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今週の話題：
＜風疹ウイルス命名法の最新情報、2013 年＞
風疹ウイルスにおけるウイルス学的サーベイランスのデータは、風疹撲滅に向けての進展状況の追跡、
症例分類の補助、感染経路の立証に利用される。この報告では、既存のデータと、WHO の麻疹および風
疹研究所ネットワーク（LabNet）により、ここ 5 年間に得られた風疹の新たなデータが追加された。野
生型風疹ウイルスの遺伝的多様性を説明するための命名法は、2005 年に初めて示され、2007 年に訂正
された。
野生型風疹ウイルスの命名は、遺伝学的な特性解析のための標準的な手法を定義し、ウイルスに名前
を付けることによりウイルス学的サーベイランスを促進し、風疹ウイルスの配列を認識遺伝子型と暫定
的な遺伝子型に整理する。この命名システムは、新種の遺伝子型の発見や既知のウイルスの進化、定期
的なウイルス株の置換などに対応できねばならない。この適応性は、主に小さなもしくは、多様なウイ
ルスグループ、既知の参照ウイルスがなかったり、他の遺伝子型との関係性が明らかでなかったりする
ウイルスグループを意図してつくられた暫定的な遺伝子型の使用を通して得られる。ここに命名法の最
新情報を示す。3 つの暫定遺伝子型が更新され、12 の認識遺伝子型（1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I、
1J、2A、2B、2C）と 1 つの暫定遺伝子型（1a）で表されている。その番号はクレード 1、クレード 2 と
して大きく異なるウイルスグループを示している。そして暫定遺伝子型を表す小文字を用いてクレード
範囲内の遺伝子グループを示している。この命名法の更新により、2007 年の最終報告以降発見・解析さ
れた風疹ウイルスが分類に加わることになる。
今回の更新は基本的には従来のウイルス命名システムのままである。しかし、LabNet で調査された他
のウイルスの命名システムと一致させるためにいくつかの変更が加えられている。
2005 年から 2010 年までの世界の野生型風疹ウイルスの分布についての情報が出版されている。
＊現在と過去の遺伝子型：
暫定遺伝子型である 1h、1i、1j は 2007 年に定められた。その 3 つの遺伝子型は現在、認識遺伝子型
の基準を満たしているために、認識遺伝子型の 1H、1I、1J に更新されている。つまり、それぞれの遺
伝子型の 2 つの参照ウイルスからの完全長の構造タンパクの読み枠の配列（3192 ヌクレオチド）が利用
可能であり（表 1）、これらのウイルスは米国疾病管理予防センター（CDC）やイギリスの Public Health
England（PHE）などの WHO のウイルス株バンクで保管されている。
1D、1F、1I、2A の 4 つの風疹ウイルス遺伝子型は、1D が 1996 年、1F が 2002 年、1I が 1994 年、2A
の野生型が 1980 年に報告されたのを最後に過去 10 年の間流行報告がなかった（2A のワクチン由来のウ
イルスは最近報告されているが）。従って、これらの遺伝子型は活動休止し、おそらく絶滅していると
考えられる。
4 つの遺伝子型（1E、1G、1J、2B）のウイルスは最も高頻度に報告されていて、配列の 71％が分析に
利用可能である。872 のシークエンスのデータは、1961 年から対象として集められたウイルスからのユ
ニークな 739nt 塩基配列により作られた。これらのデータのち、遺伝子型 1J は、たった 30 ウイルスか
ら得られたシークエンスであり、詳細な分析には不十分であった。他の 3 つの遺伝子型のウイルスにつ
いては、75（1G）から 292（1E）まで、より多くのシークエンスが利用可能であり、またこれらのウイ
ルスは地理的に広く分散していた。さらに遺伝子型 1G と 2B のウイルスは、優位な遺伝子内の多様性を
示していた（最大でそれぞれ 2.6％、2.4％）
。ウイルス学的サーベイランスが増加し、より多くの遺伝
子データが利用可能になるにつれ、遺伝子型 1E、1G、2B の風疹ウイルスを追跡するために、遺伝子型
よりもより正確な流行ウイルスの特定が必要になってくることが明らかである。
＊風疹ウイルス配列の標準命名：
命名法案では従来の風疹ウイルス命名法にわずかな変更が加えられ、風疹、麻疹、ムンプスウイルス
の命名法が一致するように考案された。命名の基準を以下に要約する。
風疹ウイルスの RNA 配列はウイルス分離体もしくは臨床材料から直接抽出された RNA から生成できる。
配列は以下のように指定される。
RVi:ウイルス分離体から抽出された RNA 由来の配列
