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海外の鳥インフルエンザの発生と対策

伊藤書啓

鳥取大学農学部附属烏由来人獣共通感染症疫学研究センター，

〒680-8553鳥取市湖山町南4-101

嬰 約

この 10年間に H5N1亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスは世界64カ国におよぶ大流行を引

き起こし，今尚，中国，ベトナム，インドネシア，エジプトなど一部の国々においては，家禽や野鳥間

のみならず，家禽から人への直接伝播をも含めた流行が繰り返されている。一方. 2013年3月，中国

本土において. H7N9亜型の低病原性鳥インフルエンザウイルスが人に感染し，これまでに感染者 134
名，うち 43名の死亡が確認されている (2013年7月20日現在)。その他にも，メキシコにおける

H7N3亜型，台湾における H5N2亜型の高病原性烏インフルエンザウイルスの出現や，以前からアジ

アを中心に蔓延を続ける H9N2亜型の烏インフルエンザウイルス，さらには 20日年6月の台湾におけ

るH6N1亜型鳥インフルエンザウイルスの人への感染など，海外における烏インフルエンザの流行状

況は，近年一段と多様化，複雑化の様相を呈している。

キーワード:鳥インフルエンザ，新型インフルエンザ，パンデミック，家禽，野鳥

はじめに

2010年 11月から翌年3月にかけて，囲内9県24農

場で発生した H5N1ウイルス感染による高病原性烏イ

ンフルエンザは，最終的に処分羽数約 183万羽に上りる

我が国最大の流行となった1)。

以来，今日まで高病原性烏インフルエンザの圏内発生

はない。農林水産省の「高病原性烏インフルエンザ疫学

調査チーム」による調査結果は，わが国におけるこれま

での発生が，いずれも海外から侵入したウイルスによる

ことを示しているトヘ

したがって，今後のわが国へのウイルス侵入を早期に

予測するためにも，あるいはそれによる烏インフルエン

ザの囲内発生を未然に防ぐためにも，近隣諸国を中心と

した海外の烏インフルエンザ流行状況を常に把握してお

くことは最重要課題のーっと考えられている。

そこで今回は国際獣疫事務局 (OIE)や世界保健機構

(WHO)などの国際機関ならびに最新の学術論文から得

られる情報を取りまとめ，現在のわが国を取り巻く諸外

国の烏インフルエンザ発生状況について報告する。

2013年8月7日受付

海外における H5Nl高病原性鳥

インフルエンザ流行状況

まず，今年に入ってからの H5N1亜型のウイルスに

よる高病原性烏インフルエンザの流行状況を調べてみる

と，すでに 8カ国(バングラデッシユ，ブータン，カン

ボジア，中国，香港，北朝鮮，インド，ネパール)にお

いて家禽あるいは野鳥等での発生報告があり，今尚決し

て楽観視出来ない状況にあることが理解できる5)。ちな

みに 2012年は 12カ国での発生が報告された。

加 3年から現在までに世界64カ国において本病の流行

が確認されているが，このうち 15カ国では現在までに合

計633名の人がこのウイルスに感染し，その約6割 (377名)

が死亡している (2013年7月現在)目。このようなウイルス

の世界的な広がりと人への直接伝播が，これまで次に出現

する人の新型ウイルスの最有力候補と考えられてきた最大

の理由であったが，世界の患者数はここ数年減少傾向にあ

る (2011年62名.2012年32名)。しかし，上述のように

未だアジア近隣諸国に供給源がなくならない限り，再びウ

イルスが我が固に侵入する可能性は決して否定できない。

中国における H7N9低病原性

鳥インフルエンザの発生

鶏病研報49巻増刊号. 1-7 (2013) 2013年3月31日，中国本土において.H7N9亜型の
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低病原性鳥インフルエンザウイルスによる人への感染が ルスの人型レセプターへの結合能およびl府乳動物におけ

報告された。その後，これまでに感染者 132名，うち 37 る効率的な増殖能を示すものであり，今後，このウイル

名の死亡が確認された7)(20l3年 5月 30日現在)(図 1)。 スが人の新型パンデミックウイルスとなり得る危険性を

尚，現時点で，人から人に感染が続いているという証拠 有していることが示唆された8)。

は見つかっていない。 その後，中国政府は患者数が最も多かった上海市にお

直ちに分離ウイルスの遺伝子解析が実施され。ウイル いて， 4月 21日以降.新たな感染者が確認されていな

ス表面蛋白である HAとNAの巡伝子はいずれもユー いことから， 5月 10日付けで聖子戒態勢を解除した。

ラシア型鳥インフルエンザウイルス由来であり，他の 6 一方，本流行の感染源を特定することを目的として中

本の内部蛋白遺伝子はいずれも H9N2亜型の鳥インフ 国政府は家禽や環境のサンプルを対象として疫学調査を

ルエンザウイルス由来であることが判明した(表1)81 0 実施した(図 2)。その結果， 5月22日までに，合計

さらにこのウイルスの HA遺伝子と PB2遺伝子上で認 197.389検体を検査しうち 53サンプルで H7N9ウイ

められたいくつかのアミノ酸置換は それぞれこのウイ ルスが検出された。その内訳は上海市，安徽省，i折江省，

湖南省

(2名うち死亡者1名)

