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室温で一定湿度に保存 したイヌ糞便中の

多包条虫卵の感染性について

Infectivity of Echiltococcus multilocularis Eggs in the Feces of an Experimentally 
Infected Dog under Given Relative Humidity at Room Temperature 
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平成14年12月 に,室 内で飼育 され たイヌの多包条 虫

Echinococcus multilocularis感染が報告 され,多 包虫症

におけるイヌの危 険性があ らためて指摘 されたP.室 内で

飼育 されたイヌが感染 した場合,室 内を多包条虫卵で汚染

し,野 外で飼育 しているイヌに比べて飼育者 に対する危険

性が著しく増す ことが容易に推測できる.感 染 したイヌに

駆虫薬を投与することでそれ以降の虫卵の排出を防 ぐこと

はできるが,た とえ駆虫処理 したとしても,室 内に残存 し

た虫卵による感染の危険性 は残ったままとなる.で はその

危険がいつまで続 くのか,換 言すれば室内において虫卵が

どの程度の期間感染性を有しているのかとい う情報を得る

ことは,そ の家で生活す るものにとって非常に重要である

とともに・エキノコックス症対策を行 う上でも有用な情報

であ る.著 者 らは これ まで・ddYマ ウスヘ の感 染性

(infectivity)を 指標 として虫卵の寿命についての実験的な

検討を行い,虫 卵を水中で22℃ で保存 した場合約1カ 月で

マウスヘの感染性が失われ ることや,虫 卵を乾燥状態で室

温 に保存 した場合一週間で感染性を失 うことな どを報告 し

た.こ れ らの情報か ら,室 内が20℃ 以上に維持 されてい

れば,湿 度 にかかわ らず1カ 月程度で残存 した虫卵からの

感染の危険性はな くなると推測していた.今 回,実 際に即

した環境における虫卵生存期間を求めるため,実 験的に多

包条虫を感染させたイヌの糞便をその状態のまま相対湿度

(RH)を 一定 にして保存 し,そ の糞便中の虫卵の感染性に

ついて検討 したので報告する.

方 法

1.実 験の概要

多包条虫 卵を含む糞便を45%RH,75%RH及 び100%

RHと3種 類の湿度条件で7日 間,14日 間及び28日 間保存

し・それぞれの糞便から回収 した虫卵をddYマ ウス を用

いてその感染性を観察 し,保 存条件が虫卵の感染性 に与え

る影響を検討した.

2.材 料

実験に用いた多包条虫は1987年 に根室市で捕獲 したエゾ

ヤチネズ ミ(Clethrionomys rufocanus bedfordiae)の肝

臓 に寄生 していた幼虫を,当 所のエキノコックス安全実験

施設内でイヌ とコ トンラッ ト(Sigmodon hispidus)を 用

いて継代維持 しているものである.実 験にはコ トンラット

より得た約10万 個の原頭節を含む多包虫シス トを経口的に

ビーグル犬に感染させ・感染後37日 目に排泄 された糞便を

用いた.糞 便中の虫卵は,直 接塗沫による虫卵検査により,

充分量の虫卵が含 まれていることを確認 した.供 試糞便は

採便後実験に使用するまで約1週 間4℃ で保存した.

3.相 対湿度の設定

大型のデシケータを実験室内に2機 準備 し,2種 類の異

なった湿度条件を設定 した.各 デシケータ内の相対湿度を

一定にするため,炭 酸カ リウムK2CO3及 び塩化ナ トリウ

ムNaClの 飽和塩類溶液を用いた.こ れらの飽和溶液を各々

別のデシケータに入れた.こ の場合,デ シケータ内の相対

湿度は炭酸カ リウムでは約45%RH,塩 化ナ トリウムでは

約75%RHと なる事が報告されている`1.2機 のデシケー

タ内には虫卵を含んだ糞便を約10gず つの糞塊に分けてシャー

レの上にのせ,蓋 を取った状態でそれぞれ3枚 ずつ静置 し

た.ま た相対湿度100%の 条件を設定す るために,50mL

のプラスチックチューブ3本 にそれぞれ約10gの 糞塊を入

れ,ス ク リュー蓋で密閉し,実 験室に静置 した.供 試糞塊

が比較的湿っていた ことか ら,密 閉したチ ューブ内部の相

対湿度についてはおおよそ100%で あると推定 した.実 験

期間中,実 験室の温度は20.5～22.5℃ の範囲で推移 した.