RVs:臨床検体から直接抽出された RNA 由来の配列
配列の命名に必要な他のデータは以下の通りである。
・症例が起こった市や州名（必須）
・国名（国際標準化機構（ISO）の指定 3 文字。必須）
・病気が発症した日:流行週、年（必須）
・同じ名前で 2 つ以上登録されている場合、2、3、…、と番号をつける。
次のデータは任意である。
・遺伝子型（遺伝子型の割り当てのために最小で E1 コード領域の 739nt の解析が必須）
・先天性風疹症候群（CRS）、新生児の先天性風疹感染（CRI）から分離されたもの、ワクチンウイ
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ルスについて特別な明示。
以下の例は最近の命名である。
・RVi/Ho Chi Minh.VNM/41.11/[2B]（CRS）：
ベトナムのホーチミンで 2011 年第 41 週目に CRS 患者から分離された 2B 型風疹ウイルス。
・RVs/Hong Kong.CHN/20.12/2[1E]：
中国の香港にて 2012 年第 20 週目に臨床検体から直接分離された 1E 型の風疹ウイルス。同じ場
所の同じ週に分離された 2 つめの配列。
スラッシュは年の後に用いるが、1 つ以上の同じ場所、同じ週の配列がある場合、配列番号の後には
付けない。
＊データ報告：
諸関連研究機関は全国サーベイランス活動で発見された風疹ウイルスとの遺伝的同一性だけでなく
検出された時間や場所といったデータも共有するよう求めている。これらのデータは全国・地域サーベ
イランスプログラムが、流行が元々分布しているウイルスによるものなのか輸入されたウイルスによる
ものなのかを調べ、多様な遺伝子型の風疹ウイルスの全世界的分布地図を作る手がかりとなる。研究所
は、風疹ウイルスの遺伝的データを少なくとも月ごとに、できれば WHO のデータベースである RubeNS
へ直接報告するよう推奨している。
＊RubeNS データベース：
最初、スプレッドシートに基づく世界の風疹ウイルス遺伝子型データベースが WHO により設立され、
適宜 WHO 研究所ネットワーク内で遺伝子情報が共有されていた。しかし、配列データが膨大になってき
たため、RubeNS（Rubella Nucleotide Surveillance）が開発された。この配列データベースの構想は、
地域参考検査室や WHO 研究所ネットワーク世界専門分野の運営委員会の代表である PHE が研究所ネット
ワーク活動の技術的リーダーシップをとることにある。同様のデータベースやウェブアプリケーション
は PHE により維持され、配列データは LabNet の研究所メンバーにより投稿されたり、ジェンバンクか
らダウンロードしたりする。このデータベースの主な目的は 739nt（遺伝子型解析に必要な最小限）、E1
コード領域の完全長、構造タンパクの完全長、遺伝子の完全長、といった配列の情報を、全世界的に集
められた他の配列と比較することにある。
入手できるのなら、事例の疫学的な情報を含む追加の情報も集められる。輸入状況などが例に挙げら
れる。ウイルスが輸入されたものだと判明していて、輸出国名が分かる場合、この情報は提供されるべ
きである。情報は、この文書で定義された標準形式の｢WHO 名｣や直接投稿できるような標準形式名を作
るために十分でなければならない。各々の配列は公表されるか内覧かに割り当てられる。公表された配
列は全ての RubeNS 提出者が見ることができる。内覧の配列は配列提出者と RubeNS 運営委員会、WHO の
風疹ウイルスプログラムからしか見ることができない。
このウェブサイトでは、データベースに登録されている配列を地理的、時間的、疫学的なパラメータ
ーを用いて検索あるいは絞り込むことができる。RubeNS は提出した配列データがこのウェブサイトを経
由してジーンバンクにアップロードされるため、便利である。生物情報ツールを使えば、同一の、また
は似通った配列を見つけたり、仮の遺伝子型を確認したりできる。RubeNS を使えば参照配列（表 1）を
ダウンロードできるため、風疹ウイルスの遺伝子型決定を共通の系統発生法を用いて行うことができる。
2013 年 4 月現在、主にウイルスの遺伝子型を特定するのに最小の領域である E1 コード領域の 739nt
（風疹ウイルスゲノムの 8731 塩基～9469 塩基の範囲。採用ナンバーJN635281.1）など 930 の配列が
RubeNS に集められている。以前説明したように、世界各所における包括的な風疹ウイルスのサーベイラ
ンスが不足していたために、解析に使える風疹ウイルス配列が少ない結果となってしまっている。それ
