
　手足口病およびヘルパンギーナは, 口腔
粘膜の水疱性の発疹および発熱を主症状と
し, 乳幼児を中心に夏季に流行する一般的
なエンテロウイルス感染症である。わが国
では, いずれも感染症法に基づく定点把握
の 5 類感染症に分類されており, 全国約
3,000 の小児科定点から臨床診断による患者
数が毎週報告される。手足口病は 「手のひ
ら, 足底または足背, 口腔粘膜に出現する
2 ～ 5 mm 程度の水疱」 と 「水疱は痂皮を形
成せずに治癒」, ヘルパンギーナは 「突然の
高熱での発症」 と 「口蓋垂付近の水疱疹や
潰瘍や発赤」, のそれぞれの臨床症状を満
たす患者が報告される （届出基準はそれぞ
れ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/

kekkaku-kansenshou11/01-05-20.html, 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/

kekkaku-kansenshou11/01-05-25.html）。
　一部症例に由来する検体を用いた病原体サーベイラ
ンスも実施されている。手足口病およびヘルパンギー
ナの主要な原因ウイルスは, A 群エンテロウイルス 

（Enterovirus A） である。手足口病患者からは, 主に
コクサッキーウイルス A6, A16 （CV-A6, CV-A16）, お
よびエンテロウイルス A71 （EV-A71） が, ヘルパンギー
ナ患者からは主にコクサッキーウイルス A4, A6, A10 

（CV-A4, CV-A6, CV-A10） 等が検出される。本特集
では, 2007 年～2017 年 9 月末現在 （第38 週） の手足口病
およびヘルパンギーナの患者発生動向とウイルス検出
状況をまとめた （過去の特集 : 手足口病は IASR 33: 55-

56, 2012, ヘルパンギーナは IASR 26: 235-236, 2005）。
　患者発生動向とウイルス検出状況  :  感染症発生動向
調査による 2007～2017 年の手足口病 （図 1 ） およびヘ
ルパンギーナ （図 2 ） の定点当たり患者報告数の推移
をみると, いずれの疾患も流行のピークは夏季であ
る。手足口病は 2011 年以降ほぼ 2 年ごとに患者数の多
い年が現れているが （2011, 2013, 2015, 2017 年）, ヘ
ルパンギーナの年ごとの患者数の変動は手足口病と比

べると小さい （図 1 , 2 ）。両疾患とも小児科定点から
の報告であるため, 成人の動向は不明である。定点か
ら報告された患者では, 手足口病患者 （次ページ図
3 ）, ヘルパンギーナ患者 （次ページ図 4 ） とも, 9 割は
5 歳以下であった。海外の手足口病全数報告サーベイ
ランスでも, 6 か月～ 5 歳の手足口病罹患率は他の年
齢群よりも高く, 15 歳以上の罹患率は低いとされてい
る （Lancet Infect Dis 14: 308-318, 2014）。
　 3 ページ図 5 に地方衛生研究所 （地衛研） で2007～
2017 年に検出された種々の A 群エンテロウイルスを示
す。手足口病患者からは CV-A6, CV-A16, EV-A71

が検出された。このうち CV-A6 は 2011 年以降, 大規模
な手足口病流行を起こした （図 1 , 3 ページ図 5 ）。EV-

A71 は 2010 年, 2013 年に比較的多く検出されたが, 2014

年以降は大きな流行を起こしていない。ヘルパンギー
ナ患者からは, 検出頻度順に CV-A4, CV-A6, CV-A10, 

CV-A2, CV-A5, CV-A8 が検出され, 主要流行型が年
ごとに替わる場合が多い （https://www.niid.go.jp/niid/

ja/iasr-sp/510-graphs/4892-iasrgnatsu.html）。
　手足口病・ヘルパンギーナの実験室診断  :  手足口病
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図1. 手足口病患者報告数の推移, 2007年第1週～2017年第38週 
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とヘルパンギーナの実験室診断には, 発症期
の咽頭ぬぐい液や糞便等の検体を用いたウイ
ルス分離と遺伝子検査が行われている。培養
細胞を用いたウイルス分離の場合, RD 細胞
や Vero 細胞など複数の細胞を使用する
と, いずれの疾患でも分離効率を上げること
ができる。培養細胞でのウイルス分離効率は
ヘルパンギーナで低いため, 一部の地衛研で
は, 乳飲みマウスによるウイルス分離が行わ
れてきた （本号 10 ＆ 12ページ, Konno, et al., 

JJID 64: 167-168, 2011, https://www0.niid.

go.jp/JJID/64/167.html）。
　近年は, 検査の迅速化・簡便化, また, 培
養細胞での分離効率の低いエンテロウイルス
を検出するため, 検体からの遺伝子検査が一
般的となっている。塩基配列解析によるウイ
ルス型の同定には, カプシド領域の VP4-

VP2 部分領域, VP1 部分領域の増幅による解
析 （CODEHOP RT-semi-nested PCR 等） が
汎用されている （病原体検査マニュアル・手
足口病, ヘルパンギーナ）。一般的には, 血清
型との相関性が高い VP1 領域の塩基配列解析
によるウイルス同定が妥当であると思われる 

（IASR 30: 12-13, 2009）。2014 年の感染症法改正を受
け, エンテロウイルス検査についても信頼性確保のた
めの取り組みが進められている （本号 9 ページ）。
　近年の手足口病流行の特徴  :  日本では, CV-A6 はヘ
ルパンギーナ患者から主に検出されていたが, 2009 年
以降, 手足口病患者からの検出が増加し （IASR 33: 

55-56, 2012）, 2011～2017 年の手足口病大規模流行で
は, CV-A6 が主要な原因ウイルスとなった （本号 3 , 

5, 6 & 7 ページ） （図 5 ）。CV-A6 による非典型的な手足
口病は, 近年, アジア地域を含め世界的に拡がり, そ
の臨床的特徴は, 高頻度の高熱 （38℃ 以上）, 大腿部
や臀部等にいたる広範な発疹, 爪甲脱落症等である 

（本号 8 ページ, Lancet Infect Dis 14: 83-86, 2014）。
　エンテロウイルスによる中枢神経合併症  :  1990 年代
後半以降, マレーシア, 台湾, 中国, ベトナム, カンボ
ジア等, 東アジア地域を中心に, EV-A71 による乳幼
児の中枢神経合併症などの重症例・死亡例をともなう
大規模な手足口病流行が発生し, 公衆衛生上大きな問
題となっている （本号 11 ページ）。中枢神経合併症重
症例 （脳炎, 脳幹脳炎, 麻痺等） の多くは EV-A71 感
染によると考えられており, 神経原性肺水腫あるいは
心肺機能不全を呈した場合には致命率が高い。中国本
土における手足口病サーベイランスの結果, 2008～
2012 年の約 5 年間で約 720 万人の手足口病症例が報告
され, そのうち重症例は 82,484, 死亡例は 2,457 であっ
た （Lancet Infect Dis 14: 308-318, 2014）。手足口病症
例の多くは 5 歳以下で, 12～23 か月齢の致命率が最も

高かった。死亡例の約 90％は EV-A71 陽性であった。
わが国では, 手足口病の重症例・死亡例は稀であるが
散発例の報告があり （IASR 19: 55, 1998 & 28: 342-344, 

2007）, EV-A71 流行時には, 小児の中枢神経合併症の
発生頻度が高くなる。そのため, EV-A71 による手足
口病流行時には, 中枢神経合併症の増加に十分留意す
る必要がある。一方, 中枢神経合併症の頻度は低いと
されている CV-A6 が脳炎症例から検出されているこ
とから （本号 5 ページ）, EV-A71 以外のエンテロウイル
スと中枢神経疾患の関連についても留意が必要である 

（IASR 37: 33-35, 2016）。
　予防と対策  :  感染経路は主として飛沫感染, 接触感
染であるため, 手洗いの励行と排泄物の適正な処理が
重要である。エンテロウイルス感染症に対する治療は
原則対症療法のみである。重症エンテロウイルス感染
症の大規模流行の経験を有するアジア諸国では, 発症
および重症化の予防を目的としたワクチン開発を積極
的に進めており, 2016 年, 中国は世界初の不活化 EV-

A71 ワクチンを市場導入した （本号 13 ページ）。
　おわりに  :  エンテロウイルス感染が疑われる中枢神
経合併症症例の病原体検索には髄液検体が汎用され
る。しかし, A 群エンテロウイルスは, 無菌性髄膜炎の
主要な原因となるB 群エンテロウイルス （Enterovirus B） 
と比較すると, 髄液からの検出率が顕著に低いため, 

咽頭ぬぐい液や糞便等も合わせて検査することが望ま
しい。継続したエンテロウイルス感染症の病原体サー
ベイランスと情報還元が重要である。

図3. 手足口病患者年齢分布の年別比較, 2007～2016年 （感染症発生動向調査・小児科定点） 
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図4. ヘルパンギーナ患者年齢分布の年別比較, 2007～2016年 （感染症発生動向調査・小児科定点）
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＜特集関連情報＞
　手足口病およびヘルパンギーナ患者の発生動向とエ
ンテロウイルス検出状況－神奈川県

　神奈川県における手足口病患者とヘルパンギーナ患
者の発生動向およびエンテロウイルス検出状況につい
て, 2017 年シーズンと過去 9 年間 （2008～2016年） の
データの解析を行ったので報告する。
　 1 .  手足口病患者の発生動向およびウイルス検出状
況

　2017 年の神奈川県域 （横浜市, 川崎市, 相模原市を
除く） における手足口病の週別患者報告数は, 第 24 週 

（6/12～6/18） に定点当たり1.30 人となり, 第 27 週 （7/3

～7/9） に 5.15 人と警報レベル （一定点当たり 5 人） を
超え, 第 31 週 （7/31～8/6） に 11.04 人とピークを迎え
た。過去 9 年間と比較すると, 2015 年の 12.74 （第 31 週） 
に次いで大きな流行となっており, 2011 年以降, 2 年
に 1 回, 流行が起きている （次ページ図 1a）。
　神奈川県域の病原体定点医療機関から搬入された手
足口病患者検体について, ウイルス分離検査 （RD-

A, A549, Vero および VeroE6 細胞） およびエンテロ
ウイルス 1-3）の核酸増幅検査を実施した。エンテロウ

イルス遺伝子が検出されなかった検体では, ヒトパレ
コウイルス （HPeV）4）の核酸増幅検査を実施した。
2017 年は 7 月末までに 81 検体の検査依頼があり, 現在
までにコクサッキーウイルス A （CV-A） 6 型が 55

株, HPeV-3 が 1 株, ライノウイルスが 1 株およびア
デノウイルス 2 型が 1 株検出されている。このことか
ら今シーズンの手足口病流行の主因ウイルスは CV-

A6 と考えられた。過去 9 年間では, 流行の大きかっ
た 2011 年, 2013 年は CV-A6 の検出数が多かったが, 

2015 年は CV-A6 と CV-A16 の検出数がほぼ同程度検
出されており, 混合流行により流行規模が拡大したも
のと推察された （次ページ図 2a）。2011 年以前は, CV-

