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【背景と目的】 

 ピコルナウイルス科エンテロウイルス属 human enterovirus species A（HEV-A）に分類さ

れるエンテロウイルス 71（EV71）は、手足口病の原因ウイルスであることが知られている。

手足口病は口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とし、幼児を中心に

夏季に流行が見られる。手足口病自体は予後の良好な疾患で、我が国でもこれらのウイル

スが年によってかわるがわる流行を繰り返している。ところが、1997 年以降マレーシア、

台湾、中国本土、カンボジア、ベトナムなどで EV71 による手足口病の大流行と中枢神経合

併症による多数の死亡例が報告されており（清水博之．病原体微生物検出情報(月報)，30（1），

2009, 9-10）、EV71 は他の HEV-A と比較して急性脳炎、急性弛緩性マヒなどの中枢神経系

合併症を引き起こし重症化する確率が高いことが明らかになっている。 

 

【研究の必要性】 

 EV71 の病原性は手足口病のように比較的軽症の疾患から脳炎等の致死的な疾患まで多彩

である。重症化する要因は明らかになっていない。そのため近年は EV71 であるという情報

だけでなく、VP1 領域の塩基配列に基づくサブグループに分類して、流行ウイルスをより詳

細に記述することが主流となっている。ところが日本においては VP1 領域によるサブグル

ープの決定がほとんど実施されていない。オランダでは、サブグループの流行の順番によ

り重篤例がでやすいとする報告(van der Sanden S et al. J Gen Virol. 2010 Aug;91（Pt 

8):1949-58.）もある。そこで、人口 540 万人の兵庫県における 1994～2012 年に流行した EV71

のサブグループを決定し、2000 年の重症例が地域的に多発した理由の解明の一助とする必

要がある。 

 

【対象と方法】 

世界および兵庫の EV71 株 

 2014 年 6 月 30 日に GenBank に登録されていた EV71 の塩基配列は世界全体で 8806 件で

あった。そのうち全塩基配列が登録されていたのは 336 件（登録全体の 3.8％）であった。

336 件は EV71 の subgroup A, B1～B5, C1～C5 の代表的な株を含んでいることを確認した。

兵庫県の分離株では 44 件の部分配列が登録されていた。兵庫県の登録株のうち 43 件は我々

（兵庫県立衛生研究所、現在は名称変更により兵庫県立生活科学研究所）により、1 件は神

戸市環境保健研究所による。44 件の登録のうち同一患者からの異なった検体等を除いた 42
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件（表 1）を解析した。 

 44 件のうち 2000 年に一地域において死亡に至った脳炎症例 1 例やその他の小児でも脳

炎・麻痺症例など重症例の集積が見られた。重症事例からのウイルス分離株の全塩基配列

を明らかにした（配列は未登録）。 

 

完全長配列の収集 

 EV71 ゲノム配列の抽出：2014 年 6 月に EV71 でフルゲノムが GenBank でフルゲノムが登

録されていた JN992282（JN992282, 7412bp）とアライメントカバー率が 98％以上あり、か

つ enterovirus 71 という記載がある配列抽出し、336 件の配列を得た。 

 

配列の解析 

 一部には組換え型があることが報告されているが、EV71 が属する HEV-A においてはウ

イルスの VP1 領域、VP2 領域、VP4 領域をコードする遺伝子によるモレキュラータイピン

グの結果が大変よく一致することが知られている（Perera D et al. J Med Virol. 2010 82(4): 

649-57）。そこで、VP1 の配列が登録されていない株に関しては VP4 および VP2 の配列を

BLAST 解析し、スコアが高い株のうち VP1 配列が得られ配列(336 株の完全長が登録された

株を含む)を決定した。得られた 42 件の VP1 領域に関してエンテロウイルスのジェノタイ

ピングツール（http://www.rivm.nl/mpf/enterovirus/typingtool/）によりサブグループを決定

した。 

 

