
　A 型肝炎は, ピコルナウイルス科 （Picornaviridae） 
ヘパトウイルス属 （Hepatovirus） の A 型肝炎ウイル
ス （hepatitis A virus: HAV） 感染による急性感染症
である。HAV の血清型は 1 種類で, 遺伝子型により 6

つ （ I ～VI 型） に分類される。ヒトから検出されるのは
遺伝子 I ～III 型のウイルスで, それぞれが A と B のサ
ブグループに分けられる。HAV は, 汚染された食物や
水の摂取によって, または感染者との直接的な接触に
よって伝播する。上下水道等, 衛生環境が整備された
先進国においては, A 型肝炎の大規模な集団発生は稀
になったが, 男性間性交渉者 （men who have sex with 

men: MSM） や注射薬物使用者 （persons who inject 

drugs: PWID） の間で発生があることが知られる。
　わが国では 「A 型肝炎」 は, 2003 年 11 月の感染症法
改正で 4 類感染症となり, 無症状病原体保有者を含め
全症例の届出が義務づけられている （届出基準は
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku- 

kansenshou11/01-04-03.html）。
　A 型肝炎の潜伏期間は 2 ～ 6 週間 （平均 4 週間） で, 

臨床症状は 38℃以上の発熱, 全身倦怠感, 食欲不振, 

頭痛, 筋肉痛, 腹痛などの症状に続き, 黄疸, 肝腫大
などの肝症状が出現する （本号 3 ページ）。患者は加
齢とともに重症化の割合が増える。ウイルス特異的な
治療法はないが, 一般に予後良好で （致命率＜0.5％）, 
2 ～ 3 カ月で自然治癒し, 慢性化することはない。5 歳
以下の小児では約 90％が不顕性感染であり, 成人では
90％が顕性感染である。一度感染すると終生免疫が得
られる。HAV は発症前約 2 週間～発症後数カ月まで
長期に便中に排出されるため, 感染者は発症前から感
染源となり得る。
　感染症発生動向調査
　わが国では感染症法施行以後で年間を通して情報が
得られるようになった 2000～2017 年までは年平均 266

例 （範囲 115～502 例） の A 型肝炎患者が報告されてい
たが （https://www.niid.go.jp/niid/ja/survei/2085-

idwr/ydata/8116-ydata2017.html） （図 1 ）, 2018 年は, 

届出患者数が 926 例 （暫定値） に達した （本号 4 ペー

ジ）。2019 年は 3 月現在で 115 例 （暫定値） であった （表
1 ）。
　推定感染地 : 2015 年～2019 年 3 月に報告された 1,839

例の感染地域のほとんど （約 85％） は国内であった 

（次ページ図 2 ）。国外感染例は年平均 60 例程度が報告
されており （表 1 ）, 累積 256 例のうち, 主な渡航先は
フィリピン 58, タイ 22 （複数国訪問 1 を含む）, 台湾 20, 

韓国15, インドネシア 14, カンボジア 14, インド 13, ベ
トナム 13, パキスタン 12 などであった。
　推定感染経路 : 2015 年～2019 年 3 月に報告され, 2018

年報告分を除いた 913 例のうち 660 例 （72％） の推定感
染経路は経口感染とされ, 同性間性的接触による感染
とされた例は 27 例 （ 3 ％） であった。一方, 2018 年 （926

例） については, 349 例 （38％） が経口感染とされ, 同性
間性的接触による感染とされた例が 396 例 （43％） であ
り, 経口感染による感染とされた例数を上回った。
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＊国内・国外を特定できない27例を含む

（感染症発生動向調査 : 2019年7月5日現在)
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　性別年齢分布 : 2015 年～2019 年 3 月に報告され, 

国内を推定感染地域とされた患者 1,556 例のうち, 

男性は 1,196 例 （77％）, 女性は 360 例 （23％） であっ
た （前ページ図 1 ）。男性の多さは, 同性間性的接
触による感染が増加した 2018 年全体 （男性 833 例 : 

90％, 女性 93 例 : 10％） の影響を受けた。患者年齢
中央値について, 2015 年は 46 歳, 2016 年は 49 歳, 

2017 年は 40 歳, 2018 年は 37 歳, 2019 年 （ 3 月まで） 
は 47 歳であった。
　遺伝子型を中心とした流行状況のまとめ
　厚生労働省は平成 22 年 4 月26日付および平成
31 年 2 月 6 日付通知に基づき, 各自治体に分子疫
学的解析のための患者糞便検体の確保と積極的疫学
調査への協力の周知・徹底を依頼した （本号 4 ペー
ジ）。2018 年 12月には, A 型肝炎ウイルス検出マニュ
アルが改定され （https://www.niid.go.jp/niid/images/ 

lab-manual/HAV181207.pdf）, 検査の効率化が図ら
れた。国立感染症研究所と自治体 （地方衛生研究所・
保健所） が行った HAV の塩基配列解析結果より （表
2 ）, 2017 年は東京都, 長野県, 宮崎県を中心に, 輸入
冷凍アサリとの関連が疑われた 2017 年流行株 （遺伝子
型 IA） の発生が認められた （IASR 39: 25-26, 2018）。
この株は現在も散発的に報告されている。過去 20 年間
で最も報告数の多い年となった 2018 年の流行の中心
は, 2015 年以降, 台湾, ヨーロッパでアウトブレイク 

（本号 5ページ） を引き起こした RIVM-HAV16-090 株 

（遺伝子型 IA） であることが確認された （本号 4 , 6, 

7 ＆ 8 ページ）。この株の感染者数は 2018 年後半には減
じたものの, 完全な終息には至っていない。2018 年
12 月～2019 年 2 月にかけては, これまでの報告とは異
なるクラスターに分類される JP-HAV19-00758 株 （遺
伝子型 IA） が, 東北を中心に一過性に報告された （本
号 9 ページ）。共通の原因食材の究明には至らなかっ
た。
　感染対策・予防
　HAV は酸や乾燥にも耐性であることから, 患者の排
泄物や汚染食品等の適切な処理, 手洗いを始めとする
衛生管理の徹底, 十分な加熱調理 （85℃, 1 分以上）, 塩
素剤等による消毒などにより, 感染源・感染経路対策
を行うことが重要である。

　A 型肝炎はワクチンにより, 長期間の発症予防が期
待できる。国内承認の不活化 A 型肝炎ワクチンは適用
の年齢制限は無く，世界保健機関 （WHO） の勧告に
従って 1 歳以上からの接種が薦められている。高侵淫
国・地域への旅行者, 医療従事者, 慢性肝疾患患者, 

MSM や PWID 等の A 型肝炎の高リスク者にあっては, 

ワクチン接種を受けることが望ましい （本号 11 ペー
ジ）。
　2013～2017 年に採血された国内健常人血清を対象に
行った疫学調査の結果, 全人口の約 80％, 60 歳未満の
99％が HAV 感受性者であると推定された （図 3 ）。2018

年の A 型肝炎の発生状況は, 感受性集団における HAV

感染リスクへの対応の必要性を示した。この流行を受
け, 厚生労働省から 「A 型肝炎報告数増加に伴う注意
喚起について （協力依頼）」 （平成 30 年 7 月18日健感発
0718 第 2 号） が地方自治体, 医師会, 感染症関連学会
等へ発出された。また, 医療機関による MSM への積
極的な A 型肝炎ワクチン接種の推奨や自治体と連携し
た民間団体等による A 型肝炎に対する学習会等が実施
された （本号 4 ページ）。
　A 型肝炎は潜伏期間が長く, 感染源や感染経路の特
定は困難であるが, 分子疫学的解析によりその推定を
補強することが可能である。ウイルス排泄期間も長い
ため, 感染拡大防止や集団発生に対する迅速な対応に
は, 患者届出の徹底, 二次感染予防指導, 聞き取り調
査や積極的疫学調査によるデータ集積が重要である。
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＜特集関連情報＞
　2018 年シーズンの A 型肝炎の臨床像について

　2018 年シーズンには 900 名以上の A 型肝炎症例が報
告され, その半数以上が首都圏からの届け出であっ
た。ここでは臨床の立場から考察を加えたい。
　A 型肝炎の感染経路
　A 型肝炎ウイルス （HAV） は, 口→腸管→腸間膜静
脈・門脈→肝臓という経路により肝細胞に感染する。
感染したウイルスは肝細胞内で増殖した後, 胆汁→腸
管→糞便中に排泄される。腸管内のウイルスは IgA-

HAV 抗体と結合し, 腸肝循環にのって肝臓に再感染
するとされている。
　経口感染の様式は上下水道の整備を含めた生活環境
によって大きな影響を受ける。日本における感染経路
は以下のように変遷してきた。
 ● 上下水道が完備されていない地域では, 汲み取り便
所から地下水に流れ込んだウイルスが井戸水に混入
して感染の原因となっていた。

● 上下水道が整備された後は牡蠣を介した感染が問題
とされた。牡蠣の生育する環境中の水がウイルスに
汚染され, これを飲んだ牡蠣の内臓でウイルスが濃
縮される。こうした牡蠣を加熱不十分なまま食べる
ことが感染の原因となっていた （牡蠣のみならず二
枚貝の体内でもウイルスは濃縮されるが, 内臓ごと
生食する機会は牡蠣が最も多いため, 牡蠣が最大の
感染経路となったものと推察される）。

● 現在は牡蠣を含めた海産物が主たる感染の原因とし
て報告されている。海外から輸入された食材による
感染も報告されている。

● 欧米・オセアニアの先進国以外のほとんどの国は A

型肝炎の侵淫度は高い。こうした高侵淫度国への渡
航が A 型肝炎への罹患のきっかけになる。

● ウイルスを糞便中に排泄している人が用便後十分に
手洗いをしないことにより, 手についたウイルスが
食材についてしまい, 他者への伝播の原因となる。
こうした感染経路がこれまでは主なものとされてい
たが, 2018 年シーズンに関しては, 性交渉の際に肛
門周囲に付着した糞便からの糞口感染が起きるとい
うこれまであまり問題にされなかった感染経路が大
きな問題となった。感染者の多くが男性であり, 男
性間での濃厚な接触により糞口感染としての A 型肝
炎が流行した。
　臨床症状について
　A 型肝炎はウイルス肝炎の中でも臨床症状が強い。
特に発熱が目立つのが特徴である。感染の際に産生さ
れるサイトカイン （インターフェロンαなど） 量が多い
ことが理由とされているが十分なエビデンスはない。
　筆者の施設では 2018 年シーズンに 10 例を超える A 型
肝炎症例を経験した。大半は定期受診時の血液検査で