A16 とエンテロウイルス A71 （EV-A71） 型の流行が主
であったが, 近年の手足口病の流行には CV-A6 が大
きく係わっており, 2017 年以降も CV-A6 の検出動向
が注目される。
　 2 .  ヘルパンギーナ患者の発生動向およびウイルス
検出状況

　2017 年のヘルパンギーナの週別患者報告数は, 第 28

週 （7/10～7/16） に定点当たり1.0 人を超えたが, 第 31

週 （7/31～8/6） の 2.24 人をピークに減少傾向にあり, 

流行は例年に比べ小規模であった。過去 9 年間をみる
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と, 2010 年は  11.44 人と流行規模が大き
く, 2011 年, 2012 年は警報レベル （一
定点当たり 6 人） を超え, 2014年, 2016

年は若干警報レベルを下回ったものの
中程度の流行がみられた （図 1b）。
　病原体定点医療機関から搬入された
ヘルパンギーナ患者検体について, 手
足口病と同様にウイルス分離検査およ
び核酸増幅検査を実施した。2017 年は
7 月までに 8 検体の検査依頼があり, 

現在までに CV-A6 が 2 株, 単純ヒトヘ
ルペスウイルス 1 型が 1 株およびアデ
ノウイルス 3 型が 1 株分離されてい
る。過去 9 年間では, 流行規模が大き
かった 2010 年は CV-A4, 2011 年はCV-

A10, 2012 年は CV-A4 と CV-A5, 2014

年は CV-A4, 2016 年は CV-A4 と CV-

A10 が多数検出されており, 近年のヘ
ルパンギーナは CV-A4, CV-A10 を中
心として, 流行を引き起こしていると
考えられた （図 2b）。
　 3 .  手足口病およびヘルパンギーナ
患者検体から検出された CV-A6 の
遺伝子解析

　2011 年以降, これまでヘルパンギーナの原因ウイル
スであった CV-A6 が手足口病の主因ウイルスとなっ
たことから, 2008～2017 年に手足口病およびヘルパン
ギーナ患者から検出された CV-A6 100 株の VP1 部分
領域 （294nt） について系統解析を行った （図 3 ）。そ
の結果, 2009 年以前と以後の検出株で異なるクラスター 

（Group A および Group B） が形成された。すなわち, 

2009 年以前に主としてヘルパンギーナから検出され
た 24 株は Group A （Bootstrap 値 : 98％） に, 2009～
2017 年に主に手足口病から検出された 73 株は Group 

B （Bootstrap 値 : 89％） に分類された。VP1 部分領域
の塩基配列の平均相違率は Group A 内で 2.4％, Group 

B 内で 5.2％であり, Group A と Group B の間では 7.7％
であった。CV-A6 による手足口病の流行は, 日本では

図3. CV-A6のVP1部分領域（294nt）の分子系統樹解析（ML法）
当所検出検体は、近縁の株が集中するクラスターを集約し、検出年と株数を示した。
CV-A4のHigh Point株をアウトグループとした。
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図1a. 手足口病患者報告数の推移（2008年～2017年第33週）

図1b. ヘルパンギーナ患者報告数の推移（2008年～2017年第33週）
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図2b. ヘルパンギーナ患者検体からの分離ウイルス（2008年～2017年7月末）
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2011 年に初めて報告されたが, 2009 年にはすでに
Group B に属する株が存在し, その後の流行に影響を
与えていると考えられた。
　まとめ
　手足口病は 2011 年以降 2 年に 1 回の頻度で大規模な
流行が発生しており, 原因ウイルスは CV-A6 が中心
となっている。神奈川県では 2017 年に無菌性髄膜炎患
者の咽頭ぬぐい液と便からも CV-A6 が検出されてお
り, その発生動向には注意が必要である。毎年の流行
状況および原因ウイルスの解析は, 疾病の流行を監視
する上で極めて重要であり, 今後も経年的な流行状況
の把握と迅速な情報還元に努めていきたい。
　参考文献
1） 川俣　治ら, 新潟医学会雑誌 111: 633-646, 1997

2） 宗村徹也ら, 感染症学雑誌 82: 55-57, 2008

3） Nix WA, et al., J Clin Microbiol 44: 2698-2704, 

2006

4） Harvala H, et al., J Clin Microbiol 46: 3446-

3453, 2008

　　　　　　神奈川県衛生研究所微生物部
　　　　　　　佐野貴子　嘉手苅　将　渡邉寿美
　　　　　　　近藤真規子　黒木俊郎
　　　　　　神奈川県衛生研究所感染症情報センター
　　　　　　　田坂雅子　寺西　大　中村廣志

＜特集関連情報＞
　2010～2017 年の広島市における手足口病患者等か
らのエンテロウイルス （EV） 検出状況－重症化例も
含めて

　 1 .  手足口病の流行状況
　広島市では 2010 年に定点当たり報告数が警報基準
値である 5.0 人/週に迫る規模の比較的大きな流行が
あった。以降は, 2011 年, 2013 年, 2015 年, 2017 年と 2

年ごとに警報値を超える大規模な流行が認められてい
る1）。
　 2 .  手足口病患者からのウイルス検出状況
　手足口病患者から検出されたウイルスを表 1 に示し
た。2010 年はエンテロウイルス A71型 （EV-A71）, 
2011 年, 2013 年, 2015 年, 2017 年はコクサッキーウイ
ルス A6 型 （CV-A6） の検出数が最も多く, これらの
ウイルスが各年の手足口病の主因であったと考えられ
る。しかし, いずれの流行年においても, 主因となっ
たウイルス以外に, 2010 年は CV-A6, 2011 年はコク
サッキーウイルス A16 型 （CV-A16）, 2013 年は EV-A71, 

2015 年は CV-A16, 2017 年は EV-A71 が少数検出され
た。医療機関から同一患者の手足口病反復罹患例につ
いての情報が寄せられたこともあり, 手足口病の原因
となるウイルスが複数検出されていたこととの関連性
が疑われた。
　 3 .  手足口病以外の疾患患者からの EV 検出状況
　手足口病の主要起因ウイルスである EV-A71, CV-

A6, CV-A16 について, 手足口病以外の疾患患者から
の検出状況を次ページ表 2 に示した。脳炎・脳症 （以
下, 脳炎とする）, 無菌性髄膜炎, 熱性疾患, 呼吸器・
消化器系の疾患, 発疹症など, 軽症例から重症例を含
めて, 手足口病以外にも幅広く様々な診断名の患者か
らウイルスが検出された。これらのことから, 手足口
病流行時には, 手足口病以外の疾患からも当該ウイル
スが検出されることを念頭において, 病原体検索を行
うことは重要である。
　中枢神経系合併症を引き起こす頻度が高いとされる
EV-A712）は, 2010 年の流行時, 脳炎や無菌性髄膜炎患
者計 4 名から検出された。CV-A6 の台頭以降, 本市内
で EV-A71 の目立った流行は確認されていないが, 今
後も引き続き動向を監視していく必要がある。一方, 

CV-A6 が手足口病の病原体として猛威をふるった 2011

年は脳炎患者 3 名から CV-A6 が検出され, 2013 年に

表1. 手足口病患者からの年別ウイルス検出状況
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も脳炎患者 1 名から CV-A6 が検出された。2015 年以
降, 脳炎患者から CV-A6 は検出されていないが, EV-

A71と同じく重篤な症状を引き起こす可能性があるた
め, 引き続き注意が必要である。
　 4 .  臨床症状の比較
　検出数の多い EV-A71, CV-A6 について, これらの
ウイルスが検出された患者 （手足口病およびそれ以外
の疾患を含む） の臨床症状のうち, 発熱, 発疹, 水疱
の分布について比較した。CV-A6 が検出された患者 

（n=61） はEV-A71が検出された患者 （n=29） と比べ
て, 39.0℃以上の高熱を発症する割合が高く （CV-

A6 : 41％, EV-A71 : 10％）, 水疱が占める割合は同様
であったが （CV-A6 : 26％, EV-A71 : 24％）, 発疹性
の病変 （丘疹, 紅斑等を含む） を呈する割合が高かっ
た （CV-A6 : 61％, EV-A71 : 24％）。既報告 3）の通り, 

手掌や足底の水疱を主徴とする典型的な手足口病と比
べて, CV-A6による手足口病の病像が複雑であること
が示唆された。
　 5 .  まとめ
　広島市内では, ほぼ 2 年ごとに手足口病の流行が認
められているが, 警報値を超える大流行があっても, 

実際には手足口病の診断名での病原体の検査依頼は少
なく, 十分な病原体検索ができなかった年もある。流
行時期に適度な検体が収集され, 適切な検査体制のも
とに感染症発生動向調査を進め, 解析結果を情報還元
していくことが重要と考える。
　参考文献
1） 広島市感染症情報センター

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/ 

1268266154947/index.html

2） 多屋馨子ら, IASR 25: 226-227, 2004

3） 小林正明ら, IASR 32: 230-231, 2011

　　　　　　　　　広島市衛生研究所生物科学部
　　　　　　　　　　藤井慶樹　則常浩太　兼重泰弘
　　　　　　　　　　山本美和子　松室信宏

＜特集関連情報＞
　大阪市における手足口病の流行状況 （2017 年）

　近年, 日本国内では 1981 年の調査開始以来最大規模
の手足口病流行が隔年で発生している。大阪市におけ
る 2011 年, 2013 年, 2015 年の手足口病患者の報告数は, 

それぞれ 4,210 人, 4,211 人, 6,386 人と全国での発生動
向と同様に隔年での大きな流行が確認された。各流行
年に報告された患者からは, 主にコクサッキーウイル
ス A6 （CV-A6） が検出された1）。大阪市における 2016

年の手足口病患者報告数は 767 人と大きな流行が認め
られなかったが, 2017 年は第 31 週現在 4,878 人と大きな
流行が確認されている。本稿では, 2017 年の大阪市に
おける手足口病患者からのウイルス検出状況について
報告する。
　方法  :  2017 年 1 月～ 7 月24日までに手足口病と診断
され, 大阪市立環境科学研究所 （2017 年 4 月以降 : 大
阪健康安全基盤研究所天王寺センター） に搬入され
た 23 症例を解析対象とした。Real-time RT-PCR法 2）

でエンテロウイルス （EV） が陽性となった検体につい
て, CODEHOP PCR 法 3）および CV-A6 の viral protein 

1 （VP1） 領域全長を増幅する RT-semi-nested PCR 法 1）

にて VP1 領域を増幅し, ダイレクトシーケンス法によ
り塩基配列を決定した。
　結果  :  23 症例中 19 症例 （82.6％） で EV が検出され
た。検出された EV の型は, CV-A6 （73.7％, 14/19）, EV-

A71 （21.1％, 4/19）, エコーウイルス （Echo） type 7 

（5.3％, 1/19） であった。CV-A6 が検出された症例の
検体採取月は, 1 月 : 2 症例, 3 月 : 1 症例, 5 月 : 1 症
例, 6 月 : 5 症例, 7 月 : 5 症例であり, EV-A71 が検出
された検体採取月は, 6 月 : 2 症例, 7 月 : 2 症例であっ
た （次ページ図）。
　考察  :  2017 年の大阪市における手足口病の主要な原
因ウイルスは, 2011 年, 2013 年, 2015 年と同様に CV-A6

