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http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/parasitology/orphan/index.html
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疾 患 編 （項目 I～V）

注意
本手引きでの用法・用量は健常成人を基本としています。
小児、妊産婦、基礎疾患を有する場合などについては、他
の資料も参考にして治療の適正化を図って下さい。

I - 1 マラリア malaria
概要
マラリアは、メスのハマダラカが刺咬することで生じる原虫性疾患であり、熱帯熱マラ
リア（原虫は Plasmodium falciparum）
、三日熱マラリア（P.vivax）
、卵形マラリア（P. ovale）、
四日熱マラリア（P. malariae）の 4 種類がある。
ヒト体内に侵入する時の原虫ステージはスポロゾイトであるが、それは速やかに肝臓に
取り込まれる（一次肝臓内ステージ）。しばらくして肝細胞内で数千個に分裂し、分裂小体
が血中に放出されて赤血球に侵入する。赤血球内では輪状体（未熟栄養体）、栄養体（成熟
栄養体）、分裂体と推移し、分裂体を有する赤血球が破裂すると分裂小体が放出され、新し
い赤血球に侵入してこのサイクルを繰り返す（赤血球内サイクル）
。マラリアの種々の症状
はこの赤血球内サイクルにより生じる。この他に三日熱マラリアと卵形マラリアでは、肝
細胞に潜伏する休眠原虫（ヒプノゾイト）が形成され、1～数ヶ月、場合により 1 年以上経
ってから再発を生じる。以上はすべて無性原虫であるが、赤血球内サイクルをしばらく繰
り返すと、有性原虫である生殖母体が形成されることがあり、重症マラリアあるいは原虫
数が多い場合にみられることが多い。これはヒト体内では無害であるが、蚊の体内で合体・
受精さらに分裂・増殖するので、流行地では感染源として重要である。
熱帯熱マラリアでは短時間で重症化や死亡の危険があり（重症マラリア）、緊急対応が求
められる。重症マラリアの合併症のひとつである脳症は、感染赤血球が脳の細小血管に閉
塞する（sequestration）ためと考えられるが、機序の詳細は明らかでない。また、他の臓器・
系統の合併症の機序については、脳症ほどには解明されていない。
マラリアはアフリカ、中東、アジア、オセアニア、中南米に広く分布する。サハラ以南
アフリカでは熱帯熱マラリアがほとんどであり、ときに卵形マラリアもみられ、中東と中
米では三日熱マラリアが殆どを占め、アジア、オセアニア、南米では熱帯熱と三日熱マラ
リアの両者があるが、旅行者がかかるのは三日熱マラリアが多い。
症状・徴候
以下に述べるのは、通常はマラリア非流行地に住んでいて免疫を有しない人
（non-immune）の場合であるが、流行地で生まれ育ち、何度もマラリアに罹患して部分的
な免疫を獲得した人（semi-immune）では、典型的な症状・所見を示さないこともある。
発熱はほとんど必発であり、通常は 38ºC 以上を示す。教科書的には、三日熱、卵形マラ
リアでは 1 日おき、四日熱マラリアでは 2 日おきの周期的発熱とされるが、いずれも病初
期では連日に発熱することが多く、無治療で数日経過した場合に周期的発熱に移行する。
マラリア全体として悪寒が高頻度にみられるが、戦慄は熱帯熱マラリアではみられないこ
とも多い。発熱に伴い、頭痛、倦怠感、筋肉痛、関節痛なども生じる。ときには消化器症
状として悪心・嘔吐、下痢、腹痛、呼吸器症状として乾性咳嗽がみられることもある。脾
腫については、触知するほどのものは多くはない。
一般検査所見では、貧血は必ずしも多くはないが、これには発汗・脱水による血液濃縮
も関係することがある。白血球数は特別な傾向を示さないが、血小板減少は高頻度にみら
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れる。生化学検査では LDH 増加、血清アルブミンおよび総蛋白の減少、総コレステロール
の減少などが高率にみられる。
重症マラリアの合併症としては脳症、急性腎不全、肺水腫/ARDS、DIC 様出血傾向、重
症貧血、酸血症/代謝性アシドーシス、低血糖、肝障害などがあり、それぞれの病態に応じ
た多彩な症状を示すが、詳細は他書の記載に譲る。最近では、三日熱マラリアでも極めて
稀に重症化する例が報告されており、その場合には肺水腫/ARDS が多くみられる。
検査・診断
マラリアの診断における gold standard は血液塗抹ギムザ染色標本の顕微鏡検査、すなわ
ち顕微鏡法である。理論上、厚層塗抹標本の方が診断の感度は良いと言えるが、熟練が必
要であり、通常は薄層塗抹標本を丹念に観察する方が勧められる。原虫が検出されたら、
形態学的特徴から 4 種の原虫の鑑別を行なうが、最低限、熱帯熱マラリア原虫であるか否
かの鑑別は必要である。また、その後の治療経過の判定のために原虫数を算定する。なお、
マラリアを否定するには慎重でなければならない。通常の白血球数の場合（5,000～
8,000/μL）、白血球が 300～400 個出現する視野数を観察し、確実に原虫が見られなければ一
応陰性と判断する。しかし発熱が続く場合には、12～24 時間後に再検査することが必要で
ある。経験の乏しい医療機関でいたずらにマラリアの診断を試みるのは戒めるべきであり、
ときには迅速に専門医療機関に紹介することも必要となる。
補助的診断法として、研究用試薬だが迅速抗原検出キットがある。Histidine-rich protein 2
（HRP2）や原虫 pLDH を検出するもので、熱帯熱と非熱帯熱を区別できるものもある。実
験室レベルでは種々の PCR 法が開発されている。なかでも岡山大・綿矢らによる PCR-MPH
法は、4 種のマラリア原虫を区別して高感度に検出する。本法は抗原検出法と同様、顕微鏡
法に取って代わるものではないが、後日顕微鏡法の結果を確認するのに有用であり、特に 2
種類以上の原虫が感染する混合感染では、少ない方の原虫種を検出するのに役立つと思わ
れる。
治療方針
熱帯熱マラリアは緊急対応を要する疾患であり、初診時に重症マラリアでなくても、短
時間で重症化することを念頭におく必要がある。また末梢血原虫数は少なくても、脳など
の細小血管には感染赤血球が多数 sequestration していることがあり、軽視してはならない。
通常、合併症がなくて原虫数が少なければ（10 万/μL 以下）経口薬を用い、重症マラリア
あるいは原虫数が多い場合（10 万/μL 以上）には注射薬を選択する。後者の場合、最近で
はアーテミシニン（チンハオス）系薬の評価も高まっているきている。
抗マラリア薬の選択に当たっては感染地域での薬剤耐性を考慮するが、タイ・ミャンマ
ーあるいはタイ・カンボジア国境地域ではメフロキン耐性が多いので同薬剤を避ける。ま
た、重症マラリアでは抗マラリア薬療法以外に、病態に応じた適切な支持療法が必要であ
る。それらは酸血症/代謝性アシドーシスの治療を含む水・電解質・酸塩基平衡の管理、輸
血療法、機械的人工呼吸法を含む呼吸管理、血液浄化法などであるが、最近、欧米では重
症度に応じて交換輸血が行われている。なお、脳症の場合に脳圧低下のためのステロイド
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薬、DIC を想定してのヘパリンの投与は禁忌とされている。
他の 3 種のマラリアではほとんどの場合、急性期治療薬としてクロロキンが用いられる。
ただし、三日熱マラリアではクロロキン耐性が出現しつつある。三日熱と卵形マラリアで
は急性期治療の終了後、再発の元となる休眠原虫を殺滅するため、特殊な抗マラリア薬で
あるプリマキンを用いる。ただし、プリマキン抵抗性の三日熱マラリアが出現しており、
そのためプリマキン総投与量を増量する傾向にある。
治療開始後には治療経過の判定を正確に行なう必要があるが、特に熱帯熱マラリアでは
最低限 1 日 1 回、重症度が高ければ 1 日数回血液塗抹標本を作成し、原虫数を算定するの
みならず、原虫の形態を観察して薬剤の効果を頻繁に判断する。
なお、クロロキン、キニーネ、メフロキン、プリマキンについては、塩としての表記と
塩基としての表記があり、混乱しがちであり注意が必要である。
以下に示す治療薬の選択は、US-CDC ガイドライン、International Travel and Health 2009
(World Health Organization)、UK malaria treatment guidelines を参考に、本邦の現状と研究班
保管薬の状況から推奨するものである。マラリアに対して non-immune の患者を想定してい
る。
(1) 非熱帯熱マラリアの急性期治療
基本的にはクロロキンが第 1 選択であるが、本邦未承認であるため、入手のできる環境
により、クロロキン、塩酸キニーネ、アトバコン/プログア二ル、メフロキンの中から選択
する。クロロキン以外の用法・用量については、3) の合併症のない熱帯熱マラリア治療を
参照されたい。三日熱、卵形マラリアの場合は、引き続いて 2) に示す再発予防をする。
① リン酸クロロキン 250mg（Avloclor® 塩基として 155mg）（研究班保管）
成人では、初回 4 錠、6、24、48 時間後にそれぞれ２錠づつ、計 10 錠。
禁忌：てんかん、乾癬
パプアニューギニア、インドネシアよりの帰国者ではクロロキン耐性三日熱マラリアに
感染している可能性が高く、塩酸キニーネ（ドキシサイクリン併用）、アトバコン/プロ
グア二ル合剤、メフロキンが適応となる。用法・用量は「合併症のない熱帯熱マラリア」
の治療に準ずる。
(2) 三日熱、卵形マラリアの根治療法 (再発予防)
① リン酸プリマキン(7.5mg 塩基)(研究班保管薬)
大人：プリマキン塩基として 15～30 mg 塩基/日、分 1、14 日間
G6PD 活性がボーダーラインの場合、プリマキン塩基 45mg 週 1 回、8 週間の投与が CDC
ガイドラインでは勧められている。
禁忌：G6PD 欠損症、妊婦、関節リウマチ活動期、全身性エリテマトーデス
パプアニューギニア、インドネシアなどの東南アジアにおける三日熱マラリアでは、プ
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リマキン抵抗性が多く、30 mg/日が勧められる。遺伝的G6PD欠損症では、プリマキン投
与により重篤な溶血性貧血が生じる。伴性劣性遺伝し日本人では極めて稀であるが、ア
フリカや東南アジア出身者ではその頻度が高く注意が必要である。自治医科大学医学部
感染・免疫学講座医動物学部門 松岡裕之先生のところで検査をしていただけるので、
詳しくは以下URLを参照
（http://www.miyazaki-med.ac.jp/parasitology/orphan/HTML/med/10primaqG6PD.html）。
(3) 合併症のない熱帯熱マラリア
血中に P. falciparum を認めれば、他種 Plasmodium との混合感染でも、熱帯熱マラリアと
して対処する。メフロキンはその精神神経副作用のため欧米では推奨されていないが、本
邦では承認薬で入手しやすいため、他と同列に第 1 選択として扱う。
① アーテメーター20 mg/ルメファントリン 120 mg 合剤（Riamet®）（研究班保管）
1 回 4 錠を 0、8、24、36、48、60 時間後の計 6 回食事とともに内服。
② 塩酸キニーネ末（承認薬）
欧米で使用されているのは硫酸キニーネである。この手引きでの使用量は、日本の
添付文書に従った。キニーネは苦味が強いので、内服には工夫が必要である。単独
では使用されず、ドキシサイクリンまたはクリンダマイシンと併用される。
成人：1.5～1.8 g/日、分 3、7 日間
禁忌：耳鳴、視神経炎、溶血、重症筋無力症
以下のうち一つと併用する。
i) ドキシサイクリン（保険適用外）成人:100～200 mg/日、分 1～2、7 日間
ii) クリンダマイシン（保険適用外）*成人 900mg 分 3、７日間
*英国ガイドラインより低用量だが、本邦の重症細菌感染症治療量に従った。
③ アトバコン 250mg/プログア二ル 100mg (Malarone®) (研究班保管薬)
大人 ４錠/日、分 1 (食事とともに服用)、3 日間
禁忌：高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス <30 mL/分）
④ メフロキン（メファキン「ヒサミツ」 275 mg 錠：塩基として 250 mg）
本邦承認薬であり、用法・用量は添付文書を参照されたい。
本邦の用法・用量は、体重別に細かく分かれているが、国際的には大人で、初回 15mg
base/kg (体重 50kg で 3 錠)、6-8 時間後に 10mg base/kg (同 2 錠) 内服である。
主な副作用：めまい、頭痛、ふらつき、嘔気、腹部膨満感、胃部不快感
禁忌：精神疾患（特にうつ病）、痙攣性疾患、キニーネ投与中
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(4) 重症マラリア
① キニマックス®注射薬 250mg/2ml（キニーネ塩基としての量）(研究班保管)
国際的には quinine dihydrochloride が使用され、塩として 1 回量 10mg/kg が標準である。
研究班保管薬であるキニマックス®は、quinine gluconate が主体となっているため一回量
が変わってくるが、キニーネ塩基として 8.3mg 程度となる。
キニーネ注射薬に、ドキシサイクリンまたはクリンダマイシンの併用が推奨される。
内服できるようであれば、上述した用法・用量で内服させる。しかしながら、多くの場
合は内服不能なので、ドキシサイクリン注射がない本邦では、クリンダマイシン注射（あ
るいは、筆者はミノマイシン点滴での治療経験がある）を併用する。
用法・用量
キニーネ塩基 8.3 mg/kg を 5%ブドウ糖あるいは生理食塩水 200～500 mL に希釈し、4
時間かけて点滴静注。原虫の反応を見ながら 8～12 時間毎に繰り返す。重症度が高い場
合、初回のみ倍量の 16.6 mg/kg (loading dose) を考慮。その後、塩酸キニーネ末にスイッ
チするか（静注＋粉末で計７日まで）、最終投与終了後 12 時間以上経ってから、メフロ
キン塩基 15 mg/kg の単回服用。キニーネ注射薬投与中は、心電図（QTc 延長）
、血糖（低
血糖）
、血圧の頻回チェックをする。
禁忌：上記のキニーネ経口薬の記載以外に、心房細動、心伝導障害、心ブロックの重症
例
併用薬
以下のどれかを併用する。
i) 内服可能ならドキシサイクリンまたはクリンダマイシン錠を上述と同じ７日間。
ii) 内服不能なら、クリンダマイシン静注（保険適用外）*
成人：1,200mg 分４、点滴静注
*本邦の細菌感染症治療量に従った。
注：アーテスネート 坐薬（用法・用量下記参照）のキニーネとの併用についてのエ
ビデンスは見当たらないが、国内では重症例にしばしば併用されている。
② アーテスネート坐薬（Plasmotrim® 200mg) (研究班保管)
成人：初日に 200 mg 2 回、2～5 日目にそれぞれ 200 mg 1 回。
アーテミシニン系薬単剤投与では、残存原虫による再燃が多いため、その後メフロキン
塩基 15～25 mg/kg の単回あるいは 2～3 分割服用。
キニーネ注射薬の投与が不可能な場合に初期対応薬として期待できるが、エビデンス
が蓄積しているのはアーテスネート静注である。本邦において、重症患者に単独治療と
して使用されることは避けるべきである。本坐薬は中等症の患者に最も適しているかも
しれない。
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禁忌：同剤に対するアレルギー。妊婦への投与での経験は少なく、first trimester での投
与は避けるべきである。
Note:
1. 原虫種の区別がつかない場合は、熱帯熱マラリアを仮定して治療すること。
2. Riamet®は非熱帯熱マラリアにも有効であることは間違いないが、使用の経験が少ない
ため推奨されていない。
3. Semi-Immune 患者
マラリア高度流行地に居住するものでは、病気に対して免疫を持っているため、発熱が
なく頭痛のみなど、症状が軽いことに注意すべきである。
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I - 2 赤痢アメーバ症 amoebiasis
概要
赤痢アメーバ Entamoeba histolytiva. はヒトの腸管に寄生する原虫で、その生活史には２
つの形態が区別される。嚢子型虫体は感染者の糞便中に出現する形態で、ヒトはこれを経
口摂取することで感染する。栄養型虫体は大腸潰瘍あるいは肝膿瘍などの病変部に検出さ
れる形態で、偽足を出して活発に運動する。栄養型は感染者の下痢便中に認められる場合
もある。
感染症法の統計によれば、国内で毎年 500 件程度のアメーバ症患者の発生が報告されて
いる。その 90％は男性で、報告例の 64％は海外渡航歴がない。国内では、男性同性愛者の
集団や知的障害者等の施設で流行が確認されている。
輸入例はアジアで感染した例が多く、帰国後１ヶ月以上たって発病した事例が多い。海
外における Entaomeba histolytica/E.dispar の分布を下図に示す。

(感染症通信 No.2, 1995、海外勤務健康管理センター、から引用)

症状・徴候
他の人体寄生アメーバと異なり、赤痢アメーバは組織内に侵入する(tissue invasion)。さま
ざまな臓器に病変を形成するが、頻度上、大腸炎と肝膿瘍が大部分を占める。
アメーバ症の病像は多彩である。急性に経過する例もあれば、慢性に経過する例もある。
症例によっては、特殊な症状や病理像を示す場合がある。
(1) 腸アメーバ症 intestinal amoebiais
ほとんど自覚症状のない例から、急性腹症に該当する重症例まである。軟便の場合が多
いが、急性期には水様便となる場合もある。慢性経過例では、異常を自覚していない場合
もある。一日の排便回数と肉眼的血便の既往は必ず問う。
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重症例では大腸全体がボロ雑巾様となり、開腹手術の末、大腸全摘を余儀なくされる場
合もある。特殊な病型として、右下腹部に軟らかい腫瘤を触れ、腸穿孔にいたる病態も知
られる(amoeboma)。
組織病理学的には、粘膜下にアメーバおよび壊死組織がみられる。通常、白血球浸潤を
伴わない。
(2) 肝アメーバ症 hepatic amoebiasis
右季肋部痛を伴う発熱(38～39℃台)で発病し、右葉に大きな(直径 8cm 前後)、境界鮮明、
内部均一な単発膿瘍を認める。これが最も普通にみられる症状・経過である。ただし、発
熱を伴わず慢性に経過する例もあれば、肝膿瘍破裂、ARDS、多臓器不全などの合併症で致
命的となる場合もある。画像上 SOL を認めず、肝腫大や肝機能異常を認める場合もある。
(3) 他の臓器病変
脳膿瘍、肺膿瘍、心外膜炎、皮下膿瘍などの症例がある。深部臓器に波及した場合、急
性化膿性炎症の像を呈することが多い。腸病変や肝病変を伴う場合と伴わない場合がある。
検査・診断
診断は、上記病変の確認、感染エピソード、検査室診断の 3 つの視点からアプローチす
る。感染エピソードとしては、男性同性愛歴、知的障害者施設入所歴、海外渡航歴の問診
が重要である。検査室診断の検体としては、病変部、糞便、血清が主に用いられる。
(1) 無症候感染 asymptomatic infection
健康診断などで、健康人の糞便中に赤痢アメーバ嚢子型に一致する形態が検出されるこ
とがある。この場合、非病原性のアメーバ E.dispar である可能性が高い。光学顕微鏡下で
は、赤痢アメーバ E.histolytica と E.dispar を区別することはできない（この場合、
E.histolytica/E.dispar と報告する）
。
原則として、健常人から検出された E.histolytica/E.dispar は治療対象とならない(Weekly
Epidemiological Record, No.14, 1997, WHO)。必要に応じ、E.histolytica 特異的な検査を実施す
る。
●赤痢アメーバ特異的な便中抗原検出法・・・関東化学から Techlab 社の E.histolytica II
が入手可能。ただし診断薬としては国内未認可である。
●PCR 法によるアメーバの同定など
非病原性のアメーバ E.dispar の感染であれば、治療不要である。赤痢アメーバ E.histolytica
の感染なら、症状の有無にかかわらず、治療対象である。
(2) アメーバ性大腸炎 amebic colitis
患者の多くは、赤痢アメーバ症と判明する前に、潰瘍性大腸炎と診断されている。潰瘍
性大腸炎の除外疾患として忘れないよう注意いただきたい。
大腸炎患者の糞便から栄養型虫体を検出すれば診断が確定する。ただし結果が陰性の場
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合、赤痢アメーバ症の可能性は否定できない。血清中の抗アメーバ抗体検出あるいは便中
のアメーバ抗原検出を併用する。大腸内視鏡では、タコイボ様の隆起に膿が付着する像を
認めることが多い。隆起部内には小さな膿瘍が存在し、そこに多数の虫体が含まれる。隆
起部を圧迫し膿を捉えるように生検を行う。
(3) アメーバ性肝膿瘍 amebic liver abscess
大きな孤発生膿瘍をみたらアメーバ性肝膿瘍を疑う。大きな膿瘍にもかかわらず、全身
状態が比較的よい点が特徴的である。肝機能は、正常～軽度上昇のことが多い。
アメーバ性肝膿瘍を疑ったら、血中抗アメーバ抗体の検出を試みる。経過の長い症例で
は、血清中の抗アメーバ抗体は高値を示すことが多く、一点測定による判定でも信頼性は
高い。急性に経過する症例では、抗体価の低い場合があるため、信頼性が低下する。でき
れば、ペア血清で判定することが望ましい
なお、排膿は原則不要であるが、右季肋部痛を軽減するためドレーンを設置した場合、
膿瘍排液による診断も可能である。膿瘍排液は無臭で、外観は「いかの塩辛様」あるいは
血性である。検査鏡で栄養型が確認できない場合でも PCR 法で赤痢アメーバ特異遺伝子配
列が検出される。
治療方針
抗アメーバ剤は、肝膿瘍や大腸炎などの組織病変に用いる薬剤と糞便中への虫体排出を
止める薬剤に大別される。前者には、metronidazole, tinidazole, ornidazole 等のニトロイミダ
ゾール系薬剤の他、dehydroemetine や chloroquine 等がある。後者( luminal agent )としては、
paromomycin, diiodoquinol, diloxanide があげられる。
(1) 無症候キャリアの治療
便中ヘモグロビン（＋）あるいは抗アメーバ抗体（＋）なら、大腸炎に準じた治療（メ
トロニダゾール）を行う。E.histolytica 特異的な検査で（＋）なら治療対象であるが、E.dispar
感染と判断されるなら駆虫不要である。
E.histolytica の無症候感染、あるいはメトロニダゾール治療に応答しない E.histolytica の
感染には、luminal agent を使用する。服薬完了後、E.histolytica 特異的な便検査で陰性化を
確認する。
① パロモマイシン ( 商品名 Humatin, Parke Davis ) 250 mg（研究班保管）
虫体排出を止める目的で使用する。
パロモマイシン 1,500 mg、分 3、10 日間。
非吸収性アミノ配糖体の一種。腎機能障害のある患者には慎重投与。
(2) アメーバ性大腸炎の治療
ニトロイミダゾール系薬剤が第 1 選択である。細菌感染の併発や腹膜炎が疑われる場合、
テトラサイクリン、エリスロマイシン等を併用する。壊死性大腸炎や大腸穿孔が疑われる
場合、開腹手術の適応を検討する。
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① メトロニダゾール経口（フラジール 250 mg 錠、塩野義など）
（保険適用外）
メトロニダゾール 1,500 mg/日、分 3、10 日間
メトロニダゾールの添付文書には、適応「トリコモナス症」とある。法律上、赤痢ア
メーバ症への処方は適用外使用にあたる。添付文書に記載された用法・用量は｢1 回 250mg、
1 日 2 回」である。海外では「アメーバ症には 2,250mg、分 3」を標準量としている文献
が多い。
高頻度に出現する副作用は、食欲不振、嘔気、嘔吐などである。服薬が継続可能な限
り、通常、自覚症状は大きな問題でない。ただし、重要な副作用として末梢神経障害が
あげられる。四肢のしびれ、異常感が認められた場合、投与を中止し、適切な処置を行
う。過去に本剤に対する過敏反応をおこした患者、脳・脊髄に器質的疾患のある患者、
血液疾患患者、妊娠 3 ヶ月以内の妊婦に対しては禁忌である。
治療効果確認のため１～2 週間後に糞便検査を行い、陰性化を確認する。下痢や血便
などの症状は改善しているにもかかわらず、嚢子排出が続く場合がある。海外の標準量
2,250mg、分 3 を試みて、それでもだめなら luminal agent の使用を検討する。その手順
は上述のとおり。
② チニダゾール経口 (商品名ハイシジン／富士製薬 200mg 錠、500mg 錠)
構造、作用機序ともメトロニダゾールに類似する。アレルギー等の理由でメトロニダ
ゾールが使えない場合にまず検討すべき薬剤である。
処方例
a. チニダゾール 1,200mg/日、分 3、7 日間 --- アメーバ性大腸炎
b. チニダゾール 2,000 mg/日、分 3、7 日間 --- アメーバ性肝膿瘍
(3) アメーバ性肝膿瘍
大腸炎と同様、メトロニダゾールの経口が第 1 選択である。ただし、症状改善までに約 1
週間を要するのが欠点である。即効性を期待する場合、デヒドロエメチンあるいはクロロ
キンを使用する。また、経口投与が困難な症例には注射用メトロニダゾールを使用する。
排膿は原則不要であるが、右季肋部痛が持続する場合には、留置ドレーンによる減圧を
検討する。画像上、肝膿瘍は数ヶ月以上持続する。血清抗体も数ヶ月では低下しない。頻
回の検査は無意味であるが、発熱や右季肋部痛が出現したら、画像所見および抗体価の変
化をみる。
①注射用メトロニダゾール( Flagyl Inj. Rhone-Poulenc ) 0.5 w/v%, 100ml（研究班保管）
患者の状態が悪く、経口投与が困難な場合に使用する。
処方例
a. メトロニダゾール（注）500mg、8 時間毎、7 日間。
b. メトロニダゾール（注）初回 1,000 mg。その後、6 時間毎に 500mg。
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I - 3 自由生活アメーバ症（含、アカントアメーバ角膜炎）
free-living amebiasis (incl. acanthamoeba keratitis)
概要
河川水などに棲息する各種の自由生活アメーバが人体に感染し、病原性を発現するもの
を総称して自由生活アメーバ症と呼ぶ。原発性アメーバ性髄膜脳炎、肉芽腫性アメーバ脳
炎、アカントアメーバ角膜炎などがあり、中でもアカントアメーバ角膜炎は日本でも症例
数が増加している。
１．原発性アメーバ性髄膜脳炎 primary amebic meningoencephalitis
症状・徴候
河川、湖沼、温泉などに棲息する Naegleria fowleri が、水浴時に鼻粘膜を経由して髄膜
腔に侵入し、増殖すると考えられているが、水泳や温泉浴と関連のない例も存在する。1～
2 週間の潜伏期を経て頭痛、高熱などで発症し、髄膜炎症状、意識混濁が急速に進行する。
世界で 180 例以上の報告があるが、生存例はわずか 5 例にすぎない。日本からも 1 死亡例
が報告されている。
検査・診断
脳脊髄液中に偽足を出して運動する 10～30 μm のアメーバを見出す。アメーバを培養し
て確認する。PCR 法で種の鑑別が可能である。
治療方針
生存例は、いずれもアムホテリシン B の投与を受けている。文献によると（Seidel JS et al.
N Eng J Med 306:346-348, 1982）、アンフォテリシン B の静脈内投与（1.5 mg/kg/日・分 2、3
日間、引き続き 1 mg/kg/日、3 日間）と髄腔内投与（1.5 mg/kg/日、3 日間、引き続き 1 mg/kg/
隔日 8 日間）を行っている。この例では、さらにミコナゾールの静脈内、髄腔内投与、リ
ファンピシンの経口投与、スルフィサキサゾールの静脈内投与も併用している。ただし、
上記の国内承認薬はすべて保険適用外である。
２．肉芽腫性アメーバ脳炎 granulomatous amebic encephalitis
症状・徴候
Acanthamoeba や Balamuthia が気道、鼻粘膜、皮膚の傷口などから侵入し、血行性に脳に
侵入することによって生じる。本疾患は AIDS、悪性リンパ腫、白血病など、免疫能が低下
した状態で発症する例が多い。頭痛、発熱、意識混濁、全身痙攣などを示し、亜急性ない
し慢性の経過をとる例が多い。病理学的には限局性壊死病巣が見られ、免疫反応が比較的
良好の場合はアメーバの周囲に肉芽腫性病変が見られる。世界で 200 例以上の報告がある
が、大部分は死亡例である。
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検査・診断
脳脊髄液や大脳生検組織中に、アメーバ栄養型や二重壁を有する囊子（Balamuthia では 3
重壁）を検出する。PAS、ゴモリメテナミン銀染色やカコフルオール染色は囊子壁の検出に
有効とされる。確定診断は培養により行う。血清診断や PCR 法も行われている。
治療方針
治療成功例はほとんどないが、ST 合剤、ケトコナゾール（両者ともに保険適応外）が有
効であった例が報告されている。
３．アカントアメーバ角膜炎 Acanthamoeba keratitis
症状・徴候
角膜の微小な傷口から Acanthamoeba castellanii や A. polyphaga が感染し、角膜炎を生じる。
特に、ソフトコンタクトレンズ装着者における発症率が高い。毛様充血、眼痛を生じ、放
射状角膜神経炎、偽樹枝状潰瘍などを特徴とする。放置すると角膜潰瘍、穿孔に至る。世
界中で発生が見られ、日本でも近年症例数が増加している。
検査・診断
角膜病変の擦過小片をスライドグラスに塗抹あるいはよく圧平し、位相差顕微鏡もしく
はパーカーインク染色などで観察し、栄養型や、二重壁を有する特徴的囊子を検出する。
さらに、培養により栄養型と囊子を検出する。
治療方針
早期診断による治療開始が重要である。完成期に移行すると通常 3～4 ヶ月以上にわたる
治療を要し、予後不良となる。下記に、日本で一般的に採用されている治療方針について
述べる。ただし、下記の国内承認薬についてはいずれも保険適用外である。
初期治療：下記の 3 者の併用療法を行う。
・フルコナゾール、ピマリシン等の抗真菌薬の点眼または軟膏塗布
・イトラコナゾール、ミコナゾール等の抗真菌薬の内服または経静脈投与
・外科的病巣掻爬（随時）
難治症例：抗真菌薬は静アメーバ作用はあるが、殺アメーバ作用はきわめて弱いと考え
られている。したがって、上記で改善の見られない難治症例に対しては、殺囊子作用を有
する下記薬剤を使用することが多くなっている。
0.02% polyhexamethylene biguanide (PHMB)または 0.02% chlorhexidine digluconate (CHX)の
点眼。
医薬品ではないので、使用に当たっては十分なインフォームドコンセントが必要である。
完成期に移行すると非常に難治性になるため、早期から殺アメーバ効果のある 0.02%
PHMB、もしくは 0.02% CHX を使用することが望ましい。欧米では、初期治療の段階から
0.02% PHMB（または 0.02% CHX）、アミノグリコシド系抗菌薬、0.1% propamidine isethionate
（研究班保管）の 3 種点眼の併用を行うことが主流となっている。
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I - 4 ジアルジア症（ランブル鞭毛虫症） giardiasis
概要
ジアルジア症は、ランブル鞭毛虫（Giardia lamblia, G. intestinalis, G. duodenalis）の感染に
よって起こる原虫感染症である。ランブル鞭毛虫の生活環には栄養体と嚢子（シスト）の 2
形態があり、栄養体は軸索を中心に左右対称の洋梨形で 2 核を有し、4 対の鞭毛を持ち運動
性がある。腹側前半部には吸着円盤があり十二指腸、空腸上部、時に胆道、胆嚢粘膜に吸
着し寄生する。嚢子は卵円形で 2～4 個の核を有し、鞭毛束や軸索の残存を見ることがある
が運動性はない。糞便とともに体外に排出された嚢子は既に感染性を有しており、この嚢
子で汚染された水や食品あるいは手や食器等を介して感染が成立する。
ランブル鞭毛虫は世界中に広く分布するが、感染者は熱帯・亜熱帯を中心とした衛生環
境が不良な地域に多く見られる。我が国では輸入感染症として旅行者下痢症の代表的な病
原体の一つであり、推定感染地域はアジア地域が 7 割を占めている。一方で、国内発生例
も少なくはなく養護施設内での集団感染や、男性同性愛者間での性感染症としても重要で
あり、感染症法による統計によれば国外発生例と国内発生例とはほぼ同数である。感染症
法では全数把握の 5 類感染症に指定されており、診断した医師は 7 日以内に最寄りの保健
所へ届け出る必要がある。
症状・徴候
潜伏期は細菌性下痢症と比べて一定しないが、2～3 週間程度が比較的多い。下痢が主症
状であるが、激しい水様便から軟便まで程度は様々であり、慢性化する例も多い。鼓腸、
腹部膨満、上腹部痛、食欲不振、悪心・嘔吐、倦怠感等を伴うことや、胆道感染による胆
管・胆囊炎が見られることもある。一方で下痢を伴わない無症候性の場合も見られるが、
持続的に嚢子が排出されるため、感染源としての注意が必要である。栄養体は腸管腔に留
まり、組織への浸潤をしないため、血便や高熱は通常認められない。また慢性化する例で
は、腸管上皮絨毛の平坦化、吸収不良に起因する慢性の脂肪便、乳糖不耐症、体重減少な
どの原因となる。低 γ グロブリン血症や腸管の分泌性 IgA 欠損症患者では、重篤な感染が
起こりうるとされており、再発を繰り返す難治症例では基礎疾患の検索も必要となる。
検査・診断
開発途上国への渡航歴があり、細菌性下痢症に対しての培養、治療が行われても起因菌
が検出されず、消化器症状が遷延する場合には鑑別疾患の一つとしてあげられる。検査は
新鮮な下痢便の直接塗抹標本を顕微鏡で観察し、ランブル鞭毛虫の栄養体または嚢子を検
出することで確定診断する。囊子は下痢・有形便ともに検出可能であり、集囊子法にヨー
ド染色法を併用することで検出率が高くなる。囊子の排出は間欠的なために、数日間にわ
たり 3 回ほど検査を実施することが推奨されている。ランブル鞭毛虫の抗原に対するモノ
クローナル抗体を使用した ELISA 法、蛍光抗体法、および十二指腸液の採取、生検による
検出法も選択されることがある。
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治療方針
有症状者は原則的に治療を行うが、軽症者や無症候性嚢子保有者の場合に治療を行うか
否かは意見の分かれるところである。しかしながら、集団生活をおくる小児や食品を扱う
者など、他人への感染のリスクが高いと考えられる場合には治療すべきである。国内では
メトロニダゾールが第一選択薬として頻用されている。
国内ではメトロニダゾールが第一選択薬として頻用されている。

