
天然痘（痘瘡）の実験室診断

Laboratory Diagnosis of
Smallpox (Variola Virus Infection)



天然痘（Smallpox） ＝ 痘瘡（Variola）
1977年10月根絶

サル痘（Monkeypox）
アフリカ中央部



天然痘 Smallpox （痘瘡 Variola）

1977年10月26日 最後の患者治癒（ソマリア）
WHO「天然痘根絶計画」
（1967～1977年）

1979年10月26日 根絶確認
1980年5月 WHOによる根絶宣言
1981年 各国保管Variolaウイルスの集中保管

（→モスクワ、アトランタ）



15歳少年. インド ビハール州 (1975) NIID



天然痘の患者分布 1967 （WHO)



天然痘の患者分布 1967 （WHO)



患者認識カード WHO
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Poxviridae

Orthopoxvirus (Genus)
Variola major, minor
Vaccinia
Monkeypox
Cowpox
Raccoon pox
Tatera pox
Buffalopox
Carnel pox

Avipoxvirus (Genus)
Fowlpox
Canary pox

Parapoxvirus (Genus)
Orf (milker’s nodule)
Pseudocowpox

Yatapox Virus (Genus)
Tanapox, Yaba

Others

ポックスウイルス科



検体の採取

蓋

病変部細胞群

底

水・膿疱

対象： 水疱・膿疱内容, 痂皮

痂皮
病巣が中に閉じ込められている

部が治癒過程で剥げ落ちる

NIID



検体採取

• 病院／クリニックの感染症対策計画で指定された
適切な防護用具(ガウン,マスク,手袋)を着用する。

• 採取の前後に手指の消毒を行う。

• 検体採取の前に皮膚をアルコールで消毒する：

– 乾燥させてから検体採取する



LABORATORY DIAGNOSIS OF SMALLPOX

1.ウイルス粒子の検出－電顕
2.ウイルス抗原の検出－免疫蛍光法、ABC法
3.ウイルス遺伝子の検出－PCR
4.ウイルス分離

材料：水疱（濃庖）内容、痂皮

天然痘（痘瘡）の実験室診断



検体材料採取と検査法

◎◎◎

◎◎◎◎
3）ウイルス遺伝子の検出

（PCR）

○◎◎◎

2）ウイルス抗原の検出

（免疫蛍光法）

（免疫組織化学：ABC法）

△○◎◎
1）ウイルス粒子の検出

（電子顕微鏡）

底蓋内側内容
痂皮

水庖・濃庖

NIID



Skin Eruption

1. Virus Isolation
2. PCR
3. Virus Particles (EM)
4. Ag-detection

1. Antigen Detection (IFA)
2. PCR
3. Pathology 

(Immunohistochemistry)

Scab
Lid

Stamp of Lid (Inside)
Antigen Detection (IFA)

PBS
for 1 h

Histology + IHC

26G Needle

1 ml Injector

Sampling of Test Materials

0.1 ml PBS

蓋

痂皮

NIID



検体の採取

1) 水疱・膿疱内容：

26G付 注射筒を用いる. 水疱が
大きいときは, 0.05～0.1mlのPBS
を筒に入れて2-3回 パンピングし, 
採取する
小プラスチックチューブ(2ml以下)
に入れる (疱 2～3個分を)
→実験室まで輸送

2) 水疱・膿疱蓋： 小ピンセットと先の丸いはさみを用いてはがし,
①小プラスチックチューブに入れる→実験室まで輸送
②あるいはスポットスライドガラスにスタンプする

(蓋の内側を)→乾燥後アセトン固定10分間
(この操作はすべて安全キャビネット内で実施する)
→乾燥後, プラスチック箱に入れ, -20℃以下で保存

NIID



検体の採取

痂皮 (Scab)の処理

(拡大）
① 小プラスチックチューブにPBSを1ml

入れ痂皮を入れて室温で静置
② 1～2時間でほぐれる
③ ほぐす： ヤキトリの串が一番良い

(ガラスは使わない)
④ 更に30分ほど静置
⑤ 痂皮の外皮部分をピンセットでつま

み, チューブ内の液中で中身 (あん
こ部分) が出るよう震とうさせる

⑥ あとは, ⅰ) 塗抹して抗原検査
ⅱ) PCRで遺伝子検出に用
いる

PBS

痂皮
(Scab)