であり, 近年の手足口病流行と CV-A6 の活動性が密
接に関連していることが改めて示された。また, 2017

表2. 手足口病以外の疾患患者からの年別EV-A71、 CV-A6、 CV-A16検出状況
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年は通常非流行期である 1 月から CV-A6 に関連した
手足口病症例が報告されるなど流行の兆しが確認され
た。第 24 週以降は, EV-A71 が検出される症例も散見
されている。EV-A71 による手足口病流行時には, 無
菌性髄膜炎や脳炎等, 中枢神経合併症の頻度が高くな
ることが報告されていることから4）, 今後の発生動向
に注意する必要があると考えられる。
　参考文献
1） Kanbayashi D, et al., J Med Virol, 2017 Aug 3, 

doi:10.1002/jmv.24905 （Epub ahead of print）
2） Kaida A, et al., Jpn J Infect Dis 67: 469-475, 

2014

3） Nix WA, et al., J Clin Microbiol 46: 2519-2524, 

2008

4） 多屋馨子ら, IASR 25: 226-227, 2004

　　　　　地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
　　　　　　上林大起　改田　厚　平井有紀
　　　　　　山元誠司　久保英幸　入谷展弘
　　　　　　小笠原　準
　　　　　大阪市健康局大阪市保健所感染症対策課
　　　　　　伯井紀隆　藤森良子　藤原遥香
　　　　　　木村禎彦　寺澤昭二

＜特集関連情報＞
　島根県における 2017 年 （第 35 週まで） の手足口病お
よびヘルパンギーナの患者発生の推移とエンテロウイ
ルス検出状況について

　 1 .  患者数の推移
　本県の 2017 年の手足口病患者は, 第 28 週から警報レ
ベル （定点当たり5.0人） を超える流行となり, 第 30 週
でピーク （定点当たり 10.04 人） となった。このことか
ら, 本県では第 29 週に注意喚起の報道発表を行った。
　患者数は第 30 週以降減少し, 第 33 週に警報レベルを
下回っているが, 第 35 週においても警報終息レベル 

（定点当たり 2.0 人） を超える流行が続いている。本県
での定点当たり10 人を超える流行は 2011 年以来である。
　一方, ヘルパンギーナは第 28 週をピーク （定点当た

り 2.7 人） とする流行となったが, 手足口病と比べやや
患者数が少ない状況である。
　 2 .  検出方法
　2017 年第 1 週～第 31 週までの手足口病患者 57 例か
らの 59 検体 （咽頭ぬぐい液 54, 扁桃ぬぐい液 1 , 鼻汁
1 , 髄液 1 , 便 2 ）, ヘルパンギーナ患者 15 例からの 16

検体 （咽頭ぬぐい液 15, 便 1 ） について, RD-A, A549

の培養細胞を用いてウイルス分離を行った。ウイルス
分離後は, 自家製単味抗血清で中和後, RD-A 細胞上
でプラック減少法により同定を行った。
　ウイルスが分離されなかった検体および一部の中和
同定済みの分離株について, エンテロウイルスの VP1

領域を増幅する CODEHOP VP1 RT-semi-nested PCR 1）

を実施し, ダイレクトシークエンスにより増幅が確認
された遺伝子断片の塩基配列を決定した。
　 3 .  ウイルス検出結果
　手足口病  :  41検体 （41 例の患者） からウイルスが検
出され, コクサッキーウイルス A6 （CV-A6） が 34 株, CV-

A16 が 2 株, CV-A10 が 2 株, エンテロウイルス A71 

（EV-A71）, CV-A5, エコーウイルス （Echo） 3 がそれ
ぞれ 1 株であった。
　CV-A6 は第 17 週から検出され始め, 第 21 週～第 30 週
を除く第 31 週までほぼ毎週検出された。患者数がピー
クとなった第30週には EV-A71, CV-A16, CV-A5 およ
び CV-A10 が検出された （次ページ図 1 ）。
　ヘルパンギーナ  :  13 検体 （12例の患者） からウイル
スが検出され, CV-A5 が 6 株, CV-A2 が 3 株, CV-

A10 が 2 株, CV-A6, Echo 3 がそれぞれ 1 株であった。
　患者数がピークとなった第 28 週～第 31 週では CV-

A2, CV-A5, CV-A10 が検出された （次ページ図 2 ）。
　まとめ
　手足口病患者からのエンテロウイルスの検出は CV-

A6 が多数を占めたが, 第 30 週のピーク時には CV-A5, 

CV-A10, CV-A16, EV-A71 が検出され, これら複数
種のウイルスが流行したことで患者数が増加した可能
性が考えられた。
　EV-A71 の流行は 3 ～ 4 年周期 2）とされ, 本県にお
いても 2014 年以来 3 年ぶりに検出された。

図. 大阪市における2016年と2017年の手足口病患者週別報告数と2017年のエンテロウイルス検出数
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　ヘルパンギーナの患者数は例年と比
べ多くはないが, CV-A2 や CV-A5, CV- 

A10 等, 複数の型が同時期に検出され
ている。全国では CV-A6 が最も多く, 

次いで CV-A10 が検出されているが, 

本県は CV-A2 や CV-A5 がやや多く検
出された。
　CV-A16 と EV-A71 の検出数は少な
いが, 本県の 2015 年の手足口病のよう
に冬季に流行する可能性もあるた
め, 患者情報およびエンテロウイルス
検出状況を今後も注視していく必要が
ある。
　参考文献
1） Nix WA, et al., J Clin Microbiol 

44: 2698-2704, 2006

2） IASR 33: 55-56, 2012

　　島根県保健環境科学研究所
　　ウイルス科
　　　藤澤直輝　山田直子　辰己智香
　　　黒田　諭　田原研司

＜特集関連情報＞
　2013 および 2017 年におけるコクサッキーウイル
ス A6型による手足口病患者の臨床的・疫学的観察

　最近の手足口病の主な病原ウイルスはコクサッキー
ウイルス A16型 （CV-A16）, A6 型 （CV-A6）, エンテ
ロウイルス A71 型 （EV-A71） であり, その他 CV-A10, 

CV-A9, CV-A4, コクサッキーウイルス B 群およびエ
コーウイルスなどが検出されている。CV-A6 は従来
ヘルパンギーナの主要病原ウイルスであったが, 2008

年に海外で 1）, 2009 年以降は日本で手足口病の原因ウ
イルスとして全国的に検出され, 2011 年には全国的大
規模流行を起こした2, 3）。その臨床像は一般的な手足
口病と異なる手足口病であり, 2013 および 2017 年に流
行した際の臨床像を記述する。
　対象と方法
　静岡県藤枝市にある小林小児科を 2013 および 2017

年の手足口病流行時に受診し, 臨床的に手足口病と診
断された患者の保護者より文書による同意取得の上, 

咽頭ぬぐい液を採取した。検体の採取は国立病院機構
三重病院の倫理審査で承認された。検体は－30℃で凍
結保存の後, PCR 検査で CV-A6 を確定した。
　結　果
　当院を受診した手足口病の患者数は 2013 年 235人, 

2017 年 155 人であり, このうちインフォームドコンセ
ント （アセント） が得られ, CV-A6 症例と確定したも
のはそれぞれ 34 人 （2013年） および 23 人 （2017 年） で
あった。

　 1 ） 2013 年流行の CV-A6 による手足口病の臨床症
状 （34例）
　発熱は  30/34 （88.2％） で認め, 平均最高体温は 38.9℃, 

平均有熱期間は 1.5日であり, ヘルパンギーナ様口内
疹は 21/34 （61.8％） であった。皮疹が発熱より先行す
る例が 4 例 （11.8％） みられ, 皮疹の分布は臀部から下
肢により顕著に分布する傾向がみられた。続発症の爪
甲脱落症は 26/34 （76.5％） に認められた。
　 2 ） 2017 年の CV-A6 による手足口病の臨床症状 （23

例）
　発熱は 20/23 （87.0％） で認め, 平均最高体温は 38.9℃, 

平均有熱期間は 1.6 日, ヘルパンギーナ様口内疹は15/ 

23 （65.2％） にみられた。頬粘膜の口内疹は 3 例 （13.0％） 
にみられたのみであった。3 例 （13.0％） では発熱より
皮疹が先行して出現した。皮疹は 2013 年同様, 臀部か
ら下肢に顕著に認められたが, 皮疹の出現部位はより
変化に富み, 体幹や頭皮に出現した例もあった。手掌, 

足底の皮疹はそれぞれ 10 例 （43.5％）, 16 例 （69.6％） 
と, 従来の手足口病より低頻度であった。一方, 体幹
の皮疹は 5 例 （21.7％） に認められ, 臀部の皮疹が顕著
の場合, 体幹に拡大してみられた （次ページ図 A）。慢
性湿疹やアトピー性皮膚炎がみられる場合に皮疹が集
簇傾向を示した （次ページ図 B）。
　 3 ） CV-A6 による手足口病の家族内感染, 不顕性感
染
　2013 年の 34 患者の世帯調査で, 総同居家族人数 149

人 （成人 89人, 小児 60 人） のうち, 家族内感染は成人
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9 人 （罹患率10.1％）, 小児11人 （患者以外の同
胞数 26 人で罹患率 42.3％） が発症し, 感染リス
クは高いと思われた。また, 2011 年流行時手足
口病を発症しなかった患者家族の 5 人 （小児
4 人, 成人 1 人） が爪甲脱落症を示し, そのうち
2 例で CV-A6 中和抗体の高値を認め, 不顕性感
染が示唆された。
　参考文献
1） Osterback R, et al., Emerg Infect Dis 15: 

1485-1488, 2009

2） Fujimoto T, et al., Emerg Infect Dis 18: 

337-339, 2012

3） Kobayashi M, et al., Jpn J Infect Dis 66: 

260-261, 2013

　　　　小林小児科　小林正明
　　　　国立感染症研究所感染症疫学センター
　　　　　花岡　希　小長谷昌未　藤本嗣人
　　　　国立病院機構三重病院臨床研究部
　　　　　谷口清州

＜特集関連情報＞
　エンテロウイルス検査の信頼性確保について

　急性灰白髄炎 （ポリオ）, 手足口病等のエンテロウ
イルス感染症の多くは不顕性である。このうちポリオ
に関しては既にワクチンが開発されており, わが国で
も長年にわたり経口生ポリオワクチン （OPV） が使用
されてきた。定期接種用ワクチンとして不活化ポリオ
ワクチン （IPV） へ切り替えた 2012 年 9 月以前は, 小
児科定点把握疾患を対象とした病原体サーベイランス 

