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年度の北海道におけるウイルス性胃腸炎の集団発生について

Outbreaks of Viral Gastroenteritis in Hokkaido in Fiscal Year 2000
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Surveillance of virus was carried out on 25 outbreaks of acute gastroenteritis which were occured in

Hokkaido, from April 2000 to March 2001. Outbreaks took place at schools, homes, homes for the aged,

hotels, homes for the handicapped, restaurants and hospitals. Total 318 stool samples from 25 out-

breaks were examined for the presence of human caliciviruses by reverse transcription polymerase

chain reaction (RT-PCR), and 286 of 318 stool samples were examined by electron microscopy (EM).

Further, 16 vomitus samples from 4 outbreaks, 64 food samples from ll outbreaks and 2 water samples

from 2 outbreaks were also examined for human caliciviruses by Nested PCR. The genomes of Norwalk

virus classified in the family Caliciviridae were detected in 19 outbreaks, and the genome of Sapporo

virus classified m the same was detected in one outbreak by RT-PCR. Moreover, virus particles were

identified by EM in these outbreaks excepted for one which detected the genome of Norwalk virus by

RT-PCR. Thus, we concluded that 19 outbreaks were caused by Norwalk viruses, and 1 outbreak was

caused by Sapporo virus. According to epidemiological survey, 17 of these 20 outbreaks were suspected

of food-borne infections, and 7 0f such outbreaks were associated with oysters and mainly occured during

winter season. Besides, 6 outbreaks were suspected that viruses were spread by person-to-person

transmission.

Keywords : viralgastroenteritis (ウイルス性胃腸炎); calicivirus (カリシウイルス); surveillance
(サーベイランス)

目　　　　　的

ウイルス性胃腸炎は,ウイルスの感染によって腹痛,堰

気,嘔吐及び下痢などの症状を呈する胃腸炎のことである.

わが国におけるウイルス性胃腸炎は,その9割がカリシウ

イルス科のノーウォークウイルス(NV)に起因すること

が判明している　　NVはヒトに経口感染し,消化管の粘

膜上皮で増殖後,吐物及び糞便とともに環境中に排出され

る.感染すると24～48時間の潜伏期を経て胃腸炎を起こす.

予後良好で,数日以内に回復する2).通常回復とともにウ

イルスは排出されなくなるが,まれに排出期間が数週間に

も及ぶ場合がある3).排出されたウイルスは感染者の手指

などに付着し周囲を汚染する. NVは環境中では不活化

されにくく,宿主に取り込まれると100個程度でも感染.

増殖しうる強力な伝播力を持つ4).従って,ひとたび感受

性を持つ集団に感染者が出現すると,感染者との接触によ

って二次的に感染が拡がり集団発生へと発展する場合があ

る.また,自覚症状のない不顕性感染を起こすことも特徴

である5).調理従事者が自らの感染を知らずに食品をウイ

ルスで汚染し,それを喫食することで感染が拡大する場合

もある.食品の汚染が原因である場合,患者の発生が短期

に集中し集団食中毒の様相を呈する.また, NVは貝類

の中腸腺に蓄積する.このため,例年,冬季における生カ

キの出荷時期に合わせて食中毒が多発する6).

1997年5月,わが国では食品衛生法施行規則が改正7)さ

れ食中毒が疑われる事例において細菌検査とともに胃腸炎

起因ウイルスも対象にした行政検査が実施されることにな

った.以降,北海道で発生した事例は当所においてウイル

ス検査が実施されている.ここでは, 2000年度に北海道で

起きたウイルス性胃腸炎の集団発生が疑われた25事例につ

いてウイルス検査の結果を報告する.

方　　　　　法

1.材　料

2000年度に北海道においてウイルス性胃腸炎の集団発生

が疑われ,検査を行った事例は25件あった.検査材料には,

糞便,吐物,食品及び飲料水が用いられた.内訳は,糞便

が25事例における318検体,吐物が4事例における16検体

であった.また,食品及び飲料水については事例に共通す

るもののなかから保健所より依頼のあった品目について行
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った.食品は11事例における64検体,飲料水は2事例にお

ける2検体であった.