肝機能異常を認め, 精査の結果 A 型肝炎と診断されて
いる。症例はいずれも HIV 感染症の合併例で男性間性
交渉に伴う糞口感染が感染経路と考えられた。約 3 分
の 2 の症例では発熱を伴っており, うち 38 度を上回った
者も 6 割以上でみられた。当初, 近隣の医療機関で感
冒を疑われ対症療法が行われたが改善がなく, 精査の
結果 A 型肝炎と判明したものである。発症時の ALT の
中央値は 3494 IU/L （913～8877）, ビリルビン値は 7.4 

mg/dL （4.8～30.3） と高値であった。A 型肝炎の 1 ％
弱は急性肝不全 （プロトロンビン活性の 40％未満への
低下） を合併し, 肝性脳症を伴う場合は劇症肝炎と定
義されるが, 今回急性肝不全を合併した症例はなかっ
た。発症当初の症状 （ALT） 上昇は強かったものの速
やかに改善がみられ, ほとんどの症例が 1 週間以内に
退院し, 2 ～ 3 週間以内に通常の生活に戻ることが可
能であった。
　A 型肝炎の合併症として胆汁うっ滞, 急性腎不全が
知られている。胆汁うっ滞は急性肝炎の約 5 ％前後に
みられるとされており, 今回のアウトブレイクでも報
告がされているが 1）, 日本からの報告は多くない。治
療にはステロイド投与が効果的であることが報告され
ている2）。筆者の施設でも他の医療機関から肝内胆汁
うっ滞の症例を紹介され, 0.5 mg/体重 （kg） のプレド
ニゾロンが著効した症例を経験した。急性腎不全の例
も複数報告された。
　日本の今後
　日本では台湾のアウトブレイク株である RIVM-

HAV16-090 株による急性肝炎が 2016 年から散発的に
認められていた。今回のアウトブレイクは首都圏を中
心に起こったが, 実際に性感染症としての A 型肝炎の
アウトブレイクが観察されはじめたのは 2018 年に入っ
てからであった。
　東京都内で HIV 診療にあたっている機関を中心に
東京都が春の段階で情報共有を行い, これらの医療機
関では HAV ワクチンの接種が行われた。7 月には厚
生労働省から各自治体, 医師会, 関連学会に対し感染
経路の変化を含めた注意喚起がなされた。その後, 肝
炎の発生は徐々に減少していったが, 現在もなお東京
都では毎週新規発生がみられており, 例年に比べて多
い発生数である3）。
　現在 A 型肝炎のアウトブレイクが収まっているの
は最もリスクの高い HIV  感染を有する men who have 

sex with men （MSM） に対するワクチン接種が行わ
れたことが最大の原因であると思われる。その背景に
は医療機関に加え, MSM コミュニティによる積極的
な情報提供が行われたことがある。
　数理モデルに基づいた推測では, 抗体陽性者の割合
が 65％を超えたところでアウトブレイクは終息に向か
うとされるが 4）, 日本の MSM  の間における HAV 抗
体陽性率は 65％にはほど遠いと想定される。このよう
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な A 型肝炎のアウトブレイクがいつ起きるかは予想が
つかない。現在海外渡航者に対しては HAV ワクチン
の接種が強く勧奨されるが, MSM も含めた他のハイ
リスク者に対しても HAV ワクチンの接種を積極的に
勧奨していくことが望ましい。また, 今後ワクチンの
需要が増加した場合にワクチンの供給が途絶えること
のないような体制の構築が望まれる。
　参考文献
1） 李　広裂ら　A 型肝炎後黄疸と肝機能異常が遷延し
た HIV 感染患者の 1 例　感染症学雑誌 93: 79, 2009

2） Yoon EL, et al., Korean J Hepatol 16: 329-633, 2010

3） 東京都感染症情報センター　A 型肝炎の流行状況
（http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/hepatitis-a/

hepatitis-a/） （2019年 8 月21日アクセス）
4） Regan DG, et al., Epidemiol Infect 144: 1528-

1537, 2016

　　　　東京大学医科学研究所先端医療研究センター
　　　　感染症分野　四柳　宏　古賀道子　堤　武也
　　　　東京大学医科学研究所附属病院感染免疫内科
　　　　　林　阿英

＜特集関連情報＞
　2018 年の A  型肝炎流行状況について

　感染症発生動向調査 （NESID） における近年の A 型
肝炎報告数は, 年間 100～300 件で推移していたが, 2018

年は 1 年間の累積で 925 例 （2019 年 6  月17日現在） が
報告され, 突出して発生数が多い年となった。年齢・
性別分布をみると, 年齢中央値は 37 歳 （範囲 : 2 -87 歳）
で, 2015～2017 年の 3 年間 （以下, 過去） に報告された
798 例 （年齢中央値 : 44歳 （範囲 : 0 -99 歳）） と比較し
て低下していた。2018 年の男女別年齢中央値は, 男性
が 37 歳, 女性が 47 歳であった。性別の割合は, 男性 90％, 

女性 10％であり, 過去の報告 （男性 : 61％, 女性 : 39％） 
と比較すると男性の割合が高かった。推定感染経路に
ついては, 経口感染の割合 （38％） が過去の報告 （74％） 
と比較して低く, 性的接触 （53％） は過去の報告 （ 4 ％） 
より高くなっていた （https://www.niid.go.jp/niid/

ja/allarticles/surveillance/510-iasr/graphs/4563-

iasrgtopics.html） （表）。
　A 型肝炎は潜伏期間が長く, 聞き取りによる感染源
の特定が困難であることから, 感染源調査にはウイル
ス学的検査による分子疫学的手法を用いた方法が有用
である。A 型肝炎の流行状況を調査するため, 厚生労
働省は, 「A 型肝炎発生届受理時の検体の確保等につい
て」 （平成 22 年 4 月26日健感発第 0426 第 2 号, 食安監発
0426 第 4 号） を発出し, 各自治体宛に A 型肝炎の発生
届を受理した場合の分子疫学的解析を目的とする患者
検体の確保と積極的疫学調査の実施を依頼している。
　国立感染症研究所では, 2018 年の流行状況把握の

ため全国の地方衛生研究所, 保健所と共同で A 型肝炎
患者 485 例の糞便または血清から A 型肝炎ウイルス 

（HAV） ゲノムの VP1/2A 領域の塩基配列を決定し, 流
行状況を分子疫学的に解析した。その結果, 遺伝子型
の内訳は, IA が 474 例 （97.7％）, IB が 3 例 （0.6％）, IIIA

が 8 例 （1.6％） であった。この IA のうち 90.5％は塩基
配列がほぼ同一であり, 1 年間にわたり全国から広範囲
に検出されるという特徴を示した （次ページ図）。この
ウイルス株の塩基配列は, 台湾 （2016 年） およびヨー
ロッパ （2017 年） の男性間性交渉者 （MSM） 間で流行
が報告された RIVM-HAV16-090 株と一致した。
　2018 年の積極的疫学調査で遺伝子型が明らかになっ
た症例において, RIVM-HAV16-090 株が検出された
症例の年齢中央値は 36.5 歳 （範囲 : 19-76 歳） で, それ
以外の症例の年齢中央値は 49 歳 （範囲 : 10-78歳） で
あり, RIVM-HAV16-090 株が検出された症例は若年
者が多かった。性別の割合は, RIVM-HAV16-090 株
が検出された症例では, 男性 95％, 女性 5 ％であった
が, それ以外の症例では, 男性 63％, 女性 37％であっ
た。RIVM-HAV16-090 株以外の症例は過去の男女比
とほぼ一致したのに対し, RIVM-HAV16-090 株が検
出された症例では明らかに男性割合が高かった。一
方, 推定感染経路については, RIVM-HAV16-090 株
以外では, 経口感染と性的接触の割合がそれぞれ 67％
と 0 ％であったが, RIVM-HAV16-090 株では 35％と
60％であった。さらに, 性的接触の中で同性間性的接
触の割合が 84％と非常に高いという特徴もみられた。
これらのことから, RIVM-HAV16-090 株は, 本邦でも
MSM を中心に流行したものと考えられる。
　MSM 間での A 型肝炎流行は海外ではしばしば報告
されているが, 本邦においては 1999 年に小規模な流行
が報告された程度であった。しかし, 2018 年の流行を
鑑みると, 本邦においても MSM は A 型肝炎高リスク
群であることが再認識された。
　2018 年の A 型肝炎流行への対応として, 厚生労働省
から, 「A 型肝炎報告数増加に伴う注意喚起について 

（協力依頼）」 （平成 30 年 7 月18日健感発 0718 第 2 号） が
地方自治体, 医師会, 感染症関連の学会等へ発出され
た。また, 医療機関による MSM への積極的な A 型肝
炎ワクチン接種の勧奨や自治体と連携した民間団体等

表. 2015～2017年 （過去） と2018年の比較
2015～2017年

(n=798)
2018年
(n=925)

性別 [%]

感染症発生動向調査 2019年6月17日現在

男性
女性

中央値 [範囲]

男性
女性
経口
性的接触
男性
女性

61

39

44 [0-99]

74

4

5

1

ND

90

10

37 [2-87]

37

47

38

53

51

3

年齢 [歳]

推定
感染経路

[%]
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による A 型肝炎に対する学習会等が実施された。さら
に, 2018 年の流行では, 積極的疫学調査による遺伝子
解析の重要性が改めて示された形となり, 厚生労働省
より, 「A 型肝炎発生届受理時の検体の確保等につい
て」 （平成 31 年 2 月 6 日健感発 0206 第 1 号, 薬生食監発
0206 第 2 号） が再度発出された。
　本邦では 60 歳未満の HAV 抗体保有率は 1 ％と HAV

感受性者が大多数のため, A 型肝炎の流行が起こる危
険性は, 以前と比べ格段に増大している。2018 年の流
行はその典型例であると言える。今後は感染源や感染
経路対策に留まらず, 個人の積極的な予防対策, 感染
症に対する意識向上が切に望まれる。
　謝辞  :  貴重な検体や塩基配列情報をご提供いただき
ました地方衛生研究所ならびに保健所の方々に心より
感謝申し上げます。
　　　　　　　国立感染症研究所ウイルス第二部
　　　　　　　　杉山隆一　清原知子　鈴木亮介
　　　　　　　　石井孝司 （現　品質保証・管理部）
　　　　　　　　村松正道
　　　　　　　国立感染症研究所感染症疫学センター
　　　　　　　　砂川富正

＜特集関連情報＞
　台湾における急性 A 型肝炎アウトブレイク

　2015 年 6 月以降, 台湾において急性 A 型肝炎アウト
ブレイクが発生した。このアウトブレイクに関連して
行われた台湾での 2 つの調査研究にかかわる論文の要
旨をまとめた。
　台湾疾病管理予防センター （台湾 CDC） は, 2015 年
6 月に全数報告対象疾患である急性 A 型肝炎の増加を
探知した。2014 年の初めには, 台湾 CDC は強化サー
ベイランスとして, 患者と環境の検査, 仮説作成のた
めの質問票によるインタビューが開始されていた。急
性 A 型肝炎患者の血清もしくは便のサンプルは, ウイ
ルス検出と遺伝子配列検査のために国立の検査室に送
られた。下水を用いた環境サーベイランスはポリオ根
絶対策の一環として台湾全土の排水処理施設 10 カ所に
ついて 2012 年に開始されており, 2015 年 7 月に A 型肝

炎ウイルス （HAV） 検査が開始された。
　アウトブレイク症例は, 2015 年 6 月以降に発症し, TA-

15 アウトブレイク株 （GenBank 登録番号 : KX151425, 

遺伝子型 IA） との塩基配列の違いが 0.5％未満である
急性 A 型肝炎患者と定義された。強化サーベイランス
が開始された 2014 年 1 月～2016 年 2 月までの期間の, ア
ウトブレイク症例 （145 例） と非アウトブレイク症例 （154