（感染性胃腸炎, 手足口病等の検査） によって, OPV 接
種時期 （春, 秋） に紛れ込みと考えられるポリオウイ
ルスワクチン株が恒常的に検出されていた。
　手足口病等のエンテロウイルス感染症の検査はポリ
オウイルス検査と共通の手技が多く, ルーチン検査を
行うことで, ポリオ検査体制の維持にも貢献している。
　感染症発生動向調査は 1981 年より国の予算事業と
して始まり, 1999 年の感染症法制定に伴い法定化され
た。感染症法では疾患を類型で分類し, 主にエンテロ
ウイルス感染が起因となる疾患は, 2 類感染症として
急性灰白髄炎 （ポリオ）, 5 類定点把握対象疾患には手
足口病, へルパンギーナ, 無菌性髄膜炎が含まれてい
る。これらのウイルス検査は, 主に自治体が設置した
地方衛生研究所 （地衛研） 等が担当している。
　 5 類定点把握対象疾患は, 患者数が多く全数把握が
困難なため, 定点報告にて発生動向を把握し, 各自治
体は積極的疫学調査の一環で, 病原体定点医療機関を
受診した患者の一部より提供を受けた検体に対して検
査を行いウイルスの流行状況を監視してきた。しか
し, 事業開始から 4 半世紀以上経過し, 検査体制を取

り巻く状況も変化している。その結果, 各自治体にお
いて病原体サーベイランスの取り組み方に差がみられ
るようになってきた。
　2014 年の感染症法改正では感染症の情報収集強化
を目的とし, 病原体サーベイランスに法的根拠が付与
された。同時に収集した検体には知事による検査義務
が生じ, 一定の信頼性が求められることとなってい
る。
　改正ではポリオを含む 2 類感染症の検査は, 迅速な
危機管理対応が必要なことから, 知事による検体の提
出要請, 採取措置などの措置が新たに規定されるとと
もに, 入手した検体に対する検査の質確保の取り組み
が省令で定められている。また, 「検査施設における病
原体等検査の業務管理要領」1） では感染症法に基づき
検査を行う地衛研等を対象とした業務管理が規定され
た。
　要領には, 標準作業書 （SOP） として検査 SOP, 検
査の信頼性確保試験 SOP の他, 試薬等管理, 培養細胞
管理, 機械器具保守管理, 検体取り扱いに関わる各
SOP の作成要領とそのひな形が含まれており, これら
の技術文書作成の他, 組織, 研修等の体制を整備し, 

組織として検査の質を確保するための必要な項目が記
載されている。
　一方, 地衛研の設備, 人員配置などの検査体制は設
置自治体等により大きく異なるため, 各々の状況に合
わせた検査体制を整備することが想定されている。
　また, 感染症法の類型により, 整備すべき SOP の種
類が異なる旨, 省令で規定された。すなわち, ポリオ
ウイルス検査の場合, まん延防止の観点から偽陰性対
策を念頭に置きつつ, 要領に基づき各種技術文書の整
備, 検査の信頼性評価, 内部監査体制等の検査体制を
整備する必要がある （次ページ表 1 ）。
　他方, エンテロウイルス血清型等の情報収集を主目
的とする手足口病, ヘルパンギーナ, 無菌性髄膜炎の

図A 図B
CV-A6
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検査には, 必要最小限の技術文書 

（検査 SOP, 検査の信頼性確保試
験 SOP） を作成し, 自治体の調査
目的に合致した検査体制を各地衛
研等に整備することとしている。
つまり各地衛研で実施するウイル
ス検査方法は異なることから, 各々
の検査体制に応じて, 結果の妥当
性を担保することとなる （表 2 ）。
　今般, 感染症発生動向調査実施
要綱において定点把握疾患の病原
体サーベイランスについても改訂
されている2）。病原体検査の業務
管理要領で検査結果の質を担保
し, 実施要綱で病原体定点の選
定, 報告時期など, 一定の基準を
示すことで, 手足口病, ヘルパン
ギーナ, 無菌性髄膜炎の起因ウイ
ルスの流行像をより適切に把握で
きるよう内容が変更されている。
こうして得られた結果は疫学的な
解析により自治体の感染症対策に用いられることが期
待されている。
　このように一定の採取基準により収集された検体と
検査の質が担保された結果は, 感染症サーベイランス
システム （NESID） 登録を通じて, 全国レベルの起因
ウイルスの流行状況に反映されることとなる。
　改正感染症法完全施行 （2016 年 4 月） から 1 年半経
過したが, エンテロウイルスに限らず, 病原体検査法
は変化してゆくため, 検査の信頼性確保の取り組みに
ついても, 衛生微生物技術協議会等の機会を通じ関係
者間で情報共有し, 検査の質を維持する必要がある。
　資　料
1） 「検査施設における病原体等検査の業務管理要領の
策定について」 健感発 1117 第 2 号平成 27 年 11月17日

2） 「感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正につ
いて」 健発 1109 第 3 号平成 27 年 11月 9 日
　　　　　　国立感染症研究所　吉田　弘
　　　　　　岩手県環境保健研究センター　高橋雅輝
　　　　　　福岡県保健環境研究所　濱崎光宏
　　　　　　愛媛県立衛生環境研究所
　　　　　　　山下育孝*　四宮博人
　　　　　　　（*現　愛媛県宇和島保健所）
　　　　　　愛知県衛生研究所
　　　　　　　山下照夫**　皆川洋子
　　　　　　　（**現　修文大学）
　　　　　　埼玉県衛生研究所　岸本　剛
　　　　　　山口県環境保健センター　調　恒明

＜特集関連情報＞
　乳飲みマウスによるエンテロウイルス D68 型の分離
－秋田県

　2015 年秋に, わが国においてエンテロウイルス D68

型 （EV-D68） の大きな流行があり, その際, 急性弛緩
性麻痺との関連が疑われたものの, 未だ原因の解明に
は至っていない。秋田県健康環境センターでは, 感染
症発生動向調査で収集された検体からのウイルス分離
の一環として, 咽頭ぬぐい液, 便, 髄液を乳飲みマウ
スに接種している。図 1 には 2015 年の乳飲みマウスに
よるエンテロウイルスの分離状況を示した。コクサッ
キーウイルス A （CV-A） については, 手足口病やヘル
パンギーナと臨床診断された患者の検体からの分離が
ほとんどであり, 例年通りの傾向であった。ところが
8 ～10 月にかけて, 喘息を主訴とする患者の咽頭ぬぐ
い液を腹腔内に接種したところ, 4 ～ 8 日後に著明な

図1. 2015年の秋田県における乳飲みマウスを用いた
       エンテロウイルス分離状況 

表2. エンテロウイルス検査における信頼性確保（内部精度管理）の取り組みの例
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表1. 作成が求められる標準作業書（SOP）の種類とエンテロウイルス感染症との関係
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弛緩性麻痺を呈する例が相次ぎ, 最終的に13 株を分離
した。
　これらの株について, 既存の CV-A に対する抗血清
で中和試験を試みたものの, 同定することはできなかっ
た。そこで, プライマー EVP4/OL68-1 による RT-PCR

で VP4 領域を増幅し, プライマー直近の 571 bp を BLAST

検索したところ, EV-D68 に対する相同性が最も高く
90％以上であった （accession no.: LC102815）。確認
のために, 国立感染症研究所ウイルス第二部第二室よ
り EV-D68 に対する抗血清の分与を受け, 20 単位を
100 LD50 のウイルスと反応させた後, 乳飲みマウスに
接種した結果, 13 株すべてが中和された。また, 一連
の乳飲みマウスを用いた試験において, EV-D68 を接
種した際に出現する弛緩性麻痺が, 前肢にまで及ぶこ
とが観察された （図 2 ）。一般的に CV-A は乳飲みマ
ウスに弛緩性麻痺を起こすことが知られているが, 後
肢のみの麻痺にとどまることが多く （図 3 ）, 今回の結
果は EV-D68 の特徴の一つとして示唆される。
　EV-D68 については, 検出例そのものが CV-A に比
べて少ないこともあり, 動物実験による知見はほとん
ど得られていない。培養細胞による分離株を乳飲みマ
ウスに継代接種して弛緩性麻痺を観察した報告 1-3）が
あるものの, 臨床検体を直接接種して初代で分離した
例はこれまで知られていない。今回, 我々が分離した
13 株の EV-D68 は, 乳飲みマウスにおいて前肢にまで
及ぶ弛緩性麻痺が再現的に観察できるという特徴があ
る。冒頭に述べたとおり, ヒトの弛緩性麻痺との関連
で, 今後は EV-D68 の病原性に関する研究の進展が望
まれることから, 実験動物モデルが得られたことには
重要な意義が見出せるものと考えられる。
　参考文献
1） Schieble JH, et al., Am J Epidemiol 85: 297-310, 

1967

2） Patel MC, et al., PLoS One, DOI:10.1371/journal. 

pone.0166336, 2016

3） Hixon AM, et al., PLoS Pathog, DOI:10.1371/

journal.ppat.1006199, 2017

　　　　　　　　秋田県健康環境センター
　　　　　　　　　保健衛生部ウイルス班

　　　　　　　　　斎藤博之　秋野和華子　佐藤寛子
　　　　　　　　　藤谷陽子　柴田ちひろ　佐藤了悦
　　　　　　　　国立感染症研究所ウイルス第二部
　　　　　　　　　第二室　清水博之

＜特集関連情報＞
　2000～2017 年におけるエンテロウイルス A71 の
日本および世界における検出状況

　手足口病は予後の良い一般的なエンテロウイルス感
染症だが, 1990 年代後半以降, 東アジア地域では, エ
ンテロウイルス A71 （EV-A71） による大規模な手足
口病のアウトブレイク時に小児の急死例が多発し, 大
きな社会問題となっている （IASR 30: 9-10, 2009）。
EV-A71 は世界的に手足口病のアウトブレイクを引き
起こしたが, 特にアジアの子供たちに稀ではあるが脳
幹脳炎を含む重篤な中枢神経疾患を引き起こしている
ことが, CDC から報告されている （https://www.cdc.

gov/non-polio-enterovirus/outbreaks-surveillance.

html）。
　日本では 2000 年に死亡例を含む脳炎を伴う EV-

A71 による手足口病のアウトブレイクが発生した1）。
2000 年以降, EV-A71 による手足口病のアウトブレイ
クが 3 ～ 4 年ごとにみられ, 2000, 2003, 2006, 2010 お
よび 2013 年に EV-A71 の検出報告が多かった （本号 3

ページ特集図 5 ）。しかし 2013 年以降には, 2017 年に
EV-A71 が少数検出されているものの, 大きな EV-

A71 のアウトブレイクがみられておらず, 今後のアウ
トブレイクに注意が必要である。
　2008 年にはシンガポールで過去最大の EV-A71 が関
与する手足口病のアウトブレイクがあり2）, 東アジアの
多くの国で手足口病の多発がみられた。中国において
は, 2008 年以降, 大規模な手足口病アウトブレイクが
報告されており, 2010 年には約 175 万人の手足口病患者
と905 人の死亡が, 2011 年には約 160 万人の手足口病患
者と 509 人の死亡が報告され, EV-A71 が重症例の主要
な起因病原体であったことが報告されている （WPRO: 

http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/

factsheets/hfmd/en/）3）。ベトナムでは, 2011～2012

 
 
