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【目的】
ヒトノロウイルス(HuNoV ) は感染性胃腸炎の主要原因ウイルスである。HuNoV の感染力は非常に強く、公衆衛生上の管理が
求められる。HuNoV は環境中でも長時間生存するため、感染防止対策として消毒剤等による環境清掃が重要である。
しかし、HuNoV の安定的・汎用的な培養方法に関する研究は発展段階にあることから、HuNoV に対する消毒剤の有効性を正
確に評価する方法は確立されていない。現状では、消毒剤の有効性の評価は代替ウイルスであるネコカリシウイルスやマウスノ
ロウイルスを用いて実施されているが、代替ウイルス間で消毒剤に対する感受性が異なるとの報告もあり、HuNoV 培養系を用
いた消毒剤の評価系が求められている。
我々は、富士フイルムが開発したヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞（FUJIFILM human iPS cell-derived Small Intestinal 

Epithelial like Cell; F-hiSIEC™）を用いて、HuNoV の増殖法及びノロウイルス消毒剤の評価法について検討した。

【方法】
HuNoV 陽性ヒト便検体(富山県衛生研究所提供)を培地で適宜希釈してF-hiSIEC™へ接種した。HuNoV 接種日及び指定時間経
過後の培養上清を回収して、HuNoV RNAコピー数をリアルタイムRT-PCR法にて定量した。HuNoV 接種日及び1~5日間培養後
の培養上清中のHuNoV RNAコピー数を比較することで、HuNoV の増殖を評価した。HuNoV RNAコピー数の増加が認められた
試験条件にてHuNoV に対する消毒剤の有効性を評価した。

【結果】
• HuNoV の各種遺伝子型 (GI.2, GII.2, 3, 4, 6, 17) を含むヒト便検体希釈液をF-hiSIEC™へ接種したところ、いずれの遺伝型に
おいても、接種5日後にHuNoV RNAコピー数の増加が認められた。

•培地へ胆汁酸であるGCDCAを添加することにより、HuNoV RNAコピー数の更なる増加が認められた。
•熱処理したHuNoV 陽性ヒト便検体の接種では、 HuNoV RNAコピー数の増加は認められなかった。
•本培養系を用いて、消毒剤のHuNoV RNAコピー数増加に対する影響を検討したところ、0.1% 次亜塩素酸ナトリウム処理によ
りHuNoV RNAコピー数の減少が認められた。70％エタノール処理ではHuNoV RNAコピー数の減少は認められず、本培養系
により消毒剤の評価が可能であることが示唆された。

• F-hiSIEC™を宿主細胞として、GII.17の4回の継代培養に成功した。

【結語】
F-hiSIEC™を用いることで安定的・汎用的なHuNoV 増殖法及びノロウイルス消毒剤評価法の確立が可能になると期待される。
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1P-Cp14

Genotype Copies/μL

GI.P2-GI.2 7.55×105

GII.16-GII.2 9.71×106

GII.P12-GII.3 3.78×107

GII.Pe-GII.4 Sydney 2012 4.52×107

GII.P7-GII.6 5.04×107

GII.P17-GII.17 2.62×108
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ウイルス株化の検討

F-hiSIEC™ was inoculated with the indicated HuNoV genotypes in the presence of 0.03% porcine bile. Inoculum titers

(HuNoV RNA copies/well) were as follows: GI.2, 2.29×107; GII.2, 9.71×107; GII.3, 3.78×108; GII.4, 4.52×106; GII.6,

5.04×107; GII.17, 2.62×108. Each bar and error bar represent the mean and standard deviation (SD) (n=3).

◆ 各種遺伝子型HuNoV RNA量の変化

F-hiSIEC™へ各種遺伝型のヒトノロウイルスを接種・培養した結果、
培地中のHuNoV RNA量の増加が認められた

◆ 熱処理の影響

熱処理したヒトノロウイルスの接種では、
HuNoV RNA量は増加しなかった

HuNoV positive 10% stool samples were heated at 85°C for 5 min and diluted with the

medium. F-hiSIEC™ was inoculated with heated or non-treated samples in the presence

of 0.03% porcine bile. Each bar and error bar represent the mean and SD (n=3).

◆ Caco-2細胞との比較

F-hiSIEC™ではHuNoV RNA量の増加が認められたが、
Caco-2では変化がなかった

F-hiSIEC™ or Caco-2 were cultured on the cell culture insert. Each HuNoV genotype was

added to apical side of them in the presence of 0.03% porcine bile. HuNoV RNA

copies/well in the apical supernatants were quantified. Each bar and error bar represent the

mean and SD (n=3).

◆ HuNoV RNAの増殖曲線

GII.6およびGII.17のHuNoV RNA量は，
感染1日後までに顕著な増加が認められた

F-hiSIEC™ was inoculated with each HuNoV genotype in the presence of 500

μmol/L GCDCA. Cell culture supernatants were taken at 0, 1, 3 and 5 dpi. Each plot

and error bar represent the mean and SD (n=3). The plot of GII.6 at 0 dpi includes

the value calculated using the lowest value of standard curve and its SD isn’t

determined.

◆ HuNoV に対する消毒活性の評価

0.1% NaClO処理によりHuNoV RNA量の減少が認められたが，
70% エタノール処理によるRNA量の減少は認められなかった。

HuNoV positive 10% stool samples were suspended with threefold volumes of water as control, 70% ethanol (EtOH) or 0.1% sodium

hypochlorite (NaClO) for 5 min at room temperature. F-hiSIEC™ was inoculated with pre-treated HuNoVs in the presence of 500 μmol/L

GCDCA. HuNoV RNA copies/well at 5 dpi were compared using Dunnett’s multiple comparison test. Statistical significance was established at

p<0.05. Each bar and error bar represent the mean and SD (n=3). Dashed line; limit of quantity. *; p<0.05. N.S.; not significance.

◆ GII.17のウイルス継代

GII.17はF-hiSIECを用いて，4回の継代が可能であった。

F-hiSIEC™ was cultured for 15 or 16 days before HuNoV infection. The cells were inoculated with

HuNoV in the presence of 500 μmol/L GCDCA and the cells were cultured in arranged basal medium.

Cell culture supernatants were taken at 1 dpi and those from 2 wells of each day were mixed (n=1).

◆ 培地添加物の影響

培地中へのGCDCAの添加により、GI.2, GII.6およびGII.17の
HuNoV RNA量の更なる増加が認められた

F-hiSIEC™ was inoculated with each HuNoV genotype in the presence of 0.03% porcine bile, 500 μmol/L GCDCA or no additives.

Each bar and error bar represent the mean and SD (n=3, #; n=2).
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