例） について, 症例の特徴と食品の曝露を解析した。
　2015 年 6 月～2017 年 9 月までに報告された急性 A 型
肝炎患者 1,563 人の, 年齢中央値は 31 歳 （四分位範囲 

（IQR）: 26-38）, 男女比は 8.8, 585 人 （37％） がヒト免
疫不全ウイルス （HIV） に感染していた。 TA-15 株は, 

遺伝子配列の結果が得られた急性 A 型肝炎患者の 82％ 

（852/1,033）, 2015 年 7 月以降に検査された下水サンプ
ルの14％ （74/540） で検出された。TA-15 株による感
染は, HIV 感染, 性感染症 （STI）, 直近の口腔-肛門
性交, 男性間性交渉者 （MSM） と関連していた。
　台湾 CDC は, 2016 年 1 月から急性 A 型肝炎患者の
濃厚接触者と性的パートナーに無料の HAV ワクチン
接種を開始した。2016 年 10 月以降, 無料の HAV ワク
チンキャンペーンの対象を拡大し, 1977 年以降に出生
し, HIV 感染者であるか, 最近梅毒か淋病と診断され
た者を対象とした。2017 年 3 月以降は, 1977 年以前の
出生で HAV 抗体陰性の HIV 患者もキャンペーンの対
象に加えられた。2017 年 9 月18日までに, 対象の 62％ 

（15,487/24,879） が少なくとも 1 回の HAV ワクチン接
種を受けた。
　2016 年にヨーロッパにおいて MSM における HAV

アウトブレイクが発生しており, 今回の TA-15 株は, 

オランダや他のヨーロッパ諸国で検出された EuroPride

株 （RIVM-HAV16-090） と類似していた。同様のアウ
トブレイク株は, 2017 年にも米国で検出されていた。
　今後も, リスク集団への HAV ワクチン接種, およ
び対策の効果をモニタリングするための継続的なサー
ベイランスが推奨される。
　もう一方の研究では, 2015 年 6 月以降, 台湾で MSM

において発生した前例のない急性 A 型肝炎のアウト
ブレイクに際し, HIV 治療の最も大きな拠点病院であ
る National Taiwan University Hospital （NTUH） に
おいて, HIV 陽性患者における HAV  感染に関する血
清疫学, および  HAV ワクチン接種と急性 A 型肝炎の
発生の関連を明らかにすることとした。
　2012～2016 年までの HIV  陽性者の HAV 抗体保有
状況, ワクチン接種歴, 臨床的特徴を後方向視的にレ
ビューし, 急性 A 型肝炎の関連因子を特定するために
症例対照研究を実施した。また, アウトブレイク期間
中における HAV 抗体陰性者の HAV ワクチン接種率
と急性 A 型肝炎罹患率の推移が調査された。
　54 カ月の調査期間中に, NTUH を受診した HIV 陽
性患者のうち, 過去に HAV の抗体検査を一度も受け
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ていない 771 例 （27.0％） が調査対象から除かれ, 2,088

人が対象に含められた。調査対象の, 年齢平均値は
37.7 歳, MSM が 90.2％であった。全体の HAV 抗体保
有率は 34.3％であったが, 40 歳以下の MSM において
は 19.6％であった。フォローアップ期間中において, 

46 例が急性 A 型肝炎と診断され, これらはすべて MSM

であった。うち 4 例はワクチン接種後に発症した。症
例対照研究において, 急性 A 型肝炎の関連因子は, 直
近の梅毒感染および HAV ワクチン未接種であった。
　調査期間中に, HAV 抗体陰性者のうち 68.9％ （944/ 

1,371） が少なくとも 1 回の HAV ワクチンを受けた。
それらのほとんどは, アウトブレイクが発生して以降に, 

ワクチン接種を受けた。HAV 抗体陰性者の HAV ワク
チン接種率は, アウトブレイク初期においては 4.7％
であったが, 調査期間終了時には 70.6％に上昇した。
　アウトブレイク中の急性 A 型肝炎罹患率は, 52.6/ 

1,000 人年であった。HAV ワクチン接種者または HAV

抗体保有者の割合が 65％に達したときに, 集団におけ
る急性 A 型肝炎罹患率が減少した。
　今回の調査を通じて, HIV 陽性患者において, HAV

抗体陽性割合が全般的に低く, 特に 40 歳以下の MSM

において低いことがわかった。これが, リスクのある
性行動と HAV ワクチン接種推奨に従わないことと相
まって, 急性 A 型肝炎のアウトブレイクの進展を促進
した可能性がある。アウトブレイク中の HAV ワクチン
接種による集団免疫の上昇によって, HIV 陽性の HAV

抗体陰性者における急性 A 型肝炎予防が達成された。
　　　（Euro Surveill 24 （14）: pii=1800133, 2019）
　　　（Chen GJ, et al., Liver Int 38: 594-601, 2018）
　　　　　 （抄訳担当  :  感染研感染症疫学センター
　　　　　　　　　渡邉佳奈　藤倉裕之　松井珠乃）

＜特集関連情報＞
　新宿区保健所における 2018 年 A 型肝炎アウトブレ
イクの分析と対策の検討

　はじめに
　2018 年の新宿区における A 型肝炎の発生届出数は, 

2018 年第 7 週時点で 10 例となり, 例年の報告数 （年間
10 例未満） を上回り, アウトブレイクの発生を探知し
た。その後も増加傾向が継続したため, 新宿区保健所
は以下の 2 つの調査を行い, A 型肝炎のアウトブレイ
クの全体像の解析, 重症 （入院） 例における感染経路の
記述解析を実施し, 今後の A 型肝炎対策を検討した。
　方　法
　 1 ） 感染症発生動向調査 （NESID） の記述解析
　2014～2018 年の 5 年間に新宿区保健所が受理した A

型肝炎の発生届をもとに NESID に登録されたデータ
から, 患者の性別, 年齢, 感染経路の記述解析, およ
び東京都健康安全研究センターで実施した A 型肝炎

ウイルス遺伝子解析結果における年別の記述解析を
行った。
　 2 ） 重症 （入院） 例からの聞き取り調査
　2018 年 1 月 1 日～12 月31日までに新宿区保健所が受
理した A 型肝炎の発生届 131 例のうち, 重症 （入院） 例
は 40 例 （31％） であった。そのうち患者および主治医
から了解の得られた重症例 22 例 （うち男性 21 例） を対
象に, 新宿区で作成した 「A 型肝炎 積極的疫学調査
票」 を用い, 感染経路や予防に関する聞き取り調査を
行った。また, 感染拡大予防のための保健指導も併せ
て行った。
　結　果
　 1 ） NESID の記述解析
　新宿区保健所が受理した A 型肝炎の発生届出数は
2014～2017 年に 4 ～ 9 例で推移していた。2018 年の発
生届出数は年間 131 例であった。性別は男性が 129 例 

（98％） であった。男性の感染経路は同性間性的接触
が 129 例中 105 例 （81％） であった。遺伝子型は解析を
行った 58 例中 57 例 （98％） が S13 株であった。
　 2 ） 重症 （入院） 例からの聞き取り調査
　聞き取り調査を行った男性 21 例の感染経路は同性間
性的接触が 17 例 （81％） であった。HIV 感染の合併は
12 例 （57％） であった。発症より過去 2 カ月以内に不特
定多数と性的接触のある者が 13 例 （62％） であった。
性的対象者と出会う手段は SNS の利用が 10 例 （48％） 
で, いわゆるハッテン場の利用が 8 例 （38％） であっ
た。感染予防行動については, コンドームの使用が 8

例 （38％）, A 型肝炎のワクチン接種済みの者が 2 例 

（10％） であった。ワクチンを接種した 2 例ともは接種
後 10 日以内での発症であった。
　上記の調査結果を踏まえ, 新宿区保健所では, 年 2

回実施している MSM （men who have sex with men） 
を対象とした HIV 検査にて, MSM48 例へ A 型肝炎の
流行状況や予防策について周知した。また, 随時, 関
係機関との情報共有を図った。
　考　察
　2018 年に新宿区保健所へ届出された A 型肝炎患者の
主な感染経路は男性同性間性的接触であり, MSM 間
のアウトブレイクが推測された。また, 重症化した患
者の過半数は HIV 感染の合併があり, 発症より過去 2

カ月以内に不特定多数との性的接触など A 型肝炎の
罹患に関してハイリスクな性行動を取っていた。
　本事例は S13 株により発生した。この株は, 2015～
2016 年に台湾の MSM 間で流行し, 2016～2017 年にヨー
ロッパの MSM 間でも流行した RIVM-HAV16-090 株
とほぼ同一の塩基配列を持っていた。国内ではこの株
は 2016 年に検出された1）。
　MSM 間における A 型肝炎のアウトブレイクは, 過
去にも世界や日本で報告されている2, 3）。A 型肝炎の感
染経路は糞口感染のため, コンドームを使用していて
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も感染する可能性を指摘する報告がある4）。MSM 間
における A 型肝炎のアウトブレイクを経験した諸外国
でもワクチン接種の重要性が述べられており5-7）, A 型
肝炎の予防はワクチン接種が最も有効な手段であると
考えられた。
　今回の聞き取り調査で, ワクチンを接種したにも関
わらず A 型肝炎に罹患した患者 2 例は, 2 回目のワク
チン接種から発病までの期間がそれぞれ数日～10日程
度であった。つまり, 2 回目のワクチンを接種した時
には既に感染していたことが推測された。以上より, A

型肝炎の予防には, 適切な時期と回数によるワクチン
接種が重要であると考えられた。
　また, ワクチン接種をした 2 例の共通点は, 通院先 

（HIV 治療） での接種であった。医療従事者は, ワクチ
ン接種促進のために重要な役割を担っていると報告さ
れている8, 9）。HIV 感染のため通院中であり, かつ A 型
肝炎罹患に関するハイリスクな性行動がある患者が, 

アクセスのよい通院先医療機関において, A 型肝炎ワ
クチン接種に関して適切な時期に情報提供を受けるこ
とは感染拡大予防の一助となり得ると考えた。
　最後に, 保健所の役割として重要なことは, 感染症
法に基づく発生届の受理および積極的疫学調査からの
アウトブレイクの原因やハイリスク層の推測と, それ
らを踏まえた予防策の考察およびハイリスク層や医療
機関等に対する適切な情報共有であると考える。
　引用文献
1） 国立感染症研究所, 2018 年 A 型肝炎流行状況,

https://www.niid.go.jp/niid/images/vir2/HAV/ 

HAV2HP181105.pdf

2） Centers for Disease Control and Prevention （CDC）, 
JAMA 267: 1587-1588, 1992

3） 武市朗子ら, 感染症誌 74 （9） 716-719

4） Ndumbi P, et al., Euro Surveill 23 （33）: pii= 

1700641, 2018

5） Centers for Disease Control and Prevention 

（CDC）, MMWR 47: 708-711, 1998

6） Werber D, et al., Euro Surveill 22 （5）: pii=30457, 

2017

7） Chen GJ, et al., Liver Int 38 （4）: 594-601, 2018

8） Ding H, et al., MMWR 63 （37）: 816-821, 2014

9） Tuckerman JL, Hum Vaccin Immunother 11 （3）: 
704-712, 2015
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＜特集関連情報＞
　2018 年の A 型肝炎アウトブレイクにおける感染経
路の特徴－大阪市