外側部
はずす

滅菌処理

1. ウイルス学的検査 2. 病理学的検査
10%緩衝ホルマリン
に入れる

NIID



検体採取器具

NIID



額の病巣の塗抹採取

NIID



ピンセットとはさみで蓋をはがす

NIID



スライドガラスを病巣にあてるスライドガラスを病巣にあてる

NIID



ウイルス抗原 (水疱内容)

NIID



水痘ウイルス抗原

NIID



電顕材料採取

NIID



NIID

ウイルス粒子 （1975. 我が国最後の輸入例）



ネガティブ染色電子顕微鏡ネガティブ染色電子顕微鏡 ワクシニアワクシニア

NIID CDC CDC



電顕によるポックからのウイルス粒子の検出

Vaccinia Lister Variola major #48 Variola major #50 Variola minor #64

1975年から2%ホルマリン液に保存されているCAMの超薄切片の電顕像

NIID



痂皮 ホルマリン固定 HE染色

NIID



痂皮でのウイルス抗原検出

NIID



痘そうウイルス遺伝子検出PCR

I) ホルマリン固定材料からの痘そうウイルスDNA
の検出

II) リアルタイムPCRによる痘そうウイルスとワクチ
ニアウイルスの迅速鑑別

III) オルソポックスウイルスの鑑別PCRの検出



検体の輸送

感染性材料（病原体等及び診断用のヒトあるいは動
物の検体）の輸送に関するマニュアル（持参の場合）

病院,診療所等から研究所へ持参,輸送する場合に該当する。
安全輸送に関する原則は、持参の場合においても航空輸送や
国際輸送の場合と同じである。一般の輸送条件下で、輸送物
が包装容器から漏れ出る可能性があってはならない。



感染性材料の持参輸送に用いる容器
（１）基本型三重包装容器を用いる。

容器は次の三層から成るものを用いる。
①一次容器。感染性材料を入れてラベルを貼った防水性、密

封性の主容器である。この容器は破損に備えて、液体全部
を吸収するのに十分な量の吸収材によって包まれる。

②二次容器。一次容器を収納して保護するための二番目の容

器で、丈夫防水性、密封性があるものとする。この中には包
んだ一次容器を複数入れてもよい。複数の一次容器の間に
入れる緩衝材として、さらに十分な量の吸収材を使わなけ
ればならない。

③外側容器（三次容器）。輸送中に物理的な損傷や水などの

外部影響から二次容器とその中身を守るためのものであり、
外側容器（三次容器）の中に二次容器を収める。
検体データ様式、書面その他、検体を識別または説明する

ための情報及び、送り主と受取人を特定する情報を二次容
器の外側に貼りつけるものとする。



感染性材料の輸送法 (持参の場合）

感染性材料は三層に包装する

一次容器
二次容器

外側容器 （三次容器）

注意：密封性の容器には
ドライアイス等は絶
対に入れないこと

感染研連絡先

感染研連絡先

ラベル
二次容器を外側
容器 (三次容器)
に入れて封をする

NIID



ＷＨＯ，Laboratory 
Biosafety Manual 2nd

editionに示されている、
郵送のための包装法

二次容器の例
二次容器には次の表示を行う。
① 受取人の名称、住所、電話番号、Fax番号
② 送り主の名称、住所、電話番号、Fax番号
③ 包装物の数、内容品の詳細、重量等

外側容器（三次容器）の例

外側容器（三次容器）には次の表示を行う。

1. 国際感染性物質ラベル（バイオハザードマーク）

2. 感染研連絡先



天然痘のワクチン接種（＝種痘）

1. ワクチン

2. 接種の仕方

3. 副反応、副作用



ジェナー 種痘像
（ジェノア博物館）
（加藤四郎大阪大
学名誉教授提供



天然痘ワクチン

ワクチンの市場から撤去1983年

弱力化した菌株 – 日本1975年

米国における定期予防接種の中止1971年

二又針の認可1965年

凍結乾燥法1940年代

牛を使用してワクチンを生産1805年

エドワードジェンナーがワクチンを発明1796年



天然痘ワクチン

• ワクチンは、生ワクシニアウイルスである。

• ウイルスは、家族あるいは密接な接触があった者に
伝播することがある。

• 予防接種を施行する際には、禁忌に関して注意して
スクリーニングする必要がある。

• 予防接種を予定している人の同居家族に禁忌疾患
が認められ場合には、予定している人に対しても禁
忌とされる。



天然痘ワクチン有効性の根拠

1.一定の（定型的）臨床経過
（紅斑→丘疹→水疱→濃庖→痂皮）

2.中和抗体（Neutralizing Antibody）
3. HI抗体（Hemagglutination Inhibition Antibody）

（WHO, 2003）



種痘用ワクチン LC16m8

我が国のワクチン株は1975年代初期に製造
承認された細胞培養痘瘡ワクチンである。（当
時として世界唯一）
原株リスター株を初代培養ウサギ腎細胞で継
代培養（低温30℃、30代）し、プラッククローニ
ングを行った（6代＋3代）ものをシードウイル
スとしている（LC16m8）。
製造所：千葉県血清研究所→化血研（2002）