2. RT-PCR法及び電子顕微鏡法

糞便についてはRT-PCR法及び電子顕微鏡法(EM法)

によって検索した. EM法は,糞便量が少量の検体を除

き286検体について実施した.吐物,食品及び飲料水につ

いては糞便に比べて含まれるウイルスが少量であると予想

されることから高感度なNested-PCR法によって検索し

た. EM法は,前報8)に従ってウイルス粒子の検索を行っ

た.検体からのRNA抽出にはISOGEN-LS (日本ジーン

社)を使用した.抽出方法は,図1に示したとおりである.

図1 ISOGEN-LSを用いたRNA抽出法

RT-PCR及びNested-PCRは, NVのgenogroupl (GⅠ)

及びⅡ (GⅡ)のそれぞれのポリメラーゼコード領域の一

部を増幅するプライマーペアを用いて行った.すなわち,

firstPCRはP1及びP39)のプライマーペア,　NV82

SM82の混合プライマー及びNV8110)のプライマーペアを

用いた.それぞれP3及びNV81を用いた逆転写反応の後,

94℃で5分間変性後. 94℃で30秒間. 45℃ (NV ･ SM82/81
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では42℃)で30秒間, 72℃で1分30秒間の反応を35サイク

ル行い,その後72℃で7分間加熱した. P1及びP3のプラ

イマーペアを用いたPCRによって得られた反応産物の

NestedPCRは, P1及びP29)のプライマーペア, NV

SM82及びNV81のプライマーペアを用いたPCRによって

得られた反応産物のNestedPCRは, Y1及びY29)のプラ

イマーペアを用いて行った.それぞれ94℃で5分間変性後,

94℃で30秒間, 45℃で30秒間, 72℃で1分30秒間の反応を

35サイクル行い,その後72℃で7分間加熱した.増幅産物

は塩基配列を決定しNV遺伝子であることを確認した.

EM法によってカリシウイルスが認められたにもかかわら

ずNV遺伝子が検出されなかった事例については,同科

に属し急性胃腸炎を引き起こすサッポロウイルス(SV)

の遺伝子検索をRT-PCR法によって行った11,12)用いた

プライマーはSV-r-c及びSapp36プライマーで, SV-r-c

プライマーを用いた逆転写反応の後, 94℃で3分間変性後,

94℃で1分間, 45℃で1分30秒間, 72℃で1分間の反応を

35サイクル行い,その後72℃で7分間加熱した.増幅産物

は塩基配列を決定しSV遺伝子であることを確認した.用

いたプライマーの塩基配列は表1に示した.

表1　カリシウイルス検出用プライマーとその塩基配列

結果及び考察

ウイルス性胃腸炎が疑われた25事例のうち3事例につい

ては,管轄保健所において原因菌が同定されたため当所で

のウイルス検査が途中で打ち切られた.原因菌が同定され

ずウイルスも検出されなかった事例は2事例であった.こ

の2事例は一般家庭及び宿泊施設でそれぞれ6月及び12月

に発生し,発症者が6～8名の小規模なものであった.宿

泊施設で発生した事例についてはカキの関与が疑われたが

検査材料が発症から9 ～10日後に採取されていたためウイ

ルス排出は既に終息し,検出には至らなかったものと思わ

れた.

発症者の糞便及び吐物からカリシウイルス粒子もしくは

その遺伝子が検出された20事例について発生時期,地区,

状況などを表2に示した.事例3を除く19事例ではNV

遺伝子が,事例3ではSV遺伝子が検出された. EM法で

は20事例中19事例において直径30 nm前後で粒子表面に特

徴的な構造が観察される当該ウイルスが確認された. EM

法によってカリシウイルスが確認された事例においては,

NVまたはSV遺伝子の検出が可能であった.この20事例

中EM法及びRT-PCR法の両法に供した糞便239検体の

うち, RT-PCR法のみで検出された検体は24検体あった.

一方, EM法のみで検出された検体は27検体であった.

カリシウイルスを電子顕微鏡で観察する場合,ウイルス粒

子は少なくとも106個以上必要である.このウイルス量は,

RT-PCR法によってウイルス遺伝子を検出する場合には

十分量であると考えられる.しかしながら, NV及びSV

の遺伝子は　genogroup内で約70%前後　genogroup間

では約45%前後の相同性しか得られないことから,限られ

た種類のプライマーを用いて行うRT-PCR法では,すべ

てのgenogroupを検出することは困難である.従って,

EM法及びRT-PCR法の結果が必ずしも一致しないのは

このためではないかと思われる.