　A 型肝炎は, A 型肝炎ウイルス （HAV） 感染によっ
て引き起こされる急性肝炎であり, 感染症法第 12 条第
1 項の規定により診断後, 直ちに届出が必要な 4 類感
染症である。大阪市では, 2010 年の健感発第 0426 第 2

号・食安監発 0426 第 4 号 「A 型肝炎発生届受理時の検
体の確保等について」 に基づいて検体確保に努め, 検
査によって判明した HAV 塩基配列を国立感染症研究
所へ送付し, 分子疫学的手法による遺伝子解析等を依
頼している。
　HAV sub-genotype IA に分類されるウイルスの中
でも RIVM-HAV16-090 近縁株が主な流行株となった
2018 年の全国的な A 型肝炎アウトブレイク 1）に際し
て, 大阪市では 40 症例の A 型肝炎の発生届があり, そ
のうち34 症例において臨床検体の確保が可能であっ
た。「A 型肝炎ウイルス検出マニュアル」2） 記載の方法
に準じた RT-PCR ならびにダイレクトシークエンス
解析の結果, すべての症例より HAV sub-genotype 

IA が検出され, RIVM-HAV16-090 近縁株は 30 症例 

（88％） を占めた。表に示す通り, 患者の性別は男性が
94％ （32 症例） であり, そのうち性的接触による感染
が推定された割合は 78％ （25 症例） と, 2018 年第 42 週
までの全国統計 56％ 3）と比べて高かった。対照的に, 

RIVM-HAV16-090 非近縁株が検出された 4 症例 （12％） 
の男女比は 50 : 50 であり, 推定感染経路も経口感染が
75％ （ 3 症例） と, 症例数が少ないものの 2015～2017

表. 2018年大阪市におけるA型肝炎患者報告状況
2018年大阪市でHAVの塩基配列が決定された34症例について

25 症例 73.5%性的接触感染疑い
22 症例 （88.0%）　同性間性的接触あり
2 症例 （8.0%）　異性間性的接触あり
1 症例 （4.0%）　性的接触詳細不明
5 症例 14.7%経口感染疑い
2 症例 （40.0%）　渡航歴あり

4 症例 11.8%

4 症例 11.8%感染経路不明
30 症例 88.2%RIVM-HAV16-090近縁株

RIVM-HAV16-090非近縁株

94.1%32 症例男性
5.9%2 症例女性

RIVM-HAV16-090近縁株が検出された30症例について
100.0%30 症例男性

25 症例 83.3%性的接触感染疑い
22 症例 （88.0%）　同性間性的接触あり
2 症例 （8.0%）　異性間性的接触あり
1 症例 （4.0%）　性的接触詳細不明
3 症例 10.0%経口感染疑い
1 症例 （33.3%）　渡航歴あり
2 症例 6.7%感染経路不明

22 症例 73.3%エイズ治療拠点病院からの届出
8 症例 26.7%その他医療機関からの届出

RIVM-HAV16-090非近縁株が検出された4症例について

50.0%2 症例 女性
3 症例 75.0%経口感染疑い
1 症例 （33.3%）　渡航歴あり
1 症例 25.0%感染経路不明

（　） 内は内訳のパーセンテージを示す。

50.0%2 症例 男性
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年の全国統計における割合 （男女比 61 : 39, 経口感染
74％） に近かった3）。
　大阪市で RIVM-HAV16-090 近縁株が検出された 30

症例はすべて男性であった。前出の性的接触感染 25 症
例はすべてこの中に含まれ, そのうち 88％ （22 症例） 
には同性間の性的接触があった。デリケートな問題が
含まれる場合には感染経路の聞き取り調査に非協力的
なケースもあるが, 大阪市においてはほとんどのケー
スで病院からの発生届に感染経路が明記されていた。
一方で, 発生届において感染経路が不明な場合に, 疫
学調査における聞き取りで同性間の性的接触が判明し
たケースはなかった。これについては, エイズ治療拠
点病院からの届出が 22 症例を占めるなど, 患者が受診
した医療機関の専門性が聞き取りによる感染経路の解
明に大きく寄与したものと考えられる。実際には, 大
阪市内のあるエイズ治療拠点病院で 2018年 3 ～ 7 月に
かけて A 型肝炎と診断された13 症例中 12 症例は MSM 

（men who have sex with men） で HIV （ヒト免疫不
全ウイルス） にも感染していたと報告されている4）。
このことから, 2018 年の MSM 間における A 型肝炎の
流行時には他の性感染症に罹患するリスクも高かった
と考えられる。HAV は潜伏期間が 2 ～ 6 週間と長く, 

その感染経路も多岐に渡るため遡り調査に難儀するこ
とも多い。そのため, A 型肝炎発生時は感染源の特定
に要する労力は大きいが, 2018 年の A 型肝炎アウトブ
レイクに際して感染経路が明確なケースが多かったこ
とは, 公衆衛生上の取り組みを迅速に検討する上で大
きな助けとなった。
　2018  年以前の大阪市における RIVM-HAV16-090 近
縁株の検出例を遡って調べると, 2016 年 9 月下旬に発
症した 43 歳男性と, 2017 年 10 月中旬に発症した 44 歳
男性の 2 症例があった。前者はエイズ治療拠点病院か
らの発生届であり, 推定感染経路は同性間性的接触で
あったが, 渡航歴などはなかった。当時はこの株の塩
基配列に対して BLAST 検索で完全に一致する株はな
かった。後者の発生届はエイズ治療拠点病院からでは
なく, 感染経路は不明であった。以上より, 日本国内
の MSM 間における RIVM-HAV16-090 近縁株の伝播
は, ヨーロッパにおいて EuroPride （LGBT コミュ
ニティの平等権を祝うための国際的なイベント） に関
連した A 型肝炎アウトブレイクが発生し, RIVM-

HAV16-090 株が検出された 2016 年 5）のほぼ同時期に
すでに生じていたものと考えられる。
　最後に, A 型肝炎症例の臨床検体の確保等にご協力
いただいた医療機関の先生方ならびに関係保健福祉セ
ンター各位に深謝いたします。
　参考文献
1） 2018 年 A 型肝炎流行状況 （https://www.niid.go.jp/ 

niid/images/vir2/HAV/HAV181130.pdf）
2） A 型肝炎ウイルス検出マニュアル （第 2 版）, 平成

30 年 12 月
3） Tanaka S, et al., Hepatol Res 49: 705-710, 2019

4） 2012 年第 1 週から2018 年第 42 週までの感染症発生
動向調査における A 型肝炎の報告 （国立感染症研究
所 感染症疫学センター）, 2018 年 11 月20日掲載
（https://www.niid.go.jp/niid/ja/hepatitis-a-m/

hepatitis-a-idwrs/8423-hepa-181120.html）
5） Freidl G, et al., Euro Surveill 22 （8）, 2017
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＜特集関連情報＞
　A 型肝炎ウイルスによる食中毒

　 1 .  事例内容
　2018 （平成 30） 年 6 月 , 京都市内の医療機関から複数
の A 型肝炎患者発生の届出が本市にあり, それぞれの
患者について感染症および食中毒の両面による調査を
実施したところ, 飲食店 B を共通利用していることが
判明した。患者らの疫学調査および喫食調査の結果, 同
一日に飲食店 B の利用はなかったが, 他に感染症を疑
うエピソードもないことから, 食中毒が強く疑われた。
　そこで, 本市による検便を実施したところ, 患者 4 名 

（E, F, G, および J） から, A 型肝炎ウイルス （IA 型, 

RIVM-HAV16-090 株） が検出された （次ページ表）。
　検便未実施 2 名を含む患者 6 名の飲食店 B におけ
る喫食から発症までに要した時間は 33日 （中央値） で
あり, A 型肝炎ウイルスの感染から発症までの潜伏期
間にもおおよそ合致していた。
　飲食店 B の施設調査および調理従事者 24 名の検便
を実施したところ, 従業員 C および D から A 型肝炎
ウイルス （IA 型, RIVM-HAV16-090 株） が検出され
た （次ページ表）。
　このうち, 従業員 D は, 飲食店 B のホール担当であり, 

調理には直接携わっていないが, 従業員 C については本
件探知以前に, 既に A 型肝炎患者として本市医療機関か
ら発生の届出があり, 従事施設である飲食店 B への報告
について指導していたが, 飲食店 B の店長 X に病状につ
いて報告することなく調理に従事し続けていた。
　また, 原因食品を追求するために, 患者 6 名の喫食
調査を実施したが, 施設利用日から 1 カ月を超えてい
たため, 詳細な喫食調査ができず, 統計学的解析によ
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る原因食品の推定を行うことができなかった。
　しかし, 飲食店 B における喫食メニュー調査から E

および F はランチ, G ～ J はディナーを利用していた
ことが判明した。E および F からの聴取内容では異な
るメニューを注文していたが, 店長 X からの聴取によ
り, ランチはセットメニューとして提供しており, メ
インのパスタおよびピザ以外の前菜等は同一のもので
あることが判明し, 従業員 C が作り置きしていたキッ
シュ （前菜の 1 つ） が含まれていた。患者 5 名 （F ～ J） 
の飲食店 B の利用日には, 従業員 C が勤務, 調理を行っ
ており, 患者Ｅは従業員 C の勤務日でない日に飲食店
B を利用しているが, 従業員 C により作り置きされた
キッシュを喫食した可能性があると思われる。
　さらに, 飲食店 B の全従業員は調理従事中に手袋の
着用はなく, 素手で調理や盛り付け等の作業を行って
いることが分かった。
　なお, 従業員 D は従業員 C がトイレで嘔吐した直後
にトイレを使用していたことから, 従業員 C からの感
染が疑われた。
　以上のことから従業員 C から調理食品を介しての食
中毒であると断定し, 飲食店 B に 3 日間の営業停止を
命令した （図）。
　 2 .  課題および検討
 （ 1 ） 法的に就業制限措置を講じられない問題
　感染症法に基づく 4 類感染症への就業制限規定はな

いため, 患者や無症状保菌者 （患者等） に対
して法的な制限はないが, 食品を取り扱う業
務に従事していた場合, 業務の制限について
指導することになる。しかし, 指導に従わな
かったとしても, 個人情報保護の観点から, 

患者等の了承なく, 行政側から従事施設に感
染症の情報を伝えることはできない。現在の
ところ, 患者等への理解と協力を求める以外
に方法はないと考える。
 （ 2 ） 潜伏期間が長いことによる問題
　A 型肝炎は潜伏期間が長く, 散発的な患者
発生となることが多いため, 原因施設の早期
特定は困難となる場合が多い。このため関係
者の記憶が曖昧になり正確な聴取や確認がで
きず, 十分な調査が実施できないので, 感染
症担当との情報共有により, 原因施設の迅速
な特定を図ることが重要である。また, 患者