① メトロニダゾール（フラジール 250mg 錠）（保険適用外）
750 mg/日 分 3（小児では 15～30mg/kg/日） 5～7 日間
妊娠 3 カ月までの妊婦、脳・脊髄の器質的疾患、血液疾患の既往がある者への投与は禁
忌。
② チニダゾール（ハイシジン 200 mg・500 mg 錠：富士製薬）
（保険適用外）
2g（小児では 50mg/kg） 単回
③アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg 錠：グラクソ・スミスクライン）
（保険適用外）
400 mg/日（22.5mg/kg/日）分 1、5 日間
④ ニタゾキサニド（アリニア 500mg 錠）（研究班保管）
1g/日 分 2（小児では 200～400mg/日）
、3 日間
⑤ パロモマイシン（フマチン 250mg カプセル）（研究班保管、本疾患では対象外）
1.5g/日（25～35mg/kg/日）
、分 3、7 日間
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I - 5 クリプトスポリジウム症 cryptosporidiosis
概要
クリプトスポリジウム症は Cryptosporidium spp.の感染によって起こる原虫感染症である。
形態は直径 4～5μm の類円形でオーシストと呼ばれ、内部に 4 個のスポロゾイトが中央部
の残体を取り囲むように配置されている。このオーシストで汚染された水や食物を介して
感染が成立する。経口摂取されたオーシストは脱嚢胞化したスポロゾイトとなり、小腸上
皮細胞の微絨毛に侵入して、数回の無性生殖を繰り返した後有性生殖を行い、再びオーシ
ストを形成する。さらに 4 個のスポロゾイトが形成されて感染型となり、糞便とともに排
出される。
クリプトスポリジウムは世界中に分布し、我が国では輸入感染症として旅行者下痢症の
病原体の一つとされるが、感染源であるオーシストが通常の塩素殺菌に対して強い耐性を
持っていることから、水道水汚染による集団下痢症の原因にもなり得る。また、免疫不全
に伴う下痢症においては注意すべき原虫であり、本症の慢性化例では免疫学的背景の検索
が必要である。感染症法では全数把握の 5 類感染症に指定されており、診断した医師は 7
日以内に最寄りの保健所へ届け出る必要がある。また食中毒が疑われる場合には 24 時間以
内に最寄りの保健所に届け出る。
症状・徴候
5～10 日程度の潜伏期を経て、水様性下痢、腹痛、嘔気・嘔吐、食欲不振、倦怠感などの
症状の他、微熱がみられることもある。下痢の回数は多様で数週間遷延することもあるが、
健常人の場合は自然に回復する。しかし、免疫不全者の場合は慢性化や再発を繰り返し、
特に CD4 数が重症度に影響を及ぼす。重症化した場合は大量の水様便や失禁により死に至
ることがあり、腸管外合併症として胆道系や呼吸器系への感染がみられることもある。
検査・診断
開発途上国への渡航歴があり、細菌性下痢症に対しての培養、治療が行われても起因菌
が検出されず、消化器症状が遷延する場合にはジアルジア症とともに鑑別疾患の一つとし
てあげられる。確定診断は糞便中のオーシストを検出することによるが、通常の塗抹標本
観察では原虫の確認が困難で糞便検査を依頼しても見落とされる可能性がある。したがっ
て、遠心沈殿法やショ糖浮遊法により集オーシストを行い、蛍光抗体染色や抗酸染色など
の染色標本を作製することが望まれる。蛍光抗体染色が最も感度がよい検査法で、市販の
簡便な染色用キットがあるが国内では未承認である。オーシストの内部構造観察には、微
分干渉顕微鏡が用いられる。血清抗体価や生検による診断は困難であるが、PCR による検
出は形態学的に鑑別不能な種や遺伝子型の同定には不可欠であり、専門の研究室では実施
可能となっている。
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治療方針
確実に有効な薬剤はないとされており、健常人においては脱水に対する対症療法が基本
である。免疫不全におけるクリプトスポリジウム症においては原疾患の治療が最善の方法
であり、AIDS における HAART や先天性免疫不全における骨髄移植等による免疫機能の回
復が症状の改善には最も効果的である。
① ニタゾキサニド（アニリア 500mg 錠）（研究班保管、免疫不全者のみ対象）
1 g/日、分 2、14 日間（健常者では 3 日間）
② パロモマイシン（フマチン 250mg カプセル）（研究班保管）
1.5～2.25 g/日（25～35mg/kg/day）、分 3、14 日間 ③と併用
③ アジスロマイシン（ジスロマック 600 mg 錠：ファイザー）（保険適用外）
600 mg/日、分 1、14 日間 ②と併用
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I - 6 アフリカトリパノソーマ症（睡眠病） African trypanosomiasis (sleeping sickness)
概要
ヒトに本疾患を起こすのは原虫である Trypanosoma brucei gambiense と Trypanosoma
brucei rhodesiense であり、いずれもツェツェバエにより媒介され、前者はガンビアトリパ
ノソーマ症、後者はローデシアトリパノソーマ症の原因となる。保虫宿主は前者ではヒト、
後者では家畜、野生動物などの種々の哺乳類である。ツェツェバエの体内ではエピマスチ
ゴート型で増殖するが、発育終末トリポマスチゴート型となってヒトや他の哺乳類に感染
し、それらの哺乳類の体内ではトリポマスチゴート型で増殖する。病期は早期と後期に分
かれるが、後期では中枢神経系病変を生じ、治療は難渋し、予後は不良である。ガンビア
型に比べてローデシア型の方が急速に進行し、重症度も高い。
地理的には、ガンビア型はサハラ以南アフリカの西～中央部、ローデシア型は同東部に
分布するが、ウガンダでは両者がみられる。旅行者の疾患としては多いとは言えないが、
2001 年 2～6 月には、いずれもタンザニアの国立公園を訪れたヨーロッパ人旅行者に 9 例の
発生がみられた。
症状・徴候
ツェツェバエによる刺咬の 5～15 日後に、当該部位に皮膚病変が出現し、直径 2～5 cm
となるが、有痛性、限局性で硬結を有し、赤黒い盛り上がりを示す（chancre）。しかし、chancre
はガンビア型では見られないことも多い。刺咬後、ガンビア型では数週～数ヶ月経過して、
ローデシア型では 1～4 週経過して全身症状が出現する。発熱は高頻度であり、しばしば間
欠的に生じるが、この時期には頚部リンパ節腫脹がみられることが多い。その他、脾腫、
発疹、掻痒、浮腫（主に顔面）がみられることもある。後期には多彩な中枢神経系症状が
出現し、最終的に昏睡から死亡に至る。全経過はガンビア型では数ヶ月～数年と長いが、
ローデシア型では数週～数ヶ月と短く、中枢神経系症状の出現前に死亡することも多い。
一般検査では赤沈亢進、貧血、血小板減少、高ガンマグロブリン血症がみられる。さら
に、ローデシア型では凝固異常、DIC、肝機能異常がみられることもある。血清や髄液の
IgM 濃度が増加し（特にガンビア型）、髄液ではさらに単核球、蛋白が増えるが、透明なこ
とが多い。
検査・診断
予後の悪いローデシア型でも早期に診断することにより、殆どの例で治癒が可能である
ので、発熱のみの症例でも疑いがあれば積極的に診断を試みる。なお、2 つの型の区別は形
態学的には不可能である。また、後期に進展しているかどうかの判定は、治療上非常に重
要である。
早期では血液あるいはリンパ節穿刺液の生鮮標本を作成し、運動性を有する本原虫を検
出する。血液での確認のためには、厚層塗抹標本をギムザ染色して検鏡する。また遠心操
作による原虫の濃縮については、ヘマトクリット管で遠沈して buffy coat を観察する方法が
ある。この場合、マラリア原虫の様にアクリジン・オレンジ色素で染色して蛍光顕微鏡で