図2. EV-D68を接種した乳飲みマウス 図3. CV-A6を接種した乳飲みマウス
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年にかけて, 多くの重症例・死亡例をともなう大規模
な手足口病アウトブレイクが発生し, 2011 年には南部
ベトナムを中心に 11 万人以上の手足口病患者が報告
され, そのうち170 人が死亡例であった4, 5）。カンボジ
アでは, 2012 年に探知された当初は原因不明の致死的
疾患とされた症例が EV-A71 感染に関与していた可能
性が報告されている6）。2013 年, オーストラリアのシ
ドニーにおける EV-A71 アウトブレイク時には, 61 例
のエンテロウイルス陽性中枢神経症例のうち死亡例 4

例が報告されている7）。
　以上, アジア太平洋地域が重症 EV-A71 感染症の最
も多い地域となっているが, その他の地域, たとえば
ヨーロッパにおいては, ドイツで 2006～2014 年にエン
テロウイルスサーベイランスが実施され, EV-A71 が
検出されている8）。フランスや英国では散発的な EV-

A71 の検出が報告され9）, イタリアやその他のヨー
ロッパ諸国でも検出報告がみられる。EV-A71 検出・
分子疫学解析については, インド, アフリカを含
め, 世界各地からの報告があるが, 疾患および病原体
サーベイランス体制が整備されていない国・地域も多
いことから, 臨床疫学的な解釈には留意が必要とされ
る10）。
　近年の EV-A71 についてはアジアがアウトブレイク
の中心地域であったことは間違いない。アジアでの死
亡例および重篤例の多発が, その後の中国をはじめと
するアジアにおける EV-A71 ワクチン開発・実用に結
実したと思われる （本号 13 ページ参照）。ポリオの世界
的な根絶が近い今, EV-A71 は非ポリオエンテロウイ
ルスとして, 最も神経病原性が高く, かつ継続して世
界的規模で手足口病を引き起こしている。近隣アジア
諸国で脳幹脳炎等の重症例のアウトブレイクを引き起
こし, 死亡にもつながることがあるEV-A71 に対して, 

日本においてもワクチンが開発されることが望まれ
る。
　参考文献
1） Fujimoto T, et al., Microbiol Immunol 46（9）: 621 

-627, 2002

2） Wu Y, et al., Int J Infect Dis 14（12）: e1076- 

e1081, 2010

3） Xing W, et al., Lancet Infect Dis 14（4）: 308-318, 

2014

4） Nguyen NT, et al., BMC Infect Dis 14（1）: 341, 

2014

5） Geoghegan JL, et al., J Virol 89（17）: 8871-8879, 

2015

6） Duong V, et al., Emerg Microbes Infect 5 （9）: 9, 

2016

7） Teoh H-L, et al., JAMA Neurol 73（3）: 1-8, 2016

8） Obermeier PE, et al., Emerg Infect Dis 22 （10）: 
1843-1846, 2016

9） Schuffenecker I, et al., J Clin Virol 50 （1）: 50-

56, 2011

10） Chakraborty R, et al., AIDS 18 （14）: 1968-1970, 

2004
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＜特集関連情報＞
　動物モデルを用いたエンテロウイルスA71病原性の
解析

　エンテロウイルス A71 （EV-A71） は主に 5 歳以下の
乳幼児に感染し, 手足口病を起こす。大規模な手足口
病の流行時には稀に急性脳炎, 脊髄炎, 神経原性肺水
腫などの重篤な中枢神経合併症を引き起こすことがあ
り, ヒトの死亡例においてウイルス感染部位は大脳皮
質, 視床下部, 中脳, 小脳核, 橋, 延髄, 脊髄の神経細
胞である。近年アジア諸国で大規模な流行で多数の死
亡例が報告され, 大きな問題となっている1）。
　EV-A71 研究上の解決すべき問題として, このウイ
ルスはどのようなメカニズムで中枢神経系への親和性
を示すのか, 重症化する場合はウイルスに変異が生じ
て特別に毒力が増しているのか, などが挙げられる。
また, 中国で承認されたばかりの不活化ワクチンが存
在するが, さらに有効で安全性の高いワクチンの開発
が求められている。上記の問題解決のためには動物モ
デルを用いた実験が不可欠である。しかし, EV-A71

の宿主域は狭く, 感染可能な動物は少なく問題点も多
い （次ページ表）。実験的にカニクイザルなどの旧世
界ザルに感染させると, サルは手足口病を起こさない
が, ヒトと類似の中枢神経系の感染を起こすことがで
きる2, 3）。EV-A71 が属する A 群エンテロウイルスの
ウイルスは乳飲みマウスに感染するので, 多くの株で
は感染すると思われるが, 分離株の中には明らかに感
染しないものも存在する。また, 中枢神経系に感染す
る以外にヒトと異なって骨格筋にも感染がみられる。
乳飲みマウスの感受性は通常生後 1 週間程度しか持続
せず, その後は感受性を示さない。つまり, サルモデ
ルは実験が容易ではない欠点があり, 十分な頭数を用
いて定量的にウイルス株の病原性を測定することなど
には不向きである。乳飲みマウスモデルはヒトにおけ
るウイルス受容体と異なった分子を利用していると考
えられ, 組織特異性が異なる点は病原性解析には不適
であり, 感受性が永続しないことによりワクチンの有
効性試験を行うことが困難である。マウスモデルはマ
ウスにより馴化したウイルス株を用いること4）や免疫
不全のマウスを用いる実験系が工夫された5）が, 感受
性を持つ時期が少し延長できた程度で根本的な解決に
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は至らなかった。
　我々は, EV-A71 のヒトでの感染を司る受容体を同
定し, その受容体を発現するトランスジェニック （tg） 
マウスモデルを作製すれば, よりヒトの病態に近
く, 感受性も持続する動物モデルができるのではない
かと考えた。我々は EV-A71 受容体として Scavenger 

receptor B2 （SCARB2） を同定した6）。SCARB2 はウ
イルスとの結合, 細胞内への侵入, ウイルス粒子の脱
殻開始を行うことができ7）, 本来感受性を持たないマ
ウス培養細胞に発現させると, 感受性を獲得するよ
うになる。SCARB2 以外にも EV-A71 と結合するこ
とができることからウイルス受容体ではないかと報
告されている分子, PSGL-1, Annexin II, DC-SIGN, 

nucleolin, vimentin, heparan sulfate, sialylated 

glycan などが存在する8）。これらの分子はウイルスの
脱殻を誘導することができないことから attachment 

receptor と分類されている。我々はこれらの分子も感
染を助け, 病態を変化させる可能性があるが, 種特
異性を打破するためには SCARB2 の導入が最も重要で
あろうと考えて, ヒト SCARB2 遺伝子全領域を含む
bacterial artif icial chromosome （BAC） クローンをト
ランスジーンとしてマウスに導入した9）。ヒト SCARB2

はマウス体内でヒトと同様のパターンで発現し, tg マ
ウスに静脈内接種, 腹腔内接種, 脳内接種などにより
ウイルスを感染させると中枢神経系で効率よく増殖
し, 大脳皮質, 中脳, 小脳核, 橋, 延髄, 脊髄の神経細
胞でウイルス抗原が観察された。乳飲みマウスと異な
り骨格筋での顕著な病変はなく, 成獣でも感受性は消
失しない。Tg マウスは経口感染効率が高くないこと
がヒトと異なる。
　SCARB2tg マウスモデルの開発により, EV-A71 株
の病原性の強弱を実験的に測定することやワクチンの
有効性試験を行うことができるようになりつつある。
現在我々は, 多数の臨床分離株を用いて各々の分離株
の毒力を測定し, 毒力の高い株と低い株を得ている。
これらの株間の比較から EV-A71 の毒力決定に関与す
る塩基あるいはアミノ酸変異などを同定できるように
なると考えている。また, ワクチン投与により免疫を
誘導した tg マウスは致死的攻撃感染から防御できるこ
とを見出しているので, マウスをワクチンの有効性試験
に使用することも可能である。SCARB2tg マウスモデル

の今後の病原性研究へのさらなる応用が期待される。
　参考文献
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2） Nagata N, et al., J Gen Virol 85 （Pt 10）: 2981-
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4） Wang YF, et al., J Virol 78 （15）: 7916-7924, 2004
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6） Yamayoshi S, et al., Nature Medicine 15 （7）: 
798-801, 2009

7） Yamayoshi S, et al., J Virol 87 （6）: 3335-3347, 2013
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＜特集関連情報＞
　アジア諸国における手足口病 （エンテロウイルス
A71） ワクチン開発と導入

　近年の東アジア地域における多数の死亡例を伴う手
足口病重症例の大規模流行を受け, アジア諸国を中心
に, 発症あるいは重症化を予防するためのエンテロウ
イルス （手足口病） ワクチン開発が進められている1）。
ペプチド, 各種組換え蛋白質, virus-like particle

等, 様々なアプローチにより合成・発現させたエンテ
ロウイルス・カプシド蛋白質を抗原として利用するワ
クチンが検討されているが, 現在, 臨床開発が進めら
れているエンテロウイルスワクチンの多くは, 培養細
胞で増殖したエンテロウイルス粒子をホルマリン処理
することにより, ウイルス粒子の抗原性を保ったまま
感染性を完全に消失させた不活化ワクチンで, 複数回
の接種により血中中和抗体を誘導する。血中中和抗体
の効果的な誘導により, ウイルス血症制御を介した発
症・重症化予防効果が期待できる。
　中国では, 2008 年以降, 多くの死亡例を伴う大規模
な重症手足口病流行が発生している。2008～2012 年の
約 5 年間で, 約 720 万人の手足口病症例が報告され, そ
のうち, 82,484 例が重症例 （重症化率 ; 約1.1％）, 死亡
例は 2,457 例 （致命率 ; 約0.03％） とされている2）。そ

表. 動物モデルの比較
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のため中国では, 国家的プロジェクトとして, エンテ
ロウイルスA71 （EV-A71） ワクチンの開発研究が進
められ, ワクチン品質管理体制が整備された3）。第三
相臨床試験として, 3 施設により開発された不活
化 EV-A71 （遺伝子型 C4） ワクチン製剤について, そ
れぞれ, 10,000 名以上の乳幼児・小児を対象として, ワ
クチン製剤, あるいは, プラセボを 4 週間隔で計 2 回
筋肉注射により接種する, 多施設共同・プラセボ対照・
無作為化二重盲検試験が実施された。その結果, いず
れの不活化 EV-A71 ワクチンについても, ワクチン接
種群は, 2 回目接種後 56日に高い EV-A71 中和抗体陽
転率を示し, 優れた中和抗体誘導能が確認された 

（表）4-6）。EV-A71 関連手足口病に対する発症予防効
果について, ワクチン接種群とプラセボ群で比較した
ところ, いずれの不活化 EV-A71 ワクチンも, 90％以
上の発症予防効果を示した （表）。ワクチン接種群とプ
ラセボ群で副反応発生率に有意な差は無かった。第三
相臨床試験の結果を受け, 中国食品医薬品検定研究院
は, 2015～2016 年にかけて, 3 施設により開発された
不活化 EV-A71 ワクチンを製造承認し, 世界初の非ポ
リオエンテロウイルスワクチンとして中国市場に導入
された7-8）。
　台湾は, 1998 年に発生した手足口病重症例の大規模
流行以来, 手足口病ワクチンを感染症対策上優先度の
高いワクチンと位置づけており, ワクチン開発に関連
した多くの基礎研究および応用研究の成果が報告され
ている。台湾国家衛生研究院は, EV-A71株 （遺伝子型
B4） をホルマリンで不活化した不活化ワクチンの開発
を進めており, 第一相臨床試験における安全性と優れ
た中和抗体誘導効果が報告されている9）。
　武田薬品工業 （旧 Inviragen） は, Vero 細胞で増殖
した EV-A71 株 （遺伝子型 B2） を不活化した EV-A71

