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ポリオウイルス
(PV, EV-C species)
伝播の仕方：
ヒトの腸管で増殖し、糞便-経口感染により、伝
播する。
毒性の強さ：
感染者の0.1~1%に麻痺を生じる。
ポリオウイルス粒子の電顕像
（強毒Mahoney株）

毒性の発症機序：
腸管で増殖→血中→脊髄→運動神経を破壊し、
弛緩性の麻痺を生じる。
感染動物モデル：
サルおよびPVレセプターを発現したトランスジェ
ニックマウス（TgPVR21マウス）。
予防および治療法：
ワクチンあり。
治療法は確立されていない。

小児麻痺

ピコルナウイルス科（29属、50種）
エンテロウイルス属（12種）
エンテロウイルスC種（23の血清型）
ポリオウイルス（3つの血清型）

Pre-vaccine
era

ポリオウイルス研究の歴史
1908: Discovery of PV (Landsteiner & Popper)
1949: Cultivation of PV in cultured cells (Enders, Weller & Robbins)
1950~: PV vaccines (Sabin, Salk, Koprowski)

Post-vaccine
era

1977: VPg at the 5’ end of viral genome (Wimmer)
1980~: Viral genome sequences (Wimmer, Baltimore, Nomoto)
1981: Reverse genetics from infectious DNA clone (Baltimore)
1985: Structure of PV virion (Hogle)
1988: IRES (Sonenberg, Wimmer),
Global Polio Eradication Initiative (WHO)
1989~: PVR(CD155) as the PV receptor (Racaniello, Nomoto)
1990~: Transgenic mouse for PV infection (Racaniello, Nomoto)
1991: Cell-free replication of PV (Wimmer)
2000: Cre for uridylylation of VPg (Paul, Evans)
2005: Tissue tropism of PV infection by interferon response (Koike)
2010~: PI4KB and OSBP family I as the targets of drug candidates
(Altan-bonnet, Arita, Kuppeveld, Neyts)

ポリオ確定症例の地理的分布および数
1988年-2002年

ポリオ確定症例の地理的分布および数
2015年

常在国： 2
ポリオ症例数：106
(野生株74, 伝播型ワクチン由来株32）

根絶最終段階1:
予算

参考：2014年度内訳

2013-2018まで：
計55.25億ドル（4.51億ドル分不足）
26.06億ドルがワクチンキャンペーンに必要（全体予算の47.17%）
Financial resource requirements 2013-2018 (as of December 2014)

根絶最終段階2:
ポリオウイルス病原体の管理規準の変更



血清型特異的(2型)ポリオウイルス病原体管理



世界的tOPV接種停止のための条件のひとつ



野生株、VDPVだけでなく2型ワクチン株も対象



ウイルス株だけでなく感染性材料(臨床検体)も対象



保有施設(野生株、ワクチン株)に応じたバイオリスク管理基準の適用



ポリオウイルス保有施設を出来るだけ減らすための具体的な活動の一環

野生株ポリオウイルスの型特異的根絶と封じ込め・経口ポリオワクチン予防接種停止後は、ポリオウイルス再出現のリス
クの最小化が重要となる。ポリオウイルス再出現を防止するためには、世界中のポリオウイルス施設数を、ワクチン製造・
診断・研究に関わる必須な機能を遂行するために必要とされる最小限にまで減らす必要がある。

根絶最終段階3:
不活化ワクチンへの切替
ポリオワクチンの種類

おもな成分

ワクチン接種

製造

ポリオウイルス弱毒株
(Sabin I, II, III 株)

ホルマリン不活化ポリオウイルス抗原
(野生株、Sabin株)

接種経路

経口

皮下注射、筋肉注射

安価

比較的高価

集団接種

集団接種が比較的容易 (途上国等)

定期接種

安価（UNICEF, 16~22円/ドーズ）

高価（UNICEF, 90~300円/ドーズ）

腸管免疫・血中中和抗体 (発症予防)

