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緒　　　　　言

エキノコックス（E）症の血清診断のため、我々の試験

室では、1982年度まで、補体結合反応試験1）、間接血球凝

集反応試験2）等を用いていたが、1983年度からELISA3）

を、1987年度からウエスタン・ブロッティング（WB）4）

を導入し検査精度の改善を図ってきた。ELISAは技術的

に単純で、多数試料を同時に検査できること、自動化が容

易なこと、感度が高く、単価が安い等の理由5）で、現在で

は、年間10万件に及ぶマス・スクリーニングに使われてい

る5）。一方、WBは技術的に複雑で単価が高く多数試料の

同時検査には不向きであるが、感度が高くしかも特異性も

高いのでスクリーニング時におけるELISAの確認試験と

して、またE症の疑いのある全ての症例により確実な試験

として使われている6）。WBは陽性、疑陽性、陰性の血清

診断上の判定の他に7）、陽性者を免疫染色パターンから2

群に区分けすることができる7）､8）､9）､10）。我々が完全型と

区分けした群は、WBパターンが多数のバンドを示し、一

方不完全型と区分けした群は、特徴的な寡バンドのみを示

した。これらパターンの違いは病巣と密接な関係をもち、

完全型患者の場合の病巣は多胞性で、不完全型の場合は充

実性の傾向をもっていた6）。組織学的には、前者の病巣は

成熟像を示しており、後者のそれは初期像であった6）。ま

た、術後における抗体消長の程度に関し比較した場合、不

完全型患者が完全型患者より短期間で抗体活性を失うこと

も分かってきた11）。1987年度、1988年度の北海道における

検診成績を基にした血清疫学的解析から、完全型陽性者の

ほとんどは、症候を現した患者であったが、不完全型陽性

者の多くは、無症候性の者であった12）。年齢的には、完全

型陽性者は40才以上の壮年層から90才以上の老年層に分布

していたが、不完全型陽性者は10才以下の若年層から90才

以上の老年層まで幅広く分布していた12）。ヒトのE症は、

症状が現れるまで十数年かかるとされている13）。WBによ

る上述の血清学的所見は、完全型は感染後の経過が長く、

不完全型は経過が短いこと6）、そしてまた、これらWBパ

ターンの違いを血清疫学的に利用することによって、E症

の流行実態を明らかにすることができること12）などを強く

示唆するものであった。

北海道のヒトのE症流行は大きく3つに分けられる5）。

1937年から1965年にかけての礼文島での流行、1965年から

流行が始まり依然衰微の傾向を示していない根釧地方での

流行、そして最近患者が出始めたその他の地域での流行の

3つである。もし、完全型が感染後の長い経過の結果を表

し、不完全型が感染後の短い経過の結果を表すなら、完全

型と不完全型の2群に区分けされた陽性者の地理的分布は、

上述の北海道の年代的・地理的流行の違いを反映させるは

ずである。即ち、完全型は古い流行地の礼文島、根釧地方

に分布し、不完全型は、流行の終わった礼文島に分布しな

いが、現在でも依然流行地である根釧地方に多く分布し、

また新しい流行地でも認められるはずである。本研究は、

WBによる成績を基礎に、北海道におけるE症の過去から

現在に至る流行の推移を血清疫学的に解析することを目的

とした。

材料と方法

1．被検血清

本研究に使用された血清は、1987年度から1994年度

（1989年度を除く）の間に北海道で実施されたE症二次検

診の受診者から採取したものである。

2．WB試験

（1）抗原吸着NC片の調製

既報9）に詳述したごとく、1％トリトンX－100可溶性

多包虫抗原材料を、SDS－ポリアクリルアミド電気泳動に

より展開し、泳動完了後、ニトロセルロース膜（NC）に

電気的に転写し、最終的に2～3mm幅の短冊（NC片）と

して用いた。抗原吸着NC片は、使用前に、未吸着部位



をブロックするため、10％ミルクディルエント含有PBS

（M－PBS）で処理された。

（2）反応条件

