衆衛生上の危機事例（重症者の多発、
大規模アウトブレイク）に限られているため、基本的に各地衛研において恒常的に夜を徹して行う
などの必要はなく、計画的に行うこととする。
必要な検体（サンプル）数について、流行状況を代表性をもって把握するためには、ランダム性が必
要である。これがある程度担保されていれば、検体数は 1 地域で、1 週間に 20 検体程度あれば代表性は
確保できる（EpiInfo のサンプルサイズのプログラムにより、Prevalence は 25％とし、背景人口を地域ブロッ
ク単位として計算した場合。より小さな人口サイズにおける代表性を保とうとすればより多くのサンプルが
必要となる）。これを全都道府県に渡って行ったとすれば、20 検体×70 地研×12 週間＝16800 検体とな
る。毎シーズン日本では 8000 株ほど分離されているので、実際にはこの仮定以上の分離が行われている
6

ことになるため、この数字は法外なものとは考えられない。
以上の議論を発展させ、インフルエンザウイルスサーベイランスガイダンスの作成を目標として、研究協
力者や地方衛生研究所の担当者等と議論を行った。実際には、日本は決して大きな国ではないものの、
地域によってかなり状況に差があることから、標準的な枠組みを設定した後は、地方衛生研究所におい
て、戦略的な計画をたてることがもっとも望ましいと考えられた。
ガイダンスについて議論を行ったあと、厚生労働省結核感染症課から冬季の病原体サーベイランスの
通知を出すことになり、今回の結果をふまえて、提言を行った。最終的には、地方衛生研究所において
個別に計画を立てることを骨子とした通知が発出されている。
2009 年の冬季の流行が終わった 2010 年現在、今回のパンデミックの対応についての総括会議が行
われている。ウイルスサーベイランスをどのように行うかということは、これまで長い間議論されてきたことで
もあり、根本的な問題は法律的に位置づけられていないことにある。
今後、病原体サーベイランスについて、明確な目標と戦略を樹立していくことは急務であるが、地方の
行政機関である地方衛生研究所が担っている病原体サーベイランスにおいては、法律的な対応は非常
に重要である。
ｃ）情報発
情報発信について
新型インフルエンザの流行以前から、感染症情報センターではマスコミ関係者に対してメディア意見交
換会を行っている。このメディア意見交換会は、国立感染症研究所が公式発表、公的見解を述べる場で
はなく、マスコミ関係者に感染症に関する理解を深めてもらい、また意見を交換するために実施している
ものである。原則的には月に 1 度であるが、全国的に影響の大きな感染症の流行が発生している場合に
は、月に 2 回以上、場合によっては 1 週間に 3 回開催されることもある。
今回 WHO によってパンデミックフェーズが 3 から 4 に引き上げられたのが 4 月 27 日（日本時間 4 月
28 日）であった。新型インフルエンザに関するメディア意見交換会は 4 月 27 日に初めて開催されており
（当初はブタインフルエンザと呼ばれていた）、4 月中に 2 回、5 月には 10 回、6 月に 4 回と集中的に開催
し、その後は 1 か月に 2 回（8 月と 11 月は 1 回）開催、2010 年 3 月 31 日までに計 33 回開催した。内容
は、それぞれの時期の新型インフルエンザのトピックスが中心であり、初期には新型インフルエンザウイル
スそのものに関する情報提供、世界の流行状況を中心に、日本国内に入ってきてからは患者発生地域
の状況、疫学調査結果、感染対策、抗体保有状況等について、日本国内で本格的な流行が始まってか
らは、国内の発生動向、海外の状況、大きく流行している地域の状況、新型インフルエンザによる合併症
や重症例について、薬局サーベイランス、新型インフルエンザワクチンについて等多岐に渡っている。
新型インフルエンザに関するマスコミからの取材の依頼は非常に多かったが、取材を受けることを感染症
情報センター長から許可されているスタッフは限られており、そのままでは他の業務が全くできない程であ
ったが、このメディア意見交換会は情報の発信を整理し、感染症情報センターのメディア担当者の負担を
軽減する役割も果たしていた。
個別取材に対しては担当者を絞り、安井は主に新型インフルエンザの発生動向に関する取材を、多屋
は主に新型インフルエンザワクチンに関する取材を受け持った。岡部と谷口は新型インフルエンザ全般
に渡る取材を受けた。1 年間の掲載記事が検索可能である YOMIURI ONLINE によると、過去 1 年間に読
売新聞記者の取材を受け、掲載された記事数は岡部 19、安井 13、谷口 2 となっている。
取材メディアは新聞では、読売の他に朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、東京新聞、共同
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通信社、時事通信社、その他の地方紙、スポーツ新聞、業界紙等実に様々な社から繰り返し取材があっ
た。テレビ取材では NHK をはじめ、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京等在京のキー
局である民放を中心に繰り返し取材があった。特に NHK は、感染症情報センターのホームページ上に掲
載されているインフルエンザ流行レベルマップが、毎週金曜日にアップデートされていることを確認した上
で、同レベルマップのコメントの執筆を担当している安井に対して、毎週金曜日の取材を申し込んできた。
このインフルエンザ流行レベルマップに関する取材は 2009 年 8 月から 2010 年の 2 月までの流行期間中、
30 回以上に渡って欠かさず継続された。インターネットを介してニュース等の情報を配信しているキャリア
ブレイン、医学系雑誌である日経メディカル、メディカルトリビューン、様々な一般雑誌、業界雑誌等、非
常に多くのメディアからの取材依頼があり、個別に対応を行った。
メディア意見交換会は、今回の新型インフルエンザが発生するよりもずっと以前の SARS 発生時から
継続されてきた。過去の全国的なノロウイルスの流行、麻疹の流行時にもメディア意見交換会は頻回に開
催され、メディアを介した感染症情報センターの情報発信に多大の貢献をしてきた。2010 年 4 月に厚生
労働省が主催して開催された第 2 回新型インフルエンザ総括会議（広報がテーマ）においても、参考人と
して招致されていた複数のメディア関係者からも今回の新型インフルエンザに関する正確な情報発信に
つ