食品媒介による集団発生が疑われた事例は　　2, 4,

5, 7～15及び17～20の17事例であった.これらの事例の

多くは発症者が短期間　1～2日間)に集中していた.原

因共通食として疑われた食品についてウイルス検査が可能

であった事例における検査品目及び検出結果を表3に示し

た.全事例のうちカキが原因食品であると疑われた事例は,

4, 5, 10, 11, 13, 14及び15の7事例であった.事例14

では,酢ガキからNV遺伝子のGⅠが検出された.この事

例における発症者の糞便から検出されたNV遺伝子は

GⅡBであり,酢ガキから検出されたNV遺伝子と一致し

なかった.しかしながら,カキには複数種のウイルスが濃

縮される13)ことから,この酢ガキにはどちらも濃縮され

ており,そのなかからGⅡBの遺伝子型を有するNVが発

症に関与したものと推測された.

事例4は宿泊施設の調理従事者が発症した事例であるが,

発症者は冷凍のカキフライを十分加熱せず芯が生の状態の

まま喫食していた.一方,十分に加熱したカキフライを喫

食した者からの発症者はみられなかった.冷凍によって食

品中に保存されたウイルスが,季節をこえて食中毒の原因

になる可能性を示した興味深い事例であった.その他のカ

キの関与が疑われた事例は,冬季に発生しており生カキの

喫食によるウイルス性胃腸炎を特徴づけるものであった.

事例1, 3, 6, 7,　及び19は,発症者の出現状況及

び聞き取り調査によって,ウイルスがヒトからヒトへ二次

感染によって蔓延した事例であると考えられた.それぞれ

の事例における発症者の出現状況を図2に示した.

事例1及び19は,それぞれ厚生施設において発生した事

例である.事例1は, 4月3日に入所者1名が発症, 4日

目に2名, 5日目には5名が発症し, 6及び8日目にそれ

ぞれ1名が発症した.この事例における入所者6名及び調

理従事者1名から検出されたNV遺伝子は同一のもので

あった.一方,事例19は, 2月16日に入所者2名が発症,

2及び3日目にそれぞれ2名が発症し, 4日目には7名,

6及び7日目にそれぞれ2及び1名が発症した.検出され
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たNV遺伝子の塩基配列を解析した結果,調理従事者1

名及び入所者4名がGⅠ,入所者1名がGⅡBに属するもの

であり複数のNVが発生に関与していたことが判明した.

表2　糞便及び吐物におけるカリシウイルス検出状況(2000年4月　～2001年3月)

患者発生後4日目または5日目に発症者数のピークがある

ことから,入所者の間では発症者との接触によってウイル

スが二次的に伝播したものと考えられた.また,両事例と

も食品からウイルス遺伝子は検出されなかったが,日常接

触する機会のない調理従事者及び入所者において同一の

NV遺伝子が検出されたことから,ウイルスが食品媒介性

に伝播した可能性も疑われた.両事例においてNVが検

-22-



出された調理従事者は,ともに不顕性感染であった.従っ

て,調理従事者が自らのウイルス感染に気付かず作業を続

けたことによって食品の汚染が慢性化し発生が長期に及ん

だ可能性も推測された･

表3　食品におけるノーウォークウイルス遺伝子の検査結果

図2　ウイルス性胃腸炎の二次感染が疑われた事例におけ

る患者発生状況

事例3は専門学校生が研修旅行中に急性胃腸炎を発症し

た事例である. EM法によって11名中5名の糞便に小型

で球状のウイルスが確認されたが,その形態はNVとは

明らかに異なっており,かつNV遺伝子に対するプライ

マーを用いたPCRにおいても遺伝子は検出されなかった.

そこで,カリシウイルス科に属し急性胃腸炎の原因となる

SVの遺伝子検索を試みた.その結果, 2名の糞便から

SV遺伝子が検出された.従って, SVの二次感染が引き

起こした集団発生と結論づけた. SVに起因する急性胃腸

炎の特徴については不明なことが多く,食品媒介による食

中毒との関係も明らかになっていない.今後もこのような

事例においては,急性胃腸炎の原因ウイルスとして検査を

実施し,継続的に監視する必要があるものと思われた.

事例6は,福祉施設で起きた事例である. 11月18日に入

所者2名が発症し,その後一週間に25名の入所者が発症し

た.一方,介護職員は11月20日, 21日及び25日に1名ずつ

3名が発症した.調理従事者における発症はなく,喫食状

況においても原因と思われる共通食品はなかった.入所者

についてはオムツを使用または便所を共用していたグルー

プが19日～23日に集団で発症しており,発症者の糞便から

検出されたNV遺伝子の塩基配列はすべて同一のもので

あった.従って,発症者との接触によってウイルスが蔓延

した事例であると考えられた.また,発症者数の増減がみ

とめられたことから,ウイルスは二次感染を繰り返したも

のと推測された.

