
　池脇　あります。低下率というのは
正規分布しないことが知られています。
とてもよく効く方もいらっしゃれば、
効かない方もいらっしゃるのは、スタ
チンに特徴的なのかどうかわかりませ
んけれども、以前からいわれています。
　山内　民族差が随分あるような気も
しますが、いかがでしょうか。
　池脇　民族差に関しては、だいたい
どこのデータを見てもそういう傾向が
あるのは事実ですので、あまりないと
思います。
　山内　アメリカなどでは随分高投与
量が見られるような気がするのですが。
　池脇　そうなのです。アトルバスタ
チンですと、欧米では80㎎ですから、
とんでもなく大量にのむのですが、そ
れでも下がらない方もいらっしゃるの
も事実です。おそらくそういう方は、
もともと細胞の中のコレステロール合

成が低く抑えられている方、逆にいう
とコレステロール吸収が亢進している
方はあまりスタチンは効かないです。
　山内　ちなみに、家族性のものと過
食によるものは純然と分けられないケ
ースもあるのですが、どちらのほうが
効きやすいとかのデータはあるのでし
ょうか。
　池脇　それはあまりないと思います。
　山内　基本的には酵素系に関して同
じような動きになってきてしまってい
る。
　池脇　そうだと思います。
　山内　そのあたりの個人差の問題が
もう少し詰められていって、よりよく
個々人にマッチした治療法が出てくる
と、本日の質問のあたりもより適切な
答えが出てくるという感じですね。
　池脇　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　山内　ノロウイルスといいますと、
イメージ的には非常に激しい嘔吐、下
痢、だけども比較的すっきりといいま
すか、数日で急速な改善が得られる。
これは一つの病態、病型としては間違
いないでしょうか。
　片山　ほぼ間違いないですね。あま
り重篤になることはありません。
　山内　この三大症状として、嘔吐と
水溶性の下痢と熱があると思うのです
が、このあたりは必ずそろうようなも
のなのでしょうか。
　片山　いえ、違います。発熱だけで
終わる方もいますし、胃腸炎症状を呈
する方ももちろんいるのです。胃腸炎
症状に対しても、嘔吐と下痢がセット
になっているわけではなくて、下痢だ
けの方もいますし、嘔吐だけで済んで
しまって、あとは軽い下痢みたいなか
たちで、少しおなかが緩いかなぐらい

で済んでしまう方もいるようです。
　山内　極端にいうと、本当に１日ぐ
らいで治ってしまうケースもあるとい
うことでしょうか。
　片山　あまり感じないケースもあり
ますし、不顕性感染といい、症状が出
ない場合もあります。感染された方が
すべて発症するわけではないのです。
　山内　例えば、午前中だけ下痢をし
たとかいうケースもあるのでしょうか。
　片山　わりと軽い感染の方はおそら
くあると思います。
　山内　むろん病院に来ないからわか
らないのですけれども、可能性として
はあるのですね。
　片山　ありますね。
　山内　ノロウイルスでよく知られて
いるのが、症状が非常に激しいケース
でも、今お話があったように、非常に
短期間ですっとよくなってしまう。切

ノロウイルス

国立感染症研究所ウイルス第二部第一室長
片　山　和　彦

（聞き手　山内俊一）

　ノロウイルスについてご教示ください。
＜千葉県勤務医＞
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れがいいというのでしょうか、独特の
ものがあるのですが、これはやはりノ
ロウイルスならではと考えてよいでし
ょうか。
　片山　そうです。同じように胃腸炎
を起こすウイルスはほかにもありまし
て、例えば有名なものでは乳幼児に激
しい胃腸炎を起こすロタウイルスとい
うのがありますけれども、これと比べ
ますと非常に切れがいいです。だいた
い２～３日で軽快する例が多いようで
す。ただ、小さなお子さんの場合は１
週間、２週間と長引くことがあるよう
です。
　山内　あっという間に治ってしまう。
非常に奇異な感じもしますが、何か理
由はあるのでしょうか。
　片山　まだ推測の段階を出ないので、
はっきりとは申し上げることはできま
せんが、私たちが予測しているところ
では、ノロウイルス感受性の細胞がと
ても狭い範囲にしかなくて、つまり腸
の表面の細胞だけといった感じです。
よく分化した腸の表面の細胞にぱっと
感染して、細胞が脱落してしまうと、
感染する場所がなくなって、便ととも
に流れ出てしまうのではないかと考え
ています。
　山内　非常に短期間だけ宿主にいて、
それで外に出ていってしまうのですね。
　片山　そうですね。ピークの時間は
それぞれですけれども、症状が軽快し
てからも、通常はだいたい２週間ぐら