い

て
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常
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（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100412-13.pdf）
Yahoo のホームページ上で、「感染症情報センター」、「メディア意見交換会」と検索すると、20000 件
以上検索され、メディア意見交換会で提供された情報が様々なメディアで取り上げられ、広く配信されて
いることがわかる。
かつて新型インフルエンザ専門家会議のリスクコミュニケーション部門が行ったアンケート調査によると、
危機的な感染症の事象に関して一般の市民が最も信頼するのは行政機関やメディアではなく、専門機
関や専門家からの情報であるとの結果であった。もちろん、専門機関や専門家といっても、広く国民から
信頼されているものであることが前提であり、その意味では国立感染症研究所に対する国民の期待は大
きいと思われる。危機管理対策として、配信すべき重要な情報を迅速に正確に伝達することは、今後とも
国立感染症研究所に課せられた重要な使命であると考えられる。今回の新型インフルエンザの流行を教
訓とし、その情報発信機能の強化と充実は大きな命題であると思われる。
４． 調査研究成果の
調査研究成果の本文
（１）国民の
国民のインフルエンザ A/H1N1 pdm に対する血清学的免疫性
する血清学的免疫性の
血清学的免疫性の検証
研究分担者：多屋 馨子
研究協力者：佐藤 弘、新井 智、荒木 和子、山本 久美
① 背 景
新型インフルエンザ（以下、パンデミックインフルエンザ A(H1N1)2009）は、2009 年 4 月 17 日に米国
カリフォルニア州で、疫学的リンクのない小児が二人、ブタ由来の A 型インフルエンザウイルスに感染し
発症した事例（Swine influenza A (H1N1) infection in two children--Southern California, March-April
2009.Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2009 Apr
24;58(15):400-2.）を端緒として、その後、メキシコで大規模な集団発生が探知され、世界中の注目とな
った。
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当初は重症者の報告が多く、国内でも 4 月 25 日から検疫体制の強化、国内発生に向けた準備体制
の構築等、国を挙げた対策が実施された。米国、カナダでは、メキシコに続いて、次々と集団発生が探
知されたが、メキシコの事例とは異なり、その症状は季節性インフルエンザと大きな差は認められず、抗
インフルエンザウイルス薬の投与なしで回復している軽症例も多いとの報告が寄せられた。
その後中南米、欧州、アジアへと流行が拡大する中、日本では、5 月 8 日にカナダから米国経由で
帰国した大阪府の高校生 3 名と教師１名から新型インフルエンザウイルス（以下、influenza A/H1N1
pdm ウイルス）が検出され、わが国における初の患者として確定した。その後、国内では 5 月 16 日、神
戸市内で渡航歴のない高校生がパンデミックインフルエンザ A(H1N1)2009 と診断され、その翌日には
大阪府内の高校で、集団発生が探知されるなど、兵庫県、大阪府を中心として、患者数が急増した。
一方、世界では、冬シーズンを迎える南半球での患者数急増に加えて、アジア、アフリカを含めた世
界各国から患者発生が報告されるようになり、WHO はパンデミックフェーズを従来の３から、４，５と上昇
させ、2009 年 6 月 11 日（ジュネーブ時間）フェーズ６を宣言した。
しかし、国内外から報告されたパンデミックインフルエンザ A(H1N1)2009 の発症者は、従来の季節性
インフルエンザとは異なり、患者の多くが高校生を中心とする 10 代、20 代であり、乳幼児、高齢者の報
告は多いとは言えず、入院例については、5～6 歳をピークとして多くが小児例であった。
また、米国では、季節性インフルエンザワクチン接種前後の血清で、influenza A/H1N1 pdm ウイルス
に対する抗体が測定されているが、ワクチン接種前の小児では交差反応抗体は存在しなかったものの、
成人では、18～64 歳で 6～9％、60 歳以上で 33％について交差反応抗体が検出されたとの報告があ
る（MMWR May 22, 2009 / 58(19);521-524）。国内では、国立感染症研究所インフルエンザウイルス
研究センターの小田切ら、および Ito Y et al.( In vitro and in vivo characterization of new swine-origin
H1N1 influenza viruses. Nature. 460(7258): 1021-5, 2009)の報告があるが、高齢者においては今回の
influenza A/H1N1 pdm ウイルスと交差反応する抗体が見つかっている。
国内外で一部の成人に、今回新たに発生したinfluenza A/H1N1 pdmウイルスに対する抗体を保有する
者が認められるという研究結果はあるものの、採血年代を1970年代にまで広げ、しかも1800年代の出生
者にまで拡大した検討はこれまでにない。
また、influenza A/H1N1 pdmウイルスに対するワクチンの国内製造量は、全国民分には到達しないこと
から、国内外から得られた疫学調査ならびに国内の血清疫学調査が国内の新型インフルエンザ対策とし
ても期待された。
そこで、国内血清銀行の血清を用いてinfluenza A/H1N1 pdmウイルスに対する血清疫学調査を実施
することにより、ワクチン接種の主な対象者を絞り混むことに加えて、国内流行開始後に実施される感染
症流行予測調査事業の結果と比較検討することにより、2009年の流行の前後での日本国民の抗体保有
状況が明らかになることが期待された。
② 目 的
海外でも例をみない、国内血清銀行のシステムを用いて、1970年代に採血され保存されていた血清、
および、その後10年毎に採血された血清を用いて、日本に住む人々のinfluenza A/H1N1 pdmウイルスに
対する抗体価を測定し、その後に発生することが予想されるinfluenza A/H1N1 pdm の流行の対策に資
することを目的として本研究を行った。
また、厚生労働省の事業である感染症流行予測調査事業では、従来の季節性インフルエンザに対す
る抗体保有状況調査に加えて、influenza A/H1N1 pdmに対する抗体測定が実施されたが、感染症流行
9

予測調査事業では、2009年7～9月採血の血液を用いた血清疫学調査であるため、国内流行開始初期
の血清となる。その結果と比較検討することにより、既に流行前後での比較検討が可能となり、国内での
流行の検証にも繋げることが可能である。
1800年代から1900年代初めに生まれた者から2000年代に生まれた者まで、幅広い年令層での血清抗
体価を測定することで、1917年に出現したスペイン風邪（A/H1N1）、1957年に出現しその後認められなく
なったアジア風邪（A/H2N2）、1968年に出現し現在も流行を繰り返している香港風邪（A/H3N2）、1977年
に出現し同じく現在も流行を繰り返しているソ連風邪（A/H1N1）の出現前あるいは出現後に生まれ、国内
で流行時期を過ごした世代と過ごしていない世代の抗体価を比較検討することが可能となる。また、2009
年新たに出現したinfluenza A/H1N1 pdmに対する抗体を保有する者が存在するのかどうか、存在する場
合は、いつから存在するかの検討を行うことを目的とする。
更に、国内で初期にパンデミックインフルエンザA(H1N1)2009と診断された患者の血清について、
influenza A/H1N1 pdmウイルスと、A/H1N1亜型のワクチン株として用いられていたA/Brisbane/59/2007
（H1N1）についても同時に抗体価を測定することで、交差反応の有無、発熱からの期間に応じた抗体上
昇の割合についても検討することを目的とした。
③ 対象と方法
1）対象
国内血清銀行保管血清：全国をA.北海道/東北、B. 関東、C. 中部/近畿、D.中国/四国、E.九

(ア)

州の５区分に分類し、概ね均等に、表１の各群について25検体、合計1000検体（国内血清銀行の
申請上限）を対象として国内血清銀行から血清の分与を受けた。90歳以上の血清保管は極めて
少ないことから、（ ）については採血年度を3年迄遡って保管されている最大数とした。
推定生年