- 17 -

観察すると、検出感度がより高くなる。ローデシア型では原虫が多いので検出しやすいが、
ガンビア型では少ないので数日間検査を繰り返す必要もある。リンパ節穿刺液の検査はガ
ンビア型で有用である。また、chancre の穿刺液では最も早期に診断できることがあり、骨
髄穿刺液でも診断できることがある。
後期では血液やリンパ節穿刺液での検出は困難となり、髄液での検出が可能となるが、
遠心沈渣の生鮮標本、あるいはギムザ染色塗抹標本を用いる。
抗体検査法としては、海外で主にガンビア型を対象とした診断キットが発売されている
が、わが国では入手が困難と思われる。
治療方針
感染地域から型を推定し、さらに病期を決定して治療薬剤を選択する。イセチオン酸ペ
ンタミジン以外の薬剤は全体的に副作用が強く、スラミンでは発熱、発疹、消化器症状な
ど、エフロールニチンでは貧血、消化器症状、痙攣などがあるが、メラルソプロールは最
も毒性が強く、2～10%に脳症が生じ、そのうち 50%近くが死亡するとされている。
ガンビアトリパノソーマ症
a) 早期
① イセチオン酸ペンタミジン（ベナンバックス 300 mg 注：中外）（保険適用外）
4 mg/kg を 1 日 1 回、筋注あるいは静注、7 日間
b) 後期
① エフロールニチン（研究班保管）
100 mg/kg の静注を 6 時間毎（すなわち 1 日 4 回）
、14 日間
無効の場合に下記を試みるが、重篤な副作用には十分注意すること
② メラルソプロール（研究班保管）
1 日目 1.2 mg/kg、2 日目 2.4 mg/kg、3 および 4 日目 3.6 mg/kg の静注を行うが、7
日間の休薬をおいてこれを 3 回繰り返す（計 26 日間）
ローデシアトリパノソーマ症
a) 早期
① スラミン（研究班保管）
初日に 100 mg の試験的静注を行い、その後 20 mg/kg（最大 1 g）の静注を 1、3、
7、14、21 日の計 5 回
b) 後期
① 上記のメラルソプロールのみ
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I - 7 アメリカトリパノソーマ症（シャーガス病）
American trypanosomiasis（Chagas disease）
概要
アメリカトリパノソーマ症は、鞭毛をもつ単細胞真核生物であるクルーズトリパノソー
マ（Trypanosoma cruzi）の感染によって起こる。サシガメと呼ばれるカメムシに似た吸血
性昆虫によって媒介される人獣共通感染症である。鞭毛とキネトプラストをもち、哺乳類、
昆虫宿主間を伝搬して、複雑な生活環を形成している。哺乳類の血中に観察される錐鞭毛
型は心筋などの横紋筋細胞やリンパ球に侵入した後、無鞭毛型に分化・分裂し、再び錐鞭
毛型となって感染細胞から放出される。放出された錐鞭毛型は再度別の細胞に侵入するか、
サシガメに吸血された後、上鞭毛型・終末錐鞭毛型へと分化する。サシガメが次に吸血す
る際に、この感染型虫体（終末錐鞭毛型）が糞中に排泄され、これが皮膚、粘膜を通じて
哺乳動物宿主に侵入する。多くの動物を宿主とし、野生動物（げっ歯目、アルマジロ、オ
ポッサム、コウモリ）、家畜（イヌ、ネコ、トリ）、イエネズミなどに感染が見られる。伝
播は、節足動物の 50 余りの種からなる半翅目に属するサシガメによる。そのうちの一部が
ヒトへの感染に関与している。
本症は主にラテンアメリカに存在し、約 2 千万人の感染者がいる。近年、住居への殺虫
剤の塗布、更に、家屋の改善により媒介昆虫がコントロールされ始め、現在、ウルグアイ、
チリ、アルゼンチン、ブラジルで公衆衛生上の重要性を失いつつある。しかしながら、ボ
リビアなど経済状態の悪い国では未だ高い感染率を示す地域が見られる。更に流行地域で
は、感染母胎からの垂直感染によるものと、感染血液の輸血による感染も重要である。本
邦においても、散発的に中南米諸国出身の日系人や青年海外協力隊員などで感染を確認し
ている。
症状・徴候
急性期の症状は感染後 1 週間から数カ月間みられる。大半の症例は自然寛解し、一部は
その後、数年から数十年の無症候期間を経て慢性型へ移行する。慢性期では通常、血液・
組織内に虫体は見られない。慢性期症状の病因については自己免疫の関与が指摘されてい
るが、依然不明な点が多い。
感染地域での初感染は通常小児に認められるが、急性症状は約 1 週間後に見られる。眼
瞼結膜から感染した場合、Romaña（ロマーニャ）兆候（紫色に硬結した片側性眼瞼腫大に、
眼周囲リンパ節腫大を合併）が現われる。皮膚が感染局所の場合は、接種部位に壊死性潰
瘍ができる。全身症状としては、数カ月に及ぶ発熱、びまん性リンパ節症、脾腫が見られ
る。また、急性の心筋炎を起こすと、急性心不全につながる。急性期の症状が寛解した後、
無症状期間が数年間続くが、後で述べる血清学的検査は陽性のまま経過する。慢性期にお
ける有効な治療法はなく、予後は極めて重篤である。感染者の約 10％が下記に示す慢性心
臓障害、或は巨大臓器症を主徴とする慢性の病像を呈する。
慢性期の症状は狭心症様の前胸部痛、不整脈、伝導障害、左心又は両心不全、塞栓症（心
内血栓、大小循環での血栓）などを特徴とする。ブラジルやベネズエラなどで多く見られ
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る。心電図波形の様々な異常を呈する他、胸部 X 線写真では心肥大と診断される。心血管
造影では時に心内血栓、心尖部動脈瘤が見られることがある。経過は不良で、進行性収縮
不全、不整脈、アダムス・ストークス症候群、突発性塞栓症などで突然死する。
巨大食道はブラジルでは頻繁であるが、チリやアルゼンチンでは少ない。バリウム透視
像の異常、嚥下障害を認める。巨大結腸症もしばしば認められる。
検査・診断
確定診断は虫体又はトリパノソーマ DNA の直接証明による。
1. 寄生虫学的診断法
急性期の診断は寄生虫の直接的証明による。患者血液、リンパ液などの薄層又は厚層塗
抹ギムザ染色標本から、鏡検により原虫を証明する。また、筋肉やリンパ節の生検では無
鞭毛型を確認することができる。PCR 法では特異的な核酸配列を増幅することが可能で、
感度も高い。外因診断法(xenodiagnosis)は患者血液を未感染の媒介昆虫（サシガメ）に吸血
させ、糞中のトリパノソーマを検出する方法であり、感染浸淫地では安価で簡便、しかも
高感度である。
2. 免疫学的診断法
トリパノソーマの粗抽出抗原を用いた補体結合反応及び凝集反応、更に固定虫体を用い
た間接蛍光抗体法が最も一般的に用いられる。しかしながら、リーシュマニア症・ハンセ
ン病などとの交叉反応性には注意を要する。国内で販売されている検査キットはないが、
一部の大学等がビーズ凝集反応による検査キットを輸入し、所持している。
治療方針
急性期では下記の抗トリパノソーマ剤が有効な場合がある。慢性期では感染虫体数が少
なく、自己免疫が病理に深く関与するとされており、トリパノソーマを殺滅する薬剤の効
果は疑問視されている。一般に慢性期のシャーガス心症の患者に対しては、対症療法のみ
が行われる。ニフルチモックス(Lampit)は急性期の患者のみに効果がある。深刻な副作用と
して振戦、不眠、食欲不振、体重減少、神経炎、貧血などがしばしば見られる。ニトロイ
ミダゾール化合物のベンズニダゾール(Radanil)は急性期のみならず、慢性のシャーガス病
の血清反応陰性化例に対しても効果があることが報告された。副作用としては光線過敏症、
皮膚炎、神経炎、食欲不振、体重減少などがある。巨大食道症、巨大結腸症では、外科的
治療の適応となることがある。
① ニフルチモックス（研究班保管）
8～10 mg/kg/日（小児では 15 mg/kg/日に増量も可能）分 3 1～4 ヶ月間
② ベンズニダゾール（現在、国内での入手は困難）
5～10 mg/kg/日 分 2 1～2 ヶ月間
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I - 8 リーシュマニア症 leishmaniasis
概要
リーシュマニア症は、旧大陸および新大陸に広く分布する Leishmania 原虫による人獣共
通感染症である。Leishmania 原虫は Leishmania 亜属と Viannia 亜属の 2 亜属に分けられ、約
21 種の原虫がヒトに病原性を持つとされる。旧大陸では Phlebotomus 属、新大陸では
Lutzomyia 属のメスのサシチョウバエが媒介者となる。サシチョウバエの消化管や口器の吻
に寄生する時期の原虫（プロマスチゴート）は鞭毛を持ち、ヒトや動物（保虫宿主：イヌ、
ネズミなどのげっ歯類、イワタヌキ、ナマケモノ、アリクイなどの哺乳動物など）を吸血
することで感染が成立する。
ヒト皮膚内に注入されたプロマスチゴートは、マクロファージ内で無鞭毛形（アマスチ
ゴート）の状態で分裂・増殖し、やがて感染細胞が破裂すると放出された原虫は他の細胞
に新たに感染していく。通常、動物からヒトあるいはヒトからヒトへの原虫の直接感染は
ないが、drug abuser などでは注射を介してヒトからヒトへの直接感染がみられ、スペイン
などを中心に HIV との混合感染・日和見感染が問題になっている。全世界に数千万人の患
者があると推定されているが、本邦ではヒト吸血性のサシチョウバエが生息しないため、
土着症例はみられない。しかし、輸入感染症としては過去の数十例に加え、現在もしばし
ばみられるので、注意を要する国際感染症のひとつである。
症状・徴候
リーシュマニア症の臨床型は内臓型（カラ・アザール）
、皮膚型、粘膜皮膚型の３型に大
別される。
内臓型リーシュマニア症は主に Leishmania 亜属の原虫に起因し、旧大陸では Leishmania
(Leishmania) donovani、L. (L.) infantum、新大陸では L. (L.) infantum/chagasi が主な原因原虫
である。感染後、発熱、悪寒、全身倦怠などで発症し、リンパ節腫大、肝脾腫などが起こ
る。なお、低栄養状態や免疫不全は本症のリスクファクターのひとつであり、これらのケ
ー ス で は Viannia 亜 属 に よ る 症 例 も 新 大 陸 で 散 見 さ れ て い る 。 Post-kala-azar-dermal
leishmaniasis (PKDL)は、内臓型の不十分な治療例でみられ、不完全治癒後約 1 年から 5 年
を経過して、顔面、四肢、躯幹に紅斑、丘疹、小結節などの皮疹が出現するものをいう。
皮膚型リーシュマニア症は Leishmania 亜属と Viannia 亜属の原虫に起因し、旧大陸では
Leishmania (Leishmania) major、L. (L.) tropica、L. (L.) aethiopica が、また新大陸では L. (L.)
mexicana、L. (L.) amazonensis、Leishmania (Viannia) braziliensis、L .(V.) peruviana、L. (V.)
guyanensis、L.(V.) panamensis が主な病原虫である。なお、Viannia 亜属は新大陸だけに分布
し、旧大陸にはない。
皮膚型は皮疹の形状や分布から限局型と汎発型、難治性・再発性、スポロトリコーシス
性、播種性に細分されている。限局型はサシチョウバエの刺入部位が丘疹となり、その後
丘疹は漸次増大し、中心が潰瘍化する。この病変は数ヶ月から数年継続し、潰瘍の大きい
ものは 5〜6 cm に達する。その他、紅斑浸潤や結節で経過するものは単発型、多発型とも
にみられる。通常それらは自然治癒後、瘢痕を形成する。
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一方、その周囲に丘疹が再発するものは難治性・再発性（回帰性）leishmaniasis recidivans
と称され、皮膚結核の皮膚疣状結核 tuberculosis verrucosa cutis の皮膚症状に類似する。長期
間症状が持続して、粘膜皮膚型に移行する例もある。
汎発型は、旧大陸では L. (L.) aethiopica、
新大陸では L. (L.) amazonensis と L. (L.) mexicana が原因原虫である。その皮膚症状は潰瘍を
形成せず、結節や丘疹からなり、LL 型ハンセン病に類似する。
汎発型の特徴は原虫に対する免疫能を有しない個体に発症し、PPD などの反応は正常で
あるが、リーシュマニア原虫抗原に特異的にアネルギー（anergy）であり、原虫抗原を用い
たモンテネグロ皮膚反応（Montenegro’s skin test）に対しては陰性である。また現存する治
療薬に対して抵抗性で、難治である。播種型は新大陸でみられ、L. (L.) amazonensis 、L. (V.)
braziliensis が主な原因原虫である。
播種型の皮膚病変は丘疹あるいはざ瘡様で、その数は数百に及ぶが、治療薬にはよく反
応する。
粘膜皮膚型リーシュマニア症の病原虫としては中南米に分布する L. (V.) braziliensis が最
も重要であり、その他 L. (V.) guyanensis、L. (V.) panamensis による症例もある。主な症状は
鼻咽頭を中心に病変がみられ、鼻口腔粘膜の破壊、鼻中隔や鼻翼の欠損などをきたし、や
がて嚥下障害や誤飲性肺炎などを引き起こす。粘膜皮膚型の発症機序は、皮膚型の未治療
例あるいは不完全治療例で原虫が生体内に残存した場合に、数年後原虫が活性化されて発
症するものと推測されているが、詳細は不明である。
検査・診断
潰瘍辺縁より組織液を採取し、ギムザ染色を行い、虫体を直接観察できれば診断は容易
である。しかし、細菌などによる混合感染例や粘膜皮膚型における粘膜病変では、原虫検
出率は低下する。組織液あるいは皮膚生検組織採取と同時に、NNN（Novy-MacNeal-Nicolle）
培地で原虫の培養も行う。最近は PCR による原虫の検出・種の同定も行われている。原虫
種の同定は治療方針（局注、筋注、静注などの投与ルートや投与期間、投与量などの決定）
や予後の推定（皮膚型、皮膚病変から粘膜皮膚型や内臓型への移行など）に関わるので、
極めて重要である。
治療方針
現在のリーシュマニア症に対する薬物療法は主に、5 価アンチモン製剤による治療である。
スチボグルコン酸ナトリウム（商品名 Pentostam）は、アマスチゴート（無鞭毛型虫体）の
グリコソームに存在する解糖系と脂肪酸ベーター系酸化系の両者を阻害し、その結果 ATP
と DTP 産生を低下させ、エネルギー産生を抑制するといわれている。
内臓型では、スチボグルコン酸ナトリウム 20 mg/kg（最大 800 mg）を 1 日１回静注、ま
たは筋注を 28〜30 日間継続する。またミルテフォシンの経口薬も使用されるようになり、
本研究班でも入手している。ミルテフォシンはアルキルフォスフォコリンに属するヘキサ
デシルフォスフォコリンの経口薬剤で、アンチモン製剤（スチボグルコン酸ナトリウム）
耐性の原虫に対しても効果があるとされ、皮膚型リーシュマニア症に対しても治験が行わ
れている。
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2009 年 6 月から本邦でもアムホテリシン B リポゾーム製剤（商品名アムビゾーム）が保
険適応になり、リーシュマニア症に対して使用可能となった。最近、皮膚型リーシュマニ
ア症にも使用されつつある。
処方例
(1) 内臓型
①スチボグルコン酸ナトリウム（研究班保管）
20 mg/kg（最大 800 mg）を 1 日１回静注または筋注、28〜30 日間
②ミルテフォシン（研究班保管）
成人では 100 mg/日・分 2、小児では 2.5 mg/kg、いずれも 28 日間
③リポゾーム化アムホテリシン B（アムビゾーム）
2.5mg/kg を 1 日１回静注、1〜5 日間の連日、14 日目および 21 日目に投与
(2) 皮膚型
①スチボグルコン酸ナトリウム（研究班保管）
10〜20 mg/kg を 1 日 1 回局注、筋注、あるいは静注、10 日間あるいはそれ以上
粘膜皮膚型の原因原虫となる L. (V.) braziliensis などの原虫以外では、単発ないし結
節性病変であれば 100〜300 mg の局注を 1 日 1 回、必要ならば 1〜2 日の間隔で 20 回
行う。L. (V.) braziliensis による場合には、粘膜皮膚型への転移を避ける目的で、局所
の病変が治癒してから数日間全身投与を継続することがある。なお、L. (L.) tropica によ
る皮膚型では週 2 回投与を 4〜8 週間行う。
(3) 粘膜皮膚型
①スチボグルコン酸ナトリウム（研究班保管）
20 mg/kg（最大 800 mg）を 1 日１回静注、または筋注、28 日間程度
皮下注、筋注は疼痛を伴う欠点がある。静注では 5%ブドウ糖液で 10 倍以上に希釈する。
(4) 上記以外の治療法
L. (L.) major による皮膚型では、抗真菌薬のイトラコナゾール 4 mg/kg/日 (200〜400 mg/
日) ・１日 2 回・6 週間内服投与や、フルコナゾール 200 mg/日・１日１回・6 週間の内服
投与も行われている。その他抗菌薬、インターフェロンなどが試みられているが、完治さ
せるには至っていない。
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備考：
1) スチボグルコン酸ナトリウムの副作用のほとんどは一過性であり、1〜2%に悪心、嘔吐/
下痢や腹痛などの消化器症状がある。その他、発疹、食思不振、倦怠、筋肉痛、頭痛、
嗜眠、多発性神経炎、膵酵素やトランスアミナーゼの上昇などもみられ、ときに重篤な
肝、心、腎の障害がある。通常、副作用は用量依存性であり、最終段階の 15 日以降に出
現することが多い。静注では一過性の血管痛があり、血栓形成を生ずることもある。重
篤な副作用の徴候があれば、直ちに治療を中断する。
2) ミルテフォシンの副作用は用量依存性であり、消化器症状、肝障害や腎障害などがある。
嘔吐や下痢などが約半数にみられ、腎障害は 1〜2%に起こると報告されている。
3) アムビゾームの副作用は、悪心/嘔吐、下痢などの胃腸障害が主で、検査では肝障害、腎
障害がある。
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I - 9 トキソプラズマ症 toxoplasmosis
概要
トキソプラズマ（Toxoplasma gondii）はネコを終宿主とする細胞内寄生原虫で、ヒトを含
む哺乳類、鳥類などの恒温動物を中間宿主とする。感染性をもつオーシストがネコの糞便
中に排泄され感染源となる。またブタ、ヒツジ、ヒトなどがオーシストを摂取すると、オ
ーシストから脱嚢したスポロゾイトが急増虫体に変化し、血流を介して脳、眼、筋肉、心
筋などに移行する。これらの臓器に緩増虫体を含む嚢子を形成するが、この嚢子を経口摂
取することでも感染が成立する。現在のトキソプラズマ感染は後者の経路（嚢子を含んだ
生肉・不完全調理肉を経口摂取する）が主であると考えられている。
病型は先天性トキソプラズマ症と後天性トキソプラズマ症に分けられる。診断は抗体測
定や PCR 法による。治療はスルファ剤とピリメサミンが中心で、免疫不全者に対する予防
投与も行われる。
症状・徴候・検査・診断
それぞれの病型について述べていく。臨床所見と血清診断による間接的な証明、原虫の
PCR 法による遺伝子検出などの直接的な証明により診断する。髄液・組織からのトキソプ
ラズマ遺伝子検査は慶応大学医学部熱帯医学・寄生虫学教室などに依頼し実施することが
できる。
(1) 先天性トキソプラズマ症
妊娠中に妊婦がトキソプラズマに初感染すると、経胎盤的に児に感染して先天性トキソ
プラズマ症を生じることがある。妊娠初期の感染は胎児への感受性が低く重篤な症状を示
し、一方、感染後期では感染感受性が高く症状が軽微であることが知られている。先天性
トキソプラズマ症の症状は、水頭症、脈絡網膜炎、脳内石灰化の古典的 3 徴が知られてい
るが、精神運動障害、リンパ節腫脹、肝機能障害、黄疸、貧血、血小板減少など様々であ
る。
症状の発現時期は様々で新生児期だけでなく小児期以降に顕在化することもある。
先天性トキソプラズマ症の出生前診断は、羊水から原虫遺伝子を PCR 法で証明する。出生
後 の ト キ ソ プ ラ ズ マ 症 の 診 断 に は 、 日 本 で は 実 施 で き な い が 、 IgM immunosorbent
agglutination assay (ISAGA)が感度・特異度ともに高い。さらに IgA 抗体の検出が IgM 検出
より感受性が高い。トキソプラズマ症が疑われる新生児で IgG 抗体が陽性、IgM/IgA 抗体
が陰性の場合、母親と児の両血清を用いて IgG 抗体が母体由来か児由来かを区別するウエ
スタンブロッティング法を行う。
(2) 後天性トキソプラズマ症
a. 急性感染
免疫能が正常な子供や成人（妊婦を含む）がトキソプラズマに初感染した場合、大多数は
無症状で経過する。約 10％が伝染性単核球症様症状（発熱、倦怠感、リンパ節腫脹、肝酵
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素の上昇など）を示し、EB ウイルス・サイトメガロウイルス・HIV 感染との鑑別が必要で
ある。免疫正常者でも、まれに重症播種型と呼ばれる病態を起こすことがあり、心筋炎、
多発筋炎、肺炎、脳炎などの臓器障害を呈する。
急性感染の診断は、IgG 抗体と IgM 抗体測定結果により行う。トキソプラズマ特異的 IgG
は感染後 1～2 週間以内に出現し、6～8 週でピークとなる。その後は漸減するが終生検出
される。一方、トキソプラズマ特異的 IgM 抗体は 1 週間以内に出現し、数か月で減少する
と言われている。ところが数年にわたり陽性期間が持続するとの報告があり、1 回の検査
で IgM が陽性であっても初感染と断定してはならない。必ずペア血清で評価する必要があ
る。また IgG 抗体の avidity（結合力）を測定することで急性期か慢性期かを判別すること
ができる。
b. トキソプラズマ脳炎
免疫不全者では体内に潜伏感染していたトキソプラズマが再活性化し、臓器障害を引き
起こす（再燃）。例えばトキソプラズマ IgG 抗体陽性の HIV 感染者では CD4 細胞数が
100/mm3 以下に低下すると、予防投与を受けていない場合、約 30％の確率でトキソプラズ
マの再燃が見られる。また HIV 感染症以外で免疫不全状態にある患者が脈絡網膜炎、肺炎、
ARDS やショックを伴う多臓器障害を示すこともある。
トキソプラズマ脳炎の症状は意識変容・意識障害、けいれん、神経巣症状、視力障害な
どである。髄膜刺激症状はまれで、脳内に単発あるいは多発性膿瘍を形成する。頭部造影
CT・MRI 検査で病変は周囲に浮腫を伴う腫瘤として認められ、内部は低吸収域でリング状
あるいは不整形に造影効果をもつ壁を有する。
診断は髄液からの原虫遺伝子の検出による。原虫の遺伝子が検出されれば診断的価値が
あるが、感度が低く（偽陰性が約 40％程度）原虫遺伝子が陰性であっても感染を否定する
ことはできない。AIDS 患者でトキソプラズマ脳炎との鑑別が必要な疾患は、脳原発悪性リ
ンパ腫、進行性多巣性白質脳症（progressive multifocal leukoencephalopathy: PML）、サイト
メガロウイルス脳質炎･脳炎、クリプトコッカス・アスペルギルス・ノカルジア・細菌性膿
瘍、結核腫などである。
(3) 眼トキソプラズマ症
初感染、先天性、再燃のいずれの病型にも出現する。視力障害、眼痛、羞明などの症状
を呈する。網膜の白斑や硝子体の炎症所見が見られる。
眼トキソプラズマ症の診断には、診断に慣れた眼科医の診察が一番である。硝子体液や前
房水から原虫遺伝子が検出されれば診断に有用である。
治療
Montoya らの総説（Lancet 363: 1965-76, 2004）を引用し表にまとめた。国内承認薬はトキソ
プラズマ症に対して保険適用がない。
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トキソプラズマ症の治療（文献１より）
薬剤
急性感染
妊婦の初感染
（胎児感染なし）

3g/日、分 3

ピリメサミン

最初の 2 日間 100mg/日、分 2、そ
の後 50mg/日
最初の 2 日間 75mg/kg/日（最大 4g/
日）
、分 2、その後 100mg/kg/日（最
大 4g/日）
、分 2
5～20mg/日

分娩まで

1 年間

スルファジアジン
ロイコボリン

最初の 2 日間 2mg/kg/日、その後 2
～6 ヶ月間 1mg/kg/日、
その後同量を月・水・金
100mg/kg/日、分 2
10mg/日、週 3 回

プレドニゾロン

1mg/kg/日、分 2

ピリメサミン
スルファジアジン
ロイコボリン

初日 200mg/日、分 2、その後 50～
75mg/日
1～1.5g/日
5～20mg/日、週 3 回

プレドニゾロン

1mg/kg/日、分 2

ロイコボリン
ピリメサミン

＜標準治療＞
ピリメサミン
ロイコボリン
スルファジアジンまたは
クリンダマイシン

トキソプラズマ
脳炎
（AIDS 患者 b）

分娩または胎児感染の判
明まで

スピラマイシン

スルファジアジン

眼
トキソプラズマ症
（成人）

治療期間

治療は推奨されない a

妊婦の初感染
（胎児感染あり）

先天性
トキソプラズマ症
（出生児）

投与量

＜代替療法＞
ST 合剤
ピリメサミン
ロイコボリンに加え
以下の１つ
1) クラリスロマイシン
2) アトバコン
3) アジスロマイシン
4) ダプソン

初日 200mg/日、分 2、その後 50～
75mg/日
10～20mg/日（最大 50mg/日）
4.0～6.0g/日、分 4
2,400mg/ 日 、 分 4 （ 注 射 は 最 大
4,800mg/日）

分娩まで

ピリメサミン中止後 1 週
まで継続

ピリメサミン中止後 1 週
まで継続
症状が軽快するまで
症状軽快後 1～2 週まで

ピリメサミン中止後 1 週
まで継続
症状が軽快するまで

症状軽快後 4～6 週
ピリメサミン中止後 1 週
まで継続

トリメトプリムとして 10mg/kg/日、 症状軽快後 4～6 週
分2
初日 200mg/日、分 2、その後 50～
75mg/日
10～20mg/日（最大 50mg/日）
ピリメサミン中止後 1 週
まで継続
2g/日、分 2
3000mg/日、分 4
1,200～1,500mg/日
100mg/日