への聴取は各々の記憶に頼るほかはないが, 施設側が
衛生管理を記録することにより円滑な調査が可能にな
ると考える。
　 3 .  考察
　A 型肝炎など感染症法に基づく就業制限を課すこと
ができない調理従事者に対して, 我々食品衛生監視員
の対応手腕が問われる事例であり, 行政指導の在り方
や食中毒予防に向けた技術的助言の提供方法について
再度熟考し, 効果的な対応につなげていかなければな
らないと考える。
　また, 潜伏期間が長期となる食中毒の原因究明にあ
たり, 食品調理施設側の記録は重要なデータとなり得
ることから, 今後, 食品衛生法の改正に伴い, HACCP 

（国際的な食品衛生管理手法） の考え方を取り入れた
衛生管理が導入されることによって, 営業者の衛生管
理に関する意識が向上し, 食品の安全性が高まること
が期待される。
　謝辞  :  本事例に関して遺伝子解析等を実施していた
だいた国立感染症研究所の職員の皆様, 京都市衛生環
境研究所の職員の皆様, 関係各位に深謝いたします。
　　　　　　京都市医療衛生センター南東部方面担当
　　　　　　　中村雄一　塩田幸弘　福田光治 （＊）
　　　　　　　渡辺真由美　齊藤貴之　亀山壽晴
　　　　　　　＊  :  現京都市衛生環境研究所

＜特集関連情報＞
　東北および北陸地方を中心に発生した A 型肝炎事
例について

　 1 .  概要
　国立感染症研究所 （感染研） および国立医薬品食品
衛生研究所より, A 型肝炎患者の届出が, 例年 100～
300 件であるものの2019 年第 1 ～ 3 週において 46 例と

図. A型肝炎ウイルス感染経路の推定概要図について

飲食店Bのトイレを共有
（感染症）

直接調理した食品を喫食
（食中毒）

調理従事者D 調理従事者C 患者F～J

作り置きされた食品を喫食
（食中毒）

患者E

表. A型肝炎ウイルス陽性者一覧

Ｃ 5月25日 4月25日
食欲不振，
黄疸，肝肥大，
肝機能異常

5月31日，7月5日
Ａ型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

Ｄ 7月5日 6月22日 発熱，頭痛，嘔気

7月5日
A型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

Ｅ 6月22日 6月17日
全身倦怠感，
発熱，黄疸，
肝機能異常

5月24日 Ｄのみ
6月28日
A型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

Ｆ 6月27日 6月19日
全身倦怠感，
食欲不振，
肝機能異常

5月17日 ＣおよびＤ
7月11日
A型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

Ｇ 6月27日 6月18日
全身倦怠感，
食欲不振，
黄疸，
肝機能異常

5月14日 ＣおよびＤ
7月5日
A型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

Ｈ 7月11日 6月19日 黄疸，肝機能異常 5月12日 Ｃのみ 未実施

Ｉ 7月13日 6月7日 全身倦怠感，
発熱 5月12日 Ｃのみ 未実施

Ｊ 7月2日 6月18日
全身倦怠感，
食欲不振，
黄疸，肝肥大，
肝機能異常

5月15日 ＣおよびＤ
7月2日
A型肝炎

（＋：ＩＡ型，ＲＩＶＭ－ＨＡ
Ｖ１６－０９０株）

症状 飲食店B
利用日

検便結果
（行政検査）

Ｃまたは
Ｄの

勤務状況

従
業
員

患
者

患者 発症日
感染症法に
基づく
発生届日
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増加しており, 一部の患者についてカキが原因と疑わ
れる食中毒事案として調査が行われているとの連絡を
受けた。さらに 1 月21日時点において, 感染研に連絡
のあった患者の塩基配列情報 （ 4 自治体から送付された
7 株） において, JP-HAV19-00758 クラスターに分類
され, これは 2017 年流行株 （Accession No. LC415421）, 
RIVM-HAV16-090 株 （2018 年流行株, 参照 Accession 

No. KX151459, MF805887） とは系統樹上, 異なるク
ラスターであるとの連絡を受けたことから, 各都道府
県等に対して, A 型肝炎の発生届を受理した場合には
塩基配列情報を確認し, 食中毒調査を実施するよう依
頼した。
　当室では, 各都道府県等における食中毒調査結果に
ついて, 共通事項がないかとりまとめを行ったが, 患
者間に共通する要因は見当たらなかった。食中毒と判
断された事案はなかったものの, 広域的な食中毒疑い
事案の一例として報告する。
　 2 .  対応
 （ 1 ）  1 月 21日, A 型肝炎ウイルスによる食中毒の被
害防止の観点から, 各都道府県等に対して下記の通り
対応を依頼した。
　 1 .  A 型肝炎有症者の情報については, 感染症部局
と連携を図り情報共有を行うこと。
　 2 .  A 型肝炎の発生届を受理した場合は, ウイルス
株の分子疫学的手法による解析のため, 可能であれば
感染研への塩基配列情報等の送付をすること。
　 3 .  塩基配列が JP-HAV19-00758 クラスターに分
類される A 型肝炎患者においては, 食中毒調査を実施
し, 喫食状況等の疫学情報を, 食中毒被害情報管理室
まで報告すること。

 （ 2 ）  2 月 6 日, 「A 型肝炎発生届受理時の検体の確
保等について」 （薬生食監発 0206 第 2 号） を発出し, 改
めて A 型肝炎の患者発生届を受理した場合はウイルス
株の分子疫学的手法による解析が実施できるよう, 患
者の糞便検体の確保に努め, ウイルス株の分子疫学的
手法による解析ならびにライブラリーとの照合を行う
ため感染研への塩基配列情報等の送付を要請した。
　 3 .  調査結果等 : 図および表
　調査の結果, 20 都道府県等から 44 人の患者が報告さ
れ, 発症期間は 12 月上旬～ 1 月下旬であった。そのう
ち 32 人の糞便検体から塩基配列 JP-HAV19-00758 に分
類される A 型肝炎ウイルス （表中では HAV と略記） 
が検出された。各都道府県等においては A 型肝炎症例
調査質問票等を用いて潜伏期間内 （発症 14～50日間） 
における喫食品や生カキの喫食の有無等を調査した
が, 共通喫食歴はなく, 生カキを喫食した患者は 8 人
であった。患者間に共通する要因は認められず, 食中
毒として判断された事案はなかった。
　 4 .  まとめ
　A 型肝炎は発症するまでの潜伏期が長いことなどか
ら十分な疫学情報を得ることは難しく, 今回の事案に
ついては患者間の疫学的な関連性や感染源が特定され
ず, 食中毒事例と判断されたものはなかった。本事案
を踏まえると, 潜伏期間の長い A 型肝炎を食中毒と判
断することは容易ではないことから, 感染症部局と連
携し情報共有することで感染源の究明や, 調査・研究
等を通じて患者と二枚貝のウイルス遺伝子の比較な
ど, その関連性について明確にすることも一つの方法
と考えられる。
　また今回は複数の都道府県等で特定の遺伝子配列の
A 型肝炎ウイルスが検出された広域的な食中毒疑い事
案であった。広域的な食中毒については, 被害拡大を
防止するため, 国, 都道府県等での情報共有等に基づ
き, 同一の感染源による広域発生の早期探知を図るこ
とが重要である。当室では引き続き, 広域的な食中毒
疑いの事案を探知した際には, 各都道府県等, 国立感
染症研究所・国立医薬品食品衛生研究所等関係機関と
の情報共有, 必要に応じて, 2019 年 4 月に設置した広
域連携協議会を開催し, 国, 都道府県等における早期
の調査方針の共有や情報交換を行い拡大の防止に努め
て参りたい。
　　　厚生労働省　医薬・生活衛生局食品監視安全課
　　　食中毒被害情報管理室

表. 患者等の情報 （2019年2月21日時点）  （HAVは全て糞便検体より検出）
都道府県等 新潟県 新潟市 郡山市 いわき市 福島県 福島市 岩手県 仙台市 秋田県 秋田市 石川県 金沢市 川崎市 東京都 北海道 大津市 千葉県 岡山市さいたま市 静岡県
患者数(人) 5 2 2 1 6 1 4 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

HAV塩基配列に
てJP-HAV19-

00758検出者（人）
2 2 1 0 4 1 4 5 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3

生カキの喫食者
数(人)

1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

図. 都道府県別における食中毒調査が行われたＡ型肝炎ウイルスの
      発生状況 （2019年2月21日時点）
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＜特集関連情報＞
　A 型肝炎ワクチン

　A 型肝炎ワクチンは, 患者由来の A 型肝炎ウイルス 

（HAV） を培養細胞に馴化・増殖させ, 中和抗原部位
の立体構造を損なわないようにウイルス粒子をホルマ
リンで不活化した 「不活化ワクチン」 が一般的である1）。
日本では 1994 年に乾燥組織培養不活化 A 型肝炎ワクチ
ンが承認された｡ これも培養細胞で増殖させた HAV

をホルマリン処理した不活化ワクチンであるが, ユ
ニークな特徴は, アジュバントも保存剤も添加されて
いない凍結乾燥製剤であることである2）｡ 適用の年齢
制限はなく, 世界保健機関 （WHO） の勧告に従って 1

歳以上からの接種が薦められている。ワクチン接種後
にみられる主な副反応は, 接種部位の発赤, 痛, 発熱
等で, 数日後には消失する。全般的に A 型肝炎ワクチ
ンは安全なワクチンである3）。
　日本では A 型肝炎ワクチンは任意接種である。ワク
チン接種を勧奨されるのは以下の高リスク群である3）。
 ● A 型肝炎非流行地域 （日本などの高所得国） から, 

中～高頻度流行地域 （アジア, アフリカ, 中南米等） 
への渡航者

 ● 職業上, A 型肝炎感染リスクが高くなると考えられ
る者。例 : デイケアセンター・介護施設職員, 医療
従事者, 下水処理作業従事者, 人以外の霊長類と接
する者, 等。

 ● 患者家族等の濃厚接触者。
 ● 血友病患者のように生涯に渡って血液製剤の投与を
受ける者。

 ● 免疫不全や慢性肝疾患, 糖尿病など, 基礎疾患に
よって A 型肝炎が重症化するリスクがある者。

 ● 男性間性交渉者 （Men who have sex with men, 

MSM）, 注射薬物使用者 （PWID） など。
 ● HAV に感染した場合に食品を通して飲食客へ感染
を拡大するおそれのある飲食店従事者や, 重症化リ
スクが高い高齢者等。
　国内承認ワクチン 「乾燥組織培養不活化 A 型肝炎ワ
クチン : エイムゲン」 は, 凍結乾燥製剤であるため, 添
付の溶剤 （日本薬局方注射用蒸留水） 0.65mL で溶解
し, 0.5μg/0.5mL の不活化 A 型肝炎ウイルス抗原を
含む注射用液とする。0.5mL ずつを 2 ～ 4 週間隔で 2

回, 筋肉内または皮下に接種し, さらに初回接種後 24

週を経過した後に同用量を追加接種する｡ 海外渡航直
前等の免疫賦与を急ぐ場合には, 2 週間隔の 2 回接種
でも感染防御抗体を得ることができるが, 予防効果を
長期間維持するためには 3 回目の接種が必要である2）｡
　海外製品はアジュバントが添加された液状製剤で
あったり混合ワクチンであったり, 剤形もバイアルの
他にシリンジ剤等が存在する。接種方法も筋肉内接種
のみが指定されているなど, 製剤によって異なるの

