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北海道のエキノコックス症患者肝病巣についての免疫組織化学的検討
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Using tissue sections from echinococcal liver lesions surgically excised from patients who were di-

agnosed as alveolar hydatid disease in Hokkaido, we examined the usefulness of the immunohistochemical

method for detecting the germinal layer of echmococcal larvae1 As a result, it was found that the

method has high sensitivity and low backgroLind and also that it is genus-specific in the detection of

ecmnococcal larvae. From the viewpoint of serology, we also tried to classify the echinococcal liver

lesions into several types on the basis of the results of histological examinations, animal inoculation

tests and others. This will give us an understanding of some aspects of complicated images of echmo-

coccal lesions.

Key words : alveolar hydatid disease (多包虫症); germinal layer　胚層); human echinococCal liver le-

sion (ヒト･エキノコックス肝病巣); immunohistochemical method (免疫組織化学的方法)

緒　　　　　言

北海道におけるエキノコックス症(E症)はEchinococcus

multilocularisの幼虫による寄生虫疾患であり, 1998年ま

でに累計383名の患者が報告されている1). 1998年以前の

北海道における患者認定は北海道E症協議会E症判定委員

会で行われており,臨床所見,居住歴,病巣の画像所見

免疫血清検査を参考に最終的に病理組織所見により診断さ

れていた2).エキノコックス幼虫は,厚い肉芽組織に埋没

した多数の小嚢胞(cyst)形態をとり,嚢胞は無細胞性の

クチクラ層(cuticular layer ;角皮層(laminated layer))

とその内側に張り付く胚層(germinallayer)とからなる.

クチクラ層はHE (hematoxylin eosin)で無数性であるが,

PAS (periodic acid-Schiff)で赤紫色に染まり, PAS陽

性クチタラ層の確認がエキノコックス病巣の確診となる3).

しかしながら, 1987年に, Rauschら4)はヒトの感染初

期肝病巣のエキノコックス(E. multilocularis)幼虫が自

然死(spontaneous death)する現象を発見し,診断にお

ける幼虫生死判定の臨床的重要性について初めて言及した.

これを受けて, 1988年に, Condonら5)は多包性E症診断

における免疫組織化学的方法の有用性について検討し,彼

らの方法がエキノコックス属幼虫胚層の高感度検出法であ

り,また,同幼虫の自然死判定のための有用な方法である

ことを報告した.

上述のごとく,これまで発見された北海道におけるE症

患者のほとんどすべての例は,幼虫クチクラ層の確認をも

ってエキノコックス感染と最終的に診断されているが,エ

キノコックス病巣の拡大,浸潤,転移の源である幼虫胚細

胞3)から構成される幼虫内層の胚層についての情報は乏し

く,その存在を明瞭に確認できない場合が多いとされてい

る5).

われわれは, Condonらの方法5)に着目し,エキノコッ

クス幼虫胚層の免疫組織化学的検出法について検討してき

た.本稿では,われわれの方法を北海道のE症患者肝病巣

材料に応用した成績について述べるとともに,同法による

成績と血清検査,動物接種試験などから,北海道のE症患

者肝病巣の特徴について検討したので報告する.

材料及び方法

1. E症患者肝病巣

北海道で肝E症と診断された患者から外科的に切除され

た肝病巣26検体を用いた.

2.病巣のトリプシン消化物と動物接種試験

上記の肝病巣を適当に二分し,その一つを用いて,初代

組織培養法6)に従ってトリプシン消化物を作製し,スライ

ドグラスに塗布後,免疫染色(後述のlab法による)を行

-1-



うとともに,酵素消化物が多い検体については血清無添加

MEM培地(GibcoBRL)を適当量分注して実験動物(コ

トンラットあるいはスナネズミ)に腹腔接種した(詳細は

文献3)を参照).

3.ホルマリン固定･パラフィン包埋組織切片標本の作製

上記の肝病巣の残りについては,ホルマリン固定,パラ

フィン包埋し,薄膜切片とした後で,スライドグラスに貼

り付け, HE染色標本, PAS染色標本,免疫染色標本を

作製した.