既報9）に詳述したごとく、一次血清（被検血清；0．05％

ツィーン20含有M－PBSで200倍希釈）を室温2時間、二次

血清〔アルカリフォスファターゼ（ALP）標識抗ヒトγ－

鎖（Sigma杜）；0．05％ツィーン含有M－PBSで1，000倍

希釈〕を室温1時間反応させた。洗浄液は0．05％ツィーン

20含有PBSであった。ALPの基質としてニトロブルーテ

トラゾリウム液が使われた。陽性バンドは紫色を呈した。

3．血清疫学的解析

既報7）、12）のごとく、WBにより陽性と判定された血清

を免疫染色パターンにより二つの型に、即ち完全型と不完

全型に分けた。更にそれら血清陽性者の居住地を個人調査

表から割り出した。1987と1988年度調査結果の2年度分を

一つに、1990と1991年度調査結果の2年度分を一つに、そ

して1992、1993、1994年度調査結果の3年度分を一つにま

とめ、礼文島および14支庁の各区に分布した完全型陽性者

数および不完全型陽性音数を地図上で比較検討した。

結　　　　　果

1987－1988年度における調査によると、116名のWB陽

性者のうち、完全型（代表的なWB免疫染色パターンを

Fig．1の左レーンに示す）は44名、不完全型（代表的な

WB免疫染色パターンをFig．1の右レーンに示す）は72

名であった。完全型44名のうち7名は礼文島に、34名は根

室・釧路の2支庁に、そして残りの3名は宗谷支庁（1名）、

網走支庁（2名）に分布していた。不完全型の場合、72名

のうち、30名が根室・釧路の2支庁、21名が網走支庁に分

布していた。残りの21名は、十勝（7名）、渡島（4名）、

空知（3名）、上川（2名）、宗谷（2名）、胆振（1名）、

後志（1名）、日高（1名）の各支庁に認められた。礼文

島には不完全型陽性者を認めなかった。以上の結果を

Fig．2に示す。

1990－1991年度における調査によると、68名のWB陽

性者のうち、完全型は20名、不完全型は48名であった。完

全型20名のうち1名は礼文島に、8名は根室・釧路の2支

庁に分布していた。残りの11名は網走（5名）、上川（4

名）、後志（2名）の各支庁に分布していた。一方、不完

全型の場合、48名のうち、12名が網走支庁、10名が根室・

釧路の2支庁、8名が十勝支庁に分布していた。残りの18

名は胆振（4名）、渡島（4名）、空知（4名）、上川（2

名）、宗谷（2名）、石狩（1名）、後志（1名）の各支庁

に認められた。礼文島には依然不完全型陽性者を認めなかっ

た。以上の結果をFig．3に示す。

1992－1994年度における調査によると、65名の陽性者の

うち、完全型は20名、不完全型は45名であった。完全型20

名のうち7名が根室・釧路の2支庁に分布していた。残り

13名は、網走（5名）、渡島（4名）、上川（3名）、宗谷

（1名）の各支庁に分布していた。不完全型では、45名の

うち、11名が上川、10名が網走、8名が後志、5名が根室・

釧路の2支庁に分布した。残りの11名は、渡島（3名）、

空知（2名）、十勝（2名）、石狩（1名）、胆振（1名）、

宗谷（1名）、日高（1名）の各支庁に認められた。礼文

島では血清学的陽性者が認められなくなった。以上の結果

をFig．4に示す。

考　　　　　察

北海道におけるヒトのE症流行は、患者発生の年代と

地理的分布の違いにより大きく3つに分けることができ

る5）。即ち、礼文島における流行、根釧地方における流行

そしてその他の地域における流行である。本研究の参考の
Fig. 1 Two Different Western Blotting Patterns
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Fig.3 Results of Surveys in 1990 and 1991
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Fig.4 Results of Surveys in 1992 to 1994