いはノロウイルスの排泄がありますの
で、体の中には少し残っているのです。
　山内　体の中で増殖するのですね。
　片山　少しです。ピークの時期は、
例えば便１g中に１億個ぐらいの量が
出るのですけれども、ピークを過ぎて
症状が軽快すると、だいたい１g中に
１万個以下ぐらいに急速に量が低下し
ていきます。
　山内　宿主に滞在する期間がそんな
に短いということは、逆にいうと、こ
のウイルスは外界でもけっこう強いウ
イルスと考えてよいでしょうか。
　片山　私たちの疫学調査の結果から
考えると、ヒトの体から排泄物になっ
て一緒に出ていったものは、川に流れ
て、そして海に下って、二枚貝等で濃
縮されることがあります。それがまた
ヒトの世界に戻ってきたりする。また、
患者さんがいた自宅の中で、掃除機の
ごみの中からノロウイルスの遺伝子を
検出したという調査報告があります。
ノロウイルスはわりと乾燥した状態に
も強いらしく、その結果、１カ月ぐら
いは遺伝子が検出されるというのです。
ですから、わりと長い間、外界で安定
するのではないかと考えています。
　山内　二枚貝とかそういったものの
関係で口に入るので、食中毒という言
い方もされますね。
　片山　シーズンの終わりかけに二枚
貝由来の食中毒が増えてくるのです。
シーズンのピークは実はヒトからヒト

への感染です。ヒトの社会で患者さん
が増えると、川に流れるウイルスの量
が増え、そして海まで到達する量が増
えて、二枚貝に乗って戻ってくるので
す。
　山内　逆にいいますと、ノロウイル
スがはやっているときに貝は危ないか
もしれないともいえるわけですね。
　片山　はやった後に危ない感じです
ね。ピークを迎えた後に加熱せずに生
食で食べると危ないことがあるかもし
れないです。
　山内　このウイルスは、先ほどのお
話ですと、腸管の上皮にいるとのこと
でしたけれども、免疫に関してはどう
いうメカニズムが知られているのでし
ょうか。
　片山　ノロウイルスはヒトの体にし
か感染しませんので、ヒトの免疫のシ
ステムを感染直後からずっと調べる必
要があるのですが、実際にはそれは難
しいことです。ですから、いまだにあ
まりよくわかっていないのです。
　山内　免疫反応は存在しないと考え
てよいのでしょうか。
　片山　いやいや、免疫応答は確かに
立ち上がっています。例えば血清中の
IgGという抗体がありますね。実は、
血液製剤の中にノロウイルスに反応す
るIgGが入っているのです。血液製剤
の中には、いろいろな方からのIgGが
濃縮されていると考えると、ヒトの体
の中で免疫応答は起きていると考えら

れます。血液製剤を用いて、ノロウイ
ルスを免疫沈降すると、ほとんどの遺
伝子型のノロウイルスを沈降させるこ
とができます。つまり、皆さんは体の
中に抗体を持っているということです。
でも、血清中の抗体がウイルスのクリ
アランスに働いているのかどうかはわ
かりません。主に粘膜上に分泌される
IgAという分泌型のものがありますけ
れども、これが初期の感染を抑えるの
に働いているのではないかと推測され
ています。
　山内　免疫応答があるということは、
例えばですがワクチンみたいなものも
理論的にはありうるのでしょうか。
　片山　もちろんです。今現在、実際
に幾つかのメーカーが参入して、国の
ほうでワクチンをつくろうとしていま
す。オリンピックイヤーぐらいの導入
を念頭に置いて開発が進んでいます。
　山内　そうしますと、かなり病態や
疫学的なものが変わってくる可能性は
ありますね。
　片山　そうですね。おそらく感染を
完全に防ぐことはできないと思うので
すけれども、症状を軽減できるように
なるのではないかと思っています。
　山内　抗体ができることから、いわ
ゆる診断キットがありますが、これも
成立していると考えてよいですね。
　片山　そうですね。抗体ではなく、
抗原を検出するキットですが。
　山内　今、診断キットは普通に使用
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れがいいというのでしょうか、独特の
ものがあるのですが、これはやはりノ
ロウイルスならではと考えてよいでし
ょうか。
　片山　そうです。同じように胃腸炎
を起こすウイルスはほかにもありまし
て、例えば有名なものでは乳幼児に激
しい胃腸炎を起こすロタウイルスとい
うのがありますけれども、これと比べ
ますと非常に切れがいいです。だいた
い２～３日で軽快する例が多いようで
す。ただ、小さなお子さんの場合は１
週間、２週間と長引くことがあるよう
です。
　山内　あっという間に治ってしまう。
非常に奇異な感じもしますが、何か理
由はあるのでしょうか。
　片山　まだ推測の段階を出ないので、
はっきりとは申し上げることはできま
せんが、私たちが予測しているところ
では、ノロウイルス感受性の細胞がと
ても狭い範囲にしかなくて、つまり腸
の表面の細胞だけといった感じです。
よく分化した腸の表面の細胞にぱっと
感染して、細胞が脱落してしまうと、
感染する場所がなくなって、便ととも
に流れ出てしまうのではないかと考え
ています。
　山内　非常に短期間だけ宿主にいて、
それで外に出ていってしまうのですね。
　片山　そうですね。ピークの時間は
それぞれですけれども、症状が軽快し
てからも、通常はだいたい２週間ぐら

