
　大西　片山先生、ノロウイルス感染
症についてうかがいたいと思います。
まずどんなウイルスなのでしょうか。
　片山　電子顕微鏡で５万倍ぐらいに
拡大しないと見えないウイルスなので
すが、耳かき１杯の便の中にだいたい
１億個ぐらい、非常に大量の排泄のあ
るウイルスです。感染力が強くて、だ
いたい1,000個ぐらいの粒子を口の中に
入れてしまいますと感染が成立してし
まうという特徴があります。
　大西　これは種類というか、サブタ
イプとかはあるのでしょうか。
　片山　ノロウイルスは全体に大きく
５つのグループに分かれています。こ
のうち、ヒトに感染するウイルスは、
ヒトノロウイルスと呼んでいて、グル
ープ１（GⅠ）、グループ２（GⅡ）、グ
ループ４のウイルスになります。主に
GⅡのウイルスがノロウイルス患者さ
んの９割から検出されます。GⅡの中
には、さらにジェノタイプと呼ばれる
細かく分かれた遺伝子型があり、互い
に抗原性が異なっているのですけれど

も、この遺伝子型が22種類あります。
　大西　かなりたくさんあるのですね。
それでは次に疫学的なことをうかがい
たいのですが、たしか2006年頃、かな
り患者さんがたくさん出て問題になっ
たことがありますが、流行などのこと
を教えていただけますか。
　片山　ノロウイルスは主に冬季に大
流行するウイルスとして有名です。皆
さん、食中毒、冬季食中毒のウイルス
としてはご存じだと思います。ノロウ
イルスは９月１日から翌年の８月31日
までで１シーズンと数えます。なぜか
というと、冬に流行があるからです。
この１シーズンの中で、2006～2007年
シーズン、これがGⅡの遺伝子型４番、
GⅡ.４が大流行した年として特に有名
です。メディアでもかなり話題になり
ました。その後も実は2012年にGⅡ.４
の大流行が再びありまして、これは史
上２番目の流行になりました。
　新しい遺伝子型が登場すると大流行
するという記録があるのです。2015年
の冬はGⅡ.４からGⅡ.17という新しい

型に移りつつあるという傾向が報告さ
れていますので、流行シーズンの立ち
上がりから少し注意が必要です。
　大西　夏場に胃腸炎といいますか、
下痢の方がいらっしゃいましたけれど
も、多少ノロウイルスとも関係ある方
もいるのですか。
　片山　夏場でもゼロにはならないの
です。ですから、食中毒として報告さ
れてくる事例の10％ぐらいがノロウイ
ルスだったりします。
　大西　そうしますと、冬は要注意と
いうことですね。
　片山　そうです。10～11月の後半ぐ
らいですけれども、ノロウイルスの流
行の立ち上がりがありますので、この
時期にどの型が流行するのかは特に注
意する必要があります。
　大西　生ガキとよくいわれますけれ
ども、患者さんへの感染源はそういっ
たものが多いのでしょうか。
　片山　昔はそのようにいわれていた
のですが、実はノロウイルスはヒトか
らヒトへと媒介するウイルスで、二枚
貝からの直接感染事例は非常に少ない
のです。全体の５％に満たないと思い
ます。
　大西　症状は、典型的にはどうなる
のでしょうか。
　片山　典型的には、最初におなかの
風邪といわれるように、微熱が出たり
することもあります。主には気持ちが
悪くなる、おなかが痛くなるのが最初

の症状です。その症状が過ぎると、非
常に激しい下痢に襲われます。この下
痢は、５～10分に１回ぐらいお手洗い
に行かないといけないぐらいの高頻度
の下痢です。非常に症状が重い場合、
脱水症状をきたすことがありますので、
点滴が必要になることもあります。
　大西　診断は、現場ではどのように
つけたらよいでしょうか。
　片山　現場では、実は保険適用され
た検出キットが市販化されています。
この診断キットは３歳未満、65歳以上
という保険適用の範囲がありますけれ
ども、病院で、また医院で、５～15分
ぐらいで診断が可能となっていますの
で、細菌感染症との鑑別診断には非常
に有用なキットだと思います。
　大西　冬場は、ロタウイルスなどい
ろいろはやりますものね。
　片山　そうですね。
　大西　かなり簡便なキットができた
と。
　片山　そうですね。ロタウイルスと
同じような状況になったということで
す。
　大西　治療はやはり対症療法が中心
になるのでしょうか。
　片山　普通、健康な大人の方、つま
り成人の場合は対症療法で問題ありま
せん。ただし、補水に注意していただ
く必要があります。３歳未満、65歳以
上の患者さんに対しては、脱水に対す
る警戒が特に必要ですので、医師のほ
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　大西　片山先生、ノロウイルス感染
症についてうかがいたいと思います。
まずどんなウイルスなのでしょうか。
　片山　電子顕微鏡で５万倍ぐらいに
拡大しないと見えないウイルスなので
すが、耳かき１杯の便の中にだいたい
１億個ぐらい、非常に大量の排泄のあ
るウイルスです。感染力が強くて、だ
いたい1,000個ぐらいの粒子を口の中に
入れてしまいますと感染が成立してし
まうという特徴があります。
　大西　これは種類というか、サブタ
イプとかはあるのでしょうか。
　片山　ノロウイルスは全体に大きく
５つのグループに分かれています。こ
のうち、ヒトに感染するウイルスは、
ヒトノロウイルスと呼んでいて、グル
ープ１（GⅠ）、グループ２（GⅡ）、グ
ループ４のウイルスになります。主に
GⅡのウイルスがノロウイルス患者さ
んの９割から検出されます。GⅡの中
には、さらにジェノタイプと呼ばれる
細かく分かれた遺伝子型があり、互い
に抗原性が異なっているのですけれど