ワクチンの開発を進めており, 第一相試験が実施され
ている10）。
　不活化 EV-A71 ワクチンにより誘導される中和抗体
は血清型特異的であり, コクサッキー A6 やコクサッ
キー A16 等, 他の手足口病関連エンテロウイルス感染

に対する発症予防効果は期待できない。このため, 中
国や台湾等では, より広範な手足口病関連エンテロウ
イルス感染に対し発症予防効果を有する, 次世代手足
口病ワクチンの研究開発が進められている11）。わが国
では幸い, 多数の死亡例をともなう重症 EV-A71 感染
症の大規模流行は発生しておらず, 手足口病ワクチン
の国内臨床開発は行われていない。しかし, EV-A71

感染症重篤化のメカニズムは解明されておらず, わが
国でも, 重症エンテロウイルス感染症の大規模流行が
発生するリスクは常に存在する。重症エンテロウイル
ス感染症の流行に備え, 近隣アジア諸国におけるエン
テロウイルスワクチン開発・導入状況を, 今後も注視
する必要がある。
　参考文献
1） 清水博之, IASR 33: 65-66, 2012

2） Xing W, et al., Lancet Infect Dis 14: 308-318, 

2014

3） Liang Z, et al., Vaccine 29: 9668-9674, 2011

4） Zhu FC, et al., Lancet 381: 2024-2032, 2013

5） Zhu F, et al., N Engl J Med 370: 818-828, 2014

6） Li R, et al., N Engl J Med 370: 829-837, 2014

7） Li L, et al., Vaccine 33: 1107-1112, 2014

8） Pallansch MA, et al., Lancet 381: 976-977, 2013

9） Cheng A, et al., Vaccine 31: 2471-2476, 2013

10） Hwa SH, et al., PLoS Negl Trop Dis 7: e2538, 2013

11） Liu CC, et al., Vaccine 32: 6177-6182, 2014
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＜国内情報＞
　長崎県におけるコクサッキーウイルス B4 型による
新生児～早期乳児の重症感染例

　はじめに
　エンテロウイルス （EV） 感染は, 手足口病やヘルパ
ンギーナ等の疾患にとどまることが多いが, 新生児や
早期乳児では無菌性髄膜炎に加え, 脳炎, 急性弛緩性

表. 中国における不活化エンテロウイルスA71ワクチンの第三相臨床試験の概要 
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脊髄炎, 心筋炎や敗血症様疾患などの重篤な臨床症状
を引き起こすこともある。
　長崎県では上述の重症病態における EV の関与を明
らかにするとともに, 重症化に関わるウイルス側因子
の探索を目的としてEVの検出と分子疫学的解析を
行っている。
　2017 年 6 ～ 8 月の期間にコクサッキーウイルス B （CV-

B） 4 型とエコーウイルス 6 型が複数検出されたが, 特
に CV-B4 はけいれん群発を来たした症例や, 新生児
敗血症様疾患の症例など重症例から検出されており, 

注意喚起が必要と考え報告する。
　調査概要
　長崎県にて 2017 年 6 ～ 8 月に19 例 〔17 例が無菌性髄
膜炎, 1 例が新生児敗血症様疾患, 1 例が不明熱 （最終
診断 : 川崎病）〕 から血清, 髄液, 咽頭ぬぐい液, 便, 

尿をできるだけ揃えて採取し, これらの検体から
QIAamp Viral RNA Mini Kit （QIAGEN） を用いて
RNA を抽出し, CODEHOP VP1 RT-semi-nested PCR

によって EV ゲノムを網羅的に検出した。逆転写反応
後の増幅反応により特異的増幅産物が得られた場合, 

AN89 および AN88 をプライマーとしてダイレクトシー
クエンスを行い, 塩基配列を決定した。その配列情報
に基づき Enterovirus Genotyping Tool Version 0.1 に
より検出ウイルスを型別した。塩基配列は, GENETYX 

ver.12 （ゼネティクス社） により解析した。
　結　果
　19 例中 13 例から EV が検出され, CV-B4 が 8 例, エ
コーウイルス 6 型が 4 例, コクサッキーウイルス A 

（CV-A） 9 型が 1 例であった。CV-B4 検出例の中で特
記すべき重症例を以下に紹介する。
　症例 1  :  2 絨毛膜 2 羊膜双胎第 1 児 （それぞれが別々
の胎盤を持っており, 互いの血流が影響し合うことはな
い双子の第 1 児）。母に妊娠性血小板減少症あり。36

週 0 日に 39℃台の発熱を認め前期破水したため, 緊急
帝王切開術にて出生。体重 2,306g であったが, Apgar

スコア 1 分 9 点, 5 分 9 点であり全身状態は良好であっ
た。しかし, 日齢 5 に発熱し, 活気や哺乳力の低下を認
めたため当科に入院した。入院時体温は 38.0℃, 心拍
数 148 回/分, 血圧 74/48mmHg, 呼吸数 38回/分, SpO2 

98％で, 活気に乏しく啼泣弱かったが, 診察所見上他
の身体所見に著変なかった。血液検査では, 白血
球 6,700, ヘモグロビン 12.2g/dL, 血小板 1.9万, フィ
ブリノーゲン 145mg/dL, FDP 8.5μg/mL, D-dimer 

4.7μg/mL, AST 111 U/L を認めた。血小板減少を認
めたため髄液検査は施行しなかった。新生児敗血症を
想定して, 抗菌薬, γ-グロブリン製剤, トロンボモジュ
リン製剤の投与を行った。日齢 6 には血小板 0.8 万とさ
らに低下したが, 同日より解熱し, 日齢 15 頃より徐々
に活気が回復し, 日齢 25に退院した。
　日齢 5 に採取した血液, 尿, 咽頭より CV-B4 が検出

され, CV-B4 による新生児敗血症様病態と診断した。
高サイトカイン血症が推測され, 現在保存検体を解析
中である。母親の CV-B4 中和抗体価がペア血清で 4 倍
から 64 倍に上昇しており, 分娩直前の発熱は CV-B4 感
染だったと思われる。患児は母体から経胎盤的に, ま
たは出生直後に感染したと考えられる。なお, 双胎の
第 2 児は症状なくウイルス学的な精査は行われていな
い。
　症例 2  :  生後 2 か月の男児。0 病日より発熱と易刺
激性があり前医入院。血液検査で白血球 8,790, CRP 

0.09mg/dL, 髄液検査にて髄液細胞数 200/μL （単核
球 96％, 多核球 4 ％） を認めた。同日夕より右半身性の
けいれん発作 （持続時間は約 40 分程度） を繰り返し, 

頓挫に抗けいれん薬の静注を複数回要した。化膿性髄
膜炎やヘルペス脳炎の可能性も否定できず, 髄膜炎量
のアンピシリンとセフォタキシムにアシクロビルを併
用しマンニトールも開始した。1 病日にも10 秒～ 5 分
の全身のぴくつきを認めたため頭部 MRI 検査を行っ
たが異常は認めなかった。けいれん管理目的で当科へ
転院となった。転院時は解熱しており, 血液検査でも
炎症反応や逸脱酵素の上昇はなかった。転院後はけい
れんなく, 脳波モニタリングでも異常は認めなかっ
た。各種培養陰性, 髄液の単純ヘルペスウイルス PCR

陰性を確認し, 抗菌・抗ウイルス療法を中止し 7 病日
に退院した。
　 0 病日に採取した咽頭ぬぐい液と便より  CV-B4 が
検出され, 同ウイルスによる無菌性髄膜炎と診断し
た。
　考　察
　我々は 2013 年に長崎県と近隣の佐賀県において, 

CV-B2 による死亡例も含めた重症新生児感染の発生
を経験しており, 以降, 重症感染例のウイルス学的検
索を心掛けるようにしている。昨年 2016 年 3 ～ 5 月は
CV-B5 による無菌性髄膜炎が県内で流行し, その後も
手足口病等から CV-A6, エコーウイルス 9 型, CV-

A16 が多く検出されたが, 幸い重症例は出なかった。
今回我々は長崎県内における CV-B4 による無菌性髄
膜炎の流行中に重症例を複数例経験した。単一地域で
の流行とそれに伴う重症例の出現に関しては検索した
限り報告はなく, 臨床的・疫学的に貴重と考えられた。
また, 同時に流行していたエコーウイルス 6 型による
無菌性髄膜炎では, けいれん群発などの重症例は認め
ていなかった。長崎県においてここ数年流行している
ウイルス株に関して, その種類によって重症例の発生
が予測できる可能性があり, 今後の症例の蓄積が必要
と考えられた。
　　　　　　　　長崎大学病院小児科
　　　　　　　　　里　龍晴　森内浩幸
　　　　　　　　長崎県環境保健研究センター
　　　　　　　　　保健衛生研究部保健科　松本文昭
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＜国内情報＞
　精神科病院におけるヒトメタニューモウイルスに
よる成人の集団感染事例－茨城県

　事例の探知
　茨城県内の某精神科病院において, 発熱や咳嗽, 咽
頭痛, 嗄声等の感冒症状を呈する者が 2016 年 7 月 2 日～
13日までに A 階病棟で 15 名発生した。7 月14日に本事
例について茨城県土浦保健所へ報告があり, 同日保健
所が状況調査および病棟内対策の指導を実施した。詳
細は後述するが, 一部の症例から human metapneumo-

virus （HMPV） が検出された。
　 7 月21日以降, 他階病棟でも同様の症例が発生した
ため, 7 月29日に再度, 状況調査および病棟間の感染
対策の指導を実施した。発症者のうち67 歳の男性が死
亡したことを受け, 8 月 5 日に 3 度目の状況調査およ
び院内感染対策の指導を実施した。
　同病院は階の異なる 5 つの病棟からなり, A, B, C

および E 階は開放病棟, D 階は閉鎖病棟である。E 階
病棟は老人病棟で, 病棟外の患者との接触はほとんど
ない。A, C および D 階の一部の患者は, 通常は, 同
じ機能訓練室にてリハビリテーションを実施している
が, A 階は感冒症状の症例の集積を受け 7 月 9 日より
閉鎖病棟となり, 他病棟と直接の交流はなかった。
　疫学調査と対応
　本事例における症例定義を, 同精神病院の入院患者
および職員において, 7 月 2 日～ 8 月17日までの期間
に, 「咳嗽, 咽頭痛, 鼻汁または 37.0℃以上の発熱」 の
いずれかを有する者とした2, 3）。入院患者については,

入院から 4 日未満の発症の症例は除外した。
　症例定義に該当したものは計 109 名 （入院患者 93 名, 

職員 16 名） で, 男性 78 名 （入院患者 70 名, 職員 8 名）, 
女性 31 名 （入院患者 23 名, 職員 8 名） であった。患者
の年齢分布は, 入院患者においては29～82 歳 （中央値
63 歳）, 職員は 21～63 歳 （中央値 41.5 歳） であった。病
棟ごとの入院患者の症例数 （入院患者数に占める割