いはノロウイルスの排泄がありますの
で、体の中には少し残っているのです。
　山内　体の中で増殖するのですね。
　片山　少しです。ピークの時期は、
例えば便１g中に１億個ぐらいの量が
出るのですけれども、ピークを過ぎて
症状が軽快すると、だいたい１g中に
１万個以下ぐらいに急速に量が低下し
ていきます。
　山内　宿主に滞在する期間がそんな
に短いということは、逆にいうと、こ
のウイルスは外界でもけっこう強いウ
イルスと考えてよいでしょうか。
　片山　私たちの疫学調査の結果から
考えると、ヒトの体から排泄物になっ
て一緒に出ていったものは、川に流れ
て、そして海に下って、二枚貝等で濃
縮されることがあります。それがまた
ヒトの世界に戻ってきたりする。また、
患者さんがいた自宅の中で、掃除機の
ごみの中からノロウイルスの遺伝子を
検出したという調査報告があります。
ノロウイルスはわりと乾燥した状態に
も強いらしく、その結果、１カ月ぐら
いは遺伝子が検出されるというのです。
ですから、わりと長い間、外界で安定
するのではないかと考えています。
　山内　二枚貝とかそういったものの
関係で口に入るので、食中毒という言
い方もされますね。
　片山　シーズンの終わりかけに二枚
貝由来の食中毒が増えてくるのです。
シーズンのピークは実はヒトからヒト

への感染です。ヒトの社会で患者さん
が増えると、川に流れるウイルスの量
が増え、そして海まで到達する量が増
えて、二枚貝に乗って戻ってくるので
す。
　山内　逆にいいますと、ノロウイル
スがはやっているときに貝は危ないか
もしれないともいえるわけですね。
　片山　はやった後に危ない感じです
ね。ピークを迎えた後に加熱せずに生
食で食べると危ないことがあるかもし
れないです。
　山内　このウイルスは、先ほどのお
話ですと、腸管の上皮にいるとのこと
でしたけれども、免疫に関してはどう
いうメカニズムが知られているのでし
ょうか。
　片山　ノロウイルスはヒトの体にし
か感染しませんので、ヒトの免疫のシ
ステムを感染直後からずっと調べる必
要があるのですが、実際にはそれは難
しいことです。ですから、いまだにあ
まりよくわかっていないのです。
　山内　免疫反応は存在しないと考え
てよいのでしょうか。
　片山　いやいや、免疫応答は確かに
立ち上がっています。例えば血清中の
IgGという抗体がありますね。実は、
血液製剤の中にノロウイルスに反応す
るIgGが入っているのです。血液製剤
の中には、いろいろな方からのIgGが
濃縮されていると考えると、ヒトの体
の中で免疫応答は起きていると考えら