ゆえ、今のデータベースは世界の風疹ウイルス遺伝子型分布を代表する十分な地理的多様性を含んでい
ない。風疹のウイルス学的サーベイランスを、特にサーベイランスが下火または行われていない国々で、
行っていく必要がある。
RubeNS の方針とウェブ登録フォームはウェブサイトから入手できる。方針とは要するに、利用者は特
に非営利組織に関係し、アカウントはその利用者固有のもので、他の個人と共有しないということを提
示している。また配列投稿者は配列データの所有権を得るが、データベースの管理者は提出されたデー
タを修正したり WHO へ提出したりする権利を有する。RubeNS へアクセスする利用者は、配列所有者（通
常は提出研究所）の同意なしに出版されていない配列データを使ってはならない。
表 1：野生型風疹ウイルスの遺伝子解析に用いた参照株、2013 年（WER 参照）

＜サウジアラビアへメッカ巡礼する旅行者の健康状態＞
＊編集ノート：
これはサウジアラビアへの旅行者のための情報である。
サウジアラビアの保健省は 2013 年度のメッカ巡礼、小巡礼の入国ビザのための下記の条件、推奨項
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目を公表した。
Ⅰ: 黄熱：
（A）2005 年の国際保健規則に従い、黄熱の危険性のある国または地域（下記のリストを参照）からの
全ての旅行者は、国境への到着の前の少なくとも 10 日前までに予防注射を受け、10 年以上経過してい
ないことを示す有効な黄熱の予防接種証明書を示さなければならない。
このような証明書がないと、ワクチン接種、または感染の可能性がある曝露を受けた最後の日（いずれ
か早いほう）から6 日間、厳重注意下に置かれることになる。入国に際して衛生局は、旅行者が一時滞
在する場所や宿泊施設についてその地域や行政機関の保健省長官に知らせる責任がある。
下記の国・地域は黄熱感染の危険性がある（国際旅行と健康 2012 定義）
・アフリカ大陸：
アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、
コートジボワール、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニ
ア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、
セネガル、シエラ・レオネ、南スーダン、スーダン、トーゴ、ウガンダ
・南北アメリカ大陸：
アルゼンチン、ベネズエラ・ボリバル共和国、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フランス領ギア
ナ、ガイアナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ボリビア多民族国、スリナム、トリニダード・トバゴ
（B）黄熱の危険性のある国からの飛行機、船、その他の交通機関は、WHO が推奨する方法で駆除された
ことを示す証明書を提出する必要がある。
2005 年の国際保健規則に従い、すべての船は所轄官庁に有効な船舶衛生証明書を提出する必要がある。
黄熱伝播の危険のある地域からの船は、黄熱ベクターが存在しないもしくは駆除済であることの調査書
を入港許可書（入港や出港、上陸、荷物の積み降ろしの許可を含む）と引き換えに提出する必要がある。
Ⅱ: 髄膜炎菌性髄膜炎：
(A) すべての国からの旅行者
小巡礼や巡礼、季節労働のために来る旅行者は、サウジアラビア到着の 3 年以内に予防接種を受け少
なくとも 10 日は経過していることを示す髄膜炎の 4 価ワクチン（ACYW135）の接種証明書を提示する必
要がある。旅行者の国の政府側責任者は、成人と 2 歳以上の小児に対しては、4 価多糖体（ACYW135）ワ
クチンの一回接種を確実に保証するべきである。
(B) アフリカ髄膜炎地帯、すなわちベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、中央アフリカ共和
国、コートジボワール、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、マリ、ニジ
ェール、ナイジェリア、セネガル、スーダンからの旅行者。
上記の必要事項に加え、キャリア率を下げるために通関手続き地にて化学療法が行われる。成人には
シプロフロキサシン錠（500mg）、小児にはリファンピシンが投与される。
(C) 内部巡礼者やメッカ巡礼労働者
以下の人に 4 価ワクチンの接種が求められる。
•
過去 3 年の間に接種を受けていないメディナ、メッカの全ての市民、居住者
•
メッカ巡礼に関わる全ての市民、居住者