a

症状が遷延するときや重症播種型の場合、成人眼トキソプラズマ症に準じた治療を行う。
CD4 数 200mm3 以上が 6 ヶ月間維持するまで 2 次予防としてピリメサミン 25～75mg/日、スルファ
ジアジン 4.0～6.0g/日、分 4、ロイコボリン 10～25mg/日を投与する。
*スルファジアジン、ピリメタミンは当研究班保管薬。アトバコンは厚生労働省エイズ治療薬研究班
保管薬であり、本症に対する使用には要相談。
b
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予防
トキソプラズマ IgG 抗体陽性で CD4 数が 100mm3 以下の HIV 感染者には、１次予防とし
て ST 合剤 2T/日を投与する。トキソプラズマ脳炎治療後の 2 次予防にはピリメサミン 25
～75mg/日、スルファジアジン 4.0～6.0g/日、分 4、ロイコボリン 10～25mg/日を CD4 数
200/mm3 以上が 6 ヶ月間維持するまで投与する。
また臓器移植（心臓・肺・腎臓など）のドナーがトキソプラズマに感染していると、レ
シピエントにトキソプラズマを移行させる可能性があるため、術前に両者のトキソプラズ
マ IgG 抗体を調べておく必要がある。トキソプラズマ IgG 陽性のドナー・IgG 陰性のレシ
ピエントの組み合わせでは、移植後の免疫抑制に伴うトキソプラズマ再燃のリスクが高い。
このようなケースでは前述の 1 次予防の対象となる。
文献
１） 中村（内山）ふくみ、大西健児: トキソプラズマ症, 化学療法の領域24: 1328-1333, 2008.
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I-10 ニューモシスチス肺炎 Pneumocystis pneumonia
概要
ニューモシスチス肺炎は、Pneumocystis jirovecii（以前はニューモシスチス・カリニ P.
carinii と呼ばれたが、菌名記載の規約により変更された）の感染によって免疫不全状態で
発症する重篤な肺炎である。ステロイドや免疫抑制剤の長期使用、生物学的製剤（抗 TNFα
製剤など）投与中、悪性腫瘍、臓器移植後の患者などでも発症するが、HIV 感染者におけ
る代表的な日和見感染症の一つであり、AIDS 発症指標疾患のなかで最も頻度が高い（約
40％）
。Pneumocystis 属はかつては原虫と分類されていたが、遺伝子学的な解析結果より、
現在では子囊菌に近い真菌の一種と考えられている。囊子型（シスト）と栄養型の二つの
時期があり、病変部には両者が混在している。幼小児にほとんどの人が不顕性感染をおこ
しているため、従来は、潜伏している P. jirovecii が免疫能低下時に再活性化すると考えら
れていたが、最近の知見では、免疫不全者に新規に感染して発症する可能性が高いことが
示唆されている。感染経路は明らかでないが、ヒト－ヒト間の飛沫・空気感染が疑われて
いる。
症状・徴候
発熱、乾性咳嗽、呼吸困難が 3 主徴であるが、必ずしもすべての症状を呈するわけでは
ない。まれな症状としては胸痛や血痰などがある。AIDS 患者における発症様式は、非 HIV
感染者に較べると緩徐であることが知られている。胸部聴診所見は乏しく、時に乾性ラ音
を聴取する程度である。
検査・診断
血液・生化学検査では特異的な所見はないが、リンパ球比率の低下、LDH 上昇、CRP
上昇などが認められる。血中 β-D グルカンは他の真菌症（カンジダやアスペルギルスなど）
によっても上昇するが、本症においても高率に陽性となり、非侵襲的補助診断として有用
である。KL-6 の上昇もみられる。胸部 X 線/CT の典型的な所見は、両側中～下肺野優位の
びまん性スリガラス状影であり、肺野末梢に正常域を残すパターンやモザイク状の分布、
囊胞性変化などがしばしば認められる。但し、浸潤影や結節影、空洞影など多彩な所見を
呈する場合もある。確定診断には、誘発喀痰（3～5％食塩水吸入）や気管支肺胞洗浄液（BAL
液）、肺組織（TBLB）などを用いて、Diff-Quik 染色や TBO 染色、グロコット染色、蛍光
抗体法などにより、菌体を直接検出する。培養は不可能である。PCR 法（外注検査可）で
検出することもできるが、偽陽性となる場合もありうる。
治療方針
① 第一選択：ST 合剤（バクタ錠・顆粒：塩野義、バクトラミン注：中外；いずれも 1 錠、
1 g、1 A（5 ml）中にスルファメトキサゾール 400 mg/トリメトプリム 80 mg を含有）
（保険適用外）
トリメトプリムとして 15～20 mg/kg/日を連日、21 日間を目安に投与する。通常、体重
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50 kg 以上の場合には、バクタ錠（顆粒）12 錠（12 g）/日・分 3 内服、もしくは、バク
トラミン注 4 A＋5％ブドウ糖 500 ml の点滴静注（2 時間）を 1 日 3 回で投与する。
副作用として、投与後 7～14 日頃に発熱や発疹が高頻度（AIDS 患者では約 50％）に
みられ、その他、消化器症状（嘔気）や肝機能異常、電解質異常、骨髄抑制なども認め
られる。これらの副作用出現時には、程度に応じて以下の第二選択薬へスイッチし、残
りの治療期間投与する。
② 第二選択：ペンタミジン（ベナンバックス 300 mg 注：サノフィ・アベンティス、中外）
3～4 mg/kg/日を注射用蒸留水で溶解後、5％ブドウ糖 300 ml に希釈して 2 時間以上かけ
て点滴静注、1 日 1 回連日、21 日間を目安に投与。
副作用として、腎機能障害、味覚障害、舌・口周囲のしびれ感、膵内分泌異常（高血
糖・低血糖）
、急性膵炎、骨髄抑制、低血圧、心室性不整脈、発疹、発熱などがある。ネ
ブライザーによる吸入投与（300 mg/回/日）は、有効性が劣るため、治療には通常使用し
ない。
③ 第三選択：プリマキン（研究班保管）15〜30 mg/日 分 1 内服と、クリンダマイシン
（ダラシン S 注）600〜900mg を、1 日 3〜4 回連日点滴静注との併用を、21 日間を目安
に併用する。
④ 第四選択：アトバコン［Mepron suspension 750 mg；国内未承認。基礎疾患がエイズの場
合は、厚生労働省エイズ治療薬研究班（http://www.iijnet.or.jp/aidsdrugmhw/）に問い合わ
せ可能］
第一・第二選択薬が副作用などのために継続できない場合に考慮する。成人（13～16 歳
以上）に対しては体重に関わらず、メプロンシロップ 1,500 mg/日を分 2 で連日、21 日間を
目安に食事とともに服用。副作用は比較的少ないが、発疹、悪心、嘔吐、下痢、発熱、不
眠、肝機能障害などが報告されている。
重症の場合
室内気での PaO2 < 70 mmHg もしくは AaDO2 > 35 mmHg の場合には、プレドニゾロン（プ
レドニン）を併用する。投与法は、第 1～5 日は 60～80 mg/日・分 2、第 6～10 日は 30～40
mg/日・分 2、第 11～21 日は 15～20 mg/日・分 2 で計 21 日間（症状により早期中止も可）、
内服もしくは静注。
発症予防および再発予防
HIV 感染症で CD4 陽性細胞数が 200/μl 未満の場合や、大量のステロイド長期投与などで
免疫能低下が予測される場合には、バクタ 1 錠/日を連日あるいはバクタ 2 錠/日を週 3 回、
または、ベナンバックス 300 mg 吸入（ベネトリンなどの気管支拡張剤で前処置後、注射用
水 5 ml に溶解し、超音波ネブライザーで 30 分以上かけて吸入）あるいはベナンバックス 4
mg/kg/日の点滴静注を 4 週間毎に施行する。
副作用等でいずれも使用できない場合、HIV 症例の場合は、アトバコンを治療量と同用
量で使用することができる。ダプソン（レクチゾール錠 25mg：保険適応外）の 4 錠（100mg）
/日・分 1 内服も有効であるが、バクタでアレルギー反応がみられた場合は本剤でも出現す
ることが多い。PCP 発症後の再発予防も同様の方法で行うが、AIDS の場合、抗 HIV 療法
によって CD4 陽性細胞数が 3 ヶ月以上 200/μl を超えれば中止してよい。
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II-1 住血吸虫症 schistosomiasis
概要
住血吸虫症は血管内に寄生する住血吸虫によりおこる代表的な熱帯感染症であり、ヒト
寄生種としてはアジアで日本住血吸虫 Schistosoma japonicum とメコン住血吸虫 S. mekongi
が、アフリカと南米ではマンソン住血吸虫 S. mansoni が、アフリカと中近東でビルハルツ
住血吸虫 S. haematobium が分布している。アジアに分布する 2 種の住血吸虫によるものは、
ヒト以外の多くの動物にも感染する人獣共通寄生虫症である。ヒトへの感染は、中間宿主
である淡水産貝から遊出する幼虫（セルカリア）が水中で経皮的に侵入することによる。
それぞれの住血吸虫に固有の中間宿主貝が要求されるので、住血吸虫症の流行地はその淡
水産貝の生息域に一致して風土病の性格を示す。
わが国ではかつて、甲府盆地、広島県東部、筑後川流域などに日本住血吸虫症が流行し
ていたが、1977 年以降国内感染は見られなくなり 1996 年に正式に流行根絶が宣言された。
しかし日本住血吸虫の中間宿主であるミヤイリガイは甲府盆地や木更津市内に今日でも生
息域が残っている。日本国内で今日遭遇する症例は、陳旧性症例と輸入症例である。国内
の旧流行地住民や、第二次大戦で中国やフィリピンで従軍した経験のある高齢者の直腸生
検で虫卵が発見されるケースがある。輸入症例の大半はアフリカで感染した例であり、現
地で湖水と接触した人が帰国後の健診の際に、血清診断で感染が確認されるケースが多い。
その他に、初夏にかけて鳥の住血吸虫セルカリアによる皮膚炎が国内各地で散発的に発生
する。
症状・徴候
セルカリアが皮膚を通過する際に、湿疹様皮膚病変（セルカリア皮膚炎）がみられる。
強い掻痒感を伴う湿疹が数日から 2 週間程度持続する。成虫が本来の寄生部位の血管に定
着すると産卵を開始し、毛細血管でトラップされた虫卵による急性/慢性の炎症がおこる。
成虫の定着部位によって腸管住血吸虫症(Intestinal schistosomiasis)と尿路系住血吸虫症
(Urinary schistosomiasis)とに分けられ、ビルハルツ住血吸虫が尿路系住血吸虫症を起こす以
外はすべて腸管住血吸虫症である。
腸管住血吸虫症は感染後 2～4 か月で発症し、発熱、下痢、全身倦怠、体重減少、黄疸な
どを伴う。慢性期には肝線維症、門脈圧亢進、脾腫などを呈し、進行した症例では腹水貯
留や食道静脈瘤などを呈する。一般に、日本住血吸虫やメコン住血吸虫感染ではマンソン
住血吸虫症よりも重篤である。小児期の感染では発育阻害が起こる場合がある。
尿路系住血吸虫症では膀胱壁の炎症が起こるので、血尿、排尿障害、尿路系の二次感染
などがみられ、慢性期には膀胱がんを併発するリスクが高いことが知られている。
日本住血吸虫感染で脳波異常やてんかんを、マンソン住血吸虫感染で肺性心を伴うこと
があるが、発症機序には不明の点も残っている。以上の徴候は、日本人の輸入症例でみら
れることは少ない。
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検査・診断
現在国内で発生する住血吸虫症は、陳旧性症例を除けばすべて輸入症例であるため、住
血吸虫症を疑う場合は問診で流行地に滞在したか否かを確認する。確定診断は虫卵を検出
することによる。腸管住血吸虫症の急性期では集卵法による検便、または直腸生検で粘膜
下組織中の虫卵を確認できる。尿路系住血吸虫症では検尿、または膀胱壁の生検で虫卵を
検出する。尿は昼間尿を用いるのが良い。
補助診断として血清を用いた抗体検査も有用であるが、住血吸虫症の場合、血中の特異
抗体が長期間陽性で持続するので、感染既往の有無は判定できても駆虫の適応か否かの判
断材料にはならないことが多い。抗体検査に用いる抗原のうち、ビルハルツ住血吸虫とメ
コン住血吸虫の抗原は国内で入手が困難であり、前者はマンソン住血吸虫抗原で代用する
が、メコン住血吸虫症の診断に他種住血吸虫抗原を用いると偽陰性となる可能性がある。
血液検査にて IgE 高値や好酸球増多がみられる場合もあるが、国内発生の輸入症例では
特徴的ではない。生検材料から虫卵を検出した場合に、それが新鮮虫卵か否かを判断する
ことが駆虫薬投与を判断するために必要である。ヒト体内における成虫の寿命は一般に 5
年程度と考えられており、10 年以上流行地への渡航歴がない場合は、組織中の虫卵が一見
新鮮に見えても陳旧性住血吸虫症であると考える。住血吸虫症診断に PCR を応用する試み
もあるが、いまだ試験段階である。
腸管住血吸虫症で見られる肝線維症は超音波検査で特徴的な所見を示すため、病変の進
行度も判定できる他、ウイルス性肝病変との鑑別も可能である。
治療方針
検便や検尿で虫卵が確認された場合には駆虫薬の投与を行う。生検で虫卵が検出された
場合は陳旧性住血吸虫症か否かの判断を行い、生活歴で流行地に 10 年以上渡航していない
場合や、特異抗体が陰性の時は陳旧性として駆虫は行わない。慢性病変には対症療法をお
こなう。鳥住血吸虫によるセルカリア皮膚炎ではヒト体内で成虫になることはないので、
湿疹に対する治療のみをおこなう。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
（保険適用外）
40 mg/kg/日 分 2 2 日間
リファンピシン服用患者には禁忌であるので、注意すること。また、クロロキンとの併
用で本剤の血中濃度が低下して、有効血中濃度が得られない場合がある。上記用量でほぼ
完全な駆虫効果が得られる。副作用としてまれに消化器症状を訴える場合があるが、一般
に軽微である。妊婦への安全性は確立されていないので、妊娠中の服用は極力避ける。
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II - 2 肝吸虫症 clonorchiasis
概要
肝吸虫 Clonorchis sinensis は、コイ科の淡水魚、特にモツゴなどの小型の雑魚の鱗の下の
筋肉内に幼虫（メタセルカリア）が寄生しており、これらの魚類の生食で感染する。日本、
韓国、中国など極東に広く分布し、わが国でも東北から九州まで分布がみられる。特に岡
山県南部、琵琶湖沿岸、八郎潟、利根川流域、吉野川流域などは濃厚な流行地として知ら
れていたが、最近では激減している。タイ、ラオス、マレーシアなどには、タイ肝吸虫
Opisthorchis viverrini という小型の別種が分布している。臨床症状や経過は肝吸虫と同様で
ある。
症状・徴候
胆管内に寄生して胆汁うっ滞をおこすので、無症状から重篤な肝障害、肝硬変まで、感
染の程度と時間経過に応じた臨床像を呈する。慢性例では胆管細胞癌の発生率が高いと言
われている。
検査・診断
中等～重症例では、肝内胆管の拡張をエコー、CT、ERCP 等で認める。確定診断は便中
に虫卵を確認することである。1 虫体あたりの産卵数が少ないので、直接塗抹法による検便
虫卵検査では見逃されることがある。AMSⅢ法などの遠心沈澱集卵法を実施する必要があ
る。免疫血清診断も補助診断として有用である。
治療方針
肝硬変にまで進行した症例では対症療法のみとなるので、早期診断・早期治療が望まれ
る。治療にはプラジカンテルがきわめて有効である。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
20～40 mg/kg、分 2、3 日間
または 75 mg/kg、分 3、1 日間
安全性、副作用などについては、肺吸虫症の項を参照のこと
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II - 3 肝蛭症 fascioliasis
概要
肝蛭 Fasciola spp. はウシやヒツジの胆管内に寄生する大型の吸虫で、ヒトにも寄生する
人獣共通寄生虫である。水草や牧草に付着している幼虫（メタセルカリア）を経口摂取す
ることで感染する。ヨーロッパ・オーストラリアのものは F. hepatica、アジア・アフリカの
やや大型のものは F. gigantica として区別されるが、両者の中間型もあり、分類学的に混乱
している。しかし、虫種が異なっても症状はほとんど同じなので、臨床的に区別する必要
はない。日本では比較的小規模な牛飼育農家の家族や周辺住民から患者が発生しており、
これまで中国地方や中部地方の山岳地帯での症例報告が多い。近年、南九州で相次いで患
者が発生し、問題となっている。牛レバー刺の生食で感染したと思われる症例もある。
症状・徴候
上腹部～季肋部痛、発熱を主訴として受診することが多い。急性胆囊炎や胆石症を疑わ
れるが、著明な末梢血好酸球増多に気付けば、容易に本症を疑うことができる。腹部 CT
では、胆管細胞癌と紛らわしい肝病変として見つかることが多い。
検査・診断
便中や十二指腸ゾンデで採取した胆汁中に虫卵を認めることもあるが、虫卵が検出され
ることは少なく、これまでの多くの症例は免疫血清検査と画像所見で診断されている。
治療方針
プラジカンテル（保険適用外）は無効例が多く、WHO は第 1 選択薬としてトリクラベン
ダゾール（Egaten）の内服を推奨している。国内では本研究班が保管・供給している。
①トリクラベンダゾール（研究班保管）
10 mg/kg 食直後に単回服用（重症例では 20 mg/kg、分 2、食直後）
乳児、妊婦に対する安全性は確立されていないので、原則として投薬を避ける。これま
で重篤な副作用の報告はないが、腹部不快感、一過性肝機能障害などが報告されている。
服薬後数時間から数日にかけて、虫体の死滅による一時的な抗原の大量放出のために、蕁
麻疹などのアレルギー症状がみられることがあり、その場合には抗ヒスタミン薬、ステロ
イド薬などで対処する。
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II – 4 横川吸虫症（異形吸虫症を含む） metagonimiasis (incl. heterophyiasis)
概要
横川吸虫 Metagonimus yokogawaii は日本を含むアジア諸国（中国、韓国、インドネシア
など）に分布する。横川吸虫の感染幼虫はアユ、シロウオ、コイなどのうろこに潜んでい
る。ヒトへはこれらの淡水産魚類の生食によって感染するが、わが国で重要なものはアユ
の生食で、
「背ごし」という郷土料理（新鮮なアユの内臓を取り除き、そのままぶつ切りに
して酢味噌で食べる）が要注意である。新鮮なアユが全国各地に輸送され、身近な食材と
なったせいか、最近、検診センターの検便で検出される虫卵の第 1 位は横川吸虫卵である。
感染幼虫がヒトに摂取されると、小腸上部で成長し、約 1 週間で 1～1.5 mm の成虫となっ
て産卵を始める。
異形吸虫 Heterophyes heterophyes は横川吸虫と近縁の小型の消化管寄生吸虫で、エジプト
に分布し、ボラなどの汽水産の魚類に寄生している。その亜種である有害異形吸虫 H.
heterophyes nocens は瀬戸内海や太平洋沿岸に分布し、やはりボラ・メダナ・ハゼなどの汽
水産魚類に寄生している。ヒトでの寄生部位は小腸である。このほかにもヒト消化管に寄
生し、下痢の原因となる吸虫はアジア諸国に分布している。これらによる感染症を一括し
て、腸管寄生微小吸虫症 minute intestinal fluke diseases という。
症状・徴候
いずれの吸虫も少数感染では無症状のことが多いが、大量に感染すると持続的な下痢や
腹痛の原因となり、時にはタンパク漏出性胃腸症を呈することもある。
有害異形吸虫の成虫は腸管粘膜への侵入性が強いため、そこで産卵された虫卵が血行性
に散布され、全身の諸臓器で塞栓を起こし、多彩な症状を呈することがある。
検査・診断
下痢の原因として寄生虫感染症を鑑別に上げ、検便を実施すること。
検便による虫卵の検出で確定診断できる。1 虫体あたりの産卵数が少ないので、直接塗抹
法だけでなく、AMS III 法などの集卵法を組み合わせて検査することが望ましい。病原虫種
の同定には、プラジカンテルと下剤の併用で駆虫し、便の中から虫体を採取して形態学的
観察を行う必要がある。海外渡航歴や渡航先、現地で食べた魚の種類などの情報も虫体同
定の参考となる。
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治療方針
①プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
50 mg/kg 早朝空腹時に 1 回内服、2 時間後に塩類下剤
あるいは下剤を用いず、プラジカンテル 50 mg/kg/日、分 3、1～2 日間
副作用は少ないが、時に発熱、腹部不快感、悪心、下痢、頭痛などがみられる。妊婦へ
の安全性は確立されていないため、妊娠 4 ヵ月未満の妊婦への投与は避ける。
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II-5 肺吸虫症（宮崎肺吸虫症を含む）
paragonimiasis (incl. paragonimiasis miyazakii)
概要
肺吸虫 Paragonimus spp.は日本のほか、世界の熱帯～温帯域に広く分布する寄生虫である。
本来は野生のイヌ科・ネコ科の動物を終宿主とする寄生虫であるが、ヒトに感染すると主
に肺を標的臓器とする肺吸虫症を引き起こす（人獣共通寄生虫症）
。ヒトに感染する肺吸虫
は 9 種類が報告されている。日本で本症の原因となるのはウエステルマン肺吸虫（P.
westermani）と宮崎肺吸虫（P. miyazakii）であり、いずれも中間宿主の淡水産カニ（前者は
モクズガニ、後者はサワガニ）
、あるいは待機宿主のイノシシの生肉を摂取することで感染
する食品媒介性寄生虫症である。肺吸虫の分布地がすべて肺吸虫症の流行地とは言えず、
感染源となるカニやイノシシを食べる食習慣のある地域が本症の流行地である（日本、中
国、韓国、タイ、フィリピン、コロンビア、ナイジェリアなど）。
ウエステルマン肺吸虫症はもともと北海道を除く日本各地で流行していたが、1950～60
年代に集団検診・治療が実施され、患者数は激減した。しかし近年、再興感染症として南
九州を中心に新規患者が増加している。また、中国・タイなど海外の流行地から来日した
在日外国人症例も増加傾向にある。これらの症例では、感染源となるカニを家族や友人ら
と摂取して発症する小規模集団感染が特徴的である。宮崎肺吸虫は 1974 年に人体寄生例が
報告され、その後も全国各地、特に都市部から散発的に症例報告がみられる。両者には生
活史、感染源などに若干の違いはみられるが、ヒトに感染した場合、その病態、診断、治
療はほとんど同じである
症状・徴候
肺吸虫症の症状は寄生虫のヒト体内移行経路と密接な関係がある。ヒト体内に摂取され
た感染幼虫は、小腸上部→腹腔内→腹筋内→腹腔内→胸腔内→肺へと移行する。腹腔内を
幼虫が出入りする時期（感染から 3 週間ほど）はほとんど無症状のことが多いが、腹痛・
下痢などの消化器症状を呈することがある。
胸腔内に肺吸虫が侵入してまもなくは、胸膜炎による胸水貯留や気胸のため、胸痛や呼
吸困難が主な症状である。感染後 3～4 週間ほどで肺実質に達して虫囊が形成され、さらに
4～8 週間を経て産卵を開始する。このころに咳・痰などの呼吸器症状が出現し、成熟した
肺吸虫が存在する虫囊と気管支が交通すると血痰（チョコレート色）が認められ、虫卵が
検出されるようになる。
肺吸虫はヒト体内の各所に迷入する性質がある（肺外肺吸虫症）
。たとえば腹筋内に侵入
した幼虫が皮下組織へ移行し、移動性皮下腫瘤となって現れることもある（皮膚肺吸虫症）
。
特に問題になるのは脳肺吸虫症である。肺で成熟した虫体が頚静脈周辺部の軟部組織に沿
って上行し、脳内に侵入すると考えられている。この場合、頭痛、嘔吐、けいれん、麻痺
など脳腫瘍に似た症状を呈し、比較的緩やかに発症するものが多いが、ときに髄膜脳炎型
あるいは膿瘍型をとって急激に発症することもある。また、体内移行過程で肺に到達でき
ず、腹部の諸臓器に迷入する例もある。腸間膜・肝臓・腎臓・リンパ節・横隔膜・縦隔洞・
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泌尿生殖器など、あらゆる臓器から見出されているが、別の疾患に伴う外科手術の際に偶
然見つかることが多い。
検査・診断
肺・肺外病変を問わず、末梢血好酸球増多や血清総 IgE 値上昇を伴う例が多い。
肺吸虫症に特異的な胸部画像所見はなく、肺吸虫の体内移行経路、感染後の時期により
胸水貯留、気胸、浸潤影、結節影、空洞影などが認められる。確定診断は、喀痰・糞便・
気管支肺胞洗浄液（BALF）中から虫卵を検出することである。しかし、その検出率は 50％
以下である。これは、健康診断の一般化により胸部レントゲン写真撮影をする機会が増え
て、虫囊が形成される前に発見される例が多いこと、感染虫数の少ない軽症例が増えたた
めと考えられる。血清や胸水中の肺吸虫特異的抗体を検出する免疫診断はきわめて有効で
あり、その感度・特異度とも高い。
皮膚肺吸虫症では、病変部の生検により虫体が得られれば、確定診断と同時に治療にも
なる。急性期の脳肺吸虫症に特徴的な画像所見はない。食歴などから疑わしい場合には、
血清の抗体検査が有用である。脳圧亢進がなく髄液検査が可能であれば、髄液中の抗体検
査も有用である。肺吸虫による髄膜炎の場合には、髄液中の好酸球増多が認められ、免疫
診断が有用である。肺吸虫を含む抗寄生虫抗体スクリーニング検査は、
（株）エス アール エ
ルで検査可能である。
食品媒介性寄生虫症であるので、患者とともに感染源となる食品を摂取した人がいるか
どうか問診すること、その人の検査を行うことも重要である。
陳旧性の脳肺吸虫症では、頭部レントゲンや CT で石灰化を伴う多房性の石鹸泡様所見
（soap bubble sign）が特徴的である。陳旧性の脳肺吸虫症や偶発的に発見された異所寄生例
では、ほとんどが免疫診断で抗体陰性である。
治療方針
プラジカンテルが第 1 選択である。肝蛭症の治療薬として本研究班が保管するトリクラ
ベンダゾールは、アフリカや南米の肺吸虫症に有効との報告があるが、わが国のウエステ
ルマンあるいは宮崎肺吸虫に対する効果はまだ確認されていない。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
75 mg/kg/日、分 3、3 日間
添付文書には 40 mg/kg/日、分 2、2 日間投与と指示されている。指示量でも効果がある
が、韓国での報告を基に 75 mg/kg/日を推奨している。大量胸水貯留例では、投薬前に胸水
をできる限り除去しておくことが望ましい。
副作用は少ないが、時に発熱、腹部不快感、悪心、下痢、頭痛などがみられる。妊婦へ
の安全性は確立されていないため、妊娠 4 ヵ月未満の妊婦への投与は避ける。
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III-1 有鉤条虫症 taeniasis solium
概要
有鉤条虫の成虫感染症である。有鉤条虫の成虫はヒトの腸管に寄生する大型の条虫で、
その幼虫は有鉤囊虫と呼ばれ、ブタに寄生する。ヒトはこの有鉤囊虫を保有している豚肉
を生、あるいは加熱不十分な状態で食べて感染する。我が国では最近の報告例がないが、
世界的には有鉤条虫症は豚肉を食べる習慣のある地域に存在する。宗教などの理由で豚肉
を食べることのない地域にはほとんど存在しない。他地域に比べて、中央アジア、東南ア
ジア、中国大陸、朝鮮半島、ロシア、東欧、アフリカ諸国、メキシコ以南の中南米諸国に
比較的多くの患者が存在する。
症状・徴候
大型の条虫であるが、症状は軽微である。片節が排出される際の不快感、下痢、軽度の
腹痛、食欲不振などの症状があるが、片節が排出される際の不快感以外に症状がないこと
が多い。
検査・診断
自然排出した片節や駆虫された虫体を観察して確定診断する。無鉤条虫との鑑別が必要
で、片節の子宮分枝数が鑑別点として重要である。有鉤条虫の片節の子宮分枝数は左側、
右側ともに 10 前後であるが、無鉤条虫の片節では子宮分枝数が各側ともに 20 以上である。
さらに、無鉤条虫の片節は厚くて活発に運動するが、有鉤条虫の片節は厚さが薄く、動き
も不活発である。なお、有鉤条虫卵と無鉤条虫卵は光学顕微鏡では区別がほとんどできな
いので、虫卵検査結果で確定診断することはできない。
治療方針
治療により虫体が腸管内で破壊されると、片節から虫卵が腸管内に出る。さらに、虫卵
から六鉤幼虫とよばれる有鉤条虫の幼虫が遊出して腸管壁に侵入し、その後、血流に乗っ
て体の各部位に運ばれ、有鉤囊虫を形成することがある。これを自家感染と称する。この
自家感染を防止するために、虫体を破壊せずに駆虫することが望ましい。虫体を破壊せず
に駆虫する方法として、ガストログラフィンを使用する方法がある。しかし、欧米ではプ
ラジカンテルの経口投与を勧めている。プラジカンテルを使用した場合は、虫体を破壊す
る可能性がある。

- 39 -

① ガストログラフィンを使用する駆虫法
・ 駆虫前日：低残渣食や大腸検査食あるいはそれに準じる食事内容とし、夜に下剤を投与
するが、例えば 20 時頃にクエン酸マグネシウム 34 g（マグコロール P 1 包）を 300 ml
の水に溶かして服用し、さらに 21 時頃にピコスルファートナトリウムを 10 mg（ラキソ
ベロン 4 錠など）内服する。
・ 駆虫当日：朝食は止める。十二指腸ゾンデを経鼻あるいは経口的に挿入し、十二指腸水
平脚に留置する。次いでガストログラフィン（保険適応外）300 ml を注入する。Ｘ線透
視で観察すると、虫体が下降していく様子が観察できる。虫体の下降がみられなければ、
ガストログラフィンを 100 ml 追加する。虫体の下降がみられない場合でも、総量 500～
600 ml 前後で止めておく（治療前に患者が気付かない状況で、すでに自然排虫してしま
っている場合もあるので注意する）。虫体の下降がみられれば十二指腸ゾンデを抜去し、
トイレで排便させると虫体が排出される。
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III - 2 有鉤囊虫症 cysticercosis
概要
有鉤囊虫は有鉤条虫の幼虫で通常はブタに寄生し、成虫である有鉤条虫はヒトの小腸に
寄生する。ヒトがこの条虫の成熟卵を経口的に摂取すると、腸管腔内で六鉤幼虫が虫卵か
ら出て腸管壁に侵入し、血流によって身体の各部に運ばれ有鉤囊虫を形成する。また、ヒ
トの小腸腔内に寄生している有鉤条虫から虫卵が小腸腔内に出て、上記と同様の経路で有
鉤囊虫となる経路もある（自家感染と称する）。ヒトとブタの接触が密接な地域で流行し、
前述の有鉤条虫症の分布地域に一致した分布を示す。
世界的には重要な寄生虫症の 1 つで、
我が国でも少数ながら国内で感染したと推定される患者や、海外で感染した患者が存在す
る。
症状・徴候
囊虫形成部位として、脳、筋肉、皮下組織が代表的であるが、心、眼など様々な部位に
囊虫を形成する。囊虫が形成される部位により、様々な症状がみられる。脳に囊虫を形成
すれば痙攣、意識障害、四肢麻痺、視野障害などの症状がみられ、筋肉や皮下組織に囊虫
を形成すれば局所の小腫瘤として触知することがある。
検査・診断
臨床症状から確定診断はできない。画像検査（CT、MRI）に血清抗体検査を加味して診
断する。病巣が形成されてから長期間経過し、虫体が死滅した陳旧性病巣と、病巣が形成
されてから時間が経過しておらず虫体が生存している非陳旧性病巣に分けることができる。
脳有鉤囊虫症の画像検査では、初期の活動性病巣では病巣周囲に浮腫を伴わず、造影効果
も明らかでないが、時間の経過とともに囊虫壁が厚くなり、造影効果や周囲に浮腫が観察
される。陳旧性の病巣では石灰化がみられる。
病理検査も重要で、摘出した皮下や筋肉の病巣の病理検査結果で診断することもある。
また、脳腫瘍を疑われて摘出された病巣の病理検査で、有鉤囊虫症と診断されることがあ
る。
血清抗体地元の大学医学部の寄生虫学教室や医動物学教室、あるいは国立感染症研究所
寄生動物部に依頼すれば、測定していただけるか、あるいは検査実施機関を紹介していた
だける。
治療方針
脳有鉤囊虫症の治療は陳旧性と非陳旧性病巣によって異なるが、痙攣があれば抗痙攣薬
を投与する。陳旧性病巣では虫体が死滅していることから、抗寄生虫薬投与の有効性はな
いと考えられる。非陳旧性病巣を有する患者に対し、抗寄生虫薬の投与を勧める考えと、
抗寄生虫薬は不要とする考えがある。抗寄生虫薬としてアルベンダゾール、プラジカンテ
ルが有効と考えられている。これらの薬剤を投与した際に、変性した虫体の周囲に炎症反
応が生じ、頭痛、眩暈、その他の頭蓋内圧亢進症状などが出現することがある。そのよう