れます。血液製剤を用いて、ノロウイ
ルスを免疫沈降すると、ほとんどの遺
伝子型のノロウイルスを沈降させるこ
とができます。つまり、皆さんは体の
中に抗体を持っているということです。
でも、血清中の抗体がウイルスのクリ
アランスに働いているのかどうかはわ
かりません。主に粘膜上に分泌される
IgAという分泌型のものがありますけ
れども、これが初期の感染を抑えるの
に働いているのではないかと推測され
ています。
　山内　免疫応答があるということは、
例えばですがワクチンみたいなものも
理論的にはありうるのでしょうか。
　片山　もちろんです。今現在、実際
に幾つかのメーカーが参入して、国の
ほうでワクチンをつくろうとしていま
す。オリンピックイヤーぐらいの導入
を念頭に置いて開発が進んでいます。
　山内　そうしますと、かなり病態や
疫学的なものが変わってくる可能性は
ありますね。
　片山　そうですね。おそらく感染を
完全に防ぐことはできないと思うので
すけれども、症状を軽減できるように
なるのではないかと思っています。
　山内　抗体ができることから、いわ
ゆる診断キットがありますが、これも
成立していると考えてよいですね。
　片山　そうですね。抗体ではなく、
抗原を検出するキットですが。
　山内　今、診断キットは普通に使用
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できるものなのでしょうか。
　片山　年齢に制限がありまして、３
歳未満のお子さんと65歳以上の高齢者
に対しては、保険適用範囲内で使用す
ることが可能です。
　山内　いわゆるハイリスク群と考え
てよいですね。
　片山　そうです。
　山内　治療に関してですが、比較的
短期間で治っていくということは、自
然に治っていくと考えて、あまり特別
な治療は要しないのですか。
　片山　そうです。ただ、診断キット
の対象に入っていらっしゃる３歳未満、
65歳以上の年齢層に対しては、急速な
脱水などに対するケアが必要になるこ
とがありますので、注意深く見ていた
だきたいと思います。
　山内　これは外来で例えば点滴など
をしてもいいという程度のものなので
しょうか。
　片山　はい。それぐらいでよいかと
思います。また、経口補水液のような
ものをお勧めいただいて、取れる方は
取っていただくとよいでしょう。
　山内　最後に、新型ノロウイルスと
いうものが出てきていますけれども、
これに関して少しお話し願えますか。
　片山　今年は、今まで人類が経験し
たことがない新しいかたちのものが出

たのです。ウイルスの表面の蛋白質の
性質がだいぶ変わっていまして、免疫
応答がついていかなくなる可能性があ
ることから、流行に対して非常に注意
を呼びかけました。症状はあまり変わ
りません。
　山内　比較的予後がいいということ
には変わりがない。
　片山　今までと同じです。
　山内　あまり怖がる必要はないと。
　片山　そうです。ただ、１つだけ注
意していただきたいことがありまして、
今の診断キットがこの新型に対してあ
まり感度がよくないのです。ですから、
見逃すことがあるので、臨床症状をき
ちんと診断していただいて、ノロウイ
ルスが疑われる場合には、ノロウイル
スに従ったアドバイスをしていただく
といいかと思います。
　山内　予防は手洗いに尽きると考え
てよいでしょうか。
　片山　そうですね。これはとても効
果的です。便１g中に１億個ぐらいの
量が排泄されます。いかに飛び散るか
を考えていただくと、手につく量も半
端な量ではないことがわかります。石
けんをつけて、流水で手洗いしていた
だくとかなり落ちますので、それで対
処していただくのがよいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池脇　質問は60歳の女性で、１カ月
前から１日10～15回便意があり、その
都度、少量の排便がある。下痢、腹痛
は認めないということです。これはど
う考えたらいいのでしょうか。
　鈴木　この患者さんですが、１日
10～15回と非常に頻回に便意がある。
トイレに行く回数もすごく多いので、
一般的には便秘ではないと思ってしま
うこともあるわけです。ところが、便
秘なのだと思います。便秘の患者さん
の訴えはそれぞれ様々なのですが、排
便回数が少ないことを主訴にして来る
患者さんはむしろ意外にも少ないので
す。多くは腹部膨満感や不快感、腹痛
などの腹部症状、それから便が硬くな
り、踏ん張らないと出せなくなってし
まう怒責、残便感、むしろ頻回の便意

と、症状は様々です。
　この患者さんの場合は下痢や腹痛は
ないと言っています。ただし、１日 
10～15回という頻回便があり、毎回、
便がすっきりと出きらない、つまり、
残便感があるわけです。
　池脇　正直びっくりしたのは、便秘
というと何日間も便が全く出ない患者
さんと理解していたのですけれども、
こういうタイプの便秘もあるのですね。
　鈴木　そうです。便秘の定義をする
ときに、ローマⅢ基準では残便感であ
ったり、便回数が少ないとか多過ぎる
とか、あるいは腹痛とか、幾つかの項
目があり、単に回数だけでは定義しま
せん。
　池脇　全く出ない便秘よりも、１日
に何回、何十回も便意を催してトイレ

排便障害の診断と治療

慶應義塾大学医学部医学教育統轄センター教授
鈴　木　秀　和

（聞き手　池脇克則）

　60歳女性、フラダンス講師の方が来院。１カ月前より１日10〜15回便意が
あって、少量ずつ排便があります。下痢、腹痛等は認めません。診断、鑑別、
対処法などご教示ください。

＜新潟県開業医＞
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