
　齊藤　2015年に日本でもエンテロウ
イルス感染症が流行したのですか。
　清水　そうです。2015年の夏、かな
り大規模な手足口病の流行が発生して、
多くの小児が手足口病に罹患しました。
最近では2013年あるいは2011年にも手
足口病の大きい流行が起きていますの
で、2015年の流行は、それに引き続く
手足口病の大きな流行だといえます。
　齊藤　季節はいつごろから始まるの
ですか。
　清水　エンテロウイルス感染症の場
合は季節性がはっきりしていまして、
初夏から夏にかけて、例えば2015年の
場合ですと６月ごろから症例が増えて、
７月の終わりから８月にかけて症例数
のピークがあって、その後、症例数が
急激に下がりました。そういう夏に流
行する感染症といえます。
　齊藤　原因がエンテロウイルスにな
っているのでしょうか。
　清水　そうです。手足口病の原因ウ
イルスはたくさん種類のあるエンテロ
ウイルスの中で、だいたい３つの型の

エンテロウイルスが主に手足口病を引
き起こすといわれています。
　齊藤　エンテロウイルスはどんなウ
イルスなのでしょうか。
　清水　エンテロウイルスは腸管でよ
く増えて、ふん便にはかなり長い期間、
例えば感染後数週間出てきます。その
ふん便に出たウイルスが次の人に経口
的に感染して伝播する。いわゆるふん
口感染、あるいは感染初期は咽頭にも
一部出ますので、経口飛沫感染で感染
することもあります。比較的小さなサ
イズの代表的なRNAウイルスの一つ
で、ウイルスとしてはポリオウイルス
と非常に似たかたちのウイルスで、同
じ種類のウイルスといってもいいと思
います。
　齊藤　かかる人は小さな子どもです
か。
　清水　エンテロウイルスにかかるの
は子どもに限ったことではありません
けれども、抗体を持っている方の場合
はかかっても発症しないことが多いの
で、顕性感染、症状が出る感染症でい

うと、子どもがほとんどです。
　齊藤　どんな症状なのでしょうか。
　清水　手足口病の場合は、典型的な
のは体の例えば口の中、あるいは手先、
足先に発疹ができる。それから熱が出
る。一部の患者さんの場合には無菌性
髄膜炎等の中枢神経症状を示すことが
あります。
　手足口病の原因ウイルスは主に３つ
ありまして、１つはコクサッキーA16
型、もう一つはコクサッキーA６型、
それからエンテロウイルス71型という
３つの型です。昔の言い方をすると血
清型といいますけれども、これらの種
類が主に手足口病を起こすウイルスと
して知られています。
　齊藤　確定診断は今臨床診断で行う
のでしょうか。
　清水　手足口病自体は、手足口病と
いう名前どおり、手、口の発疹で臨床
診断がつけられます。ただし、どうい
うウイルスが発症に関与しているかを
調べるためには検体を取って、そこか
らウイルスを検査する。従来ですとウ
イルスを分離して血清型を決める。最
近は遺伝子検出、遺伝子検査でどうい
うタイプのウイルスかを比較的に早く
決めることができるようになっていま
す。
　齊藤　便から調べるのですか。
　清水　手足口の場合は臨床検体とし
て一番適切なのは咽頭ぬぐい液、ある
いは口の中に発疹ができていれば、そ

