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第 45 回日本小児感染症学会会長講演

RS ウイルス感染症の疫学と病態
堤

はじめに

裕

幸＊

ムンプスワクチンは登場しておらず，大学病院に
はたびたびムンプス髄膜炎に罹患した小児の入院

日本小児感染症学会編集委員会より推薦をいた

があった．彼らから末梢血を提供していただき検

だき，昨年の第 45 回学術集会での会長講演の内

討を進めた．結果，ムンプスに罹患した小児の末

容をまとめさせていただいた．筆者の 30 年余り

梢血中には，ムンプスウイルスに特異的な CTL

の臨床ウイルス研究の足跡である．大学院時代は

活性が発症後 2〜3 週をピークとして現れ，その

ムンプスの細胞性免疫，米国留学時代は単純ヘル

2）
後漸減していくことを確認できた（図 1）
．また，

ペスウイルスの細胞性免疫，そして RS ウイルス

それらの活性は自己特異的な反応であったが，興

（RSV）に対する単クローン抗体の作製，帰国後は

味あることに，HLA の B52，あるいは B7 の共有

RSV 感染症の疫学と病態に関する研究を行った．

がある場合には，非自己であっても自己に対する

Ⅰ．大学院時代

3）
のと同様に反応することがわかった（図 2）
．現

在の考えでは，CTL 上の T cell receptor（TCR）

1978 年に札幌医科大学を卒業したが，当時の本

と抗原提示細胞上の HLA−classⅠ，ウイルスペプ

大学の慣例に従い，小児科に入局と同時に大学院

チド抗原の 3 分子が複合体を形成することで，

に入った．大学附属病院で臨床をやりながら実験

CTL に抗原が有効に提示されるとされている．そ

をするという生活が始まった．大学院時代の筆者

れに則ると，HLA B52，B7 は非常に効率よくムン

のオーベンは，後に国立国際医療センターに移ら

プス抗原を TCR に提示できる．その結果，CTL

れ中国のポリオ根絶に尽力された千葉靖男先生で

の clonal expansion が起き，強い CTL 活性が誘導

あった．研究テーマはムンプスウイルス特異的細

される．その CTL clone は B52，B7 をもつ非自

胞障害性 T リンパ球（cytotoxic T lymphocyte：

己感染細胞も認識できる，ということになろうか

CTL）の存在と，その MHC（HLA）拘束性を明

と思う．さらに，B52，B7 陽性例は耳下腺の腫脹

らかにすることであった．当時は，後にノーベル

も強い傾向が認められ，ムンプスにおける唾液腺

賞を受賞した Zinkernagel，Doherty ら1）が，マウス

の腫脹はリンパ球浸潤などの免疫応答であろうと

の系を用いて，ウイルス特異的な CTL は，感染

いう印象をもった．

細胞のウイルス抗原とともに自己の MHC を認識
し細胞を障害する，という説を発表していた．ヒ

Ⅱ．米国バッファロー小児病院留学時代

トにおいてはインフルエンザウイルスの系を用い

大学院卒業後，地方の関連病院に 2 年間勤務の

て同様な検討がされていたが，ムンプスではどう

後，1984 年 1 月〜1986 年 4 月まで，米国 NY 州

なのか，というのが筆者のテーマであった．当時，

バッファローにある小児病院の感染症科（Ogra 教

＊
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授がボス）でポスドクとして研究生活を送った．

半年になったとき，日本に何かもって帰らねばと

ここでは，当初，単純ヘルペスウイルスに対する

思い，RSV に対する単クローン抗体を作り始め

CTL の研究を行ったが，うまくいかず大変苦労し

た．これも初めての経験であったが，何とか 20

た．大学院時代の研究は（オーベンのアイデアの

数株のクローンを得ることができた（図 3）．ただ，

お蔭で）割とうまくいったものの，研究はそう甘

時間がなく，腹水まではできなかったため，フラ

くないということを思い知らされた．留学も残り

スコに培養液を満たし，ビニールテープで密閉し
て段ボールに詰め，帰国直前に航空貨物として札
幌に郵送した．

（％）70

Ⅲ．RSV の疫学研究
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日本にとって返し，培養を再開したのが日本で

