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ノロウイルス (NV) は冬季を中心に感染性胃腸炎の
主な原因となっている｡ NVは､ プラス一本鎖RNAウイ
ルスであり､ 分類学上はカリシウイルス科ノロウイル
ス属ノーウォークウイルスであるが､ 一属一種である
ため一般的にノロウイルスと呼ばれている１)｡
NVの遺伝子群 (G) は大きくGⅠ～Ⅴまで分かれ､
GⅠとⅡが主にヒトに感染する｡ 少なくともGIには９､
GIIには22の遺伝子型が存在する｡ また､ NVはヒト以
外にも様々な動物種から検出されており､ 特にブタで
はヒト型に近い遺伝子型のNVが検出されている２)３)｡
またNVは異なった遺伝子型のウイルス間で組換えを起
こすことが知られているが､ ブタからは組換え型の新
たなNVも検出されている４)｡ そのため､ ブタはヒトへ
の感染源としてだけでなく､ 新たな組換え型発生のリ
ザーバーとしても公衆衛生的問題が懸念される｡ 今回､
高知県内のブタのNV感染調査を行い若干の知見が得ら
れたので報告する｡
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平成24年６月～平成25年７月までに高知県内の３つ
の生産者から食肉処理場に搬入されたブタの直腸便333
検体を検査材料とした｡ 便検体をPBSで懸濁し10％乳
剤を作成した｡ 核酸の抽出､ RT-PCRはウイルス性下
痢症診断マニュアル (第３版) (国立感染症研究所)
に従った｡ 試薬と労力の節約のため､ まず５検体ごと
にプールしてまとめたもので検査を行い､ 陽性であっ
たプールについては個別に検査を行った｡ RT-PCRで
増幅産物が得られた場合はダイレクトシーケンスで塩
基配列を決定した｡ 得られた各塩基配列について相同
性検索を行い遺伝子型を判定した｡ また､ 既知のNV塩
基配列と分子系統樹解析を行った｡ 分子系統樹解析は
カプシドN/S領域の約300塩基についてMEGA5.05５)を用
いてp-distanceによる近隣接合法で行い､ ブートス
トラップは1000回実施した｡
また同時期に高知県内で感染症発生動向調査等にお
いてリアルタイムPCR法でNVが陽性であった81検体に
ついても同様に塩基配列の決定を行い､ ヒトから検出
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高知県内のブタにおけるノロウイルス調査
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【要旨】 高知県内におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎とブタ由来のノロウイルスとの関連を明らかにする
ために､ ブタ直腸便検体のノロウイルスを調査した｡ 県内の３つのブタ生産者から出荷されたブタからノ
ロウイルスが検出され､ ノロウイルスが県内の生産者に侵淫していることが明らかとなった｡ しかしブタ
から検出されたノロウイルスの遺伝子型はGII/18であり､ 同時期に県内のヒトから検出されたノロウイル
スとは遺伝子型が異なっていた｡ 本研究期間中においては､ ブタ由来のノロウイルスとヒトへの感染との
関連は低いと思われた｡
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されるNVの遺伝子型を調査した｡
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ブタ便検体333検体のうち17検体からNVが検出され
た｡ 発育時期別ではすべて肥育豚 (６か月齢) で､ 大
貫からは検出されなかった (表１)｡ ３つの生産者ご
との検出率に有意差はなく (p>0.05)､ 明確な季節性
もなかった｡
ブタから検出されたNVの遺伝子群はすべてGIIで､
遺伝子型はGII/18であった｡ 分子系統樹解析の結果で

もGII/18の標準株であるAY823304/swine/GII/18/OH-
QW101/03/USと同一のクラスターを形成した (図１)｡
さらに､ このクラスター内で各生産者別にサブクラス
ターの形成がみられた｡ また生産者Ａにおいて平成25
年７月に検出された２検体SW312とSW314は新たなサブ
クラスターを形成したが､ この時期に生産者Ａは外部
から母豚を導入していた｡
ヒト検体においては､ 平成24年10月～平成25年３月
にかけてGII/4を中心にGII/2､ GII/6などが検出され
た (表２)｡
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表１ ブタ検体におけるノロウイルス検出数

図１ ブタのノロウイルスの分子系統樹解析
ブタから検出された検体は､ SW数字で示す

表２ ヒト検体におけるノロウイルス検出数
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高知県内の３つの生産者から食肉処理場に出荷され
たブタの直腸便検体からNVが検出され､ 県内のブタに
NVが侵淫していることが明らかとなった｡ ブタから検
出されたNVの遺伝子型はすべてGII/18に属しており､
従来からブタからの検出が報告されている遺伝子型で
あった２)｡ 一方､ 同期間中に感染症発生動向調査や食
中毒疑いの行政依頼検査においてNV陽性であったヒト
検体からは､ GII/4を中心にGII/2､ GII/6などが検出
された｡ しかしGII/18は検出されなかった (表２)｡
またヒトでのNV検出は平成24年10月～平成25年３月に
かけての冬季を中心としていたが､ ブタでのNV検出に
明確な季節性はみられなかった (表１)｡ これらのこ
とから､ 少なくとも本研究期間においてはヒトのノロ
ウイルス感染とブタの関連は低いと思われた｡
ブタから検出されたNVの分子系統樹解析では､ 各生
産者内での塩基配列の相同性が高く生産者ごとにサブ
クラスターの形成がみられた｡ このことから各生産者
内でNV感染がある程度維持されていることが示唆され
た｡ 一方､ 生産者Ａでは外部から母豚を導入した時期
にNVが新たに検出され､ それらは新たなサブクラスター
を形成した｡ 母豚導入に伴う外部からの新たなNVの侵
入の可能性も考えられた｡ ブタのノロウイルスによる
ブタへの病原性は従来不明であったが､ 最近ブタに下
痢を引き起こす新型の組換えNVが報告された４)｡ 農場
における衛生管理の面でもブタのNVの動態に注意が必
要となるかもしれない｡
平成24年/25年シーズンにおいて全国では､ GII/4に
属する新しい変異株Sydney2012が出現し大きな流行
を引き起こした６-９)｡ 本研究においてもヒトから検出
されたNVではGII/4が最も多く (表２)､ 大部分が
Sydney2012類似株であった (データは示さず)｡ 今後
もNVは変異を起こし新たな株が出現して流行を引き起
こす恐れがある｡ その動向を把握するためにも､ 高知
県内において検出されるNVの遺伝子型を調査していく
ことが必要だと思われる｡

採材に関して高知県食肉衛生検査所ならびに高知市
食肉衛生検査所に大変お世話になりました｡ 深謝いた
します｡
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