2007年時点の年齢 2007年採血

1997年採血

1987年採血

1977年採血

2007～1998年生まれ

0～9歳

25人

-

-

-

1997～1988年生まれ

10～19歳

25人

25人

-

-

1987～1978年生まれ

20～29歳

25人

25人

25人

-

1977～1968年生まれ

30～39歳

25人

25人

25人

25人

1967～1958年生まれ

40～49歳

25人

25人

25人

25人

1957～1948年生まれ

50～59歳

25人

25人

25人

25人

1947～1938年生まれ

60～69歳

25人

25人

25人

25人

1937～1928年生まれ

70～79歳

25人

25人

25人

25人

1927～1918年生まれ

80～89歳

25人

25人

25人

25人

1917～1908年生まれ

90～99歳

（25人）

25人

25人

25人

1907～1898年生まれ

100～109歳

-

（25人）

25人

25人

1897～1888年生まれ

110～119歳

-

-

（25人）

25人

1887～1878年生まれ

120～129歳

計

表１

（25人）
250人

250人

250人

250人

分析対象とした国内血清銀行からの血清の内訳

（イ） 国内流行初期に、influenza A/H1N1 pdmウイルスがRT-PCR法で検出されたパンデミックインフ
ルエンザA(H1N1)2009患者
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2）方法
国 内 血 清 銀 行 保 管 血 清 に つ い て は 、 influenza A/H1N1 pdm ウ イ ル ス （ 具 体 的 に は 、
A/California/7/2009(H1N1) pdmウイルスに対する抗体価を、赤血球凝集抑制法（HI法）および中和
法により測定した。赤血球凝集抑制法（HI法）については、感染症流行予測調査術式に基づいて実
施した。
中和法については、国内流行初期に、検査によりパンデミックインフルエンザA(H1N1)2009と診断
された患者については、26血清検体について、赤血球凝集抑制法（HI法）により、influenza A/H1N1
pdmウイルス（A/California/07/2009pdm) およびA/Brisbane/59/2007（H1N1）（ワクチン株）に対する
血清中の抗体価を測定した。
④ 結 果
国内血清銀行から、1977～2007 年に採血され保管されていた血清を、推定生年毎にそれぞれ、
1878-1887 年（2007 年時点の年齢 120～129 歳）2 人,
1888-1897 年（2007 年時点の年齢 110～119 歳）35 人,
1898-1907 年（2007 年時点の年齢 100～109 歳）52 人,
1908-1917 年（2007 年時点の年齢 90～99 歳）92 人,
1918-1927 年（2007 年時点の年齢 80～89 歳）100 人,
1928-1937 年（2007 年時点の年齢 70～79 歳）100 人,
1938-1947 年（2007 年時点の年齢 60～69 歳）100 人,
1948-1957 年（2007 年時点の年齢 50～59 歳）100 人,
1958-1967 年（2007 年時点の年齢 40～49 歳）100 人,
1968-1977 年（2007 年時点の年齢 30～39 歳）100 人,
1978-1987 年（2007 年時点の年齢 20～29 歳）75 人,
1988-1997 年（2007 年時点の年齢 10～19 歳）50 人,
1998-2007 年（2007 年時点の年齢 0～9 歳）25 人
の血清分与を受けた。
上 記 国 内 血 清 銀 行 保 管 血 清 を 用 い た 、 流 行 前 の 日 本 国 民 の A/H1N1 pdm ウ イ ル ス
（A/California/07/2009pdm)に対する抗体価については、1917 年以前に生まれた人の 50-60％が 1:40
以上の抗体を保有していたが、1918-1927 年生まれで 1:40 以上の抗体陽性者は存在するもののその
割合は 20％程度に減少し、1928 年以降に生まれた人においては、その割合は極めて少なかった。（図
１）
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図１ AH1N1pdmウイルス（A/California/07/2009pdm)に対する推定生年別抗体保有
状況
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国内流行初期に、RT-PCR 法により、influenza A/H1N1 pdm ウイルスが検出され、パンデミックイン
フルエンザ A(H1N1)2009 と診断された患者の血清抗体価について、発病からの期間別に血清 HI 抗体
1:40 以上の陽性率を示した（表２）。
表２ パンデミックインフルエンザA(H1N1)2009と診断された
患者における発病からの期間別血清HI抗体1:40以上の陽性率
発熱初発日をday0

ＨＩ抗体1:40以上

HI抗体1:40未満の ＨＩ抗体1:40以上の

とした病日

の検体数

検体数

陽性率（％）

＜７

３

１９

１３．６

＜５

２

１６

１１．１

≧７

３

１

７５．０

≧５

５

３

６２．５

また、同じ血清を用いて influenza A/H1N1 pdm ウイルス（A/California/07/2009pdm) および
A/Brisbane/59/2007（H1N1）（ワクチン株）に対する血清中の HI 抗体価を表３に示す。
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表３ パンデミックインフルエンザA(H1N1)2009と診断された
患者における流行株とワクチン株のHI抗体価の比較
A/California/07/200

A/Brisbane/59/200

A/California/07/2009 A/Brisbane/59/20

<40

40

<40

<40

<40

40

<40
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<40
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640

<40

<40
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<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