Specific lysis
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の筆者の RSV 研究の端緒となった．1 週間ほど
経っていたが，
航空機輸送に耐え，
すべてのクロー

40

ン細胞が生きていた．まずは，それらクローンを
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マウスの腹腔に接種して高力価の腹水を得るとと
もに，単クローン抗体のウイルス蛋白特異性の決

20

定を行った．続いて，札幌医大の研究室で分離培
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0

養され保存されていた多くの RSV 株と単クロー
ン抗体との反応性を検討した．結果，筆者が作製
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したすべての単クローン抗体に反応する分離株
と，半分程度の抗体にしか反応しない分離株があ

図 1 ムンプスウイルス特異的 CTL 活性の経時

ることを見出した．前者が RSV のサブグループ

的推移

A 株，後者が B 株であり，わが国における A，B

Specific lysis（％）

ムンプス発症後 2〜3 週でピークとなり，その後漸減
する．
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図 2 ムンプス特異的 CTL 活性の HLA 拘束性
HLA B52，B7 を共有する場合は非自己でも自己と同様に反応する．
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図 3 単クローン抗体による RSV 感染 HEp2 細胞の免疫蛍光染色
それぞれ特徴的な染色像を呈しており，細胞内におけるウイルス構造蛋白の
局在の違いを示している．

4）4〜6）．
その後，当時，急速に広まった PCR の技術を

100
A（%）
80

用いて RSV G 遺伝子の一部を増幅し，RSV の分

60

子疫学研究を行った．札幌市における 10 数年間
の流行の様子を探ることで，毎年優位な流行株が
存在すること，その優位流行株は 2〜3 年ごとに

40
20

交替すること，さらに，それら流行株は地域集積

0

性とともに，世界的な時間集積性があることを確

20

7〜9）

認できた

．つまり，かなりのスピードで世界

40

中に流布し，同じ時期には世界のどこかにおいて

60

も同じ株が認められるということである．同様な
解析で G 遺伝子に 60 塩基の反復配列を有する
B 株の流行を見出したが，それは 2 年ほど前にア
ルゼンチンのブエノスアイレスで確認されてお
り，札幌での確認後 1〜2 年で，新潟，横浜で確
10）

認された ．
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図 4 RSV グ ル ー プ A， B 株 の 流 行 （札 幌 市
1980〜1996 年）
2〜3 シーズンごとに優位な流行株の交替がみられる．
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図 5 RSV 下気道炎乳幼児の鼻汁中の抗 RSV IgA，IgG 抗体価の推移
IgA 抗体は幼弱乳児においても乳児期後半以降の児と同等な反応がみられる．一
方，IgG 抗体は 2 カ月未満では反応がみられず，それ以後，漸増していく．活性値
は鼻汁中の総 IgA 値（0.1 mg／ml）で補正した．

