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ではなく、またウイルスの有無はカキの鮮度とは
関係ありません。
【ノロウイルス感染予防対策】
〈食品〉二枚貝類の生食はできるだけ避け、中心部
まで十分に加熱し、食べるようにします（中心部
が85℃で１分以上が目安）。
〈手指〉石鹸を十分泡立て、ブラシなどを使用して
手指を洗浄します。すすぎは温水による流水で十
分に行います。
〈調理台・調理器具等〉調理器具等は洗剤などを使
用し十分に洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウム（塩
素濃度200ppm）で浸すように拭くことでウイル
スを失活化できます。また、まな板、包丁、へら、
食器、ふきん、タオル等は次亜塩素酸ナトリウム
（塩素濃度200ppm）に10分程度浸してウイルスの
失活化を行います。塩素剤に耐食性のない器具等
は85℃以上１分以上の煮沸を行います。
〈吐物・糞便・床等〉床等に飛び散った患者の吐物
や糞便を処理するときには、使い捨て手袋、マス
ク、エプロンを着用し、汚物中のウイルスが飛び
散らないようにペーパータオル等で静かに拭き取
ります。拭き取った後は、次亜塩素酸ナトリウム
（塩素濃度200ppm）で浸すように床を拭き取りま
す。おむつ等は速やかにたたんで糞便等を包みこ
みます。おむつや拭き取りに使用したペーパータ
オル等は、更に次亜塩素酸ナトリウム（塩素濃度
1000ppm）に５～10分間浸けた後処分します。
【参考資料】
・ノロウイルスに関するQ&A 平成17年３月１日
改定 厚生労働省作成資料
・感染症の話「ノロウイルス」2004年第11週号
（2004年３月８日～３月14日）
　掲載 国立感染症研究所感染症情報センター
・ノロウイルス対応標準マニュアル（第３版）平
成18年１月，東京都福祉保健局
・ノロウイルス（Norovirus）感染防止対策 株式
会社オーヤラックス

ノロウイルスによる食中毒について
（2006年12月）

Answer

【ノロウイルス感染症】
ノロウイルスは直径約30nmと非常に小さい球形

をしており、表面がコップ状の窪みをもつ構造蛋
白で覆われ、内部にプラス１本鎖RNAを持ってい
ます。ノロウイルスは、電子顕微鏡で観察される
形態学的分類でSRSV〈Small Round Structured 
Virus：小型球形ウイルス〉と呼ばれたり、ノー
ウォークウイルスという暫定的な属名で呼ばれて
いましたが、2002年８月国際ウイルス学会でノロ
ウイルスという正式名称が決定され、世界で統一
され、用いられるようになりました。
ノロウイルス感染症は５類感染症定点把握疾患

に定められている感染性胃腸炎の１つで、感染経
路は主にヒトの糞便等から排出されたウイルスが、
河川や海に流れこみ、カキ・ウチムラサキ貝（大
アサリ）・シジミ・ハマグリなどの二枚貝の中腸線
という内臓に蓄積され、これらを十分に加熱しな
いで食べることにより感染します。特にカキによ
る感染が多く報告されており、消費量が増える冬
場（11月～２月）に多発します。また、ノロウイ
ルスに感染したヒトが、手洗いが不十分なまま料
理をすると、食品がウイルスに汚染され、その食
品を食べることにより、感染することもあります。
ウイルスに感染すると、24～48時間で下痢・吐き気・
嘔吐・腹痛・発熱（38℃以下）などの症状が出ます。
症状は一般的に軽く、多くの場合数日で回復しま
すが、症状が消失した後も患者の糞便中にはウイ
ルスが排出されるため、二次感染には注意が必要
です。治療は特効薬がなく、対症療法が行なわれ
ます。ウイルスは強い感染力（100個程度でも感染）
をもちますが、食べた人が全て食中毒になるわけ
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・ノロウイルス―概要と消毒・感染対策―丸石製薬株
式会社