<40

320

<40

80

⑤ 考 察
血清疫学調査の結果から、1917 年以前に生まれた人については、半数～6 割程度、1920 年代に生
まれた人については 2 割程度の 1:40 以上の抗体保有率であり、1930 年代以降に生まれた人について
は、ほとんどの人が 1:40 以上の抗体を保有していなかったことから、抗体保有率が低かった年令層に
おける対策を考慮することとなった。
また、中和法は手技が煩雑で、生きた細胞およびウイルスを扱う必要があることから、どこでも実施可
能な検査方法ではなく、今後普遍的に抗体測定を行っていくためには HI 法による測定が現実的であ
る。中和法と HI 法の結果に大きな差は認められず、今回使用した HI 法はパンデミックインフルエンザ
A(H1N1)2009 の検査診断に利用可能な方法と考える。
国内流行初期である 2009 年７月以降概ね 9 月までに採血され、2009 年度感染症流行予測調査で
各 都 道 府 県 衛 生 研 究 所 に お い て 測 定 さ れ た influenza A/H1N1 pdm ウ イ ル ス
（A/California/07/2009pdm)に対する年齢別 HI 抗体 1:40 以上の保有率は、国立感染症研究所感染
症 情 報 セ ン タ ー の HP （ 感 染 症 流 行 予 測 調 査 事 業 の サ イ ト ） に 公 開 し て い る （ URL:
http://idsc.nih.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Fig/Fig09_4-3.html）。
85 歳以上群では流行前に採血され保管されていた国内血清銀行の血清を用いて測定した本研究
結果と同様に、それ以下の年齢群に比して抗体保有率は高く、高齢者の患者が極めて少なかったこと
から、流行前から保有していた抗体と考えられた。一方、国内流行初期の血清について調査した 2009
年度感染症流行予測調査では、15-19 歳群（21%），20-24 歳群（14%），30-34 歳群（11%），45-49 歳群
（12%）で 10％を越える 1:40 以上の HI 抗体保有が認められ、その他の年令層でも、流行前に採血され
た血清での抗体保有率（本研究結果）に比して高かったこと、この時期はまだ国内でパンデミックインフ
ルエンザ A(H1N1)2009 に対するワクチンの接種は実施されていなかったことから、パンデミック発生後
に A/H1N1 pdm ウイルスに感染した者が抗体保有率を上昇させたと考えられた。
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2010 年度の感染症流行予測調査でも influenza A/H1N1 pdm ウイルス（A/California/07/2009pdm)
に対する国民の HI 抗体保有率調査が予定されていることから、パンデミック発生 1 年後の国民の抗体
保有率が明らかになることが期待され、不顕性感染を含めて、パンデミック初年度に influenza A/H1N1
pdm ウイルス（A/California/07/2009pdm)に感染した数を推計するためには、極めて重要な調査と考え
られる。
次に、発症からどのくらいの期間で HI 抗体が上昇していたかを明らかにすることは、今後、HI 抗体
価で検査診断を実施する上で重要である。RT-PCR 法で influenza A/H1N1 pdm ウイルスが検出された
パンデミックインフルエンザ A(H1N1)2009 患者の血清について検討したところ、少数例の検討ではある
ものの、発熱初発日を day0 とすると、5 病日未満では 1:40 以上の抗体保有率は 11．1％であったにも
関わらず、5 病日以降では 62．5％であり、7 病日以降に採血した血清では 4 人中 3 人（75．0％）で 1:40
以上の HI 抗体価を保有していたことから、診断のための血清採取の時期を考慮する上で参考となる結
果と考えられる。
2010 年に入り、A/California/07/2009pdm に対する HI 抗体価測定のための HA 抗原が市販された
ことから、今後は迅速診断キットによるウイルス抗原の検出に加えて、全国の検査センターで
A/California/07/2009pdm に対する HI 抗体価の測定が可能となり、抗体陽転あるいは有意上昇により
感染の確認が可能となることが期待される。
また、A/California/07/2009pdm と同じ A/H1N1 亜型である A/Brisbane/59/2007（ワクチン株）に対
して 1:640 と高い抗体価を保有していても、A/H1N1 pdm ウイルス（A/California/07/2009pdm)に対する
抗体価は＜１：４０の場合もあり、これらの抗体価には明らかな相関は認められなかった。臨床の現場で
は、HI 抗体価の結果を判断するに際して、HA 抗原としてどのウイルスが用いられているかを確認する
ことは極めて重要である。
2010 年 6 月現在、南半球での influenza A/H1N1 pdm ウイルスの流行規模は大きくないことが報告さ
れているが、2010/2011 シーズンの国内流行がどのような状況になるのか、まだ誰にも予測がつかない。
2010 年度の感染症流行予測調査は主に 2010 年 7-9 月採血の血清を用いて測定されることが決まっ
ており、この結果をできる限り早く集計して、今シーズンの流行予測と、ワクチン接種を推奨する年令層
の把握に繋げたいと考えている。
今回の研究から、新たに発生した感染症の対策を講じる上で、1970 年代から 35 年以上にわたって
適切な温度管理下で冷凍保管されている国内血清銀行の存在は極めて貴重なものであった。世界的
にも例を見ない国家財産とも言える国内血清銀行を、今後も継続して適切に冷凍保管していくことの重
要性を痛感するとともに、これらの維持に必要な予算措置と人員の確保が不可欠であると考えられた。
【謝辞】
A/H1N1 pdm ウイルス（A/California/07/2009)ならびに HA 抗原を分与いただいた国立感染症研究
所インフルエンザウイルス研究センター第一室長小田切孝人先生、主任研究官小渕正次先生、患者
血清を分与いただいた成田赤十字病院感染症科部長野口博史先生、高根病院副院長管野治重先生
に、心から深謝申し上げます。
（２）インフルエンザ（
インフルエンザ（H1N1）
H1N1）2009 ウイルスサ
ウイルスサーベイランス体制
イランス体制の
体制の検討と
検討と構築
研究分担者 谷口清州
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研究協力者 八幡裕一郎、大日康史、多田有希、安井良則、山下和予、島田智恵
①

研究概要
大流行が予想されていた 2009/10 年のインフルエンザシーズンにおけるウイルスサーベイランス体

制のあり方について検討し、提言を行った。最終的に地方衛生研究所において戦略的な計画をたて
ることを骨子とした通知が発出された。
② 背 景
これまでの（注：2009 年夏の時点）本邦における新型インフルエンザの発生は、持続的に輸入例が
あり、そこからの二次感染例、あるいはそれらに起因した集団発生が起こると共に、限定的な地域内感
染伝播の結果として地域内でどこから感染したかわからない症例が散在して発生している、という状況
になっている。
このような状況下、ここで全力をあげて一例一例をウイルス学的に確定診断していくということは非常
な困難を伴い、また徒に資源を浪費することにつながり、流行が拡大しそうになったときには人、物の資
源がつきてしまっているという危惧がある。限られた資源を有効に使用して、最大限の効果を上げるた
めには、戦略的に病原体サーベイランスの計画を立てておくことが必要である。
地方衛生研究所は、地域および国の感染症対策の重要な一翼を担う、専門機関である。これまでも
地域に密着したインフルエンザウイルスサーベイランスを日常的に行っていることから、地域における
実情もよく把握されている。限りある資源と時間を有効に活用し、効率的に感染症対策を行うためには、
地方衛生研究所においてあらかじめ病原体サーベイランスに関する戦略的な計画を立てて、今後の
対応に結びつけることが重要である。
そこで、本研究事業では冬季に本番を迎えるパンデミック（H1N1)2009 におけるウイルスサーベイラ
ンス体制について提言を行うことを目的とした。
③ 方 法
まず、疫学者、ウイルス学者、臨床家などの議論から、病原体サーベイランスとしてのインフルエンザ
ウイルスサーベイランスの目的を明確に設定した。それらの目的を考えつつ、現状の病原体サーベイラ
ンスの状態を評価した。またサーベイランスの代表性について、最低限いくつのサンプルをとって検査
を行えば、国全体の状況を把握できるかについて、統計学的解析プログラムを使用して、いろいろなシ
ナリオにおいて計算を行った。計算の結果については、地方衛生研究所における予算の問題もあるた
め、地方衛生研究所の担当者に意見をもとめた。
最終的に、サーベイランス体制について計画を立て、厚生労働省結核感染症課に提案した。
④