も、この遺伝子型が22種類あります。
　大西　かなりたくさんあるのですね。
それでは次に疫学的なことをうかがい
たいのですが、たしか2006年頃、かな
り患者さんがたくさん出て問題になっ
たことがありますが、流行などのこと
を教えていただけますか。
　片山　ノロウイルスは主に冬季に大
流行するウイルスとして有名です。皆
さん、食中毒、冬季食中毒のウイルス
としてはご存じだと思います。ノロウ
イルスは９月１日から翌年の８月31日
までで１シーズンと数えます。なぜか
というと、冬に流行があるからです。
この１シーズンの中で、2006～2007年
シーズン、これがGⅡの遺伝子型４番、
GⅡ.４が大流行した年として特に有名
です。メディアでもかなり話題になり
ました。その後も実は2012年にGⅡ.４
の大流行が再びありまして、これは史
上２番目の流行になりました。
　新しい遺伝子型が登場すると大流行
するという記録があるのです。2015年
の冬はGⅡ.４からGⅡ.17という新しい

型に移りつつあるという傾向が報告さ
れていますので、流行シーズンの立ち
上がりから少し注意が必要です。
　大西　夏場に胃腸炎といいますか、
下痢の方がいらっしゃいましたけれど
も、多少ノロウイルスとも関係ある方
もいるのですか。
　片山　夏場でもゼロにはならないの
です。ですから、食中毒として報告さ
れてくる事例の10％ぐらいがノロウイ
ルスだったりします。
　大西　そうしますと、冬は要注意と
いうことですね。
　片山　そうです。10～11月の後半ぐ
らいですけれども、ノロウイルスの流
行の立ち上がりがありますので、この
時期にどの型が流行するのかは特に注
意する必要があります。
　大西　生ガキとよくいわれますけれ
ども、患者さんへの感染源はそういっ
たものが多いのでしょうか。
　片山　昔はそのようにいわれていた
のですが、実はノロウイルスはヒトか
らヒトへと媒介するウイルスで、二枚
貝からの直接感染事例は非常に少ない
のです。全体の５％に満たないと思い
ます。
　大西　症状は、典型的にはどうなる
のでしょうか。
　片山　典型的には、最初におなかの
風邪といわれるように、微熱が出たり
することもあります。主には気持ちが
悪くなる、おなかが痛くなるのが最初