で, 接種医は添付文書を必ず確認する。WHO では不
活化 A 型肝炎ワクチンの互換性を認めている1）。
　一般的に, HAV 抗体価が 10mIU/mL 以上であれば
感染防御に有効と考えられている。エイムゲンの臨床
試験結果によれば, 2 回接種で抗体陽転率 100％に達
する。さらに規定の接種回数 （ 3 回） で感染防御効果
を長期間維持することができる2）。一般的に, 血液透
析患者や免疫不全 （臓器移植, HIV 感染等） がある場
合, ワクチン接種後の免疫応答が健常人に比べて低い
ことが知られている。また, 加齢によっても免疫応答
は悪くなる。ワクチン接種後に抗体価を測定すること
は必須ではないが, 抗体獲得に不安がある場合や, 確
実な免疫賦与が必要な場合は, 最終接種の 1 カ月後に
抗体価を確認することが望ましい3）。
　ワクチンが開発されるまで A 型肝炎の予防には免疫
グロブリンが推奨されていた｡ 免疫グロブリンの利点
は即効性であり, HAV 曝露後でも, 2 週以内に投与す
れば発病予防効果がある｡ 免疫力が弱い高齢者, 免疫
機能不全患者にも有効である｡ しかしながら, 受動免
疫であるために予防効果の持続期間が短いことが欠点
である。
　流行時における A 型肝炎ワクチンの流行抑制効果
は, 流行地域の特性とワクチン接種プログラムの展開
速度に影響される。流行が, 限られたコミュニティ 

（例 : 小学校, MSM コミュニティ等） で発生し, 早期
のワクチン介入によって高い接種率が達成できる状況
であれば, ワクチン 1 回接種でも流行抑制には効果的
である。また, ワクチン接種だけでなく, 衛生教育と環
境整備も重要である3）。
　参考文献
1） World Health Organization, Department of 

Communicable Disease Surveillance and Response: 

Hepatitis A. 2000.

2） 医薬品インタビューフォーム 「エイムゲン」 2014 年
9 月 （改訂第 9 版）

3） World Health Organization. WHO position 

paper on hepatitis A vaccines Wkly Epidemiol 

Rec 87: 261-276, 2012

　　　　　　　　　国立感染症研究所ウイルス第二部
　　　　　　　　　　清原知子　鈴木亮介　村松正道

＜国内情報＞
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （carbapenem-

resistant Enterobacteriaceae, CRE） 病原体サーベイ
ランス, 2018 年

　2017 年 3 月の通知 （健感発 0328 第 4 号） に基づき, 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） 病原体サー
ベイランスが開始された。本稿では, 検体採取日が
2018 年 1 月 1  日～12 月31日の1,684 株 （2019 年 6 月28
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日現在） の報告概要を示す。
　1,684 株のうち, 感染症発生動向調査 （NESID） 届出
ID の記載があった1,425 株 （84.6％） は 1,402 名由来で
あった。NESID 届出 （患者届出） 数は 2,289 例 （2018 年
第 1 ～52 週, 2019 年 5 月31日現在） であり, 患者届出
の約 70％の患者分離株の試験検査結果が報告された
と考えられた。
　1,684 株の分離検体は, 尿 （n=450, 26.7％）, 血液・
髄液 （n=395, 23.5％）, 呼吸器検体 （n=300, 17.8％）, 
腹腔内検体 （n=153, 9.1％）, 皮膚・軟部組織検体 （n= 

137, 8.1％）, 穿刺液 （n=86, 5.1％） の順に多かった。
菌種は, Klebsiella aerogenes （n=631, 37.5％）, Entero- 

bacter cloacae （n=460, 27.3％）, Klebsiella pneumoniae 

（n=168, 10.0％）, Escherichia coli （n=154, 9.1％）, Serra- 

tia marcescens （n=80, 4.8％）, Citrobacter freundii 

（n=39, 2.3％） の順に多く, 分離検体および菌種の分
布は患者届出とほぼ同様であった。
　各検査実施数と陽性数を表に示す。1,684 株のうち, 

いずれかのカルバペネマーゼ遺伝子陽性株は 297 株 

（17.6％） であった。カルバペネマーゼ遺伝子陽性株の
遺伝子型内訳は, IMP 型が 254 株 （85.5％） と大半を占
め, NDM 型 10.4％, KPC 型 3.4％と続いた。2017 年の

遺伝子型内訳1） は IMP 型 95.0％, NDM 型
3.3％, KPC 型 1.3％であったことから, 海
外型カルバペネマーゼ遺伝子である NDM

型, KPC 型の増加が示唆された （本号 12

ページ）。また, GES 型 2 株 （いずれも GES- 

24）, IMI 型 （IMI-1） 1 株が報告された。
菌種別の IMP 型検出割合は, E. cloacae 

17.8％, K. pneumoniae 37.5％, E. coli 41.6 

％であり, CRE として最も報告数の多い
K. aerogenes では 2 株のみであった。IMP

型検出 254 株の菌種は全国では E. cloacae 

（n=82, 32.3％）, E. coli （n=64, 25.2％）, K. 

pneumoniae （n=63, 24.8％） の順に多いが, 

近畿は E. coli （55.1％）, 中国四国は E. coli

と K. pneumoniae （いずれも34.6％） が最
も多く, 2017 年報告 1）と同様の地域差を認
めた （図）。IMP 遺伝子型別報告のある18

府県 123 株の内訳は, IMP-1 が 16 府県 57 株ですべての
地域より報告があったのに対し, IMP-6 は 6 府県 64 株
で主に近畿, 中国四国より報告された。IMP-11 （近畿） 
と IMP-19 （関東甲信静） が 1 株ずつ報告された。
　1,684 株のうち原則実施する検査項目がすべて報告
された1,653 株 （98.2％） を, 患者届出数 2,289 例で除した
値を報告率とすると, 72.2％となり, 2017 年の 48.1％ 2）

に比べ大幅に上昇した。また都道府県別報告率の中央
値は 85.7％で 2017 年の 55.6％に対して全国的に上昇し
たものの, ブロック別報告率は北海道東北新潟 73.2％, 

関東甲信静 66.9％, 東海北陸 46.2％, 近畿 90.0％, 中国
四国 86.9％, 九州 76.0％と地域によってやや差がみら
れた。カルバペネマーゼ遺伝子検出率や検出菌種には
地域差があることから, さらに報告率を上げ, 今後も
全国的かつ継続的な CRE 病原体サーベイランスの実
施により, カルバペネマーゼ遺伝子保有状況やその推
移を正確に把握していくことが必要と思われる。
　参考文献
1） IASR 39: 162-163, 2018

2） 松井真理ら, IASR 40: 19-20, 2019

　　　　　　国立感染症研究所薬剤耐性研究センター
　　　　　　国立感染症研究所感染症疫学センター
　　　　　　全国地方衛生研究所

＜国内情報＞
　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 （CRE） 病原体
サーベイランスにおける海外型カルバペネマーゼ遺伝
子検出株, 2017～2018 年

　CRE 病原体サーベイランスにおける海外型カルバ
ペネマーゼ遺伝子検出株の概要を示すため, 2019 年 6

月28日現在の病原体検出情報システム報告情報を集計
した。対象は検体採取日が 2017 年 1 月 1 日～12 月31日

表. 病原体検出システム報告対象の各検査実施数と陽性数

図. 地域別IMP型カルバペネマーゼ遺伝子検出株の菌種内訳（n=254）
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の 899 株および 2018 年 1 月 1 日～12 月31日の 1,684

株とした。対象株の約 15％は感染症発生動向調査
届出 ID の記載がなく, 感染症発生動向調査に基
づく CRE 感染症届出症例以外の患者分離株も一
部含むと思われる。海外渡航歴無し・不明患者由
来株からの海外型カルバペネマーゼ遺伝子検出
は, 精度管理のため PCR 増幅産物等のシークエン
スによる結果確定を依頼した （以下は, 2019 年 6

月28日現在シークエンス確認中 7 株を含む）。
　海外型カルバペネマーゼ遺伝子検出株数を表に
示す。CRE 病原体サーベイランスが開始された
2017 年の全報告数 （n=899） は 2018 年の全報告数 

（n=1,684） に比べて少ないため1）, 検出株数を単
純に比較できないものの, 海外型カルバペネマー
ゼ遺伝子検出株は 2017 年には全報告数の1.4％ 

（n=13） であったのに対し, 2018 年は 2.5％ （n=42） 
に増加し, 特に海外渡航歴無し・不明患者由来株
の増加が顕著であった。一方, 海外渡航歴有りの
患者 （n=14） の渡航先はアジアが多く, ベトナム 

（n=4）, 中国 （n=3）, インド （n=2）, タイ, フィリ
ピン, バングラデシュ, ネパール, カンボジア, ブ
ラジル （各 n=1） であった （ 1 名は 2 カ国記載）。
　2018 年検体採取株のうち, NDM 型検出株 （n=31） 
の菌種は, Escherichia coli （n=21, 67.7％） が最も
多く, Klebsiella pneumoniae （n=5, 16.1％）, Entero- 

bacter cloacae （n=2, 6.5％）, Citrobacter sp., Klebsiella 

aerogenes, Leclercia adecarboxylata （各 n=1） であっ
た。海外渡航歴無し・不明患者由来 24 株のうち17 株は
塩基配列決定による遺伝子型別結果が報告され, NDM- 

1 が 2 株, NDM-5 が 15 株であった。一方で, 2017 年の
海外渡航歴無し・不明患者由来の 5 株はすべて NDM-1

であった。2018 年の KPC 型検出株 （n=10） の菌種は, 

K. pneumoniae （n=9, 90.0％） が最も多く, 1 株のみ E. 

coli であった。OXA-48 型検出株は, E. coli, K. pneu-

moniae, S. marcescens 各 1 株であった。
　報告地域は, 2017 年は 6 都県 （うち海外渡航歴無し・
不明患者由来株からの報告は 3 都県） であったが, 2018

年は16 都道府県 （同 12 都道府県） と大幅に増加し, 大
都市圏のみならず複数の地域で報告があった （図）。
　2017 年以降に病原体サーベイランスに報告された 55

株の海外型カルバペネマーゼ遺伝子検出株のうち 41 株 

（74.5％） が海外渡航歴無し・不明患者由来でありこれ
まで 2）とは異なる疫学を呈してきている。調査によっ
て海外での手術歴のある患者が確認された海外型カル
バペネマーゼ産生株の院内感染事例 3）の報告もあるこ
とから, 海外渡航歴のない入院患者から海外型カルバ
ペネマーゼ遺伝子保有株が分離された場合は, 周辺に
他の保菌者の存在を疑う必要があると考えられる。今
後も CRE 病原体サーベイランスにおいてその動向を
注視するとともに, その情報を迅速に還元していく必