- 41 -

な反応を抑制するため、上記の抗寄生虫薬を投与する際には入院管理とし、ステロイド剤
を併用するようにする。アルベンダゾールはプラジカンテルと同等か、それ以上の効果が
あると考えられている。
①アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg 錠：グラクソ・スミスクライン）
（保険適用外）15 mg/kg/日（最大量 800 mg/日）、分 2、8～30 日間
②プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）（保険適応外）
50 mg/kg/日、分 3、30 日間
ステロイド剤、抗痙攣剤はプラジカンテルの代謝を速めるので、これらの薬剤を併用す
る場合には、プラジカンテルを 50～100 mg/kg/日に増量する。
水頭症があれば、脳室－腹腔シャント術などの外科的処置を行う。
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III - 3 無鉤条虫症 taeniasis saginata
概要
無鉤条虫の成虫感染症である。無鉤条虫の成虫はヒトの腸管に寄生する大型の条虫で、
その幼虫は無鉤囊虫と呼ばれ、ウシに寄生する。ヒトはこの無鉤囊虫を保有している牛肉
を生、あるいは加熱不十分な状態で食べて感染する。世界的に広く分布し、我が国ではた
まに海外で感染した輸入感染例に遭遇する。また、少数であるが国内で感染したと考えら
れる例もある。
症状・徴候
大型の条虫であるが、症状は軽微である。片節が排出される際の不快感、下痢、軽度の
腹痛、食欲不振などの症状があるが、片節が排出される際の不快感以外に症状がないこと
が多い。
検査・診断
自然排出した片節や駆虫された虫体を観察して確定診断する。有鉤条虫との鑑別が重要
である（有鉤条虫の項参照）。
治療方針
治療する際には、プラジカンテルの経口投与が第 1 選択の治療法と考えられる。無効で
あればガストログラフィン療法を行う（ガストログラフィン療法については、有鉤条虫症
の項を参照）
。なお、有鉤条虫と異なり自家感染を起こすことはない（有鉤条虫症の項を参
照）。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
（保険適用外）
・駆虫前日：低残渣食や大腸検査食あるいはそれに準じる食事内容とし、夜に下剤を投与
するが、例えば 20 時頃にクエン酸マグネシウム 34 g（マグコロール P 1 包）を 300 ml
の水に溶かして服用し、さらに 21 時頃にピコスルファートナトリウムを 10 mg（ラキソ
ベロン 4 錠など）内服する。
・駆虫当日：朝食は中止し、午前中にプラジカンテル(10 mg/kg)を 1 回服用し、その 2 時間
後に 30 g の硫酸マグネシウムを 300 ml の水に溶かして内服
② ガストログラフィンを使用する駆虫法
・駆虫前日：低残渣食や大腸検査食あるいはそれに準じる食事内容とし、夜に下剤を投与
するが、例えば 20 時頃にクエン酸マグネシウム 34 g（マグコロール P 1 包）を 300 ml
の水に溶かして服用し、さらに 21 時頃にピコスルファートナトリウムを 10 mg（ラキソ
ベロン 4 錠など）内服する。
・駆虫当日：朝食は止める。十二指腸ゾンデを経鼻あるいは経口的に挿入し、十二指腸水
平脚に留置する。次いでガストログラフィン（保険適応外）300 ml を注入する。Ｘ線透
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視で観察すると、虫体が下降していく様子が観察できる。虫体の下降がみられなければ、
ガストログラフィンを 100 ml 追加する。虫体の下降がみられない場合でも、総量 500～
600 ml 前後で止めておく（治療前に患者が気付かない状況で、すでに自然排虫してしま
っている場合もあるので注意する）。虫体の下降がみられれば十二指腸ゾンデを抜去し、
トイレで排便させると虫体が排出される。
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III - 4 その他の腸管寄生条虫症 other intestinal cestode infections
概要
その他の腸管寄生条虫としては、ヒトを固有宿主とする日本海裂頭条虫、海産哺乳類を
本来の固有宿主とする大複殖門条虫（鯨複殖門条虫）
、米子裂頭条虫、太平洋裂頭条虫、シ
ャチ裂頭条虫、アザラシ裂頭条虫などがある。
裂頭条虫類は、ヒトや哺乳類（海産哺乳類をを含む）の消化管の中に成虫が寄生し、糞
便中に排出された虫卵が発育して、コラシジウムという繊毛で覆われた幼虫になり、これ
がミジンコに摂取され一定の発育をした後、主に魚類に摂取されて発育し、ヒトに感染す
る幼虫（プレロセルコイド）になる。これらの幼虫を含む魚を刺身や鮨として生食した機
会に、ヒトなどの終宿主に感染する。
最も症例が多い日本海裂頭条虫の幼虫は、サクラマスやカラフトマスなどのサケ属の魚
の筋肉中に寄生する長さ 1～2 cm の乳白色の細長い虫体であるが、これらの魚を生食して
感染すると、約 1 ヶ月でヒトの消化管内で数 m の成虫となり、寄生する。
従来、日本産のものは北欧産の Diphyllobothrium latum （広節裂頭条虫）と同一物とされ、
日本の患者から得られたものは広節裂頭条虫と扱われてきたが、日本産のものは北欧産の
ものとは独立した別種で、D. nihonkaiense（日本海裂頭条虫）である。広節裂頭条虫は、pike、
burbot、perch、trout などの河川や淡水域のみに棲息する魚から感染するのに対して、日本
海裂頭条虫は海洋を回遊するサケ属の魚から感染する。裂頭条虫類の分類の指標は、生態
学的特徴・形態学的な特徴だけでなく、アイソザイムパターンや抗原性の差異など、生理・
生化学的分類基準が報告されてきたが、最近、日本海裂頭条虫のミトコンドリアのチトク
ローム C オキシデースサブユニット 1（CO1）遺伝子の塩基配列が、日本海裂頭条虫の同
定や広節裂頭条虫との鑑別に用いられている。
一方、小形条虫、縮小条虫、瓜実条虫はノミ、ゴミムシダマシ、コクヌストモドキなど
の昆虫の誤飲により、主として小児が感染する。これらの条虫は本州、四国、九州に散発
している。
症状・徴候
日本海裂頭条虫症では約 20％の症例で自覚症状を認めず、虫体の自然排出によって気づ
く例も多い。症状は主に、下痢、腹痛、腹部不快感、疲労倦怠感、軟便などがみられる。
貧血や栄養障害を起こす例は、広節裂頭条虫に比較して日本海裂頭条虫では少ない。
大複殖門条虫については、症例の約 90％が虫体の自然排出によって気づいている。主な
症状は下痢と腹痛である。また腸閉塞を呈した症例もあり、注意を要する。
検査・診断
いずれの条虫も、通常は検便によって虫卵を検出し、診断できる。裂頭条虫類では幼虫
を経口摂取後、約 3～4 週間後に成虫となるが、
未熟虫体の場合には虫卵の検出はできない。
特に、大複殖門条虫は数 m の大型の虫体になっても、生殖器の発育が未熟な虫体を自然排
出する例が多い。また、北欧の広節裂頭条虫の感染例では、虫卵の出ない時期が存在する
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ことが証明されている。このように、裂頭条虫が感染していても虫卵が検出されない場合
があり、注意を要する。
また、最近は軽微な臨床症状においても、悪性病変との鑑別診断目的等で消化管内視鏡
検査が簡単に行われるために、大腸内視鏡検査中に裂頭条虫が検出された例もあり、今後
このような症例が増えるのではないかと考えられる。
裂頭条虫類の種の同定のためには、形態学的な検討だけでなく、虫体の CO1 遺伝子の診
断が必要な場合がある。虫体の遺伝子診断用に、虫体の一部を凍結保存しておくとよい。
治療方針
これらの条虫は下記の方法で駆虫できるが、プラジカンテルによる治療が第一選択であ
る。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）
（保険適用外）
20 mg/kg を以下の処方とともに単回服用
治療前日の夕食は軽食とし、就寝前に緩下剤を投与し、治療当日の朝、十分排便した後
に軽食をとる。プラジカンテル (20 mg/kg) を 1 回投与し、2 時間後にクエン酸マグネシウ
ムなどの塩類下剤を内服させ、便意を我慢させて一気に排便させる。全便を採取し、水道
水を加えて洗浄し、虫体を確認する。条虫は頭節の排泄をもって治癒とみなす。頭節が確
認できなければ、約 1～2 ヶ月後に検便を行い、虫卵の有無を確認する。
プラジカンテルの安全性、副作用などについては、住血吸虫症の項を参照のこと。
② ガストログラフィンによる駆虫
朝食は絶食で、ガストログラフィン（保険適用外）300 mL を十二指腸ゾンデにてＸ線透
視下で十二指腸下降脚に一気に注入し、適宜 50 mL ずつ追加する。虫体が腸管壁から離れ、
Ｓ状結腸まで下降した段階で一気に排便させる。本法の利点は、頭節を有する虫体が得ら
れることである。不利な点としては、十二指腸ゾンデの挿入が必要なこと、Ｘ線透視によ
る被曝、費用がかさむ点が挙げられる。ヨード過敏などのアレルギー体質者、腸炎、脱水
症患者では慎重な投与が必要である。
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III - 5 マンソン孤虫症

sparganosis mansoni

概要
他動物に寄生する裂頭条虫類の幼虫が人体に感染したとき、人体内では発育することが
できず幼虫のまま寄生する場合、その虫種名がわからないものに対しては Sparganum の属
名で呼ぶことになっている。このような裂頭条虫類のヒト幼虫寄生症には、芽殖孤虫
Sparganum proliferum とマンソン孤虫 Sparganum mansoni が知られている。マンソン孤虫は
長い間幼虫型しか知られておらず、母虫は不明であったが、1916 年に山田が人体寄生の幼
虫をイヌに感染させ、成虫はマンソン裂頭条虫 Spirometra erinaceieuropaei であることが明
らかになった。そして、1919 年に奥村が第一中間宿主はケンミジンコ類であることを証明
し、本虫の生活史がほぼ解明されるに至った。
マンソン裂頭条虫幼虫移行症は、成虫が不明な孤虫ではなくなったが、長年呼び親しま
れてきたので、現在でもマンソン孤虫症の名が用いられている。一方、芽殖孤虫について
はその成虫や生活史は現在も依然不明である。
マンソン裂頭条虫は世界的に分布しているが、特に東洋に多く、その中でも日本や中国、
朝鮮半島において、その幼虫による人体症例が多くみられている。
マンソン裂頭条虫の成虫は本来、イヌ、ネコ、キツネ、タヌキ、トラなどの腸管内に寄
生するが、極めてまれにヒトの腸管内から成虫寄生が報告されている。終宿主から排出さ
れた虫卵の中に 2～3 週間でコラシジウム（鉤球虫）が形成され、水中に脱出し、ケンミジ
ンコ類に侵入し、プロセルコイドに発育する。このようなプロセルコイドが感染したケン
ミジンコが、カエルやヘビなどの第二中間宿主に経口摂取されると、胃壁、小腸壁を穿通
して体腔に出、筋肉や皮下組織等に寄生してプレロセルコイドとなる。第二中間宿主はカ
エルやヘビなどの両生類や爬虫類以外にも、コイ、フナ、ドジョウなども可能性が指摘さ
れている。また、プレロセルコイドが寄生する第二中間宿主がニワトリ、イノシシ、シカ、
げっ歯類などの動物に捕食されされた場合、ヒトのマンソン孤虫症と同様に、その捕食動
物の組織内でプレロセルコイドの幼虫の形で寄生を続ける。これらの幼虫はヒトに感染可
能である。
ヒトへの感染は、プロセルコイドが寄生したケンミジンコが含まれる河川水を飲む場合
と、ヘビ、カエル、ニワトリ、淡水魚、スッポン、イノシシ・シカなどの獣肉の生食によ
ってプレロセルコイドを経口摂取する場合とがある。わが国では、2000 年までに 500 例以
上の症例がある。
症状・徴候
感染後不規則な発熱を示す場合が多い。マンソン裂頭条虫の幼虫（プレロセルコイド）
の寄生部位は腹部、胸部、大腿部などが多く、皮下寄生すると移動性腫瘤が形成される。
腫瘤はほぼ拇指頭大ないし鶏卵大で、時に発赤、掻痒を感じる場合もあるが、無症状のこ
とが多い。
鼠径部、尿道、陰部、眼球、呼吸器、心囊、脊髄、脳などに迷入した場合には、重篤な
症状を呈することがある。眼部寄生の症例は比較的多い。脳内寄生では、半身の知覚麻痺、
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記憶力低下、痙攣発作などが起きることがある。また、乳房部の場合には乳癌などの疑い
で摘出されている例がある。
検査・診断
移動性の腫瘤の他に、尿道、陰部、眼球、呼吸器、心囊、脊髄、脳などに寄生して種々
の症状を呈することを念頭に置き、生食歴を詳しく聞く。好酸球の増加、IgE の上昇が診断
の参考になる。そして、本虫が疑われる場合は、まず血清免疫検査を行う。症例によって
は陰性になることがあることを考慮し、CT や MRI 検査または超音波検査などの結果と総
合的に診断する。
また、腫瘤摘出術中の術野、あるいは術後摘出標本中に数 cm のひも状虫体を検出して気
付く例もある。確定診断は摘出虫体、腫瘤の病理学的診断である。
治療方針
原則として外科的に摘出する。胸腔迷入や手術が困難な部位に寄生した場合には、プラ
ジカンテルによる内服治療を試みる。
① プラジカンテル（ビルトリシド 600 mg 錠：バイエル）（保険適用外）
75 mg/kg/日、分 3、3 日間
安全性、副作用などについては、住血吸虫症の項を参照のこと。
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III - 6

エキノコックス症(包虫症) echinococcosis

概要
わが国の北日本で発生する多包性エキノコックス症は、多包条虫 E. multilocularis の幼虫
(多包虫)の感染による疾患で、北半球の寒冷地帯に発生しており、北海道では 1036 年の第
一例以来、通算 576 例（2009 年 11 月）が登録されている。単包性エキノコックス症は単包
条虫 Echinococcus granulosus の幼虫(単包虫)の感染による疾患で、世界の牧羊地帯に多発す
るが、本邦では輸入感染症として認められる。
ここでは多包性エキノコックス症を中心に解説する。
多包性エキノコックスの生活環は、自然界ではキツネと野ネズミの間で成立しているが、
ヒトはキツネ、イヌの小腸に寄生する多包条虫が排泄した虫卵を偶然摂取し、中間宿主と
して発症する。したがって、キツネの生息域で酪農家、野外作業者に好発する。幼虫が経
門脈的に肝臟に到達して生着し、ときに充実性であり一部微小囊胞を形成してサボテン状
に連続性に増殖し、腫瘍様、蜂巣状の硬い幼虫の病巣を形成する。本症は lethal parasitosis
と呼ばれ、症状出現後に放置すると 5 年で 70%、10 年で 94%が死亡する(WHO)。北海道で
は 1936 年以降に礼文島、1965 年以降に道東地方に多発したが、今日では、北海道ほぼ全域
で感染キツネ(保虫率:約 50%)が確認され、患者も北海道のほぼ全域で発生している。年間
平均で約 20～30 名の患者が発生し、今も漸増の傾向にある。最近では北欧地方と同様にキ
ツネの都市への侵入が見られることから、いわゆる都市型の伝播が危惧されている。
症状・徴候
約 5～15 年間の無症状期を経て、肝腫大、腹痛、閉塞性黄疸が出現し、肝肺瘻や病巣感
染、重症胆管炎を併発する。転移は肺に約 10%、脳・脾臓に約 1%の頻度で認められる。肺・
脾臓転移では症状が乏しく、薬剤で抑止が可能なことが多いが、脳転移では急速な脳圧亢
進をきたし、緊急摘出を要する。末期には腹水や下肢の浮腫などが出現する。
検査・診断
流行地では、血清検査（1 次：ELISA、Western blotting）と超音波検査（2 次）による集
団検診が肝切除可能な早期例の発見に有効である。超音波検査 (石灰化、小囊胞、壊死、
液状部分の多彩なモザイク状像)、CT スキャン（石灰化を混じた不整形の低吸収域像、石
灰検出は約 7 割）で診断するが、MRI は、T1 が low intensity、T2 が low～iso intensity (spot
状に very high) を示し、肝腫瘍性病変の鑑別診断に有用である。組織像は PAS 陽性の角皮
層 cuticular layer が特徴的である。生検は病巣の充実性の部分をねらい、必要最小限として
行う。
治療方針
早期診断による肝切除が唯一の根本的療法である。病巣を完全摘除すれば永久治癒とな
る。病巣の境界はときに火炎状で不整であり、肝切除線は病巣から 10 mm 以上離して、浸
潤部位は可能な限り合併切除を行う。膿瘍腔ドレナージや胆道ドレナージなどの姑息的処
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置後の症例では、瘻孔の遮断を行なう。肝肺瘻の場合には、瘻孔の遮断と肺下葉切除を行
う。切除後の病巣遺残例で、5 年、10 年生存率はそれぞれ 83%、62%、切除不能例で膿瘍
ドレナージや胆道ドレナージ施行例では 54%、38%であった。薬物療法は、遺残病巣や肺
転移巣に対して補助的に行われる。
① アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg 錠：グラクソ・スミスクライン）
600 mg/日、分 3、 28 日間服薬/14 日間休薬を繰り返す。
投与初期には、肝機能障害、貧血、顆粒球減少などの副作用について厳重に監視する。
約半数で病巣が縮小・発育停止するが、残り半数では無効である。
付）単包性エキノコックス症
牧羊地帯に発生するが、本邦では輸入感染症として認められる。孤立性の囊胞病変が肝、
肺などに発生する。破裂や黄疸をきたす場合以外は、PAIR（Puncture of cysts percutaneously,
Aspiration of fluid, Introduction of protoscolicidal agent, and Reaspiration）、囊胞摘出術、アルベ
ンダゾール投与などにより、良好な経過をたどる。
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IV - 1 回虫症 ascariasis
概要
回虫 Ascaris lumbricoides の腸管寄生により、腸炎症状などをおこす疾患である。
回虫は、虫卵に汚染された野菜などを介して経口感染する。小腸で孵化した幼虫は肝臓
や肺を移行しながら成長し、感染後 2～3 カ月で小腸に戻り成虫になる。成虫は 20～30cm
の紐状で、その寿命は 1～2 年である。
1950 年代頃までは、日本国内での回虫感染率が 60％以上にも達していたが、衛生思想の
普及や化学肥料の導入、さらに集団駆虫の実施などにより、近年では感染率が 0.01％以下
に減少している。しかし、有機農薬野菜や輸入食品を介する感染例が最近も散発している。
さらに海外では、発展途上国を中心に 14 億人の感染者がおり、海外滞在中の日本人が感染
する例も少なくない。我々がアジアに長期滞在する日本人を対象に行なった調査（2004 年）
では、回虫の感染率は約 0.5％であった。
症状・徴候
多数の虫卵が感染した場合は、幼虫移行による肺炎（Loeffler 症候群）
、成虫寄生による
腸炎症状（下痢や腹痛）がおこる。多数の成虫が腸管内で塊状となり、腸閉塞をおこすこ
ともある。また、成虫は時に胆管や膵管に迷入し、急性腹症様の症状を呈する。
しかし、近年は少数感染が多いため無症状で経過し、成虫を排便時に排泄したり、口か
ら吐出して感染が明らかになる症例が多い。また、消化管の造影検査で偶然発見されるこ
ともある。
検査・診断
診断には糞便検査（直接塗抹法や厚層塗抹法）で虫卵を検出するが、排出された成虫（体
長 20～30 cm の乳白色紐状）の鑑定で診断されることも多い。なお、雄成虫のみの感染で
は虫卵を検出できない。また、雌成虫のみの感染では不受精卵が検出される。
治療方針
回虫の感染者は無症状であっても治療を行う。下記薬剤が有効であり、いずれも 90％以
上の治療効果がある。ただし、胆管や膵管に迷入した症例には、内視鏡的摘出術や外科処
置を併用する。糞便検査で虫卵を確認した症例については、治療後 1 カ月で再検査を行い、
効果を判定する。本症にはアルベンダゾールも有効である（保険適応外）
。
なお、同じ食事をしている家族も感染している可能性があるので、検便を受けることを
推奨する。
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① パモ酸ピランテル（コンバントリン 100 mg 錠：ファイザー）
10 mg/kg 単回服用
食事に関係なく服用でき、下剤を併用する必要もない。小児用に 10％ドライシロップが
ある。副作用はほとんど認められないが、妊婦への安全性は確立されていない。
② メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）（保険適用外）
200 mg/日、分 2（朝夕）
、3 日間
体重が 20 kg 以下の小児には半量とする。下剤を併用する必要はない。副作用はほとんど
認めないが、稀に胃腸症状（悪心、嘔吐、腹痛）、めまい、頭痛をおこすことがある。催奇
性があるため妊婦には投与しない。
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IV - 2 鉤虫症 hookworm disease
概要
鉤虫（hookworm）の腸管寄生により、鉄欠乏性貧血などの症状をおこす疾患である。
鉤虫のうちヒトに寄生するのは、ズビニ鉤虫 Ancylostoma duodenale とアメリカ鉤虫
Necator americanus で、前者は温帯地域、後者は熱帯・亜熱帯地域を中心に流行している。
日本国内での感染者は極めて少なくなったが、世界的には開発途上国を中心に約 13 億人の
感染者が存在し、日本人が現地滞在中に感染することもある。
鉤虫の感染経路には経口感染と経皮感染がある。前者はズビニ鉤虫に多く、幼虫の付着
した野菜などの摂取により感染する。後者はアメリカ鉤虫に多く、土壌中の幼虫が手足の
皮膚から侵入して感染する。ヒトの体内に侵入した幼虫は、肺を循環した後に、小腸に到
達して成虫となる。成虫は長さ１cm の紐状の虫体で、小腸粘膜に咬着して吸血をするとと
もに、虫卵を糞便中に排泄する。幼虫が感染してから成虫になるまでには約 2 ヶ月を要す
る。
ヒト以外の動物を固有宿主とするブラジル鉤虫やイヌ鉤虫が、ヒトに感染することもあ
る。土壌中の幼虫が手足の皮膚から経皮感染し、皮膚の中を移動する。ただし、ヒトの体
内では成虫に発育せず、数ヶ月で死滅する。熱帯・亜熱帯地域に多く、現地で感染した日
本人の症例も報告されている。
症状・徴候
ズビニ鉤虫やアメリカ鉤虫の少数感染では無症状であるが、多数感染すると症状が出現
する。鉤虫の症状は、幼虫の移行による症状と、小腸に寄生する成虫による症状の二種類
がある。
幼虫が経皮感染した場合は、侵入部位に点状皮膚炎がみられることがある。また、幼虫
が肺を移行する過程で肺炎様の症状（Loeffler 症候群）を呈することもある。成虫は小腸粘
膜に咬着して吸血するため、多数が寄生すると鉄欠乏性貧血の症状を呈してくる。貧血の
程度はズビニ鉤虫寄生の方がアメリカ鉤虫より強い。下痢や腹痛などの腸炎症状は稀であ
る。
ブラジル鉤虫やイヌ鉤虫の感染では、幼虫が皮膚の中を移動するために皮膚爬行症
（creeping eruption）がおこる。
検査・診断
診断には糞便検査（厚層塗抹法、集卵法）で虫卵を検出する。集卵法には飽和食塩水浮
遊法が適する。幼虫感染後に虫卵が産下されるまでには、約 2 カ月を要する。なお、ズビ
ニ鉤虫とアメリカ鉤虫の鑑別には、糞便内の虫卵を濾紙培養し、発育した幼虫の形態で判
断する。
ブラジル鉤虫やイヌ鉤虫の感染では成虫にまで発育しないため、虫卵検査は無効である。
診断には患部の皮膚を生検し、病理標本中に幼虫を同定する方法をとる。ただし、皮膚か
らの幼虫検出は困難なことが多く、血清中の抗体検出で診断するのが一般的である。
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治療方針
ズビニ鉤虫やアメリカ鉤虫の治療には下記薬剤が有効で、いずれも 90％以上の効果があ
る。治療効果は、約 1 カ月後に糞便検査を行って虫卵の消失で判定する。貧血のみられる
症例では鉄剤の投与を行う。なお、本症にはアルベンダゾールも有効である（保険適応外）。
① パモ酸ピランテル（コンバントリン 100 mg 錠：ファイザー）
10 mg/kg 単回服用
食事に関係なく服用でき、下剤を併用する必要もない。小児用に 10％ドライシロップが
ある。副作用はほとんど認められないが、妊婦への安全性は確立されていない。
② メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）（保険適応外）
200 mg/日、分 2（朝夕）
、3 日間
体重が 20 kg 以下の小児には半量とする。下剤を併用する必要はない。副作用はほとんど
認められないが、稀に胃腸症状（悪心、嘔吐、腹痛）、めまい、頭痛をおこすことがある。
催奇性があるため妊婦には投与しない。
ブラジル鉤虫やイヌ鉤虫は、皮膚から幼虫を摘出するのが最も確実な治療法である。し
かし、そのまま放置しても数カ月の経過で自然治癒する。また、保険適応外であるが、イ
ベルメクチン（150～200 μg/kg の単回服用）やアルベンダゾール（15mg/kg/日、分 2、7 日
間）が有効との報告がある。
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IV - 3 鞭虫症 trichuriasis
概要
鞭虫 Trichuris trichiura の腸管寄生により、腸炎症状をおこす疾患である。鞭虫は虫卵の
経口摂取で感染する。虫卵に汚染された生野菜などが感染源になることが多い。嚥下され
た虫卵は小腸で孵化して幼虫になる。その後、小腸粘膜内で発育してから成虫（3～5cm の
紐状）となり、最終的に盲腸から大腸の粘膜内に寄生する。
日本では 1960 年代まで農村地帯を中心に多数の感染がみられていたが、近年になり感染
率は 0.01％以下まで減少している。しかし、重度心身障害者施設や老人施設などでは、集
団感染が時に発生する。さらに、世界的には熱帯や亜熱帯地域を中心に 10 億人が感染して
おり、こうした地域に滞在する日本人が感染する機会も増加している。我々がアジアに長
期滞在する日本人を対象に行なった調査（2004 年）では、鞭虫の感染率が 0.2％であった。
症状・徴候
鞭虫は濃厚感染すると下痢、腹痛、下血などの腸炎症状をおこす。また、貧血、直腸脱
がみられることもある。盲腸付近での炎症が強い場合は、虫垂炎様の症状を呈する。
しかし、最近の国内での感染例は少数寄生が多いため、ほとんどが無症状である。また
我々がアジアの長期滞在者を対象に行った調査でも、症状のある者はほとんどいなかった。
このため、国内で診断される事例の多くは、人間ドックなどの際に検便検査で偶発的に検
出されるものである。
検査・診断
診断には糞便検査で虫卵の検出を行う。最近は少数寄生が多いため、検査法としては集
卵法（ホルマリン・エーテル法）を選択する。虫卵は長径 40～50μm で岐阜提灯様と形容
される特徴的な形をしている。
なお、成虫が産卵をはじめるまでには感染後 2～3 カ月を要する。大腸内視鏡検査にお
いて、偶発的に成虫（体長 3～5 cm の乳白色ムチ状）を検出し、診断されることもある。
治療方針
鞭虫の感染者は無症状であっても治療を行うのが原則である。治療薬にはメベンダゾー
ルを用い、80％以上の治療効果がある。治療して 1 ヵ月後に糞便検査を行い、効果を判定
する。アルベンダゾールも有効である（保険適応外）
。なお、鞭虫は粘膜内に寄生するため
コンバントリンは無効である。
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① メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）
200 mg/日、分 2、3 日間連用
体重が 20 kg 以下の小児には半量とする。重症患者には 5 日間の投与を行う。下剤を併用
する必要はない。副作用はほとんど認めないが、稀に胃腸症状（悪心、嘔吐、腹痛）、めま
い、頭痛をおこすことがある。催奇性があるため、妊婦には投与しない。
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IV - 4 蟯虫症 enterobiasis
概要
蟯虫 Enterobius vermicularis は熱帯温帯を問わず、全世界に分布している。体長は雄で 2
～5 mm で、雌は雄より大きく 8～13 mm である。線虫の一種で、寄生部位は盲腸である。
虫卵は左右非対称で、柿の種に似た形態をしている。蟯虫の生活史には中間宿主が存在せ
ず、動物に感染する蟯虫もあるが宿主特異性が強く、ヒトの蟯虫はヒト－ヒト感染である。
虫卵を経口摂取すると約 3 週間で成虫となり、30～50 日で産卵を開始する。1 日の産卵数
は 1 万とも言われ、早朝に雌が肛門周囲まで出てきて産卵する。朝、起床時に痒みのため
に肛門周囲を掻破することで、手指や爪の間、下着、寝具などに付着し、生活環境に散布
される。虫卵は比較的乾燥に強く、数週間から場合によっては数ヶ月間にわたって感染性
を持つと考えられている。指をなめる行為や爪咬みで感染することが多く、感染者は主と
して小児であるが、児童から家族への粉じんなどを介した感染もみられる。集団生活をし
ている場合、その集団内に蔓延することも多い。わが国における寄生率は 1990 年代までは
数％であったが、2000 年以降は約 1％前後で推移している。1994 年に寄生虫予防法が廃止
され、検査数自体が減少している。しかし海外では、先進工業国であっても地域と集団に
よっては 30～50％の寄生率を示す場合もある。欧米では、蟯虫症は無症状のことが多く、
重篤な症状をみないという理由から、治療の対象とする必要はないとする考え方もある。
症状・徴候
一般に無症状のことが多いが、肛門での産卵により、肛門周囲にかゆみが起こり、不眠、
注意力散漫、精神不安定などの症状がみられることがある。また、肛門を掻くことによる
細菌の 2 次感染や、
女子では膣への侵入による膣炎や子宮附属器の炎症も報告されている。
全身症状は少ないが、多数寄生で腹痛、吐き気などの消化器症状が現れることがある。
検査・診断
蟯虫は通常では消化管内部での産卵は行わないため、糞便検査で虫卵は検出されない。
早朝に肛門周囲に産卵するため、朝起きてすぐセロファンテープ（ウスイ式®、ピンテープ
®）などを肛門に貼り付け、虫卵を検出する。1 回より 2～3 回行った方が検出率は高くな
る。まれに、糞便中に虫体が検出されて気づかれることもある。血液生化学検査では指標
となるものはない。また好酸球増加も認めない。画像診断においても特異的なものはない。
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治療方針
蟯虫は容易に再感染することが知られており、駆虫薬のみの対処では不十分と考えられ
る。虫卵陽性者への投薬と同時に、同居者の蟯虫検査ならびに治療を行う必要がある。ま
た、虫卵は通常の環境で生存し、長期にわたって感染能力を維持することも想定されるた
め、衣服やリネン類の日干しを行うことや、施設あるいは家庭内の清掃を徹底し、感染の
機会を減少させる必要がある。通常、再感染を考慮し、1 回目の治療後 2 週間後に再度駆虫
薬を投与して治療する場合が多い。
① パモ酸ピランテル（コンバントリン 100 mg 錠、10%ドライシロップ：ファイザー）
10 mg/kg を単回服用、2 週後に再度服用
副作用は特になし。
② メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）（保険適用外）
100 mg を単回服用、2 週後に再度服用
妊婦または妊娠している可能性のある人では禁忌、本剤の成分に対するアレルギーの前
歴がある場合は、特に慎重に判断する。シメチジンとの併用で本薬剤の血中濃度上昇がみ
られ、 メトロニダゾールとの併用でスティーブンス-ジョンソン症候群がみられたとの報
告がある。
備考
・ プールへの対応：制限は必要なし。朝に産卵するため、陽性者は朝起きてから肛門を洗
う、あるいはプールに入る前に肛門を洗うことで、感染性はなくなると考えられる。よ
って、むやみにプールの制限をすることは意味がない。
・ 再感染が疑われる場合：治療の継続と清掃の徹底を行う。チンパンジーの蟯虫では薬剤
耐性を疑わせる報告もあるが、ヒトの蟯虫では明らかではない。
・ 以前に医療用医薬品として用いられていたパモ酸ピルビニウム（ポキール）は、販売元
の三共では 1989 年 8 月より販売を中止しており、現在一般用医薬品として、佐藤製薬よ
りパモキサンの名で市販されている。
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IV – 5 糞線虫症 strongyloidiasis
概要
糞線虫症は、糞線虫 Strongyloides stercoralis による消化管寄生虫感染症である。本虫はア
フリカ、アジア、および南アメリカの熱帯・亜熱帯に広く分布し、全世界的には約 5,000
万～1 億人の保虫者がいると推定されている。わが国の浸淫地は沖縄・奄美地方で、他の地
域での保虫者のほとんどはこれらの浸淫地の出身者であり、海外よりの輸入感染は稀であ
る。琉球大学第一内科入院患者の調査（1991～2004 年）では、入院患者の糞線虫感染率は
6.3％で、その 95％は 50 歳以上であった。この結果より、沖縄県には今なお約 3 万人の糞
線虫感染者が存在すると推定される。また、沖縄県と鹿児島県の一部を含む南西諸島は、
成人 T 細胞性白血病(ATL)の原因である HTLV-1（ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型）の浸淫
地でもあり、糞線虫との重複感染がしばしば認められ問題となっている。琉球大学第一内
科の入院患者での調査では、50 歳以上の HTLV-1 感染者における糞線虫感染率は 16.3%で
あり、陰性者では 7.6%であった。また、イベルメクチンによる治療においても、HTLV-1
との重複感染がある場合は駆虫率が低い結果であった。さらに、重症例の約 8 割が HTLV-1
抗体陽性者、あるいは成人 T 細胞白血病患者からの発症であった。このように、HTLV-1
感染者においては糞線虫に対する免疫反応が低下していると推測され、注意が必要である。
本虫の生活史であるが、感染型幼虫であるフィラリア(F)型幼虫は汚染された土壌より経
皮感染後、血管やリンパ管に入り、心臓を経由して肺に達し、気管をさかのぼり嚥下され、
食道・胃を経由して最終的に十二指腸に達して成虫となる。そこで産卵し、孵化したラブ
ジチス(R)型幼虫は便とともに体外に排出される。以上が通常の糞線虫の生活史であるが、
本虫には自家感染という特殊な経路がある。これは、R 型幼虫が体外に排泄される前に F
型幼虫となり、腸管もしくは肛門周囲の皮膚より再感染するという経路である。この自家
感染のため、感染者は長期にわたり糞線虫に感染した状態となる。
症状・徴候
初感染の場合には侵入部位の皮膚に発赤を認め、肺や咽頭通過の際には咳嗽や咽頭痛な
どを訴える場合があるが、気付かない場合が多い。慢性化して少数寄生の場合は無症状に
経過する。自家感染により感染虫体が多くなると、腹鳴、腹痛、腹部膨満感、下痢、吸収
不良などの消化器症状を呈してくる。更に、HTLV-1 との重複感染者やステロイド剤使用者
では糞線虫の過剰感染を来たし、大量の腸管内の細菌が虫体とともに血中に移行し、敗血
症、化膿性髄膜炎、細菌性肺炎などの重篤な合併症がみられる場合がある（播種性糞線虫
症）。
臨床検査値に関しては好酸球、IgE 値の上昇が認められる場合があるが、重症例、HTLV-1
重複感染者においては上昇しない場合が多いため、注意が必要である。重症例では低栄養
状態を反映し、アルブミン、コレステロールなどが低下する。播種性糞線虫症においては
白血球、CRP が高値を示し、血液、喀痰、髄液培養よりグラム陰性桿菌などが検出される
場合がある。
画像所見に関しては、重症例では腹部レントゲンにてイレウス像、消化管造影では十二
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指腸から上部小腸の狭窄、狭小化、浮腫などを認める。十二指腸内視鏡では粘膜の浮腫、
発赤、白色絨毛、管腔の狭窄などの所見を呈し、生検にて糞線虫の雌成虫を認める。播種
性糞線虫症においては、胸部レントゲンにて肺炎像、ARDS の所見を呈する場合もある。
検査・診断
基本的には便から虫体（R 型幼虫）を証明することで診断する。重症例では喀痰、胃十
二指腸液、腹水などからも検出されるようになる。検出方法としては普通寒天平板培地法
が最も優れており、他法の数倍の感度がある。直接塗抹法、試験管内濾紙培養法、ホルマ
リン・エーテル遠心沈殿法は感度が低く、少数寄生の場合には検出できないことが多い。
その他、内視鏡下の生検で診断される場合もある。
治療方針
イベルメクチンが第一選択である。アルベンダゾール、メベンダゾールもある程度効果
があるが、安全性、有効性ともにイベルメクチンに明らかに劣る。
① イベルメクチン（ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ）
200 μg/kg/日（下表参照）
、1 日 1 回、朝食 1 時間前に服用。2 週間後に再度同量を服用。
通常は糞線虫の自家感染を考慮して、治療は 2 回投与を原則とする。しかし、免疫不全
状態や播種性糞線虫症の場合には、糞線虫が陰性化するまで 1～2 週間隔で 4 回以上投与す
る。また、人工呼吸器が必要となるなど危機的な状況においては 5-7 日間連続投与を試み
てもよい。イレウスなどで経口不能の場合には、イレウス管などより粉砕して投与する。
重症例では低栄養状態を呈する場合が多く、アルブミン製剤などの補給も必要に応じて行
う。また播種性糞線虫症においては、駆虫のみでは敗血症、肺炎、髄膜炎は治癒しないた
め、腸内細菌をターゲットにした抗菌薬も必ず併用する。
駆虫率は 98％と高い。副作用は重篤なものはなく、時に悪心・嘔吐、軽度の肝障害を認
める場合がある。尚、妊婦、体重 15 kg 未満の小児に対する安全性は確立されておらず、こ
れらの患者に対する投与は極力避ける。