Ⅳ．RSV 下気道炎急性期の病態解明

という，当たり前のことだが，子どもたちの協力
で改めて確認できた．

1 ．RSV 感染と獲得免疫

2 ．RSV 下気道炎の病理・病態

RSV の分子疫学と並行して，RSV 感染症の病態

RSV 感染症の中心的な病態は細気管支炎であ

の解明を目指した．当時の大学附属病院には，と

る．図 7 に，当科で経験した RSV 細気管支炎に

きに RSV 下気道炎の乳幼児の入院があった（最近

より死亡した 2 カ月男児（基礎疾患として心室中

は病棟の約半分が血液腫瘍疾患など，易感染宿主

隔欠損と肺高血圧を有する）の剖検肺組織を示

の入院となり，ほとんどの感染性疾患児の入院は

す12）．細気管支周囲，肺胞中隔に好中球，リンパ

市内の関連病院にお願いするようになった）．ま

球をはじめとした種々の炎症細胞の浸潤が認めら

ず，RSV 下気道炎で入院した乳幼児の鼻咽頭分泌

れ，感染した細気管支の上皮は壊死して脱落して

液（nasopharyngeal secretion：NPS）を経時的に採

いる．こうした細気管支の病理がどのような機序

取することから始めた．局所の分泌型 IgA 抗体応

で起こるのかということである．まず，当時，注

答，および血中の IgG 抗体を反映すると思われる

目されてきた自然免疫応答の一つである炎症性サ

IgG 抗体応答が発症後 1〜2 週にかけて出現する

イトカインの応答について検討した．RSV 下気道

こと（図 5），それらの出現は概ね RSV の排泄の

炎急性期の乳幼児の鼻汁中には IL−6，TNF−αの

終 了 時 期 に 一 致 し て い る こ と を 確 認 し た （図

13）
活性を確認できた（図 8）
．その後の in vitro の

11）

6） ．感染の軽快，克服には獲得免疫応答が重要

検討で，RSV 感染気道上皮細胞やマクロファージ
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図 7 RSV 下気道炎で死亡した 2 カ月男児の
剖検肺組織（H−E 染色）
細気管支周囲に炎症細胞の強い浸潤がある．
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図 6 RSV 下 気 道 炎 乳 幼 児 の 鼻 汁 中 の 抗 RSV
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において，それらサイトカインの転写（mRNA）
が感染 2 時間後には亢進し，感染から数時間〜10
時間後には，蛋白が産生されることも確認でき
た14,15）．

104
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鼻汁中への IgA，IgG 抗体の出現はウイルスの鼻汁中へ
の排泄の停止とほぼ一致している．活性値は鼻汁中の総
IgA 値（0.1 mg／ml）で補正した．

103
102
10

その後も主に in vitro の感染細胞系を用いて
RSV により活性化される遺伝子について検討を
進めた．当時注目されてきたアポトーシスや一酸
化窒素（NO）に関する遺伝子の動きを確認でき
た16,17）．図 9 には，他の研究者のデータも含め
RSV 感染細胞において活性化される遺伝子の流

Days after onset of illness

図 8 RSV 下 気 道 炎 乳 幼 児 の 鼻 汁 中 の IL−6，
TNF−α濃度
急性期から回復期にかけて高い IL−6，TNF−α活性がみ
られる．活性値は鼻汁中の総 IgA 値（0.1 mg／ml）で補正
した．

れの一部を示す．当時，自然免疫応答を発動させ
るパターン認識受容体の役割が注目されてきた

る18〜21）．その結果，さまざまな炎症細胞が組織に

が，RSV 感染においても TLR3 と TLR4 の役割が

集簇し，ヒスタミン，LT，エラスターゼなどのケ

明らかになってきた．これらの発現が高まり，2

ミカルメディエーターを産生・放出して細胞を障

本鎖 RNA，RSV F 蛋白，環境中の LPS や HDM

害する．これらが感染細胞自体が産生する炎症性

（house dust mite）などがリガンドとして働き，IL−

サイトカインと相まって，強い下気道の炎症，浮

8， RANTES な ど の ケ モ カ イ ン の 産 生 を 高 め

腫，狭窄を起こし，喘鳴へとつながるというわけ
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図 9 RSV 感染により活性化される気道上皮細胞の遺伝子群
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図 10