の発疹のぬぐい液、それから重症例が
入院患者さんの場合には便とかrectal 
swabとかを使っていただけると、より
検出頻度が上がるといわれています。
　齊藤　経過としてはどういうことが
多いのでしょうか。
　清水　経過は発熱と発疹が普通の症
状です。ただ重症化する場合、特に中
枢神経合併症を呈するような場合には、
発疹が起きても起きなくても、かなり
急速に中枢神経症状が現れます。重症
例の場合には脳炎となって命が危なく
なるような急激な症状の進行もありま
す。
　齊藤　通常は比較的予後はよいので
しょうか。
　清水　一般的には手足口病は予後が
よいです。数日症状が出て、そのまま
自然治癒する疾患ですので、子どもの
普通の発熱性疾患として考えていただ
いて問題ないと思います。しかし、ご
くまれに、特にエンテロウイルス71と
いう型が関与する手足口病の場合は、
中枢神経合併症、重症化、死亡例も含
めて、重症化が起きることがあると報
告されています。
　齊藤　特別な治療はないのでしょう
か。
　清水　エンテロウイルスに対しては、
今のところワクチンはまだ実用化され
ていませんし、治療薬も日本で使える
治療薬はありません。もちろん、普通
の手足口病はそのまま自然治癒すると
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いうことですけれども、重症例につい
てもウイルスを特異的に抑える、予防
するという方法は今のところ、残念な
がらありません。
　齊藤　日本を取り巻く東アジアでも、
エンテロウイルスの感染症が問題にな
っているのですか。
　清水　最初はマレーシア、その次の
年に台湾、1997年と98年にかなり大規
模な手足口病の流行が発生して、その
ときには中枢神経合併症、いわゆるエ
ンテロウイルス71脳炎で、たくさんの
子どもが重症化あるいは死亡したとい
う報告があります。その後、ベトナム
や中国本土でもかなり大きな流行が発
生しています。特に中国本土では2008
年以降、ほとんど毎年、手足口病の大
きな流行がどこかの地域で発生して、
例えば2010年ですと900人以上の手足
口病あるいはエンテロウイルス71によ
る子どもの死亡があったとサーベイラ
ンスの結果で報告されています。
　齊藤　かなり大きな問題ゆえ、ワク
チン開発をしようということになった
のでしょうか。
　清水　台湾は1998年の流行を受けて、
国がエンテロウイルス71のワクチン開
発をかなり主導的に進めて、今、10年
以上かけてphaseⅡに進んだワクチン
があります。
　中国本土では、2008年以降の大きな
流行でたくさんの子どもが亡くなる事
態を受けて、国がワクチン開発をかな

り強力に主導し、現在、３社が開発し
たワクチンがもうすでにphaseⅠ、Ⅱ、
Ⅲを全部終えています。かなり大規模
な第Ⅲ相の臨床試験で、３社のワクチ
ンが優れた安全性と有効性を示す結果
が出ていますので、それらのワクチン
は今、国の承認待ちになっています。
　齊藤　アメリカで比較的最近、エン
テロウイルス関係の流行があったので
しょうか。
　清水　2014年、エンテロウイルス71、
コクサッキーAウイルスとは少し型が
違いますけれども、エンテロウイルス
D68という違う型のウイルスによる大
きな流行が発生して、かなり大きな問
題になりました。
　齊藤　どんなことが起こったのです
か。
　清水　2014年にエンテロウイルス
D68が1,000例以上、アメリカ全土で検
出されて、その中で重症、特に中枢神
経合併症、ポリオのような症状を呈し
た子どもが集団発生したという事例が
見つかり、そこからエンテロウイルス
D68が検出されました。エンテロウイ
ルスD68は今までそれほど注目されて
いなかったんですけれども、重症化あ
るいは中枢神経症状の発症に関与する
のではないかという懸念が出たことか
ら、大きな話題になりました。
　齊藤　呼吸器感染症状プラスポリオ
様の症状ですね。
　清水　エンテロウイルスD68は、ど

ちらかというとエンテロウイルスとラ
イノウイルスの中間のようなウイルス
の性質を持っていますので、伝播経路
はライノウイルスに似ていて、呼吸器
疾患を起こすウイルスだと今まで考え
られていました。軽度の呼吸器感染だ
けではなくて、重症呼吸器感染症も起
こすことは知られていたのですけれど
も、2014年のアメリカの事例では、中
枢神経疾患の発症にも関与するのでは
ないかということが明らかになって、
かなり大きな問題になりました。
　齊藤　これはまだ日本には来ていな
いのでしょうか。
　清水　エンテロウイルスD68自体は、
日本では日常的に検出されるウイルス

の一つです。呼吸器感染症、咽頭から
検出されるウイルスなので、今までは
通常の軽度の呼吸器感染症の原因ウイ
ルスとして考えられていたので、重症
化、特に中枢神経症状に関与するかど
うかは今後よく調べてみないと、日本
でそういう重症例があるかどうかはは
っきりしていません。
　齊藤　日本でもあるかもしれないの
で、それに備えないといけないという
ことなのでしょうね。
　清水　そうですね。検査をしっかり
して、疑われる例については咽頭ぬぐ
い液等の検体を取って検査をしていた
だく必要があると思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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