要があると思われた。
　参考文献
1） IASR 40: 19-20, 2019

2） 鈴木里和ら, IASR 35: 287-288, 2014

3） 阿部孝一ら, IASR 40: 27, 2019

　　　　　　国立感染症研究所薬剤耐性研究センター
　　　　　　国立感染症研究所感染症疫学センター
　　　　　　全国地方衛生研究所

＜外国情報＞
　ザンビア西部地域におけるウエストナイルウイルス
の単離・同定

　人獣共通感染症リサーチセンターでは, アフリカ南
部に位置するザンビア共和国において, 人獣共通感染
症の流行状況の把握, および未知の感染症起因微生物
の網羅的探索を目的とした調査を実施している。私達
の研究グループは, 2012 年から, ザンビア各地域に生
息する蚊におけるアルボウイルスの探索を実施し, ザ
ンビア西部のモング地域で採集したネッタイイエカか
らウエストナイルウイルス （West Nile virus: WNV） 
を単離・同定したので, その結果について報告する1）。
　サブサハラに位置するザンビア共和国は, 国土の大
部分は温帯気候であるが, 西部のザンベジ川流域はサ
バナ気候で, ネッタイイエカ, ネッタイシマカ等の生

表. 海外型カルバペネマーゼ遺伝子検出報告株数

2017年 2018年
海外渡航歴有り     ：N=5　　 
海外渡航歴無し･不明：N=8

海外渡航歴有り     ：N=9
海外渡航歴無し･不明：N=33

NDM型　海外渡航歴無し・不明

KPC型　海外渡航歴無し・不明

OXA-48型　海外渡航歴無し・不明

NDM型　海外渡航歴有り

KPC型　海外渡航歴有り

OXA-48型　海外渡航歴有り

同一菌株が複数のカルバペネマーゼ遺伝子保有

図. 海外型カルバペネマーゼ遺伝子検出報告地域
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息数が多い。これまでに, ザンビアにおいて, 黄熱, デ
ング, ジカ, ウエストナイル, チクングニヤウイルス
等による, 蚊媒介性ウイルス感染症のヒトでの発生報
告は無い。しかしながら, 媒介蚊の生息状況や, アン
ゴラやコンゴ民主共和国など, 周辺国でのアルボウイ
ルス感染症の発生状況を鑑みると, 未診断のアルボウ
イルス感染症がザンビアにおいても発生している可能
性がある。そこで, 私達は, ザンビアに生息する蚊に
おけるアルボウイルスのスクリーニングを実施し, 蚊
のウイルス感染状況を調査した。
　2012～2017 年にかけて, ザンビア国内の各地域で, 

総計 13,402 匹の雌蚊を採集し, 蚊種を同定後, 1 ～40 匹
の同種の蚊を 1 プールとして, 計 758 プールからホモ
ジネートを作製し RNA を抽出した。フラビウイルス
属に属するウイルス遺伝子を広範囲に検出する pan-

Flavivirus RT-PCR 法を用いて, 蚊由来 RNA を解析し
た結果, 2016 年 5 月にザンビア西部の Mongu 地域 （図 1 ） 
で採集したネッタイイエカ （Culex quinquefasciatus） 
15 プール （278 匹） のうち, 1 プールから WNV のゲノ
ムを検出した。さらに, 同検体を用いた培養細胞を
用いたウイルス分離試験を実施し, 蚊由来 C6/36 細
胞, ハムスター由来 BHK-21 細胞, サル由来 Vero 細
胞で WNV の増殖を確認し単離した。単離した WNV 

（zwq16m11 株） は, 電子顕微鏡による観察で, 40 nm

の粒子として確認された。
　また, サンガー法および次世代シーケンサーを用い
て, ウイルスゲノム全長を解読した。database 上の既
知の WNV のゲノムと比較し, WNV polyprotein の系
統樹解析を実施した。その結果, 蚊から単離した WNV 

（zwq16m11 株） は lineage 2 に属し, ヒトや馬の脳炎
症例から分離された南アフリカの流行株に近縁である
ことが判明した （図 2 ）。
　結　語
　2015 年にザンビア西部および北西州の住民 3,625 人
を対象に実施されたフラビウイルスの血清疫学調査で
は, 約 10％に ELISA による WNV 抗体が検出された
との報告があり2）, これまでに確定診断に至っていな
いウエストナイル熱症例があるものと推定されてい
た。しかしながら, フラビウイルス感染症では, 抗ウ

イルス抗体に交 性が認められており, ザンビアにお
ける WNV 感染症の疫学状況は不明であった。
　本研究でザンビアの蚊から WNV を単離・同定した
ことにより, ザンビアに WNV が存在することが明ら
かになった。また単離した WNV （zwq16m11 株） は, 

南アフリカのヒトや馬の脳炎症例から分離された流行
株に近縁であることから, ザンビアにおいてもヒトや
馬に感染し脳炎を引き起こしている可能性が示唆され
た。
　私達は今回の研究で得られた結果を, 首都 Lusaka

で Zambia National Public Health Institute （ザンビ
ア国立公衆衛生研究所） に報告するとともに, 西部地
域の Governor （知事）, および Ministry of Health （保
健省）, Ministry of Agriculture and Livestock （農業
畜産省） の担当者, 医療関係者にも WNV が蚊によって
媒介されるウイルス感染症で, ヒト・馬に脳炎を発症
させること, WNV が Mongu 地域で採集した蚊から単
離・同定されたこと, 熱性疾患症例の中には WNV 感
染者が含まれている可能性が有ることを報告した。ま
た, 現在, WNV 感染症に対するワクチン, 抗ウイル
ス薬は開発されていないので, 防蚊対策が重要である
ことを伝えた。
　今回得られた結果に基づいて, 私達はヒト熱性疾患
患者における WNV ゲノムの検出調査を開始した。今
後はさらに, ザンビア国立公衆衛生局, 保健省と連携
して, WNV を含めたアルボウイルス感染症の流行状
況を把握するとともに, 早期診断系を開発して, アル
ボウイルス感染症の流行予防に資することを目指す。
　参考文献
1） Orba Y, et al., Transbound Emerg Dis 65 （4）: 

933-938, 2018

2） Mweene-Ndumba I, et al., African Health Sciences 

15 （3）: 803-809, 2015

　　　　北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター
　　　　　大場靖子　江下優樹　澤　洋文
　　　　ザンビア大学獣医学部
　　　　　Bernard. M. Hang’ombe 

　　　　　Aaron. S. Mweene

図1. ザンビア西部州に位置するMongu地域
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図2. WNV polyproteinアミノ酸配列の系統樹解析
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＜外国情報＞
　ザンビアにおける新規回帰熱ボレリアの発見とヒト
感染例の報告

　人獣共通感染症の多くは, 自然界で野生生物と共生
関係を築いて静かに存続している微生物を病原とする
ので, その根絶は不可能である。人獣共通感染症対策
としては, その発生を予測し流行を防止する 「先回り
戦略」 が重要である。先回り戦略には, 病原微生物の
起源と自然界における存続のメカニズム, 伝播経路お
よび発症と流行に関与する諸要因を明らかにする必要
がある。北海道大学　人獣共通感染症リサーチセン
ターは, 2007 年にアフリカ　ザンビア共和国のザンビア
大学獣医学部内に高度封じ込め施設 （biosafety level- 

3） の実験室を有する海外研究拠点 （ザンビア拠点） を
設置し, 先回り対策を執るための感染症研究に取り組
んでいる。本拠点を活用して, 人獣共通感染症の一つ
である回帰熱の病原ボレリアのヒト感染例を確認し, 

その病原ボレリアを単離し, 新種であることを確認し, 

さらに動物の疫学調査により, その感染環を明らかに
する成績を得たので報告する。
　回帰熱は, 回帰熱ボレリアの感染によって引き起こ
される細菌性人獣共通感染症である。回帰熱ボレリア
は, マダニやシラミなどの吸血性節足動物によって媒
介され, ヒトに感染すると 1 週間程度の潜伏期間を経
て回帰熱を発症する。発症すると, 3 日程度の発熱と 7

日程度の無熱期を繰り返すので, 回帰熱という名前の
由来となっている。回帰熱は南ヨーロッパ, 中央アジ
ア, 北アメリカ大陸, アフリカサハラ砂漠周辺で流行
しており, なかでもサハラ砂漠周辺は患者数も多く, 

公衆衛生上の重要な問題となっている。一方, アフリ
カ南部では, ナミビアで回帰熱ボレリアに感染したと
推定される 1 症例が報告されているのみで, 回帰熱ボ
レリアの調査は実施されていない1）。
　回帰熱ボレリアは, 遺伝子の解析から, 北米大陸に
分布する新世界型とそれ以外の地域に分布する旧世界
型に分類されている。これまでに, アフリカ大陸にお
いて新世界型回帰熱ボレリアの遺伝子を検出した報告
は有るが, 細菌の分離には成功しておらず, 自然界に
おける媒介節足動物や保菌動物も不明である。この様
に, 旧世界に分布する新世界型回帰熱ボレリアの詳細
は不明である。
　2016 年 12 月末に, 人獣共通感染症リサーチセン
ターのザンビア拠点では, 野外活動中に洞窟でダ
ニに刺 され, その一週間後に 39.6℃ の熱発を主
訴として, ザンビア大学内病院に来院した患者か
ら採集した検体について, 病原体検査を依頼され
た。その後, ダニに刺 されたことから, ボレリ
ア感染が疑われたため, 患者血液から DNA を抽
出し, ボレリア属細菌のフラジェリン蛋白ならび

に 16S リボソーマル遺伝子を特異的に増幅する PCR 法
を用いて, ゲノムの増幅を試みた。また, 患者血液を
BSK-M 培地に接種し, ボレリア属細菌の分離も実施
した。さらに, 刺 した媒介節足動物を特定するため, 

患者がダニに刺された洞窟においてマダニを採集し, 

DNA を抽出して患者血液と同様の検査を実施した。
また, ボレリア感染症における, 自然宿主を特定する
ために, 洞窟に生息するコウモリを捕獲し, 脾臓・肝
臓から DNA を抽出し, 同様に PCR 法で病原体のゲノ
ムを検索するとともに, コウモリの血液を BSK-M 培
地に接種し, ボレリア属細菌の分離を試みた。
　その結果, 患者血液およびコウモリの臓器からボレ
リア属細菌を分離することに成功した。単離した細菌
から DNA を抽出し, 次世代シーケンサー （MiSeq） を
利用して, ボレリア属細菌のドラフトゲノムを取得し
た。得られたゲノム情報を用いて DNA バンクのボレ
リアの遺伝子配列と照合するとともに, 8 個のハウス
キーピング遺伝子を基にした multi-locus sequence 

analysis （MLSA） 解析により, 分離された細菌のゲノ
ムを同定した。
　今回, ダニに刺 された不明熱患者の血液から抽出
した DNA を用いて, ボレリア属細菌の遺伝子を検出
し, ボレリア感染症であることを確定診断し, さらに, 患
者血液からボレリア属細菌を分離した。細菌の感染環
を検索するために洞窟で採集したマダニ （Ornithodoros 

faini） 50 匹中 20 匹から患者から検出したボレリア属細
菌と同じ遺伝子を検出した。また, 洞窟内で捕獲した
コウモリの脾臓・肝臓の乳剤 237 検体中, 64 検体から, 

同じボレリア属細菌の遺伝子を検出し, 3 匹のコウモ
リ （Rousettus aegyptiacus） の血液検体から, ボレリ
ア属細菌の分離に成功した。MLSA 解析の結果から, 