〈執筆協力会社〉アルフレッサ㈱DI部

血小板活性化とは？　抗血小板剤の作用
（2009年５月）

Answer

１．血小板
血小板は、骨髄の中の造血幹細胞に由来する

細胞成分の一種。成熟した巨核球の細胞質がちぎ
れて血中に放出されたもので、巨核球１個から平
均4000個の血小板が産生される。大きさは２～４
μmで、血液１マイクロリットルには15万～35万
個の血小板が含まれる。形状は円盤形をしており
核は存在しない。
血小板の細胞膜上には糖タンパク質（GPⅠb、

GPⅡb/Ⅲaなど）が存在する。糖タンパクは血小
板の粘着・活性化・凝集に重要な役割を果たす。
細胞質には顆粒細胞が存在し、ADP、ATP、セロ
トニン、Ca2＋、フィブリノゲン、von Willebrand
因子（vWF）、凝固因子が存在する。
２．血小板の活性化
血小板は不活性状態では円盤形をしているが、

活性化すると偽足（突起）を出す。正常な血管内
では血小板と血管内皮細胞は結合しない。血管壁
が損傷すると血管内皮細胞下組織のコラーゲンが
露出し、コラーゲンに血漿中のvWFが結合する。
このvWFに血小板が血小板膜糖タンパクGPIbを介
してつながれ、血管内皮細胞下組織に粘着して停
滞する。（図１）

粘着した血小板は刺激伝達機構が働いて活性化
され偽足を出す。活性化された血小板ではCa2＋流

入や、貯蔵Ca2＋の放出が起こり細胞内Ca2＋が上
昇する。その結果、脱顆粒が起こり、顆粒細胞の
ADPやセロトニンが細胞外に放出され血小板膜糖
タンパクGPIIb/IIIaの発現を誘導する。ADPは強
力な凝集アゴニストとして働く。また、細胞内の
ホスホリパーゼA２（PLA２）が活性化されトロン
ボキサンA２（TXA２）が放出される。放出された
ADPやセロトニン、TXA２は周囲の血小板も二次
的に活性化させる。（図２）

３．血小板凝集
活性型となった血小板のGPIIb/IIIa受容体どう

しを血漿中のvWFやフィブリノゲンがつなぎ、血
小板が凝集する。
顆粒細胞から放出されたADPやセロトニン、
TXA２は、新たに他の血小板のGPIIb/IIIa受容体
を活性化させ、凝集を促進させる。また、フィブ
リノゲンは、GPIIb/IIIa受容体どうしをつなぎ、血
小板の結合をより強固にする。（図３）

４．血小板凝集因子
１．血小板の活性化によって放出されたADPは強
力な凝集アゴニストとして働く。ADPは、アデニ
ル酸サイクラーゼ（AC）の活性を抑制してサイク
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リックAMP（C-AMP）の濃度を低下させる。また、
血小板凝集作用のあるTXA２の生成を促進させる。
（図４、＊1・ 2）
２．コラーゲン、ADP、血中トロンビンにより、
ホスホリパーゼＡ２（PLA２）が活性化され、膜リ
ン脂質よりアラキドン酸が遊離され、シクロオキ
シゲナーゼ（COX）、トロンボキサン（TX）合成
酵素を経てTXA２が合成される。TXA２は細胞外
に放出され、周囲の血小板を活性化し凝集を促進

する。（図４、＊２）
３．血管内皮で合成されるプロスタサイクリン
（PGI２）は血小板でACを活性化してC-AMPを合
成する。C-AMPは血小板凝集を抑制する（図４、
＊３）
４．セロトニンはセロトニン受容体を介してホス
ホリパーゼＣ（PLC）を活性化してセカンドメッ
センジャーのイノソトール３リン酸（IP3）を合成
し、IP3はCa2＋の動員を促す。（図４、＊４）