成 果

１） 現状の評価
現在ウイルスを含む病原体の状況を把握するための病原体サーベイランスについては、感染症法
にも明確に記載されておらず、またその機能を担っている地方衛生研究所の位置づけも不明確である。
これら制度上の問題とともに、技術的な問題として、サーベイランスの目的が明確に設定されておらず、
担当者はこの病原体の検査はなんのためにやっているだろうかと疑問をもちながらやっている状況も報
告された。これら目的が明確になっていないことから、一定期間にどのくらいのサンプルを解析すれば、
状況が把握できるのかも議論されたことはなく、必要なサンプル数というものも設定されていない。また、
同じ理由で、どのような患者から検体をとって検査すべきなのかも標準的な考え方はなく、一般的に臨
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床医の興味に任されているのが実情である。
実際、現状の日本の病原体サーベイランスは病原体によっては多数のサンプルがとられて、現状の
データは日本全体の状況をほぼ捉えられていると考えられるものの、代表性という面では、例えば、検
体が重症例に偏っていれば、結果もそれに影響をうけることにより、実際の状況を判断するに当たって
は偏った考え方をしてしまう可能性もある。
実際すべての病原体、疾患はその必要とする情報や病原体の解析方法は異なるものであり、画一
的な病原体サーベイランスは、それぞれ疾患の特徴も到達すべきゴールも異なるすべての疾患・病原
体に当てはめることには無理があり、個別疾患ごとに対策のゴールとサーベイランス戦略を樹立する必
要性が強く示唆された。
2) 今後の病原体サーベイランスの目標
ⅰ 新型インフルエンザ A/H1N1 pdm を含むインフルエンザの地域における流行を早期に探知し、地
域に対して注意を喚起することにより適切な対応に結びつける。
ⅱ インフルエンザの流行における、各型、亜型のウイルスの流行状況を監視し、流行を評価し、又ウ
イルスの性状の変化を追う。
ⅲ それぞれの型、亜型（A/H1N1 pdm を含む）の分離株の抗原性、病原性、薬剤耐性を把握すること
によって、柔軟かつ科学的な対応に結びつける。
ⅳ ワクチン製造のための候補株の選定に利用する。
ⅴ 全ての確定診断、鑑別診断を行うという役割ではなく、公衆衛生上、感染症対策上、あるいは適切
な治療を行うという観点から、新型インフルエンザであるという診断が必要な症例について、選択的
に病原診断を行う。
ⅵ 地方衛生研究所の全般的な機能の破綻を防止し、インフルエンザ以外の感染症の発生、あるいは
新型インフルエンザの急激な病原性の変化に対応できるキャパシティを維持する。
上述の目標を達成するために、以下のような戦略的方向性を設定した。
ⅰ 地域での流行ウイルス株とそれらの性状を的確に把握するために、サーベイランスを行うことを優
先することとする。これには、代表性を保ち、かつ限られた資源を有効に活用できるような検体採取
計画をあらかじめ樹立することが必要である。
ⅱ 基本的に地域内感染伝播がある状況では、すべてのインフルエンザ様症状、あるいは入院を必要
とする呼吸器症候群は、検査結果を待つまでもなく新型 A/H1N1v による可能性を考慮して経験的
に治療をおこなうべきである(MMWR. Intensive-care patients with severe novel influenza A(H1N1)
virus infection - Michigan, June 2009.）とされており、原則として個々の確定あるいは鑑別診断のた
めの病原体検索は必要ない。
ⅲ しかしながら、個々の症例により治療方針の決定／評価のため（重症者）、対策方針の決定／評価
のため（施設のアウトブレイク）、その他公衆衛生対策上必要なものについては対応すべきである。
ただし、このうち緊急的に検査結果が必要なものは、公衆衛生上の危機事例（重症者の多発、大規
模アウトブレイク）に限られているため、基本的に各地衛研において恒常的に夜を徹して行うなどの
必要はなく、計画的に行うこととする。
３) 必要な検体（サンプル）数
流行状況を代表性をもって把握するためには、ランダム性が必要である。これがある程度担保されて
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いれば、検体数は 1 地域で、1 週間に 20 検体程度あれば代表性は確保できる（EpiInfo のサンプルサ
イズのプログラムにより、Prevalence は 25％とし、背景人口を地域ブロック単位として計算した場合。より
小さな人口サイズにおける代表性を保とうとすればより多くのサンプルが必要となる）。これを全都道府
県に渡って行ったとすれば、20 検体×70 地研×12 週間＝16800 検体となる。毎シーズン日本では
8000 株ほど分離されているので、実際にはこの仮定以上の分離が行われていることになるため、この
数字は法外なものとは考えられない。
４) インフルエンザウイルスサーベイランスガイダンス
以上の議論から、ガイダンスの作成を目標として、研究協力者や地方衛生研究所の担当者等と議論
を行った。実際には、日本は決して大きな国ではないものの、地域によってかなり状況に差があること
から、標準的な枠組みを設定した後は、地方衛生研究所において、戦略的な計画をたてることがもっと
も望ましいと考えられた。
1. 実施検体数の計画
各地方衛生研究所において、通常の体制における、1 週間における最大の PCR 検査許容能力
と分離培養検査許容能力を設定する。また、大規模アウトブレイクなどの緊急事態に備えて、事業
継続計画として一時的に許容量を増大させられる検査件数とスタッフの配置を計画する。
2. 実施計画
サーベイランスにおいては、緊急的に行う必要のあるものはなく、診断目的においても、検査結
果を待つ必要はないので、基本的に効率よく作業を行うために、PCR と分離培養の週間計画を立
てておくことが望ましい。
3. 検体採取計画
（ア） インフルエンザ非流行期（保健所地域の定点当たり報告数が注意報レベル以下）
1.

この時期は、流行の開始を把握するために、アウトブレイクは探知された事例すべてにつ
いて一部の患者からサンプリングを行い、インフルエンザによる入院例は全例サンプリング
を行うことが望ましい。

2.

インフルエンザ病原体定点医療機関においては、インフルエンザと臨床診断された症例
についてサンプリングを行うことが望ましい。予め設定した上限に達するまでは全例をサン
プリングする。

3.