血中中和抗体 (発症予防)

接種者

安全性
副反応

不活化ポリオワクチン
(Inactivated Polio Vaccine; IPV )

接種コスト

ワクチンの価格

有効性

経口弱毒生ポリオワクチン
(Oral Polio Vaccine; OPV)

接種地域

接触者に伝播しうる

接種者のみ

伝播抑制

地域のウイルス伝播抑制効果

ウイルス伝播抑制効果あり

接種者
接触者

重篤

ワクチン関連麻痺 (VAPP)

なし

軽度

下痢、発熱等

発赤、硬結等 (混合ワクチンの種類による)

地域

VDPV伝播のリスク

伝播しない

免疫不全者等

持続感染・地域伝播のリスク

持続感染しない

使用地域

ポリオ流行国・ハイリスク国

ポリオ流行リスクの比較的低い地域

混合ワクチン

ポリオウイルスのみ

他の不活化抗原との混合ワクチンが実用化

製造施設

比較的小規模なメーカーを含む

大規模ワクチンメーカーが多い

病原体管理

比較的簡便な施設で製造可能

生ウイルス使用のため厳格な管理が必要

ポリオ根絶最終段階における問題点
不活化ワクチンへの切替
→ワクチンのコスト高
→ポリオウイルスが伝播しても麻痺患者は生じない
→サーベイランス方法の切替
→中和抗体価の評価（異なる抗原由来のワクチン）
生ウイルス使用の制限
→バイオセキュリティーの対応レベルの変更（BSL3+α）
→ワクチンの検定法、中和抗体価の測定法、etc..
→ポリオ再流行時の対応

WHOおよびゲイツ財団が支援している基礎研究
WHO（2016現在）
→現場でのワクチン接種を促進するための調査および基礎研究
・不活化ワクチン導入の実行可能性および効果を評価する方法の開発
・治安に問題がある地域でのポリオワクチンキャンペーンの質をモニターを促進する方法の開発
・ハイリスク地域におけるポリオサーベイランスを向上させる方法の開発
・ポリオワクチン接種に対する地域の了解を得るための方法の開発
・定期予防接種への不活化ワクチン導入のためのコミュニケーション戦略
・安価な不活化ワクチンの開発

ゲイツ財団 （Global Grand Challenges, 2011, The Poliovirus
Endgame: Create ways to Accelerate, Sustain and Monitor Eradication）
→重要課題を解決できる技術開発
・ワクチンの効果を高める方法の開発
・安価な衛生設備のポリオ伝播抑制への影響
・感度のよいポリオウイルス検出法の開発
・腸管免疫応答の測定方法の開発
・他の腸管ウイルスと相互作用の有無の解析
・注射を必要としない不活化ワクチンの開発
・不活化ワクチンによる腸管免疫誘導増強方法の開発
・安価な不活化もしくはサブユニットポリオウイルスワクチンの開発
・腸管免疫の減弱に関する研究

現在進められているポリオ根絶関連の主な基礎研究
ワクチン
→コストを抑える方法
→投与スケジュールの変更の影響（不活化ワクチンの導入）
→超弱毒株の開発（Sabin株よりも病原性が低いもの。不活化ワクチン製
造の種ウイルスとしての使用を想定）
→不活化ワクチンの抗原を大量産生する方法の開発

サーベイランス
→環境水からの効率のよいポリオウイルス検出方法の開発
→培養細胞を用いないポリオウイルス直接検出法
→抗ポリオウイルス中和抗体の迅速検出法

抗ウイルス薬
→ポリオウイルスカプシド結合阻害薬の開発
→その他の標的を持つ阻害薬の開発

ワクチンのコストを抑える方法（Okayasu et al., JID, 2014）
ワクチンに使う抗原量を1/5に減らした場合の影響（Sonia et al., NEJM, 2013）
通常の注射針を使わないjet injectorやマイクロニードルパッチの開発
抗原のコストダウン（ウイルス高産生細胞株の樹立、バキュロウイルスを用いた
高産生）