５．抗血小板剤の作用
Ⅰ　受容体に作用するもの
ⅰADP受容体阻害剤
血小板の活性化過程で細胞内の濃染顆粒に貯蔵

されていたADPが分泌される。このADPがそれ自
体あるいは他の血小板を刺激して次々に活性化さ
せ、活性化情報が伝達かつ増幅されていく。この
分泌されたADPを介する伝達と増幅の段階を阻害
することで凝集を抑制し、血栓形成を抑制する。
【チクロピジン、クロピドグレル】
ⅱセロトニン受容体（5HT受容体）拮抗薬
ホスホリパーゼＣ（PLC）を活性化してセカン
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図 4：血小板の凝集系
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ドメッセンジャーのイノソトール３リン酸（IP3）
を合成し、IP3はCa2＋の動員を促す。セロトニン受
容体を遮断することにより血小板凝集を抑制する。
【塩酸サルポグレラート】
ⅲプロスタサイクリン
血管内皮で合成されるプロスタサイクリン（PGI２）

はＩＰ受容体を通して血小板内に入り、ACを活性
化してC-AMPを合成し、血小板凝集を抑制する。
【ベラプロスト】
Ⅱ　代謝系に係わる薬剤
ⅰCOX- １阻害
COX- １に結合し不可逆的にさせ失活させ、
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TXA２の合成を抑制し、血小板凝集を抑制する。
TXA２はPGI２と拮抗していて、TXA２合成が抑制
されるとPGI２が優位となる。【アスピリン】
ⅱTXA２合成酵素阻害
プロスタグランデンH2（PGH２）からTXA２合

成を促進する酵素を阻害し、TXA２の作用を抑制
する。【オザグレル】
ⅲホスホジエステラーゼ（PDE）阻害
PGI２はACを活性化してC-AMPを合成して血小

板凝集を抑制するが、C-AMPはPDEによりただち
に分解されるが、PDEを阻害することでC-AMPを
増加し抗凝集作用を示す。【シロスタゾール】
ⅳGPIIb/IIIa受容体阻害
血小板凝集の最終段階である活性化GPIIb/IIIa

やvWFとフィブリノゲンの結合を阻止し、血小板
凝集を抑制する。海外でヒト化モノクローナル抗

体（abciximab）等が臨床応用されているが日本で
は認可されていない。
【参考資料】
・循環器疾患における抗凝固･抗血小板療法に関す
るガイドライン（2004），日本循環器学会他合
同研究班
・Mebio14（８）1997；特集「血小板・凝固・
線溶機構」
・Mebio26（２）2009；「抗血小板薬・抗凝血薬」
52-61
・医学のあゆみ228（10）2009；特集「抗凝固・
抗血小板療法 Update」

〈執筆協力会社〉㈱マルタケ山形支店
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会社名 商品名 形状 サイズ 型番 包装 価格（税別） 備考

抗体マスク
サージカルタイプ

平型
（プリーツ状）
耳かけ式

R
（一般用）
175×95mm

CR－55 5枚入×5 5,600円

･不織布マスク
･素材：ポリプロピレン
･CR－57、CR－58は、ピンクリ
ボン仕様

CR－58 5枚入×5 5,600円

S
（小顔用）
142×88mm

CR－56 5枚入×5 5,600円

CR－57 5枚入×5 5,600円

抗体ff
〈フォルテシモ〉

立体型
（カップ状）
頭部かけ式

R
（男性用）

CR－51 2枚入 1,000円

･不織布マスク
･素材：ポリエステル
･CR－75、CR－76、CR－77は、
業務用（医療機関向け）

CR－75 20枚入 6,400円

S
（女性用）

CR－52 2枚入 1,000円

CR－76 20枚入 6,400円

SS
（子供用）

CR－53 2枚入 1,000円

CR－77 20枚入 6,400円

抗体マスク
DS2タイプ

立体型
（カップ状）
頭部かけ式

R
（男性用）

CR－73 20枚入 6,400円 ･不織布マスク
･素材：ポリエステル
･業務用（医療機関向け）
･DS2規格＊

S
（女性用）

CR－74 20枚入 6,400円

＊厚生労働省国家検定規格（ろ過効率はN95マスクと同等規格）

Answer

ダチョウの卵黄から精製した抗体をフィルター
に組み込んだマスクが販売されています。
〈執筆協力会社〉東邦薬品㈱薬事医薬情報部
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詳細は製品案内等をご参照ください。2009.11作成
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ダチョウの抗体マスクについて


