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　ノロウイルスやロタウイルスなどの病原ウイルスが原因の感染性胃腸炎の流行は毎年
繰り返し起こり、年間1000万人以上の患者数と1000億円以上の医療費が社会的費
用として費やされています。さらに、感染性胃腸炎は患者に一定期間の苦痛を強いる
とともに労働力を消失させ、医療費以外に社会的・経済的損失も非常に大きいと判断
されます。その上、感染性胃腸炎の流行リスクは高齢化、国際化、温暖化という社会
的かつ地球的課題により増大する方向に向かうことが予想されます。
　感染性胃腸炎のリスクを低減し健康な社会を創造していくには、本研究プロジェク
トで開発する迅速・高精度・網羅的な病原ウイルスの検出・定量技術を流入下水中の
病原ウイルス濃度のモニタリングに適用し、感染性胃腸炎流行の危険を事前に社会へ
周知する水監視システムを社会へ実装することが最も確実であると考えています。また、
この水監視システムは社会における多様な病原ウイルスによる感染症の動向や新たな
病原ウイルス出現の把握などについても貢献できるシステムです。
　水監視システムを実装した地域社会は、感染性胃腸炎の流行に抵抗力があり、高齢
化や人口減少が顕著な地域社会を衰退から繁栄へと方向転換できると考えています。
また、地域社会の基盤は様々な産業（商業、工業、農業、水産業、観光業など）であ
り、これらの産業が健康な地域づくりによって活性化され、地域に安心で安全な農水
産物、魅力的な観光、新たな商工業の移入の実現にも貢献できると思います。
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流入下水監視で
ノロウイルスの流行を早期検知

　下水道が整備された都市域においては、感

染者から排出されたノロウイルスは下水処理

場に流入します。そこで、感染性胃腸炎の流

行を早期に検知するために、流入下水中のノ

ロウイルスをモニタリングすることの有用性

を評価しました。

　流入下水を2013年4月から2016年3月ま

で毎週収集した下水試料（154検体）中のノ

ロウイルス濃度と、同下水集水域を含む地域

の医療機関から報告された週ごとの感染性胃

腸炎患者数を統計的に解析（相互相関分析）

しました。つまり、同じ週に観測された流入下

水中ウイルス濃度（ノロウイルス遺伝子群 I：

ノロウイルスGI、および遺伝子群Ⅱ：ノロウ

イルスGⅡ）、ならびに感染性胃腸炎患者報

告数の 2つの時系列データを前後にずらし

て相関を分析することで、変動の類似度を求

めました。その結果、流入下水中ノロウイル

スGⅡの濃度と患者数がラグなく有意に相関

する、つまり、患者数の変動とともに流入下 図2　提案する水監視システムの概念図

水中ノロウイルス GⅡ濃度が変動することが

証明されました。各都道府県の保健・福祉系

部局から感染性胃腸炎の流行拡大予防のため

に注意が喚起されるには、医療機関から報告

された患者数を集計する必要があり、流行発

生後1～2週間の時間を要します。したがっ
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研究成果

図1　研究の全体像

テム（図2）によって感染症の流行拡大を阻
止することが期待されます。

表1　流入下水および患者便検体から検出されたノロウイルスの遺伝子型分布
ヒートマップは流入下水から検出されたリード数割合＊、その中の数値は患者数を示す。 
＊第2世代シーケンサーで得た遺伝子配列数に対する各遺伝子型の配列数の割合。

ノロウイルスの網羅的検出手法を確立
　流入下水中病原ウイルスの濃度測定や遺伝子解析は感染性胃腸炎の

原因となるウイルスの検出に利用され始めています。現在、ノロウイ

ルスは 36の遺伝子型が確認されており、地域における感染状況を把

握するには、流入下水中に存在する複数の遺伝子型を

網羅的に検出する手法が必要となります。そこで、第 2

世代シーケンサー（膨大な遺伝子の塩基配列を超並列的

に決定する）を用いて、流入下水中のノロウイルスを

網羅的に検出する手法を確立しました。本手法を用い

て、1～ 2カ月の頻度で流入下水中のノロウイルスの遺

伝子解析をしました。同時に、下水集水域の 2カ所の

外来医院から胃腸炎患者便検体を収集して胃腸炎の原因

となったノロウイルスの遺伝子型を解析し、流入下水か

ら検出されたノロウイルスの遺伝子型と比較しました

（表1）。その結果、ノロウイルス遺伝子群Ⅱ遺伝子型15（G
Ⅱ.15）とGⅡ.21を除き、患者便から検出されたすべての

遺伝子型（10 遺伝子型）を含む 15遺伝子型がほぼ同

時期の下水試料から検出されました。また、検出された

遺伝子型について系統樹解析を行った結果、患者から検

出されたノロウイルスは、同時期の流入下水から検出さ

れたノロウイルスと非常に相同性が高いことが示されま
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風間 しのぶ