ため、北海道保健環境部保健予防課事業概要（保健と予防

衛生）および北海道E症対策協議会報告資料により、北海

道の年次的患者発生状況をFig．5のごとく、礼文島を除

く北海道の媒介動物疫学調査成績をFig．6のごとくまと

めた。汚染地区が年々拡大してきた様子が分かる。1981年

度までは北海道（礼文島を除く）の8％、1984年度までは

23％、1988年度までは64％、1991年度までには90％が汚染

地域と指定された。

最初のE症流行は礼文島で起こり、1937年度から1965

年度までに累計患者数114名を記録した。しかし、この流

行は1948年の同島における初調査以来、終宿主（キツネと

イヌ）を徹底的に駆除したことにより、その後漸次減少し

1989年度まで累計134名に達したが現在新たな患者発生を

見ていない。同島におけるE症終宿主対策は1965年頃ま

でにはほぼその目的を達成していたことを考えると14）、そ

れ以後の患者は感染後10年ないし20年くらい経過したもの

と考えられる。もしそうであるなら、この地には、感染後

長期間経過した結果と思われる完全型陽性者のみを見つけ

ることができるが、最近の感染の結果と思われる不完全型

陽性者は、既に過去の流行地となっているこの島では発見

できないことになる。事実、礼文島でのWB陽性者はす

べて完全型陽性者のみで不完全型陽性者は1992－1994年度

の最も最近の調査でも認められていない（Fig．2，3，4）。

北海道における第2のE症流行は、1965年に根室市在

住者に患者を発見後、根室・釧路2支庁の所謂根釧地方に

起こっている。1994年度まで累計139名に上ったこの流行

は、最近5年間でも19名の新患者が発生し依然衰微する気

配を示していない。この地方でのこの様な疫学的背景を考

えるなら、他の地域より早い時期から多数の完全型陽性者

と不完全型陽性者を共に見つけることができるはずである。

実際、1987－1988年度、1990－1991年度および1992－1994

年度のいずれの調査結果でも、この地方では圧倒的に多数

の陽性者が発見され、しかも完全型陽性者と不完全型陽性

者が混在した形を最初の調査時である1987－1988年度から

取っている（Fig．2，3，4）。

礼文・根釧地方を除くその他の地域で確認された患者数

は、1988年まで30名であったが、1989年から1994年の6年

間で更に35名増えている（Fig．5）。特に根釧を除くその

他の道東地域と道南地域で増えていることが注目される

（北海道E症対策協議会報告資料）。それでは、根釧地方

以外のその他の道東地域や道北地域における患者発生をど

の様に考えるべきであろうか。ここでの患者発生は、根釧

地方に距離的に近いところほど多く起こっていることから

（北海道E症対策協議会報告資料）、第2の流行（根釧地



方）の拡大の結果と見るべきであろうか。血清疫学的にこ

のことを証明するなら、根釧を除く道東地域の血清陽性者

の総数は根釧地方に次ぐことになるであろうし、また、も

し、完全型が時期的にかなり前の感染の結果の表れであり、

一方不完全型は比較的最近の感染の結果の表れであるなら、

血清陽性者を年次ごと観察した場合、根釧から距離的に離

れる地域ほど不完全型陽性者の発見が先行し、完全型陽性

者の発見は遅れるはずである。実際、根室・釧路の2支庁

に隣接する網走が1987年度以降のWB陽性者総数で釧路

（29名）を抜き根室支庁（65名）に次ぐ2番目に多い支庁

（55名）であり、完全型と不完全型が混在した陽性者群を

1987－1988年度の最初の調査時から現出している（Fig．

2，3，4）。根室・釧路の2支庁から更に距離的に離れ網

走に隣接する上川は、1987年度以降でのWB陽性者総数

が4番目に多い支庁（22名）であり、1987－1988年度の最

初の調査では不完全型のみであったが、1990－1991年度以

降の調査から完全型と不完全型陽性者が混在した地域となっ

ている。この様に、根釧を除く道東や道北地域の流行は、

WBによる血清疫学的解析からも、第2の流行（根釧地方）

の同心円的拡大の結果であろうと解釈するのが妥当と思わ

れた。

北海道の第3の新しいE症流行地と考えられるところは

どこであろうか。最近の患者数の増加と根釧地方から地理

的にかなり離れているということから、道南地域は第3の

新しい流行地と考えられるであろうか。この地域は、上述

した様に、1989年度から数名の患者が発生しており（北海

道E症対策協議会報告資料）、また、E症媒介動物（キツ

ネ、野ネズミ等）に関する疫学調査でも新しい流行地であ

る可能性が指摘されている14）。もし、道南地域が比較的最

近の新しい流行地であるなら、この地域でのWB陽性者

のほとんどは不完全型陽性者であり、完全型陽性者は無い

かあるいはごく最近になり出始める可能性がある。Fig．

2によると、1987－1988年度の最初の調査ではすべて不完

全型陽性者のみであったが、1990－1991年度の調査（Fig．

3）で初めて、完全型陽性者が胆振支庁で見つかった。

1992－1994年度陽性者に対する調査結果（Fig，4）でも、

渡島支庁で初めて完全型陽性者が現れた。この様に、道南

地域での血清学的陽性者数は最近になり全体的に増える傾

向があると同時に、1990－1991年度調査以後、第2の流行

地（根釧地方）同様、完全型陽性者と不完全型陽性者が混

在する形となってきている。今回の結果は、血清疫学的に

もこの地域が第3の新しいE症流行地である可能性を示

唆したものと思われる。

結　　　　　語

礼文島でのE症の流行は既に終息したが､礼文島を除