投与スケジュールの変更の影響
生ワクチン接種に不活化ワクチンを追加した影響（Sutter et al., Lancet, 2015）

超弱毒株の開発（生ウイルスの使用制限への対応）
5’NTRの構造を改変した株（Knowlson et al., Plos Pathogens, 2015)
低温での増殖に至適化された株（Sanders et al., Plos Pathogens, 2016)

ポリオサーベイランス1
〜ポリオウイルスの分離〜
急性弛緩性
麻痺患者の
便検体
200 L /
チューブ

5 days

5 days
分離結果の判定
PV が 分 離 さ れ た 場
合には、その分離株
を用いて、リアルタイ
ム RT-PCR に よ る 同
定およびゲノム配列
の解析を行う。

従来法の検出感度を損なわずに、迅速、簡便にPVを分離
同定する新規法の開発が期待されている。
問題点：
1. リアルタイムRT-PCRの感度が低い（検出下限：100~1,000コピー）。
2. Sabin1由来VDPVの検出感度が低い場合がある（ラオスでのVDPV流行）。
3. ゲノム配列解析のPCRの増幅感度および特異性がさらに低い（< リアルタイムRT-PCR）。
4. 上記の感度および特異性の低さを補うため、培養細胞を用いたポリオウイルス株の分
離・増幅が必須となっている。

ポリオサーベイランス2
〜ポリオウイルスの同定〜
ウイルスゲノムのVP1領域（およそ900 nt）をシーケンスし、以下の
3つに分類する。

Sabin株の核酸と <85%の同一性 → 野生株
Sabin株の核酸と ≥10 nt (2型は≥6 nt)の相違 →ワクチン由来株（VDPV）
Sabin株の核酸と ≤9 nt (2型は ≤5 nt)の相違 →ワクチン様株

便抽出液中のPVのタイタは低い

ポリオウイルスゲノムのコピー数：
50~200 コピー/CCID50
→104~6 コピー/g 便検体
→100 コピー/培養細胞への接種検体
参考：
ノロウイルス：108~11 copies/g 便
ロタウイルス：1010~11 copies/g 便
Arita et al,. BMC Inf. Dis., 2009

PVを直接検出するためには、便抽出液からPVを濃縮する必要がある。

ウイルスレセプターを高密度で結合させた磁気ビーズの作製

Arita, JCM, 2013

カプシド全領域の高効率増幅方法の開発
- Entire Capsid-coding Region Amplification (ECRA)法 -

Arita et al,. JCM, 2015

ウイルスレセプタービーズとECRA法を組み合わせたPV直接同定法

Arita et al,. JCM, 2015

エンテロウイルス擬似粒子の大量調製法
PV or EV71カプシド発現ベクター

PVもしくは EV71カプシドタンパ
クの発現

RNA transfection of
PV or EV71 replicon

PV or EV71レプリコン
6.5k nt

ルシフェラーゼ遺伝子
ウイルス非構造タンパク質遺伝子
Arita et al., 2006, JGV
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新規抗ポリオウイルス中和抗体価測定法

従来法

新規法

Arita et al,. CVI, 2011

従来法と新規法の比較

Type 3
PV

68 59 63 72 75
≧1024
512
256
128
64
32
16
8
4
<4

Arita et al,. CVI, 2011

ポリオ根絶計画で期待される抗ウイルス薬の役割

1. ワクチン由来株による流行の抑制（不活化ワクチンとの併用）
2. 免疫不全の患者におけるPV慢性感染の治療
3. 事故で大量のPVに暴露された場合の治療（例えば実験室で）

Exploring the role of antiviral drugs in the eradication of
polio: workshop report. 2006

