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目　　的

家禽や野鳥が保有する低病原性鳥インフルエンザウイル
スであってもヒトが死に至る例が報告されており，これま
で定説となっていた豚由来のウイルス感染とは違うルート
が推測される。鳥からヒトへの感染に関する最近の文献調
査，およびモンゴルへの独自の調査を踏まえ鳥から直接感
染するインフルエンザの動向を本稿では報告する。

なお，ここでは誌面の関係上，A 型インフルエンザウ
イルスのみを論じる。

背　　景

1 ．不発だったWHOパンデミック宣言
WHOは2009年 6 月11日ブタ型インフルエンザ（H1N1 p -

dm09）に対して複数の地域に感染が拡大，パンデミック
は不可避として「フェーズ 6 」宣言した。しかし，多くの
国で患者が病院から溢れるということはなく，結果として
季節性インフルエンザの死亡率と大差はみられなかった。
パンデミック宣言直後，イギリスでは医師の診察を経ずし
て患者に薬剤が投与されるなど多くの社会的な混乱を招い
た。そのためこの判断に対して，ヨーロッパでは「WHO
が一部の特定の意見に左右されて判断した」と WHO を強
く非難し，法的に訴える動きすら見受けられた。
2 ．高病原性ウイルスの定義

国際獣疫事務局は，高病原性鳥インフルエンザウイルス
を次のように定義している。「 8 羽以上のニワトリに静脈
内接種し，10日以内にその75 ％以上が死亡したウイルス

を高病原性」としている。特に H5，H7は高病原性に移行
しやすいリスクを含んでいる。

この定義で留意しなければならないことは， 2 つあり，
1 つめはヒトへの毒性を評価しているのではないこと， 2
つめはウイルスの生体への侵入メカニズムや生体防御機構
を割愛し，直接病原体を静脈に入れている点である。

一方，分子レベルでは鳥インフルエンザウイルスの表面
タンパク質である赤血球凝集素（HA）分子の開裂部位，
ここに塩基性アミノ酸の連続が存在することが高病原性と
関連していると推測されている。1997年における香港での
H5N1亜型の鳥インフルエンザウイルス感染や，また2003
年末から2006年末まで世界各地で発生している H5N1亜型
の鳥インフルエンザウイルスにおいても，この塩基配列が
存在している。加えて近年判明している高病原性鳥インフ
ルエンザウイルスは，すべて H5亜型と H7亜型のウイルス
に限られているため，高病原性は H5，H7から高病原性が
発生しやすいと考えられている。

調　　査

1 ．現地調査
最初の H5N1は，遺伝子の統計学的な推定より，1996年

中 国 広 東 省 の 飼 育 さ れ た ガ チ ョ ウ（goose/guang-
dong/ 1 /96）とされ，その後，詳細な伝播ルートは家禽
の取引以外に渡り鳥で持ち込まれているため遺伝子学的に
も飛び飛びとしか把握されていない。中国では家禽を生き
たまま取引する食文化と雛として輸出した経緯，さらに南
北に飛ぶ一般的な水禽の渡りルート以外に，アジサシのよ
うに東西に飛ぶ渡り鳥がそれぞれ関与していると考えられ
ている。地理学的にはロシア，モンゴル，ベトナム，カン
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能性がある。臨床医としてこれらの報告を鑑み，患者の感染ルートには常に十分な注意を払うべきと考える。
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ボジア，ブルガリア，イスラエル，ネパール，パレスチナ
自治区，ルーマニアで感染が広がった。