合） は, A 階 34 名 （57％）, B 階 34 名 （57％）, C 階 19 名
（32％）, D 階 6 名 （15％） であった。病棟ごとの職員の
症例数は, B 階 8 名 （38％）, C 階 5 名 （21％）, D 階 1

名 （ 5 ％）, 外来看護師 1 名 （20％）, 調理員 1 名 （ 4 ％） 
であった。なお, 職員はそれぞれのフロア専属の職員
である。
　症例の主な症状は, 発熱 （37.0℃～39.5℃） 103 名 

（94％）, 咳嗽 36 名 （33％）, 鼻汁 20 名 （18％）, 咽頭痛 29

名 （27％）, 頭痛 22 名 （20％）, 嗄声 14 名 （13％） であっ
た。また, 症例のうち 3 名が肺炎を起こし, うち 1 名
には気管支喘息の既往があった。
　A 階入院患者のうち 7 月 7 日～13日に発症した有症
者 5 名について, 7 月14日に採取した咽頭ぬぐい検体
を茨城県衛生研究所にて HMPV を含む 17 種類のウイ
ルス病原体を対象にリアルタイム RT-PCR を実施し
たところ, すべての検体から HMPV のみが検出され
た。8 月 5 日に再度, 7 月29日～ 8 月 5 日の期間に発症
した A 階 1 名 （ 7 月14日検体採取の 5 名とは異なる）, 
B 階 5 名, C 階 3 名, D 階 1 名の有症者 10 名 （すべて
入院患者） の病原体検査を実施したところ, B 階およ
び C 階有症者の計 8 名から HMPV が検出された。
A 階および D 階の有症者からは 17 種類のウイルスは
不検出であったが, A 階有症者は 7 月10日に一度発症
し, 軽快後の 7 月29日に再度発熱があったこと, D 階
有症者は外泊直後の発熱であったことから, HMPV 以
外の要因の可能性があった。
　保健所による複数回の立ち入り指導では, 職員が使
用するアルコール消毒薬の設置, 手指や環境の頻回消
毒, 手洗いの徹底, 飛沫感染予防策として職員および
患者のマスク着用等を指導した。8 月30日の時点で, 8

月17 日より有症者の新規発生はみられなかったことか
ら, 本事例は終息したと判断した。
　考　察
　2016 年 7 月～ 8 月中旬にかけ, 精神科病院の複数の
病棟にまたがり, 一部の症例から HMPV が検出され, 

HMPV に起因すると推察されあまり報告が多くない
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成人での集団感染事例および肺炎症例を経験した。
　HMPV のようにウイルス排出期間が約 2 週間と長
いウイルス 4）の場合, 症状が軽快しても引き続き感染対
策を続ける必要がある。本事例は精神科病院における
集団感染であり, 病院の特性上, 消毒用アルコールを
常時設置できない, 手洗いが不十分になりやすい, コ
ホーティングを実施できない等, 感染拡大しやすい状
況であった。また, 複数病棟にまたがった感染であり, 

職員等を介した感染拡大に寄与した可能性が考えられ
るため, 集団感染が考えられる際の職員等の移動制限
についても考慮していくべきであった。また, 本事例
において E 階の発症者がなかったことについては, 老
人病棟であり, 患者の移動や他の階との接触が少ない
ことや, ケア度が高いために平時より職員の感染予防
策が他の病棟よりも徹底されていたことが考えられる。
　HMPV は感染すると成人においても肺炎を引き起
こすことを再認識した。また, 潜伏期が長いウイルス
のため, 感染に気付かずに広がった可能性があった。
病院や施設等において, 成人にも呼吸器症状が集積し
た場合には, HMPV も疑って検査を実施していくべき
である。
　精神科病棟以外にも, 高齢者施設等, 消毒用アル
コールや手洗い用液体せっけん等を常時設置できない
状況にある施設においては, 平時より感染症対策への
意識を高め, 感染症予防や感染拡大防止のために飛沫
感染予防策のマスク着用等の対策をしておくことが重
要である。
　参考文献
1） 畔上由佳ら, 長野県環境保全研究所研究報告 7: 23-

26, 2011

2）  Degail MA, et al., Euro Surveill 2012 Apr 12; 17

（15）
3） 白石博昭ら, IASR 27: 178-179, 2006

4） 菊田英明, 小児感染免疫 Vol.18 No.2

　　　　茨城県土浦保健所
　　　　　大平采音　関　知子　下条陽子　緒方　剛
　　　　茨城県衛生研究所
　　　　　後藤慶子　土井育子　永田紀子　小林雅枝

＜外国情報＞
　母体の乾燥胎盤含有カプセルの摂取に関連した新生
児遅発型 B 群溶血性連鎖球菌感染症, 2016 年－米国
オレゴン州

　2016 年 9 月, 米国オレゴン州で, 早発型 B 群溶血性
連鎖球菌 （GBS） 菌血症の治療完了 （11日間のアンピ
シリン投与） の 5 日後に遅発型 GBS 菌血症を発症し
た新生児症例が報告された。児は満期産児で, 妊娠中
の合併症はなく, 妊娠 37 週時点での母体の膣・直腸培
養は GBS 陰性であった。また, 搾乳した母乳からも

GBS は検出されなかった。
　その後, 児の母の求めにより出産時に採取され, A

社で加工された自家胎盤組織 （プラセンタ） カプセル
を出産 3 日後から摂取していたことが判明し, カプセ
ルのサンプルを培養したところ GBS が検出された。
　 2 回の菌血症の際に血液培養から検出された各株, 

および胎盤カプセル由来株の計 3 株の GBS はパルス
フィールド・ゲル電気泳動 （PFGE） で区別ができず, 

CDC で実施された全ゲノム解析では, いずれも血清
型 III 型, MLST 型は ST17 であり, 3 つの株間で SNPs 

（ 1 塩基多型 ; single nucleotide polymorphisms） は
認められなかった。本児は母以外の保菌家族からの伝
播も否定はできないものの, 母親が GBS に感染した
自家胎盤組織を摂取したことによる高濃度保菌に起因
した遅発型 GBS 菌血症と考えられた。
　胎盤摂取の有用性を支持する科学的確証はないが, 

近年, 身体および心理的な利益のために産後の女性に
胎盤の摂取が行われる場合があった。A 社の場合, 利用
者はサービスに登録する際, ヒト免疫不全ウイルス感
染/後天性免疫不全症候群, 肝炎, ヘルペス, クラミジ
ア, 梅毒およびライム病の既往歴について報告する
が, 同社は出産前後の感染に関しては問わない。胎盤
組織はそのまま摂取, もしくは調理, 乾燥, 保存, そ
の他の方法で調製されている。A 社のウェブサイトに
よると, 胎盤は洗浄, スライスされ, 115～160°F （46

～71℃） で乾燥後, 粉砕されて約 115～200 個のゼラチ
ンカプセルに入れられ, 室温で保存される。
　胎盤を摂取するための処理基準は存在しない。サル
モネラの菌数を100 万分の 1 に減らすには, 130°F 

（54℃） で 121 分間加熱する必要がある。今回の事例で
は GBS の菌量を減らすのに十分な温度と時間の加熱
ができていなかった可能性が考えられた。汚染された
胎盤カプセルの摂取は, 母体の腸および皮膚への GBS

の定着を増加させ, 新生児への伝播を促進する可能性
がある。
　摂取用の胎盤処理に関する基準はなく, 胎盤をカプ
セル化する過程自体は病原体を死滅させるものではな
い。したがって, 胎盤摂取は避けるべきである。
　母体の GBS 保菌, 絨毛膜炎, または早発型新生児
GBS 感染症がある場合, GBS で汚染された胎盤を含
有するカプセルを摂取することで, 母体の腸内や皮膚
への GBS の定着が増え, 結果として新生児へ伝播しや
すくなり, 遅発型新生児 GBS 感染症のリスクが高ま
る可能性がある。遅発型 GBS 感染症の場合には, 医
師は母親の胎盤摂取歴を調べ, 胎盤カプセル化に関心
のある母親に胎盤摂取の潜在的なリスクについて教育
するべきである。

〔CDC, MMWR 66 （25）: 677-678, 2017〕
（抄訳担当  :  感染研感染症疫学センター・

森野紗衣子, 砂川富正）
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＜外国情報＞
　エクリズマブ使用患者においては髄膜炎菌ワクチン
接種を受けていても侵襲性髄膜炎菌感染症に対して
ハイリスクである

　米国では, エクリズマブ 〔Eculizumab : 商品名ソリ
リス （アレクシオンファーマ） : ヒト化モノクローナ
ル抗体, 終末補体 （C5 開裂） 阻害薬〕 は, 発作性夜間
血色素尿症 （ヘモグロビン尿症） と, 非典型溶血性尿
毒症症候群の治療薬として認可されている。これらは
稀で重篤な疾患である。エクリズマブの使用は, 髄膜
炎菌感染症の発生率を1,000～2,000 倍増加させること
が知られており, 予防接種の実施に関する諮問委員会 

（The Advisory Committee on Immunization Practices: 

ACIP） は, 患者がエクリズマブを使用する治療の前に
4 価の髄膜炎菌ワクチン （MenACWY） と血清群 B 

（MenB） ワクチンの両方の接種を推奨している。なお, 

ワクチン接種をしていても, エクリズマブ使用患者は
髄膜炎菌感染症に対してリスクが高いことから, 米国
の医療機関では他の国と同様に, エクリズマブ使用期
間 （多くの患者でほぼ一生涯） での抗菌薬の予防投与
を推奨している。
　2017 年 2 月, 米国 CDC は, エクリズマブ使用患者に
おける髄膜炎菌感染症患者を把握するために, 自治体
の健康部局に 2007 年からの髄膜炎菌感染症の症例調
査記録等 （分離や同定等も） の調査を依頼し, 47 州と
ニューヨーク市などが回答した。
　CDC の細菌性髄膜炎ラボでは, 血清群同定のため, 

スライド凝集法, PCR 試験, 全ゲノム解析 （WGS） を
実施した。1 検体のみ, スライド凝集法では群別不能 

（nongroupable） 株 （莢膜多糖体非産生株） で, WGS

では血清群 C で結果が異なっていた。この検体につい
ては, スライド凝集法の結果を採用した （スライド凝
集法は, MenACWY ワクチン作用に重要な, 莢膜多
糖体の発現を検出するためである）。抗菌薬感受性試
験も実施された。
　2008～2016 年の間, 10 の地域で 16 症例のエクリズマ
ブ使用者における髄膜炎菌感染症が同定された。年齢
中央値は 30 歳 （範囲 : 16-83 歳） で, すべての患者が髄
膜炎菌による菌血症, うち 6 例は髄膜炎の証拠があっ
た。平均で 6.6日 （範囲 : 1 -14日） の入院で, 1 例が死
亡例であった （致命率 : 6 ％）。16 例のうち10 例が発作
性夜間血色素尿症, 5 例が非典型溶血性尿毒症症候
群, 1 例がその他の目的でエクリズマブを使用してい
た。
　14 人の患者から分離株が得られ, さらに解析され
た。4 症例が血清群 Y, 11 症例が群別不能株であった。
14 症例が発症前に MenACWY ワクチンを接種されてい
た。血清群 Y が検出された 4 症例中 3 例が MenACWY