く北海道でのE症の流行は､根釧地方に始まり､根釧地

方を除くその他の道東､道北更に道央地域に徐々に広がり､

最も新しい流行地を道南地域に築きつつある｡本研究は､

血清陽性者をWBに基づく完全型と不完全型に区分けし､

陽性者を更に年度別､支庁別ごと地図上に分布させること

によって､北海道におけるE症流行の推移を血清疫学的

に明らかにしたものと思われる｡

文　　　　　献

1)飯田広夫他:道衛研所報, 12, 109 (1961)

2)熊谷満他:臨床検査, 17, 81 (1973)

3)佐藤秀男他:道衛研所報, 33, 8 (1983)

4)古屋宏二他:医学のあゆみ, 141, 41 (1987)

5)古屋宏二･赤間秀明:病原微生物検出情報, 14, 100

(1993)

6) Furuya, K. etal.: Hokkaido University Medical

Library Series, 30. 75 (1993)

7)古屋宏二･熊谷満:北海道公衆衛生学雑誌, 2, 46

(1988)

8)古屋宏二他:道衛研所報, 37, 1 (1987)

9) Furuya, K. et al.:Jpn. J. Parasitol., 38, 184

(1989)

10) Sato, C. &　Furuya, K.:Jpn. J. Med. Sci.

Biol., 47, 65 (1994)

11)古屋宏二･熊谷満:日本感染症学雑誌, 63, 974

(1989)

12) Furuya,K. et al.: Jpn. J. Med. Sci. Biol., 43,

43 (1990)

13) Kasai, Y. et al.: Ann. Surg., 191, 145 (1980)

14)熊谷満:北海道公衆衛生学雑誌, 2, 81 (1988)

英　文　要　約

Western blotting (WB) can classify patients with

alveolar echinococcosis and also persons who are

suspected of suffering from alveolar echinococcosis

into two groups which are quite different from each

other in immuriostaining patterns. By taking

advantage of the two serologically distinct types

(“complete type”and“incomplete type”) of subjects,

the spread of Echinococcus multilocularis infection

in humans can be analyzed chronologically and



geographically, resulting in projections of new

endemic areas. We analyzed 249 WB positive

Hokkaido residents, who were ELISA positive in

surveys for alveolar echinococcosis in 1987 to 1994.

According to the first 1987 and 1988 surveys,

•gcomplete type•h showing persons lived in the oldest

and formerly endemic area, Rebun Island and also

in the second old and yet hyperendemic area -

Nemuro, Kushiro and Abashiri districts.

•gIncomplete type•h persons were located in the latter

three districts and sporadically in other areas of

more recent outbreaks of alveolar echinococcosis.

After that,•gcomplete type•h persons were newly

found in Kamikawa and Shiribeshi in the 1990 and

1991 surveys and in Oshima in the 1992-1994 surveys.

•gIncomplete type•h persons were also found to be

settled in various districts. Thus, the geographical

distribution of WB positive persons seemed to

mirror a chronological transition of endemic

alveolar echinococcosis in Hokkaido.

Key words : alveolar echinococcosis;

seroepidemiology; Western blotting; Hokkaido

Fig. 5 Transition of the Number of Patients with Alveolar Echinococcosis by year
1965－1981 1965－1984

1965－1991 1965－1988

Fig. 6 Spread of E. multilocularis Infection in Animals


