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2014年、H5N6 型インフルエンザウィルスへの初のヒト感染が報道されて以来、 H5N6は、我が国及び

東南アジア諸国の家禽中でアウトブレイクをしており、ヒトへの感染例も持続的に見つかっている。H5N6

は、一種の新型インフルエンザウィルスとして、その起源や進化のメカニズム、及び流行の趨勢について

は、システムと研究の深掘りが不足していた。中国科学院のインフルエンザ研究・早期警報センターは、

高福院士のリーダーシップ下、中国科学院微生物研究所病原微生物・免疫性重点実験室及び武漢ウィルス

所、深圳市第三人民医院、泰山医学院、吉林大学、福建農林科学院などのメンバーとの密接な協力により、

2014年から我が国の 16省・地区 39市県の鳥インフルエンザウィルスの流行状況にたいして持続的にモニ

タリングを行ってきた。 モニタリングのデータで、我が国の北方地区では H9N2 が主になり、長江デル

タや渦中、華南地区では一定の比率で H7N9が存在、長江デルタ及び、それ以南の地域では H5N6の比率

が高まり、H5N1 に取って代わる流行ウィルス株となってきている。 ウィルスと宿主の関連性分析によ

れば、アヒルのグループに対しては、H5N6と H6N6が主なウィルス亜型となっており； ニワトリに対

しては、H9N2 が流行の主役となっている。 アヒルのグループが、H5N6の発生及びその伝播過程におい

て重要な作用を持っているといったことが分かった。 

 

 
 

さらなる遺伝的原因と遺伝の進化に関する分析によれば： H5N6 は H5Nyと H6N6の再集合によるも

ので； H5と H6 の遺伝子組み合わせには進化の特異性が看られ； 内部遺伝子はウィルスの流行中、伝

播中、絶えず低病原性の鳥インフルエンザウィルスと再集合し、少なくとも 34種類の遺伝子タイプを形成

して、同時に、自然にふるいにかけられて 4種類の優性な遺伝子タイプ（G1、G2、G1.1、G1.2）に分かれ

るのだ。 G1 と G2 は最も早期に形成される遺伝子タイプであり、G1.1は G1の基礎上に H6ウィルスの

PB2遺伝子と再集合したもの、G1.2の内部遺伝子は H9N2/H7N9 から成立したものだ。現時点でヒトが感

染するウィルスは 4つの遺伝子タイプに分類される。 注目に値するのは、G1.2と H7N9、H10N8ウィル

スの遺伝子の組成は類似しており、少なくとも 5人のヒトに感染をしているということだ。 ヒトは主に

直接的に鳥類や汚染物に触れることで感染するが、未だにヒトヒト感染はおこっていない； 同時に、H5N6

ウィルスは既に豚や猫、野鳥中から分離発見されている。  H5N6は家禽や野鳥、哺乳類及びヒトに感

染し、我々に警鐘を鳴らしてくれているが、我々は、有効な予防管理措置を積極的に採ることにより、ウ



ィルスが家禽中で伝播する範囲が拡散することを阻止し、ヒトへの感染概率を低下させねばならない。 

本研究では、H5N6ウィルスの進化法則と流行の趨勢が明らかにされ、我が国及び世界の鳥インフルエ

ンザ予防管理の指導的意義をもたらした。 この成果は、国際的に権威のある学術誌『Cell Host & Microbe』

のウェブ上で 2016年 12月 01日に発表された。 中国科学院のインフルエンザ研究・早期警報センター及

び中国科学院微生物研究所の微生物研究所のインフルエンザプラットフォームの責任者である華玉海を筆

頭著者に、武漢ウィルス所の陳全姣と微生物研究所の汪千力、武漢ウィルス所の陳建軍が第二著者となっ

ている。高福学士院会員は、第一通訳、中後光科学院微生物研究所の劉翟研究員や泰山医学院の史衛峰教

授と深圳市第三人民医院の劉映霞教授が共同通訳を担当した。 

 

 

中国科学院インフルエンザ研究・早期警

報センターは、中国科学院微生物研究所に

委託し、実行理事会指導下のセンターの所

長達が責任を負う体制をとった。 中国科

学院微生物研究所や北京生命科学学院、動

物研究所、生物物理研究所、武漢ウィルス

研究所、上海パスツール研究所、上海薬物

研究所、天津衛生所の優秀なグループが、

国家疾病管理センターウィルス予防管理

センターと共同で研究した。 早期警報セ

ンターは、国家ニーズへの貢献を決定し、

我が国において新発、突発しているインフ

ルエンザ流行の基礎、メカニズム、最前線

などの重要な科学的問題の解決に努める

ことで、我が国のインフルエンザなどの疾

病の予防管理と人民の健康を保証するた

め、理論的基礎を提供し、十分な貢献をし

た。 同センターが成立して以後、相次い

で H7N9や H10N8等の新型のインフルエ

ンザやジカウィルス、MERSなどの新発、

突発性感染症の研究をする中で、一連の成績を上げている。 

 
Highlights 
?Live poultry markets in China surveyed for avian influenza viruses during 2014–2016 

?H5N6 has replaced H5N1 as a dominant AIV subtype in southern China, especially in ducks 

?The HA and NA genes of H5N6 show apparent lineage-specific matching patterns 

?At least 34 distinct H5N6 genotypes noted, one responsible for five human infections 

 
Summary 
Constant surveillance of live poultry markets (LPMs) is currently the best way to predict and identify emerging avian 

influenza viruses (AIVs) that pose a potential threat to public health. Through surveillance of LPMs from 16 provinces and 

municipalities in China during 2014–2016, we identified 3,174 AIV-positive samples and isolated and sequenced 1,135 

AIVs covering 31 subtypes. Our analysis shows that H5N6 has replaced H5N1 as one of the dominant AIV subtypes in 

southern China, especially in ducks. Phylogenetic analysis reveals that H5N6 arose from reassortments of H5 and H6N6 

viruses, with the hemagglutinin and neuraminidase combinations being strongly lineage specific. H5N6 viruses constitute 

at least 34 distinct genotypes derived from various evolutionary pathways. Notably, genotype G1.2 virus, with internal 

genes from the chicken H9N2/H7N9 gene pool, was responsible for at least five human H5N6 infections. Our findings 

highlight H5N6 AIVs as potential threats to public health and agriculture. 