の症状です。その症状が過ぎると、非
常に激しい下痢に襲われます。この下
痢は、５～10分に１回ぐらいお手洗い
に行かないといけないぐらいの高頻度
の下痢です。非常に症状が重い場合、
脱水症状をきたすことがありますので、
点滴が必要になることもあります。
　大西　診断は、現場ではどのように
つけたらよいでしょうか。
　片山　現場では、実は保険適用され
た検出キットが市販化されています。
この診断キットは３歳未満、65歳以上
という保険適用の範囲がありますけれ
ども、病院で、また医院で、５～15分
ぐらいで診断が可能となっていますの
で、細菌感染症との鑑別診断には非常
に有用なキットだと思います。
　大西　冬場は、ロタウイルスなどい
ろいろはやりますものね。
　片山　そうですね。
　大西　かなり簡便なキットができた
と。
　片山　そうですね。ロタウイルスと
同じような状況になったということで
す。
　大西　治療はやはり対症療法が中心
になるのでしょうか。
　片山　普通、健康な大人の方、つま
り成人の場合は対症療法で問題ありま
せん。ただし、補水に注意していただ
く必要があります。３歳未満、65歳以
上の患者さんに対しては、脱水に対す
る警戒が特に必要ですので、医師のほ
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うから、どのような補水をするのかに
ついて丁寧に指導していただく必要が
あると思います。
　大西　補水に関しては何か推奨され
るものがあるのでしょうか。普通の水
でいいのですか。
　片山　一般的に市販されているよう
なイオン飲料のようなものをお湯で半
分ぐらいに薄めて、飲めるようでした
ら、少量ずつでかまいませんのででき
るだけ高頻度に飲んでいただくとよい
と思います。
　大西　投薬はどうなのでしょうか。
下痢止めなどは使わないほうがいいよ
うにも思うのですけれども。
　片山　先生がおっしゃるとおりで、
細菌感染症と違いますので、下痢止め、
抗生物質等は逆に効果がありません。
何もしないのが一番かと思います。
　大西　基本的には補水、補液ですか。
　片山　早めに体から出す方向に考え
ていただければよいかと思います。
　大西　通常の経過ですと、何日ぐら
いで快方に向かいますか。
　片山　通常は２～３日で寛解します。
　大西　小児と大人では症状に差があ
りますか。
　片山　小児のほうが長引く傾向があ
ります。お年寄りも少し長引く傾向が
あります。
　大西　ヒトからヒトへの感染力が強
そうですけれども、ノロウイルスにな
った場合は、例えば学校への出席や会

社への出勤などの注意は何かいります
か。
　片山　症状の一番重い時期は下痢の
激しい時期ですけれども、とても外へ
出られる状況ではありませんので、多
分問題はありません。症状がなくなっ
てからも約１週間ぐらいはノロウイル
スの排泄が認められますので、できる
だけ排泄物が飛び散らないように注意
をしていただくとよいでしょう。
　大西　そういう注意をしていただけ
ば、学校に行ったりは、落ち着いてく
れば可能ということですね。
　片山　そうですね。
　大西　排泄物によく注意する。次に
予防ですけれども、ワクチンなどはま
だないのでしょうか。
　片山　ワクチンについては、すでに
開発中のものが幾つかあります。ただ、
感染を完全にブロックするようなタイ
プではありません。症状を軽減させる
とか、症状が出ないようにするワクチ
ンの開発が進められています。多分こ
こ３～５年ぐらいの間には市場に出て
くるだろうと思います。
　大西　流行しているときに、日常生
活で気をつけたほうがいいことはあり
ますか。
　片山　予防という観点からですと、
意外に効果があるのが丁寧な手洗いで
す。この手洗いについては、食べ物を
さわる前と考えていただけると非常に
効果的です。食べ物を食べる前ではな

くて、食べ物に触れる前です。
　大西　汚れた手で触れてはいけない
ということですね。
　片山　その汚れた手で触れたものを
媒介して感染が広がっていきますので、
必ず手をきれいにしてから食べ物に触
れることです。
　大西　よく洗うとは、一般の人がわ
かるようなかたちだと、どれくらいよ
く洗えばよいのでしょうか。30秒ぐら
い洗うといわれますけれども。
　片山　目安として何分間、どれぐら
い、どのようにして洗うといわれてい
ますが、最も簡単な指標として使える
のは、石けんを手につけて洗い、流水
でそれが落ち切るまで洗っていただく
のがよい指標になります。
　大西　確かに丁寧に洗わないと取れ
ないですからね。
　片山　そうです。
　大西　吐物や排泄物の処理や消毒な
どはどのように気をつけたらよいです
か。
　片山　吐物や排泄物にはウイルスが
たくさん含まれていますので、できる
だけ飛び散らないように、まずは最初、
新聞紙等で覆っていただいて、拭き取