4.標識ストレプトアピジン-ビオチンベルオキシダーゼ

複合体法　LAB法)

第一抗体の調製以外は免疫染色化学用染色試薬(ビオチ

ン･ストレプトアピジン染色)であるZYMヒストステイ

ン- SPキット(ZymedLaboratories)を使用し,使用

説明書に従って染色操作を実施した.操作手順の概略を図

1に示す･

図1 LAB法による染色操作手順

5.トリプシン消化物の免疫染色

図1における｢内因性ベルオキシダーゼ活性のブロッキ

ング｣以後の操作手順に従って,トリプシン消化物の免疫

染色を行った(本研究ではトリプシン消化物にLAB法を

応用した場合をlab法と呼ぶ).

6.第一抗体の調製

Western blotting (WB)血清検査用エキノコックス抗

原7)をFreundの完全アジュバントに混ぜ家兎の皮下,皮

内に2～3週間隔で数回注射して免疫抗血清を作製した.

正常コトンラット肝ホモジネート,コトンラット培養細胞,

HeLa細胞, MDCK細胞, Vero細胞で十分に吸収後,非

働化(56℃, 30分間),遠心(40,000rpm, 1時間),ろ過

(ミリポアフィルター(0.45μm))の操作を加え,最終的

に5 %ウシ胎児血清加PBS (phosphate buffered saline)

で1 : 2,000に希釈した抗血清を第一抗体として使用した.

7.血清検査

既報8)のWB法に基づく検査データを利用した.血清検

査結果はいずれも術前検査のものを用いた.

8.エキノコックス自然感染動物病巣組織切片

既報3)のE. multilocularis自然感染野鼠肝病巣15検体及

びE. granulosus自然感染ウシ肝病巣3検体から,凍結組

織切片あるいはパラフィン包埋組織切片を作製し検査材料

とした.

結　　　　　果

1.エキノコツクス自然感染動物病巣組織切片へのLAB

法の応用

まず, LAB法をエキノコックス自然感染動物病巣組織

切片へ応用し,原頭節まで発育した幼虫の場合の検出感度

と染色される部位を調べた.

E. multilocularis自然感染野鼠肝病巣15検体の凍結組織

切片の場合,全例がLAB陽性となり,染色される部位は

胚層(繁殖胞(broodcapsule)を含む)とクチクラ層で

あることが分かった.胚層はクチクラ層に比較し強く濃染

された.原頭節(protoscolex)はLAB陰性であった.

E. granulosus自然感染ウシ肝病巣3検体のパラフィン

包埋組織切片の場合, 2例が陰性, 1例が胚層に弱い陽性

を示した.

2. E症患者病巣組織切片へのLAB法の応用

次に, LAB法をE症患者肝病巣26検体のパラフィン包

埋組織切片に応用したところ, 25例(96%)が陽性, 1例

が陰性であることが分かった.陽性として漉染される部位

は胚層であり,クチクラ層に沿って帯状あるいはスポット

状に認められた.胚層の染色される度合いは非常に強いも

のであったが, 1組織切片標本中で観察される小嚢胞のす

べてが染まる例は希であり,染色された小嚢胞の割合は標

本により様々であった.クチクラ層については,その多く

は陰性であったが,淡染されるものも認められた.

いずれの組織切片についても,宿主肝組織に対する反応

性は全く認められなかった.

