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学位論文内容の要旨 

Abstract of the dissertation 
 

 

博士の専攻分野の名称：博士（獣医学）     氏名：直 亨則 

                                                       Name 

 

学位論文題名 

The title of the doctoral dissertation 
 

Studies on virulence determinants of highly pathogenic avian 
influenza viruses 

 

(高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性決定因子に関する研究) 

 

高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) ウイルスは家禽に感染すると高い病原性を

示し甚大な経済的被害をもたらすとともに、時にヒトに感染し重篤な肺炎を引き起

こす。HPAI ウイルスの病原性発現には複数の因子が関与しており、HPAI ウイルス

の中でも各宿主に対する病原性は株によって異なる。HPAI ウイルスの病原性決定

因子についてはこれまでに多くの研究がなされているが、未だ不明な点が多い。 

H5 または H7 亜型の表面糖タンパク質ヘマグルチニン (HA) を有する低病原性

鳥インフルエンザウイルスが家禽の間で受け継がれると、時に HA の開裂部位に連

続する塩基性アミノ酸を獲得し、ニワトリに対して高い病原性を示す HPAI ウイル

スとなる。この HA 開裂部位の連続する塩基性アミノ酸は HPAI ウイルスの病原性

決定因子としてよく知られているが、塩基性アミノ酸が挿入されるメカニズムなら

びに野鳥や家禽から分離される HPAI ウイルスが H5 または H7 亜型に限定されてい

る理由は不明である。 

第一章では、HPAI ウイルスの HA の開裂性以外の病原性決定因子の解明を目的

として、2 株の HPAI ウイルス A/duck/Hokkaido/WZ83/2010 (H5N1) (WZ83)と

A/duck/Hokkaido/WZ101/2010 (H5N1) (WZ101) を解析した。WZ83 と WZ101 は遺伝

的に非常に近縁であり、RNA ポリメラーゼの一つである PB1 の 317 番目とマトリ



ックスタンパク質 M1 の 43 番目のアミノ酸が異なっているのみであるが、ニワト

リ、アイガモ、マウスに対する病原性に違いが見られた。WZ83 と WZ101 を静脈

内または鼻腔内に接種したニワトリは、WZ83 を経鼻接種した 1 羽を除いて全羽死

亡したが、WZ101 接種群は WZ83 接種群よりも短時間で死亡した。この病原性の

違いはアイガモでより顕著であり、WZ101 を接種した個体は死亡もしくは重篤な臨

床症状を示したのに対し、WZ83 接種群は無症状もしくは軽度の臨床症状を示した

のみであった。さらに、マウスに対しても WZ101 は WZ83 より高い病原性を示し

た。リバースジェネティクス法によって M または PB1 遺伝子を 2 株の間で入れ替

えたウイルスを作出し、その病原性を解析したところ、WZ83 と WZ101 のニワト

リとアイガモに対する病原性の違いは M1 の 43 番目のアミノ酸により決定されて

いることが判明した。一方、マウスに対する病原性の違いには PB1 の 317 番目のア

ミノ酸も関与していた。M1 の 43 番目のアミノ酸は動物に対する病原性に加えて、

in vitro での増殖能及び感染細胞内における M1 の安定性にも関与していた。 

第二章では、HA 開裂部位に塩基性アミノ酸が挿入されるメカニズムの解明を目

的として、HA 開裂部位をコードするウイルスゲノム RNA 配列への塩基挿入を解析

した。実験的にニワトリで継代することで HA 開裂部位に塩基性アミノ酸を獲得し、

HPAI ウイルスになったことが報告されている低病原性鳥インフルエンザウイルス

A/whistling swan/Shimane/499/83 (H5N3) (Shimane) の継代前および継代途中のHA遺

伝子配列を使用した。開始コドン、Shimane の HA 開裂部位周辺をコードする塩基

配列 (28-30 塩基) および開始コドンを欠いたルシフェラーゼ遺伝子を連結し、その

両端にA/Puerto Rico/8/1934 (H1N1) (PR8) HA遺伝子の非翻訳領域をもつレポーター

プラスミドを構築した。このプラスミドと PR8 のポリメラーゼ及び核タンパク質

NP を発現するプラスミドを QT6 細胞に導入し、ウイルス RNA の転写・複製過程

において HA 開裂部位周辺をコードする配列 (28 または 29 塩基) に塩基挿入が起

きた時に発現するルシフェラーゼの活性を測定することにより、塩基挿入の頻度を

定量的に検出した。その結果、HA 開裂部位周辺の RNA 配列に塩基挿入が生じるこ

と、ならびにアデニンの連続配列が塩基挿入の頻度を増加させることが示された。

また、RNA の二次構造予測から、Shimane の HA 開裂部位周辺をコードする RNA



配列はアデニンとグアニンによって形成されるループ構造を有していることが予

測され、ループ構造の大きさと塩基挿入の頻度には関連があることが示唆された。

さらに、ウイルス粒子中に含まれるウイルスゲノム RNA における塩基挿入の有無

及び頻度を次世代シークエンサーを用いて解析した。その結果、Shimane の HA 開

裂部位のアルギニンの1つ前 (スレオニン) または2つ前 (グルタミン酸) のアミノ

酸をコードするコドン中に、高頻度にアデニンの挿入が見られた。また、Shimane

の HA 開裂部位周辺をコードする領域に多く含まれるアデニンとグアニンの存在

は、複数の塩基挿入が生じた際に塩基性アミノ酸 (アルギニンまたはリジン) をコ

ードするコドン (AAA、AAG、AGA、AGG) を生じやすくさせると推測された。 

本研究によって得られた知見は、カモに対する病原性が低下した HPAI ウイルス

の拡散を監視するための鳥インフルエンザサーベイランスの重要性を示すととも

に、家禽の間で広がっている低病原性鳥インフルエンザウイルスの高病原性化のリ

スクを予測する一助となるものと期待される。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


