新 型 イ ン フ ル エ ン ザ
世界のどこかでヒトが罹ったことがない、全く新しいインフルエンザが出現したときの社会的混乱
は計り知れません。
近年、鳥インフルエンザウイルスの変異による新型インフルエンザの出現は時間の問題とまで言わ
れています。新型インフルエンザが世界的流行（パンデミック）した場合、世界保健機構（WHO）
は「200〜700 万人、最悪の場合 5,000 万人以上が犠牲となる」と被害予測を発表しています。被
害を最小限にとどめるため、事前対策が急がれています。
新型インフルエンザについて、
「衛生と環境」第 88 号（1999 年 8 月 1 日発行）の感染症に記載
したことがありますが、ここでは 2006 年現在、新たにわかったことについて記載します。
【インフルエンザウイルス】
インフルエンザウイルスには A、B、C 型の 3 種
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【インフルエンザウイルスの宿主特異性と病原性】
インフルエンザウイルスは、HA が動物の細胞表
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インフルエンザウイルスのレセプター特異性の違い

インフルエンザウイルスの HA は、病原性にもか
かわっています（図 3）。インフルエンザウイルスの HA が宿主の蛋白分解酵素で開裂されて細胞に
感染します。この開裂部位にはアミノ酸が並んでいます。高病原性鳥インフルエンザウイルスの HA
は、開裂部位に塩基性アミノ酸（アルギニン(R)やリジン(K)）が連続しています。このアミノ酸配列
を開裂するフリンなどの蛋白分解酵素は全身の臓器に存在するため、ウイルスは全身感染し、全身に
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パンデミックインフルエンザウイルスの出現メ

を持った遺伝子再集合体が出現しヒトに感染・伝播する、D.ヒトに直接感染した鳥インフルエンザウ
イルスが、ヒトの体内でわずかながら増殖する過程で変異を起こし、ヒトへの効率的な感染性を獲得
する可能性が考えられています（図 4）
。
鳥の間で鳥インフルエンザが流行し続け、ヒトの感染事例も増え続けている東南アジアでは、この
新メカニズムによる新型インフルエンザウイルス出現の可能性が最も高いとされています。
【新型インフルエンザ対策の現状】
WHO は、世界にパンデミックの脅威の深刻さおよび事前に準備対策を講じる必要について知らせ
るための制度として、パンデミック警報の 6 つのフェーズを用いています（図 5）。現在の世界の流
「ヒトへの新しい亜型インフルエンザウイルス（現時
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パンデミックを阻止することは非常に困難で
あると考えられていますが、日本を含め世界の
各国で、新型インフルエンザのウイルスに対す
るワクチンの早期実用化に向けた開発努力が
なされています。新型インフルエンザの発生の
初期であれば、抗インフルエンザウイルス薬の
内服と移動制限を行うことで、流行の拡大を遅
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らせ、次の対策を講じることができると考えられています。
パンデミックはいつ起こるかわからないし、起こらないかもしれない。適切な新型インフルエンザ
行動計画の策定と事前準備があれば、パンデミックによる健康被害のみならず社会的、経済的被害を
軽減することが可能です。全世界をあげての迅速かつ適切な対応が重要です。
参考：１）http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/ toriinf-map. html/