-2-



図2　血清検査が陽性の症例No. 3の組織切片におけ

る幼虫胚層が帯状に認められたLAB陽性像(バ
ー=10μm)

図3　血清検査が陽性の症例No. 1の組織切片におけ

る幼虫胚層がスポット状に認められたLAB陽性
像(バー=10μm)

図4　血清検査が陽性, LAB陽性の症例No.3の病巣

トリプシン消化物についてのlab陽性染色像
(バー=10μm

図5　血清検査が陰性, LAB陰性の症例No.8の病巣

トリプシン消化物についてのlab弱陽性染色像
(バー=10μm)

図6　血清検査が陰性, LAB陽性の症例No.7の組織
切片についてのPAS陽性染色像(バー=50 μm)

図7　血清検査が陰性, LAB陰性の症例No.8の組織

切片についてのPAS弱陽性染色像(バー=50 μm)
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3 ,組織検査の結果と血清検査及び動物接種試験の結果と

の関連

｢表｣に組織検査(すなわち,免疫組織化学的検査

(LAB及びlab法による検査)と病理組織検査),動物接

種試験,血清検査で特徴的結果を示したE症患者8症例に

ついての成績をまとめた.

表　組織検査,動物接種試験,血清検査で特徴的な結果を示した多包性エキノコックス症患者8症例についての比較

LAB陽性7症例のうち, 5症例が血清検査陽性, 1症

例が疑陽性, 1症例が陰性であった. LAB陽性組織標本

の典型例は胚層(所々に明瞭な胚紬泡が認められる)が帯

状に認められた(図2).動物接種試験(二次包虫形成能

のチェック)で陽性であった4症例(いずれにもlab陽性

消化物が多く認められた(図4))のうち, 3症例はWB

パターンが完全型を示した.血清検査のWBパターンが

不完全型であった症例No. 1のLAB陽性胚層の像はスポ

ット状であり(図3),クチクラ層も淡く染まる小嚢包が

認められた.血清検査疑陽性の症例No. 6はLAB陽性で

あり,動物接種試験でも陽性を示した.この症例は術後に

血清検査が強陽性に転化した･血清検査が陰性であった症

例No. 7については病理組織検査で明瞭なPAS陽性クチ

クラ層(図6)と胚層の存在が確認され, LAB法も捌生

であった. LAB陰性の1症例(No.8)は血清検査が陰

性であったが,病理組織検査で散在したPAs弱陽性のク

テクラ断片(PAS陰性のクテクラ断片も認められた) (図

7)が確認された.けれども, lab陽性消化物の数は極め

て少なかった(図5).

考　　　　　察

ZYMヒストステイン-SPキットは通常用いられるア

ピジン-ビオテンペルオキシダーゼ複合体(ABC)の6

～8倍の感度をもち,ストレプトアピジンの使用によって

バックグランドは非常に低い9).実際, ABC法を用いた

Condonらの方法5)では,結合組織の非特異的染色が標本

により認められたとしているが,われわれのLAB法では

全く認められなかった.また,第一抗体として使用した抗

血清を宿主組織･細胞であらかじめ十分に吸収したことも

非特異的反応の除去に有効であったと思われる.

一般的に,組織や細胞の抗原はホルマリン固定･パラフ

ィン包埋の操作過程で消失するが,失われた抗原の一部は

適切な酵素前処理により回復する10). Condonら5)は,プ

ロナーゼ(0.01%,　分),われわれはトリプシン(0.25%

液, 37℃ 30分)を使用して良い結果を得た.　しかし,抗

原のすべてが回復することではないので,最近頻用傾向に

ある加熱処理による抗原賦活化法11)など他の抗原回復処

理法についても検討する必要があるかもしれない.

CondonらのABC法5)と同様,われわれのLAB法はエ

キノコックス属幼虫の特異的検出法である.幼虫胚層の高

感度な染色法としては妥当な方法と考えるが,組織標本上

の種(species)の同定が必要とされる時は充分とは言え

ない方法である.第一抗体にエキノコックス幼虫(E.

midtilocularis)家兎抗血清を使用しているためであるが,

今後,種特異的ポリクローナル抗体あるいはモノクローナ

ル抗体作製の検討が望まれる.

ヒトでのエキノコックス幼虫の発育は遅く,長年月を経

て悪性腫瘍様の病巣となる3).寄生(感染)しても早期に

は自覚症状はなく, 5～15年の無症候的潜伏期がある.こ

の期間は成人では感染後約10年,小児では約5年とされて

いる. Rauschら4)が発見した｢エキノコックス幼虫の自

然死｣の現象は感染初期に起こると考えられている.