図 l 中国における人の H7N9鳥インフルエンザウイルス感染症例

(20l3年 5月 30日付 WHOの発表に基づく )

表 I 中国の H7N9低病原性鳥インフルエンザウイルス逃伝子の相向性

ウイルス蛋白 BLASTで最も相同率の高い株(血清E型) 相同率

HA A/duck/Zh畦jiang/12/2011(H7N3) 98首

NA A/mallard/Czech/13438-29K/2010 (H11 N9) 95百

PA A/chicken/Zh匂iang/607/2011(H9N2) 99百

M1 A/chicken/Zh畦jiang/60712011(H9N2) 100覧

M2 A/ chicken/ Jiangsu/Q3/201 0 (H9N2) 98首

NS1 A/ chicken/Shuanggou/1 /2011 (H9N2) 99唱

NS2 A/chicken/Shuanggou/1/2011 (H9N2) 100% 

PB1 A/chicken/ Jiangsu/Q3/201 0 (H9N2) 99弛

PB1-F2 A/chicken/Zh旦jiang/HJ/2007(H9N2) 98% 
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江蘇省

-鳥類サンプル

O 環境サンプルのみ 福建省

図 2 中国における H7N9低病原性烏インフルエンザの発生状況

(OIE-WAHIDの発表に基づく)

江蘇省，河南省，山東省，広東省，江西省.福建省の生

鳥市場で検出された 51サンプルおよび残りの 2サンプ

ルは，南京市の野生のハトと江蘇省の伝書鳩農場であっ

た。さらに感染実験の結果。分離された H7N9ウイルスは，

鶏，カモに対して致死的ではなく， H5N1ウイルスと比較

して，鳥類間での伝橋能も限られていることが明らかと

なった。尚，養鶏場の鶏や飼育豚から，本ウイルスは検出

されていない。これらの成績から.本流行では各地の生鳥

市場の鳥が感染源である可能性が高いと考えられた。

その後，新たな感染例が報告されなかったことから，

本ウイルスの流行はこのまま終息かと思われたが， 7月

20日，中国政府は新たに H7N9鳥インフルエンザウイ

ルスに感染した患者 l名を WHOに報告した。患者は河

北省の 61j衰の女性で， 7月 10日に発症し 7月 20日，

北京市の疾病管理センターによる PCR診断によって

H7N9ウイルス感染が確定された。

この事実は H7N9ウイルスが未だ中国国内に潜在し

ていることを示す重要な知見となった。

ベトナムにおける鳥インフルエンザ侵淫度実態調査

ベトナム北部では 2010年頃から clade2.3.2.lに属する

H5N1.9.E型の高病原性鳥インフルエンザウイルスが，そ

れまで流行していた clade2.3.4のウイルスに取って代わ

か家禽で流行を繰り返している。この現象は長期的且

つ複数回に渡って，ベ トナム国内で実施されてきた家禽

へのワクチンキャンペーンが原因ではないかと考えられ

ている。

鳥取大学ではベ トナムの今後の防疫に資する情報を得

る目的で， 2011年から，長崎大学熱帯医学研究所なら

びに京都産業大学鳥インフルエンザ研究センターとの共

同研究として，ベトナムにおける烏インフルエンザウイ

ルスの侵淫度実態調査を実施してきた。

2011年 9月から現在までにハノイ市とクアンニン省

の生烏市場，およびナムデイン省の家禽農場において，

外見上健康なアヒルの口腔およびクロアカスワブを採材

し，インフルエンザウイルスの分離を試みた(写真 1)。

その結果，合計1，490サンプル中から 154株の烏インフ

ルエンザウイルスが分離され。 うち 27株が H5N1亜型

の高病原性鳥インフルエンザウイルスであった(全て生

鳥市場サンプル由来)。これらの H5HA逃伝子は系統解

析の結果，いずれも clade2.3.2.lに属し，さらに VN-A(10 

株)，VN-B (1株)および VN-C(16株)の 3亜系統に

分類されることが明らかとなった(図 3)。 さらにハノ

イ市およびクアンニン省で 2013年に分離されたウイル

スは全て VN-C.9.E系統に含まれ，うち 3株は同年に中国

で人および家禽から分離された上述の H7N9ウイルス

と同一の PB1逃伝子を有していた。 また， H5HAの抗

原部位を認識する種々のモノクローナル抗体との反応性

を蛍光抗体法により調べたと ころ，各亜系統の高病原性

鳥インフルエンザウ イルスはそれぞれ異なる反応バタ ー

3 -
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写真 l ベトナム北部における鳥インフルエンザ侵淫度実態調査 (A生烏市場 B:アヒル農場)