ワクチンを接種していた。

　エクリズマブ使用者における MenACWY ワクチン
接種後の髄膜炎菌感染症は以前から報告されており, 

in vitro のデータでは, ワクチンに合致した血清群で
あっても, エクリズマブは全血における髄膜炎菌殺傷
能力を損なうことが示されている。加えて, 群別不能
株である髄膜炎菌はしばしば鼻咽頭に無症候性で存在
し, 稀に健常者に疾患を引き起こす。
　MenACWY ワクチンは血清群特異的な莢膜多糖体
をターゲットとし, 群別不能株である髄膜炎菌に対し
ては防御効果がない。MenB ワクチンは, 血清群 B 特
異的な髄膜炎菌の感染防御のため認可されている。こ
れらワクチンの血清群をまたぐ交 的な防御について
は評価されていない。ワクチン接種を受けたエクリズ
マブ使用者における髄膜炎菌感染症の結果は, これら
の使用者が群別不能株に対して感受性を有しているこ
とと共に, これまでの実験結果と一致し, エクリズマ
ブ使用者におけるワクチンを用いた予防策の妨げと
なっている。
　特に英国やフランスの多くの臨床医や公衆衛生機関
は, エクリズマブ使用期間における, ペニシリン （ペ
ニシリンアレルギー患者に対しては, マクロライド系
抗菌薬） の予防投与を推奨していた。有効性は確立し
ていないが, 長期間のペニシリン予防投与は一般的に
安全であると考えられている。今回の解析で 14 の分離
株の中で 10 株がペニシリン感受性であり, 3 株が中間
感受性, 1 株は耐性であった。この結果は, 近年の米
国での侵襲性髄膜炎菌感染症における分離株がペニシ
リン感受性で, 耐性は非常に稀であったとの研究と一
致している。なお, 原文表には, 他にシプロフロキサ
シン耐性株 1 株, ST 合剤耐性株 11 株検出の情報があ
る。
　エクリズマブ使用者における事前の複数種のワクチ
ン接種および抗菌薬予防投与のどちらも髄膜炎菌感染
症をすべて予防できるわけではないが, ACIP の推奨
に従って MenACWYとMenB の両方のワクチン接種
を続けるべきである。また, 抗菌薬の予防投与も潜在
的なリスク軽減のため考慮すべきである。髄膜炎菌感
染症の症状が病初期には軽度な場合もあることか
ら, エクリズマブ使用者においては, 髄膜炎菌ワクチ
ン接種や抗菌薬予防投与の有無にかかわらず, 髄膜炎
菌感染症に一致するあらゆる症状に対する啓発の強
化, 早期の受診, 迅速な治療開始が必須である。

〔CDC, MMWR 66（27）: 734-737, 2017〕
（抄訳担当  :  感染研感染症疫学センター・

花岡　希, 砂川富正）
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Hand, foot, and mouth disease (HFMD) and herpangina are pediatric enteroviral diseases that often occur in the summer.  Both 
are category V infectious diseases under the Infectious Diseases Control Law, notifi able based on clinical diagnosis from ~3,000 pediatric 
sentinel sites.  Reporting requires the following clinical manifestations: “2-5mm-sized blisters appearing on the palm, plantar, dorsum 
of foot or oral mucosa” that “heal without crust formation” for HFMD, and “sudden onset of high fever” and “vesicular rash, ulcers or 
reddening of the uvula” for herpangina.  Causative agents are mostly viruses belonging to Enterovirus A.

Trends in notifi cations of patients and detection of viruses:  For both HFMD and herpangina, notifi cations of patient cases 
peaked in the summer.  For HFMD, large and small epidemic years alternated yearly since 2011 (large epidemic years occurred in 2011, 
2013, 2015 and 2017) (Fig. 1).  For herpangina, the magnitude of annual fl uctuations was smaller (Fig. 2).

Among the reported cases, both for HFMD and herpangina, 90% of the patients were under 5 years of age (Fig. 3 and 4 in p. 192, 
respectively).  As both are monitored via pediatric sentinel sites, the frequency of disease occurrence among adults is unknown.  Findings 
from HFMD surveillance abroad have similarly found that the annualized HFMD incidence among children 6 months-5 years far 
exceeded those of other age groups, with particularly low levels among those ≥15 years of age (Lancet Infect Dis 14: 308-318, 2014).

Annual trends in detection of Enterovirus A by prefectural and municipal public health institutes (PHIs) from 2007-2017 are 
shown in Fig. 5 in p. 193.  From HFMD cases, coxsackievirus (CV) -A6, CV-A16 and enterovirus (EV) -A71 were detected; since 2011, 
CV-A6 was associated with large scale epidemics (Fig. 1 and 5).  While EV-A71 was detected in relatively large numbers in 2010 and 
2013, it has not been associated with large epidemics since 2014.  From herpangina cases, the following were detected, in descending 
order of frequency: CV-A4, CV-A6, CV-A10, CV-A2, CV-A5 and CV-A8; the predominant type circulating was found to vary yearly 
(https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-sp/510-graphs/4892-iasrgnatsu.html).

For past reports on HFMD and herpangina, please visit the following: HFMD (IASR 33: 55-56, 2012) and herpangina (IASR 26: 
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Hand, foot, and mouth disease and herpangina, 2007 to September 2017 (week 38), Japan
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Figure 1. Weekly number of hand, foot, and mouth disease notification per pediatric sentinel,
                week 1 of 2007 to week 38 of 2017, Japan 
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(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of September 27, 2017) 
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Figure 2. Weekly number of herpangina notification per pediatric sentinel, week 1 of 2007 to
                week 38 of 2017, Japan

(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of September 27, 2017) 
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235-236, 2005).
Laboratory diagnosis:  Laboratory diagno-

sis consists of virus isolation and virus genome 
detection using throat swab or stool specimens 
during the clinically symptomatic phase.  Using 
multiple cell lines, such as RD cells and Vero 
cells, has been known to increase virus isolation 
effi ciency for both HFMD and herpangina.  As 
virus isolation effi ciency was particularly low 
for herpangina cases, some PHIs have been 
conducting virus isolation using suckling mice 
(see pp. 200 & 202 of this issue).

Recently, for more rapid and simpler methods 
and to also overcome the low isolation effi ciency 
in cultured cells, viral genome detection directly 
from clinical specimens has been increasing.  
For identifi cation of enterovirus type, amplifi -
cation of the partial sequences of the VP4-VP2 
region and/or VP1 regions (e.g., CODEHOP RT-
semi-nested PCR) has been used (see Laboratory 
Manual for HFMD and herpangina).  For routine 
testing, amplifi cation of the VP1 region, where 
there is high correlation with enterovirus sero-
types, is preferable (IASR 30: 12-13, 2009).  Since 
the amendment of the Infectious Diseases Control 
Law in 2014, quality control and quality assur-
ance for enterovirus laboratory testing have been 
implemented (see p. 199 of this issue).

Characteristics of HFMD in recent years 
and central nervous system complications:  
Although CV-A6 had been detected mostly from 
herpangina patients, the virus became increas-
ingly detected from HFMD patients since 2009 (IASR 33: 55-56, 2012), becoming the dominant strain isolated from HFMD patients in 
large epidemic years during 2011-2017 (Fig. 5 in p. 193) (see pp. 193, 195, 196 & 197 of this issue).  HFMD due to CV-A6 has been 
characterized by atypical manifestations, such as frequently high fever (≥38˚C), extensive blisters in the femoral and gluteal regions 
and onychomadesis (see p. 198 of this issue).  In recent years, atypical HFMD caused by CV-A6 has spread globally, including in Asia.

EV-A71 infection spread among infants in Malaysia, Taiwan, China, Vietnam, Cambodia and other countries in eastern Asia since 
the late 1990s; it caused complication of central nervous system (CNS) (such as encephalitis, brain stem encephalitis, and paralysis) 
with severe and often fatal outcomes (see p. 201 of this issue).  Fatality has been high when the patients developed neurogenic pulmonary 
edema or cardiopulmonary failure.  From 2008 to 2012, China reported about 7,200,000 HFMD cases; among them, 82,484 were severe 
and 2,457 were fatal (Lancet Infect Dis 14: 308-318, 2014).  Most patients were under 5 years of age, and the fatality was highest among 
those aged 12-23 months.  Ninety percent of the fatal cases were EV-A71 positive.  In Japan, severe or fatal HFMD cases have been rare.  
However, sporadic occurrences have been reported, and during HFMD epidemics associated with EV-A71, CNS complications increased 
among infants.  While CV-A6 is known to cause less CNS complications, as CV-A6 has also been isolated from encephalitis cases (see p. 
195 of this issue), the association between CNS complications and enteroviruses other than EV-A71 warrant further investigation 
(IASR 37: 33-35, 2016).

Prevention and other measures: For both HFMD and herpangina, viral transmission is primarily through droplet or contact.  
Handwashing and appropriate disposal of body waste is therefore important for preventing spread of infection.  Treatment for 
enterovirus infection is, as a rule, symptomatic. Notably, Asian countries that have experienced large scale epidemics involving cases of 
severe enterovirus infections have been developing vaccines for preventing disease and severe outcomes.  In 2016, China introduced to 
the market the world’s fi rst inactivated EV-A71 vaccine (see p. 203 of this issue).

Concluding remarks:  For patients suspected of CNS complications due to enterovirus infection, cerebrospinal fl uid is suitable 
for laboratory diagnosis.  However, compared to Enterovirus B which are important causes of aseptic meningitis, Enterovirus A have a 
lower detection rate from cerebrospinal fl uid.  Therefore, when infection of Enterovirus A is suspected, testing other samples such as 
throat swabs and fecal specimens is recommended.  Continued laboratory surveillance of enteroviruses and feedback of such information 
are important.

The statistics in this report are based on 1) the data concerning patients and laboratory fi ndings obtained by the National Epidemiological 
Surveillance of Infectious Diseases undertaken in compliance with the Law Concerning the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for 
Patients of Infections, and 2) other data covering various aspects of infectious diseases.  The prefectural and municipal health centers and public 
health institutes (PHIs), the Department of Food Safety, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and quarantine stations, have provided the 
above data.

Infectious Disease Surveillance Center, National Institute of Infectious Diseases
Toyama 1-23-1, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8640, JAPAN   Tel (+81-3)5285-1111
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Figure 3. Age distribution of hand, foot, and mouth disease cases reported from pediatric
                sentinel sites, 2007-2016, Japan (National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases)   
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Figure 4. Age distribution of herpangina cases reported from pediatric sentinel sites,
                2007-2016, Japan (National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases)

No. of cases

0-5 months 6-11 months Age group (year) As of August 30, 2017

 （THE TOPIC OF THIS MONTH-Continued）

IASR Vol. 38 No.10 （Oct. 2017）  2′（192′）