•
過去 3 年の間に接種を受けていない全てのメッカ巡礼労働者
•
エントリーポイントで働いていたり、サウジアラビアで巡礼者と直接接触したりする者
Ⅲ: 急性灰白髄炎（ポリオ）：
(1) ポリオ流行国やポリオの感染が再認識された国、すなわちアフガニスタン、チャド、ケニア、ナイ
ジェリア、パキスタン、ソマリアからのすべての旅行者は、年齢・ワクチン接種状況に関わらず経
口ポリオワクチン（OPV）の接種を受けてもらう。ポリオ流行国とポリオの感染が再認識された国
からの旅行者はサウジアラビアの入国ビザの適用のために出発から少なくとも 6 週間前での経口ポ
リオワクチンの証明が必要で、またサウジアラビアの国境でも経口ポリオワクチンを投与してもら
う。同じことが、インドといったポリオウイルスの再輸入の危険性の高い近年の流行国からの旅行
者にも有効である。
(2) 過去 12 ヵ月でポリオウイルスの輸入やワクチン由来のポリオウイルス（circulating vaccine
derived poliovirus）が報告されている国（下記リスト参照/2013 年 2 月中旬現在）からサウジア
ラビアへ旅行する 15 歳以下の旅行者全ては、経口ポリオワクチンを接種しなくてはならない。経
口ポリオワクチンや不活化ポリオウイルスワクチンの接種証明には、入国ビザ申請前に 6 週間が必
要である。以前の接種歴に関係なく、サウジアラビアへのすべての 15 歳以下の旅行者は国境で経
口ポリオワクチンが与えられる。
野 生 型 ポ リ オ ウ イ ル ス の 輸 入 や ワ ク チ ン 由 来 ポ リ オ ウ イ ル ス （ circulating vaccine derived
poliovirus）に関係するポリオの症例が過去 12 ヵ月間で登録されている国 : ニジェール、イエメン
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Ⅳ: 季節性インフルエンザ：
サウジアラビアの保健省は、国際巡礼者（インフルエンザ疾患のリスクが高まる妊婦、5 歳以上の小
児、年長者、ぜんそくや慢性心・肺疾患や HIV/エイズ感染のある者は特に）がサウジアラビア王国に入
国する前に季節性インフルエンザワクチンを接種することを推奨している。
サウジアラビアでは、国内巡礼者、特に上記の持病のある者や同様にメッカ巡礼施設の医療従事者に
対し季節性インフルエンザワクチンの接種を推奨している。
Ⅴ: 健康教育：
出身国の保健当局は、巡礼者に感染症の症状、感染方法、合併症、予防法といった情報を提供する必
要がある。
Ⅵ: 食べ物：
メッカ巡礼、小巡礼の参加者は、サウジアラビアへ生鮮食品を持ち込めない。一人分の少量の缶詰や
密封食品、検査しやすい容器に詰められた食品のみ許可されている。
Ⅶ: 国際規模の感染症への対応：
サウジアラビアの保健省は、今年メッカ巡礼や小巡礼のために来ようと計画している 65 歳以上の者、
心臓や腎臓、呼吸器の病気や糖尿病などの持病のある者、先天的・後天的な免疫不全症のある者、末期
の悪性疾患の者、妊婦、12 歳以下の小児に、地震の安全のために巡礼を延期するよう推奨している。
また、保健省は呼吸器感染症の蔓延を防ぐために、全ての巡礼者に公衆衛生勧告に従うように助言して
いる。例えば、
・石けんと水で手を洗うか消毒する。特にせきやくしゃみをした後。
・せきやくしゃみをする時に使い捨てのティッシュを使い、それをゴミ箱に捨てる。
・手と目、鼻、口との接触をできるだけ避ける。
・せきやくしゃみ、痰、嘔吐、下痢の症状のある人との直接接触は避け、また所持品を共有しない。
・特に人混みでは、マスクを着用する。
・個人衛生を保つ。
旅行者の、ワクチンで予防可能な病気に対する予防接種の最新情報は、強く推奨されている。国際旅
行の準備は、旅行者の予防接種状況を見直す良い機会である。接種が不完全な旅行者は、旅行に必要な
もの（メッカ巡礼における髄膜炎菌ワクチン接種など）に加え、国の予防接種スケジュールによる定期
接種（通常ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、麻疹、流行性耳下腺炎を含む）が与えられる。
国際保健問題の公衆衛生緊急事態や、2005 年の国際保健規則で通知されている病気が発症した時には、
サウジアラビアの保健省は WHO の相談を受け追加の予防策（上記の対策は含まない）、巡礼中または巡
礼者が国に帰るまでの間の感染拡大防止に取りかかる。
サウジアラビアの保健省公衆衛生長官 （ the Deputy Minister ） へ の 質 問 は こ ち ら ま で （ email:
zmemish@yahoo.com）。
（眞砂有美子、片山恵、林祥剛）