著者らはロシア側から南下したと思われる H5N1感染個
体（2005年オオハクチョウ）が発見された西モンゴルの 2
つの塩湖へ調査に出向いた（図 1 ）。ここは夏に極東から
飛来したオオハクチョウが繁殖し（図 2 ），家畜のし尿や
汚泥が流れ込み水生昆虫やプランクトンが増殖する汚い
ホットスポットで，他の水禽（オオハム，ハイイロガン，
インドガン，ツクシガモ等）も混在し捕食していた。東京
でいうならば不忍池のような密集状態で，他の個体の排泄
物を捕食中に頻繁に摂取する環境であった。さらにモンゴ
ルにおける家畜の割合を調べたが，表 1 のごとくラクダ
の割合0.7 ％より豚の飼育は少なく，モンゴルにおける
H5N1でのヒト死亡には，疫学的に豚が直接関与している
確率は極めて低い。
2 ．文献調査
1 ）海獣のインフルエンザ感染

1982年 6 月から1983年 3 月，ニューイングランドの海岸
において細菌性肺炎で死んだと思われるゼニガタアザラシ
から H4N5亜形を分離し，遺伝的に鳥類のウイルスと関係
が深いと報告している1）。さらに1980年代にアザラシから
分離された H7N7もカモなどの腸管で増殖していることが
確認されており，海鳥からアザラシに感染したと考えてい
る。

2 ）イノシシのインフルエンザ感染
2010年から2013年の間に385匹の野生イノシシから得た

血清中の抗体を調べた結果，13頭（3.4 ％）から H1N1抗
体が検出された。ことに山口県と栃木県のイノシシから
H1N12009年のウイルスであった3）。その他のタイプのウ
イルスは検出されておらず，豚からイノシシへの感染を強
く示唆し（図 3 ），このことは2018年の豚コレラ感染症が
野生イノシシを仲介して広まったことを支持している。な
お野生イノシシには鳥由来のウイルスは報告されていない。
3 ）豚便所

豚便所とはヒトの排泄物を豚の餌として与え，家畜とし
て豚を効率よく飼育する方法で，広く東アジアから南アジ
アに広がっている。もしヒトがインフルエンザに感染すれ
ば，高い確率で豚はインフルエンザに感染することとなる。
逆にヒトは「シロコロ」や中華の食材として豚の消化管を
食しており，十分に加熱されていなければ，豚からヒトに
感染する機会がある。
4 ）米国における豚のインフルエンザ感染

北米大陸の豚のインフルエンザ感染は，1998年まで
H1N1だけであり，1998年にヒトより H3N2が豚に感染し
たことがわかっている。しかし，米国では H5，H7は豚か
らは確認されていない。
5 ）H7は低病原性か高病原性なのか

中国全土で2017年 2 月から2018年 1 月まで53,884例の家
禽からサンプリングを分析した結果，家禽用ワクチン

（H5，H7）を使っても252例の H7N9低病原性ウイルス，
69例の H7N9高病原性ウイルス，さらに 1 例の H7N2高病
原性ウイルスを同定している。このことは赤血球凝集素

（HA）分子の開裂部位の塩基性アミノ酸連続と H7とは
100 ％相関しておらず，H7で低病原性となるものは HA1
と HA2の解列部の HA1側端が［RRR］ではなく［- - R］

（欠損，欠損，R）となっている。このことは H7であって
も必ずしも高病原性とは限らない。
6 ）スペイン風邪は鳥型

北極圏，現在はノルウェー領スヴァールバル諸島に1918
年10月， 6 名の若者が金鉱を探しに上陸したが，彼らは乗

 

 

  図 1 　調査した西モンゴルの塩湖

 