また、これらを行って余力があれば、純粋な診断目的の検査を行うものとする。

（イ） インフルエンザ流行期（保健所地域における定点あたり報告数が注意報レベル基準値を超え
るか、これまでのサーベイランスデータから地域内で流行していると考えられ、予め設定した上
限を超えた週以降）
１． 概ね 1 週間に、5～20 検体の間で、検体採取計画をたてる。一例を挙げれば、インフル
エンザ病原体定点医療機関において、インフルエンザと診断し、保健所へ感染症発生
動向調査に基づく報告をする患者のうち、小児科定点医療機関においては、5 歳未満、
5～10 歳未満、10～20 歳未満の 3 段階を 1 週間に各 1 検体ずつ。内科定点医療機関
においては、20～40 歳未満、40～60 歳未満、60 歳以上の 3 段階を 1 週間に各 1 検体
ずつ。というような具合であるが、もちろん罹患年齢層は状況にかわりうるので、考慮する
必要がある。
２． 定点の内で入院設備を擁する医療機関あるいは発生動向調査の基幹病院定点では、イ
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ンフルエンザ関連入院例の内、肺炎例、重症肺炎例、非定型例を週に 3 検体をめどに
サンプリングを行う。
３． また、集団発生（アウトブレイク）が有った際には、可能な範囲で週に数件サンプリングを
行う。
４．この検体数は地衛研の許容能力に合わせて、あるいは地域の定点の数と地理的分布に
合わせて設定する。ランダム性を確保するために、それぞれの年齢枠で、その週の最初に
来診したインフルエンザ様患者 1 名とか、最初から 2 名とかと規定して依頼する。また許容
能力に応じて流行の拡大と共に増加させることも考慮する。
５．定点医療機関とあらかじめ相談して、地域内での蔓延以降は、地理的な分布も含め、採
取曜日や採取する医療機関、あるいはお願いする検体の年齢群を特定しておくことなどを
あらかじめ決定しておくと検体搬送も効率的に行うことができると思われる。
⑤ 開発による
開発による効果
による効果
ガイダンスについて議論を行ったあと、厚生労働省結核感染症課から冬季の病原体サーベイランス
の通知を出すことになり、今回の結果をふまえて、提言を行った。最終的には、地方衛生研究所にお
いて個別に計画を立てることを骨子とした通知が発出されている。
⑥ 今後の
今後の展開
2009 年の冬季の流行が終わった 2010 年現在、今回のパンデミックの対応についての総括会議が行
われている。ウイルスサーベイランスをどのように行うかということは、これまで長い間議論されてきたこと
でもあり、根本的な問題は法律的に位置づけられていないことにある。
今後、病原体サーベイランスについて、明確な目標と戦略を樹立していくことは急務であるが、地方
の行政機関である地方衛生研究所が担っている病原体サーベイランスにおいては、法律的な対応は
非常に重要である。
【謝辞】
本研究は、地方衛生研究所全国協議会感染症部会の衛生研究所、あるいは国立感染症研究所インフ
ルエンザウイルス研究センターなどの多くの方々のご協力により実施したものです。関係した皆様に深く
感謝いたします。
（３） 感染症情報
感染症情報セ
症情報センターから
ンターからの
からのメディアを
ディアを通じた情報発
情報発信
研究分担者： 安井良則
研究協力者： 谷口清州、多屋馨子、その他情報センタースタッフ一同
① 研究概要
2009 年に発生した新型インフルエンザ A/H1N1 に対して、感染症情報センターでは広く情報発信
を行ってきた。メディアを通じての情報発信としては、2003 年から継続してきた「メディア意見交換会」
と、感染症情報センター長が指名した複数名のスタッフによる「新型インフルエンザの取材に対する
個別対応」の 2 つの手段で行われてきた。これらによって、感染症情報センターからの情報発信は多
数のメディアを通じて様々な形で継続的に配信され、大きな影響力を持ったものと思われる。特にメ
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ディア意見交換会は、メディアの側からもその役割を評価する意見が相次いでいる。感染症情報セン
ターからのメディアを通じた情報発信については、今後更にその役割を果たすことが期待されるもの
と予想されるが、そのためには人員の配置を含めた体制の整備を行う事は大きな課題であると思わ
れる。今回の新型インフルエンザの流行を教訓とし、その情報発信機能の強化と充実は大きな命題
である。
② 背 景
国立感染症研究所感染症情報センターの重要な役割として、感染症に関する情報やデータを解析
し、その結果を広く発信するということがあげられる。これまでにも、2003 年の SARS の世界的流行、
2006 年の咽頭結膜熱、ノロウイルスの流行、2007 年の麻疹の流行時において、ホームページ、マスメ
ディア等を通じて様々な情報発信を行ってきた。また、普段から国内で発生する様々な感染症に関す
る情報発信の役割も担っている。2009 年に発生した新型インフルエンザ A/H1N1（以下新型インフル
エンザ）の国内での発生、流行時においても、その疫学調査やサーベイランスの携わると共に、得られ
た結果についてはできる限り迅速に広く国民全体に向けた情報発信を行った。本報告書では、新型イ
ンフルエンザの発生と国内への侵入・流行時において、マスメディアを通じて感染症情報センターが行
った情報発信について検証し、記述するものである。
③ マスメ
マスメディアへ
ディアへの情報発
情報発信の方法
１） メディア意見交換会：
新型インフルエンザの流行以前から、感染症情報センターではマスコミ関係者に対してメディア意見
交換会を行っている。このメディア意見交換会は、国立感染症研究所が公式発表、公的見解を述べる
場ではなく、マスコミ関係者に感染症に関する理解を深めてもらい、また意見を交換するために岡部感
染症情報センター長が中心となって実施されているものである。原則的には月に 1 度、月末の月曜日
に開催され、病原微生物情報（IASR）の内容の説明と、その時期のトピックスとなる感染症についての
説明がされる場合が多いが、2006 年のノロウイルスの流行、2007 年の麻疹の流行、そして今回の新型
インフルエンザの流行時のように、全国的に影響の大きな感染症の流行が発生している場合には、月
に 2 回以上、場合によっては 1 週間に 3 回開催されることもある。メディア意見交換会では、担当者が
テーマとなる感染症に関する説明をプレゼンテーションファイル等の資料を用いて行い、その後マスコ
ミ関係者からの質問を受けた質疑応答に移る。出された情報がそのまま報道に使用される場合も少な
くはなく、1 回の説明の後の質疑応答が 1 時間となり、その後の記者達のぶらさがり（個別取材）を含め
ると 1 回の意見交換会全体の時間が 4 時間以上となることもある。
感染症に関する取材を受けた後で実際に報道された内容を見て、「内容が記者の理解不足のため
に誤っている」、「勝手な思い込みで記事にされている」という印象を持つ事が多い。だが、我々は報道
に正しく伝えてもらうだけの努力をしてきただろうか？マスコミ関係者に正しく伝えることができなくて、
一般の国民に正確に感染症の情報・知識を伝えることができるのだろうか？また、我々がいかに発表を
行い、論文を書いても、その迅速性と伝達力は新聞の 3 行の文書に、テレビニュースの 10 秒のコメント
に遠く及ばない。以上のことを教訓として、マスコミ関係者に感染症に関する理解を深めてもらい、それ
によって国民に対して感染症に関する正しい情報を伝達していくことを最大の目的として、メディア意
見交換会は 2003 年の SARS の世界的流行時より継続して開催されてきたものである。
２）新型インフルエンザ取材に対する個別対応：
感染症に関する正確な情報を発信することを発信し、広く国民に伝達することは感染症情報センタ
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ーの使命であり、平素より感染症情報センター長を中心にメディアからの取材依頼にも対応している。
しかし、感染症情報センターの職員が全て対応しているものではなく、予め感染症情報センター長の
許可あるいは依頼を受けた者のみが対応することとなっている。新型インフルエンザに関しては、マス
コミからの取材依頼が殺到し、また長期に渡ることが予想されたため、感染症情報センター長を中心に
複数名で対応することと決定された。対応者は感染症情報センター長（岡部信彦）、感染症情報センタ
ー第一室長（谷口清州）、同第三室長（多屋馨子）、同第二室主任研究官（安井良則）の 4 名である。
他に、神戸や大阪等の集団発生事例に対する積極的疫学調査結果への取材に関しては、それぞれ
の調査チームのリーダーが主に対応した。
マスコミからの個別取材は全て国立感染症研究所総務部を介して、感染症情報センターの上記スタ
ッフに依頼が来た。
④ 結 果
１） メディア意見交換会：
メキシコや米国において後に新型インフルエンザと判明する呼吸器感染症が存在するという情報が
世界に発信されたのは 2009 年 4 月 24 日である。これが新型インフルエンザであることが判明し、WHO
によってパンデミックフェーズが 3 から 4 に引き上げられたのが 4 月 27 日（日本時間 4 月 28 日）であっ
た。新型インフルエンザに関するメディア意見交換会は 4 月 27 日に初めて開催されており（当初はブタ
インフルエンザと呼ばれていた）、4 月中に 2 回、5 月には 10 回、6 月に 4 回と集中的に開催され、そ
の後は 1 か月に 2 回（8 月と 11 月は 1 回）開催され、2010 年 3 月 31 日までに計 33 回開催された。説
明される内容は、それぞれの時期の新型インフルエンザのトピックスが中心であり、初期には新型イン
フルエンザウイルスそのものに関する情報提供、世界の流行状況を中心に、日本国内に入ってきてか
らは患者発生地域の状況、疫学調査結果、感染対策、抗体保有状況等について、日本国内で本格的
な流行が始まってからは、国内の発生動向、海外の状況、大きく流行している地域の状況、新型インフ
ルエンザによる合併症や重症例について、薬局サーベイランス、新型インフルエンザワクチンについて
等多岐に渡っている（表４、表５）。
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2009年度メディア意見交換会
平成21年度（平成22年2月8日まで）
回数