て、流入下水

中のウイルス

濃度をモニタ

リングするこ

とで、医療機

関の報告に基

づく現行の監

視システムよ

りも早期に流

行を検知でき

る可能性が示

されました。

我々の提案す

る水監視シス

表紙：左写真：ノロウイルスの透過型電子顕微鏡画像。直径は約38nm（1nm＝10億分の1m）。右写真：クリーンベンチでの無菌操作。

した。つまり、第 2世代シーケンサーで流入下水中のノロウイルス

を検出することで、地域におけるノロウイルスの流行状況を詳細に把

握することが可能となりました。
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　わが国では毎年、ノロウイルスによる食中

毒が多数報告され、その中で牡蠣を原因食品

とするケースが（単一の食品としては）最も

多いです。現在、出荷前の牡蠣に対するウイ

ルス除去・不活化は難しいとされており、ま

た牡蠣を汚染するノロウイルスは、養殖域の

周辺に生活する感染者が排出すると考えられ

ています。水監視システムの実現によって感

染性胃腸炎の患者数を減らすことができれ

ば、養殖海域に流入するウイルスが減り、牡

蠣の汚染を軽減できます。我々の研究グルー

プでは、水監視システムの導入による牡蠣の

ウイルス汚染の軽減効果を立証するために、

東北地方のある牡蠣養殖海域において、長期

間にわたって牡蠣のノロウイルス蓄積のモニ

タリングを行いました。

　モニタリングのために、まず、牡蠣からの

ノロウイルス検出手法の改良を行いました。

低 pHのバッファーと 3種の消化酵素を用い

て、牡蠣に強固に吸着したウイルスを効率的

に誘出することで、牡蠣に低濃度で蓄積した

ウイルスの検出が可能となりました（図3）。
この手法によるウイルス検出感度は、現在の

一般的な牡蠣の検査手法に比べて 40倍も高

いものです。

　図4は、新しい検出手法を用いたモニタリ
ングの結果（2014 ～ 15 年）です。ノロウ

イルス GII（食中毒をよく引き起こす遺伝子

群）は、11 月後半から 4月まで継続的に検

出されました。ノロウイルス感染症が本格的

に流行する時期には、1個体あたり 1万個の

ウイルスが検出されることもありました。新

型のノロウイルスとして巷を騒がせた GII.17

が、牡蠣にも優占して存在していることも確

認されました。水監視システムの導入によっ

て、将来この状況が改善され、安全・安心な

牡蠣を出荷できるようになることを確認して

いきたいです。

　この牡蠣のモニタリングでは、トウガラシ

微斑ウイルス（PMMoV）とアイチウイルス
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流入下水中のヒトウイルスを効率的に
検出するメタゲノム解析手法を開発

　流入下水には胃腸炎ウイルス感染者（顕性

および不顕性感染）が排出する病原ウイルス

が集積されます。したがって、流入下水中の

ヒトウイルスを網羅的に検出することができ

れば、社会におけるそれらウイルスの感染状

況を明らかにすることが可能となります。し

かしながら、流入下水中のウイルスのほとん

どは植物ウイルスやバクテリオファージであ

り、ヒトウイルスの存在比は極めて小さいこ

とが分かっています。そのため、流入下水中

のヒトウイルスを効率的かつ網羅的に検出す

るには植物ウイルスやバクテリオファージゲ

ノムを排除する必要があります。そこで、大

部分のヒト腸管系ウイルスゲノム（１本鎖

（＋）RNA）が有するポリ A鎖を、植物ウイ

ルス（一部例外あり）とバクテリオファージ

ゲノムは有さないという特徴を利用し、第 2

世代シーケンサーにて効率的かつ網羅的に流

入下水中のヒトウイルスを検出する手法を

開発し、40 ～ 1000 倍の効率でヒトウイル

スを検出することに成功しました。検出され

たウイルスは主な胃腸炎ウイルスとして検出

報告の多いノロウイルスやサポウイルスに加

え、近年Mamastrovirus の新たな系統とし
て報告された Human Mamastrovirus MLB1

ならびにMLB2、さらに未分類ウイルス（ホ
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ストなど不明）が検出されました。本手法を

