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緒　　　　　言

人畜共通感染症として重要な包条虫(エキノコックス(以

下Eと略))の幼虫には多包虫と単包虫があり､多包虫症

は北半球で主に発生し､単包虫症は南北両半球､特に牧畜

の盛んな地域でみられる1)｡北海道で報告されているE症

は多包虫症であり､単包虫による症例はこれまでない2)｡

平成11年4月に感染症新法が公布され3)､ E症が4類感染

症に分類されたことから､多包虫症のほかに単包虫症も届

出の対象になっている｡本邦における単包虫症の報告は極

めて少ない4)が､最近の海外渡航者､外国人就労者の増加

などから単包虫症を疑う症例､鑑別診断のための検査が増

えることが予想されている5)｡本研究においては､このよ

うなE症を取り巻く状況の変化に鑑み､最近､包虫症血

清診断のため信頼性が高いとされている単包虫抗原anti-

gen Bのサブユニットである　kDa抗原を利用するウエ

スタン･プロット(Westernblot,WB)法6.7)の評価を行っ

たので報告する｡

材料および方法

1.血清検体

供試血清は136検体､このうちE症患者血清は82検体､

その11検体が単包虫症患者血清(すべて国外症例から- 9

検体がイタリァ､ 2検体がァルゼンチンから;病巣部位は

不明)､ 71検体が多包虫症患者血清(すべて北海道症例か

ら;肝E症と診断)であった｡ E症以外の他の寄生虫症

患者血清は44検体(内訳を表2に記載)､健常人血清は10

検体であった.検査における検体の濃度は単包虫症患者血

清(100倍希釈)を除き､すべて50倍希釈であった｡

単包虫症患者血清については､ 2例を除きすべて既報の

保存血清8.9)を用いた｡多包虫患者血清についてもすべて

既報のそれ9-11)を用い､多包虫抗原- WB法による免疫染

色バンドパターンから､さらに､"陽性で完全型のもの"､"陽

性で不完全型のもの"､ "陰性のもの"の3群に分けた12)

多バンド形成を完全型､寡バンド形成を不完全型と呼ぶ12)｡

なお､多包虫症患者血清の60検体は術前血清､ 11検体は術

後血清であった｡ E症以外の寄生虫症患者血清(広節裂

頭条虫症患者血清を除く)の場合､相応する抗原を使って

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)､ WBも

しくは間接蛍光抗体法で強陽性と確認されたものを用いた｡

2.単包虫8 kDa抗原-WB法

Craigらの方法13)に従って､ WB法により血清診断を行

った｡抗原にヒツジ由来単包虫胞内液(アルゼンチンから

分与)を用い､非還元SDS-PAGE (15%ミニゲル

Bio-RadレディゲルJ)を使用)で展開後､ニトロセルロー

ス膜に電気的に転写させた｡泳動前に胞内液をNAPカラ

ム(Pharmacia)でゲル濾過脱塩し､ Biomax (Millipore)

で遠心(2,000G, 15分間)濃縮した｡

血清検査における反応時間は､一次抗体(血清検体)が

室温3時間､二次抗体(アルカリホスファターゼ標識抗ヒ

トIgG (γ鎖特異的)の1,000倍希釈液､ Sigma)が室温

2時間であった｡基質はBCIP/NBT溶液(Kirkegaard

& Perry)であった.
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結　　　　　果

単包虫症患者血清を用いた場合､図1に見るように､ 30

kDa以下の低サイズ域に3つのバンドを認めた｡最も強

く反応するバンドは8kDaバンドであった｡　この 8kDa

バンドに対する反応性は､単包虫症患者血清11検体のうち

7検体で(図1のレーン1～7)､多包虫症患者血清71検

体のうち15検体で認められた(図2のレーン1～15)｡　以

上の成績を表1にまとめる.

図3に見るように､多包虫症患者血清71検体を多包虫-

WBの免疫染色バンドパターンにより､"陽性-完全型(62

例)､ "陽性-不完全型"(8例)､"陰性" (1例)の3群に

分けると､単包虫 8kDa抗原-WB検査で陽性であった

15検体はすべて"陽性-完全型"群に分布した｡

図4に見るように､多包虫症患者血清を"術前血清"と

"術後血清"に分けると､単包虫8 kDa抗原- WB検査

で陽性であった15検体のうち､ 13検体は"術前血清"群に､

残り2検体は"術後血清"群に分布した｡

E症以外の寄生虫症患者の血清に関する検査成績を表2

に示す｡計44の血清検体を調べたが､イヌ回虫症患者血清

1検体(図1のレーン8)を除き全検体が陰性であった｡

健常人血清10検体はすべて陰性であった｡

図1　単包虫8 kDa抗原-WBによる単包虫症患者血清

の免疫染色陽性パターン

表1 WB法による単包虫8 kDa抗原に対する抗体検査

成績:エキノコックス感染患者の血清について

図2　単包虫8 kDa抗原･WBによる多包虫症患者血清

の免疫染色陽性パターン

図3　多包虫症患者血清の多包虫抗原-WB検査結果*と

単包虫8 kDa抗原-WB検査結果の関係
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図4　術前､術後による多包虫症患者血清の区分け*と単