開催日

1

4/27

2

4/30

情報提供のテーマ
①IASRより

腸チフス／パラチフス

②ブタインフルエンザについて
①所長挨拶
②新型インフルエンザ（ブタインフルエンザ）

3

5/2

①新型インフルエンザ（ブタインフルエンザ）
②PCRとは、インフルエンザ迅速診断キットとは

4

5/4

①新型インフルエンザ（ブタインフルエンザ）
②新型インフルエンザに関する積極的疫学調査について
①新型インフルエンザ（ブタインフルエンザ）

5

5/6

②田代センター長による状況説明
③新型インフルエンザに関連した新たなサーベイランスシステムの紹介

6

5/10

①新型インフルエンザ説明会

7

5/12

①新型インフルエンザ（所長、田代、岡部による説明と質疑応答）

8

5/17

①新型インフルエンザ説明会

9

5/19

①新型インフルエンザ説明会（テレビ回線により、村山の実験室担当者も参加）

10

5/22

①抗インフルエンザ治療薬の説明について、臨時休業の要請等に関する運用指針につい
て

11

5/26

①現状の説明
②大阪におけるFETPチームによる積極的疫学調査について

12

5/29

①薬局サーベイランスなど
②神戸市積極的疫学調査について
①医療機関における新型インフルエンザ感染症対策

13

6/5

②医療機関におけるハイリスク者に関する感染防止策
③新型インフルエンザ患者発生後の施設における環境整備

14

6/11

①季節性インフルエンザウイルスのワクチン株決定のプロセス・製造について

15

6/15

①大阪・神戸調査のまとめ報告

16

6/22

①新型インフルエンザ現状の説明

17

7/13

①新型インフルエンザについての一般的な内容・報告、
②高齢者の抗体保有について

18

7/27

①ポリオの現状と対策
②新型インフルエンザ（①流行状況
①IASR特集より

19

8/24

②米国の状況

サルモネラ症

②パンデミック インフルエンザ国内発生動向
③パンデミック インフルエンザ沖縄の状況

表４．メディア意見交換会開催日とテーマ（2009 年 4 月～8 月）
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③WHO WPRO/SEARO会議より）

2009年度メディア意見交換会
平成21年度（平成22年2月8日まで）
回数

開催日

20

9/10

情報提供のテーマ
①新型インフルエンザの動向
②国内インフルエンザ様疾患の動向
②新型インフルエンザワクチンについて
①IASRより

21

9/28

HIV/AIDSの発生動向

②新型インフルエンザ国内発生動向
③新型インフルエンザ海外の状況
④新型インフルエンザ抗体保有状況
①新型インフルエンザ（パンデミックインフルエンザ）の状況
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10/15

②予防接種（ワクチン）とは
③ 新型インフルエンザ（パンデミック）ワクチンについて（文献情報）

23

10/26

①IASR 特集

新型インフルエンザ-パンデミック H1N1 2009

②新型インフルエンザの国内発生動向、現状
①新型インフルエンザ国内発生動向
②新型インフルエンザ海外発生状況
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11/19

③SAGE(Strategy Advisory Group of Expert for Immunization:
より

WHO Geneva) Meeting

④TEPHINET(The Training Programs in Epidemiology and Public Health
Interventions Network) 5回大会（ソウル）より
①新型インフルエンザ国内発生動向

25

12/7

②新型インフルエンザ海外発生状況
③インフルエンザ様疾患に伴う異常行動について
①新型インフルエンザ国内発生動向

26

12/21

②新型インフルエンザワクチン接種後の状況
③大阪における血清疫学調査（不顕性感染など）
①新型インフルエンザ国内発生動向

27

1/12

②新型インフルエンザワクチン接種後の状況
③薬局サーベイランス、救急車出動サーベイランス等
①カンピロバクター食中毒について（国立医薬品食品衛生研究所
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春日文子先生）

1/25
②新型インフルエンザ国内発生動向
③新型インフルエンザワクチンと接種後の状況
①新型インフルエンザ国内発生動向
②新型インフルエンザワクチン接種後の状況