体重(kg)

3 mg 錠数

15～24

1錠

25～35

2錠

36～50

3錠

51～65

4錠

66～79

5錠

80～

約 200 µg/kg
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IV - 6 旋毛虫症 trichinosis
概要
旋毛虫 Trichinella spiralis の寄生により、筋炎などの症状をおこす疾患である。
旋毛虫は、ブタやクマなどの筋肉に寄生する幼虫を経口摂取することで感染する。感染
して約 1 週間後に、幼虫は小腸で成虫（体長 2～4mm の紐状）となる。成虫は感染 2 週よ
り 1 カ月後まで幼虫を産下し（卵胎生）、幼虫は血流やリンパ流により全身に播種される。
このうち横紋筋に到達した幼虫のみが発育し、筋炎症状をおこす。
本症は全世界的に流行しており、とくに欧米諸国では自家製ソーセージなど、ブタ肉を
感染源とする患者の発生がしばしば報告されている。日本では 1974 年以来、調理不十分の
クマ肉を原因とする集団感染が発生しており、現在までに 100 例近くの患者が確認されて
きた。
近年は、海外滞在中に感染したと推定される日本人の症例もみられる。2002 年にはケニ
アで野生動物の肉を原因とする事例が、2008 年には台湾でスッポン肉を感染源とする事例
が、それぞれ報告されている。
症状・徴候
本症では、成虫よりも幼虫に由来する症状が中心となる。
成虫は感染数が多いと腹痛や下痢などの腸炎症状を呈するが、一般には無症状のことが
多い。幼虫が全身に播種される時期になると（感染後 2 週～1 カ月）、発熱や皮疹、浮腫、
好酸球増多など全身性のアレルギー反応が惹起される。横紋筋に到達した幼虫は、筋肉痛
などの筋炎症状をおこす。とくに幼虫は咬筋や呼吸筋に移行することが多い。また、一部
の幼虫は心筋も傷害し、心筋炎をおこすことがある。濃厚感染の場合は、この時期に摂食
困難による全身衰弱、呼吸不全、心不全などを併発し、一部は死の転帰をたどる。筋肉 1 g
中の幼虫が 1,000 隻をこえると、重症化するとの報告もある。しかし通常は少数感染である
ため、無症状であったり、軽い筋肉痛を訴える程度で回復することが多い。
検査・診断
診断には筋肉生検により被囊幼虫（0.8～1mm）を確認するが、幼虫の検出は容易ではな
い。このため、血清中の抗体検出が診断に用いられている。また、問診にてブタ肉やクマ
肉の食歴を聴取することも診断上大切である。
最近は海外での感染例が多いため、帰国後に筋炎症状と末梢血中の好酸球増多を呈する
症例については、本症の検査を積極的に行なうべきである。
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治療方針
本症の治療にはメベンダゾールやアルベンダゾールが用いられてきた。いずれの薬剤も
腸管内の成虫には有効だが、筋肉内の幼虫には効果が弱いとされている。最近の欧米の文
献では、アルベンダゾールを用いることを推奨しているものが多い。なお、治療により死
亡した虫体を原因とするアレルギー反応が生じる可能性があり、濃厚感染者にはステロイ
ド剤（プレドニゾロンなど）を併用することが望ましい。治療効果は症状の消退、CPK 値
の減少、好酸球増多の改善などにより判定する。
① アルベンダゾール（エスカゾール：200mg 錠：グラクソ・スミスクライン）（保険適用
外）
400mg、分 2、5 日間
肝機能障害や貧血、顆粒球減少、胃腸症状（悪心、腹痛）
、頭痛などをおこすことがある。
催奇性があるため、妊婦には投与しない。
② メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）（保険適用外）
5 mg/kg、分 3、5～7 日間
体重が 20 kg 以下の小児には半量とする。副作用はほとんど認めないが、
稀に胃腸症状
（悪
心、嘔吐、腹痛）、めまい、頭痛をおこすことがある。催奇性があるため、妊婦には投与し
ない。
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IV – 7 リンパ系糸状虫症 lymphatic filariasis
概要
リンパ系糸状虫とは、成虫がリンパ系に寄生する糸状虫（フィラリア）である。3 種類が
知られており、いずれも蚊によって媒介される。リンパ系糸状虫症のほぼ 90％を占めるバ
ンクロフト糸状虫症は世界に広く分布し、多くの発展途上国に流行地が散在している。約
10％を占めるマレー糸状虫症は東南アジアやインドに分布する。チモール糸状虫症は、イ
ンドネシア、東チモールの限られた島々にのみみられる。日本はかって濃厚なバンクロフ
ト糸状虫症の流行地であったが、1980 年頃までに消滅した。
1997 年の WHO 総会において、2020 年までに世界からリンパ系糸状虫症を制圧
(eliminate)することが決議された。現在までに、世界の約 50 カ国で住民の集団治療を基本
とする対策が実施されており、かっては 1 億 2 千万人といわれた感染者数は急速に減少し
ている。2007 年には中国で、2008 年は韓国で制圧が完了した。
症状・徴候
リンパ系糸状虫症は、成虫によるリンパ系の障害（リンパ管の拡張によるリンパ液の灌
流障害）が基本的病態であるが、成虫の寄生部位が種によって異なるなどの理由で、バン
クロフト糸状虫症とマレー糸状虫症では異なった病像を呈する。前者の特徴的症状は熱発
作、リンパ浮腫/象皮病、陰囊水腫、および乳糜尿である。後者では陰囊水腫と乳糜尿が見
られず、下肢のリンパ浮腫/象皮病は通常下腿部に限局する（膝から上は正常）
。熱発作は、
成虫の死滅（破壊により虫体成分が放出される）に伴う生体反応によるものと、リンパ液
のうっ滞に細菌感染が重なって生ずるものと 2 種類あり、頻度としては圧倒的に後者が多
い。熱発作をくり返すうちに四肢のリンパ浮腫が進行し、さらに皮膚が増殖・硬化すると
象皮病と呼ばれる。
一般に、成虫が産出するミクロフィラリア（仔虫しちゅう）に病害性はない。しかし、ま
れに仔虫に対する過敏反応を起こすことがあり、喘息様の発作が持続する。熱帯性肺好酸
球増加症 tropical pulmonary eosinophilia（TPE）と呼ばれ、末梢血中に仔虫は検出されない。
ジエチルカルバマジン治療（後述）によく反応するのが特徴である。
検査・診断
一部の例外を除き仔虫は夜間に末梢血中に出現するので、午後 10 時過ぎに血液塗抹標本
を作製し、ギムザ染色後に仔虫を検出、同定すれば診断が確定する。仔虫は有鞘である（Ⅳ-8
参照）
。夜間採血を要しない免疫診断法もよく用いられる。バンクロフト糸状虫の循環抗原
®
を検出する免疫クロマトグラフィー（ICT）テスト（商品名：BinaxNOW Filariasis、アメ
リカ）を用いると、10 分で感染の有無を判定でき、感度・特異性ともに高い。抗原検出用
の ELISA キットもあり、研究レベルで使用されている。マレー糸状虫症では、抗原特異的
IgG4 抗体を免疫クロマトグラフィーで検出するキット（商品名：BRUGIArapid TM、マレー
シア）が市販されており、15～20 分で判定できる。生きた成虫（雌は体長 10 cm 程度）を
検出するのに、超音波診断法が用いられる。主として陰囊の皮下（バンクロフト糸状虫の
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場合）に、拡張したリンパ管とその中で激しく運動する虫体が観察され filaria dance sign と
呼ばれる。
治療方針
駆虫にはジエチルカルバマジン(DEC) を用いる。DEC の投与法に関しては国や地域で
様々な変法があるが、副作用の軽減には、少量から開始して漸増させる方法が用いられる。
副作用としては、軽度の腹部不快感、嘔気、腹痛、眠気のほか、抗寄生虫作用の結果とし
て、発熱、リンパ管・リンパ節炎、睾丸・副睾丸や精索の急性炎症などがみられる。一般
に寄生数が多いほど副作用は強い。マレー糸状虫感染では、バンクロフト糸状虫感染より
も副作用が強く現れる。
なお、DEC はオンコセルカ症（Ⅳ-8 参照）、ロア糸状虫症（Ⅳ-9 参照）にも有効である
が、強い副作用が出現することがあるので注意を要する。日本においてバンクロフト糸状
虫症と診断されたアフリカ人などを治療する場合には、それらの混合感染の可能性も考慮
する。
従来、リンパ浮腫/象皮病は治療法が無いとされ放置されていた。ところが、象皮病の進
展・維持に細菌感染が重要であることが認識されるようになり、WHO は、石鹸と水を用い
た患部皮膚の洗浄、感染巣の発見と抗菌薬軟膏の塗布、適切な運動、睡眠時に患足を高位
に保持するなどのリンパ浮腫/象皮病ケアを世界的に進めている。陰囊水腫や陰囊の象皮病
は外科的に治療する。乳糜尿は安静、低脂肪食で改善することが多い。難治性の場合には、
尿路とリンパ系との交通を遮断するために、0.1～0.5％の硝酸銀溶液を腎盂内に注入したり、
腎周囲リンパ管遮断術を施行する。
バンクロフト糸状虫症
①ジエチルカルバマジン（スパトニン 50 mg 錠：田辺三菱）
6 mg/kg/日、分 3、12 日間 （添付文書の用法・用量とは異なっているので注意）
マレー糸状虫症
強い副作用が予想されるので、半量の 3 mg/kg/日、分 3、12 日間とする。必要ならば解
熱薬やステロイドを用いる。
DEC は妊婦への投与を避ける。DEC は強い抗仔虫作用を持つが、抗成虫作用は不十分で、
一部の成虫は数年にわたって生存し続ける。最近、ドキシサイクリンに抗成虫作用が有る
ことが示された。これはフィラリアの細胞内に寄生しているリケッチアの一種（Wolbachia
sp.）が破壊され、その結果として成虫が死に到るためである。しかし、ドキシサイクリン
200 mg/日を 4～6 週間服用する必要がある。フィラリア成虫の 80～90%が駆除され、リン
パ管の病変が改善する。
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Ⅳ - 8 オンコセルカ症（回旋糸状虫症） onchocerciasis
概要
フィラリアの一種 Onchocerca volvulus による感染症で、ブユ類によって媒介される。成
虫、ミクロフィラリア（仔虫）ともに皮下寄生している。雌成虫（体長 30～50 cm）は 10
年を超す寿命があり、多数の仔虫を産出する。2001 年の WHO 資料によれば、アフリカ、
アラビア半島及び中南米の 35 カ国に分布するが、そのうちの 28 カ国はサハラ砂漠以南の
アフリカに属する。
世界の感染者総数は 1,800 万人
（その 99％はサハラ砂漠以南アフリカ）
、
600 万人が強い掻痒を伴う皮膚炎に苦しみ、35 万人が仔虫の眼内侵入によって失明してい
る。さらに 50 万人の視力障害者がいる。
西アフリカでは 1974～2002 年に、Onchocerciasis Control Programme （OCP、11 カ国）が
WHO などの主導で実施され、ブユの幼虫が生息する河川に対する殺虫剤の撒布と、イベル
メクチン（後述）による住民の集団治療により大成功をおさめた。オンコセルカ症の流行
地は河川周辺の肥沃な農耕地帯にあり、OCP の成功は経済的なインパクトも大きい。1995
年以来、アフリカでは OCP 以外の流行国でも新しい対策プロジェクト African Programme for
Onchocerciasis Control (APOC：2008 年で 19 カ国)が進行しているが、そこではイベルメクチ
ンによる集団治療が基本戦略となっている。西アフリカでは感染者がゼロとなった地域も
報告されており、感染者総数は急激に減少しているものと考えられる。中南米の 6 カ国で
は、1992 年よりイベルメクチンによる対策（OEPA）が開始され、2016 年までの制圧をめ
ざしている。一方、イベルメクチンの効果が不十分で薬剤耐性の出現を示唆する報告もあ
る。
症状・徴候
河川盲目症（river blindness）を含む視力障害、皮疹、強度の皮膚掻痒、脱色素斑（leopard
skin）、リンパ節炎、皮膚の萎縮と鼠径部皮膚の下垂（hanging groin）
、皮下腫瘤（onchocercoma:
中に成虫が寄生している）、陰囊のリンパ浮腫/象皮病など様々な症状を呈する。失明は網
膜の萎縮や広範な角膜炎に起因するもので、前者は寄生虫とヒト網膜に存在する共通抗原
が関与するといわれる。角膜炎や皮膚掻痒などは、仔虫により惹起される炎症反応が関与
している。流行地域、国によって症状に差があることも特徴で、オンコセルカにはいくつ
かの strain が有るといわれている。一般に、アフリカのサバンナでは失明をおこすタイプが、
熱帯雨林地帯では皮膚炎をおこすタイプが多い。
検査・診断
検皮法（skin snip 法）により、皮膚内に寄生する仔虫を検出して種類を同定する（注）
。
検出率を上げるために、アフリカでは腰部や下肢の皮膚を、中南米では肩や頭部の皮膚を
検査するのが良いとされる。しかし、一般に検皮法の感度は低い。細隙灯顕微鏡を用いて
眼科的に前眼房に浮遊する仔虫を発見できることがある。様々な組換え抗原を利用した免
疫診断法が報告されている。また、検皮法で得られた皮膚小片を材料に PCR を応用する遺
伝子診断もある。
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（注）フィラリア仔虫には薄い膜状の鞘（しょう）に包まれている種類（有鞘）と鞘を持
たない種類（無鞘）があり、フィラリアの種類を鑑別するうえで重要である。オンコセル
カ仔虫は無鞘の代表である。前出のリンパ系糸状虫の仔虫はすべて有鞘である。なお、鞘
は発育の初期段階で子宮内の虫卵を包んでいる卵膜が残ったものである。
治療方針
イベルメクチンが選択薬である。しかし、ロア糸状虫の混合感染があるときに投与する
と、死亡を含む重篤な副作用を起こす事が知られている。西アフリカ、中央アフリカから
の患者には注意を要する（Ⅳ-9 参照）
。イベルメクチンは抗仔虫作用が強く、眼症状の予防・
治療や重篤な皮膚掻痒に対して有効である。しかし抗成虫作用は強くないので、皮膚の仔
虫が陰性化した後でも成虫が生き続け、再び仔虫が産生される可能性がある。イベルメク
チンを反復投与することにより抗成虫効果が期待できるので流行地では年 1～2 回の投与を
毎年繰り返している。
ジエチルカルバマジン(DEC) は副作用が強いので、通常使用しない。 DEC 使用により、
数時間以内に強い皮膚掻痒や浮腫が誘発される（マゾッティ反応）。発熱、頭痛、筋肉痛、
網脈絡膜や角膜の障害、まれにはショック症状を起こすこともある。
①イベルメクチン （ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ/万有）（保険適用外）
150 μg/kg 1 回服用、3 あるいは 6 ヶ月ごとに繰り返す。
副作用による眼障害を防ぐために、治療前に前眼房や角膜に仔虫が存在しないことを確
認してから治療を開始するのが望ましい。もしも仔虫が発見された場合には、イベルメク
チン治療の 2～3 日前からステロイド剤の前投与を行う。
なお、リンパ系フィラリアと同様に、回旋糸状虫の細胞内にも Wolbachia sp.が寄生して
いることが知られている。最近の研究によれば、ドキシサイクリン 200 mg/日、4～6 週間
服用で 50～60%の殺成虫効果を期待できる。
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IV - 9 その他の糸状虫症（ロア糸状虫症など） other filarial infections (incl. loiasis)
アブ類（Chrysops 属）が媒介するロア糸状虫（Loa loa）と、ヌカカ類（Culicoides 属）が
媒介する 3 種の Mansonella 属糸状虫が人に寄生する。Mansonella 属の糸状虫症に対する治
療法は十分に確立されているとは言い難く、小規模な治験報告が多い。
１．ロア糸状虫症 loiasis
中央アフリカ、西アフリカの森林地帯に分布する。感染者数は推定 1,300 万人。成虫は皮
下に寄生し移動する。移動にともなう一過性の皮膚腫脹(血管性浮腫)を、fugitive swelling あ
るいは Calabar swelling と呼ぶ。しばしば結膜下を通過する成虫（～6 cm）が観察される。
診断には、昼間に末梢血中に出現するミクロフィラリア（仔虫）を検出、同定する。仔虫
は有鞘である（Ⅳ-8 参照）
。あるいは、移動中の成虫を外科的に摘出できれば種の同定がで
きる。
治療には通常イベルメクチンを使用する。治療中、中枢神経障害（脳症）などの重篤な
副作用が起きることがあり、死亡例も報告されている。特に血液中の仔虫数が 8,000/ml を
超える時には危険とされる。仔虫数が多い時には、副作用の少ないアルベンダゾールを使
用して仔虫数を 8,000/ml 以下にしてから治療する（処方②）
。この際アフェレシスによる仔
虫の除去も報告されている。
イベルメクチンは抗成虫効果がないので、ジエチルカルバマジン(DEC)が用いられること
がある。強い副作用があるので細心の注意が必要である（処方③）
。
①イベルメクチン（ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ/万有）
（保険適用外）
150～200 μg/kg 1 回服用 (抗ヒスタミン剤を併用)
②アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg 錠：グラクソ・スミスクライン）
（保険適用外）
400 mg/日、21 日間 （仔虫数の減少を確認後、イベルメクチンに切り替える）
③ジエチルカルバマジン（スパトニン 50 mg 錠：田辺三菱）
12.5 mg/日、3-4 週間、その後徐々に増量し 300-400 mg/日（イベルメクチン治療で仔虫
数が 1,000/ml 以下となってから、成虫を殺すことを目的に行う治療）
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２．常在糸状虫症 (M. perstans 感染症)
アフリカ、中南米に分布する。成虫は腹腔や胸腔、時には皮下に寄生している。仔虫は
無鞘で、末梢血中に昼夜の区別なく出現する。一般に無症状であるが、一過性の皮膚腫脹
（ロア糸状虫症と鑑別を要する）
、腹痛、関節痛などの他、胸膜炎、心膜炎、神経精神症状
も報告されている。治療に抵抗性で、これまで著効を示す薬剤はなかった。メベンダゾー
ルやアルベンダゾールが有効とされるが長期間にわたる治療が必要である。最近、この寄
生虫の細胞内に寄生する Wolbachia sp.（リケッチアの 1 種、IV-7 参照）が発見され、テト
ラサイクリン系抗菌薬が本寄生虫にも有効であることが示された（ドキシサイクリン 200
mg/日 6 週間）。
① メベンダゾール（メベンダゾール 100 mg 錠：ヤンセンファーマ）
（保険適用外）
200～300 mg/日、28～45 日間
② アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg 錠：グラクソ・スミスクライン）
（保険適用外）
800 mg/日、10～45 日間
３．オザード糸状虫症（M. ozzardi 感染症）
中南米に分布する。媒介にはヌカカ類に加えてブユ類（Simulium 属）も係る。成虫は胸
腔や腹腔に寄生する。病害性はほとんどないが、頭痛、関節痛、皮膚症状などがみられる
ことが有る。診断は血液あるいは皮膚から無鞘の仔虫を発見、同定する。イベルメクチン
が有効である。しかし、1 回投与では、再び仔虫の出現が見られることから、投与を繰り返
す必要がありそうである。
本寄生虫にも Wolbachia sp.が寄生していることが知られている。
① イベルメクチン（ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ/万有）（保険適用外）
140 μg/kg 1 回服用
４．Mansonella streptocerca 感染症
中央および西アフリカの森林地域に分布し、回旋糸状虫（オンコセルカ）と同様に、成
虫、仔虫とも皮膚に寄生している。皮膚の掻痒や脱色素斑、丘疹が主な症状で、眼症状は
ない。診断は skin snip 法にて無鞘の仔虫を検出、同定する。治療はイベルメクチンによる。
DEC も有効であるが、本寄生虫の流行地にはロア糸状虫やオンコセルカの混合感染があり
うるので、安全を期して現地では用いられない。
① イベルメクチン（ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ/万有）（保険適用外）
150 μg/kg 1 回服用 （治療 1 年後、約半数で仔虫が陰性化した）
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IV - 10