Condonら5)は, Rauschら4)のヒトの多包性エキノコッ

クス病巣の考え方に基づき,病巣を活動型(active lesion)

と非活動型(inactive lesion)の二つのタイプに分け,

ABC陽性例は活動型に,陰性例は幼虫が自然死した非活

動型に認められることを報告した(図8を参照).

これまで,われわれは,北海道のE症患者病巣の性状に

ついて,血清学的立場から血清検査陽性病巣について調べ,

WB完全型病巣は感染経過が長く発育も十分な病巣, WB

不完全型病巣は,感染経過の短い病巣もしくは経過が長く

とも発育が不十分な病巣と特徴付けてきた12).しかしなが

ら, ｣師青検査陰性病巣に関しては,症例数も少ないことも

あり,その特徴を十分に述べるに至っていなかった.今回,
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LAB法を北海道のE症患者病巣検体に応用することによ

って,血清検査陽性病巣の特徴をより明確にしたばかりで

なく,血清検査陰性病巣についても一定範囲内で説明が可

能となった.図9に血清学的立場から分類した場合のエキ

ノコックス病巣の特徴についてまとめた.この図では,症

例No. 1と2の病巣はWB不完全型病巣,症例No.3

5の病巣は完全型病巣,症例No.6の病巣は免疫応答抑制

性活動型病巣,症例No. 7の病巣は免疫弱応答性非活動

型病巣(ⅱ b),症例No.8の病巣は免疫弱応答性非活動

型病巣(ⅱa)と分類されている.クチクラ層の変性が顕

著であった症例No. 8の病巣はRauschら4)の｢幼虫自然

死｣例に当たるのではないかと老去られた.

図8　Rauschら(1987)4)及びCondonら(1988)5のヒト多包性エキノコックス病巣についての考え方

図9　血清学的立場から分類した場合のヒト･エキノコックス病巣の特徴

北海道では, E症のための住民検診(マススクリーニン

グ)が全道的に実施され1),多くの患者が無症候性キャリ

アーとして発見されている.検診以外の医療機関で発見さ

れる患者の数も増加しており,また, E症以外の目的で外

科手術が行われた際に発見された患者も報告されている.

本稿で研究対象となった検体は,このような患者からのも
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のであり,患者発見方式の多様化に伴い,エキノコックス

病巣像も様々であることが判明してきた.

免疫血清検査による診断は感染の間接的証拠である抗体

に依るのであり,決して直接的に病原体を証明しているも

のではない12)感染症新法における本症届け出の基準(厚

生省)は｢診断した医師の判断により,症状や画像所見か

ら当該疾患が疑われ,かつ,病原体に対する抗体の検出あ

るいは病原体の検出のいずれかの方法によって病原体診断

や血清学的診断がなされたもの｣とされている13)田村14)

は｢感染症新法と北海道のエキノコックス症対策｣と題す

る最近の論文で, ｢現在の血清学的診断には,一定の限界

があり最終的には組織診断を得たねばならない｣と述べて

いる.新法導入に伴い当所で行われているエキノコックス

症検査法もより一層の改善と総合的な充実が必要と考える.

結　　　　　語

北海道のE症患者病巣の組織切片検査材料を使って,エ

キノコックス幼虫胚層の検出のための免疫組織化学的方法

の有用性について検討した.その結果,本法は,高感度,

低バックグランドを特長とする属特異的染色法であること

が分かった.また,血清学的臨床検査の立場から,組織検

杏,動物接種試験などの結果を基に, E症患者肝病巣をい

くつかのタイプに分類することを試みた.これによって複

雑なエキノコックス病巣像の一端が理解できると思われた.

終りに臨み,本研究は平成8 ～12年度北海道立衛生研究

所特別研究･エキノコックス症対策調査研究費により実施

されたことを付記する.
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