4.虫 卵の感染性の測定

デシケータ及びプラスチックチューブに7,14及 び28日

間保存 した糞便を肉眼的に観察 したのち,蒸 留水で溶解,

金属メッシュを用いて虫卵を回収,生 理食塩水で洗浄後,

抗生物質添加滅菌生理食塩水に懸濁 し,虫 卵数を200個/0.5

mLに 調整 した.ま たコン トロール(0日 区)と して実験

開始時の糞便か ら同様の方法で虫卵を調製 した.感 染性の
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Table 1 Influence of Humidity on the Infectivity of Echicnococcus multilooularis Eggs in the Feces of 

Experimentally Infected Dog at Room Temperature* 

測定は,こ れまでの報告凋 に準じた.す なわち,1群4,

5匹 のSPF ddY系 マウス(オ ス,約5～6週 令)に1頭

あた り200個(0.5mL)の 虫卵を経 口投与 し,投 与後4週

目に剖検,肝 臓を摘出した.摘 出した肝臓を－15℃ で凍結

し,実 体顕微鏡下で薄切 しながら病巣を確認 し,病 巣数を

記録 した.

結 果及 び考察

1.糞 便の肉眼的観察

7日 間保存区群では45%RH区 の糞便の表面は乾燥 して

いたが,内 部は湿った状態であった.75%RH区 は表面も

内部も湿った状態であった.14日 間保存区群では45%RH

区の糞便は内部まで乾燥 していたが,75%RH区 は表面だ

け乾燥 していた.28日 間保存区群では45%RH区 の糞便は

完全に乾燥していたが,75%RH区 の内部はまだ柔 らかい

状態であった.100%RH区 の糞便は どの保存区であって

も湿った状態であった.

2.糞 便中の虫卵の感染性

それぞれの実験区の糞便か ら抽出した虫卵を感染 したマ

ウスの肝臓 に認めた病巣の数をTable1に 示す.7日 間

保存区群では,い ずれの実験区でもすべてのマウスに病巣

を確認 したが・14日 間保存区群では45%RH区 のマ ウス4

頭中2頭 で感染が認め られなかった.ま た,28日 間保存区

群ではすべてのマウスに感染が認め られなかった.

ddYマ ウスヘの感染性がヒ トヘの感染性を どの程度反映

しているかどうかの検討は必要であるが,こ の結果 により,

環境が多包条虫卵で汚染されても,室 温で約1カ 月放置す

れば,感 染の危険性が殆 ど消失することを示 した と考 える.

また,14日 間保存区において,100%RH区 及び75%RH区

では・4頭 中4頭 が感染し・各マウスの病巣数も大差がな

かったのに対 し,45%RH区 内では2頭 が感染せず,感 染

が成立したマウスにお ける病巣数も前2区 に比べてかな り

少なかった.こ のことは,低 湿度つまり乾燥状態 にす るこ

とで,虫 卵が感染性を有する期間が短 くなることを示唆 し

ている.虫 卵に汚染 された場合,乾 燥状態にすることが感

染の危険性を下げる有効な手段のひ とつである ことを意味

している.

最近,中 型もしくは大型の犬種を室内で飼育することが

一般化 している.野 外の散歩中な どに放 したイヌがネズ ミ

を捕食することで感染した場合,飼 い主やその家族にとっ

て多包条虫感染の危険性は著 しく高 くなる.特 に最近の都

市近郊におけるキッネの多包条虫感染率の増加は,感 染し

たネズ ミの増加を引き起こし,散 歩中や放 し飼いのイヌヘ

の感染の機会を増やす ことになる.こ のよ うな状況では,

イヌに対 して予防的な駆虫を行 うことが,イ ヌからの感染

を避けるための有効な方法 として推奨されている.し か

しなが ら,不 幸 にして室内飼育のイヌに多包条虫の感染が

確認されたときは,住 人への感染の危険性を下げるために,

駆虫と適切な糞便の処理が重要である.ま た,室 内に除去

されずに残された虫卵の処理 についても配慮 しなければな

らない.今 回の実験により,残 存 した虫卵でも,室 温では

約1カ 月でマウスヘの感染性を失 うことが明らかになった.

さらに,乾 燥状態に保つことにより感染性が減 じることが

予測された.室 内犬への感染は,今 後も起 こりうると考え

られるが,こ れまでの実験データ と今回の結果から,室

温を摂氏20度 以上に保つことが,長 期間の危険性の持続を

避 けるための対処法のひとつ になるといえる.一 般家庭で

は湿度を一定に保つ ことは困難であるが,温 度を上げると

同時に湿度を下げることができれば,感 染予防により有効

であると考えられた.

文 献

1)野 中 成 晃,奥 祐 三 郎,安 東 聡 子,立 花 徹,玉 井 聡,神

谷 正 男:第72回 日本 寄 生 虫 学 会 大 会 講 演 要 旨,112(2003)

2)石 下 真 通,八 木 欣 平,伊 東 拓 也:道 衛 研 所 報,43,49

(1993)

3)八 木 欣 平,伊 東 拓 也:道 衛 研 所 報,49,167(1999)

4)宮 本 正 規,高 橋 光 信,広 瀬 幸 雄:石 川 県 工 業 試 験 場 平 成8

年 度 研 究 報 告,46,73(1996)

5)SじhantzPM,ChaiJ,CraigPS,EckertJ,JenkilsDJ,

MacphersonCM,,ThakurA:Echinoc㏄cusand

HydatidDisease,CABlntemationa1,WaHingford,

1995,p.233

一97一