イヌ糸状虫症 dirofilariasis

概要
イヌのフィラリアであるイヌ糸状虫（Dirofilaria immitis）が媒介蚊によって偶然ヒトに感
染する。2002 年までに 280 例が報告されているが、肺内寄生が圧倒的に多く 254 例、肺外
寄生は 26 例である。肺外では皮下にやや多く、その他、心血管系、内臓、眼より報告され
ている。国内では、媒介蚊の棲息しやすい温暖な地方に症例が多い。現在でもイヌの感染
率は高いので、定期的にイヌの駆虫を行う必要がある。
ヨーロッパでは Dirofilaria repens という種類のイヌ糸状虫が多く、多数の人体症例が報
告されている。寄生部位は眼や皮膚で、腫瘤を形成する。
症状・徴候
イヌ糸状虫の幼虫が肺動脈に栓塞する結果、肉芽腫を形成する事が多い。ほとんどは無
症状であるが、咳嗽、
（血）痰、胸痛、発熱、胸水貯留などがみられることがある。本邦に
おけるイヌ糸状虫症の問題点は、肺の肉芽腫が肺癌と診断される例が非常に多い事で
ある。皮下寄生の場合は腫瘤として認められる。
検査・診断
健康診断などで胸部に異常影を発見され、悪性腫瘍の疑いで肺切除を受け、その後病理
診断で寄生虫感染が判明する事例が圧倒的に多い。異常影として銭型陰影が多いが、概ね
径 3 cm を超す大きなものはなく、石灰化も見られない。イヌのフィラリアは人体内で成虫
にまで発育できないので、ミクロフィラリアは見つからない。様々な免疫診断法が報告さ
れており、糸状虫感染を疑う参考になるが、確実性に欠ける。肉芽腫の中に虫体が発見さ
れた場合には、形態観察、遺伝子診断などにより虫種の同定を行なう。日本における動物
由来の糸状虫症はイヌのフィラリアに限らず、ある種のオンコセルカによる皮膚腫瘤の症
例も報告されている。
治療方針
基本的に治療の必要は無いが、確実な診断法がないので、悪性腫瘍が疑われれば外科的
処置が取られる場合が多い。近年、胸腔鏡下肺切除術が行われるようになり、患者の負担
が軽減されるようになった。術中の迅速診断により、イヌ糸状虫が確認されることもある。
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IV – 11 メジナ虫症 dracunculiasis (dracontiasis)
概要
本症はメジナ虫 Dracunculus medinensis （英名：medina worm、guinea worm）による感
染症でアフリカに分布する。生水を飲む際に、幼虫を宿したケンミジンコを摂取して感染
する。乾燥地域の共同井戸などが感染源となる。安全な飲料水の供給、飲料水の濾過など
により、比較的容易に伝播阻止ができるので、WHO を中心に本症の撲滅計画が実施されて
おり、着実な成果をおさめている。1986 年に年間約 350 万人といわれた患者数は、2000 年
には 7.5 万人、2008 年末にはわずか 4,619 人まで減少した。流行地はアフリカの 6 カ国に限
られており、スーダンとガーナの感染者がほとんどを占める。
非流行国でメジナ虫様の寄生虫が発見された場合には、慎重な診断が求められる。アメ
リカではイヌを含む様々な肉食獣に寄生する Dracunculus insignis が知られており、日本で
も野生動物の Dracunculus が人に感染したと考えられる症例が有る。一方、Dracunculus
medinensis のイヌ寄生が知られている。両種の鑑別は遺伝子診断による。
症状・徴候
感染後 3 か月で成虫となるが、雌成虫は成長を続け体長 100 cm に達する。しかし、この
間は無症状である。成熟雌成虫が下肢の皮下に移動（感染後約１年頃）すると、掻痒感、
嘔気、喘息などが出現することがある。特有の皮膚症状がみられ、最初は雌の頭部付近に
疼痛性の浮腫、丘疹が出現し、次第に水疱となる。この時期に池や井戸に入り下肢が水に
浸ると水疱が破れ、雌成虫が体外に這い出して多数の幼虫を水中に放出する。成虫全体が
人体外に出るには数週間を要するので、この間、形成された潰瘍は激しく痛む。細菌の二
次感染は症状を悪化、遷延させるが、特に破傷風菌感染は致命的となることがある。また、
関節の拘縮などの後遺症を残すこともある。
検査・診断
一般に、皮膚症状が出現するまでは診断が困難である。X 線検査で線状の石灰化像を認
めることがある。
治療方針
メジナ虫自体に有効な治療薬はない。伝統的に、皮膚から這い出した虫体を細い棒に巻
き取って 1 日数センチずつ引き出す方法が行なわれているが、激痛を伴う。抗菌薬は二次
感染を防ぎ、排虫の促進にも有効とされる。鎮痛剤としてアスピリンやイブプロフェンが
用いられる。メトロニダゾールが有効であったとする報告もある。
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IV – 12 イヌおよびネコ回虫幼虫による幼虫移行症（トキソカラ症）
toxocariasis canis, toxocariasis cati
概要
ヒトが、イヌあるいはネコ回虫の幼虫包蔵卵や幼虫を経口摂取することで感染する。幼
虫はヒト体内で成虫にはならず体内を移動する。幼虫移行症Larva migransの代表的疾病で
ある。典型的病像は、本来の通過臓器である肝や肺における好酸球性肉芽腫性炎症であり、
網膜・中枢神経系への血行性移行も知られている。
イヌやネコの便とともに排泄された虫卵がヒトに摂取される状況としては、ペットとの
接触、汚染された砂場での遊び、野菜類への付着などが考えられる。また、留意すべき感
染経路として、地鶏やウシのレバーの生食がある。これは、ウシやニワトリが幼虫包蔵卵
を取り込み、その肝臓内の幼虫がヒトに感染する経路である。発症患者の家で飼育してい
るニワトリの肝に、イヌ回虫幼虫が証明された事例も報告されている。
症状・徴候
内臓型および眼型・中枢神経型に大別される。しかし、多くは感染があっても無症状で
あるか、倦怠感・腹痛・頭痛・咳などを一時的に認め自然に治癒する。このような軽症例
でも、肺や肝臓に病変が証明されることもある。
肺・肝臓移行の典型例では、発熱、倦怠感、咳嗽などの症状や病初期に蕁麻疹を伴うこ
ともある。血液検査では著明な末梢血好酸球増多とIgE上昇、画像検査では多発性小結節性
病変像を呈する。結節は病理学的には好酸球性肉芽腫である。陳旧例では、症状や血液検
査異常が無いケースもある。
眼・中枢神経系移行では視覚障害や痙攣を起こすことがある。網膜腫瘍・脳腫瘍との鑑
別は重要で、他にブドウ膜炎・硝子体炎・脊髄炎として現われることもある。さらに、関
節リウマチ類似関節炎症状、血球貪食症候群、ネフローゼ症候群の出現例の報告もあり、
トキソカラ症の病像は多彩である。
検査・診断
幼虫移行症では感染幼虫がヒト体内で成虫にならないので、便虫卵検査は役に立たない。
確定診断は生検組織内の虫体確認であるが、その確率は低く、免疫血清学的検査が重要で
ある。とくに幼虫排泄分泌抗原を用いた診断が有用である。眼型では血清抗体価陰性であ
っても、眼房水や硝子体液中に抗体が検出されることがある。
臨床症状、画像所見、好酸球増多や免疫診断など血液検査成績、それに生食歴やペット
飼育歴などの問診の情報をあわせて、総合的に診断することが重要である。血清診断は、
一次スクリーニング検査はSRL社などが、また詳しくは国立感染症研究所寄生動物部、宮
崎大学医学部寄生虫学教室、東京医科歯科大学国際環境寄生虫病学教室などが行っている。
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治療方針
有症状例および無症状でも高抗体価、好酸球著増例は治療対象と考えられる。ベンズイ
ミダゾール系薬剤が有効で、虫体崩壊に伴なうアレルギー反応の抑止にはステロイド薬の
併用を行う。
① アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg錠：グラクソ・スミスクライン）
（保険適用外）10～15 mg/kg/日、分2～3、4～8週間
一過性肝機能障害がかなり高い頻度でみられるので、服薬期間中は注意が必要である。
骨髄抑制にも注意を要す。
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IV – 13 その他の動物由来回虫による幼虫移行症
larva migrans due to ascarid nematodes of animals
other than Toxocara canis or T. cati
概要
ブタ回虫Ascaris suum やアライグマ回虫Baylisascaris procyonisなど、ブタやアライグマに
寄生する回虫も同様に幼虫移行症の原因となる。ヒトは好適宿主ではないため、虫卵また
は幼虫が何らかの原因でヒトに摂取された場合、成虫まで成長できずに幼虫のまま人体内
を移動し、幼虫移行症Larva migransを引き起こす。
幼虫移行症の範疇には多くの寄生虫症（イヌ糸状虫症、顎口虫症、アニサキス症、動物
由来の鉤虫症、マンソン孤虫症、有鉤囊虫症、エキノコックス症など）が含まれるが、一
般に幼虫移行症というと、動物由来の回虫の幼虫による疾患をさすことが多い。おもな病
変の部位により、内臓幼虫移行症、皮膚幼虫移行症、眼・中枢神経幼虫移行症という病名
がつけられることもある。
国内では、いまのところアライグマ回虫によるヒトの幼虫移行症の発生はないが、北米
～中南米では問題となっている。この幼虫はトキソカラ幼虫 (0.5 mm以下) に比べて大きく
2mm近くにもなり、したがって組織障害性も強い。感染アライグマの排泄した便内の虫卵
は3-4週間で感染幼虫包蔵卵となる。
ヒトや動物に摂取されると、眼や中枢神経系に侵入する傾向があり、ヒトの致死例も報
告されている。日本でもペットとして飼育されていたアライグマの野生化が問題になって
おり注意が必要である。感染が疑われた場合、できるだけ早期のアルベンダゾール投与が
有効である可能性がある。眼・中枢神経症状出現後の駆虫薬投与は、既成病巣治癒には無
効であるだけでなく症状悪化や重い後遺症を残す可能性もあり慎重を要す。
また中南米には、幼虫がヒトの頭頚部、鼻咽頭部などの軟部組織に寄生して膿瘍を形成
する、小兎唇回虫Lagochilascaris minorという回虫の一種による幼虫移行症が報告されてい
る。かなり高頻度に中枢神経内にも侵入すると思われる。この小兎唇回虫に関しては終宿
主も不明であり、生活環もよく判っていない。
症状・徴候、検査・診断
比較的報告例数の多いブタ回虫症では、その症状はトキソカラ症と類似し、病像による
感染幼虫種の推定は不可能であるが、幼虫排泄分泌抗原を用いた血清診断によりトキソカ
ラ症と鑑別できる可能性がある。
肝臓あるいは肺の多発性結節性病変例や眼・中枢神経系移行例などの典型例では、動物
由来の回虫幼虫移行症を疑うのは比較的容易かも知れないが、非典型的症例では、鑑別診
断として幼虫移行症の着想に至らぬこともあると考えられる。それゆえ、既知の確立され
た疾病に合致せず、好酸球増加や血清IgE増加を伴なう例では、本症も念頭に置き、生食歴
やペット飼育歴などの詳細な問診情報の聴取とともに、血清診断を試みることが肝要であ
る。
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治療方針
IV – 12 イヌおよびネコ回虫幼虫による幼虫移行症（トキソカラ症）の項参照
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IV - 14 顎口虫症 gnathostomiasis
概要
顎口虫Gnathostoma属は野生の雑食動物の胃壁あるいは食道壁に寄生する線虫である。淡
水のケンミジンコを第1中間宿主、小型淡水魚やカエルを第2中間宿主とし、第2中間宿主の
中で感染性の強い第3後期幼虫となる。食物連鎖により、ライギョやヘビなどが多数の感染
幼虫を保有することがある（待機宿主）。ヒトが第2中間宿主や待機宿主を生食すると感染
する。幼虫は人体内で成虫になれずに体内のあちこちを移動し、様々な症状を呈する(幼虫
移行症)。魚類や爬虫類、両生類を生で食べる習慣のある日本やタイ、中国、韓国、ベトナ
ム、ラオスなどがアジアの主要な流行地である。また中南米ではメキシコ、エクアドルが
流行地として知られている。
ア ジ ア で は 有 棘 顎 口 虫 G. spinigerumが 、 メ キ シ コ 、 エ ク ア ド ル で は二 核 顎 口 虫G.
binucleatumが主要な人体感染病原体として知られている。日本国内でも戦中・戦後しばら
くはライギョの生食による有棘顎口虫症が殆どであったが、食料事情の好転とともに激減
し、1980年代頃から輸入ドジョウの踊り食いによる剛棘顎口虫G. hispidum感染、渓流魚や
マムシの生食によるドロレス顎口虫G. doloresi感染、国産ドジョウの生食による日本顎口虫
G. nipponicum感染が散発的に発生している。外来生物として問題視されているブラックバ
スやブルー・ギルを生食して、ドロレス顎口虫や日本顎口虫に感染した例の報告もある。
海外旅行者や移民・難民の増加に伴って、欧米の非流行地での顎口虫症患者発生が増えて
おり、診断や治療の問題点が旅行医学の話題となっている。
症状・徴候
最も頻繁に見られるのは皮膚の線状爬行疹creeping eruptionや移動性皮下腫瘤mobile
erythemaである。有棘顎口虫と二核顎口虫は深部皮下組織に迷入するため、移動性皮下腫瘤
型の病変が多く、治療しないと数年にわたって出没を繰り返す。稀ではあるが、中枢神経
系や眼球、肝、肺、消化管など思いがけない部位に迷入し、重篤な症状を呈することがあ
り、死亡例や失明例も報告されている。一方、他の3種の顎口虫感染では浅部皮下組織を移
動する線状爬行疹が多く、特に治療しなくても2～3ヶ月以内に自然治癒すると思われる。
検査・診断
確定診断は病変部位の生検標本内に虫体を検出することである。生検組織から虫体を剖
出できた場合、あるいは病理組織切片で虫体の腸管断面が見えた場合には、頭球鉤の数や
形態、あるいは用中の腸管上皮細胞の形態や核数を観察計測することにより、上記4種の顎
口虫を鑑別できる。ほとんどの症例で好酸球増多が見られるので、移動性の皮膚病変に好
酸球増多を伴う場合には、まず本症を疑う必要がある。
補助診断として免疫血清検査もある程度は役に立つが、種の同定はできない。感染源が
限られているので、問診で居住地、淡水魚、両棲類、爬虫類の生食歴を聞き出すことは診
断する上で重要である。国内ではホタルイカ生食による旋尾線虫症、動物由来の鉤虫の幼
虫による皮膚線状爬行疹との鑑別が必要である。
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治療方針
治療としては、診断を兼ねて生検で虫体を摘出するのが望ましい。薬物による治療法は確
立されておらず、一般的な幼虫移行症に準じて、メベンダゾール、アルベンダゾールなど
の内服が試みられている。
① アルベンダゾール（エスカゾール 200 mg錠：グラクソ・スミスクライン）（保険適用
外）
10～15 mg/kg/日、分2、3～7日間 （症状の出没が繰り返される場合は3週間連続投与も考慮
する）
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V – 1 疥癬 scabies
概要
疥癬は、瘙痒の強い皮疹を形成する疾患で、ダニの一種であるヒゼンダニ（疥癬虫、
Sarcoptes scabiei var. hominis）が皮膚へ寄生することで発症する。
ヒゼンダニの大きさは雌成虫で体長 400μm、体幅 325μm で、卵形、円盤状である。雄は
雌の約 6 割の大きさである。卵→幼虫→若虫→成虫と不完全変態し、約 2 週間で成熟する。
幼虫、若虫、雄成虫はヒトの皮膚表面を歩き回っていたり、あるいは皮膚角質層内に穴を
掘って潜んでいたり、毛包内に隠れていたりするため、居場所を特定するのは難しい。皮
表を歩き回っている雄は角質層内の雌を探し、交尾する。交尾後の雌成虫は角質層にトン
ネルを掘り進みながら、寿命が尽きるまで 4～6 週間にわたって、1 日 2～4 個ずつ産卵しな
がら移動する。角層の物質を栄養源としていると考えられている。ヒゼンダニは乾燥に弱
く、皮膚から離れるとおおむね 2～3 時間以内に死ぬ。なお、動物の疥癬も知られており、
偶発的な感染でヒトにも皮膚疾患をおこすが、ヒトの皮膚内で繁殖しない。
感染経路は肌と肌の直接接触が主体である。家族、介護者、セックスパートナー、畳で
の雑魚寝などでも感染する可能性がある。まれに寝具、衣類などから感染することもある。
ヒゼンダニはヒトの体温より低い温度では動きが鈍く、通常の社会生活で、数時間並んで
座った程度では感染する可能性はほとんどない。集団生活が行われている老人福祉施設や
養護施設などでは、一人の感染者の入所で集団発生の危険性が生じる。潜伏期間は約 4～6
週間である(高齢者では数ヶ月の場合もあり)。アレルギー反応として痒みなどがでてくる。
従来、性感染症の一つとして認識されていたが、近年我が国では病院、老人ホーム、養護
施設などで集団発生の事例が増加し、疥癬は医療および介護関係者の間で深刻な問題とな
っている。
患者数の把握は困難であるが、衛生状態の悪い場所や、経済状態が不安定な地域では患
者数が多い。日本では年間 10 万人以上の患者があると考えられている。
症状・徴候
病型には、通常の疥癬(通常疥癬)と角化型疥癬（ノルウェー疥癬、痂皮型疥癬）がある。
ヒゼンダニの寄生数の差（約 5 匹と 100 万～200 万匹）の他、臨床症状も異なる。
通常疥癬に特徴的な皮疹は疥癬トンネル（小隆起性うす茶色調、曲がりくねった線状疹）
で、手首の屈側、手掌尺側、指、指間、肘、アキレス腱部などに認められる。その他、丘
疹、小水疱、痂皮、小結節などもみられる。陰囊部には小結節を認めることがある。また、
下腹部や背部、腋窩などにも丘疹を認めることもある。なお、高齢者では上記の丘疹や結
節などの他、非典型的な皮疹がみられる。激しい痒みがあり、夜間に増強し、睡眠を妨げ
られる程である。ただし、高齢者などでは瘙痒の訴えの少ない場合もある。
角化型疥癬は、桁違いに多数のヒゼンダニが感染した重症型の疥癬である。患部は肥厚
した灰白色～帯黄白色の角質増殖と痂皮に覆われた状態になり、亀裂も生じる。患者から
剥がれ落ちた鱗屑や痂皮には多数のヒゼンダニがいるので、集団発生の元になる。角化型
疥癬患者には運動機能低下・障害、あるいは免疫学的異常など種々の基礎疾患があり、ス
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テロイド剤の内服・注射などの全身投与や外用なども重症化の一因となる。角化型疥癬で
は爪なども侵され、瘙痒は不定で治療に抵抗性である。
検査・診断
ヒゼンダニ検出には顕微鏡検査が用いられる。疥癬トンネル、新鮮な丘疹、結節などか
ら、①眼科用ハサミで切除する、②刃の鈍なメスで引っ掻く、③小さなピンセットでこそ
ぎ取る、④ルーペを使用して消毒した針でヒゼンダニを取り出す、などにより検体を採取
する。角層が肥厚している場合は、眼科用ハサミやピンセット等で角層を採取する。検体
は真菌検査と同じ要領で観察する。ヒゼンダニの虫体、体部、足（脚）、虫卵、虫卵の抜け
殻などを検出したら、疥癬と診断する。疥癬を疑われる皮疹であっても、顕微鏡検査でヒ
ゼンダニを検出できるのは 6 割程度であるので、複数部位を頻回に検査する必要がある。
ダーモスコープによりヒゼンダニを確認した場合にも、疥癬と診断してよい。疥癬治療薬
使用中はヒゼンダニを検出しにくいので、1 週間程度治療を中止してから検査する。
血液学的検査で診断を確定することはできない。ダニ感染による好酸球増多、IgE 高値は
一定しない。ヒゼンダニに対する特異的 IgE 検査は開発されていない。
日本皮膚科学会から「疥癬診療ガイドライン」
（改訂版、2007 年）が発表された。診断は
①臨床症状、②顕微鏡検査やダーモスコピー検査などでヒゼンダニ検出、③疫学的流行状
況の 3 項目を勘案して診断するが、ヒゼンダニを検出できれば確定診断となる。
強い瘙痒を伴う疑わしい皮疹がある場合には、早期に皮膚科専門医に診察を依頼する。
検査で陰性であっても瘙痒や皮膚症状が収まらなければ、再度間隔をおいて複数部位を検
査する。
一人の患者が見つかったら、患者の家族や同一場所で寝泊りした人など、無症状者も診
察する。また、集団発生時は角化型疥癬患者など当該施設の感染源を特定すること、感染
の機会があった入所者・スタッフの検査を行うことが必要となる。通常疥癬患者とは皮膚
の直接接触を避ければ感染の心配はないので、他の人へ感染予防のための隔離は必要無い
が、角化型疥癬患者は 1～2 週間程度個室管理とし、処置をする場合は感染予防に努める。
治療方針
現在、保険適用となっている外用薬はイオウ剤のみである。クロタミトンは保険適用に
はなっていないが、保険審査上では認められており、頻用されている。安息香酸ベンジル
および γ-BHC 含有外用薬は院内製剤であり、有効性及び安全性について検討がなされてい
ない。そのため、治療する場合は患者（または代諾者）からインフォームドコンセントを
文書で取得し、医師の責任のもとに処方する。ペルメトリン製剤は日本国内では販売され
ていない。現在フェノトリン(スミシリン)の外用薬が開発中である。
外用薬は頚部から下の全身に塗布する。乳幼児、高齢者、角化型疥癬患者では、顔面、
頭部も含めて全身に塗布する。皮疹の無い部位、耳後部、指間部、外陰部、臀部などを塗
り残さないようにする。角化型疥癬等の角化性皮疹や爪の病変は、角層を十分に除去する
治療を併せて行う。
内服薬で保険適用になっているのはイベルメクチン(ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ)
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である。薬理作用は、無脊椎動物の神経・筋細胞に存在するグルタミン酸作動性クロライ
ドイオンチャンネルに、選択的かつ高い親和性をもって結合し、寄生虫を麻痺させて駆虫
活性を発現すると考えられている。オンコセルカ症、糞線虫症にも効果が示されている。
なお、神経や筋ができていない卵には無効である。
瘙痒については抗ヒスタミン剤の内服を行う。ただし、古典的抗ヒスタミン剤はアトロ
ピン作用があるため、前立腺肥大症や緑内障、てんかんの患者等には使用しない。
① イオウ剤：疥癬に保険適用がある唯一の外用薬がイオウ剤である。5～10％の沈降イオ
ウ軟膏やチアントールがあり、塗布後、24 時間で洗い流し、5 日間繰り返す。毒性は低く、
妊婦、幼児でも使用できるが、臭気と皮膚刺激性がある。イオウ入浴剤はイオウかぶれ、
皮脂欠乏性皮膚炎を起こしやすく、使わない方が良いと言われている。
② クロタミトン（保険適用外であるが保険審査上では容認）：クロタミトンは、塗布後、
24 時間で洗い流し、5 日間繰り返せば良いとされているが、実際には 10～14 日の塗布が必
要である。頻回に使用して子供にメトヘモグロビン血症を誘発したとの報告もあるので、
連用には注意が必要である。
③ 安息香酸ベンジル：試薬として手に入る薬剤として、安息香酸ベンジルがある。使用濃
度は 6～35％で、ローション（用時調製）として使用される。塗布後 24 時間で洗い流し、
2～3 日間繰り返し 4～5 日休薬、または隔日で 3 回などさまざまな方法がある。刺激感が
強く、眼に入ると結膜炎を起こし、中枢神経障害の副作用も報告されているため、顔面・
頸部の外用には慎重を要する。治療する場合は患者（または代諾者）からインフォームド
コンセントを文書で取得し、医師の責任のもとに行う。
④ γ-BHC：γ-BHC は試薬であり、土壌残留性が問題となって 1971 年農薬としても製造中
止になっている。1％を白色ワセリンに混ぜて全身塗布後、6 時間で洗い流す。1 週間に 1
～2 回を 1 クールとし、1～2 クール行う。1 回の塗布でも有効であるため、今まで多数の
患者に使用されてきている。γ-BHC は他の異性体（α、β）に比べれば毒性は低いものの、
吸収後代謝により、一部毒性の強い異性体になることも考えられ、中枢神経障害、再生不
良性貧血や発癌性も報告されている。日本で入手可能な外用剤中で最も有効であるが、妊
婦には禁忌であり、10 歳以下の子供、体脂肪が減少している人、てんかんの既往のある人
には、使用を避けるべきである。治療する場合は患者（または代諾者）からインフォーム
ドコンセントを文書で取得し、医師の責任のもとに行う。現在、残留性有機汚染物質 POPs
に関するストックホルム条約により、γ-BHC の入手が困難となっている。
⑤ イベルメクチン(ストロメクトール)：200μg/kg を空腹時に 1 回、水で内服投与する（た
とえば、体重 60 kg の患者では、ストロメクトール錠を 4 錠内服する）。卵には無効なので、
卵から幼虫になる日数を考慮して 1 週間後に顕微鏡検査を行い、ヒゼンダニを検出するか、
新たに疥癬に合致する臨床症状が認められる場合は、再度イベルメクチンを同量投与する。
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高齢者は一般に肝・腎・心機能が低下しており、合併症を有し、もしくは他剤併用も多
く、安全性が確立されていないため注意して投与する。体重 15 kg 未満の小児に対しては、
安全性は確立されていない。妊婦または妊娠している可能性のある婦人には、動物実験で
催奇形性が認められており、妊娠中の投与に関する安全性は確立していないため、治療上
の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与する。また、イベルメクチン投与中
は母乳中への移行が報告されているため、授乳を中止させる。詳細はストロメクトール錠
の添付文書を熟読する。副作用の少ない薬剤と言われているが、日本人での使用経験は少
ないので、その投与前後に血液検査（白血球分画を含む血球算定、肝機能等）の実施が望
まれる。
外用療法と内服療法を併用する場合があるが、特に角化型疥癬では両者を必要とするこ
とが多い。
1～2 週間隔で 2 回連続してヒゼンダニを検出できない場合に治癒とする。しかし、数ヶ
月後に再発・再燃する例もあるので、治癒判定後も、約半年間は注意するように、患者に
説明する。ヒゼンダニが駆除された後も、発疹や瘙痒は 3 ヶ月～1 年の長期間にわたり残る
場合があるが、不必要な疥癬治療は避ける。
ヒゼンダニは人の皮膚から離れると、短時間で死滅し、16℃以下では動かず、乾燥に弱
い。従って、通常疥癬であれば患者を特に隔離する必要は無く、集団発生ではない限り、
病室内の殺ダニ剤散布は必要がない。しかし角化型疥癬の場合は、鱗屑や痂皮が散布され、
それらにヒゼンダニが多数検出されることから、隔離室内の殺虫剤散布（ピレスロイド系
など）が必要である。
今後、診療のみならず感染予防などについて、また医療関係者に限らず患者、一般市民
に対して啓発が望まれる。
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V - 2 ハエ症 myiasis
概要
ハエ症はハエ幼虫症、あるいは蝿蛆症とも呼ばれ、ハエの幼虫がヒトに寄生することに
よって生じる。真性ハエ症と偶発性ハエ症に分けられ、前者は生きたヒトの皮膚組織内に
幼虫が寄生して成長するもので、後者は皮膚や鼻腔、外耳道、消化管などに幼虫が偶然に
侵入して寄生するものである。
真性ハエ症の原因となるハエは日本国内には生息しないが、海外旅行から帰国後に発症
する例が増加している。問題となる主な種は中南米に生息するヒトヒフバエ Dermatobia
hominis と、アフリカに生息するヒトクイバエ Cordylobia anthoropophaga であるが、アメリ
カヒフヤドリニクバエ Wohlfahrtia vigil やウマバエ Gasterophilus intestinalis、ウシバエ
Hypoderma bovis なども皮膚寄生することがある。
ヒトヒフバエは吸血性の蚊やハエなどの腹部に産卵し、それらの昆虫がヒトの皮膚で吸
血する際に、孵化した幼虫が皮膚に侵入して寄生する。そして、6～12 週間後に成熟して皮
膚から脱落し、土中で蛹化して成虫になる、という特異な生活環を有する。
ヒトクイバエは糞尿で汚染された砂地に雌が産卵し、孵化した幼虫がヒトの皮膚から侵
入して寄生する。そして、約 2 週間で皮膚から脱落して蛹化し、成虫になる。
偶発性ハエ症は、皮膚腫瘍や皮膚潰瘍、外傷部などにハエが産卵する（あるいは幼虫を
産み付ける）ことによって生じ、クロバエ科、ニクバエ科、イエバエ科のハエ類が原因と
なる。近年、医療施設内で、高齢者の褥瘡や皮膚潰瘍部などにウジが発見される例が増加
している。
症状・徴候
(1) 真性ハエ症
ヒトヒフバエによる寄生の場合、寄生部位の皮膚に丘疹を生じ、次第に増大して結節を
形成する。皮疹の中央部の侵入口から滲出液が排出される。自覚症状は初期には認めない
が、次第に痒みや疼痛を伴うようになる。好発部位は主に頭部、顔面、上肢などの露出部
である。
ヒトクイバエによる寄生では、皮疹は足底、臀部、陰部などに好発し、上記と同様の丘
疹、結節を認める。アメリカヒフヤドリニクバエは主に幼児に寄生し、多数の丘疹、膿瘍
状の皮疹を形成する。ウマバエやウシバエの幼虫が寄生した場合は、痒みや疼痛を伴う発
赤や線状の皮疹が出現し、移動するのが特徴である。
(2) 偶発性ハエ症
皮膚悪性腫瘍、褥瘡や手術後の皮膚潰瘍、外傷部などで、悪臭を放つような病変がある
場合に生じやすく、多数のウジが認められる。
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検査・診断
真性皮膚ハエ症の場合は、まず海外滞在歴の有無とその地域を確認し、皮膚の症状から
原因を推定する。そして外科的に幼虫を摘出し、同定することで診断が確定する。
偶発性ハエ症は、病変部にウジを発見すれば診断確定できる。
治療方針
治療の基本は、幼虫を摘出、あるいは除去することである。特に皮膚悪性腫瘍に生じた
偶発性ハエ症では、腫瘍の完全な切除を行う必要がある。
なお、真性皮膚ハエ症では薬物療法としてイベルメクチンが有効な場合があり、今後は
症例によっては用いられる機会が多くなると思われる。イベルメクチンは各種の寄生虫疾
患に応用されており、副作用の少ない薬剤であるが、神経障害のある人、妊娠、授乳中の
婦人、5 歳以下あるいは体重 15 kg 以下の小児には使えない。
① イベルメクチン（ストロメクトール 3 mg 錠：マルホ）
（保険適用外）
200 μg/kg 単回服用
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附１．研究班の沿革
附２．研究班保管薬剤の使用
附３．感染症法と寄生虫症
附４．国内未承認薬の検定と品質基準