29

2/8
③新型インフルエンザWHO情報（WHO進藤先生より分与されたファイルを使って説明）
④薬局サーベイランス

表５．メディア意見交換会開催日とテーマ（2009 年 8 月～2010 年 2 月）
新型インフルエンザに関するマスコミからの取材の依頼は非常に多かったが、取材を受けることを
感染症情報センター長から許可されているスタッフは限られており、そのままでは他の業務が全くで
きない程であったが、このメディア意見交換会は情報の発信を整理し、感染症情報センターのメディ
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ア担当者の負担を軽減する役割も果たしていた。
２）新型インフルエンザ取材に対する個別対応：
安井は主に新型インフルエンザの発生動向に関する取材を、多屋は主に新型インフルエンザワクチ
ンに関する取材を受け持った。岡部と谷口は新型インフルエンザ全般に渡る取材を受けた。1 年間の
掲載記事が検索可能である YOMIURI ONLINE によると、過去 1 年間に読売新聞記者の取材を受け、
掲載された記事数は岡部 19、安井 13、谷口 2 となっている。
取材メディアは新聞では、読売の他に朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、東京新聞、
共同通信社、時事通信社、その他の地方紙、スポーツ新聞、業界紙等実に様々な社から繰り返し取材
があった。
テレビ取材では NHK をはじめ、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京等在京のキ
ー局である民放を中心に繰り返し取材があった。特に NHK は、感染症情報センターのホームページ上
に掲載されているインフルエンザ流行レベルマップが、毎週金曜日にアップデートされていることを確
認した上で、同レベルマップのコメントの執筆を担当している安井に対して、毎週金曜日の取材を申し
込んできた。このインフルエンザ流行レベルマップに関する取材は 2009 年 8 月から 2010 年の 2 月ま
での流行期間中、30 回以上に渡って欠かさず継続された。新型インフルエンザメディア担当者全員が
揃っていることはあまりなく、また新型インフルエンザに関する新しい情報が発信された時には、その情
報に最も詳しい者に一斉に取材が集中することも珍しくはなく、1 日に 3 社、４社の取材を受けることもあ
り、勤務時間を大きく超えて取材を受けることもしばしばであった。
インターネットを介してニュース等の情報を配信しているキャリアブレイン、医学系雑誌である日経メ
ディカル、メディカルトリビューン、様々な一般雑誌、業界雑誌等、非常に多くのメディアからの取材依
頼があり、個別に対応を行った。
⑤ 考 察
メディア意見交換会は、今回の新型インフルエンザが発生するよりもずっと以前の SARS 発生時から
継続されてきた。過去の全国的なノロウイルスの流行、麻疹の流行時にもメディア意見交換会は頻回に
開催され、メディアを介した感染症情報センターの情報発信に多大の貢献をしてきた。2010 年 4 月に
厚生労働省が主催して開催された第 2 回新型インフルエンザ総括会議（広報がテーマ）においても、
参考人として招致されていた複数のメディア関係者からも今回の新型インフルエンザに関する正確な
情報発信について非常に有用であったとの指摘が相次いだ
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100412-13.pdf）。Yahoo のホ
ームページ上で、「感染症情報センター」、「メディア意見交換会」と検索すると、20000 件以上検索され、
メディア意見交換会で提供された情報が様々なメディアで取り上げられ、広く配信されていることがわ
かる。メディア意見交換会では、担当者がテーマとなる感染症に関する説明をプレゼンテーションファ
イル等の資料を用いて行い、その後マスコミ関係者からの質問を受けた質疑応答に移る。出された情
報がそのまま報道に使用される場合も少なくはなく、1 回の説明の後の質疑応答が 1 時間となり、その
後の記者達のぶらさがり（個別取材）を含めると 1 回の意見交換会全体の時間が 4 時間以上となること
もある。これは、1 回に発信される感染症に関する情報量が多い上に、出来る限りその場でマスコミ関
係者に正確に理解してもらうためにも長時間に渡る場合が多いからである。このようにメディア意見交
換会は、継続的に開催するためには関係者の多大の労力を必要とする。しかし、国民に重大な影響を
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及ぼす可能性のある感染症に関する情報を正確に発信し、医療専門職者のみならず全ての国民に対
して正しい情報を伝達することは国立感染症研究所および感染症情報センターにとっては責務である
と考え、2003 年から継続されてきた。少なくともその趣旨は、感染症情報センターのスタッフ及び意見
交換会に参加している多くのマスコミ関係者には理解されており、今回の新型インフルエンザの発生と
流行に対する情報発信についてはある程度貢献はできているものと思われるが、これはその大切さを
痛感し、平素からメディア意見交換会の実施とその継続に取り組んできた結果であろう。
個別対応については、新型インフルエンザのように全国民に対して継続的に多くの情報を発信する
必要がある場合には、多数のメディアからの取材依頼を受けることが可能であるように、感染症情報セ
ンター長の指示によって対応者は複数名となる。しかしながら発信する情報の精度を保ち、また感染症
情報センター内の「ワンボイス」を維持するためには対応者を絞らざるをえず、全てのメディアからの要
望にこたえることは不可能である。感染症情報センターは感染症に関する情報発信を行う事を責務とし
ているが、そのための専任者は存在せず、メディアへの対応は対応者が日常業務を行いながら更に対
応しているにすぎない。従って、メディアへの対応が増加すればするほど対応者の負担が増加すると
共に、日常業務にも影響することとなってしまう。感染症情報センターからの情報発信は影響が大きく、
またその役割を果たすことに対する期待は今後更に高まるものと予想される。そのためにも、今後マス
コミに対応していくための人員の配置を含めた体制の整備を行う事は大きな課題であると思われる。
かつて新型インフルエンザ専門家会議のリスクコミュニケーション部門が行ったアンケート調査による
と、危機的な感染症の事象に関して一般の市民が最も信頼するのは行政機関やメディアではなく、専
門機関や専門家からの情報であるとの結果であった。もちろん、専門機関や専門家といっても、広く国
民から信頼されているものであることが前提であり、その意味では国立感染症研究所に対する国民の
期待は大きいと思われる。危機管理対策として、配信すべき重要な情報を迅速に正確に伝達すること
は、今後とも国立感染症研究所に課せられた重要な使命であると考えられる。今回の新型インフルエ
ンザの流行を教訓とし、その情報発信機能の強化と充実は大きな命題であると思われる。
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調査研究成果の
調査研究成果の発表状況（
発表状況（全体）
全体）
（成果発表の概要）（調整費充当領域分）
1. 原著論文（査読付き）

０報 （筆頭著者： 報、共著者： 報）

2. 上記論文以外による発表

国内誌：３報、国外誌： 報、書籍出版： 冊

3. 口頭発表

招待講演： ６回、主催講演： 回、応募講演： 回

4. 特許出願

出願済み特許：０件 （国内： 件、国外： 件）

5. 受賞件数

０件

2. 上記論文以外による発表
１）岡部信彦、安井良則：わが国における新型インフルエンザ第一波の流行を振り返って
インフルエンザ 11(3):231-238, 2010.
２）岡部信彦：パンデミックインフルエンザ －国立感染症研究所における対策－
公衆衛生 (Vol74 No.8 2010 印刷中）
３）尾身 茂・岡部信彦ほか：パンデミックインフルエンザ －わが国の対策と総括－
公衆衛生

(Vol74 No.8 2010 印刷中）

3. 口頭発表
１）２０１０．１．３１ 日本臨床微生物学会市民公開講座講演（東京）
新型インフルエンザ（パンデミック 2009）の現状
２）２０１０．２．２１

日本医師会学校保健講習会講演（東京）

学校における感染症対策（新型インフルエンザ）
３）２０１０．３．５

日本集中治療学会講演（広島）

パンデミックインフルエンザの現状と対策
４）２０１０．３．２７ 日本獣医学会講演（東京）
パンデミックの現状と対策
５）２０１０．３．２８ 日本薬学会講演（岡山）
パンデミックの現状と対策
６）２０１０．５．２９ 日台感染症フォーラム（台北）
日本におけるパンデミックインフルエンザ
6．その他
研究代表者：岡部信彦は、
厚生労働省新型インフルエンザ総括会議（2010.4 より８回）、WHO International Health Regulation
Review Committee (Review of Pandemic Influenza H1N1)（2010.4 より２回、電話会議２回）、WHO Western
Pacific Regional Office(WPRO) Influenza National Center Meeting(2010.5.)、 WHO Asia South Pacific
Strategy for Emerging Infectious Diseases and Beyonds(2010.5.) などに委員として出席, これらの研究
データーを背景に、日本側の意見・状況の説明の発言を行った。
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