VN-C 

VN-A 

コVN-B 

図 3 ベトナムにおける H5Nl高病原性鳥インフルエンザウイルス H5HA遺伝子の系統樹

ンを示した(表 2)。 し，他の動物への感染源となっている可能性が示された。

以上の成績から， HAの抗原性を異にする H5Nl高病 またハノイ市および中越国境に位置するクアンニン省で

原性鳥インフルエンザウイルスが同時且つ継続的にベト 同ーの H5Nl高病原性鳥インフルエンザウイルスが分

ナム北部の生鳥市場のアヒ ルに不顕性に感染を繰り返 離され，その一部が中国で分離された H7N9ウイルス
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H5亜型烏インフルエンザウイルスの抗原性解析表 2.

Cm/HK/2256/2006 
(H5N1) clade2.3.4 日ーDuck/Pennsylvania/10218/l984(H5N2) 
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低病原性烏インフルエンザウイルス

Wistling swan/Shimane/499/1983 (H5N3) 
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Swan/Shimane/580/2002 (H5N3) 

Tundra swan/Shimane/3211AOOl/2011 (H5N2) 
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高病原性鳥インフルエンザウイルス

Dk/VN/G12/2008 (H5N1) clade2.3.4 

Hooded crane/Kagoshima/1/2010 (H5N1) clade2.3.2 

Dk/VN/LBM14/2011 (H5N1) clade2.3.2A 

Dk/VN/LBM258/2012 (H5N1) clade2.3.2A 

Muscovy dk/VN/LBM66/2011 (H5N1) clade2.3.2B 

Muscovy dk/VN/LBM227/2012 (H5N1) clade2.3.2C 

+ + 

+ + + 

び出現し現在もまだ完全な終息には至っていない。

H7N3亜型の高病原性烏インフルエンザウイルスの人

への感染については， 2004年カナダにおける H7N3高

病原性鳥インフルエンザの流行時(処分羽数 1900万羽)

に，感染鶏に接触した 2名の男性が感染した事例が報告

されている。ただし症状は結膜炎と軽いインフルエン

ザ症状のみで.それがH7N3亜型鳥インフルエンザ、ウ

イルスの人への感染の最初の報告であった。今回のメキ

シコにおける H7N3ウイルスの流行でも， 2例の人への

感染が報告されている。

，)各 MAbが認識する HAアミノ酸部位

と近縁な内部遺伝子を有していたことから，ベトナム北

部~中国南部を含む一帯で，同じ遺伝子プールを共有す

る烏インフルエンザウイルスに因る流行ゾーンが現在ま

で維持されているものと考えられた。また，北ベトナム

においてアヒルは H5N1高病原性烏インフルエンザウ

イルスの潜在宿主として今尚，重要な役割を果たしてい

ると考えられた。

近い将来， H7N9ウイルスが中国との国境を超えてベ

トナム国内に侵入してくる可能性も視野に入れつつ，引

き続き健康なアヒルのサーベイランスを実施していくこ

とが肝要と考えている。
台湾における鳥インフル工ンザ流行状況

台湾においては以前から H5N2亜型およびH7N3亜

型のウイルスによる低病原性鳥インフルエンザの流行が

報告されていた。 2011年 11月，台湾中西部の採卵養鶏

場において 2種類の H5N2ウイルスが分離され，一方

は低病原性， もう一方は高病原性ウイルスであることが

判明した。さらに 2012年2月以降，各地でいずれも

H5N2亜型のウイルスによる低病原性あるいは高病原性

の鳥インフルエンザが断続的に発生している(図 4)。

4月24日，中国本土での感染に加え，中国へ旅行した台

湾人 (53歳，男性)が台湾に帰国後，発病し H7N9亜型

- 5一

メキシコにおける鳥インフルエンザ流行状況調査

2012年6月，メキシコにおいて H7N3亜型の高病原

性烏インフルエンザが家禽農場で確認された。同国にお

ける高病原性烏インフルエンザの発生は 1995年の

H5N2亜型の高病原性烏インフルエンザの流行以来のこ

とであった。その後，メキシコ政府は海外からワクチン

を大量に輸入し発生州においてワクチンの一斉接種に

踏み切ったが，流行はさらに 9月まで続き，それまでの

処分羽数は合計約 2，200万羽を数えた。しかも，ょうや

く終息したかに見えた本ウイルスの流行は今年 1月に再
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図 4. 台湾における H5N2亜型低病原性および高病原性鳥インフルエンザの発生状況