附 1. 研究班の沿革
1970 年代から我が国の国際化が急速に進むにつれて、輸入感染症が問題となり、1980 年
には輸入熱帯病に対する治療対応について厚生省薬務局審査課（当時）を中心に検討され
た。その結果、同年から厚生省研究事業として、東大医科研の田中寛教授（当時）を代表
研究者とする「輸入熱帯病の薬物治療法に関する研究」班が発足し、抗マラリア薬を中心
とした国内未承認の稀少疾病治療薬の輸入・保管・供給・治療体制の確立へ向けた研究が
始まった。以来、この研究班の事業は、母体となる事業名や研究課題名などの変遷はある
ものの、30 年に亘って継続している（次ページの表を参照）
。この研究班が導入した稀少疾
病治療薬の中から、研究班の治療実績なども参考として、これまでに 10 種類近い薬剤が保
険適用薬として承認されている（表の右端カラム）
。研究班が導入する薬剤については、1980
年の発足当初から、国立衛生試験所（現 国立医薬品食品衛生研究所）薬品部において、我
が国の医薬品製造基準への適合性について薬剤試験を実施している。これによって、実際
に治療対応にあたる現場の医療従事者にも、研究班が扱う未承認薬の品質について正確な
情報を提供している。
1988 年からは東京慈恵会医科大学熱帯医学研究部の大友弘士教授が研究代表者となり、
海外、特にヨーロッパの熱帯医学や旅行医学に関する専門機関との交流を開始した。こう
して得られた海外での熱帯病・寄生虫症の治療薬使用法や副作用、あるいは新規開発され
た薬剤に関する情報をもとに、保管薬剤の見直しや新規導入を図ることで、より適切な治
療法の確立を目指している。研究班ではこれらの情報を医療現場へ提供するために「寄生
虫症薬物治療の手引き」を作成し、ほぼ 3 年毎に改訂を重ねてきた。
2003 年から 2006 年までは、研究代表者の宮崎大学名和行文と薬剤輸入担当の国立感染症
研究所感染症情報センターの木村幹男、中央薬剤保管機関を担当する東大医科研感染免疫
内科中村哲也の 3 名が協力して、近年の IT 化に合わせて、研究班のホームページの充実を
図るとともに、薬剤保管者メーリングリストを開設して、インターネットを介した情報公
開、情報交換活動に力を注いだ。特に、
「治療の手引き」については電子化して、常に最新
情報に更新すると同時に、研究班ホームページから一般医療従事者が自由にダウンロード
できるようにした。また、薬剤使用責任者のメーリングリストは当初保管薬剤の効率的使
用を図る目的で設置したが、実際の症例の診断・治療についてのコンサルテーションを受
け、顕微鏡写真や CT 写真などの画像所見も供覧して皆で症例検討を行うなど、幅広く使
われつつある。
2007 年から現在までは、(財)結核予防会新山手病院の木村幹男、宮崎大学の丸山治彦、
東大医科研感染免疫内科の小田原隆(現在は三浦聡之)が中心となり、純粋な研究活動のみな
らず、国内で熱帯病・寄生虫症の治療が適切に行われるための実際的活動も続けている。
全国的に感染症が独立した専門分野として認識され、診療科ができつつあるが、そのため、
熱帯病・寄生虫症に専門的に取り組む医療機関は増えつつある。
研究班は可能な限り薬剤使用機関を増やさない方針ではあるが、国際交流の活発化によ
る影響を無視することもできず、現在、参加医療機関は 25 ヵ所に増えている。一方では、
「臨床研究に関する倫理指針」の遵守も必要であり、指針の内容が改訂されたことから、
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薬剤使用に関する書類の改訂のみならず、補償保険への加入も必要となった。この様に研
究班の仕事は複雑化して、しかも増えつつあるが、時代とともに変化する価値基準も考慮
しつつ、必要に応じて厚生労働省医政局研究開発振興課のアドバイスを得るなどしながら、
多角的な活動を行なっている。

年次

事業名

研究班名

研究代表者

1980-1987

厚生省研究事業

輸入熱帯病の薬物治

東大医科研

療法に関する研究

田中寛

1987-88

厚生省新薬開発

熱帯病治療薬の開発

慈恵医大

チアベンダゾール（糞線虫症）

研究事業

研究

大友弘士

スルファドキシン/ピリメタミ

厚生省オーファ

熱帯病治療薬の開発

慈恵医大

ン合剤（マラリア）

ンドラッグ研究

研究

大友弘士

メベンダゾール（鞭虫症）

1988-1992
1993-1997

プラジカンテル（吸虫症）

事業
1998-2000

創薬等ヒューマ

輸入熱帯病・寄生虫

慈恵医大

ンサイエンス総

症に対するオーファ

大友弘士

合研究事業

ンドラッグの臨床評

アルベンダゾール（包虫症）

2001

価に関する研究
2001-2003

承認薬剤（適応症）

厚生科研費・創薬

熱帯病に対するオー

慈恵医大

メフロキン（マラリア）

等ヒューマンサ

ファンドラッグ開発

大友弘士

2002

イエンス総合研

研究

イベルメクチン（糞線虫症）

究事業
2004-2005

同上

熱帯病・寄生虫症に

宮崎大

2006

厚生科研費・政策

対する稀少疾病治療

名和行文

創薬総合研究事

薬の輸入・保管・治

業

療体制の開発研究

厚生労働科研

輸入熱帯病・寄生虫

結核予防会

費・政策創薬総合

症に対する稀少疾病

新山手病院

研究事業

治療薬を用いた最適

木村幹男

2007-2009

な治療法による医療
対応の確立に関する
研究
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2006
イベルメクチン（疥癬）

附 2．研究班保管薬剤の使用
ヒューマンサイエンス振興財団・政策創薬総合研究事業「輸入熱帯病・寄生虫症に対す
る稀少疾病治療薬を用いた最適な治療法による医療対応の確立に関する研究」班で保管す
る薬剤は、平成 22 年２月時点で表１のようになっている。保管薬剤の種類は変更されるこ
とがあるため、定期的に研究班ホームページを参照頂きたい。
（http://www.miyazaki-med.ac.jp/parasitology/orphan/index.html）
各薬剤に関する説明も同サイトから入手可能である。不明な点は、東京大学医科学研究
所附属病院感染免疫内科（以下、医科研）三浦聡之まで問い合わせてください。これらの
薬剤のうち Egaten は宮崎大学医学部感染症学講座寄生虫病学分野が、それ以外は、医科研
が中央保管機関として薬剤管理を行っている。薬剤必要時には、中央保管機関から全国の
定められた薬剤使用機関（上記 2 施設とあわせ計 24 施設、表２）に薬剤を送付して使用し
て頂くことになっているが、人命救済のため緊急投与が必要となる薬剤（キニーネ注射薬
等）に関しては、事前に全国の定められた使用機関で保管しておく。
本班が保管する薬剤は国内未承認であり、その保管および患者への投与に関しては細心
の注意をもって行われる必要がある。そのため、本班では保管薬剤の管理・供給を以下の
規定に基づき実施し、全国 24 ヵ所の薬剤保管機関において薬剤を処方することを原則とし
ている。
1. 薬剤の輸入
中央保管機関の薬剤在庫、有効期限、予想される使用量を参考に、必要と思われる薬剤
を本班の予算で輸入する。輸入した薬剤のうち、Egaten を宮崎大学医学部感染症学講座寄
生虫病学分野で、それ以外の薬剤を医科研で保管する。輸入は個人名義で行う必要がある
ため、担当する本班の班員（東京大学医科学研究所三浦聡之）の個人輸入の形式をとるが、
その使用責任は投与する医師が負うことになる。
2. 薬剤の供給および患者への投与
以下に、中央保管機関から各使用機関への薬剤の供給、およびその患者への投与に際す
る手続きを説明する。各書式は班ホームページからダウンロード可能である
（http://www.miyazaki-med.ac.jp/parasitology/orphan/HTML/page-DL.htm 参照）。
2- (1) 中央保管機関から各使用機関への薬剤の供給
各機関において、薬剤使用の必要が生じた場合、あるいは緊急性の高い保管薬剤の有効
期限が切れた場合、必要な薬剤の種類と量を医科研に電話または E-mail で連絡する（電話：
03-5449-5338、メール：miura523@ims.u-tokyo.ac.jp）。Egaten に関しても医科研に申し込む
（薬剤は宮崎大学から供給される）。薬剤は「送付書」、
「受領書」とともに送付されるので、
各使用機関は薬剤を確認後「送付書」を保管し、
「受領書」に必要事項を記入して医科研に
返送する。直ちに薬剤を使用しない場合は、その保管条件に従い、適切な場所に保管する。
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2- (2) 使用機関外の医療機関からの依頼に関して
薬剤の使用は原則的に、事前に認定された全国２４の使用機関に限定される（表２）。研究班保
管薬の供給を使用機関外の医療機関から依頼を受け患者が搬送不能である場合は、医科学研
究所三浦聡之に対処方針を確認すること。
2- (3)各使用機関での患者への薬剤の投与
各保管機関で薬剤の投与が必要となった場合は、薬剤が国内未承認薬であること、考え
得る副作用、個人情報保護法が遵守されることなどを「説明文書」を用いて十分に説明し、
患者またはその代理人に「承諾書」
（日本語と英文の書式がある）への署名をして頂いた上
で投与を行う。また、未承認薬の使用であるため、各使用機関において適切な治験審査委
員会での承認をとることが必要である（緊急避難的に薬剤を使用した場合は、事後でも可）
。
使用時には、「使用登録書」に必要事項を記入し、医科研に直ちに送付する（郵送、FAX、
E-mail いずれも可）。薬剤投与終了後適当な時期に「治療報告書」（マラリア用と非マラリ
ア用がある）を記入し、医科研に送付する。なお、本班の保管薬剤の投与に際して重篤な
有害事象（下記参照）が生じ、使用薬剤との因果関係が否定できない場合は、24 時間以内
に「重篤有害事象報告書」を医科研に FAX で送付する（FAX 番号：03-5449-5427）。

重篤な有害事象の定義
(1) 死亡または死亡につながるおそれのある場合
(2) 治療のために入院を要するまたは入院期間の延長を要する場合
(3) 障害または障害につながるおそれのある場合
(4) 後世代における先天性の異常が生じた場合
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付表 1

研究班保管薬（平成 22 年 2 月現在）

薬剤名

一般名

剤形

Alinia

nitazoxanide

500mg、錠剤

Arsobal

Melarsoprol

180mg/5ml/ampule

Berirab

Human rabies immunoglobulin

10ml/v (1500 IU)

Brolene

propamidine isetionate

点眼液、0.1%/10ml/本

DARAPRIM

pyrimethamine

25mg、錠剤

metronidazole

metronidazole

注射液、500mg/100ml

Germanin

suramin

1 g (10% solution)

HUMATIN

paromomycin

250 mg cap

Impavido

Miltefosin

50 mg cap

Lampit

Nifurtimox

1 錠=120mg

Malarone

atovaquone/proguanil

1 錠=250/100

AVLOCLOR

chloroquine

1 錠=0.25g

ORNIDYL

eflornithine hydrochloride

注射液、20g/100ml/vial

Pentostam

sodium stibogluconate

100ml

Plasmotrim

artesunate

50mg、座薬

Plasmotrim

artesunate

200mg、座薬

Quinimax

quinine gluconate

250mg/2ml/vial

Riamet

artemether/lumefantrine

20/120mg、錠剤

SULFADIAZINE

sulfadiazine

500mg、錠剤

Primaquine

primaquine pohosphate

7.5mg、錠剤

Egaten

Triclabendazol

250mg 錠剤
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附 3．感染症法と熱帯病・寄生虫症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）」が 1999 年に
施行されてから 10 年を経過した．この間にも，2001 年の米国同時多発テロにおける炭疽，
2003 年の重症急性呼吸器症候群（SARS），また，2009 年には新型インフルエンザ（A/H1N1）
が発生するなど，感染症をとりまく環境は変化が著しい．感染症法もその変化を取り込み，
幾度かの改正を重ねてきた．
感染症法は，まん延防止のために行政対応が必要な感染症を，その性格に応じて，一類
から五類に分類している．寄生虫症については施行当初から，アメーバ赤痢，エキノコッ
クス症，クリプトスポリジウム症，ジアルジア症，マラリアの 5 疾患のみであり，四類ま
たは五類感染症に指定されている（付表 2）．わが国における寄生虫症の罹患率は判然とし
ないが，これら 5 疾患については，感染症法に基づいた医師の届出により把握されている
といってよい．国立感染症研究所がまとめている患者報告数は，アメーバ赤痢を除いて，
この 10 年間ほとんど変化がないか，漸減傾向である．しかし，これらの報告は微生物診断
に基づくため，特に五類感染症に指定されているアメーバ赤痢，クリプトスポリジウム症，
ジアルジア症については，報告もれの多いことが予想される．
一方，感染症法による一類感染症（痘そうを除く），二類感染症（結核を除く），三類感
染症（腸管出血性大腸菌感染症を除く）
，四類感染症の多くは，わが国にとって熱帯地域か
らの輸入感染症（熱帯病）としてとらえられる．特に，ラッサ熱などのウイルス性出血熱
はマラリアとの鑑別が重要である．一類感染症の発生に備えるためにも，マラリアを適切
に診断し，治療する体制を国内で整備しておくことが必要である．

付表 2 感染症法による感染症の類型と指定されている寄生虫症
感染症の類型
一・二類感染症

三類感染症

四類感染症

五類感染症

感染症の性格

寄生虫症

感染力・重症度が高い感染症

該当なし

特定の職業への就業により，
集団発生をおこし得る感染 該当なし
症
人から人への感染はほとん
エキノコックス症
どないが，動物などを介する
マラリア
感染症
サーベイランスにより，発
生・拡大を防止すべき感染症

アメーバ赤痢
クリプトスポリジウム症
ジアルジア症
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保健所への届出
直ちに

直ちに

直ちに

7 日以内

附 4. 国内未承認薬の検定と品質基準
概 要
一般に諸外国で承認･流通しているが、わが国において承認を得ていない医薬品のことを
総称して「未承認薬」と呼んでいる。最近では難治性疾患に対してこれらの未承認薬を施
用・服用するケースも見られている。これらの未承認薬の多くは海外でその有効性及び安
全性が確立されているが、国内の基準による検証はされていないことから、使用について
有効性や安全性の確保が懸念されることがある。また未承認薬の個人輸入で入手した医薬
品の中から“にせ薬”が検出された例もあり、流通品に関する品質の確保は服用する患者の
安全性を確保するためにも重要な問題である。
この研究班では、供給する薬剤について品質を確認するために薬剤の検定や品質評価法
の開発を行っている。諸外国で承認・流通されている“医薬品”であることから、わが国で
要求されている品質基準に適合することの確認を中心に行っている。
未承認薬の品質基準とその確保
医薬品の製品品質は適切な設計品質に基づいた適切な製造品質により達成される。医薬
品の品質試験では適切な製品品質が確保されていることを確認するため、開発段階で得ら
れた医薬品の特性並びに重要パラメータの変化を適切に検出できる項目及び試験方法を設
定しなければならない。例えば、製造工程が異なることで、不純物の種類やそれらの混在
比率が変化することもあることから、理想的には検証された製造工程及び品質管理に基づ
いて製造元で行っている出荷試験（承認規格試験、規格及び試験方法）と同じ試験項目を
用いた検定の実施が望ましいが、第三者機関においてはこれらの情報を入手することは困
難であることも多い。このような場合の品質確保のあり方についてはまだ議論の余地が残
されているが、研究班においては、製造会社からの「規格及び試験方法」に関する情報が
入手できた場合を除き、各国薬局方又は文献等を参考に、わが国の基準（日本薬局方）と
照らし合わせて、「規格及び試験方法」を新たに開発整備することよって対応している。
一般に承認医薬品は当該国における承認と製造所の査察（GMP 適合性調査、ただし制度
のある場合）を受けている。しかしながら、承認・流通国における医薬品の品質基準に対
する考え方は必ずしも一律に考えることはできないこともあり、当該国における品質基準
と比較して必要に応じた検定・確認項目を追加している。
流通医薬品の品質と不正医薬品
工場より出荷された製品が流通の過程又は保管の状態において、分解等が起こることに
より品質の劣化が生じることもある。特に温度や光については、医薬品の品質を劣化させ
る因子の代表的な例であるが、主薬成分の分解により有効性が保持できなくなるばかりで
なく、生じた分解物により副作用などを生じる危険性もあるために注意を要する。研究班
で輸入する医薬品においては、これらの可能性も考慮した品質検定を行っている。
わが国では重大な社会問題には至っていないが、諸外国においては安い医薬品の供給や
不当な利益を目的として、“にせ薬”などの不正医薬品（Counterfeit medicine）が流通するこ
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とがあり、国際的な問題となっている。世界保健機構（WHO）を中心とした世界規模での
対策が行われているが、製造会社においても出荷製品の追跡ができるように対策を講じる
など、これらの不正医薬品問題は製薬業界における新たな経済的問題を引き起こすばかり
でなく、その製剤の有効性並びに服用する患者の安全性にも係る重大な問題である。
不正医薬品として、正式な承認を受けていない同薬効異製品やコピー製品（偽ブランド
製品）があるが（何れも有効成分は含まれている）、中には有効成分が適切に含まれていな
いものもあり期待される治療効果が得られずに患者が死亡したケースも発生している。こ
のような不正医薬品の中には正規医薬品と同様に市場に流通しているものもあり、研究班
で輸入・供給する医薬品については、これらの問題にも十分に対応できるような識別法の
開発も検討している。
研究班における輸入薬剤の品質基準及び検定について
品質基準及び設定項目については、国内未承認薬中の有効成分の化学的特性及び製造・
流通の背景に応じて適時設定しているが、有効成分が確実にかつ適量（表示量と同等量）
含まれていることを確認するための確認試験と定量試験は必須実施項目として挙げられる。
確認試験では有効成分の化学構造に関するスペクトル的解析や化学反応による官能基の
識別など製剤の表示成分との同一性の確認が可能な試験方法として赤外吸収スペクトル
（IR）測定法、紫外可視吸光度（UV-Vis）測定法などの分光学的測定法、クロマトグラフ
ィー及び呈色反応を用いた試験法を、また定量試験では有効成分の含量を測定するために
主としてクロマトグラフィーを用いた試験法の開発整備を行っている。その他の重要な検
定項目として化学的に不安定で分解物を生じやすい有効成分や不純物を多く含む製剤につ
いては、純度試験として特異的に個々の不純物等を定量的に測定可能なクロマトグラフィ
ーによる試験法を開発整備している。
最近では錠剤等の固形医薬品を非破壊で迅速に定性・定量的に分析可能な近赤外分光
(NIR)分析法が医薬品分野で注目を浴びている。通常の医薬品の検定は破壊検査であり、検
定に相当数の検体が必要であるが、非破壊で検査が可能であれば少ない検体量で複数の検
定項目を実施することも可能となる。医薬品分析の分野ではその適用性においては発展途
上ではあるが、本研究班で輸入する薬剤などの国内未承認薬の品質確認のための手法の 1
つとして積極的に導入し、具体的な適用手法について開発研究を行っている。
研究班では、輸入対象となる医薬品の製造及び流通に関する情報を収集し、適切な品質
評価が実施できるように品質基準の設定に関するデシジョンツリー（新規輸入製剤におけ
る品質確保の基準とそのあり方に関する提案例）を作成している。医薬品の品質保証に関
する国際的な動向として、日米欧三極医薬品規制調和会議（ICH）などの品質分野で検討さ
れている国際的合意に基づく品質保証の概念を積極的に導入している中心国及び関連国で
の製造・流通の実績などに応じて、対象医薬品の品質に関する有効性及び安全性のリスク
の評価を行い、リスクの少ない場合には簡易検定による品質評価を実施する検定体制を導
入した。これらの簡易検定では品質評価項目として実施が必須と考えられる項目を中心と
して、剤形などに応じた評価項目の設定を行っている。前述したような非破壊評価技術な
ど、新規の高度分析手法の導入も検討しており、承認当時に設定された分析手法による評
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価結果と比べて新たな品質の側面が得られることもある。これらの研究成果を積極的に公
表することによって、より高い品質の達成にも貢献できるものと期待している。
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