LC16m8ワクチンが他より優れている理由

1. 免疫原性は他と同様にある。（有効性高）
（臨床経過、中和抗体、血球凝集阻止試験）

2. 神経毒性がきわめて低い。（無い？）（安全性高）
中枢神経系への侵襲性が低い。
（副反応、副作用がきわめて低い。）

3. 臨床症状が軽い。（発熱、発疹等）



Smallpox Vaccine 各国の開発・製造状況（2003． ）

1. 米国：NYBH株 (1) ワクチンシード／MRC5細胞
プラッククローニング (Acambis)
(2) ワクチン製造／Vero細胞 (Baxter)

2. ドイツ：Lister株をCEFで増殖；MVA考慮
3. フランス：Lister株をCEFで増殖(Aventis)
4. オランダ：Lister株を従来通り仔牛皮膚で
5. ブラジル：Lister株をCEFで増殖
6. 中国：Temple of Heaven ①仔牛皮膚 ②CEF
7. ロシア：①仔牛皮膚 ②CEF考慮中

8. 英国：旧いワクチンを再製造する気はない。
9. 日本：LC16m8株（PRK細胞）



NIIDNIID



ワクチン接種

針

血管

網状層

マルピーギ層

角質層

表
皮

真
皮 乳頭層

CDC



二又針による接種

WHO



１．ワクチン接種前に、二又針で刺す回数を添
付文書で確認すること。

２．接種部位：上腕あるいは前腕皮内

ワクチン接種法



二又針

•針は皮膚に直角に動かす。

•直径5mm程度の範囲で、約3秒間に刺す。

•皮膚が凹む程度の力を加える。

接種法

NIID



患者の皮膚に触れ
た針は、決して、ワ
クチン溶液に再び
浸さないこと。

CDC



使用済みの針は速やかに専用の廃棄ビ
ンに入れる。 CDC



接種10-20秒後に微量の出血が認められ

る。 CDC



第0日 第3日 第7日 第10日 第14日

初回接種後：二又針接種法

再接種後：二又針接種法

CDC



初種痘者における病巣の進行 CDC



• 接種部位に「ジェンナー」水疱

• 通常、接種後2週目に腋窩リンパ節の腫れ

および圧痛：
– 初回接種の15%-20%
– 再接種の0%-15%

• 一般的に発熱および倦怠感

予防接種に対する臨床的反応



予防接種に対する臨床的反応

21 日痂皮落屑

14 日痂皮

8-12 日紅斑最大

7-11 日膿疱

5-6 日水疱

3 日丘疹

接種後日数症状／徴候

*初回接種後の典型的な反応



• ワクチンに関する情報：

– 天然痘ワクチン

– 免疫系の問題

– 皮膚症状

– 妊娠

• チェックリスト

予防接種を希望する人のために



• 湿疹あるいはアトピー性皮膚炎（現在あるいは
既往歴）患者およびこれらの患者と同居してい
る人

• 急性、慢性、あるいは剥離性皮膚疾患を有す
る患者あるいはこれらの患者と同居している人

• 生後１２ヵ月未満の乳幼児

• 中度から重度の急性疾患を有する人

非緊急時

天然痘ワクチン：禁忌および使用上の注意－Ｉ



• ワクチンあるいはワクチン成分に対する重度
のアレルギー反応の既往歴を有する人

• 免疫力が低下している人あるいは免疫力が
低下している人と同居している人

• 妊婦および妊婦と同居している人

• 授乳婦への接種は禁忌とされている。

非緊急時

天然痘ワクチン：禁忌および使用上の注意－ＩＩ



問診および情報：

• あなた、あるいは、家族が湿疹あるいは アトピー
性皮膚炎と診断されていますか?