既知のポリオウイルス阻害剤

1. カプシド阻害剤(pleconaril, pocapavir (V-073))
1. ウイルスタンパク阻害剤（プロテアーゼ阻害剤, 2C阻害剤）
2. 宿主因子阻害剤
→ウイルス粒子形成阻害剤：HSP90阻害剤、グルタチオン減衰剤
→ウイルス複製阻害剤：brefeldin A, hippuristanol, enviroxime等

抗エンテロウイルス化合物の同定
1. A LOPAC1280 library (Sigma-Aldrich) (1,268 compounds)
·A library of pharmacologically active compounds.
→GW5074, AG1478+MEK1/2 inhibitor+Akt1/2 inhibitor
(Arita et al., 2008, 2009, JGV).
2. A chemical library of NIID (3,000 compounds)
·A library of compounds based on natural product derivatives.
→AN-12-H5, AN-22-A6
(Arita et al., 2010, JGV).
3. A chemical library of the University of Tokyo (131,200 compounds)
·A diverse subset of chemical library.
→T-00127-HEV1, T-00127-HEV2
(Arita et al., 2011, 2013, JVI).

ほとんどの化合物が、エンビロキシムと同じ耐性変異を
ウイルスに誘導した（エンビロキシム様化合物）。

エンビロキシム
(Enviroxime)

抗ライノウイルス薬の候補化合物として同定された。
(Wikel et al., 1980, JMC)
PVの+鎖RNA合成を阻害する。
(Heinzet al., 1995, JVI)
ウイルスタンパクの3A/3ABが間接的な標的である。
(Heinzet al., 1995, JVI, Brown–Augsburger et al., 1999, AV)

ポリオウイルス複製に必要な宿主因子PI4KBの同定

Hsu et al., 2010, Cell
PIK93
Knight et al., 2006, Cell
Hsu et al., 2010, Cell

PI4K2A
PI4K2B
PI4KA
PI4KB

GW5074, and T-00127-HEV1
Arita et al., 2011, J Virol
Enviroxime
Delang et al., 2012, Biochem Pharmacol

Delang et al., 2012, Biochem Pharmacol

エンビロキシム様化合物の
ポリオウイルスおよびC型肝炎ウイルスの複製への影響
PV

HCV

Arita et al., 2011, J Virol

T-00127-HEV1は、PVに特異的である。
AN-12-H5は、HCVに対する阻害効果が強かった。

エンビロキシム様化合物の分類
Major enviroxime-like compound
(PI4KB inhibitor)

Minor enviroxime-like compound
(OSBP family I ligand)
25-hydroxycholesterol
(25-HC)

Enviroxime

AN-12-H5

GW5074

T-00127-HEV1
(PI4KB specific inhibitor)

Arita et al., 2011, J Virol

T-00127-HEV2

Arita et al., 2013, J Virol

ポリオウイルス複製に必要な宿主因子OSBP family Iの同定

AN-12-H5, T-00127-HEV2, and 25-HC
Arita et al., 2013, J Virol
Arita, 2014, Microbiol. Immunol
Itraconazole
Strating et al., 2015, Cell rep

OSBP family I (OSBP and OSBP2)
activity in EV replication
Cholesterol transfer activity of OSBP

25-HC and OSBP 1, 2, 5, 9, 11 siRNA inhibit HRV infection
Roulin et al., 2014, Cell Host & Microbe

PI4KB/OSBP経路のポリオウイルス複製における役割

Arita, 2014, Microbiol. Immunol

エンビロキシムに対する耐性変異は3Aタンパク全体に分布する

HRV14

Adapted from Brown–Augsburger et al., 1999, Arch Virol

PI4KB阻害剤耐性
ポリオウイルス変異株の感染

3ABタンパク内の切
断が亢進していた。

PI4KB/OSBP阻害剤に対するポリオウイルス耐性

Arita, ACS Infect Dis, 2016

3Aタンパク内の変異は、3A/B間の切断効率を高めることで、
ウイルスのRNA合成に必要とされる3Aタンパクを過剰に産生する。
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