患者とコウモリの血液から分離されたボレリア属細菌
は, 北米に分布するボレリア属細菌と同じ, 新世界型
回帰熱ボレリアに属する新種であることが判明した 

（図）。今回の研究で単離に成功した新種のボレリア属
細菌を Borrelia fainii と命名し報告した2）。 

　結　語
　本研究により, 南部アフリカにも回帰熱が存在する
ことが明らかとなり, 南部アフリカにおいても, マラ
リア等の熱性疾患と抗生剤によって治癒する回帰熱の
鑑別診断が重要であることを示した。また, ザンビア
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で単離された Borrelia fainii は, 洞窟内に生息するマ
ダニが媒介節足動物, 洞窟に生息するコウモリが自然
宿主であることを明らかにした。さらに, MLSA 解析
の結果から, Borrelia fainii は北米大陸に分布するボ
レリア属細菌と同じグループである新世界型回帰熱ボ
レリアに分類された。単離された Borrelia fainii の遺
伝子と生物性状の知見は, 回帰熱ボレリアの進化・系

統・分布に関する基礎的情報を提供するものである。
　参考文献
1） Fingerle V, et al., PloS Negl Trop Dis 10 （3）: 

e0004559, 2016

2） Qiu Y, et al., Clin Infect Dis 69 （1）: 107-112, 2019

　　　　北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター
　　　　　邱　永晋

                   国立感染症研究所細菌第一部第二室
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籍国外ーマンャミAN1 .8102（1）1所健保区田墨都京東E1

籍国外ルーパネX,NAFPC5 .8102（1）1所健保本松県野長E1

籍国外ルーパネX,NAFPC7 .8102（1）1所健保市岡静県岡静E1

スリランカ、ドンイAN2 .8102（1）1所健保野佐泉府阪大E1

ンタスキパAN9 .7102（1）1所健保市戸神E1
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ルーパネAN8 .8102（1）1所健保良早県岡福E1
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ンタスキパ1 .8102（1）1所健保市谷越県玉埼UVS4
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Hepatitis A is an acute infectious disease 
caused by the hepatitis A virus (HAV), which belongs 
to the genus Hepatovirus of Picornaviridae.  There 
is only one known serotype, which is classified into 
6 genotypes, I-VI.  Viruses of genotypes I to III are 
detected in humans, with each genotype further 
divided into subgroups A and B.  HAV is transmitted 
through the ingestion of contaminated food or water, 
or by direct contact with an infected person.  In devel-
oped countries with improved hygienic environments, 
such as water and sewage systems, large-scale 
outbreaks of hepatitis A are rare, but they have been 
reported among men who have sex with men (MSM) 
and persons who inject drugs (PWID).

HAV is a Category IV infectious disease under 
the Act on the Prevention of Infectious Diseases and 
Medical Care for Patients with Infectious Diseases 
(Infectious Diseases Control Law) amended in November 2003.  All 
diagnosed cases, including asymptomatic carriers, must be notified.  
The notification criteria can be found at https://www.niid.go.jp/
niid/images/iasr/36/419/de4191.pdf.

The incubation period is 2~6 weeks (4 weeks on average).  
Early clinical symptoms include high fever (over 38°C), general 
malaise, anorexia, headache, myalgia, and abdominal pain, which 
are followed by the appearance of symptoms characteristic to 
hepatitis such as jaundice and hepatomegaly (see p. 149 of this 
issue).  Its severity increase with age.  Although no virus-specific 
therapy is available, the prognosis is generally good (case fatality 
rate <0.5%); it never becomes chronic and patients spontaneously 
recover in 2-3 months.  Approximately 90% of infections in children under 5 years of age are asymptomatic, and 90% of adult infections 
are symptomatic.  Once infected, life-long immunity is obtained.  As HAV is excreted in the stool for long periods from approximately 
2 weeks before onset to several months after, infected people can be a source of infection even before onset.

National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases
In Japan, an average of 266 cases (range of 115~502 cases) of hepatitis A patients per year have been notified since 2000 when 

information became available year round after the implementation of the Infectious Diseases Control Law, to 2017 (Fig. 1).  In 2018, 
the number of notified cases reached 926 (tentative result) (see p. 150 of this issue).  In 2019, 115 cases (tentative results) were notified 
as of March 2019 (as of week 13) (Table 1).

Suspected place of infection:  Most (approximately 85%) of the 1,839 cases notified between 2015 and March 2019 were 
domestic infections (Fig. 2 in p. 148).  Approximately 60 cases of infection outside of Japan are notified annually (Table 1).  Among the 
cumulative 256 cases, the main destinations were the Philippines in 58, Thailand in 22 (including one multi-country visit), Taiwan in 
20, Korea in 15, Indonesia in 14, Cambodia in 14, India in 13, Vietnam in 13, and Pakistan in 12.

Suspected route of infection:  Of the 913 cases notified between 2015 and March 2019, excluding those notified in 2018, 660 
cases (72%) were presumed to be oral infections, and 27 cases (3%) were reported to be due to homosexual contact.  On the other hand, 
in 2018 (926 cases), 349 cases (38%) were orally infections, whereas 396 cases (43%) were due to homosexual contact, exceeding the 
number of cases due to oral infection.

Sex and age of the patients:  Of the 1,556 patients notified between 2015 and March 2019, and considered to have been infected 
in Japan, 1,196 (77%) were males and 360 (23%) were females (Fig. 1).  The increase in males was due to the overall increase in 
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Figure 1. Weekly number of notified hepatitis A cases, from January 2015 to 
                March 2019, Japan

(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 5 July 2019)

(National Epidemiological Surveillance of Infectious
 Diseases: as of 27 August 2019)

Year of diagnosis
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Imported cases

Domestic cases 

Unknown

Male
Female

Figure. Annual number of notified hepatitis A cases, 
             2006 - March 2019, Japan

Table 1. Number of notified hepatitis A cases, January 2015-March
              2019

Year of
diagnosis

2015

2016

2017

2018

2019

Total

241

272

285

926

115

1,839

*Infections could have been acquired domestically or abroad
(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 5 
July 2019)  

Suspected place of infection

185

192

221

859

99

1,556

In Japan

54

69

60

59

14

256

Abroad
2

11

4

8

2

27

Unknown*
Total
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infections due to homosexual contact in 2018 (833 males: 90%, 
93 females: 10%).  The median patient age was 46 years in 
2015, 49 years in 2016, 40 years in 2017, 37 years in 2018, and 
47 years in 2019 (as of week 13).

Summary of molecular epidemiology
Based on the notifications of April 26, 2010 and February 

6, 2019, the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) 
requested local governments to ensure patient stool specimens 
for molecular epidemiological analysis and to cooperate in 
active surveillance (see p. 150 of this issue).  In December 2018, 
the procedure manual for HAV detection was revised in order 
to support efficient surveillance nationwide.  Based on HAV 
nucleotide sequence analysis conducted by the National In-
stitute of Infectious Diseases (NIID) and Prefectural and 
Municipal Public Health Institutes (PHIs) (Table. 2), outbreaks 
of the 2017 epidemic strain (genotype IA) suspected to be associated with imported frozen clams were confirmed mainly in Tokyo, 
Nagano, and Miyazaki Prefectures (IASR 39: 25-26, 2018).  This strain is still reported sporadically.  The cause of the epidemic in 2018, 
the year with the most notifications in the past 20 years, was confirmed to be mainly the RIVM-HAV16-090 strain (genotype IA) (see 
p. 150, 152, 153, and 154 of this issue), which has caused outbreaks in Taiwan and Europe since 2015 (see p. 151 of this issue).  
Although the number of individuals infected by this strain decreased in the latter half of 2018, it has not been fully eradicated.  
Between December 2018 and February 2019, the JP-HAV19-00758 strain (genotype IA), which is classified into a cluster different 
from those reported previously, was transiently detected mainly in the Tohoku area (see p. 155 of this issue).  MHLW, NIID, and PHIs 
cooperatively investigated the source of the outbreak, but they were unable to find identify common contaminated foods.

Preventive measures
As HAV is resistant to acid and drying, it is important to take measures against the source and route of infection by appropriate 

treatment of patient excrement and contaminated food, thorough hygiene management, including hand washing, sufficient cooking 
(85 °C, 1 minute or longer), and disinfection with chlorine agents.

Long-term prevention of hepatitis A can be expected by vaccines.  There is no age limit for the administration of the inactivated 
hepatitis A vaccine approved in Japan, and it is recommended by the WHO for those aged one or older.  The vaccination is strongly 
recommended for travelers going to HAV-endemic areas, medical practitioners, patients with chronic liver disease(s), and people with 
a higher risk of HAV infection such as MSM and PWID (see p. 157 of this issue).

According to a seroepidemiological survey in which blood samples of healthy Japanese were collected between 2013 and 2017, it 
was estimated that more than 80% of the Japanese population and 99% of those under 60 years old are sensitive to HAV infection (Fig. 
3).  The HAV outbreak in 2018 demonstrated the importance of intervention for susceptible groups in Japan.  In response to this 
outbreak, on July 18, 2018, the MHLW issued a request for cooperation to local governments, medical associations, and infectious 
disease-related societies regarding alerts associated with the increase in the number of reports of HAV.  In addition, medical institu-
tions actively recommended HAV vaccination to MSM, and several workshops on hepatitis A were held by private organization(s) in 
collaboration with local governments (see p. 150 of this issue).

Due to the long incubation period of HAV, identifying the infection source or route has been difficult, but it is now possible to 
reinforce the estimation using molecular epidemiology.  As the viral excretion period is also long, to prevent the spread of infection and 
respond quickly to outbreaks, it is essential that every patient is notified, guidance is provided to prevent secondary infections, and 
data are collected through interviews and active surveillance.

The statistics in this report are based on 1) the data concerning patients and laboratory findings obtained by the National Epidemiological 
Surveillance of Infectious Diseases undertaken in compliance with the Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients 
with Infectious Diseases, and 2) other data covering various aspects of infectious diseases.  The prefectural and municipal health centers and 
public health institutes (PHIs), the Department of Environmental Health and 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

Table 2. Detected hepatitis A virus by genotype, 2015-2019

2015
2016
2017
2018
2019
Total
(%)

75
69
81

239
50

514
(100)

Hepatitis A virus genotype
Sampled

year 
Total

10
7
8
5
3

33
(6)

Not
typed 

57
56
58

223
44

438
(85)

1A

4
1
1
4
0

10
(2)

1B

4
5

14
7
3

33
(6)

IIIA

(Infectious Agents Surveillance System: as of 8 July 2019
from prefectural and municipal public health institutes)
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Figure 2. Number of notified hepatitis A cases suspected to have been infected domestically,
                by prefecture, from January 2015 to March 2019, Japan (year of diagnosis) 
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Figure 3. Age distribution of hepatitis A cases* (January 2015-March 2019) and  
                seroprevalence in population (2013-2017), Japan 

Seroprevalence
(2013-2017)**

No. notified cases (n=1,812)

*Exclude 27 cases whose the suspected place of infection could not be identified.
**Serum survey by Japanese Red Cross Society and The National Serum 

Reference Bank/Tokyo, National Institute of Infectious Diseases, Japan
(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 5 July 2019)
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