• 湿疹/アトピー性皮膚炎は、一般に掻痒を伴う赤
い鱗状の2週間以上持続する発疹で、発症と寛解

を繰り返します。

• 家族にこのような発疹が認められたことがある場
合には、天然痘ワクチンを受けないでください。

ー湿疹およびアトピー性皮膚炎のスクリーニングー

天然痘ワクチン：禁忌および使用上の注意－ＩＩＩ



－免疫低下の理由ー

• 白血病

• リンパ腫

• 全身性悪性腫瘍

• 臓器あるいは幹細胞移植

• 体液性および細胞性免疫障害

• HIV感染

天然痘ワクチン：禁忌および使用上の注意－IV



－免疫力を低下させる治療法－

• アルキレート薬

• 代謝拮抗薬

• 放射線療法

• 高用量コルチコステロイド療法：
– >2 mg/kg/日投与、あるいは

– 14日以上の>20 mg/日投与

天然痘ワクチン：禁忌および使用上の注意－V



種痘用の副反応・副作用

？テロ対応の際なら許容しうるか？

1. 脳炎・脳症
2. 熱性痙攣
3. てんかん（後遺症）
4. 進行性・全身性ワクチニア
5. 髄膜炎・脊髄炎
6. てんかん
7. その他

～1974年までの乳幼児接種における結果～

（旧ワクチン）



種痘後中枢神経合併症
(脳炎 + 脳症) ～1973年 (旧ワクチ
ン）

( 10.3 ) 20.6 ( 14 ) 28 ( 70.9 ) 1,355,211 1973

( 1.7 ) 20.8 ( 2 ) 24 ( 61.2 ) 1,151,859 1972

( 3.2 ) 38.4 ( 3 ) 36 ( 50.3 ) 937,221 1971

( 13.4 ) 21.9 ( 11 ) 18 ( 43.9 ) 819,174 1970

( 2.5 ) 12.6 ( 3 ) 15 ( 64.7 ) 1,189,549 1969

( 4.3 ) 13.7 ( 5 ) 16 ( 70.5 ) 1,162,468 1968

( 7.3 ) 17.7 ( 7 ) 17 ( 60.6 ) 975,315 1967

( 2.8 ) 10.2 ( 3 ) 11 ( 67.3 ) 1,070,219 1966

( 7.1 ) 16.9 ( 8 ) 19 ( 68.0 ) 1,125,572 1965

:100万あたり (死
亡) 

脳炎 (死亡)初種痘年



• およそ10%において37.7℃以上の発熱

• 全身症状 （倦怠感、筋痛）

• 36%は、日常生活を行えないほど重症、あ

るいは、睡眠障害が認められる

感受性成人における天然痘ワクチン反応

米国 (旧ワクチンによるもの）



リンパ管炎を伴う激しい反応接種部位の二次細菌感染 多形性紅斑

ワクシニア性湿疹. 進行性ワクシニア

米国
旧ワクチン

CDC



• 鑑別診断：
– 多形性紅斑

– ワクシニア性湿疹

– 複数部位への不慮の接種

– 早期進行性ワクシニア

– 播種性ヘルペス

– 重度の水痘

全身性ワクシニア



種痘副反応・副作用（米国1968）／100万

MMWR Feb 21, 2003

重症だが生命には影響しない －10州－ 初種痘

1）事故的接種 529.2
2）全身性ワクチニア 241.5
3）多発性紅斑 164.6

935.3
生命に影響を与える

1）種痘後脳炎、脳症 12.3
2）進行性種痘疹 1.5
3）種痘性湿疹 38.5

52.3
死亡 1.5



種痘による心臓疾患合併（2003．Jan - March）（米国）

［The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)］

○ 被接種者25645名 医療関係者他（一般）
心疾患発生7名

○ 軍関係者への接種では心筋・外膜炎 10名（母数不明）

○ CDC：“心臓疾患のある人は接種を避けよ”（2003）

心筋梗塞 3名
狭心症 2名
心筋・外膜炎 2名

平均年齢50才
（うち女性5名）
既往症： 冠動脈疾患

高血圧、狭心症

(New Vaccine)



鑑別診断

1. 水痘、帯状疱疹 Varicella-Zoster Virus
2. 単純ヘルペス Herpes Simplex Virus (Type 

1, 2)
3. エンテロウイルス Enterovirus
4. 麻疹 Measles
5. 薬疹、アレルギー Drug rash, Allergy
6. 連鎖球菌、ブドウ状球菌 Streptococci, Staphylococci
7. 疥癬 Scabies
8. その他



詳細については

• CDC天然痘ウェブサイト：

www.cdc.gov/smallpox

• 米国予防接種プログラムウェブサイト：

www.cdc.gov/nip