強い下気道の
炎症，浮腫，狭窄

喘鳴

RSV 下気道炎の病態

である（図 10）．このように，RSV 感染において，
急性期の病態を形作るのは自然免疫応答であるこ

3 ．RS ウイルス感染と鼻粘膜上皮細胞のタイ
ト結合

とが明らかになってきた．そして，それが獲得免

RSV は鼻粘膜上皮に感染を成立させ，そこで増

疫応答に結びついていくと思われる．一方，不十

殖，出芽したウイルスが吸気とともに下気道に運

分な自然免疫応答は最終的には RSV 感染の重症

ばれ，下気道に感染・増殖して細気管支炎をはじ

化や遷延につながることが TLR4 遺伝子の SNPs

めとする下気道炎を引き起こす（図 11）．よって

22）

解析により明らかになってきている ．このこと

鼻粘膜での RSV の増殖・出芽を制御することが

は，抗炎症作用を期待したステロイド剤による急

下気道炎への進展を防ぐことにつながる．
そこで，

性期の治療が，最終的な有効性を示せないことと

まず，札幌医大第 2 病理学教室と耳鼻科学教室と

23）

符合する ．RSV 感染における自然免疫応答の意

の共同研究で，in vivo に近いヒト鼻粘膜細胞の

味をどのように捉え，臨床の現場における治療介

in vitro RSV 感染系を確立した．手術により得ら

入にどのようにつなげていくかは今後の課題であ

れたヒト正常鼻粘膜上皮細胞に hTERT 遺伝子を

る．

導入することで，in vivo の性状を保持しつつ延命
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図 11

nasal epithelium

呼吸上皮における RSV 感染の進展

まず，鼻粘膜上皮に感染が成立し増殖する．そこから出芽したウイルスが吸気とともに下気
道に運ばれ，感染を成立させ増殖して下気道炎を引き起こす．

化することができる．この単層細胞は，RSV 感染

発症に至るともいわれている．この検証を関連病

に良好な感受性を示した．この感染細胞を用い，

院である NTT 東日本札幌病院小児科で行った．

自然免疫の一つとも理解されている細胞間のタイ

2003〜2010 年 RSV 初感染にて加療した 1 歳未

ト結合の役割を検討した．タイト結合が発達した

満児で，その後 1 年以上フォローすることができ

細胞は対照に比べ，明らかに RSV 感染に対して抵

た児を対象とした．まず，RSV 感染で入院加療し

24）

抗性を示した ．タイト結合のバリア機能が RSV

た児は外来治療の児に比べ，後の反復性喘鳴・喘

の侵入に対しても示された．次に，同様の培養系

息が多いことがわかった．さらに臨床病型別に検

を用いて，RSV 感染自体がタイト結合にどのよう

討したところ，RSV 下気道炎（特に細気管支炎）

な影響を与えるかを検討した．興味あることに，

の児は上気道炎のみの児に比べ，後の反復性喘

RSV 感染は，occludin，claudin 4 などのタイト結

鳴・喘息が有意に多いこともわかった28）．下気道

合蛋白の発現を，他のウイルス感染とは逆に誘導

炎では強い炎症の後，組織のリモデリングが生じ

し増強した．この RSV 感染によるタイト結合の誘

て，気道過敏性の亢進が持続し，繰り返す喘鳴に

導と増強は，ウイルスの活発な増殖と出芽に関係

つながるのでは？

した．インフルエンザウイルスなどと比べ増殖力

鼻粘膜上皮細胞を用いて検討したところ，組織の

の弱い RSV が，高率に下気道炎を引き起こす理由

リモデリングに関係するとされる MMP（matrix

の一つとも考えられた．その後の詳細な検討によ

metalloproteinase），特に MMP−10 の発現が亢進

り，この機序には TGF−β，PKCδ，HIF−1α，NF−

していることを確認できた29）．この MMP−10 の

κB などの諸因子が関与していることが明らかと

発現を制御することが，RSV 下気道炎後の RAD

24,25）

なった（図 12）

．現在，このカスケードを制

御する物質についての研究を進めている26,27）．
Ⅴ．RS ウイルス下気道炎の予後

との推論から，先の RSV 感染

の予防につながる可能性がある．
Ⅵ．RS ウイルス感染症診療の変遷
この 20 数年間で RSV 感染症の診療にはさま

RSV 下気道炎のもう一つの問題は，回復後，長

ざまな変化があった．なかでも迅速診断法の導入

期にわたって喘鳴を反復することである（reac-

と，重症化の予防法の開発・導入が 2 本柱といえ

tive airway disease：RAD）．そして，ときに喘息

る（表）．迅速診断法の導入以前の診断は専ら流行

2014
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図 12

RSV 感染鼻粘膜上皮細胞におけるシグナル伝達

RSV が感染を成立させた後，TGF−β，PKCδ，HIF−1α，NF−κB などの諸因子が関与して
タイト結合が誘導・増強され，それはさらに RSV の増殖，出芽を促す．