(OIE-WAHIDの発表に基づく)

の鳥インフルエンザウイルスに感染している ことが確認

された。この男性は中国の江蘇省蘇州から上海経由で台

湾に帰国した後に発症したことから，中国の江蘇省で感染

した可能性が高いとみられている。しかしその間特に鳥

との接触はなく ，感染ルートは明らかにされていなし、。

一方， H6N1]E型の鳥インフルエンザウイルスが，

1997年から台湾の家禽の間で循環していたが，今年5月，

朝食庖に勤務していた 20歳の女性(出国歴無し。鳥と

の接触暦なし)が，その H6N1]E型の烏インフルエン

ザウイルスに感染した。患者はインフルエンザ症状と軽

l支の肺炎を呈し入院後，オセルタミピルの処方によっ

て，すでに回復している。このような H6N1ウイルス

の人への感染は世界で初めての事例となった。分離ウイ

ルスの遺伝子解析の結果，本ウイルスはそれまで台湾国

内の家禽に流行していた H6N1亜型の鳥インフルエン

ザウイルスに近似していた。しかし周辺 1キロ圏内に

あった 2軒の養鶏場から当該ウイルスは検出されておら

ず，感染経路は不明のままである。

北朝鮮における鳥インフルエンザ流行状況

本年 5月，平壌(ピョンヤン)のアヒル農場において，

食欲不振，産卵率低下，死亡率の増加などの症状を呈す

るアヒルが多数確認され.診断の結果， H5N1亜型の高

病原性鳥インフルエンザであることが判明した。北朝鮮

においては， 2007年2月の H7N7亜型高病原性鳥イン

6 

フルエンザの流行以来の本病の流行であり，かっ H5N1

亜型のウイルスの流行は初めての報告となった。結局，

2，000羽以上の成l鳴， 42，000羽の育成雛.129，000羽の雛

が死亡もしくは殺処分され，流行は終息した。本ウイル

スによる人への感染事例は報告されていない。また感染

経路に関しては，野外飼育していたアヒルと感染野鳥が

接触しウイルスが農場内に侵入した可能性が考えられ

ている。

お わ り に

今回はわが国を取り巻く海外の鳥インフルエンザ流行

状況とその対策について紹介した。新たに中国に出現し

たH7N9]E型の低病原性鳥インフルエンザウイルスを

含め，周辺国の状況はここ数年，さらに多様化してきて

いる。

言うまでもなく，わが国の鳥インフルエンザ対策は，

養鶏場における衛生管理体制の強化と， 当該ウイルスの

感染を早期に発見し，拡散防止に努めることにある。さ

らに鳥インフルエンザを自国のみの問題としてとらえる

のではなし近隣諸国との情報共有だけでなく，より積

極的に共同疫学調査など，国際協力体制で対処していく

ことがヲ|き続き重要課題であろう 。

今後，どのようなウイルスが国内に侵入してくるのか，

それを的確に予測することは難しいが，常に最悪のケー

スを想定し今一度，気を引き締めて，来シーズンに向



けた準備を徹底することが肝要で、はないだろうか。
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Overseas Outbreaks of A vian In:fluenza 

Toshihiro Ito 

Avian Zoonosis Resarch Center， Faculty of Agriculture. Tottori University 

4一101Koyama-cho Minami， Tottori 680-8553 

Summary 

During the last decade， highly pathogenic avian influenza virus subtype H5 N1 caused panzootic 

in a total of 64 countries in the world. The outbreaks including direct transmission from poultry to 

human have been still repeated in some countries， such as China， Vietnam， Indonesia. and Egypt. On 

the other hand， in April 2013. in mainland China. human infection with low pathogenic avian 

in宜uenzavirus subtype H7N9 occurred. A total of 134 infect巴dpersons and death of 43 of them are 

confirmed (as of ]uly 20. 2013). Furthermore， the highly pathogenic H7N3 viruses appeared in Mexico 

and H5 N2 viruses in Taiwan. A vian H9 N2 viruses are still continuing to spread mainly in Asia and 

also human infection of H6 N1 avian influenza virus was reported in Taiwan in 2013. These situations 

bear the aspect of diversification and complication in oversea outbreaks of avian influenza much 

more in recent years. 

(J. ]pn. Soc. Poult. Dis.， 49 (Suppl)， 1-7， 2013) 
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