用いることで、流入下水中の相対的存在濃度

が低いヒトウイルスゲノムを効率的に検出で

きるようになり、これまで報告数が少ないヒ

ト腸管系ウイルスや未分類ウイルスを含め人

間社会に存在する種々なウイルスの網羅的検

出が可能になりました。

表2　MFqPCR法による流入下水試料からの
ヒト腸管系ウイルス一斉定量検出結果
AdV：アデノウイルス、AiV：アイチウイルス、AstV：アストロウイルス、
EV：エンテロウイルス、HAV：A型肝炎ウイルス、HEV：E型肝炎ウイルス、
HPeV：ヒトパレコウイルス、NoV：ノロウイルス、RV：ロタウイルス、
SaV：サポウイルス。*AstV、NoV GI、NoV GII およびSaVはリアルタイ
ムPCR法による定量結果を示した。下水中ウイルス濃度は常用対数（log）
で示した。

流入下水中の複数ヒト腸管系ウイルスの同時モニタリング
　これまでに11種のヒト腸管系ウイルスを一斉に定量検出する

Microfluidic quantitative PCR（MFqPCR）法が報告されています

が、我々の研究では、近年新生児や乳児において敗血症や髄膜脳炎

などの重篤な感染症を引き起こすことで注目されているヒトパレコウ

イルスを新たに検出対象に追加し、アデノウイルス、アイチウイルス、

エンテロウイルス、A型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルス、ヒトパレ

コウイルス、ノロウイルスGI、GⅡ、GIV、およびプロセスコントロー

ルとして添加するメンゴウイルスとマウスノロウイルスを一斉に定量

検出するMFqPCR法を開発しました。また、E型肝炎ウイルスに対

するプライマーおよびプローブを選定し直すことで、検出感度を

10～100倍向上させることに成功しました。2013年4月から2016

年3月にかけて収集した流入下水試料から、隔週で1検体を選択し

（n=72）、開発した手法を適用して各ウイルス濃度をモニタリングし、

濃度変動を明らかにしました（表2）。高頻度で検出されたウイルス
はノロウイルス GII（陽性率：89％）、ノロウイルスGI（79％）、サ

ポウイルス（75％）、アイチウイルス（74％）、アストロウイルス（68％）、

およびエンテロウイルス（65％）であり、全国でも胃腸炎患者報告数

の少ない A型肝炎ウイルスは1試料のみ陽性でした。3年の調査期

間にわたって、12種類のヒト腸管系ウイルスの濃度を一斉に調査し

た報告は本研究を除いて存在せず、地域における各ウイルスの感染

状況を明らかにした貴重なデータです。
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養殖のために
̶牡蠣のノロウイルス汚染のモニタリング

　牡蠣からノロウイルスを高感度で検出する手法を開発し、養殖域での牡
蠣の汚染状況を明らかにしました。また、家庭や地域での感染症流行を再
現するモデルを開発し、水監視システムによる衛生意識の向上が感染症リ
スク低減に貢献できることを確認しました。

図3　牡蠣からのノロウイルス検出手法の改良
低pHのバッファーと消化酵素3種の使用によって検出感度が向上した。

図4　養殖牡蠣からの各種ウイルスのモニタリング結果
棒グラフは陽性の牡蠣個体の数、折れ線グラフは陽性牡蠣の中でのウイルス濃度の幾何平均
値を示す。年末年始2週間のデータはない。

研究成果

（AiV）も同時に検出し（図4）、前者につい
てはノロウイルス汚染の指標として使うこと

ができる可能性を示しました。

　ノロウイルスは、牡蠣などの食品を原因に

して食中毒を起こす（一次感染）だけでなく、

人から人に容易に感染症が伝播します（二次

感染）。我々のグループでは、家庭内や地域

コミュニティー内での感染症の流行を再現す

るモデルの開発も行い、水監視システムによ

る衛生意識の向上が、一次感染、二次感染の

両面で感染症リスク低減に貢献できることも

確認しました。
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ワクチン導入後の
ロタウイルス感染動向調査