表

RSV 診断法と予防法の変遷

RSV 診断法
1990. 1 テストパック RSV 発売
2003.11 感染症法が改正，
2001. 7 ディレクチゲン RSV 発売
RSV 感染症が 5 類小児科
定点対象疾病に入る．
2004.11 チェック RSV 発売
2011.11 チェック RSV 他の迅速診断キット，外来の乳児へ適応追加
RSV 予防法
1998. 6 パリビズマブ（ヒト化抗 RSV−F MAb）が米国（FDA）で承認
2002. 1 パリビズマブが日本で承認．未熟児と CLD 児に対して承認
2005.10 パリビズマブの CHD 児への適応追加
2013. 8 パリビズマブのダウン症児，免疫不全症児への適応追加

状況の把握のうえでの臨床診断によった．細胞培
養法による RSV 分離や特異抗体の上昇をみるの

ち，大きな安心感を与えた．
ヒト化抗 RSV 単クローン抗体（パリビズマブ）

は確定診断になるが，時間がかかり臨床の現場で

が MedImmune 社において開発されたのが 1998

は役に立たない．RSV 抗原を ELISA 法で検出す

年である．これはマウスで作製された抗 RSV 単ク

るテストパック RSV の導入が 1990 年であった．

ロ ー ン 抗 体 の 相 補 性 決 定 部 （complementarity

現在は，非特異反応の少ないイムノクロマト法を

determining region：CDR）をヒト IgG に移植する

用い，5 分ほどで確定診断ができるようになった

ことで作製された．RSV のサブグループ A，B の

30〜32）

．特異的な抗ウイルス療法があるわ

両方に強い中和作用を有する単クローン抗体であ

けではないが，しっかりとした病原診断ができる

る．当初，重症 RSV 下気道炎に対する治療薬とし

ことは臨床医にとって，治療法の決定，経過・予

ても期待されたが，治療効果が明らかでなかった

後の推定，感染対策の策定などにおいて大変役立

ことから，未熟児など RSV 感染が重症化しやすい

（図 13）

小児感染免疫
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テストパック RSV
（EIA; 20 min）
〜

ディレクチゲン RSV
（EIA; 10 min）
〜

図 13
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チェック RSV
（イムノクロマト; 5 min）
〜

RSV 抗原迅速診断法の導入

ハイリスク児に対し予防的投与がなされている．
導入当時，パリビズマブの導入に向けてのいくつ
かの委員会に参加させていただいた．そのうちの
一つとして，パリビズマブの投与開始，投与終了
時期を決めるため，全国 33 施設による RSV 感染
症疫学研究会が組織され，全国の RSV 流行状況
を 5 シーズンにわたって検討した．その結果，西
日本と北日本では月の平均気温や湿度に違いがあ
るものの，どの地区でも流行は概ね 10 月に始ま
り，翌年 2〜3 月に終了することを確認できた33）．
この研究成果が全国の施設におけるパリビズマブ
投与時期のスタンダードになった．
おわりに
今振り返ってみるといろいろなことをしてき
た．しかし，残念ながらパラダイムシフトにつな
がる研究成果は得られていない．また，serendipity に恵まれなかったのも努力不足といえる．た
だ，いまだ諦めてはいない．今後も仲間と一緒に
臨床と研究の 2 本の道を歩き続けたいと思う．以
上の基礎・臨床研究は学内外の多くの仲間との共
同研究でなし遂げられた．筆者にとっては，成果
が得られたということよりも，多くの仲間・知己
を得られたことが財産である．この場を借りて深
く感謝する．
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