っていただくことです。静かに拭き取
ったあとに、次亜塩素酸ナトリウムの
希釈したものでさらに拭いていただく。
これが最も効果的です。ただ、次亜塩
素酸ナトリウムというとわかりにくい
のですが、皆さんがご家庭でお使いに
なられている塩素系の漂白剤を500㎖
のペットボトルにキャップ２杯分を入
れて、口まで水を入れると、ちょうど
いい液体になります。これを使って拭
き取っていただくとよいかと思います。
　大西　それはわかりやすいですね。
エタノールとか、あの辺は効かないと
考えてよいのでしょうか。
　片山　エタノールが効くかどうかに
ついては、実はなかなか検証ができな
いのです。ノロウイルスを増やせる細
胞がないので、消毒したあとにノロウ
イルスが生きているか、死んでいるか
の判断ができないわけです。エタノー
ルは今までの経験上、あまり効果が期
待できないものと考えていただくのが
よいでしょう。次亜塩素酸ナトリウム
で消毒していただくのが最も確実な方
法だと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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うから、どのような補水をするのかに
ついて丁寧に指導していただく必要が
あると思います。
　大西　補水に関しては何か推奨され
るものがあるのでしょうか。普通の水
でいいのですか。
　片山　一般的に市販されているよう
なイオン飲料のようなものをお湯で半
分ぐらいに薄めて、飲めるようでした
ら、少量ずつでかまいませんのででき
るだけ高頻度に飲んでいただくとよい
と思います。
　大西　投薬はどうなのでしょうか。
下痢止めなどは使わないほうがいいよ
うにも思うのですけれども。
　片山　先生がおっしゃるとおりで、
細菌感染症と違いますので、下痢止め、
抗生物質等は逆に効果がありません。
何もしないのが一番かと思います。
　大西　基本的には補水、補液ですか。
　片山　早めに体から出す方向に考え
ていただければよいかと思います。
　大西　通常の経過ですと、何日ぐら
いで快方に向かいますか。
　片山　通常は２～３日で寛解します。
　大西　小児と大人では症状に差があ
りますか。
　片山　小児のほうが長引く傾向があ
ります。お年寄りも少し長引く傾向が
あります。
　大西　ヒトからヒトへの感染力が強
そうですけれども、ノロウイルスにな
った場合は、例えば学校への出席や会

社への出勤などの注意は何かいります
か。
　片山　症状の一番重い時期は下痢の
激しい時期ですけれども、とても外へ
出られる状況ではありませんので、多
分問題はありません。症状がなくなっ
てからも約１週間ぐらいはノロウイル
スの排泄が認められますので、できる
だけ排泄物が飛び散らないように注意
をしていただくとよいでしょう。
　大西　そういう注意をしていただけ
ば、学校に行ったりは、落ち着いてく
れば可能ということですね。
　片山　そうですね。
　大西　排泄物によく注意する。次に
予防ですけれども、ワクチンなどはま
だないのでしょうか。
　片山　ワクチンについては、すでに
開発中のものが幾つかあります。ただ、
感染を完全にブロックするようなタイ
プではありません。症状を軽減させる
とか、症状が出ないようにするワクチ
ンの開発が進められています。多分こ
こ３～５年ぐらいの間には市場に出て
くるだろうと思います。
　大西　流行しているときに、日常生
活で気をつけたほうがいいことはあり
ますか。
　片山　予防という観点からですと、
意外に効果があるのが丁寧な手洗いで
す。この手洗いについては、食べ物を
さわる前と考えていただけると非常に
効果的です。食べ物を食べる前ではな

くて、食べ物に触れる前です。
　大西　汚れた手で触れてはいけない
ということですね。
　片山　その汚れた手で触れたものを
媒介して感染が広がっていきますので、
必ず手をきれいにしてから食べ物に触
れることです。
　大西　よく洗うとは、一般の人がわ
かるようなかたちだと、どれくらいよ
く洗えばよいのでしょうか。30秒ぐら
い洗うといわれますけれども。
　片山　目安として何分間、どれぐら
い、どのようにして洗うといわれてい
ますが、最も簡単な指標として使える
のは、石けんを手につけて洗い、流水
でそれが落ち切るまで洗っていただく
のがよい指標になります。
　大西　確かに丁寧に洗わないと取れ
ないですからね。
　片山　そうです。
　大西　吐物や排泄物の処理や消毒な
どはどのように気をつけたらよいです
か。
　片山　吐物や排泄物にはウイルスが
たくさん含まれていますので、できる
だけ飛び散らないように、まずは最初、
新聞紙等で覆っていただいて、拭き取

っていただくことです。静かに拭き取
ったあとに、次亜塩素酸ナトリウムの
希釈したものでさらに拭いていただく。
これが最も効果的です。ただ、次亜塩
素酸ナトリウムというとわかりにくい
のですが、皆さんがご家庭でお使いに
なられている塩素系の漂白剤を500㎖
のペットボトルにキャップ２杯分を入
れて、口まで水を入れると、ちょうど
いい液体になります。これを使って拭
き取っていただくとよいかと思います。
　大西　それはわかりやすいですね。
エタノールとか、あの辺は効かないと
考えてよいのでしょうか。
　片山　エタノールが効くかどうかに
ついては、実はなかなか検証ができな
いのです。ノロウイルスを増やせる細
胞がないので、消毒したあとにノロウ
イルスが生きているか、死んでいるか
の判断ができないわけです。エタノー
ルは今までの経験上、あまり効果が期
待できないものと考えていただくのが
よいでしょう。次亜塩素酸ナトリウム
で消毒していただくのが最も確実な方
法だと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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