  図 2 　繁殖しているオオハクチョウ

表 1 　モンゴルの家畜の割合
モンゴル農牧業統計2009 NSO

1993～2003年 割合 2004～2009年 割合

家畜 平均（千頭） （％） 平均（千頭） （％）

ラクダ 331 1.2 261 0.7

馬 2,540 8.9 2,133 5.8

牛 2,958 10 2,250 6.1

羊 13,282 47 15,669 43

ヤギ 9,365 33 16,488 45
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船中に当時流行していたスペイン風邪に罹患しており，上
陸後，次々に亡くなった。遺骸は地下1.8 m の凍った大地
に丁寧に埋葬された。この島では，埋葬されてもすぐに遺
骸が凍ってしまうので「この島では死んではいけない」と
いう伝説がある有名な島であった。約70年後，ロンドンの
研究者がこの記録を発見し，カナダ，米国，ノルウェーの
研究者を巻き込み，凍った大地から 6 名の遺骸を掘り起こ
した（図 4 ）。遺骸から92サンプルの組織が取られ，ウイ
ルスが分離され，後日，そのタイプは豚由来ではなく，鳥
型（原種 H1N1）そのものであったことが判明した。なお，
この研究が引き金となって過去100年間に 3 回のパンデ
ミックのウイルスが，すべて鳥型であることが判明してい
る。
7 ）ヒトのシアル酸レセプタ

シアル酸は生体内で，単体のほか，セラミドと呼ばれる
長い炭化水素鎖をもつ複合糖質の構成成分として細胞膜表
面の糖鎖の末端に存在し，重要な生物学的機能をもってい
る。その種類はかなり多く，発癌などとも関連しているこ
とが注目されている。その中でインフルエンザウイルスが
初期に侵入するシアル酸レセプタは，呼吸器系，消化器系
の 2 つが主なもので，この複合糖質の先端にシアル酸があ
るので，一般にシアル酸レセプタと呼んでいる。

シアル酸レセプタは，肺の深部（呼吸細気管支と肺胞細
胞の一部）にα 2 ， 3 型すなわち鳥型のレセプタが豊富に

存在し，一方，上部気道にはα 2 ， 6 型すなわち人型のレ
セプタが主として存在する。ことに乳児ではその傾向が強
く，乳児が H5N1に感染すると肺炎が重篤化するのはこの
ためである3）。さらに出現頻度は多いとはいえないが，ヒ
トでも時期によって小腸上皮細胞にα 2 ， 3 型が出現す
る4）（図 5 ）。

このことは，ヒトの遺伝子にはα 2 ， 3 型，α 2 ， 6 型
の両方が乗っており，これまで豚やペレットだけが両方の
タイプが発現されており，これらの中間宿主を介さないと
鳥型はヒトに感染しないという説とは反している。
3 ．調査結果

一般的な仮説であるが，ウイルスは原種から突然変異し，
時間が経てば経つほど毒性が低く，毒性が高いと宿主が死
ぬので，伝播できないからである。逆に時間を経たほうが
何度も個体を乗り換えてきているので伝播力がある。
WHO の2009年パンデミック宣言は，豚型で季節性インフ
ルエンザと変わらず，豚型は時間を経ているものと考える。

なお過去100年に 3 回発生したパンデミックを起こした
ウイルスは，すべて鳥型であることがわかっている。

今回の調査をまとめると図 6 のごとく鳥から始まって
豚に終わっている。インフルエンザは豚由来で鳥から感染
しないという説は，遺伝学上，統計学上，あるいは社会科
学上の合理性が見い出せなかった。

 

  
図 3 　イノシシのインフルエンザはすべて豚型

 

  
図 4 　北極圏の島で 6 名の遺体を掘り起こしているという COX 紙の一報

（地図は Google map より）
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検　　討

1 ．鳥型ウイルスは毒性が高い
仮定の話であるが，豚体内でのウイルス突然変異のス

ピードがヒトよりも遅いのならば，豚体内でウイルス抗原
がバンキングされ，古い抗原ではあるが，若いヒトにとっ
ては抗体を有していない，あるいは老人にとっても免疫の

記録が薄れているので，相対的に伝播力を有して，ヒトへ
の毒性が相対的に高いのであろう。2009年の豚型パンデ
ミックはそのような株となっていたのかもしれない。前述
のごとく100年のパンデミックを引き起こしたウイルスは
すべて鳥型であるので，季節性インフルエンザを同時に感
染し易感染のウイルスと鳥型がハイブリッド（後述の再集
合）されれば，鳥型であっても易感染性で毒性の高いウイ

図 6 　文献調査から描かれる鳥由来のインフルエンザウイルスの伝播ルート

 