全塩基配列の決定 

 重症例を多発させた株（表 1 の No.6）に関して完全長配列（7361bp）を決定した。決定

はサンガー法を用い、5’末端および 3’末端の塩基配列の決定にはタカラのキットを用いた。 

 

系統樹の作成 

 MEGA5（http://www.megasoftware.net/）を用いて、NJ 法によった。VP1 領域の塩基配列

を用いた。 

 

研究に関する協力 

 兵庫県立健康生活科学研究所の先生方、国立感染症研究所 感染症疫学センタースタッ

フ、ならびにウイルス第二部の先生方に有益な情報をいただき、ここに感謝申し上げます。 
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   表 1 本研究に使用した EV71 の登録株 

 1994 年～2012 年までに採取・分離され、GenBank に配列が登録された 42 件を解析した。 
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【結果と考察】 

 これまで兵庫県で分離されて登録された EV71 の塩基配列は、2014 年の 10 月現在で 42

件（同じ患者からのものを含めると 44 件）あることが示され、1 件を除いて我々の登録配

列であることが分かった。配列は VP4 領域および VP2 領域を中心に登録されており、VP1

領域の配列決定と登録が、今後に必要であると考えられた。 

 VP4 領域と VP1 領域の塩基配列の分類は良く一致することが知られている（J Med Virol. 

2010）ので、VP4 領域を用いた BLAST 解析により高いスコアを示し、しかも VP1 領域の配

列情報が得られる株を選定し、その配列をもとにサブグループを決定したところ表 2 に示

したとおり、1994 年～2012 年に兵庫県で 5 種類のサブグループが流行していたことが強く

示唆された。 

 

   表 2 兵庫県における検出 EV71 サブグループの変遷 

 

 2000 年の致死症例を多発させた EV71 はサブグループ B4 に属し（図 1）、その全塩基配列

を決定すると、97％以上の相同性を持つ全塩基配列が 9 件登録されていた。興味深いこと

に、2000 年の兵庫 B4 株は、1997 年に大阪で重症例 3 例が見られた際の株（AB550336 など）

より 2000 年に東南アジアで流行した B4 株に近縁であることが分かった。FJ357377

（country="Taiwan"/collection date="2000"）、AF316321 および AF352027 （country=”Singapore” 

/collection date=”2000”）、DQ341366（country=”Malaysia” /collection date=”2000”）などが最

も近縁であり、この時期に台湾、シンガポール、マレーシアでは重症例の多発が報告され
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ていた。 

 

 また、本研究でこれまで兵庫で流行していたことが分かっている C2（榎本ほか，兵庫県

立健康生活科学研究所研究報告，2011，p15～19）に加えて、サブグループ C3、C4 および

B4、B5 が流行していたことが強く示唆された。 

 C3 は、世界での報告が大変少ないので、さらに検討して確認することが必要と思われる。

C3 が韓国で流行していたことを考慮すると、近隣国の兵庫県で流行していたことは自然で

あり、今回の結果は 1994～1995 年にサブグループ C3 の EV71 が流行していたことを示唆し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 兵庫で 2000 年に重症例を多発させた株の VP1 領域による系統樹解析 

 

【今後の課題】 

 本研究によって、重症例を多発させた EV71 がサブグループ B4 であることが明らかにな

り、その他の 4 種類のサブグループが流行していたことが示された。2000 年の株が強毒株

なのかどうかは未だ不明である。また、同じタイプのウイルスに感染しても重症化する人

としない人がいるなど、理由が明らかでない点が多いので今後の解明が待たれる。 

 

【経費使徒明細】 

行事費（勉強・講習会・研究打ち合わせ 5 回）        90,000 円 

交通費（新幹線・飛行機代等 東京～兵庫など）        100,000 円 

通信費（郵便代等）                     30,000 円 

試薬代                           180,000 円 

消毒装置                          50,000 円 

          合 計                 450,000 円 
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