事例7は,総合病院で発生した事例である.入院患者は

共通の院内給食を喫食したとのことであったが,原因とな

りうる食品は推定できなかった.一方,介護助手は院内給

食を喫食していなかったにも関わらず下痢症状を訴えてお

り,糞便からはNVが検出された.検出されたNV遺伝

子の塩基配列は入院患者から検出されたNV遺伝子の塩

基配列と100%一致していた.従って,介護助手からの二

次感染によってウイルスが蔓延した事例であると結論づけ

た.

事例8は家族参加型のイベントで起きた急性胃腸炎の集

団発生事例である.当初,同一食品を喫食後1～2日をお

いて発症していることなどの状況から食中毒が疑われた.

NV検査を行ったところ参加者の糞便及び吐物からNVが

検出された.一方,食品及び食品製造業者の糞便からは
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NVは検出されなかった.その後,下痢症状を呈する乳児

とその母親がイベントに参加しており,母親が会場内で乳

児のォムツを数回取り替えていたことが判明した.この乳

児の糞便から検出されたNV遺伝子の塩基配列は,発症

者の糞便から検出されたNV遺伝子の塩基配列と100%一

致していた.従って,乳児の下痢便に排泄されたNVが

オムツを交換したヒトの手などに付着して会場内を汚染し

感染が拡大した事例であると考えられた.

食品媒介が疑われる事例では原因食品の究明が重要であ

る.しかしながら,現時点では患者糞便から高率にウイル

スが検出される場合であっても食品からは検出される可能

性が低い.また,糞便においてもEM法によってウイル

ス粒子が観察されたにもかかわらず,より検出感度の高い

RT-PCR法によってウイルス遺伝子が検出されない検体

も多く存在する.今後,検出方法及び検出感度の検討なら

びに検出効率を向上させるための研究が必要であると思わ

れた.また,集団で日常生活をおくる施設などにおいては,

ヒトからヒトへの二次感染によって発生が長期化した事例

が多くみられた.発症者の糞便及び吐物が新たな感染源に

なり得ることを当事者によく理解してもらい,排泄物を処

理する場合は汚染を広げないための適切な対処法,手洗

い･うがいの励行などウイルスの蔓延防止にむけた対策を

可能な限り速やかに周知する必要があるものと考えられた･

要　　　　　約

2000年4月から2001年3月の間に北海道内で起きたウイ

ルス性急性胃腸炎の集団発生が疑われた25事例について,

ウイルス検査を実施した.検査材料には,糞便,吐物,食

品及び飲料水を用いた.内訳は,糞便が25事例における318

検体,吐物が4事例における16検体であった.また,食品

及び飲料水については事例に共通するもののなかから保健

所より依頼のあった品目について行った.食品は11事例に

おける64検体,飲料水は2事例における2検体であった.

糞便については, RT-PCR法及び電子顕微鏡法(EM法)

によって検索した. EM法は,糞便量が少量の検体を除き286

検体について実施した.吐物,食品及び飲料水については

Nested-PCR法によって検索した.その結果, RT-PCR

法によって19事例からカリシウイルス科のノーウォークウ

イルス, 1事例から同科のサッポロウイルスの遺伝子が検

出された.また, EM法では,ノーウォークウイルスの

遺伝子が検出された1事例を除いた19事例において当該ウ

イルスが検出された.食品または飲料水のウイルス検査を

行った11事例のうち, 1事例においてカキからノーウォー

クウイルス遺伝子が検出された.ウイルスが検出された20

事例のうち食品媒介による集団発生が疑われた事例は17事

例であり,このうちカキが関与していた事例は7事例であ

った.また,発症者の汚物処理などによってウイルスがヒ

トからヒトへ伝播したことが疑われた事例は6事例であっ

た.一方, 25事例中3事例においては原因菌が同定された

ためウイルス検査は途中で打ち切られ, 2事例においては

原因となる病原体は検出されなかった.

本報告をまとめるにあたり,御協力いただきました北海

道保健福祉部食品衛生課及び保健予防課ならびに各保健所

の皆様に深謝いたします.
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