包虫8 kDa抗原-WB検査結果の関係

表2　WB法による単包虫 8kDa抗原に対する抗体検査成績:

エキノコックス症以外の他の寄生虫症患者血清*について

考　　　　　察

単包虫症の血清診断に有用な抗原として､単包虫胞内液

に含まれるantigen5とantigenBが知られている(とも

にリボ蛋白抗原である)14)｡ antigen5を使うDD5免疫

拡散試験(あるいはarc5免疫電気泳動試験)は信頼性

が高い方法として現在でも利用されているが､感度は55%ほ

ど6)であり､ 1回の試験に安する血清検体量は150μl以上

と多量のほか､ antigen5に対する優れたレファレンス抗

血清を必要とする13)｡ E症以外の他の寄生虫症患者血清(有

鉤嚢虫症患者血清を除く)とはほとんど反応しない6.13)が､

多包虫やE. vogeli感染患者の血清とは､それぞれ88%､

75%の高い陽性率を示す6)｡しかしながら､ WBにおける

antigen 5の有用性は少ない6.15)とされ､本研究においても､

52～62kDaに位置するantigen 5バンドに対する強い反

応性が多数のE症以外の寄生虫症患者血清で認められた｡

一方､ antigenBについては､ WBで低サイズ域に3

つの抗原バンドとして認められる6)が､特に8 kDaバンド

が肝単包虫症患者血清で感度91%と高く(肺単包虫症患者

血清では感度33%と低い)6)､ E症以外の他の寄生虫症患

者血清(有鉤嚢虫症患者血清を除く)とはまったく反応し

ない6.7)ことから､この8 kDaバンドを利用するWB法(本

法における単包虫8 kDa抗原- WB)は診断的価値が非

常に高いとされている｡多包虫症患者血清との交差反応性

についても､ DD5免疫拡散試験に比べ少ない(多包虫症

患者血清の39%が反応)6)｡しかし､ E. vogeli感染患者の

血清とは100%反応するようである6)｡最近､ Itoら16)は等

電点電気泳動法により精製したantigenB分画をWB法

に応用し､肝に病巣をもつ単包虫症患者血清で92%の感度､

多包虫症患者血清で79%の陽性率を得ている｡

本研究では､単包虫症患者血清(病巣部位不明)に対し

63.6% (7/11) (表1)と､上述の報告例6.16)に比し若干

低い感度を示したが､同血清検体に対する多包虫抗原-

ELISAによる抗体検査結果(0.8以上のELISA値を示す

強陽性血清: 4検体､ 0.5-0.8のELISA値を示す弱陽性

血清: 3検体､ 0,5以下のELISA値を示す陰性血清: 4

検体)8)を考慮するなら､この程度の感度が限界と思われた｡

本法の特異性について､イヌ回虫症患者血清の1検体が

予想に反し陽性となった(表2)が､この血清は単包虫症

の流行国アルゼンチンの患者からのものであり､交差反応

性によるというより､単包虫との混合感染による可能性が

高いと思われた.また､多包虫抗原との強い交差反応性が

示唆されているアニサキス抗体強陽性血清17)など北海道

で感染の機会があると考えられる寄生虫による感染患者の

血清とはまったく反応がなかった(表2)ことから､本法

による検査は特異性が高いと思われた｡

上述のItoら16)は､精製したantigenB分画をWBの抗

原に使用して､国内症例からの多包虫症患者血清でも

77.8% (14/18)の高い陽性率を得た｡本研究における成

績(北海道の多包虫症患者血清についての陽性率は21. 1%)

やMadisonら6)の成績(多包虫症患者血清についての陽

性率は39%)と比べても相当高い陽性率である｡精製によ

り交差反応性がむしろ強まることが示されているが､検査

に使用した血清により陽性率が変わることも考えられる｡

北海道においては､1983年から､ ELISAによるE症マス･

スクリーニングが実施され2)､発見される患者(無症候性

キャリアー)の病巣はそれ以前のものより小さめであり､

病期も晩期のものは少なく､外科的完全治癒率は非常に高
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い17)｡本研究に使用した血清の多くは､この様な患者から