  

 

  
図 5 　気管支下部以下肺胞までは鳥型レセプタが多く，同様にヒトによっ

ては小腸に鳥型レセプタが出現することがあり，これにより鳥インフ
ルエンザが直接感染する
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ルスができるものと推定される。
2 ．直接感染を左右する因子

文献的にもこれまでに H5N1，H6N1，H7N9，H10N8が
ヒトに直接感染した報告があり，文献を解読すると重要な
因子は少なくとも 3 つあり，これらすべてが揃わなくとも
ヒトへの感染が成立する。
1 ）遺伝子再集合

1つ目は遺伝子再集合による変異である。自然界では10
年くらいのスパンで HA や NA の変異が知られており，
図 7 のごとく H7N9は当初は低病原性であったが，ヒトへ
の感染は中国を中心に1,557名が確認されている。これは
アヒル H7N3から HA，野鳥 H7N9から NA，それ以外を
家禽 H7N9から取得しヒトへの感染力を得ている5）。
2 ）RNAポリメラーゼの読み違い

過去100年のパンデミックはすべて鳥型で，1918年スペ
イン風邪（H1N1），1957年アジア風邪（H2N2），1968年ホ
ンコン風邪（H3N2），1971年ロシア風邪（H1N1）のパン
デミックを引き起こしたすべてが鳥型であったが，ヒト体
内に感染して増殖を繰り返していく間にウイルスがもって
いた元来の HA スパイク形状がヒトのシアル酸レセプタ
に合うようにアミノ酸配列が置換されており，これは
RNA ポリメラーゼの読み違いが偶然発生したためである。
3 ）ヒトは両方のシアル酸レセプタを有する

前述のごとくヒトでは母体内（胎児）のある時期，鳥類
と同じヘモグロビンを作っており，さらに鳥類の循環系に
関して言及すれば，右胸心，右側下行大動脈である。この

ことからヒトの右胸心は，何らかの理由でいわゆる先祖返
りした可能性がある。同様にシアル酸レセプタも豚同様に
両方を DNA に刻んでいる可能性が高く，高齢者になれば，
生体防御機構が易感染状態を作り出し，感染する頻度も高
くなれば，鳥型レセプタに鳥型ウイルスが巡り合う確率が
高くなる。
3 ．まだ完全に把握されていないシアロ糖鎖

レセプタを構成するシアロ糖鎖の複合や構造，シアロ糖
鎖多様性，そのメカニズムが未だに解明されていない。イ
ンフルエンザウイルスは HA とシアロ糖鎖により修飾さ
れた電位依存性 Ca2+ チャネルとの結合を介して細胞壁を
通過し宿主細胞に侵入することがわかっているが，どのよ
うな刺激でウイルス側が膜構造を変えるのか，どのような
シアロ糖鎖の形状（アンブレラー構造ともいわれている）
になるのか，など詳細は未だに解明されていない。それ以
外にもシアロ糖鎖には発癌などに関するメカニズムがある
といわれているが，その全容はわかっていない。

結　　語

最近の論文ではヒト側の遺伝子の発現の仕方の違い，ウ
イルス側遺伝子再集合，RNA ポリメラーゼの読み違いな
どにより，鳥型インフルエンザが直接ヒトに感染し，重篤
な症状を引き起こす可能性が示唆される。臨床医としてこ
れらの報告を鑑み，患者の感染ルートには常に十分な注意
を払うべきであろう。
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図 7 　遺伝子再集合でヒトへの感染力を得る
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Abstract
This paper reports the trend of the influenza which is based on the latest literature documentation about the infection to 
humans from birds, and investigation inspection to the western Mongolian where H5N1 dead body of swan was found.
As investigation results, due to the misread of sialic acid receptor done by the humans, genetic reassortment and RNA 
polymerase done by the virus, an avian type influenza will be directly infected with humans.  In view of these reports, I 
think a clinician has always to pay a sufficient attention for a route of patient's infection.