 

http://www.weidu8.net/wx/1007148078086841 
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中科院流感研究与预警中心在 H5N6 禽流感病毒起源和进化方面取得重大突破 
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自 2014 年首次报道人感染 H5N6 流感病毒以来，H5N6 不断在我国及东南亚国家家禽中暴发流行，并持续出现人

感染病例。H5N6 作为一种新型流感病毒，其基因起源、进化机制和流行趋势尚缺乏系统和深入的研究。中国科学

院流感研究与预警中心在高福院士的带领下，中国科学院微生物研究所病原微生物与免疫性重点实验室与武汉病毒

所、深圳市第三人民医院、泰山医学院、吉林大学、福建农林科学院等成员单位密切合作，自 2014 年起对我国 16

个省份和地区 39 个市县的禽流感流病毒流行状况进行持续监测。监测数据显示，我国北方地区主要以 H9N2 为主，

长三角、华中、华南地区有一定比例 H7N9 存在，而在长三角地区以南 H5N6 比重增大，逐渐取代 H5N1 成为优势流

行毒株。病毒与宿主相关性分析表明，H5N6 和 H6N6 是鸭群中主要流行的病毒亚型；而鸡群中则以 H9N2 流行为主。

鸭群在 H5N6 的产生和传播过程中发挥了重要作用。  

 

进一步的基因起源与遗传进化分析显示：H5N6 源于 H5Ny 与 H6N6 的重配；H5 和 N6基因的组合模式表现出进化谱

系特异性；内部基因在病毒的流行和传播中，不断与低致病力禽流感病毒重配，形成至少 34 种基因型，并且自然

筛选出 4 种优势基因型（G1、G2、G1.1、G1.2）。G1 和 G2 是最早形成的基因型，G1.1 在 G1 基础上重配了 H6 病毒

的 PB2 基因，G1.2 内部基因来源于 H9N2/H7N9。目前感染人的病毒分别属于此 4 种基因型。值得注意的是，G1.2

与 H7N9 和 H10N8 病毒基因组成形式类似，且至少造成 5 例人感染。人主要通过直接接触带毒禽类或污染物而感染，

尚未实现人→人传播；同时 H5N6 病毒已经在猪、猫、野鸟中被分离发现。H5N6 对家禽、野鸟、哺乳动物及人的感

染，给我们敲响了警钟，必须开展积极有效的防控措施，阻止病毒在家禽中的传播范围继续扩大，从而降低对人的

感染几率。  

 

本研究揭示了 H5N6 病毒的进化规律和流行趋势，对我国和世界禽流感的防控具有指导意义。该项成果作为封面

文章于 2016 年 12 月 1 日在线发表于国际权威学术刊物《Cell Host & Microbe》上。中国科学院流感研究与预警

中心、中国科学院微生物研究所流感技术平台负责人毕玉海为第一作者，武汉病毒所陈全姣、微生物研究所汪千力、

武汉病毒所陈建军为并列第一作者。高福院士为核心通讯作者，中国科学院微生物研究所刘翟研究员、泰山医学院

史卫峰教授、深圳市第三人民医院刘映霞教授为并列通讯作者。  

 

中国科学院流感研究与预警中心依托于中科院微生物研究所，实行理事会领导下的中心主任负责制。整合了中科

院微生物研究所、北京生科院、动物所、生物物理所、武汉病毒所、上海巴斯德所、上海药物所、天津工生所优势

团队，联合国家疾控中心病毒病预防控制所共同组建。预警中心立志服务于国家需求，着力解决我国新发、突发流

感疫情的基础性、机理性、前沿性等重大科学问题，为我国流感等疾病防控和保障人民健康提供理论基础，做出重

要贡献。该中心成立后，先后在 H7N9、H10N8 等新型流感病毒、寨卡、中东呼吸综合征等新发突发传染病研究中，

做出了一系列成绩。  
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?H5N6 has replaced H5N1 as a dominant AIV subtype in southern China, especially in ducks 

?The HA and NA genes of H5N6 show apparent lineage-specific matching patterns 
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Summary 
Constant surveillance of live poultry markets (LPMs) is currently the best way to predict and identify emerging avian 

influenza viruses (AIVs) that pose a potential threat to public health. Through surveillance of LPMs from 16 provinces and 

municipalities in China during 2014–2016, we identified 3,174 AIV-positive samples and isolated and sequenced 1,135 

AIVs covering 31 subtypes. Our analysis shows that H5N6 has replaced H5N1 as one of the dominant AIV subtypes in 

southern China, especially in ducks. Phylogenetic analysis reveals that H5N6 arose from reassortments of H5 and H6N6 

viruses, with the hemagglutinin and neuraminidase combinations being strongly lineage specific. H5N6 viruses constitute 

at least 34 distinct genotypes derived from various evolutionary pathways. Notably, genotype G1.2 virus, with internal 

genes from the chicken H9N2/H7N9 gene pool, was responsible for at least five human H5N6 infections. Our findings 

highlight H5N6 AIVs as potential threats to public health and agriculture. 
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