採血したものであり､感度や交差反応性を考える場合留意

しなければならない点かも知れない｡

北海道においては､単包虫感染による人体例は今までの

ところ報告されていない2)｡しかしながら､ (1)本州､四国､

九州で数は少ないが単包虫症の症例報告がみられる4)､ (2)

国内の終宿主から成虫が見出されていないが､近年､北海

道のヒツジ､ブタ､ウシから国内感染と思われる単包虫が

見つかっている18)､ (3)流行地から輸入される生きた肉牛に

高率に単包虫の感染がみられ､これがイヌを汚染し､ひい

てはヒトに感染が及ぶ危険があることなどが指摘されてい

る18)､ (4)外国人労働者の増加に伴い最近輸入症例が増加し

てきている5)などから､今後は当所としても単包虫症のた

めの血清診断法による検査体制も整備する必要がある｡ま

た､これに伴い､鑑別診断における多包虫症に特異なE

症血清診断法の重要性が増すことが予想されることから､

現在最も特異性が高いとされているEm18-WB19) や

Em2plus-ELISA20.21)の臨床検査的評価を行う時期にきて

いると思われる｡

なお､有鉤嚢虫症血清については､有鉤条虫が､わが国

には元来､沖縄を除いて分布していないと考えられている

ため22)､試験を行わなかったが､ Moroら7)は､ DD5免

疫拡散試験陽性例の40%が単包虫　kDa抗原- WB試験

においても陽性を示すことから､有鉤嚢虫症流行地におい

ては､鑑別診断のため､嚢虫症のためのWB試験を実施

すべきとしている｡

結　　　　　語

最近､包虫症の血清診断に信頼性が高いとされている単

包虫8 kDa抗原- WB法の有用性について､北海道の多

包虫症血清を含む各種血清検体を用いて検討し､以下の成

績を得た｡

(1)単包虫症患者血清検体の63.6% (7/11)､多包虫症患

者血清検体の21.1% (15/71)が陽性であった｡

(2)多包虫症患者血清の陽性例のすべては､多包虫抗原-

WB法で多バンドパターンを示す完全型陽性例であった｡

(3)多包虫症患者血清の陽性例は､術前血清の21.7%

(13/60)､術後血清の18.1% (2/11)を占めた.

(4) E症以外の他の寄生虫症患者血清検体では1検体(単

包虫症流行国の患者血清)を除きすべて陰性であった｡

以上の成績により､本検査法は属特異的であるが､単包

虫症に感度の高い血清診断法として､また､多包虫症との

鑑別診断のための検査法として､多包虫症に特異的な血清

診断法との併用により十分使用できると思われた｡

稿を終えるにあたり､本研究のため貴重な血清材料など

を提供していただいた高橋秀史先生(札幌社会保険総合病
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ボラトリー)､ JICA ｢地域流行病対策研修｣の元研修生

J. E. Bolpei (アルゼンチン)､ JICA ｢エキノコックス
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英　文　要　約

We examined the usefulness of Western blot (WB) us-

ing hydatid 8 kDa antigen winch is reported to be highly

reliable as a diagnostic antigen for the serodiagnosis of

hydatid disease. Various serum samples including those

from patients in Hokkaido were tested in the hydatid 8

kDa antigen-WB test The results obtained were as follows.

(1) 63.6% (7/11) of serum samples from patients with

cystic hydatid disease (CHD) and21.2% (15/71) of

serum samples from patients with alveolar hydatid disease

(AHD) were positive in the hydatid 8 kDa antigen.WB

test. (2) All of the serum samples which were positive in

the hydatid 8 kDa antigen-WB test indicated "Complete

type immunostaining patterns in Western blot using

alveolar hydatid antigen. (3) AHD patient sera which

reacted with hydatid 8 kDa antigen comprised 21.7%

(13/60) ofpre-operative sera and also 18.1% (2/11) of

post.operative sera. (4) All serum samples from patients

with other parasitic diseases were negative in the hydatid

8 kDa antigen-WB test, except for a serum sample from

a patient with toxocariasis, who was found in a CHD-

endemic country.

Therefore, it seems that the present WB test using

hydatid 8 kDa antigen is sufficiently useful for the sero-

diagnosis of CHD, although it is genus-specific, and also

that it will become more practical for differential sero-

diagnosis between AHD and CHD when another serolo.

gical test is jointly used which is specific to AHD.

Keywords : hydatid disease ; hydatid 8 kDa antigen ;

serodiagnosis : Western blot
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