　医療機関に受診した胃腸炎患者と各家庭から流れる下水を追跡すること
で、ワクチンが導入された後のロタウイルス胃腸炎の発生状況を示すとと
もに、病院では検知できなかったロタウイルスの存在を明らかにしました。

　我々は、急性胃腸炎の中でもウイルス性胃

腸炎に焦点を当てて調査を行い、急性胃腸炎

患者の約半数からウイルスを検出しました

（図6）。そのうち、国内の食中毒症例から最
も高い頻度で検出されるノロウイルス GⅡが

最も多く検出されました。次いで、乳幼児に

重症の急性胃腸炎を引き起こすことで知られ

るロタウイルス、ノロウイルスと同じカリシ

ウイルス科に属するサポウイルスが検出され

ています。さらに、近年ワクチンの任意接種

が開始されたロタウイルスについて、その感

染の広がりを調査しました。

　ロタウイルス感染症の対策としてワクチン

を導入した国では、ロタウイルスによる胃腸

炎での入院数が大きく減少したことが報告さ

れています。日本でも 2011 年 11 月以降に

ワクチンが導入され、ロタウイルスによる胃

腸炎患者数の減少が確認されています。しか

し、ウイルスは進化し続けるため、ワクチン

を導入した後に、ワクチンから逃れるかのよ
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迅速な病原微生物スクリーニング
技術開発

　水監視システムにおいて、下水中に存在する目的とする病原微生物を迅速かつ
簡便に検出することは重要な要素の一つになります。そこで、病原微生物を迅速に
モニタリングするための検出方法を開発し、技術の適用性について評価しました。

　一つ目の技術は、Quenching probe（QProbe：

蛍光消光プローブ）を用いた Loop-mediated 

isothermal amplification（LAMP）法※1

（Q-LAMP法）によるノロウイルス遺伝子の

検出法です。まず、検出感度について検討

した結果、ノロウイルス GⅠ、GⅡとも50 

copies/well であることが明らかになりま

した。また、検出可能な遺伝子型について

は、今回対象とした GⅠの 7遺伝子型（GI.1，

GI.2，GI.3，GI.4，GI.6，GI.7，GI.8）、GⅡの

7 遺伝子型（GⅡ.2，GⅡ.3，GⅡ.4，GⅡ.5，

GⅡ.6，GⅡ.14，GⅡ.17）の検出が可能でした。

そこで、下水処理場に流入する下水試料を

対象にQ-LAMP法とリアルタイム PCR 法※2

の検出結果を比較したところ、両法の間には

71.1％の一致率が確認されました。遺伝子群

別では、GI が 72.4％であったのに対し、GⅡ

は 59.9％と、GⅡの一致率の方が低くなりま

した。ノロウイルスの遺伝子型は、GI では

GI.1～GI.9の9種類、GⅡではGⅡ.1～GⅡ.22

の 22 種類の存在が報告されており、遺伝子

の多様性は GⅡの方が高いことが知られてい

ます。加えて、1セットのプライマーおよび

プローブでは検出されにくい遺伝子型もあ

り、そのことが検出感度に影響していると考

えられました。

　また、Q-LAMP法とリアルタイムPCR 法の

結果に関して、非常に興味深いことが判明し

ました。本研究プロジェクト後半に採取した

試料については、両法で76.7％の一致率が

確認され、遺伝子群別でも GI が 79.1％、G

Ⅱは 76.7％と、特にGⅡにおいて高い一致率

を示しました。この理由は明らかになってい

ませんが、下水検体からウイルス核酸を抽出

した後の、凍結溶解の頻度が影響している可

能性も考えられます。今後はこれらについて検

証していくことがより信頼性のある結果を得

るためには重要と思います。

　もう一つの技術として、PCR 法や LAMP

法などのように目的遺伝子の増幅を行わず、

直接 RNA を定量する方法を開発し、その適

用性について評価しました。新規 RNA 直接

定量法は、分子量分画膜を用いて標的 RNA

と交雑したプローブを他のプローブから分

画分離することを特徴としています。まず、

蛍光標識 DNA オリゴヌクレオチドプローブ

研究成果
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図5　各プローブの最適尿素濃度の検討
真正細菌を標的とするEUB338プローブにAlexaFluor546を、古細菌を標的とするARC915mプローブにAlexaFluor647を、Methanosaetaceae 科を標的とする
MX825mプローブにAlexaFluor488を標識し、それをそれぞれ特異的、非特異的な微生物の rRNAに交雑させた後に得られる蛍光強度を示す。縦軸のRFU/A260は得ら
れた蛍光強度を反応液中に存在する標的RNA量で除した単位標的RNAあたりの蛍光強度、横軸のUrea（M）は反応液中の尿素の濃度（mol/L）を示す。尿素の核酸変性作
用により、反応条件のコントロールが可能となる。

（6~8 kDa）と rRNA（16S の場合は約 500 

kDa）を分画可能な分子量分画膜を用意しま

す。プローブは rRNA との交雑により見かけ

上では高分子化するため分画膜上に捕捉され

るので、これを回収し、プローブ由来の蛍光

値を測定することで標的 RNA の定量が可能

になります。技術コンセプトを立証し、さら

に交雑反応をより特異的にするために、反応

液の組成について検討を行ったところ、本手

法においては尿素による交雑特異性のコント

ロールが可能であることが分かりました（図
5）。モデル系を用いて定量したところ、既
知の割合と測定結果に高い相関を示し、本技

術が高い定量性を持っていることが分かりま

した。そして、環境試料から抽出した RNA

の定量にも成功したほか、複数種を同時に定

量することも可能でした。

図7　ワクチン導入後の急性胃腸炎患者におけるロタウイルス感染者数（研究地域A・B）と、
同時期の下水試料中のロタウイルスゲノム濃度の経時的変化（研究地域B）

のロタウイルスをモニタリングしてきまし

た。医療機関で急性胃腸炎の患者さんから検

出されたロタウイルスと、下水処理場に流れ

てくる下水中のロタウイルスを調べ、地域全

体のロタウイルス流行を検知することを目指

しました。

　その結果、興味深いことにワクチンが導

入された 2011 年末から 2015 年にかけてロ

タウイルスによる急性胃腸炎患者数は減少

したものの、地域の下水からはロタウイル

スが同じレベルで検出され続けていました

（図7）。ロタウイルスの遺伝子型を見てみる
と、2012 年から 2013 年にかけて流行した

G1P[8] 型※ 3 のロタウイルスによる胃腸炎患

者数と下水中に占める G1P[8] 型のロタウイ

ルスの割合は 2014 年以降減少し、一方で、

下水中に G2 型や G3 型（下水試料について

はロタウイルスの G抗原のみを解析）が多

く検出されるようになりました。その翌年

の 2015 年には、G1P[8] 型のロタウイルス

が再び下水から検出されましたが、急性胃腸

炎はそれほど流行しなかったため、ウイルス

は地域に存在し続けているけれども、医療機

関を受診しなければならないほどのひどい症

状はワクチンによって抑えられて、症状の軽

い感染者がウイルスを排出し続けていた可能

性が考えられます。ロタウイルスは動物にも

感染するため、動物から排出されていた可能

性もあります。このように、下水を分析する

ことで、病院では検出されないウイルスの遺

伝子進化を追跡することができることが分か

り、胃腸炎症例と下水中からウイルスを並行

して検出する我々のモニタリング手法に意義

のあることが分かりました。
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図6　研究地域における急性胃腸炎患者のウイルス検出結果
総検体数：432（2012年第44週～2016年第39週時点）

※1 LAMP法…4種類のプライマーを用いて、鎖置換型
DNAポリメラーゼにより目的とする遺伝子部位を等温
反応で特異的に増幅できる方法。

※2 リアルタイムPCR法…2種類のプライマーを用いて、
DNAポリメラーゼにより目的とする遺伝子部位を、変
性・アニーリング・伸長反応のための温度サイクルを繰
り返すことで特異的に増幅できる方法。

※3 G1P［8］型…ロタウイルスの遺伝子は11の分節に分
けられ、ウイルス表面のタンパク質を構成する遺伝子で
あるVP7と VP4の遺伝子型をそれぞれGタイプ、P
タイプとし、その組み合わせをG1P［8］のように表現
する。G1P［8］型はGが1型でPが8型からなる。

うに新たな変異株が出現した

り、ワクチンに使われている

弱毒性のウイルス株が変異し

たりして病気を起こしてしま

う可能性があります。その

ため、我々はロタウイルス

の遺伝子の変化を追うため、

2011 年よりワクチン導入後
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